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温風ダクト吊り下げによるトマトの生長点-開花花房付近の局部加温が

垂直温度分布，収量および燃料消費量に及ぼす影響

河崎 靖 *・鈴木克己・安場健一郎・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 Air Heating by a Hanging Duct near the Tomato Shoot Apex and Flower Clusters on 

Vertical Temperature Distribution， Fruit Yield and Fuel Consumption 

Yasushi Kawasaki*， Katsumi Suzuki， Ken-ichiro Yasuba and Masuyuki Takaichi 

NαIlOnαIlnSlilUle of ~セ'gelable and Tea Science， Takeloyo， Chila， Aichi 470-2351 

Abstract 

We examined the lIse of local heating with air dllcts hllng above cllltural beds to redllce fllel consllmptio日川 wl11ter

greenhollse tomato prodllction. In order ¥0 clarify the economic and physiological effects of local heating， we c01l1pared a local 

healing syste1l1 using hanging air dllcts 10 sllpply wann air to shoot apices and tlower clllsters， with a controlllsing conventional 

air ducts on the ground. Differences in surface vertical temperature distriblllions at night， fruit yield， and fllel consu1l1ption were 

investigated. By local heating， the upper air and plant surface temperatures at night were slightly higher than those in the 

control， but temp巴raturesof lower air and plant sllrface were considerably lower. The commercial frllit yie¥d by local heating 

tended to be greater than those in the control because of a high ratio of intact fruit and a higher fruit weight from plants expos巴d

to local heating. Frllit grown by local heating had a higher ratio of locllle tisslle. The local heating system lIsed 26.2% less fllel 

per unit area than the control 

Key Words : energy-saving， greenhollse prodllction， sllrface temperature， thermography 
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緒

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 (財務省、， 2010)，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

なっているーまた，施設園芸分野における CO2排出量は，

農林水産業全体の 45%と非常に多< (及川， 2007)， CO、

排出量削減のための省エネルギー技術の開発は極めて重要

な課題と なっている

施設生産における暖房の基本的な考え方は.施設全体を

均一に加瓶 し，場所による温度の差をなくすことである.

そのために， 11毘風ダクトの効率的な配置方法 (守田・村田，

1975)や，循環扇の導入(松村ら， 2003)が検討されてき

た しかし実際には織物の温度反応は各器官によって異

なり，低温による障害が発生する温度も器官によって差が

ある. 細胞分裂が盛んな茎T民生長点， 根および花器は特に

2010年 8月30日受 付 2011年 l月 12日 受 狸

本研究は農林水産省委託プロジェタ ト研究 「低コ λ トで質の良

い加工 ・業務用農産物の安定供給技術iの開発」により実施し，

一部は図芸学会平成 22年度秋季大会で発表した
* Corrcsponding author. E-mail: yask@affrc.go.jp 
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低温による障害を受けやす く，肥大期後期の果実や茎業は

比較的低温による障害を受けにくいことが一般に知られて

いる.例えば， 卜7 卜花器では低温によって花粉稔性が低

下 し CPicken，1984)，それに伴い若果率が低下するため，収

量に多大な影響を及ぼす一方，摘心後は， 地視を 120C程

度に保てば，最低気祖を 50C程度まで低下させても収量に

影響がないという報告もある(問中・安井，1986)ーそのた

め，低調陣容を受けやすい器官を局部的に加盟し，低調に

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舎と比べて少ないエ

ネルギーで同程度の加温効果が得られると期待される.そ

の中で，根域の加温については多くの研究報告がある

CGosselin・Trlldel，1983; Morgan・O'Haire，1978;中野ら，2008) 

が， 茎]負生長点や花を局部的に加温した例は，イチゴにお

いて有用な知見が得られている(壇ら， 2005;佐藤・北島，

2005;曽根ら， 2007) のみであり， トマト など茎仲長性の

ある作物での報告は少ない(森山ら， 1999) 

