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ハナヤサイ類の花らい形成並びに発育の

温度灸件に関する研究（第4報）
温度制御条件下における植物体温と室温の関係

藤 目 車 扱，贋 瀬 忠 彦

STUDIES ON THE THERMAL CONDITIONS OF CURD FORMATION
AND DEVELOPMENTIN CAULIFLOWER ANI）BROCCOLI
IV．Relation between plant temperature and room temperatures
in temperature−COntrOlled condition
Yukihiro FuJIME and Tadahiko HIROSE

SⅦmmal・y

The relationbetweenplanttemperatureandroom temperatures wasinvestigatedin the temperature・−
controllednaturallightgrowthcabinet，intheglasshouseandinfieldconditions，uSing Nozaki−WaSe caul・
i董lowerplants with the7thor8th unfoldedleaf

1．，Inthegrowthcabinet，arOOmtemPeratureWaSCOntrOlledat14O，200，24Oand290Cand a Telative
humiditywaskeptatabout80％．Theshoottiptemperaturewaslowerthantheroomtemperatureinthe
gIOWthcabinetatnightい Thehigher theroom temperature，themorethe difference between room tem−

perature andshoottip temperatureincreasedu Ontheotherhand，the shoot tip temperature became
higherthantheroomtemperatureduringthedaytime．Thoughtheleaftemperaturebecamehigher than
theshoottip temperatureinthemajoIityofcases duringthedaytime，therewaslittle diiference among

thetemperaturesinshoottip，1eaforstematnight．Howeverinaroomtemperature of29OC，theleaf
temperaturebecamesomewhatlower thantheotherplant temperaturesatnight・

2．Whentheroom temperatureofthe grOWth cabinetwaschanged from240Cto120C，lowerlng the
roomtempe‡atureatnightwasぬsterthanduringthedaytimeandthetemperaturereached120Cinabout
40minutes．Whentheroomtemperaturewas changed from120Cto240C，thetemperature reached240C
inabout30minutes．Lea董temperature followedmostsensitivelythechangeofroomtemper・atureu Shoot
tip tempeIaturefollowedmoresensitivelythechangethanStemtemperature・Thelatterwaslateandthe
range of changewas the smallest

3，Theshoottiptemperatureat50cmabovethegroundin thecentralpartoftheglasshousewasable
tobekeptatmoIethan250Cwhenthe room temperatureat20cmabove thegroundinthenorthernpart
Oftheglasshou畠ewascontrolledathigher than260C．

4．Infieldconditions theshoot tip tempeIaturebecamelowerthantheairtemperatureat night・On
the otherhand，theshoot tip temperature becameequaltooralittle higherthantheairtemperature

duringthedaytimeastheamountofinsolationincreased．ThestemtempeIaturebecanehigherthanthe
temperature ofleafand shoot tipin many cases．

寓芸学会昭和58年春季大会にて発表
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摘

要

展開莫が7〜8枚になったカリフラワー ー野崎卑生，を自然光式グロースキャビネット，ガラス温室及び戸外で生
育させ，植物体温と室温の関係を調査した。

1自然光式グロ・−スキャビネットの温度設定（定温）を140，200，240及び29℃，相対湿度を約80％に保った。
夜間の茎頂温は室温より低下し，室温が高いほどその差は大きくなった。逆に，日中の茎頂温は室温より高くなっ
た。日中の葉温は茎頂温より高くなることが多かったが，夜間の部位別植物体温にほとんど差はなかった0しかし，
室温290cの時，夜間の菓温は他の植物体温よりかなり低くなった。
2．グロ−スキャビネットの温度設定を24℃から12℃に変えると，室温が低下す−るのは日中より夜間の方が早く，
約40分後には12℃に達した。グロ・−スキャビネットの温度設定を12℃から24℃に変えると，約30分後には24℃に達し
た。グロースキャビネットの室温の変化に敏感に追従するのは某湿であり，次いで茎頂温が変化し，茎温の変化はも
っとも小さくかつ遅れた。

3ガラス温室で北側の地上20cmの室温を26℃に保つと，中央部の地上50cmの位暦の茎頂温は25℃より低下
することばなかった。

4。戸外での夜間の茎頂温ほ気温より低くなったが，日中の茎頂温は日射の増加に伴い，気温に等しいかあるいは
やや高くなった。日中の茎温は，某温及び茎頂温より高くなることが多かった0
緒

