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晴天時の CASI-3 画像取得！

岐阜大学　流域圏科学研究センター�

標高1600m の日影平山から高山市街地

（600m）に至る約20km に及ぶ大八賀川流域

の Compact Airborne Spectrographic Imager

（CASI）画像を取得した。この画像には，山

岳森林地帯から丘陵，そして平野部水田，住

宅地が含まれている。2004年10月 1 日撮影。

岐阜大学流域圏科学研究センター／ニューズレター2号� 6－1
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ノースカロライナ大学

のHelmut Lieth（1975）に

よると，地球の一次生産

研究の歴史は，次の 3期

にまとめられる。

第 1期は，「アリストテ

レスからリービッヒまで

の時代」で，古く B.C.300

年代から，植物と土壌の関係に興味が持たれていた。

1600年頃のヤナギのポット実験で，植物体と土壌の

重量変化から，ヘルモントは，植物が水を凝縮した

と考えた。彼は，ゴミからネズミを作る研究を同時

に行っていたそうだ。1770年頃に，有名なプリスト

レイらが，空気と植物の間の関係を論じ始めた。

第 2期は，「中間の時代」で，1862年に最小律で

有名なリービッヒが，初めて植生が大気に与える影

響を論じた。1882年にエーベルマイヤーが，森林の

一次生産研究に着手する。農地と森林を測定し，地

球の二酸化炭素固定量（90・109tC/yr）が初めて推

定される。1900年に入って，ミッチャーリッヒが「収

量の法則」を建てる。

第 3期は，「IBP の時代」である。1960年にミュ

ラーにより，地球上の炭素換算の純生産量（35・

109tC/yr）が推定される。そして，1964年にリース

らが，地球一次生産のマイアミモデルを作成する。

1959年に，オダムらによる生産生態学の勃興。1967

年に，有名な吉良・四手井論文。西太平洋地域の一

次生産量のまとめが行われる。

さて，リースのいう第1期は，いわば学問が学問で

あった時代で，世界の未知なる部分を科学で埋める純

粋な気持ちがあふれる時代であった。当然ながら，誤っ

た概念もあったが，重要な原理もこの時に発見されて

いる。第2期は，産業革命が並行する時期にあり，人

間と自然が対立的な構図をとり始めた時代である。そ

の背景が，一次生産の研究を刺激したのだろうか，学

問がかなり現実味を帯びてきた。まだロマンが感じら

れる。第3期のIBP（国際生物学事業）は，我々に直結し，

重要な生産生態学の発見が目白押しである。社会では，

経済成長により人間生活が便利になった反面，周囲の

環境は極度に悪化した。この時期すでに，森林破壊に

よる地球温暖化が，心配され始めていた。私たちの先

生は，数十年後の世界を予測する力を持っていた！

IBP で絶頂に達した生産生態学は，実は，その後

いささか勢いを減じた。あまりに多くの研究者が，

エネルギーの流れを追いかける世界に没頭したこと

から，もっと，生物学本来の研究にもどろうという，

自然な回帰力が働いたのだ。最近30年の間に，生態

学の一部は，個体群から群集へ，そして多様性の世

界へ勇躍していった。最近，生産生態学が再び息を

吹き返したのは，1997年に「温暖化防止京都会議」

で京都議定書が定まったことと無縁ではない。森林

の重要性が再認識される一方で，世間の強い注目が

排出権取引に集っている。現代テクを利用すること

により，装備面が補強された。

さて，COE プロジェクト「衛星生態学創成拠点」

の目標の一つは，広域で炭素収支を求めることにあ

る。とくに若い研究者の方に，この分野には，生物

学として長い流れと経緯があることを知ってほしい

と思い，この駄文を書いた。

【生態プロセス研究グループ

小見山　章（連合農学研究科　教授）】

 一次生産研究の歴史（History of primary productivity research）

 航空機ハイパースペクトル観測
平成16年10月 1 日に中

日本航空所有の Itres Inc.

（CANADA） 製CASI-3

（C om p a c t  A i r b o r n e  

Spectrographic Imager） に

よる航空機観測を実施し

た。撮影場所は大八賀川

流域の約20km ×2.5km の

領域（表紙参照），高度約3200m で午前10時50分～

11時19分にかけて 3コースに分けて撮影を行った。

当日は台風通過直後であり，快晴に恵まれ，極めて

良好な航空機データが取得できた。

CASI-3は，多波長での観測が可能なハイパースペク

トルセンサーであり，今回の撮影では400～1050nmを

72バンドに分割して撮影を行った。Fig. 1は，1ha観測

サイトにおける広葉樹と，1haサイト近辺のスギ人工

林のスペクトルプロファイルを示したものである。多

波長による詳細な観測による樹種判別の精度向上，各
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種植生機能マップ（現存量，炭素貯留量，葉面積指数，