そこで筆者らは，暖房費の削減が期待されるトマト の生

長点一開花花房付近 (以下，生長点と呼ぶ) の局部加温に

ついて検討を行い，電気温風機を用いて生長点を局部的に

加視すると，生長点の表面温度のみを})II温できることを明

らかにし，同部加温をしない場合と比較して着果率の向上
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や花房:'U現速度の11削11を認め， またJH11積によっては収量ーも

ifi加することを切らかにした(河11時ら， 2010). し か し 慣

行の)JIII出刀法とiI~.l度分布，収量およびìM4i燃料を比較する

こと，そして生産現場で活用できるような)11111，11方法の開発

が課題として残された.木旬研f究では， 生j産互担場で

j川|リl 口吋J能な5引|七宇 i長長是之，点の局;部~Ií日l仙』加加l日l川i胤l品品技体術Tを開発し， 慣行の1J日温ブJ法

と比較して収iF:聞で‘劣らず，かっii司自'燃料を削減できるこ

とを切らかにするためjJ釘i~'は地面に設íì~i する UNtJ久ダクト

を，救指ベッ ド」こに，LJ¥り下げ，胞設|什のA直航度分111，収

量榊!求基t:索および燃料消費毘について訓査した

材料および方法

トマト (Solal1l11l111・cope/'.I'iCIIII1L.)‘桃太郎ヨ ーグ， (タキ

イ純l'i'i)およ び‘ピ ットリオ ，(1:0J日工業) を供試した

2009 :q: 8月 131:1 f乙J語研し，閉鎖.lfj'J.j'ú~f::.j2r二システム ( 1'r' i テ

ラス， MKVドリーム)内で台前した後，9月 171二!に川¥[m
Tl11 972 1112， iilT ，~:j 3.6 111の農業)IJポリオレフィン被桜!日l室内

に株r1U22.5 cm，畝!日)2.1 mで定植した 条虻iえんふiJJ長り

分け，芹:，さ 2.9mのつ る.ドろし誘引{-hi:てとし，受粉処Jll!

にはクロ マノレハナパチを):11~、た つる下ろしは l.iflQ1日jに l

|日1，およそ 30CI11を 1=1安に実施した 育所i"~J の環境条例お

よひその他の栽171条例は， iiij報 (河Ilr:'j!?， 2010)に準じた

暖房は， 2009 {I'ー lU)1 ドI ~ 2010年 3月 311-1のWW:iJに

笑施し，ハウス|付に品業川ポリ 511イヒピニノレ製カーテン (カー

テンラクダ， MKVドリー ム)を 2"if;i:に設ijiiすることで米

内に|三切り， *{H!J 2/3を慣行1)(:，判官!lJ1/3を同;:;ii)JIIU&1又ーと

した 11麦jJj機は1，Iul玄とも灯油燃焼式問)1't¥暖房機 (HK3027，

ネポン， !I:ブ1)87.2 kW)を)Hい，設定制度は 130Cとした

また(引liiのため， 1JliJlúi は民業)'I'J ポリt'~I(1ヒピ ヱノレ製の1)'1張り

を)K~1そさせ，天1m!土夜間 ( 1 7 11寺 -- 4]!JW] 711寺)のみ{料品[カー

テン <SLS50，誠手11)を 2iJl:1こ展長させた天窓開放自lii肢

は 230Cとしt:..

