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北面傾斜ブドウ囲におけろ夏期の
微細気象状態について
上 原 膠 樹

MICROMETEOROLOGICALSTUDYIN SUMMER AT THE
NORTH＿SLOPING VINE．GARDEN
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筆者はさきに傾斜地における微細気象研究の遼要性を・痛感し、昭和23年7月より観測研究を路姶し
目下、機械研究中であるが、今回をの1部として、昭和24年8月6日より翌7日にかけて香川版木田部
下高岡村字駒足にぉいて∴北向傾斜面に栽培されている棚仕立ブドア国内外における彼細気象状態の比

殴戟渕を・試みた。
この報文はその結果の概要を−記したもので、揮発の詳しい観測に野する序報である。

侍本観測甘薯偏するに懲り、徹夜朗渕の螢をとられた畢生磯崎俊男、磯崎義政、田両昭敏、六串正痙
の静氏に謝意を表す。

∬ 親測地鮎並びに観測の設備と方法
（1）観測地鮎 第1固に■示す様に、香川願木田都下高岡村字駒足にある政商130米を有する山の．
北側7■腹部碇・ぉけるブドウ園の申（槙高50米、傾斜角贋120）に第1測鮎を・、それに隣接しているみか
ん園の申に第2測鮎む・選んだ。

ブドウ園は横合・約10年の「キャンベルスアー・リー・」が林間2×2．5米に、棚の高さ150糎に栽培されて
おり、枝葉は棚全面を番いて僅かに日光を・通すに過ぎない状潜である。

叉かみん園は早生温州（樹令約7年、樹高120糎内外）オ磯田再に裁縫されて∴通風受光共に裸他に
近二い。（第2、弟3園参照）

（2）観潮の設備と方法
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接地気温並びに滑空の桝渕には．

軍1囲 睨 測地 席 略 画

′ト塑アスマン吸気猥壁計にて稚ヒ

10．30、50、100、150、200、250及
び300こmの各高さを・、地表及び地中
豊彦は曲管地中塞暖計にて、地表及

び地下5、10、20、30cmを、詩費罷は
平田式紙面恭敬計を用いて地表及び
地上50、150、200、30りcmを・、叉園内
における風速は第4固の様な風盃型
／ト型風力計（京都大輿気象蓼教室試

作品）にて地上50、150、250cmを∴園
外はビラム型磯風計にて地上150cm
を夫々湘定した。
館外把．園内における象混及び植物
髄渡の垂直分布型を特に詳細に検出
するために、銅線とコン∵スタンタン
線（32、B．S．）を用いた熱雷封温
第 2 固

第 1 測 知
（b）
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帯3囲 帝 2 測 瓢

密計により、地表及び地上1．5、10．20．30、

50、80．100、120．130、140、150、160、
180、190、200、250、300cmの乗濃の測眉と．地

上1、5、10、20、30、5（）、80．】00．120、140、
160、17 0、180cmのブドウ樹幹表面澹度の測定を
行った。筒検流計は島津製L型C級の感度36×
10−＄8mp・、10×10・−￠vol亡・、週翫2．1秒を使用し

た、これらの観測は2時聞置同時観測伍して、そ
の順序は定刻2分俄に各高さの風向風速を同時に
観測し、定刻には窺混、地温を・第1第2測都岡時
に開始し、それと共に熱電封温度計による窺波及

び樹幹表面適度の測定を、叉別に1名は恭敬畳の測定を第1第2渕粘の順に行った。
∬ 賛論結果並びた考東
1、ブドウ園内外における主なる気象要素の垂直分布
観測結果の重夜別平均状態を・示す第5囲により北面傾斜ブドウ園内外に忠ける夏期の横紙気象歌態の

概要む考察すると次の如くである。

（i）審問園外においては、日射が地表面皇でよく射し込み、・一腰裸他の様に地表面が熱の取引面に
なるかで、そこに最高温度が現はれ地表面上宿さを増すに従い、叉地中へ深さを均すに従って降渡し
葡萄たる受熱型の気温垂直分布む呈す。園内に
ごおいては、地下部は受熱型を示して1ハるが、地
上部は棚面によりて遮赦せ・られているため、棚
の表面が主なる勲授受q）作用面となり、次いで
地表面が第2の作用面となって：いるので、垂直
分布状態は一般顆内忙おける禄、こ、樹冠の上表
附近が最も湿度高く地表近くに第2の政商が現
はれている。そして地上1m以7■においては∴地
下部と共に園外より恵庭低く、特に地表におい
ては10．90C地■下5cmにおいて7．2OC、30cmに
いても侍8．60Cの濃度差を示し、棚栽培の地渡
腰細作用への影響は嘩めて甚大である。叉地上
150em以上にありては反対に園外より高温とな
っている。次に夜間は園外、園内共に地下部に
ぉいては放熱型を示しているが、地上部は何れ
も純然たる放熱型を示さなく、且園内にありて
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界5囲 各気象要素の垂直分布
は樹冠表面附近こである地上200

