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トマトの生長点-開花花房付近の局部加温が植物体表面温度および収量関連形質に

与える影響

河崎 靖*・鈴木克己・安場健一郎・JlI嶋浩樹a・佐々木英和b・高市益行

農研機構野菜茶業研究所 470-2351 愛知県知多郡武豊町

Effect of Local Heating around the Tomato Shoot Apex and Flower Clusters on Plant Surface 

Temperature and Characteristics Related to Fruit Yield 

Yasushi Kawasaki*， Katsumi Suzuki， Ken-ichiro Yasuba， Hiroki Kawashimaa， 

Hidekazu Sasakib and Masuyuki Takaichi 

Nationallnstitute 01均'getableαndTea Science， Taketoyo， Chita， Aichi 470-2351 

Abstract 

Heating costs have become a problem for greenhouse tomato production because ofthe rapid increase in fossil fuel prices in 

recent years. To reduce fuel consumption without decreasing crop yields， it may be effi巴ctiv巴toprovide only local heating for 

organs sensitive to low temperatures， such as shoot apex巴:sand flow巴rc1usters. ln this study， we used a small electric heater to 

provide local heating around the shoot apex and flower c1usters of tomato， and examined differences in surfac巴temperatures

and企uityield. We measured the surface temperature oftomato plants using thermography， and examined various characteris-
tics related to fruit yield. Tomatoes were grown using two local heating仕'eatments(“high"， with an average night temperature 
of 13.0oC for the surface around the shoot apex， and “lowヘwitha surface t巴mperatureof 11.50C) under the lowest night 

temperature of 80C， as well as a control condition， with a surface temperature of9.60C. The surface temperature ofthe shoot 

apex was increas巴dby local heating， although the lower leaf t号mperatureswar巴not.Pollen fertility (measured as the proportion 

of pollen that accepted an acetocarmine stain)， fruit set percentage， and intervals between flowering days of叫acentc1usters 

were improved by local heating， although cultivars appeared to differ in their responses. The yield of ‘Momotaro-haruka' was 
increased by the local heating treatrnent. 

Key Words : energy-saving， fruit set percentage， pollen fertility， surface temperature， thermography 

キーワード:着果率，表面温度，花粉稔性，熱画像，省エネルギー

緒言

トマトの冬季施設生産では 重油などの化石燃料の燃焼

を主とした暖房が行われる. しかし，近年の原油価格の高

騰により(日本エネルギー経済研究所石油情報センター，

2008) ，暖房費の大幅な増加が施設園芸農家の経営を圧迫

し暖房費を削減する技術開発が急務となっている.また，

気候変動枠組条約に基づく京都議定書の発行を踏まえて，

中長期的視野でCO2排出量の削減を目指した省エネルギー

技術の開発も今後の重要な課題になりつつある.

トマトの施設生産における暖房の目的は，低温による生
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育速度の低下や生理障害を回避し，余分な呼吸による消耗

を抑えながら光合成産物の果実への転流を促すことである

(青木， 2004). 低温障害を受ける温度についてはトマトの

各器官によって異なり，根や花器および茎頂生長点が低温

障害を受けやすいことが知られている(田中・安井， 1986). 

例えばトマト花器では低温条件によって花粉稔性が低下し

(Picken， 1984)，それに伴い着果率が低下するため，収量に

多大な影響を及ぼす.そのため， トマトにおいて低温障害

を受けやすい器官を局部的に加温し，茎葉や果実など低温

による障害が比較的起こりにくい部位を低温で管理するこ

とにより，施設全体を均一に加温する場合と比べて少ない

エネルギーで、同程度の収量が得られると期待される.

このような局部温度管理技術はトマトの根域 CGosselin・

Trudel， 1983; Jonesら， 1978;中野ら， 2008) およびイチゴ

のクラウン部(曽根ら， 2007) などの知見があるが， トマ

トのような茎伸長性のある果菜類において，茎頂や花器の

局部加温を行った事例は極めて少なく(森山ら， 1999)，局

部加温がトマト栽培における生育の状況や収量に及ぼす影
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響に関する報告は見当たらない.

