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山間傾斜地を対象にしたランドサットデータによる

斜面温暖帯及び放射霧の把握に関する研究
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I 緒言

山間傾斜地において良質な農作物を安定して生産する

ためには，地域固有の気象条件を把握し，積極的に利用

する必要がある．現有は， AMeDASにより気象観測網は

整備されているが，山間傾斜地の複雑な気象条件を把握

するには不十分である．特に 冬期の放射冷却条件ドの

気象条件は僅かな地形条件の差異により大きく異なる．

すなわち，放射冷却条件下で，気流が停滞しやすい場所

では局地的な低溢域が形成され，逆に山腹には斜面温暖

帯と呼ばれる温暖な地帯が形成される．

斜面温暖帯は放射冷却条件下でも低温にならないため，

凍霜害を受けやすい作物の栽培地としての利用が期待さ

れる．また，放射冷却によって低溢となり，かつ十分な

水蒸気の供給源がある地域では，しばしば放射霧が発生

する．放射霧のかかる地域とかからない地域とではH射

や温・湿度の条件が異なり，農作物の品質や収量が異な

る. l1 J間傾斜地の農業にとって，局地気象を把握するこ

とは適地判定や地域資源の活用という観点で概めて重要

である．

近年，衛星に搭載されたセンサーから広範囲で面的な

情報が得られるようになった．熱赤外域の観測波長帯を
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持つセンサーからは，表面温度の分布を把握することが

可能である．また，複数の観測波長帯を持つセンサーか

らは，地上のモニタリングが可能である．

川島・林，，や近藤ら九｝は夜間のランドサットTMデータ

をもとに， AMeDASの気温とAMeDAS観測点に対応する両

素の数値（DN値； DigitalNumber）から算出される表面i

温度との関係を求めている．これらの解析では， AMeDAS

観測点に対応する画素の楠生条件については考慮されて

いない．

青木ら ll，松村ら u，松岡ら＂＇ はNOAAの熱赤外域の

データを用いて，冬期の夜間冷却の評価を行っている．

しかし， NOAAのデータは分解能ががJlkmで、あり，四国の

ような複雑地形からなる地域で使用するには限界がある．

字方， JI！島・林 llや近藤ら 5，は夜間のランドサット TM

データを用いて，関東地方の冬期における放射冷却条件

下の温度分布を明らかにしている．しかし，四回のよう

な複雑地形地域での解析例はない．

i宋石 uは大洲盆地を対象に，また深わら ilは久万盆地

を対象にインターパルカメラを肘いて放射霧の観測を行

い，放射霧の発生頻度，発生時刻及び消散時主ljを調べて
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いる．吉野らI3，はランドサットMSS画像を使用して，東

