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〔研究論文〕

土壌水分減少法，茎熱収支法，および熱収支バルク法による
蒸散量・蒸発散量推定精度の評価

小島悠揮*・登尾浩助**・溝口 勝*

(2008年 7月1413受理)

Evaluation of Accuracy of Estimating Evapotranspiration With Soil 
Moisture Depletion， Stem Heat Balance and Energy Balance Methods 

Yuki Kojima*， Kosuke Noborio料 andMasaru Mizoguchi* 

Abstract 

For the effective utilization of water resources， we evaluated the accuracy of estimating transpiration or 

evapotr百 lspirationwith the soil moisture depletion method， stem heat balance method and energy balance 

method. In addition， we developed a new time domain refiectometry (TDR) probe that was inserted vertical1y 

from the soil surface so that it prevented soil from being disturbed. We named it a “multi-probe". In the soil 

moisture depletion method， a soybean plant was cultivated in a soil column 55 cm deep， and changes in soil 

moisture were measured with ordinal horセontal1y四instal1edTDR probes and the multi-probe. In the stem heat 

method， the stem fiow of the soybean plant was measured. In the energy balance method， evapotranspiration at 

a cabbage field was estimated from meteorせogicaldata assuming that albedo was 10% of solar radiation and 

soil heat fiux was 10% of net radiation. The multi-probe overvalued soil moisture when the rod's lenghs were 

short. In this paper， we could not evaluate the accuracy of the soil moisture depletion method because the trans舗

piration of soybean was too small. However， the water uptake by roots was measurable by the soil moisture 

depletion method. The stem heat balance method measured the smal1 transpiration rate of soybean within 7-14 

% of accuracy. However， the stem heat balance method showed large errors during the daytime when the trans-

piration rate was smal1 or very large. This method may not be suitable for a longer-period measurement because 

of damage to the stems by the continuous heat applied. Evapotranspiration rates could be estimated by the 

energy balance method within 20-24% of accuracy. Sensitivity analysis showed that the assumptions of albedo 

and soil heat fiux substantial1y affected the estimation of the evapotranspiration rates. We concluded that a com-

bination of the soil moisture depletion method and the energy balance method would be useful for the effective 

use of water resources. 

Key words: evapotranspiration， soil moisture depletion method， stem heat balance method， energy balance 

method， time domain refiectometry (TDR) 

要 約 水資源の有効利用のために，様々な蒸散量・蒸発散量推定法の中から，代表的な(1)土壌水分減少法，

*東京大学大学院長差学生命科学研究科 〒113…8657 東京都文京区弥生1-1-1

Graduate school of Agricultural and Life Science， The University of Tokyo. 1-1-1， Yayoi， Bunkyo-ku， Tokyo， 113-8657， ]apan 
判明治大学農学部 干214-8571 神奈川繋川崎市多摩区東三回1-1-1

School of Agriculture， Meiji University 1-1-1， Higashimita， Tama-ku， Kawasaki但shi，Kanagawa， 214-8571， ]apan 
材連絡者:noboriok@isc.meiji.ac.jp Tel: 044-934-7156， Fax: 044-934-7156 

47 



明治大学農学部研究報告第58巻一第 2号 (2008)