慣行|ヌには， ilulJ凡暖房機に後続したポリエチレン製ダク

ト(折り係 60cm)を，地的i1に松前ベッド lつおきに配

i宣したまた，ダクトにおよそ 2111 1'~l] I{南で[!J: 1P 5 CI1l :f'IU:立の

穴を水平)].向にあけ， tfut胤を1次:-1'，させた暖房機制御nJの

制度センサは，市さl.5mの位 i置に設置した. また，循fiiJj

扇をトマト 1~干務J:'.iii\1こ設 i1-I': し ， 水平方|白jに気流を流動させ

ることで，処Jm区|人lでの治u度の均一化を図った

j可tii¥方Ililfitl乏には， IfiJ僚のダクトを各械的ベッド|ーの高さ

約 2.7111 の位置に lH り 下げて ~î没置 した 〆クトには直径 l cm

の穴を 8~ 16 CI1l 1 日j隔で水平方向に多数あけー， ダクトの~Ei

搬による胤焔の低下を考慮し，暖房機から離れるほど穴の

間隔を狭めた また， 1暖房機制御用のIlfiU立センサも， R討さ

2.7111の位慌に設慌した 同部加ilii¥.I)(:には，循環扇は設置

しなかった

加ilut笑施期間中の夜間の純物休全体の表散i治i肢を，発!¥同i

像装置 (TH9100，NEC 三栄)によって 5 分間隔で訓IJ ~と し，

茎業の表頂i温度の琵直分布を比il交した また，各処j虫|当.の

山Jさ思Ij(2.5， 1.5， 1.0 111)気焔および似城市l度 (ロックウー

ルI在地傑さ 5CI1l)を 10分IMJ!塙で測定し， 11時間の平均値を

記録した気rMtはJill)~瓜筒温度 ~I をJ:l'J し、て測定し，処翌j!区お

よび~~j さ万Ijで、それぞれ 1 ).'，(ずつ調査し，似J或制度は処j型区

当たり各 3}去を測定した 着柴特性および収E調査に供し

た花および央突は， )JII!品i実胞J~J間 '1'に開花したものに限定

し，それ以外のj切間に r~ :riとしたものは調査の刻象から除外

した また，来宅fll00gtJ.J二のIl'品架を l'物果として集計

した. )司 ~fl\)JllìliiUjlJ始H寺の開花花房は '1}~ぶ郎ヨーク'で第

6花房， ‘ビットリオ'でð.f~ 5花房であり， 12月 31 1こ 1 ~ 6

JJ 7 IJまで収穫を行った 3月 1ICI~ 4月 301:1のWJ!U)"I'に

収挫した果実のうち，ーL物架のみを巣笑iJ，'i究にiJ1Jし，栄重，

果|勾w:，ゼ リ-1Iiiif:1.子主数および糖度計 (PRー101，アタ

ゴ)による 8rix鮎J立を調査した.

活巣*S'I>:[ーと して， 科*})Jごとに開花数および若梨数を制

査し各県民の第 l化が[J1Hとする円数の!日1隔を附花[rJJI杭

!万!ー果房|人jで第 i花の間Hと~収穫までに史するj切11，¥1を成熟

知lIH)として剖食した イヒ粉捻七|訊j脊は Fernandezら (1994)

の)n去に従い， アセトカル ミン染色に よる染色花粉の';t;:IJ1i

を社[1ほEしたー

〆ク |、吊りドげによる受光12:の変化を制奪するために， 1

)'J7--211二!のIU)に1'i!(算 11射フィルム(オプトリーア R・20，

人・成イーアンドエノレ)を段J:{立のiJli花花おから上位 2柴，

ー卜{玄 7諜に 1!l~当たり各 5 枚JiJl i付し， 2 JJ.0l11Uの船賃r~受光誌
をHf:定した.

処jlJl. 1る ~tこりの制?i'i{li'ilイホ数は，収llk ~Ji11脊では 12 ....... 15株，

それ以外の訪日正では 4 株とし，受光 I"l-I:~村正以外は 41支復と

した 受光jZ訓査では);(復を設けなかった

結果

;1:x !1自J削 1101)"[' における Il'.[' のハウス内の気ìliiUi，慣行 I~ と

J~Ji'flí加 !I~U豆で差はな く ，暖房実施!l)W\]の段目気協は 250C 程
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第 T図 慣行 (a)および肋，";1¥(b)加ilfitにおける高さ万Ij気慌の

終H守変化
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)度立で羽仰f;1j移多しTたよ 一プ方J，夜問の?向.コゐ7可I さ別5気ミ札L焔焔i は』加11同I焔l品川h品~，\.:Jげブ方1法のi迎』主:い

によつてJ興~j1なつた 2却01叩0 イ介|一 IY月;J7~ 1川o1- 1 のf安気え込L抗n~t 0.の')~経径H

化(針第~ 1 1区図豆罰1)は， 慣行 I?Sーでは両さによる気慌の差はほとん

どなくJ40CTiIi後で推移したが，周 計g力日間IZーでは 2.5111向

さの気品;lが同区の1.5および 1111日さの気温 より顕著に [i=l]