北地方の放射霧の出現頻度を調べている．放射霧に関す

る調査例は比較的多いが衛星から得られる放射霧の情

報と地形情報とを重ね合わせ，放射霧の分布の特徴を解

析した例はない．

本研究は，ランドサ y トデータから得られた気温，放

射霧の情報を， 250mメッシュのデータベースとして整備

し，地形情報と重ね合わせて，四国の山間傾斜地に形成

される斜面温暖帯及び放射霧の把握を行った．

本研究は，北海道大学農学部堀口郁夫教授のもとでの

研究「ランドサットデータによる過度環境の推定」，愛媛

大学法文学部深石一夫教授との共同研究「盆地霧の発生

頻度と地域特性の実態解明」，日本気象協会関西本部と四

国農業試験場との官民共同研究「中山間複雑地形地域を

対象とした250mメッシュリアルタイム気象資源分布画像

表示法の開発j及び愛媛県農業試験場と四国農業試験場

との中山間農業振興実用化試験「中山間地域等の花き栽

培のための地域資源活用技術の確立」の成呆の一部であ

る．

II 解析方法

1 夜間のランドサットTMデータによる斜面温暖帯

の解析

1) 使用したランドサットデータ

複雑な地形からなる四国西部における冬期の放射冷却

条件下の地上気温分布を把握するため， PATH二 210, ROW 

=207の夜間のランドサットTMデータを使用した．使用

したデータの日時は1984年12月7日及び1989年12月5日，観

測時刻はともに21時30分である．この観測時には西日本

は移動性高気圧に覆われ，放射冷却により各地で冷え込

みが著しかった．

2) ランドサットデータの前処理

夜間のランドサットTMデータは幾何補正を行った後，

250mメッシュ化を行った．すなわち，幾何補正は地形図

のUTM座標で基準点を選定し，基準点の座標をもとにニ

アレストネイパ・－i去によってランドサットデータのリサ

ンプリングを行った．基準点には島や河川の屈曲部を用

い，画像内に均一に分布するように十数地点を選定した．

佼聞のランドサ y 卜TMデータの地上分解能は約120mで、

あるが，他のバンドと同様に29.5mの分解能のデータとし

てユーザーに提供されている．このため，メ yシュサイ

ズを29mとしてリサンプリングをffった．

次に， 2日mメッシュ化については，国土数値情報の250

mメッシュに相当する範囲（四国地域では約290m×約230

mで，ランドサットデータの10画素×8画素）について，

ON値の平均を求め，新たな画像を作成した．この画像か

ら1/5万地形図に相当する範囲を切り出しデータベース

として整備した．第1図の実線で固まれた範囲について，

冬期の放射冷却条件Fの気温に関する情報を整備した．

3) ランドサットデータによる気温の推定

夜間のランドサッ卜TMデータから気温を推定するため，

黒瀬・林 7ヘドと同様に， AMeDAS観測点に対応するi画

素のバンド6の数値（ON値）とAMeDASの気温との比較

を行った．ここで， AMeDASの気温のデータは一般に毎

正時の値しか入手できないため 21時30分の気温として21

時と22時の気温の平均値を用いた．さらに， AMeDAS観

測点周辺の森林のON値とAMeDASの気温との比較も行な

った．これらの解析によって，夜間のランドサットTMデ

ータの実温度換算j去を検討した．

4）冬期の放射冷却条件下の気温分布の推定

夜間のランドサットTMデータから推定した気温と国土

数値情報から計算した250mメッシュ標高とを重ね合わ

せ，冬期の放射冷却条件下の気温分布を明らかにした．

この気温分布から①地表付近の気温減率，②気候因子が

気温に与える影響，③斜面温暖帯の把握について解析し

た．

①地表付近の気温減率については，標高50m毎に最も

気温の高いメッシュを求め，このメァシュは地形条件及

び気候因子による冷却をともに受けないメ y シュとし，

大気下層の気温減率を求めた．

②気候悶子が気温に与える影響については，海及び緯

度の影響を考えた．標高の違う地点の気温を比較するた

め，気温減率を用いて標高Omの気温に換算した債で解析

を行った．

第1図の帯状範囲（A）について海岸からの距離と気温

との関係を求めた．解析範囲は酉から1/2.5万地形図の

三崎，二名津，伊予大島，三瓶，卯之町，野村，土居，梼

原，新田，萩中である．

次に，緯度の影響に関して解析を行った．解析範囲は

第l図の帯状範囲 (B）であり，北から1/2.5万地形図の川上，

ti墨山，久万，笠取ill，越知面，梼原，土佐松原，田野

々，大用，蕨岡，土佐中村， 下加江の範囲に相当する．

③斜面温暖帯について，市町村毎に斜面温暖帯の位置

と気温とを求めた． 1主に市町村界は稜線が使われてい

る場合が多く，市町村毎に気象条件が異なることが予想
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第 1図 ランドサットデータを250mメッシュのデータベースとして整備した範囲

