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山口農林総技セ研報 (Bull. Yamaguchi Agri. & For. Gen. Tech. Ctr) 5: 70一74. 2014. 

夏季における夜間冷房期間および時期がバラの切り花品質に及ぼす影響

住居丈嗣

Effect of Shortening the Period of Night Cooling on the Quality of Rose Cut Flowers， in 

Summer 

Takeshi SUMII 

Abstract: This study was conducted to investigate the effect on quality of flowers in cut rose 

cultivation of changing the number of the weeks or time period of cooling during the growth period 

of cut roses in the summer 

It was possible to shorten the cooling period by three weeks without signi五cantlydecreasing the 

flower buds'length， however， considering both the length of the cut flowers and length of the flower 

buds four weeks or more of cooling was desirable. 

Night cooling's bene五tsto flowers only extend to畳owersthat grow while exposed to night cooling. 

Key Words: heatpomp，坑emlength of cut flower， length of flower buds 
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緒言

山口県内のパラ切り花生産は周年収穫作型が主流

である。パラ切り花の営利生産における好適夜温は15

"""'18
0

C、昼温は25"""'27
0Cとされてしも伏川， 1999) 

ことから、本県の様な温暖な気候の地域では夏季には

耕音温室の換気と遮光を行うことで施設内の気温上昇

を防いでし泊。しかし、近年、気イ尉国蔚七の影響に伴

う夏季の高齢三問題となっている。山同開H井市の気

象庁アメダス観測地有、のデータでは、 2006"""'2010年ま

での8月の日最高気温平均値は32.0
0C、日最低気温平

均値は24.2
0

Cであり、日最高気温および日最低気温の

平年値(1981"""'2010年の平均働の31.6
0Cおよび23.6

℃よりも高くなっている。このことから、この時期の

気温はバラ生産の好適温度よりも更に高くなってお

り、温室内の冷却による知醐l制対策が求められてい

る。

一方、冬季には嫡夜温を説酔するため温室内を加

温するが、使用する重油佃路が2005年t頁から上昇し始

め、 2008年には平均価格は101.85円/Lにまで達した

(中国四国農政局山口農政事務所統計部， 2009・2011)

ことから、燃由使用量削減を図るため効率のよし暖房

装置としてヒートポンプが注目され始めた。本県パラ

切り花生産農家へは 2009年に多くの台数のヒートポ

ンプが導入され、導入面積は約5.5haとなっている。

ヒートポンプは、 1台を暖房と冷房に兼用できること

から、今後は、夏季において能力的に実施可能である

夜間に冷房機としての利用が期待されている。しかし、

ヒートポンプを冷房に利用した場合、その電気使用料

金が経営の負担となってくる。

そこで、パラ切り花耕音において、夜間冷房期間お

よび夜間冷房時期が切り花品質に及ぼす影響にっし、て

調査したので、その結果を報告する。

材料および方法

訴験は、花き振興センター(山同時H井市)内のガ

ラス温室(間口 10m、斯子20m、軒高3m、棟高5.5

m、南北諌) 2棟で実施した。温室2棟のうち1棟を

夜間冷房温室とし、空気課鰯拭ヒートポンプ4馬力(冷
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宮、

房能力lOkw)を2台設置、ヒートポンプは設定温度20

OCで17時から翌日 8時30分まで (15.5時間)稼働し

た。ヒートポンフ稿欄時は温室の側窓および内張を全

て閉めたが、温室内が25
0
Cを超える場合は天窓が開く

ようにした。なお、日中は全て開放し遮光率60%の上

部内張のみを閉めた。無処甜且室は、日中については

夜間冷房温室と同じ管理を行い、夜間も全て開放した

ままとした。

耕音様式は、ロックウー川首夜耕音、アーチング仕

立てとした。幅40""""'50cmのベンチに、長さ 90cm、幅

20cmのフ。ラスチック製岡田粋反を2列に配置し、長さ 90

cm、幅20cm、高さ 7.5cmのラッヒ。ングされたロックウ

ーノレマットを各々の咽半版の上に設置した。なお、夜

間冷房の期間の設定は、ラッヒoングされたマットを下

に設置した畦団幹反と共に持ち上げ夜間冷房温室および

無処理温室を移動することで行った。定植は、 2010年

3月18日に、接ぎ挿し苗のスタンダード系品種「リパ

イルレjを、株間 15cm、条間20cmの2条植えで行っ

た(ロックウーノレマット 1枚当たり 6株定植)。着夜

管理はハイスピリット処方とし、養液のECが1.0"""'" 