(2)茎熱収支法， (3)熱収支バルク法の 3手法の精度，適応条件を調査した。また，土壌をかく乱することなく

土壌水分量が測定可能な，鉛直挿入式の TDRプローブ(マルチプローブ)を開発した。 (1)土壌水分減少法で

は深さ0.55mのポット内にダイズを栽培し，その土壌水分変動を従来の TDR法とマルチプロープを用いて

観測し，その減少量と重量法による結果を比較した。マルチプローブはその構造の影響を受け，ロッド長が短

い場合に大きな誤差を示した。波形解析ソフト等により，構造の影響を解決できればフィールドへの適用も可

能になる。土壌水分減少法は，ダイズ 1個体の蒸散量が徴小であったため，本研究では精度は検討できなか

った。しかし，根匿の水吸収を観測することができ，長期間の概定を対象とすれば非常に有効な手法であると

考えられる。 (2)茎熱収支法ではダイズの蒸散量を測定し，重量法と比較した。茎熱収支法はダイズの徴小な蒸

散量を 7~14%の精度で測定可能であった。しかし，蒸散量が少ない日や，反対に非常に大きな蒸散量を示し

た臼に大きな誤差を示した。センサが非常に脆弱であり，慎重な扱いが必要な点と加熱により植物細胞を破壊

してしまう点から，長期の測定には不向きであると考えられる。 (3)熱収支バルク法ではキャベツ畑での気象

データを用いて蒸発散量を計算し，ライシメータ法と比較した。本報では，計算に必要なアルベドを 0.1，地

中熱流量を純放射量の10%と仮定した。熱収支バルク法は，ライシメータ法に対して， 20~24%の誤差で蒸

発散量の安定した推定が可能であった。感度解析の結果，アルベドと地中熱流量は蒸発散量の推定に大きな影

響を及ぼし，実測が望ましいことが明らかになった。土壌水分減少法と熱収支バルク法を組み合わせると開場

における水分消費がより明らかになるので，高水準な水資源の有効利用が可能になると思われる。

キーワード:蒸発散量，土壌水分減少法，茎熱収支法，熱収支バルク法， TDR 

1. 緒言

地球の温暖化は，世界各地に深刻な気候変動をもた

らし，それにより農業にも様々な影響が及ぶことが危

倶されている。特に，降雨パターンの変化や降水量の

増減など，水循環の変動が農業に与える影響は大き

い。したがって，農地の水収支を把握し，水資源を有

効活用することは非常に重要である。水資源の有効活

用のために最も重要とされることは，作物の水要求量

を的確に推定することである。作物の水要求量，すな

わち蒸散量あるいは蒸発散量の推定は，必要最小限の

瀧翫量および適切な濯甑時期の決定を可能とし，環境

に低負再な持続的農業の実現への重要な要素となる。

現在一般的に使用されている作物の蒸散量・蒸発散

量の測定法は Fig.1のように整理できる。それぞれ

の手法は，蒸散量および蒸発散量を関定できる時間間

隔，測定精度，測定の難易度，装置の価格がそれぞれ

異なっており，部定を行う場合，様々な状況に合わせ

て最適な方法を選択しなければならない(矢野

1989)。しかし，各手法同士の精度の比較，有効性の

検討を行った研究は少なく，未だ十分な知見は得られ

ていない。そこで本研究では，数ある推定法の中か
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ら，土壌水分減少法，茎熱収支法，熱収支バルク法の

3手法の精度を評価して，適応条件を考察した。

土壌水分減少法は，土壌水分センサやテンシオメー

タなどを用いて測定した土壌水分の減少量から消費水

量を求める方法である。この土壌水分減少法には有益

な点が多い。一つは地表面から鉛直深さごとの複数の

層で土壌水分センサを用いて測定を行うことによっ

て，鉛直深さごとの各層における根系の水分消費量が

測定可能であり，根系の吸水の過糧を観察できること

である。中山ら (2000)や堤ら (2002)，Greenら

(2003)は土壌水分センサを用いて根系の吸水の 1次

元的，あるいは 2次元的な観察に成功している。鉛

直深さごとの各層における根系の水分消費量が測定で

きれば，作物の土壌水分消費型を計算することが可能

である。また，土壌中の水分移動を観察することによ

り地下水面へ排水される水分量が測定可能であること

なども挙げられる。土壌水分減少法は，竹内ら

(1998)や金森ら (1998)などによって精度の検討が

行なわれ，その有効性が実証されている。しかし，土

壌水分減少法には，センサの設置に伴う土壌の撹乱と

いう問題点も挙げられる。 TDR(time domain re丑ec-

tometry)や静電容量センサなどの代表的な土壌水分
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Fig. 1 Various methods to measure the transpiration and evapotranspiration rate 

センサは，測定対象土壌の横に穴を掘り，そこから鉛

甚深さごとに地表面に対し水平にセンサを挿入し，穴

を埋め戻して測定を行うことが一般的である。これに

は，多大な労力を伴うだけでなく，測定対象部位が撹

乱土壌と接してしまう問題点を持っている。撹乱土壌

と測定対象部位が接してしまう場合，撹乱土壌の保水

性・透水性などが不撹乱土壌とは異なり，土壌水が自

然条件下とは異なった移動の仕方をする恐れがある。

茎熱収支法は， Sakuratani (1981)によって開発さ

れた，作物の茎内流量を測定する方法であり，作物の

蒸散量を自然の状態で求めることができるのが特徴で

ある。茎熱収支法は開発されて以来，幾度も改良が重

ねられ，測定精度の改善が行われてきた(例えば

Sakuratani 1984 ; Steinbergら1990)。新庄ら (1994)

は，茎熱収支法を用いてトマトの蒸散量を測定し，

15%程度の過大評価で測定可能であることを実証し

ている。

熱収支バルク法は，徴気象学的手法の一つで，土壌

物理学分野でよく使用される。これは地表(蒸発)面

とある高度 (1~2 m)の2点間の温度差・水蒸気圧

差より熱収支を推定する方法で，潜熱輸送量を水の蒸

発潜熱で除すことで蒸発散量が与えられる。 Noborio

ら (1996a)は，熱収支バルク法を用いて畝立てした

裸地の蒸発量を求め，降雨産後以外では実測とよく一

致することを示した。また， Saitoら (2006)は，熱

収支バルク法で推定した蒸発散量を土壌中の液状水・

水蒸気・熱の輸送シミュレーションの境界条件に利用

し，十分に受け入れ可能な精度で予測可能であること

を示した。この熱収支バルク法は，裸地や水面，積雪

面を対象とした研究は数多く行われているが，畑地を

対象として使用された例は少なく，知見が求められて

いる。

本研究では，ポット又はライシメータの質量変化か

ら求めた蒸散量・蒸発散量を基準値として，上述の 3

手法を比較検証して精度，有効性を検討した。また，

土壌水分減少法では，地表面から鉛直に挿入して土壌

を撹乱することなく鉛直深さごとの土壌水分量を測定

できる TDRセンサを開発し，精度の検討も行った。

2. 理論

2.1 土壌水分減少法

土壌水分減少法は，対象期間中に土壌水分がほとん

ど減少しない深さを有効土層の下端とし，その土層中

の土壌水分減少量を作物の蒸発散量とする方法であ

る。有効土層中を複数の層に分け，それぞれの体積含

水率の経時変化を土壌水分センサやテンシオメータに

よって榔定する。単位時間あたりの蒸発散量ET[m

は次式より求められる。

¥aノ，Tb
 

Aパ
】

j
t
J
I
 

β
U
 

A
 

/，t¥ 
d
 

d
 

nv-一一T
 

E
 

(1) 

ここで，Lldは鉛誼深さごとの各土膚の厚さ [m]，

(Ll8/ Llt)は土層別の体積含水率の経時変化割合 [m3

m-3h-1]， nは土層数である。この水分変動がゼロ

となる深さまでを有効土層とする方法は，重力による
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地下への排水による土壌水分の減少量も含まれてしま

