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千葉暖地図試研報.10・ 1-7. 1979. 

ビワ果実の寒害に関する研究明 2報）

樹冠内における気温と果実温度

中井滋郎・森 岡 節 夫

Studies on the Cold Injury in Loquat Fruit 

II . Relation between Fruit and Air Temperatures 
in the Tree Crown 

Shigeo NAKAI and Setsuo MORIOKA 

I 緒言

ビワが甚しい寒害を受けた場合，数少ない生存果は

ほとんど樹冠内部にのみみられる．また，比較的弱い

寒害では，樹冠頂部や外周部だけに被害が集中してい

ることもしばしば観察される．第 1報（ 8 ）ではこの

ような樹冠内の着果位置と寒害程度との関係を，実際

に低温に遭遇した場合の被害率で示した．その結果，

樹冠内での高い位置ほど被害が大きし外側は内側に

比較して被害が大きかった．このことから，樹冠内の

着呆位置によって気象条件，特に温度条件が異なるこ

とが推察された．そこで，樹冠内のいろいろな位置の

気温や果実温度を測定して，着呆位置と果実温度との

関係を明らかにしようとした．その測定結果をここに

報告する．

II 材料及び方法

千葉県暖地園芸試験場内に栽植されている 9～ 12年

生の田中及ぴ楠を用いた．本果樹園は館山市の海岸か
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ら南東4kmに位置し，標高約7伽，土性は第 3紀系粘

質土壌である．北西側及ぴ南西側に防風垣，南東側は

山林となっている．用いた樹は当地の慣行法で栽培さ

れている樹勢中庸のもので，着花（果）量は普通の状

態で樹高は 4～4.5mであった。

測定は1975～ 1979年のそれぞれ 1～ 3月の夜間に，

なるべく晴天静穏の条件を選んて、行った．気温の測定

には径 2・mmの測温部をもつサーミスターを用い，葉陰

を利用し特に放射よけは使用しなかった．果実温度に

ついては，径 1mmの注射針型のサーミスターを果実の

中心部までっきさして測定した．果実の大きさは測定

時期によって多少異なるが，縦径約l.5cm，横径約1.0

cmでトあった．

気温及ぴ果実温度の測定結果はすべて自記記録計で

経時記録したが，本報では30分ごとの温度をとりだし，

器差を補正した後に作図した．

E 結 果

←＿＿＿＿.気温

←一一－－－露出来房の果実温度

←一一→被覆果房の果実温度

6 7時18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 
時刻

第 l図 樹冠頂部における露出呆房と被覆果房の果実温度
(1975. 2 .23-24 回中）
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第 1図及ぴ第 2図は，樹冠頂部（地上約4m）にお

いて，天空に露出して上方に被覆物のない果房中の果

実と，ほぽ同位置で上方を 2～3枚の葉で被覆された

果房中の果実の温度及びその付近の気温の測定値を比

較したものである．田中（第 1図）及び楠（第 2図）

のいずれにおいても，露出果房中の果実の温度は夜間

を通じて気温よりかなり低い値を示し，甚しい場合に

は約2.5℃の差があった．これに対して上方を 2～3枚

の葉で被覆された果房中の果実の温度は，田中につい

ては付近の気温より低い傾向にはあるが，その差は小
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樹冠頂部露出果房における果房上面及び下面の果実温度
(1975. 1 .11～ 12 田中）

22 23 0 1 2 3 4 
時刻

樹冠頂部及び内部における気温と果実温度
(1979. 1 .19～20 楠）

5 6 7時
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さく最大0.6℃で，気温と等しい場合も多かった．楠に

ついては気温よりかなり低く，気温と露出果実の温度

とのほぽ中間であった．

第 3図及び第4図は樹冠頂部の露出果房において，

呆房の上面に着生した果実及び下面に着生した果実の

温度及びその付近の気温をそれぞれ比較したもので，

田中における代表的な測定結果2例を示した．果房の

上面の果実とは，摘奮によって残された倶｜］果梗（当地

方では普通2つの側果梗が残される）の上側に上向き

または横向きに着生した果実のことで，下側に下向き
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第 6図 樹冠頂部及び内部の果実温度（1977.2.16～17 田中）
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第 7図 樹冠内の気温（1977.12.28～29)