平に最低涯変が表煉れ、こめ面
が夜間におげる主なる放熱蘭で
あることを・示し、叉地中地表並

びに地上150cm以と．をとぉいてこ園
外より低塩を示し、特に地下10、
20、30？m仁．おいて夫々4．2、4．1、
3．90Cの渡慶差を＼示している。
叉地上10⊥′50〇mにおいては反封

に園外より高塩となっている。
一句ハ

（ii）湿度較差についてみる
状ヽ空

と、園外貯計いては⊥般胡適購
みる旗な、槙準的な垂直分布状

包ひ

態を■示して1ハる9

亀

即ち地表忙おいて最も大で23．
40C、地表を離れて高くなるに
従い、叉地中に深さを増すに絶
つ：て．共忙較差は小さくなって：い
る。園内にありて：は、地上300cm
におし、て．最も大きく11．30C竃：

示し、地表に近づくに従い、園
外とは ．反対に較差は減少し、叉
地中に深くなるに従いま成少して

地下30cmにおいて最も／j、さく0．
70Cを示している。月敬差の園
内外にぉける差異は、地上200−：m
以下に患いては線て園内は園外・
より小にして∴地表Jこおいて最

も大なる差異を・示し16．．40C佐
及んでいる。
（iii）濁度は園内外共にト夜

間は蓋聞より高く園内にありてこ
ほ平均9％、園外にありてこは平均
22％㌧高くなっている。且蓋問鼠
内は園外より約11％高く、夜聞
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は地上50−100cm附近を・除いて：は反射に園内は園外より約3％低くなっている。笈関内は蓋間棚而附近の
200cmと地表附近の50cmにおいて極小となっており、夜間は湖面附近の200cmにぉいて最大を示L、鼠
棚下は．棚ヒよわ多心。
（iV）水蒸気張力忙ついてこは潟歴と戊封忙、園内外何れも蓋聞は夜間より大々的6．7mm．1・・4mm高く叉
重問頚内は閣外より約4．8mm高く、夜間地上150cm附近を1除いてはかへつて園内の暑が低くなっている。
（Ⅴ）恭磯畳は顕著なる差異を示し、蒸畿絶息は園外の方が多く、特に地上150cm以下に患いて国内
外の差異が大きく、棚栽培の特性がよく表はれている。即ち園内は地上150cm匿おいて141g工．，50c血佗
て3畠．紬∴、地表にて・30．1gI．園外より夫々少い。
荷重直分布状態抱囲内にお小ては、地表面が最も少く日豊18．6gI・にして、高さむ増すに従って多くな
粧樹冠上表附近の地上200cmにおいて最大にして53．8gI．を示している。園外忙ぉいてこは飴り垂直的に．差
異はないが、地表に近づくに従ってこ少い傾向にある。
（Vi）風は園内において、梯冠下の50cmと樹冠内■の150cm及び樹冠上顎の250cmにおいて観測し、地
ヒ50cmにおいては極めてこ房弓く、樽冠内の150cmにては全日無風状態となって潜り、横冠を1甘て高くなる
よ 犬蛋の気象状態に支配されて二親遽も急に増加している。
2、ブドウ園内外における地表及び地中温度
（i、）ブドウ園内払お心ては．棚哉培のため、日射による受熱並佗層射は主として梯冠表面ににおいて
飾6固 国内外における地表面及び地中湿度の日攣化

行はれ、地表面は直接熱授受の作
用面とならない故最高渡度を・低下

感 タ一

／￣− 「

させ、夜間熱の放散を・妨げ最低温

喝 払

タせ泉 ←
・・・−・・・・−・
∫c剛 −・・−・・

−−

咤愚
∫ぐ間

度を高めるため、園内における池

−＝− ′〃ごポ ー…− ／0ぐ将

波は園外に此して校蓋少く、地表

＿＿−▲．＿．2〃伊I−・−…一 2クご珂

酎こおいて16．40C，放下30cmにお

．＿＿の●＿＿＿ タ♂ぐ桝 −−＿・・−−−＿・

タβ￠初

いても備0．70C少くなって治り、
且最高温度も地表及び地下30cm

において夫々16．60C，4．lO C低
下している。而し最低渡度は地表
及び地下30cmにおいて園外より

夫々0．20C，3．40C低下してい
る、これは園内地表面は日々直凍
日射む受けず日優となっているか
らであらう。（第6固参照）
（義）地渡の日欒化は・一：肢に、