く， 15 ~ 160Cで術移した. )司;'xll)JI1Imt 1:3:の 1.5および 1m高

さの気品[は|時間の経過とともに低Nfltとなり，最低f支出は 11

~ 120C で行tô移し，慣行 1 ;<:の同じ高さの気II~t より低かった

2010 {f 1月 14および 15FI深伐の暖房Jill'I!L;clコにおける他

物体表而瓶度 (第 2 図) は，慣行区は偲~ね均一な表而ìI，iU立

第 2図 慣行 (a)および局部 (b)加抗したト マトJ作務表面温

伎の熱画像

ぜi行は 2010年 1J'I 15日，局部は向 141二|の午前 11時前

後の暖房運転時の熱画像を娠影

とな った 一方，局;'j-I¥加担|実では生長点付近のみI，'ili.度上昇

が認められ，慣行区より高い表Itüll~t肢となった また下，11¥

に向か うにつれ表育!日目J立が断、若に低下'し，株元付近では慣

行区よ り大11将に低温とな った 2010年 l月 18および 19日

の暖房停止 fl~fを合めた午前 1 ~2fl寺の表面温度の'1ft直分;(I ï

(第 3121)は，気出と l'iJ1;"1<の傾向を示 し， )司 (jî\J.川 tl~t区のと1: 長

}，IJ、イ、J'近li140C前後となり ， 130C程度となっ た的行|丘よ り

両く，出iさ約 2.5111を境にしてそれより卜iii¥は的行区 より

低瓶であった 特に株元付近の高さ 0.5m iiil後では，慣行

区がおよそ 13.50Cであったのに夫、lして局部加担区は WC

3.0 

--;:-2.5 
、‘s
判) 2.0 
jol[ 

G 1.5 
，..(¥ 

県 1.0
ベ

0.0 

10 11 12 13 14 15 

表面温度 (OC)

第 3図 熱画像解析によるト マト表問視JLEのA直分すli

熱回像装置 (TH9100，NEC三栄)によるトマト 茎業の

茨「百|制度を比較

tl!t行は 2010{I・ 1)J 19 FI， )計百[11.土問 18日の"fiIIi1 ~2 

|時の平均禍度を比較

第 1表 加i:，~t方法の迎いが根城i:~t伎にElJます影響

Jm!I，日プ1ft
日平均 干支附，jI :>ILj勾 最低、l

(oc) (OCl (OC) 

慣行 15.8 15.6 14.6 

j司t:f[1 15.6 15.2 13.7 

市語、差 x NS NS * 

託 。 ~611寺および 18 ~ 241F.'f 

、制翌日田間 (1 月 1~ 291二1)の段低般域福l伎の平均仙

't検定 (11= 3 ) により*は 5%水市でイ~. ~与2をあり ， NS!i 5% 

水iWで有志差な し

第 2表 加楓)J法および!日穐の違いが収量に及ぼす影響

品種 加hEI方法
総収量 総耳{数 平均果重 上物 λ 収ifi 上物)l~数 _1物染率

{g/株) (県/株) (g/果) (g/株) (果/株) (%) 

桃太郎ヨーク
↑貨行 8，093 56.4 143.4 5，417 32.2 57.1 

!訪「市 7，926 53.8 147.4 5，655 32.9 61.1 

↑貫行 9，118 53.9 169.1 6，184 30.0 55.7 
ビットリオ

局部 10，570 56.7 186.3 7，693 36.2 63.8 

品種 **う NS キ* ** NS NS 

分散分析 加温方法 NS NS * ** *キ ** 
交互作用 本 * NS * NS 

流果重 100g以上の正常果

y *紳はそれぞれ 5%水準 J%水準で有意差あり， NSは 5%水準で有意差なし
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第 3表 JJrrllfi~力法およびIU11種の迷いが上物架の果実特性に及ぼす影響

tP1磁 加ilrT，方法
梨重 果l列車: ゼリ ー音r~w:

子室数
Brix 果l主18

(g/栄) (g/果) (g/柴) (%) (%) 