注）網掛けした範囲に関して気候因子が気温に与える影響を解析した．

される．そのため，第1図の実線で囲んだ範囲を市町村毎

に区分して斜面温暖帯の解析を行った．解析対象地域を

市町村毎に区分するために，国土数値情報の市町村コー

ド情報を使用した．市町村毎に標高と気温との関係を求

め，この関係を曲線近似して気温プロファイルを求めた．

気温プロファイルにおいて最も気温の高い場所を斜面温

暖帯とした．

2 ランドサットデータによる放射霧の解析

1）使用したランドサットデータ

肱川流域の放射霧（盆地霧）を把握するため， 1985年12

月5日及びl蛾年12月13日に観測されたランドサットTMデー

タ（PATH=lll,ROW=37）を使用した．また，吉野川

流域の放射霧（谷霧）を把握するため， 1979年12月18日に

観測されたランドサットMSSデータ（PATH=ll9,ROW 

=37）及び1988年12月13日に観測されたランドサットTM

データ（PATH=lll,ROWニ 37）を使用した．観測時刻

は10時であり， 12月においては日の出から約3時間経過し

ている．日の出から3時間経過しでも放射霧が消散しない地

域を把握することは，日照不足や過湿等と関係して，作物

の適地判定には重要な情報になると考えられる．

2) ランドサットデータの前処理

ランドサットデータの幾何補正及び、250mメyシュデー

タベース化の方法は前述の夜間のランドサットTMデータ

の場合とほぼ同じである．相違点は，分類により放射霧

のかかっている地域とかかっていない地域とに区分し，

250mメッシュ内で50%以上が放射霧で覆われているメッ

シュを放射霧のメッシュとした．分類には教師無し分類

を用いた．第1図の黒く塗りつぶした範囲について，放射

霧に関する情報を整備した．

3）放射霧が生活環境に与える影響の推定

放射霧の上限高度については，ランドサットから得ら

れた放射霧の情報と250mメッシュ標高とを重ね合わせて

解析した．

10時を過ぎても放射霧で覆われている地域では，放射

霧が生活環境に影響を及ぼすと考えられる．この観点か

ら， 1/2.5万地形図 I大洲」を対象に，放射霧の分布と集

落分布との関係を解析した．

ランドサットデータの解析には， ErdasVer 7. 4 (Erdas 

社製）を使用した．

第2図にデータベースの概要を示す．データベースから

冬期の放射冷却条件下の気温，放射霧，国土数値情報及

ぴメッシユ気候値等の情報を抽出・処理でき，処理した

結果は1/2.5万地形図， 1/5万地形図及び1/20万地勢図に

出力し，作図できるように設計した．
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第21泊 データベースの概要

m 結果及び考察

斜面温腰帯について

1) ON値の実温度換算

AMeDAS観測点に対応する夜間のランドサットTMデー

タの画素のON値とAMeDASの気温との単回帰分析を行っ

た結果， 1984年12月7日に関しては相関係数0.907, 1989年

12月5日に関しては0.865が得られた．さらに，黒瀬・林

l 討Jと同様に，地表面被覆を考慮したAMeDAS観測点周

辺の森林のON値とAMeDAS気温との単回帰分析の結果で

は，相関係数は0.956及び0.912となり，より気温と密接な

関係が得られた．この結果から，夜間のランドサットTM

データから気温を推定する場合，地表面被覆を考慮する

必要があることが明らかになった．

第3凶lこAMeDAS観測点周辺の森林のDN値とAMeDASの

気温との関係を示す．観測日によって， ON値と気温の関

係が若干異なっている．これは大気状態の違い，主とし

て水蒸気量の違いが影響していると考えられる．しかし，

観測日毎に見た場合，森林のDN値と気温とは密接な関係

があった．この関係を求めることにより森林のON値から

気温の推定が可能であると考えられる．

1984年12月7Hのデータに関しては， ON値と気温の関係

はLathropet al.ζ｝｝が求めた実温度換算式（問中の実線）

にほぼ一致した（誤差の標準偏差0.79℃）．また， 1989年

12月5日のデータに関しては， Lathropet al. '' 1の実温度換

算式を1.52℃下方に修正するとほぼ一致した（誤差の標

準偏差0.99℃）．

夜間のランドサソト TMデータの実温度換算には，

Lathrop et al. '' ＇の換算式の定数項を修正した式をあては

めることとした．

却

15 
気

温 10

（℃） 

5 

。
-5 
即

・： Dec.7.1984
o : Dec.5.1989 

田 1叩

DN~直
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第3凶 ON値と気温の関係

2）地表付近の気温減率の決定

120 

解析対象地域について森林が卓越した地域を抽出し，

Lathrop et al. " 1の換算式の定数項を修正した式をもとに気

温を推定した．国土数値情報の土地利用情報を使用して，

lkmメソシュ内で森林の占める割合が90%以上のメッシユ

を求め，対応する250mメッシュを解析対象メッシユとし

た．また，夜間は水域の温度が他の地被の温度と比較し

て高いためぺ湖沼，河川を含むメッシュは解析から除

外した．

気温プロファイルを第4図に示す．第4図（A）は1984年1

2月7日， [io］図（B）は1989年12月5日での気温と標高との関

係である．共に気温プロファイルはほぼ直線となり，回

帰分析した結果，次式を得た．

T=ll.61-0.0075・H r~ ＝ 0.991 (1) 

