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道路防雪林における葉面積の測定について

上田　真代＊　渡邊　崇史＊＊　松澤　勝＊＊＊

１．はじめに

　道路防雪林は、吹きだまり防止や視程障害の緩和、
視線誘導の機能を有する。これらの機能は、道路防雪
林の主要な構成樹木である針葉樹の枝葉により、減風
効果を高め、防雪効果を発揮されるものである。
　道路防雪林の防雪効果を定量的に評価する指標の一
つとして、樹冠（葉面積）の密度が考えられる。この葉
面積密度を知るためには、林帯の総葉面積を計測する
必要があるが、従来、森林の総葉面積を把握するため
には、全木伐採や標準木伐採を行い、葉の面積を直接
計測する方法が用いられてきた１）。しかし、道路防雪
林のような針葉樹の林帯の総葉面積を把握するために
は、多大な時間と労力を必要とすること、また伐採が
難しいことから、現実的な手法とはいえない。そこで、
簡易に実施可能な非破壊による葉面積測定方法に着目
した。
　非破壊による測定方法は２種類あり、LI-COR 社の
プラントキャノピーアナライザー（型式 LAI-2000，以
下 PCA）を用いる方法と、デジタルカメラに魚眼レン
ズを装着し、全天写真から葉面積を求める方法である。
これら２種類の方法により既存の道路防雪林の葉面積
を計測し、防雪効果の指標として用いるため、相互に
測定値が利用可能であるか比較を行ったので、ここに
報告する。

２．葉面積の測定

２．１　葉面積指数（LAI）の測定原理

　本報告においては、PCA と全天写真による２種類の
非破壊手法で防雪林の葉面積の測定を行った。
　葉面積の測定は、林床から見上げたときに葉の間か
ら見える空の割合や木漏れ日の量が、葉面積の増加に
つれて減少していくことを利用している。葉面積は葉
面積指数 m2/m2（LAI：Leaf Area Index、以下 LAI）
で表され、単位地上面積あたりの葉面積（葉の片面の
面積）の総和を示す１）。例えば、LAI= ５の林の場合、
地上の面積10m2における葉面積の合計は50m2であり、

図－１　調査区Ａの樹木配置と LAI 測定位置

写真－１　道路側から撮影した調査区Ａの側面

林の葉を全てむしり取り、地面に隙間無く敷き詰めれ
ば５枚重なることを意味する。

２．２　葉面積指数測定箇所

　LAI の測定は、道北地方の防雪林２区画で行った。
調査区 A は平成26年１月23日8：00 ～ 9：59、調査区
B は平成26年１月21日8：05 ～ 11：58に測定を実施し、
計測時の天候は共に晴天だった。各調査区画の樹木配
置と測定位置を図－１、２に、道路側から見た各調査
区の側面の状態を写真－１、２に示す。
　調査区 A は、全体的に樹木の欠損が多く、当初の植
栽樹木120本に対し、70本のみ生存しており、生存率
58.3％である。また、平均樹高は4.28m、平均枝張は
1.01m であった（図－１、写真－１）。
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写真－２　道路側から撮影した調査区Ｂの側面

写真－４　PCA による LAI 測定状況

左／林外測定　陸側（1/21）、中央／林内測定（1/21）、
右／林外測定　道路側（1/23）

写真－３　プラントキャノピーアナライザー（PCA）

左／ PCA 本体、右／ 180°ビューキャップ
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図－２　調査区Ｂの樹木配置と LAI 測定位置

表－１　PCA による基本的な測定条件

　一方、調査区 B は、調査区 A に比べ広い樹木の欠損
箇所はなく、当初植栽120本に対し、生存木86本、生
存率71.6％と樹木密度が高い。また、平均樹高5.85m、
平均枝張1.24m と調査区Ａに比べ生育状態が良好であ
った（図－２、写真－２）。

２．４　全天写真を用いた葉面積指数の測定

　PCA は高額な機器であるため、誰もが手軽に使用
することは難しい。そこで、デジタルカメラを用いて
LAI の測定を行った。この手法では、市販のデジタル
カメラに魚眼レンズを装着したものを用い（写真－５

左）、画像中の空の割合を「天空率」として測定する３）。
撮影は、林帯間の中央部の下枝高さにおいて、魚眼レ
ンズ部を鉛直方向に向けて行った。また、PCA と比較
検討を行うため、PCA の測定とほぼ同時に撮影を行
っている。なお撮影した全天画像は、植物画像解析用
ソフトウェア「LIA for Win32（LIA32）」４）を用いて
LAI を求めた。写真－５右に撮影の様子、表－２に
測定の基本的条件を示す。

２．５　測定上の留意点

　PCA による測定および全天写真撮影においては、
次の留意点がある３）。
・PCA による測定結果は、直射日光により過小評価と

なるため、曇天、または晴れの明け方・夕方に測定
するのが望ましい。

２．３　PCA による葉面積指数の測定

　PCA（写真－３）は、林内を様々な角度から透過した
光を特殊な魚眼レンズで捉える方式でLAIを非破壊的、
かつ迅速に推定する装置（Welles and Norman 1991）
である。PCA は木漏れ日の割合を林上部の入射光と
下部の透過光の比である「透過率」として測定する２）3）。
　本調査では、LI-COR 社の LAI-2000を用い、図－１、
２の各調査区25地点において、４方位で３回測定した