72 け l lさ ノク j2 j4 ユ 4

♂

芯￣1 FouIier級数む利周して−
冨月古8−78
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Y＝R。ヰRISir）（β＋更1・・）＋R2Sin｛（28十∈2）＋R3Sin（38＋E3−）＋・・・・・・・i・・・；・

（1少

なる式にて表はすことが仇釆卑○
今観測結果む調和分析して上式の各常数む求めると第1表の如くである。
第1表 地渡の調和分析結果

これによると、振巾は深さと共に減少し且位盾は遅れており、最高及び最低湿度敦現時期の遅退む示
して1ハる。

（註i）深さと振巾との関係は、指数函数として次式によって表はすことが出来る。即ち

Az＝A。e−hz

（2■）

義解Ao、Azは深さ0及びZcmの振巾む表はし、hは振巾の減少係数む表はす。
上武の商連の封数を・とって髪形すると、
1l＝

1唱。Ao−・log】。Az

ZloglOe

但しlo釣ムe≒0．4343

今技巾の減少係数を求めるに調和分析によりて求めた第2項即ち1日項の係数の2倍を振巾として計
欝すると
園 内：
園 外：

h ＝ 0．07ち0

h＝0．0971

を得る。そこで深さと振巾との関係式（2）ほ

園 内 ‥
園

Az＝ 7．Oe

外： Az＝22．8e

＿0 0760z

＿0．0971z

となる○振巾の減少坪数は園内は園外より小さい。
（iV）地漁の不易瘡についてみると、日変化戟差の0．10C以下の地層偵賓際上日変化しないと考へて

（3）

OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ

33

よく、（2）式において
（I．1＝ A。e

−ll王｛
（4）

となるHお求めるとよい。
く4）式の繭遼の封教をどりて攣形すると
封 ＝

log−。A。−log】。0．1
（5）

0．4343h

となりHむ計算す−ると・園内は56・8cm、園外が5．9cm、となり園内外におげる差異は極めて小である。
（Y）地軸熱錬敬重は理論式ょり

h＝J・吾

郎ちk

フこ
b2 T

匿．て求められる。

鼓にkは熱童歌率、hは振巾の減少係数、では週明を表はす。
而してkの偲を計算すると、園内は6．46×10■＄C．G．S‥園外は3．86×10一￣3c．G．S．となり関内は
園外より大程る僚を示してやるQ

8、園内における気温及び植物髄温の垂直分布状態。
本観測においてほ特に・園内の窺沼及び植物堆温の垂直分布状態を・詳細に桧山するため、熱電封温度計
にて2時間直に前記の各高さにおいて観測し一た0そしてその結果を示す−第7圏について考察する。
（i）本観測地であるアド■ウ園は棚の高さ約150cmにして、地上駒145〜195cmの問に枝柴草嬉し、
月辛贋くして棚面は殆んど日光む通さない状態にあるので、主たる熱の取引は樹冠上表にて行はれ、即
ちそこに第1能動面を形成し、樹冠を漏れて寒た太陽光練は地表に到達し、そこに・勢、2能動面を形成す
るのであるが、この場合においては、第2能動面の作用は極めて彼弱であると考へられる。
（義）毒間地上部に港ける戴澗垂直分布は、樹冠上衣附近に承高温度が表はれ、地表附近に舞2の最

高の場所が出棄ている。而しこれは樹冠上表附近の最商よりほ低い、叉地表面は最も低温を示Lてい
る。とれは地上部における董間？受熱は主として第1能動面（樹冠上表附近）において行はれ、その附
近は風速も零に近く Austausdl′j、で植物の生野作用等と神俣って最高洩皮を表はすものと思はれる。
樹冠直下附近に至ると枚葉のため蔭となり、受勲藍は極めて′j、と考へられる上、植物枝葉よりの蒸蟄
辱のため温度はかへつて低くな玖、且風速も小なるため低温となった茎菊の除持が此敏的良好となり、
叉十方地琴蘭庭おいては日薗のため昇塩が阻止せられ、且蒸蟄躍より熟を窄はれをの上AllStauSCh も
バ、なるため一般に地表面は温度低く．従って地表近くの或る高さ（前者との中間）町筋2の最高の場所
が出来る抹佐なるものと息はれる。
又樹冠を出て高くなると風速も増加じ、Austausdlも大となり大基の束象に近づく。
次に鞄7■部鱒受熱塾を呈し、地表、地下共に地上部に比して灘波と恵ってこいる。