そこで本研究では，暖房費の削減を可能にするトマトの

生長点一開花花房付近(以下，生長点と呼ぶ)の局部加温

技術の可能性を検討するため，手始めに低夜温条件下にお

ける生長点のみの加温が植物体表面温度や花粉稔性，着果

率などの収量関連形質に及ぼす影響を解明し，その有効性

について検証した.

材料および方法

トマト (Solanumlycopersicum L.)‘麗容， (サカタのタネ)

および‘桃太郎はるか， (タキイ種苗)を供試した. 2007 

年 9月 21日に閉鎖型苗生産システム(苗テラス，太洋興

業)内で 72穴セルトレイに播種し，昼/夜温を 230CI170C，

16時間日長条件下で4週間育苗した.その後ロックウール

キューブ(縦 7.5cm x横 7.5cm x高さ 6.5cm) に移植し二

次育百を行い， 10月 30日に 200m2のガラス温室内でロッ

クウールスラブ (Master，Grodan)にlOa当たり約 2，000本

の栽植密度で定植した.養液は EC1.0 dS・m-1 (大塚A処

方)のかけ流し式養液栽培とし，生育にあわせて徐々に EC

を上げ，最終的に1.6dS .m-1で管理した.誘引の高さ 1.7m 

のつる下ろし誘引仕立てとし 着果処理はマルハナパチに

よる受粉を想定し，中山 (2007) の方法によるブロアを用

いた送風受粉によって行った.

暖房は 11月 12日より開始し， 2008年 1月 7日までは設

定温度 130Cの全体暖房を行った.全体暖房は灯油温風暖房

機 (KA-120，ネポン)を用い，接続されたポリダクトをハ

ウス内通路に配置することで行った.全体暖房制御用の温

度センサは局部加温の影響を受けないハウス中央部の，

1.5m高さに設置した.また， 12 ~2 月の期間は農業用ポリ

塩化ピニル製の内張りを展張した.1月 8日より全体暖房の

設定温度をトマト生産における夜間暖房の低温限界とされ

温風ダクト(ポリエチレン製)

_.J 

温風機制御用温度センサ
(開花花房付近に設置)

第 1図小型電気温風機による局部加温の模式図

植物体直上にある温風ダクトに直径 2cm程度の穴を空

け，温風を生長点に当てた

温風の流れを矢印で示した

る80C (田中・安井， 1986) に下げると同時に，局部加温

処理を開始した.局部加温は小型の電気温風機 (SF1008A，

総和産業)を用い，温風機に接続したポリダクトに穴を聞

け，温風がトマトの生長点に直接当たるようにした(第 l

図).各品種それぞれを 3処理区に分け，強加温(気温 200C

以下で加温開始，出力 1，000W)，弱加温(気温 150C以下で

加温開始，出力 500W) および局部加温を行わない局部加

温なしとし，それぞれ4月 30日まで処理を行った. 1区当

たりの株数を 4株 x4反復とした.

夜間の植物体全体の表面温度を熱画像装置 (TH9100， 

NEC三栄)によって測定し 生長点(開花花房直上の本葉

から頂葉まで)および下位葉(地上から約 50cm高さ)の

経時的温度変化を調査した.また，同時に各処理区の生長

点付近(1.5m高さ)の気温を温度計(3670，日置電機)に

より測定した.生育および収穫調査は局部加温を開始した

1月 8日以降に開花した花もしくは果実を対象とし，それ以

前に開花したものは調査の対象から除外した.また，小果

(50 g未満)および尻腐れ果は不良果として集計した.局部

加温開始時の開花花房は‘麗容'で第 6花房， ‘桃太郎はる

か'で第 7 花房であり，収穫は 3 月 24 日 ~5 月 30 日まで

行った. Femandezら(1994) の方法に従いアセトカルミン

染色による染色花粉の割合を，花粉稔性として測定した.着

果率の測定は各果房ごとに，着果数/花数より算出した.た

だし花房当たりの着果数を最大 6果に制限し， 6果以上着果

した場合は花数に関係なく 100%とした.各果房の第 1花が

開花する日数の間隔を調査し，開花間隔とした.

