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1 8. 環境研全天候型人工気象施設の概要

(財)環境研久松俊一

(財)環境科学技術研究所では、放射性同位元素等の環境中挙動に及ぼす気象の影響を研究

するため、全天候型人工気象施設を建設中である。施設には 1機の大型人工気象室を設ける

が、それは降雪、降水、霧発生の各装置を備えており、日本全国の気象条件をほとんど全て

模擬することが可能である。ここでは、本施設の概要を説明し、そこで行うことを考えてい

る研究の一端を紹介する。

Artificial Climate Experiment Facility in Institute for Environmental 

Sciences 

Shun'ichi HISAMATSU 

Department of Radioecology， Institute for Environmental Sciences 

The Institute for Environmental Sciences is now constructing the artificial climate 

experiment facility (ACEF) to research the effect of climate on movement of elements in 

the various environments. The ACEF will have one large， and five small artificial climate 

experiment chambers. The large chamber is designed to simulate climate conditions in all 

Japan. It will equip systems to simulate sunshine， rainfall (including acid rain)， snowfall 

and fog (including acid fog). 'Yamase' condition will also be reproduced in it. Yamase is a 

Japanese term describing the characteristic weather condition occurring mainly on the Pacific Ocean 

side at the northern Japan. While the small chamber will not have rainfall， snowfall and fog 

systems， radioisotopes will be used in the two small chambers which will be set up in a 

radioisotopes facility. We describe here the outline of the ACEF and the preliminary 

research programs being undertaken using both kinds of chambers 
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1 .全天候施設の概要

環境科学技術研究所(環境研)では、全天候型人工気象施設(全天候施設)を建設中である。

全天候施設は、平成 8年度から建設が開始され、当初は平成 11年度末に完成の予定であっ

た。しかしながら、諸般の事情により建設期間が延長され、平成 12年度末の完成予定とな

っている。現在は建家が完成し、実験設備機器類の整備に当たっている。工程の概要を Table
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T'able 1 Construction plan of artificial climate experiment facilities 

Financial year 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Designing 4一一砂

Construction of building 

Radioisotope laboratories 
Small chambers 

Generallaboratories 
Small chambers 

Large cham ber 
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1に、建家の概要図を Fig.1に示した。全天候施設には 1機の大型人工気象窒と 5機の小型

人工気象チャンパーが備えられており、気象の影響を検討する各種の実験に対応できる。

大型人工気象室は国内の気象を全て再現することを目指しており、日照、降雨、降雪装置

等を備えた奥行き 11m、幅 12m、高さ 13mの気象室である。内部の概要を Fig.2に、主な

性能を Table2に示した。日照装置はメタルハライドランプとハロゲンランプを組み合わせ

てあり、太陽光に近いスベクトル分布が得られる、 Fig.3に日射装置のスペクトルを基準太

陽スペクトルと共に示した。降雨に関しては、通常の雨のほかに酸性雨降雨装置があり、 pH3

までの酸性雨を降らせることが可能である。降雪装置にはボックス法を採用した(Fig.4)。

これは、空気と水を混合してノズルから噴射し、これをナイロンネットを張った箱の中に吹

き込み、ネット上に氷の微細結晶を成長させ、掻き落として降雪とする方式である。この方

法は、氷を削って作られる雪や単に空気・水混合物を噴射して作られる雪に比較して自然の

雪に近く、また、過飽和水蒸気を用いる降雪装置に比較して降雪量を確保しやすい。
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Fig. 1 Artificial climate experiment facilities in Institute for Environmental 

Sciences 
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Snowfall system 

Fig. 2 Large artificial climate experimental 

Table 2 Control range for various parameters in a large artificial climate experiment 

chamber 

Parameters 
Temperature(OC) 
Humidity (%RH) 
Light intensity (lx) 
Rainfall (mm h-1

) 

Acid rain (mm h・1)

Snowfall (mm d勺

Control range 
-25~50 

20~90 

15，000~50， 000 

1O~100 

10~20 

50~250 

Note 

Fog (g m-3
) 

Acid fog (g m勺
Wind velocity (m S-I) 

2

2

5

 

~
~
d
 

-pH3 
Apparent density=O.l ~0.4 g cm・3

Flake size=l ~5mm 
Particle size=5~ lOO!lm 
~pH3， Particle size=5~ 100μm 

更に、当研究所の位置する青森県及び東北地方北部太平洋沿岸には「やませ」と呼ばれる

特殊な気象条件がある。これは、春から夏にかけて冷たい北東風が吹き、それと共に霧が発

生する現象である。低温と日照不足をもたらすため農業に多大な影響を与えるが、大型人工

気象室ではやませを再現するために霧の発生装置を備えており、加えて、 pH3までの酸性霧

の発生も可能である。また、エアロゾル発生装置を備え、各種の粒子発生が可能である。

全天候施設には、大型人工気象室のほかに 5台の小型人工気象チャンパーを設置するが、

その内の 2台は RI取り扱い施設内に置き、 RIを用いた実験が可能である。これらのチャン
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Fig. 3 Spectrum of light source in a large artificial climate experiment 
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Fig. 4 Snowfall system of large artificial climate experiment 
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Fig. 5 Small artificial climate experiment chamber 

nditioner 

T'able 3 Control range for temperature in small artificial climate experiment chambers 

General experiment chambers Radioisotope experiment 
chambers 

A B C D E 
Fremperature(OC) -5~50 -10~50 ・40~50 -5~50 ・40~50

2.全天候施設における実験の予備的計画

以下に全天候施設における実験として予備的に計画されているテーマを列挙した。

やませ関連

農作物の元素代謝に与えるやませの影響

大気から植物・土壌への元素移行に及ぼすやませの影響

果樹の元素代謝に与えるやませの影響

雪関連

Rnエマネーションに及ぼす雪の影響

降雪による大地 γ線の遮蔽効果

重水沈着に及ぼす雪の影響

トリチウム関連

大気から植物への重水の沈着
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大気中重水の霧による沈着

土壌による HTの酸化に及ぼす気象の影響

大気から農作物への HT、有機T化合物の移行

農業関連

種々の気象条件が農作物による元素の TFや代謝に与える影響

細胞レベルでの土壌植物聞の元素移行

気象条件が土壌中の可給態に与える影響

環境修復関連

植物を用いた環境修復

有害物質の土壌植物間移行の低減化
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