1. 5mS/cm、給液量が 450""""'1，00伽止/株・日となるよう

にした。

1 夜間冷房期間が切り花品質に及ぼす景簿

同化専用枝は、定植後に伸長してきたシュートを

2010年5月18日および6月22日に株元から折り曲げ

ることで確保した。

夜間冷房の処理方法は第1図のとおりとした。試
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験1は、夜間冷房を7月1日から開始し、先睦醐聞を

4週間、 3週間、 2週間、 1週間および無処哩とした。

また、詐験2は、観醐聞を7月29日から4週間、 8

月5日から 3週間、 8月12日から2週間、 8月19日

から 1週間およひ瀬処還とし、夜間冷房の終了を同ー

の8月25日とした。

収欝調査期間は、訴験1では2010年7月20日から

8月4日まで、誤験2では8月21日から 9月13日ま

でとした。調槻摸はー 1区当たりロックウールマッ

ト2枚で2反復とし、調直株数は各区12株

試験 1 (2010年 7月 1日から 7月28日までの処理)
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試験 2 (2010年 7月29日から 8月25日までの処理)
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第 1図 2010年の夜間冷房の処理方法

(本/株・日) r 採花 1回目の萌芽から採花期 ー一夜間冷房
一無処理

採
花
本 o.5 
数

夜

腕 2回吋芽から採花期 11i
終
了

0 
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全期間冷房 E 夜間冷房 〉

1回目採花のみ 〈 夜間冷房 3・《一-------無処理一一一一今
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第2図 2011年の夜間冷房の処理方法
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ずっとした。切り花調査は、花茎が40cm以上に伸長し第1表同一冷房開始日からの冷房期聞が切り花品質に及ぼす影響Z

会一 冷房期間Y 到花日数 切り花長 花苦手手
た採花枝を対象とした。花蕃長についてl士、膏カシ、フ (週) (日) (叫 1ニ「
における 3番の切り前(フローリスト編集部， 1994) 4 36. 8 a x 62. 0 a 3. 84 a 

3 36.7 a 

の時に一番長い花弁の先端からがくの基部までの長さ 2 3U  a 5M  a b 3:66a b 

を測定した。 1 33. 8 a 57.9 a b 3.65 a b 

無処理(対照) 33. 0 a 54. 9 b 3. 52 b 

Z供試品種 fリパイパノレ」、収穫調査期間:2010年 7月20から8月4日まで

夜間冷房醐糊り花品質に及ぽす影響 Y25221十2;混同点トポンプ設定温度:20
0

C、

同化専用枝は、2010年に供試した株から伸長したシ X同一英字聞には、 Tukey法により 5%水準で有意差なし (n=2)

ュートを2011年5月16日から18日までに株元から折第2表冷房終了日を同ーとした場合の冷房期間が切り花品質に及ぼす影響Z

冷房期間y ~IJ花日数 切り花長 花菅長
り曲げることで確保した。折り曲げ後に伸長したシュ 町居期間

(日) (cm) (岨)

一トは6月21日に一斉に切り戻し、芽整理を行い、そ 4 34. 7 a b X 52. 0 a 3. 88 a b 

の後に伸長したシュートを採花枝として調査対象とし 3 36.9 a 
a b 49. 8 a 3. 83 a b 

た。 1 33.2 a b 49.9 a 3.67 a b 

無処理(対照) 30. 6 b 48. 1 a 3. 56 b 
夜間冷房の処理方法は第2図のとおりとした。訴験 τM喧山田ノ 」、収穫調査期間:2010年 8月21日から 9月13日まで

区は、夜品輸房期聞が6月22日から 9月19日までの Y冷房終了日 2010年8月25日、ヒートポンプ設定温度:20
0

C、
冷房時間:17時から翌8時30分まで

全潮間冷房区、 6月22日から 1回目の採花が終了した X同一英字聞には、 Tukey法により 5%水準で有意差なし (n=2) 

