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要 事句

分光反射率による採草地および放牧草地の草量の推

定精度に影響を及ぼす要因について検討した。分光反

射率の測定は，帯広畜産大学附属農場の草地を対象に

簡易分光放射計を用いて実施した。測定波長は 450，

550， 650， 850 nmとした。

分光反射率と草量との相関関係を検討した結果， 650

nmの波長では反射率と草量との聞には負の相関， 850 

nmの波長では反射率と草量との聞には正の相関がみ

られ，分光反射率を用いて草量を推定する場合は， 650，

850nmの波長の反射率を用いるのが適当であると考

えられた。

650nmの波長において放牧草地の同じ草量を測定

した場合，オーチヤードグラス草地はメドウフェスク

草地より高い分光反射率が観測されることが示され

た。

850nmの波長において，採草地の同じ草量を測定し

た場合，出穂茎の無い草地は出穂茎を有する草地より

高い分光反射率が観測された。850nmの波長において

放牧草地の同じ草量を測定した場合，メドウフェスク

草地はオーチヤードグラス草地より高い分光反射率が

観測されることが示された。

緒百

植物は現存量の増加に伴い近赤外域で、の反射を増大

させ，逆に可視赤色域での反射を減少させる特徴を

持っている (BOYD，1986;池田ら， 1993)。これは葉

肉の柔組織が近赤外域の光を強く反射し，クロロフィ

ルが可視赤色域の光を吸収するためと考えられている

受理 1999年 2月 22日

(SINCLAIR et al.， 1971 ; THOMAS and KIEFER， 1994)。

分光反射率による草量の推定は，このような植物の特

徴を用いた草量の非破壊的測定方法の 1つである。こ

れは，人工衛星をプラットホームとする人工衛星リ

モートセンシングと結びつけることで広大な面積の草

地の草量を迅速に推定できる可能性を持っている。し

かし，現段階では推定精度が低く (秋山ら， 1985;福

原ら， 1994;池田ら， 1993;小山ら， 1994; RIPPLE， 

1985 ;須藤ら， 1992;山本ら， 1991;山本ら， 1994; 

吉田・佐々木， 1994)実用するには至っていない。そ

こで本報告では分光反射率による採草地および放牧草

地の草量の推定精度に影響を及ぼす要因について検討

した。

材料および方法

1 .測定対象草地

帯広畜産大学附属農場内の採草地，放牧草地を対象

草地として試験を実施した。採草地はオーチヤードグ

ラス(以下 OG)，チモシー(以下 TY)およびシロク

ローノて(以下 WC)からなる混播草地であり，放牧草

地は OGとwcからなる混播草地および、メドウフェ

スク(以下 MF)とwcからなる混播草地であった。

2 .測定項目

採草地，放牧草地ともに牧草の分光反射率と牧草の

乾物草量を測定した。

分光反射率の測定には簡易分光放射計 (2703ポータ

ブルフォトメータ・阿部設計製)を用いた。分光反射

率の測定は地上 2.3mから測定対象を見下ろすかた

ちで、行った。測定手順は，最初に測定する牧草の脇に

標準白色板を置き反射強度を測定する。次にコドラー

ト(1 m2
) 内の牧草を 1箇所測定し，最後に標準白色
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板を測定する。牧草測定前後における標準白色板の反