R

春化温度の受容部位は，intactな植物でほ茎頂部とされている（8）。そこで，春化温度を求めるということは，春
化が誘起される条件下での茎頂部の植物体温を求めるということであり，春化を誘起するには，茎頂温を所定の温度
に到達させなければならない。しかし，茎頂部のような微細な部位の温度を測定することば技術的に困難なため，実
際には春化が誘起される条件下の気温が測定され，便宜的に春化温度とされている。筆者らの実験においても，春化
温度として植物体温ではなく気温を調べてきた（3）。

従って，春化温度を論議する際には，植物体温（とくに茎頂温）と気温の関係を明らかにしておく必要がある0植
物体温（とくに葉湿）は日射，気温あるいは風速などの影響を受け 日中は気温より高く，夜間は逆に気温より低く
経過することが多いとされている（18−19〉。植物体の部位によっては，その形状及び京散の場である気孔の分布は同じ
でなく，植物体温は部位によって異なると思われる．植物体温のうち，菓温（10・11，12・18，19）
及び果実温（1，9，16 と気温と
の関係については幾っかの報告があるが，茎頂温の測定例はなく，，気温との関係は明らかでない0
そこで，植物体温（茎頂温，茎温及び菓温）と気温との関係を調べたところ一定の関係が認められたので，その結
果を以下に報告する。
材料及び方法

実験1．定温条件下における植物体温
定温条件下における植物体温と室温との関係を究明するため，室温140，200，240及び29℃で植物を育て，茎頂
温，茎温及び葉温の変化を測定した。

供試植物にはカリフラワーt野崎早生，を用いた。1979年4月20日にガラス温室（最低夜湿20℃）には種し，展開
業が約4枚時に移植を行い，展開菓が約7枚になった5月28日に1／5，000aのワグナーポソトへ鉢上げした。6月9
日に5個体を自然光式グロースキャビネットへ移し，別の5個体を戸外へ・移した。グロ・−スキャビネットの外形寸法
は1．5m（縦）×1．5m（横）×1．7m（高さ），平均風速は0‖5m／秒，相対湿度は80％に制御した0室温の設定は14℃
（6月10日午後5時〜6月11日午後5時），20℃（6月11日午後5時〜6月12日午後5時），24℃（6月12日午後5時〜
6月13日午後5時）及び29℃（6月13日午後5時〜6月14日午後5時）とした．グロ・−スキャピネット内外においた
植物の植物体温，露点，気温及び日射鼠を測定した．植物体温の測定には日射の影響をさけるため直径0・・1mmの銅
・コンスタンタン熟竃対を用い，茎頂取茎の中央部及び其の表面中央部の葉肉部へ密着させた0垂直な茎頂部及び
茎部の南面側で茎頂温と茎温を測定し，菓温は水平な展開其の中央で葉脈をさけた位置を選んで測定した0グロ・−ス
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キャビネット内外の気渥及び露点の測定にはデジタル混湿度計（塩化リチウム露点センサ…）を用い，測定位饅は抹
面あるいは地表軋より50c111の1モーほ（植物体の慕頂部と同じ■高さ）とした。舅緑、もと気混の測定植から，飽莞と相対湿
度を群朝した。ri射は呵現線廿射欄・で測定した。基礎満でのこれらの計器からの出力をデジタルデーター集録器
（YODAC【8）に入れ，30分おきに24相関同時記録させた。実験期備中の大悦気札 日射鼠及び風速を，香川ノく学ぷ迭
学部気象月表より披すいして雛1表に示した。熱電対零≠いた植物体混の測定の梯子を第1図に示した。なお，6月
10日ノ】ニ後5時〜6月12廿午前10時の「1射ili二ほ，計舘の接続不良のため測定できなかった。6月H＝年前11時30分に室
温が高くなりすぎたので，渥度謂定を20c下げた。
Tablel．Date，air tempel・ature，a1710unt Ofinsolation，Wind velocity and weather・
Amount of
iIISOlation
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O
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交混条件下における植物イ本温と実況の胤係を究≠
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実験2．変温条件下における植物体混
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するため。室湿養240cあるいほ120cに変え，変ラブI−し処