T = 15.84 0.0083・H r 2 =0.988 

2001「 Z即

標 1叩ト】L 標 1500
tγ 
戸j

H 1(XXJ 
(m) 

叩

占一
日】

H HDl 
(m) 

蜘

0 4 B 12 16 

気温 T（℃）

(2) 

0 4 8 12 16 

気温 T（℃）

第4凶 気温鉛直プロファイル
!Al : Dec. 7. 1984 
(Bl : Dec. 5. 1989 
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i昆が相対的lこ低し、メッシュと高いメッシュとがある．(2）式は1989年12月5(1）式は1984年12月7日，ここで， ーー」

の低いメッシュは地形条件によって冷却を強く受けたと

考えられる．すなわち，衛星の観測時刻である21時30分

の時点で，地形条件によって最大約10℃低温になってい

である．

(1) 式及び（2）式の定数項は，標高Omにおいて地形条

件及び気候因子による冷却を受けない場合の気温である．

m
 

flでの関係であり， Tは気温（℃）， Hは標高

る．

i毎面更正した気温が相対的に高いメッシュについて経

度との関係を見ると，気温は内陸ほど若干低下した．

の気温の低下はj毎の影響であるが，その影響は50km離れ

た地点でも1℃以下であった． 上記のように， j毎の影響よ

りも地形条｛午による冷却の効果が大きい．

第6図に第1同範囲（BJについて緯度と海面更正した気温

との関係を示す．同じ緯度のメッシュでも海面更正した

気温が低いメッシュと高いメ y シュとでは較差が最大約

これは地形条件による冷却の程度の

-」

また， 上式の第2項は地表付近の気温i成率を示しており，

それぞれ0.75℃／lOOm,0.83℃／lOOmで、ある．

次に，福岡の高層気象データをもとに1αX〕hPa高度と900

hPa高度聞の気温減率を求め， (1）式及び（2）式の気温減

率との比較を行った．高層気象の観測は20時30分から21時

50分にかけて行われ，ランドサ yトが凹国上空を通過す

1984年12月7日に関しては1000

と900hPa高度 (l095m）聞の気温減率は

0.27℃／lOOmであり，夜間のランドサットTMデータから

求めた地衣付近の気温減率 W.75℃／1伺m)

る時刻とほぼ一致する．

hPai高度（233m)

10℃に及んでいる．

差と与えられる．

海面更正した気温が相対的に高いメッシュについて緯

高緯度ほど気温が低下した．

とは異なった．

これは，ランドサ y 卜TMデータから求めた地表付近の

気温減率には標高以外の要因の影響が入り，

層気象データから求めた気温減子一と宍子なったと考えられ

このため高

しか度との関係を見ると，

る． 一方， 1989年12月5llに関してはlOOOhPa高度 (137m)

と900hPa高度（1016m）聞の気温減率は0.84℃／lOOmで、

士
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あり，夜間のランドサットTMデータから求めた地表付近

の気温減率（0.83℃／lOOm）とほぼ今致した．松岡ら＂＇

は表面温度の減率と気温減ヰヱとがほぼ・致することを示

しており，この結果と一致した．

1989年12月5日においては（2）式の気温減率を用いるこ

4 
l:J2. ()' 

とにより標高の影響を取り除くことができる．しかし，

1984年12月7日においては，（1）式の気温減率には標高以

外の要因が入っており， (1）式の気温減率を用いて標高
l:i' rn、（｝

第 5図経度と気温との関係

j主）解析は第 l凶の範囲（Alを対象に行った．

1989年12月5日21時30分．

司、、
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の影響を取り除くには問題がある．

3）気候因子が気温に与える影響

気候因子として海及ぴ緯度の影響を考えた．上述のよ

うに1984年12月7日においては（1）式の気温減率を肘い

て標高の影響を取り除くことには問題があるため，以後

の解析は1989年12月5日について行った．

まず， j毎の影響に関して解析を行った. (2）式により標

高Omの気j昆は15.8℃，復聞のランドサットTMデータから

求めた宇和海の海面温度は、i切）19.0℃であり，気温と海副

温度には3.2℃の温度差があった．

:n 11・ 15 :lii' 15' 

緯I支

:n O' 

B 

~ 3'.! .1;1’ 