桃太郎ヨーク
慣行 173.8 137.3 36.5 6.4 4.9 79.0 

)f，')古1¥ 185.4 145.4 40.0 6.3 4.9 78.4 

↑良行 1975 165.9 J 1.6 7.2 5.0 84.0 
ピットリオ

j司部 215.0 177.1 37.9 6.9 4.9 82.4 

品純 **7. 本* *キ ** NS ** 
分散分析 力111.品方法 キ* 判ドヰ 半本 NS NS *本

交互作用 NS NS NS NS NS NS 

調査WI間:2010 年 3 月 l 日~ 4)=1 30 1:1 

z * **はそれぞれ 5%水準， 1%水準で有志;差あり， NS (，;1: 5%水準でイヨ意差なし

第 4表 加温方法および品種の違いが着果特性に及ぼす影響

品積 )JI1H抗プ1法
開花11叫 jど\(j~\J~ljj，Jj ) 花粉稔程1: 開花数 着柴数

(日/果房) (1二1) (%) (花/来房) (果/栄房)

桃太郎ヨーク
↑慣行 11.0 69.4 76.9 4.9 3.7 

局音f~ 10.7 67.5 78.2 4.9 3.5 

ピットリオ
慣行 12.1 65.3 75.7 6.0 4.1 

局;':m 12.1 64.9 79.8 6.0 4.3 

l'iJ'J{iTI NS' NS NS NS NS 

分散分析 加ì~l処埋 NS NS NS NS NS 

交五fF用 NS NS NS NS NS 

r第 l花開1とからm.u-.1UiJの第 l花開花までに要する1:1数
Y 第 11と I~日花から収穫までに要する |τ| 数

， 5%7j(~院で手J語、王手なし

を下|百|った.

l 月 1~ 29 1二|の加制方法に よる恨域開度の速いを第 1~，ミ

に示す.応部力11慌により，最低祖度は慣行区と比較して令ー

意に低下したが， 1:1 エIL均および夜間平均ìffit度では処J~! 区間

で有志、差は認められなかった

加{見方法の違いが収量に及ぼす影響を第 2表に示した.

l拍車nによる主主兵は不良県を含めた総収iZ，平均果重およ び

上物収量で認められた.加担方法による差異は平均占/(!:重，

上物収監，上物よ~数およひ二lニ物来率て市二官、で‘あり， これら

安誌に関しては同者I¥JJ目指(で高いWli:を示す可能性が示され

た. また， 総収iz-および主/(!:数， 上物収量お よび果数には交

互作mが;認め られ，‘ピットリ オ' の局部川温区での収誌が

特に多かった.

加i:~t方法の遣いが上物架におけーる果笑特性に及ぼす影響

を第 3表に示す 呆l勾重およ びゼリ一部m:が局部加出uさ:で
有意に大き く，果肉 とゼリ ーt:ft¥両方の重量増加が果重のi首

加に影響していることが示された また，局部加杭区の方

が果肉率は低く，ゼリ一部の比率が高かったことが明らか

となった.一方，守室数や Brix糖度に関しては，処理区間

で有意差は認められなかっ た.着果特性と して，開花間隔，

成熟期間，花粉J急性，開花数および着果数をそれぞれ調査

したが， これらの要素は加ilut方法によって差が認められな

かった(第 4表)

温J!U~ダクト吊り 下げによ る受光量の変化については， Jii

o 10 20 
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第 4図 11，品l;んrur~\ タダA 夕ト吊り -下ド l吋げづザごが 一」上lヒ::.{S位;莱の受受，光毘に及ぼすl彩診4響響望響j 

a 桃太郎ヨ ーク， b ピットリオ

図中繊線は標準誤差 (11= 4) 
積算日射テープ (オプト りーフ R-2D，大成イ ーアンド

エノレ)を 2週間J1rIi付して積算日射iTjーを推定

利至E期間 2010年 I)J7 ~21 1:1 

第 5表 加1見方法の違いによる消費燃料の差興

JJllilfuフ'jf.L;
燃料消費 |暖房費之 燃料削減率

(L・10a-I) 千円 ・10a-I) (%) 

↑貨行 7，826 505 

j吊音11 5，774 372 26.2 

試験笑施期間 2009年 11)3 1 1:1 ~ 2010年 3月311ヨ

之燃料 (灯抗11) 単価 64.5門・ Llとして試算
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種や拡位によっては慣行区と局部加杭18:との間で差がみら