う。この解決策として，土壌中のトータルポテンシャ

lレを測定，もしくは土壌水分量から推定することによ

ってゼロフラックス面と呼ばれるトータルポテンシャ

ル勾配がゼロで水分移動が起こらない深さまでを有効

土層とするゼロフラックス法が提案され，山村ら

(1988)やKha1ilら (2003)によってその有効性が実

証されている。また，土壌水分減少法は，使用する土

壌水分センサの分解能によって精度が左右される。本

研究では，土壌水分の測定に現在最も広く普及してい

るTDR法を使用した。

2.2 TDR 5去

TDR法による土壌水分量測定は，土壌構成鉱物や

空気の比誘電率に対し水の比誘電率が約80と大きい

ことを利用する。土壌の比誘電率を電磁波の伝播速度

から推定し，土壌中の水分量との関係から体穣合水率

を測定する方法である。 TDR法についての詳しい原

理・測定法は， Noborio (2001) やRobinsonら

(2003)が解説している。土壌の比誘電率 Eと体積含

水率 8[m3m…3J の関係式は，粘性土や黒ボク土のよ

うな有機質に富んだ土壌では比誘電率 Eを小さめに推

TDRプローブ

定する傾向がある(登尾 2003)。本研究で使用した

関東ローム土に対しては，次のキャリプレーション式

を得た。

8=ー 3.15x 10-2+3.62 x 10-2 e 

-7.87x 10-4ε2+7.59x10…6ε3 (2) 

ToppとDavis(1985)は長さの異なる TDRプロー

プを地表面から鉛直に挿入し，各深さの土層ごとの体

積含水率を測定する方法を提案した。これは Fig.2

のように長さの異なる 2本のプロープを土壌表面か

ら鉛直に挿入し，それぞれ長さ L1[mJ，L2[mJのロ

ッドによる体積含水率 81，&2[m3m-3Jを用いてロッ

ド長さの差にあたる土層L1z[mJの体積含水率。[m3

m-3Jを式(3)によって求める。この方法は，土壌を

撹乱することなく簡単にプローブを土壌に挿入，回収

できる利点を持っており， Miyamotoら (2001，2003) 

は畑地での実験を行って有効性を実証している。
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しかし，この手法は郡定対象土居の数と同じ本数の

ロッド長さの異なる TDRプロープを土壌中に挿入し

なければならない。このことから，各プロープの測定

場所が異なるので，土壌中の水分分布が不均一な場

体積含水率

e 1 
L1 

b.z 

地表面

体積含水率

θ2 

L2 

Fig. 2 Measurement of soil moistur巴usingvertical-installed TDR probes whose lengths are different. 
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合，正確な測定ができない可能性がある。

この問題を解決するために，本研究では独自の

TDRプロープを自作し，マルチプロープと名付けた

(Fig. 3) 0 5本の75n同軸ケーブルの外部導体をまと

めて0.50m長のステンレス鋼製ロッドに，内部導体

をそれぞれ0.10，0.20，0.30，0.40，0.50m長のステンレ

ス錦製ロッドに接続した。長さの異なる 2本のステ

ンレスロッドに内部導体・外部導体をそれぞれ接続し

た場合，測定範囲は内部導体を接続した短いロッドの

長さとなる。外部導体をまとめてつないだ0.50m長

ロッドを中心に，内部導体を接続した各ロッドを半径

r[m]の円周上に等間隅で鉛甚に挿入することで，ほ

ぼ同ーの場所において鉛直方向土層ごとの体積含水率

を測定することが可能となる。

2.3 茎熱収支法

茎熱収支法は，作物の茎部に取り付けた測定器(ス

テムフローゲージ)のヒーターからの茎上下への熱量

の移動を測定し，茎内流量を推定する方法である。こ

の茎内流量の値は，草本植物では蒸散量と同じである

と仮定しても差し支えない。この方法の利点は，通常

キャリプレーション無しで流量が求まり，作物を破壊

することなく測定が可能なことである。

ステムフローゲージは，熱量 Qを供給するヒー

ター，各部の温度差を測定する熱電対及びヒーター周

囲に密着した熱電堆より成っている。ヒーターにより

与えられた熱量 Q[W]は，式(4)で示すように茎内

流によって茎上方に運ばれる熱量 QAWJ，茎の熱伝

導によってそれぞれ上方および下方に運ばれる熱量

QよW]および Qd[W]，ヒーター表面から周囲の空気

中に失われる熱量 QreW]に分配される (Sakuratani

1981)。

Q=Qf十 Q，，+Qd+Qr (4) 

ここで，Qfは茎内流量F[kgcl] と水の比熱九[4.18

Jkg一lK-l]，ヒーター上方と下方の茎温の差丸一Td

[K]の積で求められる(式(5))。

Fig. 3 Configuration of a TDR multi-probe. 
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Qj=cwF(T，，-Td) (5) 

さらに， Q，，[WJ とめ[WJは一次元熱伝導式より，

それぞれ式(6)，(7)で求められる。

T，，-T，，' 
Q，， =AA:::"'::""ア

LlX 
(6) 

T，，-T，，' 
Qd=λAームナーさー

LlX 
(7) 

ここで， λは茎の熱伝導率 [Wm-1瓦…1Jで草本植

物の茎の熱伝導率として0.54W m-1 K-1を使う。 A

は茎の断面積 [m2J，T，/は Tuの測温点より L1x[mJ

離れた上方の茎温 [OC]，T/は Tdの測祖点より L1x

離れた下方の茎温 [OCJである。 QよWJはヒー

ター背面に装着した熱流素子の起竜力E[VJ と起電

力Eを熱量に変換するための係数 k[WV-1Jから求

めることができる(式(8))。

Qr=コkE (8) 