8月4日までの 1回目採花のみ区よ 1回目採花終了後

の8月5日から 9月 19日までの2回目採花のみ区お

よひ瀬紅白里区とした。

収管調査期間は2011年7月20日から 9月 19日ま

でとし、調査方法は2010年と同様とした。訴験規摸はー

1区当たりロックウールマット 2枚で6反復とし、調

査株数は各区30株ずっとした。

夏季における夜間冷房期間および、時期がパラの切り花品質に及ぼす影響

2 

夜間冷房実脚暫明が切り花品質に及ぼす影響

採花本数はいずれの時期においても夜間冷房処理

の有無に関わらず同じであったが、到花日数、切り花

長および花蕎長は夜間冷房により長くなった。 1回目

の採花では、その採花枝の伸長期間に夜間冷房を行っ

た全湖間冷房区および1回目採花のみ区の到花日数、

切り花長および花雷長は、採花枝の伸長期間に夜間冷

房を行っていない2回目採花のみ区および無処理区よ

りも長くなった。 2回目の採花においても、採花枝の

伸長期間に夜間冷房を行った全湖間冷房区および2回

目採花のみ区の到花日数、切り花長および花菅長は、

採花枝の伸長期間に夜間冷房を行っていない1回目採

花のみ区およ持賊盟区よりも長くなった悌3表)。

察

高温により切り花品質カ可底下する原因としては、

考

2 

果

夜間冷房期間が切り花品質に及ぼす景簿

試験1では、至1J:fE日数には有意な差が見られなかっ

たが、切り花長は4週間区が無処理区よりも、また、

花膏長は4週間および3週間区が無処理区よりも長く

なった頃1表)。訴験2では、切り花長には有意な

差が見られなかったが、至1J:fE日数および花菅長は3週

間区が無死盟区よりも長くなった傷2表)。

金士
市ロ

1 

花嘗長
(c皿)

4.0 a 

3.6 b 

4.0 a 

3.7 b 

到花日数採花本数切り花長
(日) (本/株) (c皿)

43 a 3.9 a 57 a 

37 b 3.7 a 52 b 

43 a 3.3 a 58 a 

38 b 3.9 a 53 b 

採花2回目
収穫日
9月11日

9月5日

9月6日

9月1日

夜間冷房時期が切り花品質に及ぼす影響z

採花1回目 到花日数採花本数切り花長 花普長
収穫日 (日) (本/株) (c皿) (cm) 

全期間冷房 7月初日 39 a x 4. 5 a 58 a 4. 0 a 

l回目採花のみ 7月初日 39 a 4. 1 a 58 a 4. 0 a 

2回目採花のみ 7月24日 33 b 4. 7 a 52 b 3.8 b 

無処理(対照) 7月25日 34 b 4. 6 a 53 b 3.8 b 

z供試品種 rリバイパル」、収穫調査期間:2011年 7月20日から 9月19日まで
Yヒートポンプ設定温度:20

0
C、時間:17時から翌8時30分まで

X同一英字聞には、 Tukey法により 5%水準で有意差なし (n=6) 

第3表

処理区Y

Tjiiav語
講
遭
遇

高温での花芽分化促進によるシュートの葉節数の減

少、呼吸による同化養分の消耗の激化が指摘されてい

円

L
可

t



理F
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る(嶋本， 1996)。夜温と呼吸の関係については~夜
第4表 8月の温室内気温z (2010年、 2011年の平均値)

聞の呼吸速度は採花枝、同化専用枝および台木同化専
処理区 平均夜温y CC) 日平均気温 (OC)