れる場合があったが，測定した葉{立全体の総受光量として

は明確な差は認められなかった (第 4図)

暖房実施刃l問中の灯油消革~:畠は， 10 a当たり に換算して

慣行区が 7，826L，局部加温区では 5，774Lとなり， 局部JJII

楓12S:では慣行区に比べて消費燃料を 26.2%削減できた (第

5表) また，灯油消費量と灯油単価を掛け合わせた期間暖

房貰'は，慣行区でおよそ 5077円，J訪帝II)JII温区で 37万，1Jと

それぞれ試算され，10 a当たりおよそ 13万円の暖房費が節

減できたことが示された

考察

筆者らは前報(河崎ら， 2010) で， トマトの生長点付近

を電気式温風暖房機で加温し，生長点付近の局音s的な昇前l

を認め，J司iiM11視をしない場合に比べて着果率， 1m花間隔

などの着巣特性が優れることを明らかにした.本研究では

より実m的な加航方法として，既存の温風ダクトを栽上il

ベッド上に吊り下げる方法による府首[5加杭の有効性につい

て検討した

トマト ~rr務 I)i の高さ;ryIJ孜温は，慣行区では概ね均ーで

あった.一方，J司部力日航区では生長点付近は慣行区より高

温となるが， 下部は低温となり， mモ直航度分析7に大きなZE

が生じた よLのよとから， Eh;研究で実施したiifilJ!i!しダクト配

置で，局部的な加1JEが可能であることが示された 温風ダ

クトの設置問さによる垂直i耐え分;(Iiの変化に関して，既存

の報告は見当たらないが，ヒート パイプを):11¥，、た報告

(Kempkesら， 2000)では，設問高さによる垂直制度分布の

変化は小さいと述べられており，瓶風|暖房機を刑いた本M

究と結果が~なる.これは， ヒート パイフ.による加瓶は熱

線}jx射による瓶度上昇が仁|コ心で，熱源から他物表1mまでの

sI"潟Itの影響を受けにくいのに対し則氏による加温は空気

の流れを介 した熱伝達が1'1こ1心で，加組方法により熱の伝わ

りブjが大きく異なっている (Teitelら， 1999)ためと考えら

れ，J司'i[i5加鼠には熱移動が起こりにくく よf，!5に熱が滞留す

る温風加温が適当であると思われた また，垂直温度分;(r;

と)iÍ!i設のJIi:r高との関連|生も ~lõCì;i; fこ大きいと考えられる.本

研究でf恥 、た施設の*'1'出は 3.6mと比較的高いため， 一般的

な胞設よりよドの温度差が大きくなったと推察された

tI~域の最低瓶度が局部JJllì，胤 18:で低下したのは，群落下部

の夜組低下が影響したと考えられる この恨域温度低下に

よる生育への影響は判然としないが，夜間平均でみると両

区とも地温の適温(青木， 1997) の範聞内であり， 円平均

および夜間平均では有語、差が認められなかったため，本研

究における地温の影響は小さいと考えられる しかし，外

気瓶や|暖房設定温度などの環境条件次第では，局部加杭に

よる地温の低下が板J或に|倖官を与える可能性も否定でき

ず，今後の検討課題の lつに挙げられた.

局音15加担区では，慣行区と比較して活果数に差がみられな

かったが，果重およひ、上物;'!l~率では加温方法による有意差が

認められ，上物収量は局;~i5加洞 12S:で多くなる傾向が示され

たまた，収量および果数には品種間差異が認められた局

部加温と品種の交互作用については，今回供試した品種が 2

品種と少なく，これらの品額の温度反応についても詳細に調

べられた例はないため， 具体的な考察は難 しいが，品種に

よって局百|出l温の効果に差がある可能性が示唆された.