式(4)~(8) より，茎内流量は式 (9) で表される。

(T，，-Tll') + (Td-T/) 
Q-λA “ a “ -kE 

ζIX 

F= (9) 
C叩 (Tll-Td) 

Steinbergら (1990 )は 4系統だった Sakuratani

(1981)の熱電対の結線方法(式(9)) に代わる 3線

式を提案した(式(10))。

(Tll-Td)一(T，/-Td) Q-λA “ ωω -kE 
LlX 

F~ (10) 

?{(町一九)+ (丸一む)}

このとき，式(10)の中で，起電力E[VJを熱量に変

換するための係数 k[WV-1Jのみが未知数である。 h

は夜間の茎内流量F[kgs一つがゼロであると伎定し

て，式(10)より求めることができ，この値を定数と

して使用する。 k[WV-1Jの値は日変化するので，

測定中は毎日，日の出前の最小値を真のhと仮定して

茎内流量F[kgS-l Jの計算に用いる。

2.4 熱収支バルク法

地表面では，熱エネルギー交換が行われている。太

陽による短渡放射は，地表面において一部が反射さ

れ，残りは地表面に吸収される。大気は地表面に向け

て，地表面は大気に向けてそれぞれ長波を放射してい

る。大気の乱流に伴って地表面からは顕熱輸送が起こ

り，蒸発散によって水蒸気が移動し，潜熱輪送が行わ

れる。昼間は地表面から地中へ，夜間は地中から地表

面へ地中を熱が移動する。

これらの各熱輸送量は，エネルギー保存則によって

収支がゼロになる関係が成立し，これを熱収支式と呼

ぶ(式(11)) (Noborioら 1996b)。

Rn=H+LE+G (11) 

ここで，Rnは正味放射量 [Wm-2J， Hは顕熱輸送

量 [Wm…2J，LEは潜熱輸送量 [Wm-2J， Gは地中

熱流量 [Wm-2Jである。各熱収支項は気象観測で

得られる気象要素を用いて算出する。

正味放射最Rn[Wm-2Jは式(12)で求める (Shar-

rotら 1992)。

Rn= (1一α)Rs十 eaσTa4-εsσTs4 (12) 

ここで， αは地表面のアルベド ，Rsは短波放射量

(日射量) [W m-2J， esは地表面の射出率で0.98と仮

定できる (Sharrotら 1992)。σはステファンボルツ

マン定数[5.67X 10-8 W m-2 K-4]，九は気温[KJ，

Zは蒸発面温度 [KJ，eaは大気射出率で日射量Rs

[W m-2Jと大気温度 Ta[KJの関数として求められ

る (Campbell1987 ; Campbell 2003)。顕熱輸送量

H，潜熱輸送量LEは式(13)，(14)で求められる

(CamilloとGurney1986)。

ア-TnH=ームー一三pCp
rH ‘ 

(13) 

丸一ρ'
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L
 

(14) 

ここで， pCpは大気の体積熱容量 [Jm…3KJ，Lは水

の蒸発潜熱[Jkg-1J，Pa (Ta) は大気の水蒸気密度

以gm-3J， Ps (Ts) は作物の気孔腔の相対湿度を1.0

と仮定したときの蒸発面の水蒸気密度 [kgm-3Jで，

温度え[KJにおける飽和水蒸気密度として式(15)で

求められる (Campbell1987)。

Ps(え)= 1000 [exp (31.3716 -6014.79/え

-0.00792495Ts) J/れ (15)

%は水蒸気輸送に対する地表面の抵抗 [sm-1 Jで，

土壌の体積含水率の関数として表される。この rs[s

m-1Jは，土壌が乾燥している場合の蒸発散量の過大
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評価を修正するために重要とされるが，本研究では土

壌は常に十分な湿潤状態にあるとし，九=0と仮定し

た (CamilloとGurney1986)0 YHは熱輸送に対する

空気力学的抵抗 [sm-1J， YVは水蒸気輸送に対する空

気力学的抵抗 [sm-1Jで，一般に YV与問である。 YH

は式(16)で求められる (Noborio1996b)。

ーキ[ln(当こり]

x [ln (当ゴ)J (16) 

ここで uは風速 [ms-1J， kはカlレマン定数日=

0.4J， Zは気温，風速等の地表面から測定高度 [mJ，

ZHは熱に対する地表面の粗度長 [mJ，ZMは風に対す

る地表面の粗度長 [mJ，dは地面修正最 [mJである。

地面修正量d[mJ，運動量に対する粗度長ZM[mJ，熱

輸送に対する粗度長ZH[mJ，植物の高さ h[mJから

次式によって推定される (Campbel12003)。
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地中熱流量 G[Wm-2Jは通常，

(17) 

(18) 

(19) 

地中熱流披などで

測定を行うが，正味放射量Rn[Wm-2Jの10%程度

の値として近似できる (Campbel12003) (式(20))。

G=O.l xRn (20) 

式(12)一(20)を式(11)に代入することで，経時測

定が困難な蒸発面温度 Tsを逐次計算により推定す

る。そして，計算されたLE[Wm…2Jを水の蒸発潜

熱L[Jkg-1 Jで除した髄を蒸発散による水蒸気フラ

ックス E[kgm -2 S -1 Jとして求める。

3. 実験方法

3.1 土壌水分減少法

実験は明治大学生田キャンパス内の温室で行った。

実験概要図を Fig.4に示す。内径0.26m，高さ0.60

~マルチプローブ

TDRプローブ

O.55m 

O 

O 
O 

o 0 
O 

内径O.26m

断面図

Fig. 4 Experimental diagram of the soil moisture depletion method. 

