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要旨(Abstract)： 

ビニールハウス内において自動養液土耕栽培を用いたピーマン栽培土壌における環境要因に対す

る Penman-Monteith法で推定された可能蒸発散量の感度解析を行った。その結果、飽差および

植生上の水蒸気輸送に対する空気力学的抵抗の感度は小さく、純放射量および地中熱流量の感度

が大きいことが明らかになった。 
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1.はじめに 

農地において適切な水管理を行うことは水

利用効率を向上する上で非常に重要である。近

年、土壌水分量や気温および日射量などの大気

環境の実測値を用いて作物の蒸散量を推定し、

適切な潅水量をインターネット上で決定する

自動養液土耕栽培システムが施設農業におい

て利用されている。農業用施設内の土壌・作物

からの蒸発散量の推定に対する微気象学的手

法の適用可能性は現在も議論が続けられてい

る。一般的に蒸発散量の推定に使われるペンマ

ン法を用いて推定した施設内土壌における可

能蒸発散量は、実蒸散量と線形関係があること

が報告されている(Villareal-Guerrero et al., 

201)。ペンマン・モンティース法を用いて推定

した農地における蒸発散量の環境条件に対す

る感度解析は様々な植生や気候区において数

多く行われているが、施設内における研究例は

多くない。そこで、本研究では自動養液土耕栽

培を用いたピーマン栽培土壌においてペンマ

ン・モンティース法により推定した蒸発散量の

環境条件に対する感度解析を行った。 

 

２．方法 

 実験は福島県飯舘村のビニールハウス内に

おいて 2017年 6月 7日から 2017年 10月 27

日まで行った。可能蒸発散量(ETp)はペンマ

ン・モンティース法を用いて以下のように表さ

れる(Campbell, 1985)。 
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)、a
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o
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蒸気濃度、sは地表面における水蒸気濃度、rva

は植生上の水蒸気輸送に対する空気力学的抵

抗(s m
-1

)である。と rvaは以下の式で与えられ

る (Campbell, 1985)。 
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ここで、Ts は地表面温度(
o
C)、k はカルマン定

数(0.4)、�̅�は平均風速 (m s
-1

)、zは風速を測定

した地表面からの高度 (m)、dはゼロ面変位で

z-d を見かけの高度とみなす、zH と zM はそれ

ぞれ熱と運動量に対する粗度長である。ただし、

風速は実験開始から 7月 8日まで一定(0.6m s
-1

)

と仮定した。草丈 h (m)に対して、代表的な値

として d=0.077h、zM=0.13h、zH=0.2zMが提案さ

れており、本研究ではこれらの値を用いた。水

蒸気濃度は温度 T (K)における飽和水蒸気濃

度o に相対湿度 RH (0-1)を乗じて計算した 

(Campbell, 1958)。 

ρ = 𝑅𝐻 {
exp(31.3716−6014.79 𝑇−0.00792495𝑇⁄ )

1000𝑇
} (4) 

大気の水蒸気濃度a は(8)式において RH は大

気の相対湿度とTは気温 Ta (K)を使って計算さ

れ、植生の水蒸気濃度s は、(4)式において

RH=1.0と Tは地表面(植生)温度 Ts (K)を使って

計算した。 

純放射量は純放射計、地中熱流量は地中熱流

板を用いてハウス内において、データロガー

(CR1000, Campbell 社製)を用いて 10 分毎に記

録した。純放射計と地中熱流板は黒体スプレー

を塗布したペルチェ素子を用いた。純放射計お

よび地中熱流板はビニールハウス内の地表面

から 2m高さおよび土壌深さ 0.05mにそれぞれ

設置した。風速と相対湿度は超音波風向風速計

(ATMOS-22, METER Group, Inc., USA)および

放射シールド付き湿度センサー(ATMOS‐14, 

METER Group, Inc., USA)を用いて測定し、デー

タロガー(Em50, Meter Group Inc., USA)を用い

て 10 分毎に記録した。ハウス内における純放

射量 Rn、地中熱流量 G、飽差 VPDおよび植生

上の水蒸気輸送に対する空気力学的抵抗 rvaを

それぞれ 1 つだけ 10%減少させた場合のそれ

ぞれの可能蒸発散量 ETp_90%と ETpを比較した。 

 

３．結果と考察 

測定期間中のハウス内における ETp と純放

射量 Rn、地中熱流量 G、飽差 VPDおよび植生

上の水蒸気輸送に対する空気力学的抵抗 rvaを

それぞれ 1 つのパラメーターだけを 10%変化

させた ETp_90%の相対値の経時変化を Fig. 1に

示した。風速を一定と仮定した期間中は、VPD

および rva を 10%減少させると ETpに比べて

ETp_90%がそれぞれ6%程度増加および減少した。

実測された風速を用いた場合、ETp_90%の増加と

減少は 3%程度にとどまった。この結果から、

ハウス内の風速がハウス外に比べて小さいと

しても、風速は実測値を用いることが望ましい

と考えられる。Rn を 10%減少させた場合、

ETp_90%は 1 から 20%程度減少し、特に 8 月に

大きく減少した。G を 10%減少させた場合、

ETp_90%は 1 から 20%程度増加し、特に 8 月に

大きく増加した。 
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Fig. 1 ETp_90% / ETpの経時変化 
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