6 第5図に第l!'XI範問（A）について純度と気温との関係を示

す．この地域は海岸線がほぼ南北に走っているため，程

度を月jL、ることによって海岸からの距離と気温との関係

を知ることができる．問中の気温は0.83℃／lOOmの気温減
第6図緯度と気混との関係

i主）解析は第 I同の範同（B）を対象に行った．

1989＂ド12Jl5H21時30分卜．

率を片jいて標高Omで、の気温に換算した値（海面更Jr:した

気治）である．｜百jじ経度のメッシュでも海而更l「ーした気
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し，その気温差は50km離れた地点でも1℃以干であり，

緯度が異なることによる影響よりも地形条件による冷却

の効果が大であった．

4) 斜面温暖帯の把握

第7図（A）に肱川の流域に位置する盆地の野村町，同国

(B）に面河川の流域に位置する谷地形の柳谷村での標高と

気温との関係を示す．図中の実線は（2）式から得られる

気温プロファイルである．野村町で、は標高500m付近，柳

谷村では標高lOOOm付近に斜面j昆暖帯が形成された．野

村町の気温分布は，冬期の放射冷却条件下で」般的に見

られる逆”く”の字型であった＂＇. －方，柳谷村の気温分

布は，標高700m以下の谷底部で、気溢が高くなる傾向が現

れた．谷底部て、気温が高くなった地域は，柳谷村の他に

久万町や面河村等の面河川流域の急峻なV字型の谷で認

められた．

Tollner ＂＇はアルプスの谷で気温プロファイルを測定

し，谷底部においては気温が高くなる例を報告している．

今回の事例は，谷底部で盆地では見られない固有の気温

プロファイルが形成される場合を示すものであり，現地

観測等を通してその発生機構を明らかにする必要がある．

次に，市町村毎に斜面温暖帯が形成される標高を求め

た．斜面温暖帯は標高400m～lC削 mの範囲に形成されてお

り，地域により大きく異なった．関東地方の解析例 5 で

は同様の現象を認めているが，四国でみられたような大

きな標高差はない．四国地域では，斜面温暖帯の形成に

複雑地形地域の特色が現れているものと考えられる．

第8同に斜面温暖帯が形成された標高と，温暖帯を求め

た地域（市町村）の最低標高（盆地底又は谷底の標高）

との関係を示す．最低標高が低い場合には斜面温暖帯の

1脚 F 1鵬
IAI ＼ iB) 

川∞

標 12叩

高日間

(m）聞 (m）町田

側 間

4凹 400 
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第7図 市町村毎の気温と標高との関係
(A）：野村町
iB）：柳谷村
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第8図 斜面温暖帯が形成された位置

標高も低く，最低標高が高い場合には温暖帯の標高も高

かった．斜面温暖帯は最低標高から平均400m高い地帯に

形成されており，このことは流域全体を対象として斜面

温暖帯の分布を見た場合， j昆媛帝は同一標高に分布して

おらず，最低標高が高くなる上流の地域ほど標高の高い

場所に分布することを示している．

近藤・桑形 blは，盆地の深さと冷気層の厚さとは密接

な関係があることを示している．また，松岡ら 111は，盆

地は平野に比べて冷気層が厚いことを示している．斜面

温暖帯は冷気層の上限に形成されることから，斜面温暖

帯が形成された位置が第8図のように盆地底又は谷底から

の高さ（比高）にして280m～53臼nの範囲で、パラついた原

因として，周辺の地形条件が影響していると考えられる．

そこで，各市町村を地形条件により盆地と谷に区分し，

盆地又は谷の深さと冷気層の厚さとの関係を求めた．こ

こで，冷気層の上限は斜面温暖帯の位置と一致すると考

え，冷気層の厚さとして斜面温暖帯の標高と最低標高と

の差を用いた．また，盆地又は谷の深さとして，稜線の

平均標高と最低標高との差を用いた．各市町村について，

盆地又は谷の中心から周囲360。を5。毎に見回し，各Ji向で

最も標高の高い場所を求め これを稜線としてその平均

標高を用いた．

第9図に，盆地又は谷の深さと冷気層の厚さとの関係を

示す．盆地においては，盆地の深さと冷気層の厚さとの

聞には密接な相関関係（r2 =0.884）が得られ，盆地の深

さが100!副首すと冷気層の厚さは平均lOOm厚くなるという
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第9園 地形条件と冷気層の厚さとの関係