植物鰐塩は豊間においては気温より低く、その垂直分布状態は気温に似た攣化を・している、そ・してこ

（6）
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れ等各野塩塵分布伊代衣的な塑は14h

；襲撃7周 囲内における気温；地温及び瀞幹表面艦隊？雫陛今市
雪

R

§

く・■ ・・・・ 1▼・・・l・・▼「

乳

よく表はれてこいる。

q ≡

（揖）夜潤になると第1能劫面であ畠
ぎ

横領上表附近に盛に放熱が行はれて、兜

エN−

1 ミ サその附近に掩却力準皇り、樹冠附嘩の
富 海気は内部へ移行するにつれ消失して，

言㌣

樹冠上表附近に最低温度が表はれ、それ
より上下に向って温度遮昇する。20hに

エ私

冶けるもつはその標準的なる垂琴分布型
であらう。

意

格物鰭況は気温より梢高∨、傾向にあ・り
て、その垂直ゐ布状態は束涯のそれ忙似

雷

てレ、る。

式

次に夜間の冷却が進むと冷泉は地表面
藍で達するものと考へ・られ、気浬の垂直

エ寸N

分布状態には上下の温度差が錬り認めら
れなくなり、叉冷却が或る程度進み樹冠

ぶNN

一hへ

暦の枝幸に藤が垂じ始めると、格冠層の
冷軸が阻止せられて樹冠暦の気遮ほその
上．下の各暦史りも稽モ拓濃となり、′2払

＼／こジーXニニが

にみる錬恵令布型を鼻する様になあ／も′の

と思はれる。

雲ご

〃しペ

（iVう 政後た樹冠瞥忙・おける菓浬の日

攣化断熱電動濃度計にて測定した結果を
、

示す第8固についてみ・ぁと、重問は表面

／＼1想定ニュ

線度は塞商況庶より高く、夜間は皮封に
なっている。
J 、…・−
、・・、一−ノーー■−−叫
−・叫・・・・−叫．〆・・い■■、−・一

Ⅵ 要

冶

この報文は昭和23年7月より賓敵視測
ご

地に潜ける彼紬気象に関する研究〟の・⊥

﹂

﹂1﹂舅jJl−﹂﹁妄

を開始し、目下花環研究中である㌔傾斜

部として昭和24年8月6〜7日にふけて、
摘⁚−﹂−−−

頭せ窯繋⁝⁝⁝・．・

hへ

N†

10

北面傾斜ブ下−ウ園の内外にぉけ畠彼細菊

象状態の比敬観測結果の概要である。勿
論これは僅か2日間の観測にすぎないの
睾

ミ

○ 葛

で、これにで十分とは云い難いが、夏期
にきけ・る棚作りブドウ園〇特性は略モ明
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かにすることが出釆たと息ふ。