射強度の対数値の平均値 (A) と牧草の反射強度の対

数値 (B) を以下の式にあてはめ分光反射率を算出す

る。

分光反射率(%)二10(B-A)X 100 

測定波長は可視青色域では 450nm，可視緑色域では

550 nm，可視赤色域では 650nm，近赤外域では 850

nmを用い，それぞれの反射率を解析に用いた。

分光反射率の測定は光線条件の影響をできるだけ少

なくするため， 10 : 00~16 : 00の間で雲によって太陽

光が遮られていない状態で行うように努めた。測定は

1998年 6月 19日， 23日， 25日， 30日， 7月1日， 8 

月11日， 9月2日， 21日に実施した。

牧草の現存量はコドラート内の牧草を地際から約 3

cmの高きで鎌で刈り取り生草重を測定した後， 60
0

C 

で48時間乾燥し乾物草量を求めた。

結果および考察

採草地では 47箇所で測定を実施し，そのうち 17箇

所でイネ科草に出穂茎がみられた。草量は

36.1 ~ 1，055.9 g乾物1m2の範囲であった。放牧草地

では OG混播草地， MF混播草地のそれぞれ 30箇所で

測定を行い，草量は 54.3~394.1 g乾物1m2の範囲で

あった。なお放牧草地では出穂茎はみられなかった(表

1 )。

草量と各波長の反射率との相関関係を表 2に示し

た。本試験で測定した全データ(測定数n=107)を用

いて草量と反射率との相関関係を求めた結果，草量は

近赤外域 (850nm)の反射率と正の相関を示したが，

可視青色域 (450nm)，可視緑色域 (550nm)，可視赤

色域 (650nm) の反射率では明確な関係はみられな

表 1 採草地および放牧草地における測定数と草

量の範囲

採草地 放牧草地

出穂茎無出穂茎有 OG MF 

測定数 30 17 30 30 

平均草量 (g乾物1m2
) 123.4 596.1 204.0 164.0 

草量の範囲 (g乾物1m2
)

36.1~ 279. 7~ 78.0""' 54.3""' 

340.7 1055.9 394.1 270.9 

かっ fこ。

次に，採草地と放牧草地に分類し，草量と反射率と

の相関関係を調べた結果， 850nmの波長では採草地，

放牧草地ともに反射率と草量との間に正の相関がみら

れた。また，放牧草地では 650nmの反射率と草量との

間に負の相関がみられた。しかし，採草地では 650nm

の反射率と草量との聞に明確な関係はみられなかっ

た。この原因の 1っとして，対象草地における出穂茎

の有無が影響していると考えられ，採草地のデータを

出穂茎の有無で分類し，草量と反射率との相関関係を

調べた。その結果，出穂茎が無い草地では 650nmの反

射率と草量との聞に負の相関が認められた。しかし，

出穂茎が有る草地では， 650nmの反射率と草量との聞

に明確な関係は認められなかった。このことから草量

と反射率の聞に可視赤色域 (650nm)で負の相関がみ

られなかった原因の 1っとして出穂茎の有無が影響し

ていると考えられ，採草地において分光反射率を用い

て草量を推定する際には出穂茎の有無を考慮する必要

性が示唆された。

次に，出穂茎の有無で分けた場合の反射率と草量の

関係を図示した(図 1，2) 0 850 nmの波長において出

穂茎が無い草地と出穂茎が有る草地とを比較すると切

片に差があり，同じ草量を測定した場合，出穂茎の無

い草地は出穂茎が有る草地より高い反射率が観測され

ることが示された。

一方，草量と分光反射率の関係は草種の違いにより

影響を受けることも指摘されている(小山ら， 1994)。

そこで放牧草地のデータを OG，MF草地に分けて草

量と反射率との相関関係を調べた。その結果，草種ご

とに分けることにより OG，MF草地ともに草量と 850

nmの反射率との相関係数が高くなり，草種を区別し

て解析したほうが草量の推定精度が高くなることが示

された。またそれらを， OG，MF草地に分けて反射率

と草量の関係を図示した(図 1，2) 0 650 nmの波長に

おいて OG草地と MF草地を比較すると切片に差が

あり，同じ草量を測定した場合OG草地は MF草地よ

り高い反射率が観測されることが示された。 850nmの

波長において OG草地と MF草地を比較すると切片

に差があり，同じ草量を測定した場合MF草地は OG

草地より高い反射率が観測されることが示された。

表 2 各波長における反射率と草量との相関係数

相関係数

波長 (nm)
全体 採草地 放牧草地

採草地 放牧草地

出穂茎無 出穂茎有 OG MF 

450 0.07 0.21 -0.01 -0.13 0.67** -0.09 -0.13 

550 0.01 0.01 0.02 -0.03 0.37 -0.11 0.14 

650 -0.04 0.28 -0.42** -0.46* 0.47 -0.52** -0.38* 

850 0.60** 0.70** 0.59** 0.80** 0.62** 0.64料 0.75** 

** : P <0.01，キ:P <0.05 

-99-



司・花田正明・岡本明治・上原有恒牧野

圃

1200 

圃

出穂茎有:・

園出穂茎無:口

1000 

800 

OG:・
MF: 0 -E 

圃

ー圃.・.圃
600 

(
N
E
¥
辱
組
凶
)
咽
掛

• 
• 

『コロ y=ー27.9x+ 309民OG)1.
r=一0.52(Pく0.01) ，..-

門口・ ~ ~-_. 4口仁 -52.3x+ 277.9 九 " もh0.
YJ  r=一0.46(Pく0.05)y =ー16.5x+ 220.8(MF)o・l国宇品之島 ・
吐揖"'- r = -0.38(Pく0.05)0 匂 V 喝 o- ，rt『曹