果

ハウス内の日中の最高気温は，概ね 250C前後で推移し

たが，雨天時は 150C程度となり，晴天時には 320Cを超え

る場合もあった 2月 27~ 29日における夜間の最低気温

は，強加温，弱加温，加温なしでそれぞれ 9.0，8.7， 8.10C 

となり，加温なしが局部加温区よりやや低くなった(第 2

図).熱画像装置による植物体表面温度については，局部加

温処理によって生長点の表面温度に明らかな処理区間差が

認められ，局部加温時の生長点の表面温度は局部加温なし
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第2図局部加温による生長点付近の夜間気温の推移

2008年 2月27~ 29日の 2夜平均値

温度センサはI.5m高さに設置
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第3図 強加温(上)および局部加温なし(下)の生長点付近
の可視画像(左)および熱画像(右)
熱画像上方の高温域帯は電気温風機および温風ダクト
強加温および局部加温なしの熱画像はそれぞれ l月 18
日および3月 3日の午前 3時に撮影

の表面温度より高く推移した(第 3図) 次に，局部加温処

理による植物体表面温度の経時変化を第 4図に示した 局

部加温処理が及ぶ範囲については時間帯によって変化 し，

日没後間もない時間帯では生長点のみが局部加温の影響を

受けて 12.soC以上となり， 加温なしの生長点表面温度より

高温となったが，それ以外の部位はほとんど差が認められ

なかった(第 4図 b).なお，果実は茎葉と比較して表面温

度の低下が穏やかであり 前夜半は比較的高温に保たれた

その後，時間経過により全体の温度が低下すると，開花花

房を含む生長点のみが表面温度 10.soC以上となり，加温な

しの同部位に比べ高温となった(第 4図 c，d). また，全体

暖房の運転時には加温なしより高温である，表面温度 10.50C

以上の範囲が生長点から肥大初期の果実付近まで拡大した

(第 4図 e). 一方， 日の出前後は表面温度 lO.soC以上の範

囲は生長点のごく狭い範囲に限られた(第 4図。 生長点

の表面温度の経時変化をみると，日没までは各処理区とも

ほぼ同ーの表面温度であったが 日没後局部加温が開始さ

れるとともに処理区に温度差が生じ，加温なしに対する温

度差は強加温で最大 4.20C，弱加温で最大 2.10Cとなった

(第 5図).また，全体的に気温が低下した後夜半で、は，強

加温と弱加盟との温度差が小さくなり，夜間の平均は強加

温で 13.00C，弱加温で 11.soC，加温なしで 9.60Cとなった.

第4図 局部加温処理による植物体表面温度の経時変化
2008年 2月 27日夕方-28日早朝を撮影
(a)は可視画像， (b)から(のはそれぞれ 18，21， 0， 3 (全体暖房運転時)および 6時の熱画像を示す
(a)中の矢印 A，Bは強加温， C， Dは弱加温， E， Fは局部加温なしを示す
(b)中矢印は果実を示す
(c)中のO内は第 5図の生長点，口内は下位葉の測定点を示す
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第 1表 局部加温がトマトの開花，着果特性に及ぼす影響

品種 局部加温
収穫果房数 開花数 着果数 着果率x 開花間隔 w

(花房/株) (花/株) (果/株) (%) (日/花房)

強加温 9.3az 49.9a 48.4a 96.9a 12.5b 

麗容 弱加温 9.0ab 48.7a 46.5a 95.5a 13.2ab 

加温なし 8.7b 53.6a 47.9a 89.3b 13.6a 

桃太郎
強加温 lO.4a 56.9a 50.8a 89.1a l1.3b 

弱加温 1O.0a 55.0a 41.3ab 75.1b l1.7a 
は:るカミ

加温なし 9.4a 56.6a 34.7b 61.3c 12.0a 

品種 *Y NS * ** ** 
分散分析 局部加温 NS NS * ** ** 

交互作用 NS NS * NS NS 
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第5図 局部加温による生長点(上)と下位葉(下)の表面温度

熱画像装置 (TH9100，NEC三栄)による放射温度を測定

2008年 2月27~ 29日の 2夜平均値

温室内は設定温度 80Cで暖房を行った

生長点および下位葉の測定点は第 4図(c)中に図示した

一方，下位葉の表面温度はいずれの処理区とも 100C前後

で推移し処理区間の差は認められなかった.

局部加温による花粉稔性の変化を第 6図に示す. ‘麗容'

では 1月下旬において加温なしが局部加温より稔性が低

かったが，その他の時期では有意な差は認められなかった.