サンセ量重

53 



明治大学農学部研究報告第58巻第2号 (2008)

mのポットに関東ロームを乾燥密度0.63Mgm-3で高

さ0.55mまで充填した。ポット側部からロッド長さ

0.15mの3線式の TDRプローブ(鋼棒直径3.2mm，

鋼棒間隔0.03m)を地表面から深さ0.05，0.15， 0.25， 

0.35， 0.45 mの位置に水平に挿入し，地表面からマル

チプロープを半径0.03mの向心円状に鉛甚lこ挿入し

た。このとき水平TDRプローブとマルチプローブが

接近することによって概定に影響が出ないように注意

した。測定には， TDR装置 (TDR100，キャンベル

社)と同軸ケーブルマルチプレクサ (SDMX50SP，

キャンベル社)およびデータロガー (CR3000，キャ

ンベル社)を用いた。このポットでダイズを育成し，

水分消費が最も激しいと予想される登熟期に体積含水

率を 1時間毎に測定した。本研究では，茎熱収支法

との比較のために，ポットの地表面をプラスチックラ

ップとアルミホイル等で覆い，重量センサに乗せて蒸

散量を測定した。

測定後，マルチプロープと水平TDRプローブの測

定結果を比較し，精度の検討を行った。 0.10mのマ

ルチプロープの測定を0.05m深さの水平プロープで

測定した値と比較した。また0.20mのマルチプロー

プの測定値を0.05m深さと0.15m深さの水平プロー

電子天秤

Fig. 5 Experiment diagram of the stem heat balance method. 

ブで測定した平均体積合水率と比較した。同様に

0.30， 0.40， 0.50 mのマルチプロープの測定備を，対

応する深さの水平TDRプローブで測定した各土層の

体積合水率的[m3m-3] を測定土層厚Li[m]で除し

て求めた平均体積含水率くe>[m3 m-3] と比較した

(式(21))。
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(21) 

土壌水分減少法による蒸散量は式(1)より求め，ポ

ットの質量変化と比較した。

3.2 茎熱収支法

ダイズの 1日当たりの蒸散量を求めるために，茎

熱収支法による茎内流量の測定を行った。実験の概要

をFig.5に示す。ポットで育成した発芽後約訪日告

のダイズにステムフローゲージを取り付け，周囲を断

熱材とアルミホイルで包んだ。このとき，ステムフ

ローゲージは，地温の影響を受けないように地表面か

ら数cm上方に取り付け，ヒーターと茎温測定用熱電

対が茎に良く密着するよう注意した。

茎部に与える熱量 Q[W]の適切な値は，作物茎部

の直径によって異なる。本実験で使用したダイズの茎

断熱材 aアルミ箔

O.15m 
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の直径は約3.2mmであったので，樫谷 (2006)に従

って0.025W程度の熱量を茎部に与えた。ポットは蒸

発を防ぐために全面をプラスチックラップで包み，ポ

ットの質量変化を電子天秤で，茎部の熱分配を T型

熱電対で30分毎にデータロガー (CR3000，キャンベ

ル社)で測定し，式(10)に従い茎内流量を求めた。

3.3 熱収支バルク法

実験は群馬県嬬恋村吾妻郡田代にある高冷地野菜研

究センター内の圃場で行った。キャベツを栽培してい

る闇場に直径0.42m，深さ 0.30mの費量式ライシ

メータを埋設した。ライシメータには闇場と同じ土壌

を充填してキャベツを栽培し，質量の変化を30分毎

に測定した (Photo1)。複数のセンサ，カメラ，無線

LANモジュール等を内蔵したフィールドサーバと呼

ばれる多機能モニタリングロボット(平藤 2005)を

同圃場に設置し，気温，相対湿度，風速，日射量，雨

量の測定を30分毎ーに行った (Photo2)。気温，相対

湿度，風速 B射貴は，地上高約l.5mにおいて測定

した。測定された気象データはインターネットに接続

した PC上に蓄穣され，遠隅地からの回収が可能であ

る。明治大学生田キャンパスの研究室から，ネット匝

線を通じてこの気象データを回収した。 Fortran77で

プログラミングした熱収支プログラム(三浦 1999)

を本研究用に改良し，蒸発散量の計算を行った。式

(12) ~ (14)に共通の未知数である蒸発面温度 Ts[KJ

に対して，ニュートンラプソン法によって逐次計算し

て最適な Z値を決定した。測定を行わなかったアル

ベド αは，革本植物の平均的値である0.2と黒ボク土

の代表的値である0.06(近藤 2000)から，植生の被

覆率を考恵して0.1とした。また，地中熱流量 Gは正

味放射量Rnの10%として計算した。この結果とライ

シメータの質量変化を比較し，精度の検討を行なった。

4. 結果と考察

4.1 マルチブ臼ーブの精度検証

0.10~0.50 mの各長さのマルチプロープによって

測定した比誘電率とそれぞれの長さに対応する水平

TDRによって測定した比誘電率の比較を Fig.6に示

した。途中，体積含水率の値が急激に増加している点

は，濯瓶を行った時期である。長さが0.10mのマル

チプロープでは，水平TDRプローブの測定結果と比

Photo 1 Installation of a lysimeter with a cabbage plant. 
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Photo 2 Field server installed in the experimental cabbage field. 