理に伴う植物休混の変化を調査した。
実験1に川いたと同じ個体を供ぶした。渥度≠閥
灸件を定渥から餅−‖t（240cノ′12℃）にした以外，測
1Lか法及び測定埴i封まジミ験1の場ハと同じにした。

突放はゥ1979隼6月8！l〜6」JlOf†に行った。＞′l∴前
6時〜午前8時，年前11時〜午後2時及び′ト後5時

〜牛後8時の実況艮2dOcとして，それ以外の時制の
室渥ほ120cとした。なれ 測定ほ6ノj8rlの′l二枚6

Fig．1．View of measurement of plant
temperaLure using a thermo couple．

特7分より開始して．30分おきに2仁川≒j寺ト）たぐ7
実験3．ガラス温室における植物体温
ガラス混室における紗物体温と室渥との関係音灘べるため，温風暖房罠を川いて最低夜混を26℃に保ったガラス温
室内で，植滞納帰一】11の変化を，言J，リベた。，
実験には，り溺灸1に甘いたと同じ†柳本を供試した。1979隼6月5！1に5イ脚本を渥室におき，さらに5イ卿本を戸外へ
おいた。供．試したガラス況室は南北朝で，人きさば9．45m〉く7．2m，帖ミー≡iは2mであった。jljいた電気況瀾腰房器の
ヒーター容揖ほ15KW，出力ほ12，900Kcal／時であった。拙走方法及び測定項目は実働1の場合と同じにした。実
験1と異なる点は，地上50cmの気混及び露点を測はする代わりに，地上20cm及び地上100cmの矢沢と地上20cm
の露点を測定したことである。実験は6月5‡∧1牛後5時〜6月7！ニ！午後5時まで行い，その聞に30分おきに測定し
た。なお，況室北朝の胤上20cmに！′‡記温度記鉦汁をおき，この位旧の最低授f。■．たが26℃を下らないように電気混風邪
を作助させた。
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果

結

実験1定温条件下における植物体温
グロ・−スキャビネソトにおいた夜間の茎頂温ほ室温より低く，室渦の高いほど室温一茎頂温差は大きくな・つた（節
2図〜第5図）。茎頂温がもっとも低下した時の室温一茎頂温差は，室温140，200，240及び290cの時にそれぞれ
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Fig 2小Relation among plant temperature，air
temperature，relative humidity andsatu−
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o壬−140C（Expl）
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Fig・4．Relation among plant temperature，air
temperature，relativehumidity andsatu−
ration deficitin a naturallight growth
Cabinet kept at a constant temperature
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Fig 3．Relation among plant temperature，air
temperature，relative humidity and satu−
ration deficitin a naturallight growth
Cabinet kept at a constant temperature
o壬200C（Exo1）
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170，1580，2170及び238℃であった。日中の菓温は茎頂温より高くなることが多かったが，夜間の部位別植物
体温にはとんど差はなかった。ただし室温290cの場合 夜間の菓温は他の植物体温よりかなり低くなった。室温の設

定を140，200，240及び29℃とした時，平均相対湿度はそれぞれ88．3，87、8，818及び757％で，室温29℃の場合
にやや低下していた。夜間（年後8時〜午前5時）の平均飽差は室温140，200，24◇及び29℃の時にそれぞれ1．50，
246，498及び1152mbと室温の高いはど大きく，室温の高いほど煮散は大きかったと推察される。
戸外においた植物の茎頂温は気温より常に低く，
その平均温度差は1．01℃であった。夜間の某湿は茎
頂温及び茎温よりやや低く，日中の茎温は茎頂温及
どの測定時においても，グロ・−スキャビネット内

の日射鼠ほ戸外の場合の約半分になっていた。例え
ば，6月12日の午前10時15分〜午後5時までのグロ
ースキャビネット内の日射量は7297cal／c戒，戸外
O

UO♂hn宗一邑∈U↑

び菓温より高くなった（欝6図）。

のそれは14567cal／cI昂であった。
実験2．変温条件下における植物体温
植物体温及びその他の気象要因を2日間測定した
結果はほぼ同じであったためヨ 6月8日〜6月9日
17
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Fig＼6．Relation among planttemperature，air
temperat11re，relativehumidity and satu．
rationdeficitinafieldcondition（Exp．1）