結果が得られた．すなわち，周囲を高い山で固まれた深

い盆地では盆地底上の高い位置に斜面温暖帯が形成され，

浅い盆地では盆地底J－＿の低い位置に形成された．この結

果は，近藤・桑形 hによる盆地の深さと冷気層の厚さと

がほぼ1: 1とする解析結果と一致した．

次に，谷の深さと冷気層の厚さとについて回帰分析を

frった結果，谷の深さがlOOm増すと冷気層の厚さは約20

m厚くなった．両者の関係は第9図に示すようにパラつき

が大きく，決定係数（r＇）は 0.598であった．谷における

斜面温暖帯の形成には， itの深さ以外に他の要悶が働く

ことを示すものであり，その1っとして上流からの冷気の

流入及び下流への流出が重要な要因と考えられる．従っ

て，谷における斜面温暖帯の形成には，上流及び下流を

含めた流域全体の地形条件及び気流の流れが影響してい

ると考えられる．この点が，周囲を山で固まれ，冷気の

流出が抑制される盆地との違いである．

最後に，斜面温暖帯が形成された標高と温暖帯の気温

との関係を第10図に示す．国中の実線は（2）式から得られ

る気温プロファイルである．標高の低い場所に形成され

た温暖帯は気温が高く，標高の高い場所に形成された温

暖帯は気温が低かった．斜面温暖帯の位置が標高lOOm上

がると溢暖帯の気温は約1℃低下した．この気温の低下割

合は，気温減率 (0.83℃／lOOm）に近似した．

解析対象地域では斜面温暖帯が形成された標高により，

温暖帯の気温に約6℃の温度差が認められた．第7図に示

すように，斜面温暖帯より上の気温は気温減率に従って

低下し，野村町と柳谷村の気温プロファイルは重なり合
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第10図 斜面温暖帯の温度資源

った．盆地（野村町）と谷（柳谷村）という地形条件の

差異及び海に近い地域（野村町）と四岡山地の中にある

地域（柳谷村）という気候因子の差異があるにもかかわ

らず，両地域の気溢プロファイルが重なり合ったことは，

斜面温暖帯及びその上の気温は標高と気温減率により決

定されることを意味している．

斜面温暖帯が形成される標高によって温暖帯の温度資

源が決定されるという結果は，斜面温暖帯の農業利用を

考える場合には極めて重要で、ある．また，今岡の解析で

は，気候因子による冷却の効果の差異はほとんど認めら

れなかったが， i毎の影響が内陸にまで及ぶ場合や高緯度

ほど低j昆になるような場合には，斜面温暖帯の温度資源

は標高の他に気候因子の影響も受ける．

2 放射霧について

1）ランドサッ卜が捉えた放射霧

1988年12月13日のランドサットTM画像を写真1に示す．

白い部分が放射霧である．ただし，四国山地の山頂付近

の白い部分は積雪である．放射霧は肱川流域及ぴ大豊町

から本山町にかけての吉野川流域で認められた. 1985年

12月5日のランドサ y トTM画像では，吉野川流域の放射

霧は完全に消散又は放射霧がかかっていないのに対し，

肱川流域では放討霧が認められた. 1979年12月18日のラ

ンドサットMSS画像では，吉野川流域に放射霧が認めら

れた．この画像は前述のランドサ y トTM画像とは観測範

聞が異なり，肱川流域は一部しか観測されていないが，

肱川流域に放射霧が認められた．
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林 ・川島！や吉野ら 131 はランドサット MSS@if象を用