（写真－４）。また、透過率を求めるため、基本光とし
て測定開始前と終了時に林外で測定を行い、測定開始
から終了までの光量の変動直線を仮定し、測定時の経
過分ごとに透過率を算出した。さらに、この透過率か
ら PCA の機器内部の計算式を用いて LAI を算出して
いる。なお、表－１に PCA による基本的な測定条件を
示す。
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表－３　PCA による LAI 測定値（Ａ調査区）

表－４　全天写真による LAI 測定値（Ａ調査区）

写真－６　調査区Ａの全天写真例

が可能であると考えられる。・魚眼レンズによる撮影は、晴天・曇天どちらでも可
能であるが、晴天時は露出制御の不安定化や画像セ
ンサーの破損を避けるため、太陽が直接写り込まな
いよう注意する。

・雲の動きが非常に速い日、雨・雪・風の強い日の測
定は避ける。

・撮影時には下草が写り込まないように注意し、下枝
の高さで測定（撮影）する。

３．葉面積指数の測定結果

３．１　調査区Ａ

　表－３は、調査区 A の各測点における LAI の測定結
果であり、最小値0.134、最大値1.281、平均値0.576で
あった。また、表－４は魚眼レンズによる全天写真か
ら求めた LAI であり、最小値0.171、最大値1.193、平
均0.536である。写真－６に調査区 A の全天写真の例
を示す。
　ここで、PCA による LAI 測定値と全天写真の解析
LAI 値について、対応したデータとして有意差検定を
行い、併せて回帰分析で関連性を確認した。本調査に
おいては、対比データが N=25と少ないため t 分布を
用い、有意水準５％として t 検定を行った。
　その結果、PCA の LAI 測定値と全天画像解析によ
る LAI 値に顕著な差があるとはいえなかった。また、
図－３に示すように回帰分析の結果、両者は高い相関
があり、これらのことから LAI 値を相互に用いること

写真－５　魚眼レンズカメラによる全天写真撮影

左／魚眼レンズカメラ（水準器、ファインダー付）、
右／全天写真撮影状況

表－２　全天写真の基本的な撮影条件
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表－５　PCA による LAI 測定値（Ｂ調査区）

表－６　全天写真による LAI 測定値（Ｂ調査区）

　調査区 A と同様に t 検定を行った結果、双方の LAI
値は等しいという帰無仮説が棄却され、相互に用いる
ことは不可と判断された。

図－３　PCA と全天写真による LAI の関係（調査区Ａ）

図－４　PCA と全天写真による LAI の関係（調査区Ｂ）

写真－７　調査区Ｂの全天写真例

３．２　調査区Ｂ

　表－５は、調査区 B の各測点における LAI の測定結
果であり、最小値1.043、最大値2.340、平均値1.539で
あった。また、表－６は魚眼レンズによる全天写真か
ら求めた LAI であり、最小値0.726、最大値1.984、平
均1.324である。写真－７に調査区 B の全天写真の例を、
図－４にPCAと全天写真によるLAI値の関係を示す。

３．３　日射方位除外後の再解析

　調査区 A では、有意差検定及び回帰分析の結果から、
PCA と全天画像解析による LAI 値に顕著な差は無く、
相互に用いることが可能と考えられた。一方で調査区
B では、有意差検定により相互に用いることは不可と
判断された。この原因として、調査区 B においては、
測定時間が調査区 A の約２時間に対し、約４時間と倍
の時間を要したため、日射変動の影響を受けた可能性
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４．まとめ

　調査区 A の PCA と全天写真による LAI 値は４方向
平均において、顕著な差が無く、日射等の方位影響は
小さいものと推定された。しかし、樹木の欠損箇所が
多いことから、変動しやすい天候や測定時間が長くな
った場合は、顕著な差異が生じることが予測される。
　また、調査区 B の PCA と全天写真による LAI 値は、
４方位平均では差異がみられたが、日射影響方位であ
る E 方位を除外することで有意差は生じず、高い関
係性を示した。このことから測定に時間を要したため、
日射変動が大きかったことが影響したと考えられる。
　これらのことから、PCA による LAI の測定は、安
定した天候時に、測定時間を極力短くし、日射方位を
避ける方位で行う必要がある。それにより、PCA と
全天画像解析による LAI 値は相互に使用することが
可能であると考えられる。

　また、図－５、６は、各調査区の PCA（３方位）と
全天写真による LAI 値の関係であり、両調査区におい
て高い相関を示している。
　解析の結果、両調査区ともに日射方向を除外するこ
とで、PCA、全天画像解析による LAI が校正を要せず
相互に利用可能であると考えられる。なお、各調査区
の LAI は調査区 A が0.5 ～ 0.6、調査区 B が1.3 ～ 1.4と
推測された。

が考えられる。そこで、日射方位を除外して再検討を
行った。
　表－７、８は、各調査区における日射方位（E 方位）
を除外した３方位の平均 LAI である。この LAI 値と全
天画像解析による LAI 値について t 検定を行った結
果、調査区 A、B 共に有意水準の５％以上となり、有
意な差があるとはいえなかった。

表－７　PCA による LAI 測定値：３方位（Ａ調査区）

表－８　PCA による LAI 測定値：３方位（Ｂ調査区）

図－５　PCA（３方位）と全天写真による LAI の関係

（調査区Ａ）

図－６　PCA（３方位）と全天写真による LAI の関係

（調査区Ｂ）
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