同'i'Mh、制』円。

400 

200 

10 8 4 6 8 10 0 2 4 6 

反射率(%) 反射率(%)

採草地 放牧草地

図 1 650 nmの波長における反射率と草量との関係

2 

。。

OG:・ーーーーー田

MF: 0 

• 圃

- ーーーーー出穂茎有:

出穂茎無:

圃

口 圃圃圃圃圃圃圃・

，
 .. 1 

4
ι
fロ国

・

，

日
Z

J

n

ア

完

凡

.

，

品

調

r・

d

，
 
.
.
 2

)
品

y

a
m
E・

2

A

W

 

-
n
r
 

b
w
m
 

戸
一
ト

• 

y = 10.6x + 11.5 
r =0.62(Pく0.01)

1200 

200 

1000 

800 

ε 
¥、

辱
蝉 600
bO 

咽
冊

400 

80 60 ~ 00 00 0 W ~ 

反射率(%) 反射率(%)

採草地 放牧草地

図 2 850 nmの波長における反射率と草量との関係

20 

。。

を有する草地と出穂茎が無い草地，放牧草地では OG

草地と MF草地に分け 650，850nmの波長の反射率を

説明変数に用いて草量を推定する重回帰式を作成した

(表 3)。採草地の出穂茎が無いものと放牧草地の MF

草地ではそれぞれ寄与率 64.0%，63.7%の重回帰式が

得られた。標準偏回帰係数は 850nmで高く，分光反射

率を用いて草量を推定する際には 850nmの波長の反

射率が説明変数として重要で、あると考えられた。しか

し，採草地の出穂茎を有する草地と放牧草地の OG草

地では寄与率がそれぞれ 39.3%，46.9%の重回帰式し

450nmと550nmの波長における反射率と草量と

の相関係数は，出穂茎のある採草地で450nmの反射

率と草量との聞に有意な相関 (r=0.67;Pく0.01)が

みられた以外には，反射率と草量との聞に有意な相関

はみられなかった。これらのことから分光反射率を用

いて草量を推定するには，須藤ら (1992)が報告して

いるように 650，850 nmの波長を用いるのが適当であ

ると考えられた。

このように出穂茎の有無，草種の違いが反射率に影

響を及ぼすことが認められたので，採草地では出穂茎
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表 3 草量を目的変数， 650と850nmの 2波長の
反射率を説明変数とした重回帰式の標準備
回帰係数と寄与率

標準偏回帰係数
寄与率(%)

650nm 850nm 

採草地 出穂茎無 -0.21 0.70** 64.0** 

出穂茎有 0.12 0.54 39.3* 

放牧草地 OG -0.28 0.51** 46.9** 

MF 0.28* 0.71** 63.7** 

** : P <0.01， *: P <0.05 

か得iることカfできなかった。

このように，重回帰式における推定精度は必ずしも

高くなかった。本試験では出穂茎の有無が分光反射率

に影響を与えることが示唆されたが，出穂茎を有する

草地は出穂茎が無い草地に比べ草量が多い範囲に分布

していた。出穂茎の無い草地では草量の多少により分

光反射率を用いた草量の推定誤差が異なるという報告

(山本ら， 1991)もあり，純粋に草冠の形態の影響か草

量の多少による影響かを判断することはできない。ま

た，本試験でおは草種の違いが分光反射率に影響を与え

ることが示唆されたが，イネ科牧草とマメ科牧草の割

合が分光反射率に影響を与えるという報告(斉藤・美

濃， 1994) もあり，草種の違いによる影響であるのか

草種構成による影響なのか検討することはできない。

そのため今後，推定精度を向上するには草量の多少，

草種構成などを考慮する必要があると考えられる。
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