に着生した果実を下面果実とした．いずれの果実も気

温に比較して果実温度は低い値を示した．気温との差

は下面果実に比べ上面果実で大きかったが，その差は

事例（第 3図と第 4図）によって異なった．

また，樹冠］頁部と樹冠内部の呆実温度を測定した結

果を第5図及ぴ第 6図に示した．第 5図では同時にそ

れぞれの果実付近の気温をも測定したが，両位置の気

温を比較すると，内部の気温は，頂部に比較してやや

低い場合が多かった．しかし，その差は比較的小きか

った．次に，樹冠内部の果実の温度はその付近の気温

と大差ないかむしろ高い傾向を示したが，頂部の果実

では付近の気温より著しく低かった．また，両位置に

おける果実の温度を比較すると，両国とも夜間を通し

て，頂部果実が内部果実に比べて常に低かった．なお，

第 5図の頂部果実は23時頃果実温が急上昇したが，こ

れは果実の凍結のためと思われる．また，樹冠内の各

位置の気温を比較した結果を第 7図に示した．主幹の

側方30cmにおいて，樹を上，中，下に 3等分してそれ

ぞれの区分の中央で気温を測定したが，各位置聞にほ

とんど差がみられなかった．



中井・森岡：ピワ果実の寒害に関する研究（第2報） 5 

N 考 察

中川（ 4 ）は比較的高い温度条件下ではあるが，ブ

ドウの呆粒を用いてその温度を測定した結果，曝光粒

（上方に枝葉のない呆粒）の温度は果粒からの夜間放

射が大きいために気温より低くなり，遮光粒（上方を

校葉で被覆された果粒）では気温と大差のないことを

みている．平野ら（ 1 ）も夏ダイダイ果実を用いて，

冬季の夜間に同様の結果を得ている．また，上原（15 ), 

小中原ら（ 2），新居ら（ 9）はカキやカンキツの葉温

が静穏な夜間に気温より低温になることをみており，

中川ら（ 5 ）は樹皮温が無風J犬態の夜間には気温より

低くなることを測定している．このほかにも植物体温

が，夜間に気温より低温になりやすいという報告があ

る（3, 10, 11). 

筆者らは冬季の夜間にビワ幼呆の温度をいろいろな

位置で測定したが，樹冠頂部において，上方に枝葉の

ない果房中の果実（露出呆房の呆笑）と上方を 2～ 3

枚の葉でおおわれた果実（被覆呆房の果実）と気温と

の関係（第 1図及び第 2図）は中川（4）や平野（1)