一方，‘桃太郎はるか'では処理期聞を通じ，概ね花粉稔性

が高いI1原から強加温，弱加温，局部加温なしとなり，特に

2月上旬および下旬で有意な処理区間差が認められた.

局部加温による開花および着果の特性を第 1表に示す.

局部加温開始から栽培終了までの収穫果房数について，‘麗

容'において強加温が加温なしより優れる傾向が認められ

たが，全体として局部加温による差は小さかった.また，

開花数については‘麗容¥ ‘桃太郎はるか' とも処理によ

る差は認められなかった.着果数に関しては‘桃太郎はる

‘麗容'
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第6図局部加温が花粉稔性に及ぼす影響

アークサイン変換後の値を用いて統計処理を行った

Tukeyの多重比較により同一品種間で異なるアルファ

ベット聞には有意水準 5%で有意差あり

か'の加温なしは局部加温より少なかったが，‘麗容'では

局部加温による影響はみられなかった.着果率は‘麗容'

および‘桃太郎はるか' ともに，局所加温が加温なしより

有意に向上した.‘麗容'については局部加温なしでも着果

率は 89.3%で，局部加温処理によってさらに着果率が向上

したものの，その程度は比較的小さかった.一方‘桃太郎

はるか'では局部加温なしでは 61.3%で，時期によっては

ほとんど着果しない花房もみられたが，局部加温処理に

よって着果率は最大で 89.1%まで向上した.開花間隔は局

部加温により有意に短縮され，局部加温なしと比較して最

大で 1日程度の短縮が認められた.

収量における局部加温の影響を第 2表に示す.いずれの

品種とも，局部加温によって平均果実重が増加し‘桃太郎

ZTukeyの多重比較により同一品種で異なるアルファベット聞には有意水準 5%で有意差あり

y *および料はそれぞれ有意水準 5%および 1%で有意差あり， NSは5%水準で有意差なし

X アークサイン変換後の数値を用いて統計処理を行った

w第n花房の第 l花開花から第 n+1花房の第 l花開花までの日数
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第2表 局部加温がトマトの収量に与える影響

品種 局部加温
可販果収量 可販果数 不良果z収量 不良果数 平均果実重
(kg/株) (果/株) (kg/株) (果/株) (g/果)

強加温 7.73aY 45.6a 0.30b 2.7b 166.3a 

麗容 弱加温 7.41a 43.0a O.17b 3.5b 163.2ab 
加温なし 6.35a 37.3a 0.58a 10.6a 144.5b 

桃太郎
強加温 6.36a 40.4a 0.46a 10.3a 134.4a 

弱加温 3.57b 23.8b 0.61a 17.5a 102.3ab 
はるカミ

加温なし 2.95b 18.8b 0.61a 15.9a 97.5b 

品種 **X ** * キ* ** 
分散分析 局部加温 ** ** * ** * 

交互作用 * 本 * NS NS 

z 50 g未満の果実および尻腐れ果

YTukeyの多重比較により，同一品種で異なるアルファベット聞には有意水準 5%で有意差あり

X *， **はそれぞれ 5%水準， 1%水準で有意差あり， NSは5%水準で有意差なし

はるか'においては可販果数の顕著な増加がみられた 可

販果収量も同様に，局部加温によって増加する傾向が認め

られた 特に‘桃太郎はるか'の収量増加が著しく，強加

温の可販果収量は，局部加温なしと比較して約 2.2倍の増

収となった.また，可販果と不良果を含めた全体の収量お

よび果数に占める不良果収量および不良果数の割合は局部

加温により減少する傾向にあった.

考察

局部加温処理によって，ハウス全体が低温で維持される

中で，温風が直接当たる生長点のみの表面温度が高く保た

れ，本試験の加温方法で生長点の局部加温を実現できるこ

とが示された.

本報での管理温度の範囲では，局部加温の温度が高いほ

ど着果率が高くなった.森山ら(1999) は赤外線放射によ

りトマト花房の局部加温を行い，着果率の向上を認めてお

り，本報告と一致する.