用枝のし吋すしの苦闘立でも 20
0

Cが 25
0

Cと比較して小さ 夜間冷房 20.7 25.7 

くなる(梶原ら， 2009) としづ報告がある。本研究で 無処理(対照) 25.3 28.5 

は、シュート(採花粉の葉節数およて牌吸速度につ 温度差 -4.6 -2.8 

いて調査していないため、夜間冷房により切り花品質 Z温室中心付近の地面から高さ1.5mの所にデータロガーを
設置、 5分間隔で測定

が向上した要因については特定することはできない

が、外気温が20
0Cを上回る期間にヒートポンプを用い

夜間冷房を行った結果、至I庇日数、切り花長およひ花

膏長が長くなった悌1、2、3表)。温度とパラの

シュートの長さの関係については、低い温度で伸長し

たパラのシュートは高い温度で伸長したものより長く

なり、シュートの長さは至l庇日数が長い方が短い場合

よりも長くなった(Moe，1972)という報告がある。本

研究における夜間冷房実施期間中である 8月の平均夜

温(日没から日の出まで)および日平均気温を第4表

に示した。夜間冷房を行うことで日平均気温も低下し、

結果として夜間冷房を行った区の到花日数および切り

花長が長くなったと仮定すると、上記報告の結果と一

致する。温度とその他の切り花品質の関係については、

切り花の茎径は供試した7品種のうち4品種で高夜温

ほど細く、花弁は2品種以トで高温ほど小さくなる傾

向にあった(水戸・万豆， 1973)、切り撞、葉面積、

花高など「アサミ・レッド」の切り花品質は、夜冷に

よって明らかに向上した(二村ら， 2012) という報告

がある。本研究では切り花長および花膏長を切り花品

質として調査したが、その他切り花品質として、夜間

冷房を行うことにより花昔、花弁および茎径等が無処

理よりも大きいボリュームのある切り花が得られると

考えられた。

夜間冷房期聞が切り花品質に及ぼす影響について

調査した結果、処理開始日を同ーとし夜間冷房期間を

変えた訴験1と、処理終了日を同ーとし夜間冷房期間

を変えた誤験2とで明確な差を確認することはできな

かったが、どちらの香織も夜間冷房期間が3週間以上

で到花日数、切り花長および花菅長のいすすゆが長く

なる傾向にあった。切り花長は冷房期間4週間が、花

蓄長は冷房期間3週間以上が無処理よりも長くなる傾

向にあった傷1、2表)。このことから、切り花長

および花膏長の両方においてその効果を十づ対こ得るた

めには4週間以上夜間冷房を行う必要があると考えら

れた。

切り花の市場卸売価各は時期により変動し、概ね7

月と 8月では低く 9月になると上昇してくる傾向にあ

り、2008年の山口県内における卸売価格は7月と 8

月ではそれぞれ49円/本、 51円/本、 9月では68円/

本であった(中国四国農政局山口農政事務所統言十部，

2010)。そこで、販売価格が上昇してくる 9月に採花、

出荷を迎える採花枝に対してのみ夜間冷房を行う区

(2回目採花のみ区)を設置し、比較対照として日最

低気温が20
0
Cを上回る期間は夜間冷房を行う区(全期

間冷房区)、 7月と 8月に採花、出荷を迎える採花枝

にのみ夜間冷房を行う区 (1回目採花のみ区)および

無処週区の4区を設置し、夜間冷房時期が切り花品質

に及ぼす影響について調査した。その結果、夜間冷房

による品質向上効果は、夜間冷房実施期間中に伸長し

た採花枝のみで得られた悌3表)。牛尾 (2008)は、

採花枝の至IJ{E日数および切り花品質は、同化専用枝が

生育する期間の粗支環境の影響を受けるものの、採花

枝が生育する期間の温度環境により強く依存していた

と報告している。本研究では、同化専用枝は同一温度

管理下で形成したものであるため、到花日数およLf切

り花品質は、採花枝の伸長期間の温度環境のみに依存

したものである。以上から、 7"-'9月のいずれの時期

でも、夜間冷房により品質向上効果が得られると考え

られた。

摘要

パラ切り花耕音において、夜間冷房期間およて戸夜間

冷房時期が切り花品質に及ぼす影響について調査し

た。

夜間冷房間中に伸長し、採花したシュートでは、冷

房しない条件下で耕音したものよりも切り花長および

花膏長が長くなり品質が向上した。

品質向上効果を得るためには、 4週間以上夜間冷房

を行う必要があると考えられた。

品質向上効果は、いずれの時期でも、夜間冷房実施

期間中に伸長した採花枝のみでオ専られt'C.o

Q
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夏季における夜間冷房期間および、時期がパラの切り花品質に及ぼす影響
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