較して体積含水率0.15[m3m-3J近くの過大評価が常

時見られた。また，長さ0.20mのマルチプロープで

も体積含水率0.08[m3m-3J程度の過大評価が見られ

る。しかし，長さ0.30mと0.40mのマルチプロープ

では，両者は良く一致し， 0.50mではマルチプロー

ブで測定した体積含水率のほうが幾分小さい値となっ

た。この過大評価の原因はマルチプローブの導入部が

TDRの波形解析に影響したことが原因と思われる。

0.10mの長さのマルチプロープと同じ長さの 3線式

TDRプロープを水中に完全に浸したときの波形を

Fig.7に表した。 TDR波形解析ソフトが棚定開始点

と判断するのは，波形が最初の上昇を示す点である。

しかし，実際には，この時点ではまだ電磁波は土壌中

に達していない。波形が一度上昇した後，下峰し始め

るところが，電磁波が土壌中に進入した点である。

Fig.7からわかるように， 3線式 TDRプローブに比

べて，マルチプローブの波形が一度上昇し始めてから

下降するまでの距離が大きい。これは，向軸ケーブル

とステンレス鋼製ロッドの接続方法(導入部)がマル

チプロープと 3線式 TDRプロープで異なることに起

因している。この導入部の影響はプローブ長が短いほ

うが大きく影響を受けることから，プローブ長が長く

なるにつれ，過大評価が小さくなったと推測される。

Fig.6から， 0.30mより長いマルチプロープの場合

は殆ど過大評価が起こらないと判断した。この問題

は，解析ソフトを補正することによって解決されると

考えられる。

4.2 土壌水分減少法

前述のようにマルチプロープには改良が必要であ

り，正確な体積含水率の測定が困難であったことか

ら，土壌水分減少法は水平方向に挿入した TDRプ

ローブで行った。水平TDRプロープの測定結果を

Fig.8に表した。このグラフから，ダイズ根系の吸水

によって土壌水分量が減少していく過程が観察でき

る。また， Fig.9には， 2006年11月27日午前O時に

測定した深さ0.05，0.25， 0.45 mでの体積含水率に

対する相対値の経時変化を表した。このグラフから，

根系による土壌水の吸水は，最初，根が集中している

0~0.15 mの浅い土層において活発に起こり， 0~0.1 
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Fig. 6 Comparison of temporal changes in volumetric soil water contents measured with ordinal TDR probes and the multi-probe that 
we developed. 

cm のこと)曹の乾燥に伴い0 ， 15~0 ，35 mの土層の吸水が

盛んに， 0.15~0.35 m の土層の乾燥に伴って0.35~

0.55mの土層の吸水が盛んになってゆく様子が観察

できた。

Fig.10には 1B当たりの土壌水分減少法により計

算した蒸散量とポット費量の減少量の関係を表した。

双方の値には相関性が見られず，蒸散量が負の値を示

す日付も見られる。これは，一日当たりのダイズの蒸

散量が徴小であり，重量センサと TDR法の最小測定
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可能量を下回ってしまったことが原菌であると思われ

る。重量センサの最小測定可能量は150gである。

TDRの最小測定可能量は，含水率にして0.005[m3

m-3Jである。土壌水分減少法と同様にこの値にポッ

ト体積と水の密度を乗ずると約146gとなるので，重

量センサの最小測定可能量程度であることがわかる。

本研究では，土壌水分減少法の精度について検討す

ることはできなかったが，根系の吸水過程においてど

の部位からの吸水が活発であるか観察可能であること
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小{直を午後の茎内流量の計算に使用する必要がある1日単位など土壌水分減少法は，また，を示した。

(棲谷 2006)。通常，kのわずかな誤差は昼間の茎内の，短い期間の測定には適しておらず，土壌水分の変

流量の推定に大きな影響を与えないが，今回のように動が大きい場合や，長期間の測定に適していることが

蒸散量が徴小である場合，夜間の hの最小値を茎内流明らかになった。

量の鴻定に使用すると夜間蒸散量が正の値になる現象

が起こること，夜間に hが極度に小さい値を示した場茎熱収支法4.3 

合に茎内流量が過大評価されることなどから，本研究Fig. 11はヒーター背面への熱量の移動を計算する

では，深夜O持30分から日の出前の 5時30分までのhための係数k[WV-1 ]の2006年12月10臼における 1

5没後の平均値を 6時から11時30分までの計算に，臼の出前と日没後で hの舘が大きく5の変化である。

18時30分から23時30分までの hの平均値を12時から

18時までの計算に使用した。 Fig.12は茎熱収支法に

58 

このことから日の出前の h

日没後の hの最の最小値を午前の茎内流量の計算に，

変化しているのがわかる。
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Fig. 9 Temporal changes in relative soil moisture. 

よる蒸散量と電子天秤によって測定した蒸散量の 5

日間の比較結果である。測定 1B自の2006/12/10と

測定4日自の2006/12/13では，電子天秤による蒸散

量と茎熱収支法による蒸散量の時間変化は，蒸散量の

最高値・積算の蒸散量などは一致しているように見え

るが，最高蒸散量の発現時刻がずれている。また， 2 

日目の2006/12/11は，電子天秤の備に対し，茎熱収

支法は過小評価した。実験データ数が少なく，これら

の現象は適切な考察をすることができなかった。 3B 

目の2006/12/12は雨天であったため，蒸散が少量し
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つまりヒーター{(T，/ -Td) - (Tu- Td')} /2， あるまたは全く起こらなかったため，か起こらなかった，

F[g 上部と下部の温度差が非常に小さな値となり，ほとんど変化しなかった。 5日目の2006/12/14も，

このことが， 2006 cl  ]の値が不安定になりやすい。その影響で蒸散が抑制され，午後から降雨があり，

/12/14の12時過ぎの茎熱収支法による茎内流量が大

きな負の値になった原因だと推測できる。
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12時過ぎの値が急激に減少していると判断した。蒸

散が無いとき，茎内流量を求める式(10)は，分母に
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Fig. 12 Comparison of temporal changes in transpiration measured with the stem heat balance method and gravimetry. 

