カトウ

トモミチ

加藤

知道

略

共同研究者

2004年 4月

齊藤 保典

（ 信州大学工学部
電子情報システム工学科

中路 達郎

歴

2004年 3月

教授 ）

2006年 4月
2008年 4月

（ 北海道大学北方生物圏フィールド科学センター
苫小牧研究林 准教授 ）
2010年 11月
2014年 1月

筑波大学大学院
生物科学研究科 修了
（博士（理学））
海洋研究開発機構
地球フロンティア研究システム
ポストドクトラル研究員
同上 研究員
英国ブリストル大学地球科学科
Research Associate
（日本学術振興会・海外特別研究員、
2010年9月まで）
フランス気候環境科学研究所
博士研究員
国立大学法人
北海道大学農学研究院
テニュアトラック助教
現在に至る

太陽光誘発クロロフィル蛍光の画像解析による光合成量評価
The imaging of photosynthesis by Sun-Induced Fluorescence
Strong representation of Sun-Induced Fluorescence (SIF) for the ecosystem-level
photosynthesis activity has been confirmed by satellite studies [Frankenberg et al., 2011;
Joiner et al., 2013] and by field studies [Porcar-Castell, 2011, Yang et al., 2015]. However, the
existing approaches are not able to estimate the spatial distribution of SIF though it’s expected to
contribute greatly for detecting that of photosynthetic activity.
Here we attempted to develop the imaging camera of SIF, which consists of black and white
CMOS imaging sensor and multiple band pass filters (750, 760 nm) rotated by motor, and tested
it to take the shots of SIF spatial distribution in the dwarf mixed forest in Tomakomai city from
8h to 18h on 16th July 2015. The SIF imaging camera was installed on top of 10m eddy flux tower
with a focus on the forest surface including more than 10 herbaceous/tree species, and the SIF was
calculated by the simple Fraunhofer Line Discrimination (FLD) method.
The calculated image showed us the reasonable spatio-temporal distribution of SIF that the
relatively strong SIF emission from top of tree species, which remind us high photoinhibition
along with high photosynthesis, and typical diurnal cycle with high SIF in the midday and
low SIF in the evening. Those results support that our attempt for using SIF as a proxy of
photosynthetic activity could succeed at a certain level. However, there were still several issues:
unreasonably strong negative SIF value in the evening when the solar angle was very low,
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and difficulty in identifying the cause of difference in SIF intensity between due to camera
structure and due to physiological response, which should be solved by further investigation with
modified instrumental setting and ground-truth measurement.

1. はじめに
陸域生態系は光合成により、温室効果ガスであるCO2 を吸収し、地球温暖化を緩和していると考え
られており、その量を正確に把握することは地球の気候変化の予測する上で非常に重要である。光合
成は利用されなかった太陽光エネルギーの一部（〜 3％）をクロロフィル（葉緑素）蛍光として放出する。
クロロフィル蛍光には光合成機能に関する情報が含まれているが、これまでは個葉での光合成ストレス
診断に用いられてきたのみであった。しかし最近、より大きな生態系スケールで観測されたクロロフィル蛍
光と微気象学的方法で測定された光合成量（総一次生産：GPP）との相関が大変高いことがわかって
きている。特に NASA のグループが、衛星 GOSAT（JAXA / NIES）による太陽光誘発クロロフィル蛍
光測定を世界に先駆けて進めており
（Frankenberg et al., 2011）
、この太陽光誘発クロロフィル蛍光を
普遍的な指標として、様々な空間スケールでの光合成量推定に生かすことが非常に期待されている。
しかしながら、一方で、森林内の複雑な光環境におかれた個葉から放射されるクロロフィル蛍光を、
生態系レベルにスケールアップして光合成量推定に利用するためには、クロロフィル蛍光と光合成量の
関係の把握が必要である。そこで、本研究は、小型カメラによって森林シュート（枝葉）の太陽光誘発
クロロフィル蛍光を面的に計測するシステムを製作し、その量から光合成量の空間分布を評価する技
術の確立を目指す。

2. 方

法

2 . 1. マルチスペクトルカメラの開発
CMOSカメラによる太陽光誘発クロロフィル蛍光の画像計測装置を製作した（図 1；㈱北海道衛星 ,
MSC1805P5 ）。これは可視 ― 近赤外光を測定できる 8bit モノクロ CMOS カメラに、5 つのバンドパス
フィルターを回転させながら撮影する機構がつけられている。フィルターは、SIF 計算に必要な 750nm,
760nm 及び、NDVI 等の植生指標の計算に必要な 530, 570, 660nm の光を透過させるもの（全幅
半値 10nm ）を取り付けた。レンズは視野角22.5 度で、フィルターごとに自動で露光時間を調整した。
2 . 2 . SIF の計算方法
カメラで観測された 750 、760nm 付近（ O2-A 吸収波長帯）の放射照度から、Fraunhofer Line
Discrimination 法（ Maier et al., 2003, ASA Special Publication ）を利用し、次のようにSIFを計
算する。
SIF =（ L760－E760 / E750 ＊ L750 ）/（ 1－E760 / E750 ）