いて東北地方の放射霧の出現状況を調べ，盆地により放

射霧の出現頻度に差があることを示している．肱川流域

及び本山lllTから大豊町にかけての吉野川流域以外では放

射霧が認められないことから，四園地方においても放射

霧の出現状況に地域差が認められた. ）］立川流域は3シーン

のランドサァト画像の全てに放射霧が認められたことか

ら，最も放射霧がかかり易く消散しにくい地域と考えら

れる．

写真lに示す1988年12月13日のラント‘サットTM画像か

ら大洲盆地周辺の約29km×23kmの範囲を切 り出し，幾何

補正した画像を写真2に示す．同様に， 1979年12月18日の

ランドサットMSS画像から大豊町及び本山町周辺の約39

km×23kmの範囲を切り出し 幾何補正した画像を写真3に

示す．白い部分が放射霧である 放射霧の分布をみると，

放射霧は稜線を隔てた｜務の流域では全く認められず，放

射霧が局地気象と密接に係わっていることを示している

放射霧のかかる地域の共通点として， ①周囲が山で固ま

れ夜間冷却が強まること，①肱川や吉野川のように水蒸

気の供給源を有することがあげられる．

ランドサットが四国上空を通過する時表ljは10時であり，

12月においては日の出後約3時間経過している． 写真2及

+TM 13/DEC/88 0111-037 F 3 BK + 
＋ ＋  

」一

写真 l ランドサ y 卜が捉えた放射霧（白い部分が放射霧）

写真2 大洲盆地周辺の放射霧 写真3 吉野川流域の放射霧
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び3で示した地域では，日の出後約3時間経過しでも濃い

放射霧で覆われており，日照不足や過湿等と関係して作

物の生育や品質にはかなりのマイナス要因として働く．

2）放射霧の分布の特徴

再現性のない現象をランドサットが捉えても，データ

の利用価値はあまりない．局地気象の把握や適地判定に

利用可能なデータであるためには，再現性のある現象を

J足える必要がある．

第11図は1/5万地形図に相当する範囲について，大掛｜で

は1985年12月5日と1988年12月13日，本山では1979年12月

18日と1988年12月13日のそれぞれ2日間の放射霧の分布を

みたものである．第11図（A）は大洲，同国（B）は本山で

の放射霧の分布を示している．

大洲においては，黒塗りのメ yシュ及び空白域が広く

分布しており，それぞれ全体の37.5%' 52.0%を占めてい

る．すなわち，放射霧のかかる場所は2日とも放射霧がか

かり，放射霧のかからない場所は2日とも放射霧がかかっ

ていないことを示している．

3km 

第11図 放射霧の分布の再現性
(A）：大山｜
:s）：本山

口： 1日のみ放射霧がかかったメッシュ
・： 2日とも放射霧がかかったメッシュ

一方，本山においては観測日により放射霧の分布が大

きく異なった．すなわち， 1979年12月18日では放射霧が

広く分布しているのに対し（黒塗り及び白抜きのメッシ

ユの範囲）， 1988年12月13日では放射霧の大部分が消散し

ており（黒塗りのメッシュの範囲）' 1985年12月5日では

放射霧は完全に消散又はかかっていなかった. 1979年12

月18日の放射霧の分布域は放射霧のかかりやすい地域を

示していると考えられる．また， 1988年12月13日の放射

霧の分布域は本山において最も放射霧が消散しにくい地

域を示していると考えられる．

放射霧の消散程度と気象条件との関係を明らかにするた

め，本山のAMeDAS~寺別データを用いて3日間の気溢及び

風速の比較を行った．まず，風速に関してはほぼ同じ条

件で，夜間は3日間とも無風であり， 10時の風速はlm/s

以下の微風であった. 10時の気温に関しては，放射霧が

完全に消散した1985年12月5日が最も高く 10.3℃であった．

次いで，放射霧の大部分が消散した1988年12月13日が3.2

ocであり，放射霧が広範囲にかかっていた1979年12月18

日は0.9℃であった．このことから，放射霧の消散には気

温が密接に関係しているといえる．

大rHIにおいても同様の解析を試みたが， AMeDASのデ

ータが欠測となっており，解析できなかった．

3）放射霧の上限高度

大洲に関しては1988年12月13日及び1985年12月5日にお

いて， 1日でも放射霧のかかった地域を放射霧がかかり易

い地域とした．一方，本山に関しては1979年12月18日の

放射霧の分布域を放射霧がかかり易い地域とした．これ

は1988年12月13日の放射霧の分布域が1979年12月18日の

放射霧の分布域に完全に含まれているためである．

第12図に放射霧がかかり易い地域を示す．第12図（A)