の結果を欝7図，第8図に示した。室温の設定を24
℃から12℃に変えると，室温が低下するのは日中よ
り夜間の方が早ぐて約40分後には12℃に達したが，
日中には約60分後に12℃に達した。室温の設定を12
℃から24℃に変え．ると，室温が上昇するのは低下さ

せる場合より早く，約30分後には24℃に達した（第7図）。室温の上昇あるいは低下に敏感に反応するのは業温であ
り，次いで茎頂温が変化し，茎温の変化はもっとも遅れた。日中の植物体温とくに菓温は，日射温の増加に伴い，室

温よりかなり高くなった。
戸外においた植物の夜間の植物体温は気温より低いが，午前6時頃より気温に等しくなった．その後，日射盈の増
加に伴って植物体温，とくに茎温は気温より高くなった（欝8図）。

実験きガラス温室における植物体温
2日間植物体温を測定したところ，その測定結果はほぼ同じであったため，6月5日〜6月6日の結果を第9図，
第10区lに示した。夜間は電気温風暖房器が作動するのに伴い，地上20cm及び地上100cmの気温はかなり上昇した。
地上20cmの気温はかなり変化し，25℃より低くなることもあったが，茎頂温は25℃以上に保たれた（罪9図）。植
物体温の中では葉温が室温の変化の影響を大きく受けでまず変化し，上昇あるいは低下した。
温室内の日射鼻は戸外の場合に比べると，約半分に減少していた。戸外の気温は低かったためか，植物体温と気温
の差は小さかった（第10図）。

植物体温と気温が同じでないことは，古くから知られていた。しかし，植物体温と気温などの気象要因を同時に測
定して，その関係が調べられるようになったのは近年になってからのことである。本実験で，自然光式グロ1−スキャ
ビネットでカリフラワ・−を育てると，夜間の植物体温（茎頂温，茎温及び莫温）は室温より低下し，その差は室温の
高いはど大きく，葉温を測定したMatsui・Eguchi（10・12）の結果と一哉した。−・般に，夜間の植物体温は放射冷却の
ため気温より低くなるとされている。しかし，このことば主として葉温について測定されており，茎温についての報
告は極めて少なく（21），茎頂温の測定例ほない。夜間の菓温は室温以外に風速及び湿皮の影響を受け，風速の増加す
るほど英一・気温差は小さくなり，湿度の低いほど菓温も低下するとされている（11・12・ユる，19・20・21）。Matsui・Egucbi（10・12）

は，室温が高くなるほど夜間の英一室温差の大きくなることを示したが，その原因については述べていない。本実験
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Fig．7．Effecto壬 air temperature on plant temperatuIe and saturation
deficit when air tempe‡ature WaS Changed from120C to240Cand
Vice versain a naturallight growth cabinet。Air temperaturewas

Changedfrom120C to24OCat6：00a．mリ11：00anand5：00p m
andfrom240Cto12OCat8：00a．m．，2：00p．．m．and8：00p．．m…（Exp，2）．
ほグロ・−スキャビネットで行い，風速は一定であった。相対湿度は約80％に制御されており，室温29℃の場合にのみ
若干低くなっていた。相対湿度が同じであっても室温が異なれば，飽和茶気圧との差である飽差は異なり，ダウンズ
・ヘルマース（2）と佐伯（17〉も指摘しているように！室温の高いほど飽差は著しく大きくなる。そこで，室温の高いほ
ど飽差が大きいため京散が盛んになり，気化熱を奪われた結果，植物体温は室温より低くなったと推察される0
室温140，200及び24℃の場合，夜間における部位別の植物体温に差ほほとんどなかった。しかし，室温29℃にお
いては莫温がもっとも低く，次いで茎頂温，茎温の順に室温に近くなることが示された。茎からの讃散は皮目に限ら
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Fig．8．Relation among・plant temperature，air temperature，relative
humidityand saturation deficitin afieldcondition（Exp2）
れるが，某面においては兼散の場である気孔の分布が多く，クチクラ屈もよく発達している。また，茎頂部における
気孔及びクテクラ層の発育は展開菓より劣ると思われる。そこで，兼散がもっとも盛んに行われた葉面の温度がもっ
とも低下し，次いで茎頂部の温度が茎湿より低くなったと思われる。山本（21）も夜間の植物体温を調べ，茎温より某