1日当たりのダイズ 1個体の積算蒸散量 [gd -1 ] 

をTable1に示す。 Table1から，良く一致した日で

7~14%の誤差となった。また，雨天や曇りの B では

蒸散量が小さいことが影響し， 29~38%程度の大き

な誤差が生じた。このことから，晴天時においては，

茎熱収支法はダイズの 1日当たりの蒸散量の推定に

十分な精度を持っていると判断した。また，ダイズの

1日の積算蒸散量は約 9gで徴小な蒸散量の推定にも

有効であることを示した。しかし，蒸散量が小さくな

るに従って誤差が大きくなり，茎熱収支法では 5~10

gd…1ほどの蒸散量の測定が眼界であると判断した。

0:00 

Table 1 Transpiration value measured by th巴 stemheat 
balance method and gravimetry. 

2006/ 2006/ 2006/ 2006/ 2006/ 
12/10 12/11 12/12 12/13 12/14 

電W子1天(g秤/d) 9.66 14.95 5.18 8.65 6.66 

茎W熱2収(g支/d法) 10.37 9.59 3.19 9.92 4.70 

誤差 -7.3 35.9 38.3 -14.7 29.4 L1W (%) 

また，蒸散量が十分に大きい場合でも，大きな誤差が

現れる臼もあり，十分な知見を得るには至らなかった。
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また，茎熱収支法は，測定期間中，常に作物茎部に

熱量を与えているため，植物細胞を破壊し，作物が生

育できなくなってしまうことが報告されている(棲谷

2006)。本研究でも，測定開始6日目以降，ダイズの

茎部の細胞が破壊され，測定ができなくなってしまっ

た。このことから，長期間の測定のために，今後は測

定時にのみ茎部に熱量を与えることができるよう，回

路にリレードライパーを組み込むなどの解決策が必須

である。

4.4 熱収支バルク法

ライシメータの質量は，蒸発散による減少と降雨に

よる増加により変化する。降雨の無い蒸発散による減

少のみが起こっている 7月 1，3， 4 Bの減少過程と

熱収支法によって計算した蒸発散量による質量変化を

比較した CFig.13)。ライシメータにより測定された

蒸発散フラックスはそれぞれ， 3.43， 5.24， 8.85 mm  

d-1，熱収支バルク法で推定された蒸発散フラックス

はそれぞれ2.74，4.17， 6.73 mm  d-1となった。両者

は比較的近い値を示したが，熱収支バルク法で計算し

た質量変化は若干の過小評価となり，その誤差は約
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0.72~2.88 mm  d-1であった。これは，ライシメータ

によって測定した蒸発散量の20~24%であった。

本研究でのこの結果は，地中熱流量の測定を行わず

に正味放射量Rn[Wm-2Jの10%と仮定して計算を

行ったことと，アルベドの測定を行わずに0.1と仮定

して計算を行ったことが原由であると推察される。そ

こで，アルベド αと地中熱流量 G[Wm-2Jの感度解

析を行った。高冷地野菜研究センター内の闘場の土壌

が黒ボク土であったため，アルベドは黒ボク土の代表

的な値である0.06から草地の代表的な値である0.20ま

で0.02ずつ増加させて蒸発散量の計算を行った。この

ときの Gは正味放射量Rnの10%と一定にした。ま

た，地中熱流量は，正味放射量の 5，10，15%と変化

させ蒸発散量の計算を行った。このとき，アルベド α

は0.10に匝定した。この結果を 7月 1，3，4Bのライ

シメータによる蒸発散量と比較した。

Table 2にはアルベドの感度解析の結果を示した。

ライシメータによって測定した蒸発散フラックスに対

し，可能最小値と想定したアルベド α=0.06で計算し

た蒸発散フラックスでも0.58~1.81 mm  d-1の過小評

価となった。また，アルベドが0.06から0.20に増加す

-+-ライシメータ質量変化

46 
ベ同熱収支法によって計算した質量変化
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Fig. 13 Comparison of changes in mass measur巴dwith the energy balance m巴thodand lysimetry. 
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Table 2 Sensitivity analysis of Albedo. 

蒸発フラックス (mm/d)