は大洲，同国（B）は本山である．大洲においては放射霧

の上限がほぼ標高200mの等高線と一致し，本山において

は標高600mの等高線と一致した．このことから，両地域

とも放射霧が流域全体にほぼ水平に分布していることが

わかった．

深石 ιlは，大洲の放射霧をインターパルカメラを用い

て調査し，西日本が移動性高気圧に覆われた冬期の放射

霧の消散過程を報告している．それによると，日の出時

には高度290m～310mfこ放射霧が観測されたと報告してい

る．また， 9時30分から10時にかけて放射霧は高度を200

m程度に下げ， 11時45分に完全に消滅したと報告している．

ランドサットが捉えた放射霧の上限は標高200m程度であ

り，深石】 Jが10時付近に地上から放射霧を観測した上限
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の高度とヨ士した．

4）放射霧の分布と集落分布

四国において最も放射霧がかかり易く消散しにくい大

洲を対象に，放射霧の分布と集落分布との関係を明らか

にした．

1/2.5万地形図「大洲jについて，放射霧の分布と集

落の位置を第13凶に示す．集落は一般に標高が低く，主￥

坦な場所に形成される．放射霧の分布と集落の位置との

関係を見るには，干j[J＿地の集古与を除外し，斜面仁の集落

をtill出する必要がある．このため，標高50m以干の集洛

は除外した．大川｜においては，標高50m以上の集落の多

くが放射霧の上限付近に点在していた．大掛｜のように放

射霧の発生頻度が高く， 10時を過ぎても濃い放射霧で覆

われている地域では放射霧が生活環境や作物生産に大き

な影響を与えていることが推祭される．

第13凶放射霧と集落との間係
日：放射霧がかかり易く消散しにくいメッシュ
・：標高50m以トーの場所にある集洛
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N 摘 要

ランドサットデータから得られた冬期の放射冷却条件

下の気温及ぴ霧の情報を， 250mメ y シュのデータベース

として整備し，地形情報と重ね合わせて，四国の山間傾

斜地に形成される斜面温暖帯及び放射霧の特徴を解明し

た．

(1）斜面温暖帯と盆地底又は谷底との比高は平均400m

であった．

(2）四国西部地域において斜面温暖帯は標高400m～

lOOOmの範囲に現れることが明らかになった．

(3）斜面温暖帯の位置が標高lOOm上がると温暖帯の気

温は約l℃低下した．このことは，斜面温暖帯が形

成された標高と温暖帯の温度資源とは密接な関係が

あることを示している．

(4）霧の発生が著しい場所は肱川流域と大豊町から本

山町にかけての地帯であり，それらの地帯では10時

を過ぎても放射霧が認められた．

(5）放射霧の高さの上限は 大洲盆地では標高200m付

近，大豊町から本山町にかけての地域では標高600

m付近で、あった．

(6）大洲盆地において集落は，放射霧が発生する範囲

の斜面には少なし放射霧の上限付近に分布するこ

とが明らかになった．

キーワード：山間傾斜地，ランドサットデータ，局地気

象，斜面温暖帯，放射霧
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Studies on the Evaluation of Thermal Belts and Radiation 

Fog over Mountainous Regions by LANDSAT Data 
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Osamu KANECHIKA, Hiroto ISHIDA, Yasuhiro SAKURAI, Toshiyuki SAKAI, 

Yutaka YAMAUCHI, Yasushi KOHNO 

(Received ; January 30, 1995 ) 

Summary 

Local meteorological phenomena and characteristics under conditions of nocturnal radiative cooling in winter were 

investigated using LANDSAT data and physiographic parameters over the hilly and mountainous regions of the 

western part of Shikoku. 

(1) Relative elevation between thermal belts and underlying ground such as bottom of basin or valley was 400m on an 

average. 

(2) Thermal belts appeared in the zone between 400m and lOOOm above the sea level in the western part of Shikoku. 

(3) Temperature of the thermal belts varied with the elevation in a ratio of about 1℃／lOOm. This observation 

indicated that the thermal belt temperature was closely related to the altitude of the zone where the thermal belt品

ongmated. 

(4) Radiation fog was frequently r巴corded over 白ome part along the Hiji river and over the area along Ootoyo to 

Motoyama ; fog was present even at 10 a.m. (3 hours after sunrise). 

(5) Upper surface of the fog layer was located at 200m and 600m above the sea level in the Oozu ba呂inand 

in the area along Ootoyo to Motoyama respectively. 

(6) In the Oozu basin, the distribution of hamlets on the mountainside was often recognized in the localities within 

the upper limit of foggy areas. 

Bull. Shikoku Natl. Agric. Exp. Stn. No.60, March 1996 
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