の測定結果とよく一致していた．すなわち，樹冠頂部

の露出果房中の果実の温度は，晴天静穏な夜間には付

近の気温よりかなり低〈経過したが，被覆果房中の果

実の温度は気温ふ大差なく経過した．その結果，近く

に存在している果実については，露出果実の方が被覆

果実より果実温度は明らかに低かった．天空に露出し

た果実の温度が気温より低くなるのは，中Jll ( 4 ）も

，指摘しているように，果実からの夜間放射が大きいた

めに冷却しゃ十いものと考えられる．また，被覆果実

は葉が果実からの放射を抑制するために，露出果実に

比べてJ令却しにくいものと思われる

樹冠内の夜間気温は，カンキツでは樹冠中心部が最

も高〈，樹冠頂部（外周部）付近に低温帯のあること

が指摘されている（12, 14, 15）.筆者らが測定したビ

ワ樹では，測定時刻によって結果がやや異なったが，

樹冠の頂部と内部（第 5図）または樹冠内部の各高さ

（第 7図）において，概して気温の差は小さし一定

の傾向はみられなかった．ビワは一般に着葉密度があ

らし樹冠内の空げきが多い．このため，樹冠内部の枝

葉による気温に関する保温効果は弱いように思われる．

したがって，ビワにおいては，多少の差はあるにしる，

樹冠頂部及び樹冠内各部位の気温は，実用的にほぼ一

様とみなしてよいであろう．

樹冠内部の果房は，樹冠頂部における被覆果実と同

様の理由によって，その付近の気温と大差なかった（第

5図）．したがって，付近の気温より冷却されやすい頂

部の露出した果実の果実温は，第 5図及ぴ第 6図に示

すように，同時に測定した樹冠内部の果実のそれに比

較しても低温になったものと思われる．

次に 1果房内では，上面に上向きまたは横向きに着

生した果実に比べて下面に下向きに着生した果実の温

度が高かった．このことは，果実の上方を被覆する果

梗や果実の放射を抑制する働きが，果実温度に影響を

及ぽしたためと思われる．果房の上面果実と下面果実

の温度差が測定日によってやや異なるが，これは果房

の大きさ，着果数，着果の粗密，発育過程の差などが

影響しているのであろう．着呆（花）数の多い大きな

果（花）房や，花や果実が密着している発育過程の早

い時期には，両果実聞の温度差は大きいものと思われ

る．

ただし，本報で考察した測定結果は晴天静穏な特定

の日に測定したものである．したがって，曇天や風の

吹いている時に，同様の現象があらわれるとは限らな

い．しかし，ビワ果実の寒害は本調査時と同様の，冬

季の晴天静穏な夜間に発生することが多いので，その

ような日には本調査と同様の温度関係が成立し，樹冠

頂部や外周部の果実が最も被害を受けやすい状態にあ

るものと思われる．事実，第 1報（ 8）における被害

調査の結果は，低温の強弱にかかわらず，樹冠内部に

比較して上部や外周部で被害が大きかったが，これは

この位置聞の果実温度の差を裏づけるものであろう．

また，間報告によれば，同じ気温条件下においても田

中に比較して楠の被害が大きかった．これは，田中の

側果梗は下方にわん曲して果実が葉陰にかくれやすい

の反して，楠は側果梗が上向きで，果実が露出しやす

いため，果実からの夜間放射が大きし果実温度が低

下しやすかったためと考えられる．事実第 1図（田中）

と第 2図（楠）を比較すると，果実混と気温の差は楠

において大きかった．

なお，第 2図及ぴ第 5図の頂部露出果実の温度変化

のうちで，気温が下降しているにもかかわらず呆実温

度が急上昇している部分がみられた（第2図では22.00

～22.30，第 5図では23.00～23.30）.これは果実が凍

結を開始したための現象と考えられる．したがって，

以後の果実温度の変化は凍結果実のもので，不凍結果

実の場合とは同ーにはあっかえないものと思われる．

果実の凍結温度については後報で考察することにす

る．

以上の結果から，実際栽培においては，果房または

樹全体を被覆することは，たとえ気温を高めないとし

ても，果実からの夜間放射を抑制し，果実温のいっそ
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うの低下を防ぎ，寒害を軽減することに役立つものと

考えられる．また，樹を立体的に構成して枝葉による

被覆効果を高めたり，開花前に行われる摘房作業に際

して，残す花（果）房を葉陰に配置することも同様の

効果が期待できるものと考えられる．

V 摘要

1. ビワにおける樹冠内の着呆位置と果実温度との

関係を明らかにするために， 1975～1979年の冬期に，

田中及ぴ楠の成木を用い，樹冠内のいろいろの位置の

気温及び果実温度を測定した．

2. 晴天静穏な夜間には，樹冠頂部において天空に

露出した呆房中の果実の果実温はその付近の気温より

明らかに低かった．しかし，樹冠内部の果実の温度は，

その付近の気温よりやや低いか，ほほ等しかった．

3. 同様の気象条件下での樹冠頂部の露出果房では，

果房の上面に着生して天空に露出した果実が，下面に

着生した果実に比べて低温になりやすかった．

4. 樹冠頂部及び、内部の気温は，位置により差がほ

とんど認められなかった．

5. 樹冠頂部と樹冠内部の果実温度を比較すると，

明らかに頂部の果実が低温であった．

謝辞本研究にあたり，温度測定法について御指

導下さった農林水産省果樹試験場中川行夫博士，御校

閲の労をとられた千葉県暖地園芸試験場長平野暁博士

に厚くお礼申し上げる．
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Summary 

1. To clarify the relation between fruit temperature and fruit-bearing parts in the 

crown of loquat trees, the air temperature in the crown and temperatures of various 

fruit parts were determined using mature trees of cvs. Tana！也 andKusunoki in the 

winters of 1975-197 9. 

2. At fine and calm nights, the temperature of fruits bearing at exposed upper parts 

of the crown was significantly lower than the surrounding air temperatures. However, 

temperature of the fruits bearing at inner parts of the crown or bearing at upper parts 

of the crown which were covered with leaves were slightly lower than or equal to the 
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surrounding air temperatures. 

3. In the exposed fruit cluster of the upper parts of tree crown at fine and calm 

nights, the fruits produced in the upper and outer parts of the fruit cluster tended to have 

lower fruit temperatures than those produced in the lower and inner parts of the 

cluster. 

4. Differences in the air temperatures between upper and inner parts of the 

crown of trees were not significant. 

5. The fruit temperatures recorded in the upper parts of the canopy was lower than 

those of fruits in the inner parts. 
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