次に，果重が同部方11温区で大きかったj京凶について，

Bertin (2005)は，トマトの果実肥大の初期速度は高楓ほど

大きいが，肥大を続ける期間は低瓶ほど長くなることを示

している. また， Adal1lsら (2001)は果実の温度が適杭の

範凶内であれば，低漏ほど柴笑重は大きくなり，果実以外

の部位のrlntJStが果実重へ与える影響は小さいことを明らか

にしている 局部力11瓶|乏の温度分布は，着果~果実肥大初

期の高さでは慣行I;{と同等かやや高く， 肥大中~後期の高

さでは低く 保たれたため，巣実重が大きくな りやすい温度

燃境であったと推察された 果実霊が大きくなったことで

小県の発生が.jflJえられ，止 rl~W よJl!:率が高まり，最終的に上物

収量が大きくなる可能制がHt祭された 一方，処理|天I'g'jで

成熟知l間の差が認められなかったのは，調ままの文、l象を比;1史

的安定して肥大する各果房の第 l架に限定したことがJJJ{I視

のーっとして考えられるため， 今後間度条件や対象の果実

を安更するな ど， [1}度検討する必~ーがある.

若;\f~特性として， 1m花間隔，開花数，花粉稔性にそれぞ

れ有志;差が認められなかった Adal1lsら (2001)は適瓶の

範凶内で， r51l乱ほど1m花間隔は縮まり， IJiHE数が附加する

ことを切らかにし前報(河11時ら，2010)でも局部加担を

実施した処理区 (生長点の夜間表而uiffiU主はおよそ 13.00C)

は， 局部加11Aを実施しなかった処配区 (同 9.60C)と比較

して開花間隔が短くなった このため，これらの着巣特性

は生長点付近の温度上昇により改芳ーする可能性があると忠

われるが，本研究では局部加温区と慣行|茎との生長点付近

のimu主主手:が最大でも IOC程度と比較的小さ く，慣行区，局

部方ui1lA区とも I30C以 ヒとトマトの夜間生育適慌のIf百四内

であったため，開花間隔および開花数は別{佐な差として現

れず，統計的な右語、差が検I:¥.lされなかったと推察される.

花粉稔|生については，多くの低航感受性1171種は 100C以下

の{抵抗に遭遇すると稔性が低下する (Fernandezら， 1994) 

が， P14研究での瓶度範聞ではPU処耳目区とも花粉は正常に発

達したと推察される

iffit風ダク トを吊り下げることによるよ位柴の受光量低下

には明縫な差が認められず，ダクトによる遮光の影響は小

さいと推察された. トマト 革姿には処理区間で差がみられ

なかったため， 夕、クトをIt¥り下げていても日中の光合成速

度 11慣行 と同f~.度であると推祭され， ダクト吊り下げによ

る光環境への悪影響は小さいと考えられた.

|暖房質'の節減効果については，ハウスを灰切っての試験

であったが，周部加{見区の燃料削減率が 26.2%となり， 5 

か月の加組実施期間で 10a当たりおよそ 13万円の燃料費

が削減できる と試算された 木研究で実施 した温風ダクト
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吊り下げによる局古15加温は，既存の杭風暖房機と，各栽培

ベッドに吊り Fげる温風ダク トおよび多少の設置具を用い

て笑施が可能である. そのため，慣行の加温方法からの変

更にかかる コストが小額で済み，容易に笑施できるメリ ッ

トがある.また CO2排出量は本研究では米調査であるが，

本方式による局部加温は燃料消費の削減が可能で，新たな

資材のき草入が少なくて済むため，慣行より 削減可能である

と推察された

摘要

トマ トの冬季施設生産における燃料費の削減のため，通

常i也市に配置する温風ダクトを，栽l古ベッド上に吊 りドげ，

f且風が生長点一開花花房付近に目立j妥当たるように配置して

局部加担を実施し，夜間の垂直祖度分布，収量および消費

燃料を慣行の暖房法と比較した 局部加担によって，柄。務

上部で慣行より夜間の気温および植物体表Tfiii毘度は高く推

移したが，Wf落下部は慣行より低混となった 局部川市i区

における上物果率および巣重は的行区より大となり，品種

により程度に差はあるものの， Jニ物収量が多くなる可能性

が示された また，果実はゼリ一部の比率が高くなった

間積当たり の燃料消費量は，局部加温区で慣行と比較して

26.2%の削減効果が見られ，ダクト ll有り下げによる局部加

瓶法が笑用的に実施可能であることが示された.
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