クロロフィル）等の作成への利用が期待される。

衛星画像，航空機画像等のリモートセンシング画

像を用いて一般的な解釈，検討を行うには幾何的な

補正とラジオメトリック補正（地形補正，大気補正）

を行う必要がある。大八賀川流域は，上流域での標

高約1500m，下流域での標高約700m と800m 程度の

高低差が存在するため，撮影画像のオリジナルデー

タでは，上流域周辺での地上分解能は1.2m，下流域

周辺で約1.8m となる。また，航空機画像は，撮影

時の機体の傾き，飛行速度，飛行高度の変化等の要

因による幾何的な歪みが顕著に現れる。このような

画像の歪みは，撮影時に収録された GPS/IMU によ

る姿勢位置情報と標高データ（DEM）を用いて地

上分解能1.5m に補正されている。

また，航空機は撮影高度が低いため，衛星画像の

ように観測角が画像全体でほぼ一定と仮定できず，

航空機直下と画像の端における画素では，地表被覆，

地形条件が全く同じであっても観測輝度値が異な

るという問題が生じる。このため，今回撮影された

CASI-3画像でも，各撮影コースのオーバーラップ

領域の画素値が異なっている。また，各コースの撮

影時刻の違いによる太陽高度，太陽方位角の変化も

オーバーラップ領域の画素値の違いの原因である。

現在，航空機の移動による観測角度，観測時刻の変

化と，反射の方向性を考慮した手法を用いて地形補

正処理を行っている。今後 6 s コードを利用した大

気補正を行い，反射率へと変換する予定である。

【リモートセンシング解析グループ

児島利治（流域圏科学研究センター　助教授）】

 大気－植生－土壌結合モデルによる高精度な地域気候マップの構築
気象モデルは，1922年の

「リチャードソンの夢」以降，

特に，天気予報のための技

術として発展を続けてき

ました。そして近年の計算

機技術の飛躍的発展に伴

い，10kmメッシュの分解

能で，精度の高い天気予報

情報を提供される時代になってきました。天気予報を

行う為には，1）ある時間の大気・地表面状態を十分

な精度で把握できる事，2）十分な精度で大気・地表

面状態の時間発展法則を把握できる事，が重要なカギ

となります。そして，これらを把握することは，とり

もなおさず，我々，「衛星生態学」のモデリング解析・

評価グループが目標とするところでもあります。「衛

星生態学」という，一見，気象学とは無縁の新しい学

問体系も，精度の高い気候・気象予測を行う上で，今

後，切っても切り離せない関係になっていくのであろ

うと，私自身，考えています。

現在，私の所属する岐阜大学工学研究科環境エネ

ルギーシステム専攻（自然エネルギー研究室）では，

PSU/NCAR により開発された領域気候モデルMM5

と最新の並列計算機を用いて，中部地域の日々の気

象予測計算を行っています。また，特殊なデータ同

化手法を組み合わせることで，長期間にわたる高解

像度気象データべース（1kmメッシュ）の構築も行っ

ています。このモデルは，大気の力学的法則（運動

量，熱量，質量の保存則）に加え，種々の物理過程

Fig. 1  CASI-3で観測された針葉樹（スギ）と広葉樹（1ha

サイト）のスペクトルの違い
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（雲微物理，大気放射，地表面過程…）を定式化し