第8圏 葉澗の日欒化（園内地上180cm）

本戦文記載寄項を要約す−ると
萬

（、1）ブドウ園内は椰面に枚集察

茂し、樹冠犀は地表面と平行なt一つ

…−−∴−∴‥て：

ゐ分離南で太陽短射を・遮り、そこに

（′

岬・−−・ぺ
褒晶退席

おいて主たる勲取引が行はれ、従つ

ー5

へ

﹂1﹁11tl．

て地表面におげる熱取引は極めて後

／2

・一
＼

／＼

弱である。

（2）それ敬重周囲内における気
′ヰ

／∠

′タ

コβ Jj プ4

コ

4

′タ

g ／∂
？′J 8 − ′

りた

温の垂督分布は・一般林内における棟
に棚面の樹ラ琵附近に：殴高湿慶が表は

れ、地表附近に第2の最高の場所が出殊る。但し樹冠附近の：駿馬よりは低い、そして地表は最低となつ
ている0園外・においては日射の侵入良好にして∴地表面最席に七て、・一般裸地にみる棟な受勲型の垂直
分布を示した。
（3）夜間園内にありてこは、第1の熱取引面に苦る樹冠附近に盛んに放熱が行はれ最低濃度を示して
潜り、そーれより上下に向って昇況している。園外にめりて漉地表附近（10cm）に最低が表はれて：いる。
（4）漁慶殴毒は園外にありては、地表面忙最大托して23．40Cで地上に高さを檜すに従い、叉地中
縦深さを増すに従って俄少する。園内にありては地衣斬に近づくに従い∴文．地中に深さむ増すに従って
減少し地下30叩において0．7Cを・示Lている。そLて園内は一般に園外より／j、にして∴特に地表にぉい
てはその差16．40cを示している。
（5）掛合の表面過度は、憲問は戴混より低く夜間は高い傾向忙諾うり、昆そ仁垂直分布状態は菊温に
似■た攣化をしている0叉樹冠附近の寮温については、豊問は表面渡度が裏面濃度より高く、夜間は反封
になってこいる。
（6）渇慶は国内外とも蓋間は夜間より低く、鼠蓋問園内にありては園外より平均11％一高くなってい
る。夜間は反封に園外の方が平均3％高くなっている。
（7）関内にお廿る蒸費畳は蛾表面に近づくに従い減少し、且地表■面佗おいて最バ、にして、何れも園
外より／j、である。その差は150cm以下に／おいて顕著に表はれている。即ち150cm50cm及地表匿おいて
夫々14．1gI・、33．3g工、30．1gr、園外より少い。
（8）風速は園内に恕いては樹冠下において極めて弱く、樹冠内にて「窄にしてこ樹冠を・出て高くなると
急に強くなっている。
く9）地脚ま園内は園外忙此して多少の遅れはあるが、国内外とも豊間は受熱型、夜間は放熱型を呈
す、且園内は園外に比しで一腰に低塩にして笠間地表面にありては最高湿度において16．60C、最低蔑
度において0．20C低く、較差は16．40C低い。地下30cmにおいても最高、最低及び較差にあいて夫々
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4．lOC、3．40c及び0．70C低くなうている。
（10▲）地温の観測結果む飼和分析し、各モ調和常数を求め、叉地温の振巾と深さとの関係式として
＿0．0750z

Az ＝ 7二0（∋

（園 内）
−0●0971z

Az ＝ 22．8 e

￠（園 外）

を得たd

（・11）地濫か不易馴キ計算の結果、園内においては56．8cm、園外は55．9cmを待た。
（12）地中熟碗散率を理論式より計算し、園内忙・ありては6．46×10￣8C．0．S‥園外はさ．86×10￣＄
C．G．S．む待■た。
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REStJME

Thisisar10uそ［i托C Of払e‡eSults ofP thestudy of themicrometeorologicalohservationsboth
inandoutofて11ぢVine−gaI声enattbenoIthslop￠仏工InOnAu如st6and7，1949andisapartof
Onlhemicrcm（tCOrOlogyatthe slopefarm

wehavebeen studyingeアer SinceJuly，1948・

7！uththete叩eratt−reandhumidityweremeasuIedbytheAssman，saq）1ration−PSyChrometer，
andtht，grOund tcmperaturebythebyPhon−tyPegTOuridthermon−eter，Whilelheevaporationand
windvelocity主）y the HiTatatyPePaPeT VaPO一imぐteIandthelittleRobins9n，s cup anemon］eter

葦esp即tivelyいThesewereallmeasuredatthcsametimeevery2hours・The temperatureinth
gardenand oftheplantbodywerealsomeasuICdbytheTheImO−Junction・

NaturallytllぐSeOhservations8IenOtPerfbctbecausetheyweredoneonlyfor2days，butth
propertie雪Ofthe trellis−vine−garder7in surnmerareproved・

The suLnmary Ufthis reportisas follows：
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（1，）In：thevine・gardenthebranchesand｝′1eavesgrpw、thich？ntIe】ユi8，血∋｝‰dof叫￠tOP

Ofplants，Whichi＄aPlatlePa可1el七0the surface ofearth，inter，CqPted・theso14rradiati
atthislevelthche？ti中平如姉gedchiefly，aCCOrdinglyl）eCOmeSltheheatcxchang？at，thcsu巾ce

Ofearth veIy pOOr．
くチ

（2）Thereforein！he d畠ytime theVe珪iealtempbrature，di触ihutioniねthc garden shows一that
the maximumpoln七oftempera旭e、錆1nやarthelivelofthe topOfplants oh trellispand the
ne幻ma女imum polntisnear也e suI払ce ofeartIIWbeIe tもe随mpera加eislower tbn丑はt and
tha仁山e匝mpera旭℃at Lbe細胞ce ofeaIthis tbelowe＄t・
Out of the gardenthe solarIadiationis FO richthat the maximum pointis onthe suぬce
Ofearthlike at the generalbaIe ga‡denandthat the verticaltcmprature−distributionis｝like
the type ofニthe r￠CelVlngSunlight・