7月 1日 7月3日 7月4日

ライシメーター 3.43 5.24 8.85 

アルベド =0.06 2.85 4.35 7.02 

アルベド =0.08 2.80 4.26 6.88 

アルベド =0.10 2.74 4.18 6.73 

アルベド =0.12 2.68 4.09 6.58 

アルベド =0.14 2.63 4.01 6.44 

アルベド =0.16 2.57 3.92 6.29 

アルベド =0.18 2.52 3.84 6.15 

アルベド巴0.20 2.46 3.75 6.00 

るに従って蒸発散フラックスは0.40~ 1. 03 mm d-1減

少する結果となった。この感度解析から得た0.40~

1.03 mm d-1の蒸発散フラックスの変動は，実際の蒸

発散量の約12%であった。この結果からアルベドは

熱収支バルク法の測定に大きな影響を及ぼし，測定す

ることが望ましいことがわかった。また， Table 3に

は地中熱流量 G[Wm-2Jの感度解析結果を示した。

地中熱流量の変化に伴う蒸発散フラックスの変動は

0.23~0.62 mm d-1であり，アルベドの変動に対し小

さい値となった。しかし，以下のことから，地中熱流

量を正味放射量の10%と仮定したことは蒸発散量の

過小評価に大きく影響していると判断した。

近藤 (2000)は，落葉広葉樹において観関した熱

収支量の日変化において，正味放射量が正の値のとき

に地中熱流量が負の値となる現象があることを報告し

ている。しかし，本研究では，正味放射量が正の値の

とき，地中熱流量が負の備をとることはなく，これは

顕熱輸送量と潜熱輪送量を過小評価する可能性がある

ことを示している。また， Fig. 13ではライシメータ

の質量変化の減少開始時刻に対し，熱収支法で計算し

た減少過程の減少開始時刻が遅れる現象が生じてい

る。短波放射によって地表面に与えられた熱は，最初

に葉の表面などの水滴の蒸発に利用されることから，

実際の地中熱流量は正味放射量の増減より少し遅れて

増減する。本研究では，地中熱流量は正味放射量と同

時に増減するため，蒸発散開始時において地中熱流量
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Table 3 Sensitivity analysis of soil heat :flux 

蒸発散フラックス (mm/d)

7月1日 7月3日 7月4S 

ライシメーター 3.43 5.24 8.85 

G=0.05R冗 2.86 4.36 7.04 

G=O.lR担 2.74 4.18 6.73 

G=0.15Rn 2.62 3.99 6.42 

の値が実際より早く上昇し，顕熱輪送量と潜熱輸送量

を抑制して蒸発散量の過ノト評価につながったと推測で

きる。

地中熱流量の測定を行わずに正味放射量の10%と

して計算を行ったこと，アルベドの測定を行わずに

0.1として計算を行ったことの 2点から，ライシメー

タの質量変化と熱収支法によって計算した減少量には

20~24%程度の誤差が生じた。このことからアルベ

ドと地中熱流量は共に測定を行うことが望ましいと判

断した。

5. まとめ

土壌水分減少法，茎熱収支法，熱収支バルク法の 3

手法をそれぞれ質量式ライシメータによる重量法と比

較し，精度の検討を行なった。

本研究で作成した，土壌を撹乱することなく地表面

から簡単に挿入・回収できるマルチプローブは，解析

ソフトの補正さえ行えば，鉛甚深さごとの各土層の合

水率を正確に推定することができることがわかった。

これにより， ToppとDavis (1985) が提案した，幾

本ものすDRプロープを鉛直に挿入する方法よりも，

各プローブの測定範囲が密接したものとなり，精度の

向上が望める。まだ改善の余地はあるが，十分に野外

での使用が可能であると考えられる。

土壌水分減少法では，ダイズ 1個体の蒸散量が予

想よりも小さかったため，重量法と比較して，蒸散量

推定の精度を検討することはできなかった。しかし，

鉛産深さごとの各土層の体積含水率の増減を観察する

ことができ，根系のどの部位からの吸水が活発に起こ

っているか， という目視では観察できない現象を捉え

ることができる有意義な手法であると判断した。ま
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た，他の手法と比べ，原理が簡単で理解しやすいとい

う利点ももっていることがわかった。今後の課題とし

ては，不均一性および異方性という特殊な性質を持つ

土壌に対し，測定点 1点の結果のみを畑地全体に適

応するのではなく，土壌中の水分変動を畑地全体とし

て捉える必要性が挙げられる。これには本研究で作成

したマルチプロープが大いに活躍できる。マルチプ

ロープを畑地に一定間隔で幾本も挿入することで，畑

地の土壌中の水分変動を 3次元的に捉えることが可

能となる。土壌水分減少法の発展にマルチプローブが

貢献できることが期待できる。

茎熱収支法では，ダイズ 1個体の蒸散量を10%程

度の誤差で測定可能であった。このことから茎熱収支

法は作物 1個体の水要求量の測定には有効であるこ

とがわかる。しかし，蒸散量が 7g d-1を下回ると誤

差が大きくなったことから，この値が茎熱収支法の測

定可能最小値であると判断した。また，測定原理，計

算方法，測定器の仕組みが複雑で扱いが難しく，測定

器が壊れやすいことから測定に際して十分な注意，理

解が必要である。さらに，作物の細胞を破壊し，生育

不能にしてしまう点などから，営農においての作物の

水要求量の推定よりも，精度の高い測定が必要な科学

実験などでの使用が有効であると判断される。

熱収支バルク法では，気温，湿度，風速，日射量の

4つの気象データのみを用いて計算することにより，

20~24%の誤差で蒸発散量が推定可能であることが

わかった。感度解析の結果，地中熱流量は，蒸発散量

に与える影響は 7%程度と小さな値であったが，その

増減の挙動が正味放射量の挙動と一致しないことか

ら，実測が必要である。同様に感度解析により，アル

ベドは蒸発散量に対して最大で12%程度の影響を与

えることがわかった。アルベドも熱収支バルク法に大

きな影響を与えるので，測定することが望ましい。熱

収支バルク法は，重量法と比較した場合，他の手法と

比べて非常に安定した精度を保っていたことから，畑

地での作物の水要求量の推定に有効であると判断し

た。今後は地中熱流量およびアルベドの測定を行うこ

とにより，精度の向上が期待できる。

以上のことから，作物の水要求量の推定には，土壌
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水分減少法と熱収支バルク法が適していると結論付け

られる。特に土壌水分減少法は，土壌中の水分変動や

根系の吸水を観察できる点，熱収支バルク法は安定し

た精度の推定が可能である点が特徴である。

それぞれの推定法の単独使用でも水資源の有効利用

に尽力できるが，今後の展望として，土壌水分減少法

を広域に設置し，熱収支バルク法と併用する方法が確

立されれば，さらに高水準な水資源の有効利用が可能

となると思われる。
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