たものであり，適切な初期条件・境界条件を入力す

ることで，気象要素（風，気温，気圧，水蒸気，雨

…）の時間発展を 3次元的に計算できます。このモ

デルを用いることで，特に中部地域に関しては気象

庁よりも高精度で気象予測計算が行えることが既に

実証されています。また，構築された長期間の高解

像度気象データベースは，気象学・気候学研究の利

用にとどまらず，風力発電事業，土木工学，建築工

学といった様々な分野で有効活用されています。

しかしながら，依然として問題もあります。現在

の我々のモデルにおいては，地表面過程を極めて簡

略化して取り扱っているために，長期的な予測計算

を行う上で十分な精度を確保できていません。具体

的には，地表面過程で重要となる各種パラメータ（ア

ルベド，熱容量，土壌含水率，射出率，粗度長）が，

USGSの25種類の土地利用分類毎に一意的に設定さ

れ，それらは実験期間を通して時間変化せず一定値

のままである点が挙げられます。短期予報を行う上

では，地表面過程の影響はそれほど重要ではありま

せんが，比較的長期の予報を行う際には，地表面過

程との応答が，計算精度に大きく左右します。よって，

熱・水・物質循環に関する地表面パラメータが時々

刻々と最適な値に変化するような，詳細な地表面過

程モデルとの結合が望まれます。また，現行のモデ

ルでは，陸上生態系の効果は，直接的に扱われてお

らず，植生キャノピーからの遮断蒸発や蒸散，根に

よる水分の吸い上げ，植生の成長，落葉落枝といっ

た重要な生態プロセスが考慮されていません。大気

－植生－土壌間の相互作用は無視できない非定常性

を伴うものであり，次世代の局地予報モデルには，

こういった陸上生態系の水熱収支モデル・炭素収支

モデルが組み込まれるべきであろうと考えています。

そこで，我々，岐阜大学COE「衛星生態学創生拠点」

モデリング解析・評価グループでは，まず，特に水

循環に関して詳細に取り扱った地表面モデルを組み

込んだ領域気象モデルにより，高山サイトを中心と

した高解像度気象データベースの再構築を行います。

必要となる土地利用パラメータは，高分解能の衛星

観測データから推定し入力します。そして，2つの

フラックスタワー観測と比較し，計算結果の精度検

証を行います。生態観測グループやリモセン解析グ

ループと協力して，モデルの定式化を更に精度の高

いものへと改良していきます。最終的には，陸域炭

素循環に関するコンパートメントモデルをも組み込

むことで，流域規模（メソスケール）の水・炭素循

環の動態を解明することを目標としています。

【モデリング解析・評価グループ

吉野　純（工学研究科環境エネルギーシステム専攻　助手）】

大八賀川小流域における森林生態系，農業生態系を対象とした研究の開始
本21世紀 COEプログラム「衛星生態学創生拠点」

では，流域圏を生態系機能評価の主要な研究対象と

している。河川を中心とする流域圏生態系は，森林，

農耕地，都市域など異なる機能をもつ生態系が連続

して分布し，そこには植物と環境，人間活動の様々

な関係が含まれているからである。これまでの生態

系機能研究のように個々の生態系だけを取り上げて

詳細に調べることに加えて，小生態系間の物質循環

による繋がりをも理解しようという目標である。

流域圏生態系の機能評価のモデル地域として，本

COEは岐阜県高山市を流れる大八賀川の小流域界を

選んだ。このエリアは乗鞍岳南西斜面の標高約1400m

に位置する岐阜大学流域圏科学研究センター高山試

験地をほぼ東端とし，西端には高山市街が含まれる。

標高差約1000mの範囲には，ミズナラやダケカンバ，

シラカンバを中心とする20～50年生の落葉広葉樹林，

その伐採跡地で更新が始まった落葉広葉樹林（約7

年生），伐採後に作られたスギやヒノキの人工林（3

～50年生），カラマツ林（50年生），そして棚田やタ

バコ，ダイコン畑，果樹園などの農耕地が含まれる。

本COEでは衛星リモートセンシングによる広域ス

ケールでの生態系機能評価の新たな手法の確立と精度

MM5による 3次元気象場の予測計算結果



－ 5－

の向上を目的としており，特に森林生態系や農業生態

系のCO2吸収量の推定を研究の中心に据えている。ま

た同時に，植生によるCO2の吸収・放出と密接な関係

をもつ水収支の観測を気象観測とともに行う。生態系

機能の推定精度の向上や新たな手法開発のためには，

衛星リモートセンシングによる既存の評価指標および

シミュレーションモデルをそのまま利用するのではな

く，光合成能や葉面積の時空間分布などの生態現象を

より正確に観測し，かつ，生態系レベルでのCO2吸収

量へのスケーリング解析を行う必要がある。その過程

では，いくつかの異なる生態系や植生タイプでの精査

を同時に行うことが重要となる。上記に挙げた森林タ

イプは，岐阜県を含む中部日本に分布する森林タイプ

をほぼ網羅している。これらの森林での生態プロセス

研究グループによるバイオマス，落葉量，光合成，土

壌呼吸，微気象条件などの観測，リモートセンシング

観測グループによる林冠葉面積や光合成能の推定のた

めの観測，モデリング解析グループによるフラックス

観測（50年生の落葉広葉樹林とスギ人工林）や生態系

レベルでのモデルシミュレーションなどを集中的に行