（3）hthegdTd叩the heatis radiated chiefly atthepointncarthelevelofthetopdf
Plants at night an（1at th三s polntthe temperatureis thelowestand risein proportion701eave
仏ispolnt…Out oflh￠galden tlletemPeratuI｝eI＄thelowest atlOcmりdisLance fi・Omthe earth
surfaoe．

（4）Out ofthe garden thereis thc greateSt diffbrenCe Of temperaturebetwcenぬemaximum

andLllinimu−natthepointofeaTthsurfaceaqditsvalue
Withincreaslng Ofheightfromearth and ofdepthinto groundthe di鮎rerlCe decrease・

Inぬe gardenthediffbrencedecIeaSeWithapproachi痩tbtheearthsurfaceandwibhiriCreaSlr］
Ofdepthinto earth，andits valueis O・7OC at30cm・depth・

GeれeIa11ythedi触耶ein払e脚denissmallerthantbatoutofthe gaIden，SpeCia11y tbe

differenceis16・40C on theearthsurfacearldthisvalueislargeIthanthatof anyothcrpolnt・

（5）The tempeIature Ofthe trullk机1rfaceislowerthan the atmo5PherictcmperatuTCinthe

daytime but at nightishigher andthe ve‡ticaltemperature−distIibution oftIunkislikethe
Surface temperature oflcavesofthe plant topishigherthanthatofthebackまhthe daytime，
bub atnightthatisloweI・

（6）ThchumiditybothinandムutofthegaTL！eninthcdaytimeislowe＝hanthatatnight．

Thchumidityisonanaverageユ0％ higherinthe gardcnthチn Out Oftheg只rdeninthe

daytime，hutatnightthehumidity out ofthe gardenison an average39石higherthantha

inthe garden．
（7）The quantity ofthecvaporationinthe garden decrcasewith approaching to theearth
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融ifa壷、and、iti・畠hlinimu壷atthもgro血dsurfaceandthdvaluesdre＜srhallerthanthよto−itof
th6garden

Andthe differehcei＄nOtableatnightlessthan160cm小

Th￠difLereh6e−hetwe占n′in＼ノth6卿den andoutatnightof二150clh・，50cm・andattheground
surfaceis14・1gr・，33・3gr・and30・1gr・reSPeCtievly・
（8）lnthe・garden′thewind

velocityis1ittiもunderthclevelloftheplahttoPand2erOin

thelbvel，油ileitてgrOWSui）L＄uddenl軒With｛increaslng Of heightfromthelevel・
（9【）T血eノ血angeoftbeSubterraneanheatinぬegardeni＄Slbwertb血0叫and血osebo血
inandoutofthegarden aIelikelhetypeof

血erece主VlngSunlightinthedaytimeandlike

the radiation types at night.
Generallythc subterIaneanheatinthegardenislowerthan out，andthe diffbrence atthe
ground surfhceinthedaytimeis maximum at16・6ぐO and minimum at O・20C・Then thc

differ印Cehefweenthemaximum andminimum隠mpeIatuIやinthegardenis16・40Clowerthan
O叫Ofthe garden・

The鱒aXimum temperature atthepolnt Of30cm・depthinth㊥gardenis4・1Clowerthan
thatoutofthegarden andthcminimumtemperatuTeis314CClower，audtilediffeIenCebetween

themaximumandminimumtemperatuIeinthegaTdenisO 7CClowerthanthatoutoftheノgardeD・
（10）By calculating eachharmorlic con＄tantbyhaImOnicanaly＄isdue to the data on the
Subte‡raneanheat，theamPlitudcequation ofthe suhterraneanhcatfoIdep血isas fo】lows：
Az＝7l・O e−0・0760z
Az＝22・8e−0・・079ユz

（inthe卵rden）

（outofthe絆den）

（11）Thelevelwhere the suhterraneanheatis constantalトdaylong，by calculation，isin
56・8cm・depthinthe garden and out ofthe gardcnis55・9cm・

（12）Thecoefficientoftheheatdiffusion undertheground，aCCOrding to caleulation

u＄1ngthetheoreticalequation，is6・46×ユ0−8Cl・G S・inthe garden and3・86×10一日C．G．S．out
Of the gardeれ・