花粉稔性も着果率と同様の傾向を示した. Femandezら

(1994) は着果率と相関の高い花粉稔性の簡易測定法とし

て，アセトカルミン染色による染色花粉率の計測を用いて

おり，本試験でも染色花粉率と着果率との聞には密接な関

係がみられた.花粉稔性は開花 2週間前からの低温により

低下する (Picken，1984) ことが知られており，局部加温に

よる花房の温度上昇が，温室内の温度低下による花粉稔性

および、着果率の低下を抑えたと考えられる.また，加温な

しの温度条件において， ‘麗容'および‘桃太郎はるか'で

花粉稔性が大きく異なる値を示したことについて，‘桃太郎

はるか'は低夜温下における花粉稔性は高いとは言えず，

自然交配では着果数を確保できない可能性が示唆された.

しかし，本試験で供試した 2品種を含めて花粉稔性や着果

特性の品種間差に関する報告はほとんどないため，今後の

研究蓄積により検証を図る必要がある.

収量についても着果率などと同様に，局部加温の温度が

高いほど向上した.これは，着果率の向上に加え，開花間

隔の短縮による，収穫果房数や収穫果数の増加が影響した

ためと考えられる.斎藤 (2004) は， トマトの花芽分化か

ら開花までに要する日数は，高温ほど短くなることを示し

ており，生長点の表面温度が高いほど，開花に要する日数

が短縮された本報告と一致する.また，平均果実重の増加

も収量増加に貢献したと考えられる.一般にトマトの果実

肥大には種子数が大きく関わり，種子数の増加のために高

い花粉稔性が必要とされている(斉藤， 2004).本実験では

‘桃太郎はるか'において花粉稔性が低い処理区ほど平均果

実重が低下しており，花粉稔性は着果率だけでなく，果実

重量にも影響していると思われた.これに加え， Bertin 

(2005)は，トマトの果実肥大の初期速度は高温ほど大きい

が，肥大を続ける期聞は低温ほど長いため，収穫期の果実

の大きさは低温ほど大きくなることを明らかにしている.

このことから，本実験で行った局部加温により，果実の肥

大初期には高温に遭遇し，その後つる下ろしにより下方へ

移動して低温に遭遇したと考えられ，平均果重の増加に結

びついた可能性が示唆された.

以上より，本試験で実施した温度範囲では，局部加温の

温度が高くなるに従い低温時における花粉稔性の低下が抑

えられ，着果率が向上することが明らかとなった.同時に

開花間隔の短縮，平均果実重の増加により収量が増加する

ことが示された. これまで，局部加温がトマトの着果率を

向上させる報告はみられるが(森山ら， 1999)，トマトの長

段栽培における収量への影響をみた報告はなく，本試験に

より夜間の室温は低くても生長点を局部的に加温するだけ

で収量が確保できることが検証された.

本研究では，局部加温による植物体の表面温度を熱画像

により評価した結果，加温処理による夜間の生長点の温度

は一定でなく，その加温範囲は環境条件や暖房機の稼働状

況によって変化した.従って，外的要因により温度や加温

範囲が変動しない， より安定性のある局部加温方式の開発

が必要と思われた.また，本試験の結果，生長点を局部加

温するだけで収量が確保できる可能性が示唆されたため，
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今後， 130C前後の慣行暖房温度との比較により，局部加温

の省エネ効果やその経済性， CO2排出量などを評価し，実

用化を図る必要があると思われた.

摘要

施設園芸における消費燃料の削減のため，冬季に施設内

で栽培したトマトの生長点 開花花房付近を小型の電気温

風機で局部的に加温し，植物表面の温度を熱画像装置でモ

ニタリングすると同時に収量関連形質に及ぼす影響を調査

した.温室の最低夜温 80Cの条件下で局部加温処理を行い，

強加温(生長点の表面温度がおよそ 130C)，弱加温(同

WC) ，および局部加温なしの処理区間で比較をした.熱

画像解析により，本試験での局部加温処理によって生長点

一開花花房付近が高温となる一方で，植物体下部は比較的

低温で推移した.また，局部加温の影響は品種によって異

なったが，生長点付近の平均夜温がおよそ 130Cまでは，加

温温度が高くなるに従い花粉稔性および着果率が高まり，

開花間隔の短縮がみられた.また‘桃太郎はるか'におけ

る可販果収量は局部加温により増加した.
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