い，広域スケールでの生態系機能評価を可能にする解

析手法の確立を目指す。

【生態プロセス研究グループ

村岡裕由（流域圏科学研究センター　非常勤研究員）】

〈報告〉韓国，光陵（Kwangnung）サイトの見学
COEの生態プロセス研究グループでは大八賀川小

流域の森林研究サイトの一つであるスギタワーサイト

において土壌からの二酸化炭素放出の測定を考えてい

ます。その測定に自動開閉チャンバーシステムの採用

を考えていますが，この測定システムの検討のために，

拠点リーダーである小泉博教授と日本学術振興会特別

研究員DC2の安立美奈子と李美善，3名は12月に韓国

ソウルを訪ねました。韓国では2001年に気候変動に伴

う陸域生態系の炭素，水，エネルギー循環の変化をモ

ニタリングするプロジェクトが立ち上がって以来，現

在第2期を迎え活発な研究活動が行われています。詳

細な情報は以下のKoFluxのウェブサイトで見ること

ができます（http://koflux.org/main/koflux_index.html）。

光陵（Kwangnung）サイトはKoFlux 10 ヶ所のサイ

トの内，ソウルから北の方に約30Km程度離れた場

所（37°44’N，127°9’E，Kwangnung Research Forest, 

Pochun-gun, Gunggi-do, Korea）にあります。当日の見

学にはサイト研究者の内，土壌圏を中心として研究

している延世大学（1名），高麗大学（1名），建国大

学（2名）の大学院生4名と建国大学の李載錫教授を

合わせ8名で参加しました。光陵サイトは標高330m

（90m～600m）のなだらかな地形（傾斜15°）に位置し，

80-200年生のコナラ・サワシバ・アカシデなどの落葉

広葉樹林で構成されており，一般人の出入りは制限さ

れています。高山サイトに似たような所でしたが，高

山に比べ降雨量が少ない（1,365mm，1964年－1993年

COEの重点研究サイト周辺のQuickBird 画像と主な森林の様子。オレンジ色で囲まれ

た部分が大八賀川小流域界。赤枠は航空機リモートセンシングによる調査範囲を示す。
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の平均）ため，からっとした空気に土壌もやや乾燥し

ているように感じました。林床植生は，一面に広がる

ササではなく，春と秋には色んな花が咲く林床だそう

です。天候に恵まれ，プロジェクトの第2期に立てら

れた新しいタワーに上ることが出来ました。タワーの

上からの見晴らしはよく，プロジェクトの第1期に立

てられたタワー（このタワーは上れないのだそうです）

がよく見えました。産業技術総合研究所で行っている

高山サイトのフラックス研究と同じく，延世大学（金

俊教授）で行っているフラックス研究も地形の問題を

抱えていることがよく分かりました。

李載錫助教授の案内で我々は林内を歩きながら

光陵サイトで行っている研究の紹介や土壌，植生な

どに関する説明から，同じ冷温帯落葉広葉樹林であ

る高山サイトと比較してみるなど，有意義なディス

カッションが行われました。最後に，土壌からの二

酸化炭素放出を測定する自動開閉チャンバーシステム

（Automated Open-Closed Chamber；以下 AOCC） を

見せていただきました。AOCC は D C モータ駆動の

シンプルなシステムであり， 6つのチャンバーで構

成されていました。2003年から 1年以上にわたり，

ずっと測定を続けているそうで，当日も順調な観測

が見られました。別のサイトにも設置するためにテ

ストしているもう一式のシステムを操作しながら詳

しく説明をしていただきました。チャンバーの下

にカラーというものを何枚も重ねて置くことによっ

て，徐々にチャンバーの高さを雪面の上までに上げ

ることができ，積雪期間においても雪面の上から放

出される二酸化炭素のフラックス測定が可能になる

そうです。まさに，長い積雪期を持つ大八賀川小流

域のサイトに適したシステムだと思いました。

見学の後にAOCC 適用の検討に関するディスカッ

ションを行いました。李載錫教授の協力により，

2005年の雪解け時期に大八賀川小流域のスギタワー

サイトにおける AOCC の設置を予定しています。

日本と韓国の共同研究による展開を期待しながら，

ソウルを後にしました。

【生態プロセス研究グループ

李　美善（流域圏科学研究センター　COE 研究補佐員）】

衛星生態学創生拠点プログラムがスタートし，もうすぐ 5 ヶ月が経とうとしています。この間，
毎週 1 回のペースでセミナーを開催し，議論を重ねてきました。個人的には，セミナーを通じて各
グループ（生態・衛星・気象）が持つ知識の共有が出来つつあると感じています。今回は，主に各グルー
プのスタッフにお願いして，伝えたいことや考えていることを自由に述べてもらいました。次号か
らは，研究の進捗状況を交えた情報を発信していきたいと思います。　　　　　　　　　　　　（牧）

岐阜大学　流域圏科学研究センター　COE 事務局
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● 連 絡 先 ●

光陵サイトの展望及び旧フラックスタワー 自動開閉チャンバーシステムの説明様子