式（ 1 ）

ここで、E・L はそれぞれ太陽・生態系上面からの放射照度、750、760は各波長（ 750, 760nm ）を
示す。
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2 . 3 . 野外森林における SIF 画像計測：
苫小牧国有林（図 2；国立環境研・北大平野研究室管理）にて、観測やぐらを利用し、10m の高
さから灌木を対象として測定した。二次標準反射板として EVA フォーム（ライトグレー）を地面に設置
した。
本研究では 7 月 16 日の 8：00-19：00までの日変化の計測を行った。なお当初の予定では北大苫
小牧研究林の高木林で測定する予定であったが、高木林の場合は検証データ取得時に葉への接近
が難しいということと、季節変化を測定する予定であったが、カメラの製作と7/ 16 以降に行った改良に
時間がかかったために変更した。

図1. 開発したマルチスペクトルカメラ（右）と
設置風景（左）

図 2. カメラ視野（点線枠）及び植生分類（実線枠）
（苫小牧国有林サイト）

3. 結果と考察
面的分布を見ると、日当たりの
良い樹木の形状に大きな SIF が
見積もられており、強光下での
光合成と光阻害の増大をあらわ
せている可能性が高いことがわ
かった。しかし一方で、風が強
い時間場合は、フィルター回転中
に個体が大きく揺れるために、樹
木や草本の形状の辺縁部では、
正負の値が入り乱れる複雑な分
布になった（図 3 ）。
図 3. SIF 画像（ mW/m2/nm；2015/7/16 13：17 ）
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時間的な変化を見ると、画像のすべての領域の SIF の平均値は放物線を描くように、日中に高く夕方
に低くなるという結果になった（図 4 ）。また画像内の SIF の標準偏差の大小は、風の強度に合わせて
変化しているように見受けられた。さらに個体間の SIF 強度の差を調べるために、あらかじめ種類の
わかっている14 個体の位置に長方形の枠を設定し、その長方形内平均値の日変化を調べた（図 5 ）。
その結果、すべての個体が放物線を描くように夕方にかけて低下するような日変化が見られ、一般的
な光合成の日変化に近いことがわかった。また、18：40 分台には値が大きく負になる現象が見られた。
その時間帯は、太陽高度が低く、カメラ前方からの強い太陽光の入射があったことから、標準反射板・
植物葉・カメラ・太陽光の角度依存性による影響が出ている可能性が考えられた。

図4. SIF 日変化
（画像内平均値±標準偏差；2015/7/16 ）

図 5. SIF 日変化
（植生分類別；2015/7/16 ）

さらに日射量（ここでは標準反射板の 532nm の値を利用した）の日変化に対するSIF の反応を見る
と、生態系全体の平均値でも（図 6 ）
、個体別の値でも（図 7 ）
、強い正の相関関係を示した。これらか
ら、日射量に合わせて動く光合成及び光阻害の量を正確に表している可能性が高いことがわかった。
一方で、個体別の SIF- 日射量関係の傾きの違いは、植物個体が持つ応答性能の差と、カメラ設置
位置による角度依存性のどちらの影響を受けているのかは、本研究の観測項目からは明らかにするこ
とができなかった。

図6. SIFと日射量（532nm ）の関係
（画像内平均値±標準偏差；2015/7/16 ）

図 7. SIFと日射量（ 532nm ）の関係
（植生分類別；2015/7/16 ）
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4. まとめ
本研究では、森林生態系を対象として SIF の面的分布を仮に検出することに成功し、基本的な技
術を確立した。一方で、①マイナスの値が出る。② 面的分布の由来が、カメラ構造と植物応答の間で
不明であるという2つの問題点が明らかになった。
考えられる原因としては、① 複数フィルターが回転している間に風で木の形が変化してしまうため。
② SIF 計算に利用している２つの波長の間で、正味の反射率が異なる。③フィルターの感度が低い
（全幅半値が 10nm ）ため。④ 標準反射板が明るいため、標準反射板の高輝度に合わせて露光時
間が短くなるために、植物部分の輝度観測の精度が落ちたり、カメラ感度をスケールアウトしたりするこ
とが挙げられる。
そこで、対応策として、① 長期で測定する、② 構造が均一で丈の低い生態系で測定する、③ SIF
計算に780nmなどの O2-A バンドの右肩波長エネルギーを追加する、④ 感度の高いフィルターを使用
する、⑤ 反射率の低い標準反射板を利用する必要がある。今後の予定としては、上記対応を施した
上で、コムギを対象に、追加検証実験を行う。
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