温が低くなることを報告している。
本実験で，自然光式グロースキャビネット内の日中の茎頂温，茎温及び某温は室温より高くなることが示された○
日中の植物体温についての報告はほとんどが菓温（4ふ6・7・l＝ユ）あるいは果実温（1・9・16）についてであり，茎頂湿及び茎
温と気象要因との関係は明らかでない。上記の報告によれば，日中の気温上昇及び日射の増加に伴って葉温は高ぐな
り，・また風速の増加するほど英一気温差は小さくなり，湿度が低くなるのに伴い葉温も低下するとしている。本実験
でグロースキャビネットの室温，風速及び湿度はほぼ−・定に制御されていた。従って，日中の植物体温が室温より高
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Fig‖9．Tr・anSitionofplanttemperature，airtemperature，relativehumidity
and saturation deficitin aglasshouse（Exp。3）．The g1asshouse
was heatedwith aheater董rom6：00p小mtO9：00am．to maintain
air temperature above260C
くなったのは，日射盛が増加したためと考えられる。日射盈のもっとも増加したと思われる年前11時〜年後2時の某
一室温差が大きいことからも，この可能性は高いと思われる。また，Matsui・Eguchi（10）とHorie（7）は日中の気
温の低いほど英一気温差が大きいと報告している。しかし，本実験では葉T・室温差と室温との問に一定の傾向は認め
られなかった。これは，Matsui・Eguchi（10）とHoIie（T）の実験では放射強度を−・定にしていたのに対して，本実

験は自然光式グロースキャビネットで行っておりり それぞれの室温における日射鼻が異っていたためと思われる。
日中の部位別の植物体温には差があり，葉温がもっとも高く，茎温と茎頂温の間にははとんど差のないことが示さ
れた。これは，茎頂部と茎が鉛直方向に位置するのに対し，菓面ほはぼ水平方向にあり，日射の影響を大きく受ける
ためと思われる。武智（1さ▼19）はイネを用い，水平其の方が鉛直葉より受光鼠は大きく，葉温も高いことを報告してい
る。本実験で日中の菓温は常に室温より高く，■また室温の変化に敏感に反応し，室温の低下に伴って菓温も低下して
茎頂温及び茎温より低くなることが示された。業温は気温の変化によく追従するが，茎，果実，枝及び幹の温度は遅
れて変化することが報告されている（14・1S・21）

。莫温が他の植物体温より気温の変化に敏感に反応するのは，その形が薄

ぐて扁平であり，体積の割合に比べて表面積が大きく，熟を効率よく伝導するためと考えられる。気温の変化に植物
体温が追従できずに遅れる現象について山本（21）は，空気と植物体の熟容盈の差によると報告している。
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Fig。10．Transitionofplanttemperature，air temperature，relativehumidity
and saturation deficitin a field condition（Exp 3）。
戸外での日中の植物体温の変化はグロースキャビネットの場合と異なり，茎温がほとんどの場合もっとも高くなる
ことが示された。同時刻のグロースキャビネット内外の気象条件を比較すると，戸外の日射鼠はグロ・−スキャビネッ
ト内の約2倍あり，日射盈の多いはど菓温は高くなるため，葉温が他の植物体温より高くなると思われた。しかし，
戸外の飽差ほグロースキャビネット内より著しく高くなっており，そのため兼散が盛んになって気化熱を奪われ，菓
温が茎温より低くなったのではないかと推察される。長谷川（5）は，日中のイネの葉温は気温より低いがヒエの葉温
は気温より高いことを示し，この原因はイネの兼散がヒエより高いためであることを明らかにしている。植物体温
は，日射盈，湿度，飽差以外に気温及び風速の影響を受けるが，本実験におけるグロ・−スキャビネット内外の気温及
び風速は同じでなく，これらが植物体温にどのような影響を及ぼしたかほ明らかでない。
グロ・−スキャビネットの日中の室温は12℃から24℃に上昇させるには約30分でよいが，逆に24℃から12℃に低下さ
せるには約60分必要なことが示された。自然光式グロ・−スキャビネッ＝においてほ，その壁面及び床面が日射を受け
ているため，日中の温度上昇は低下の場合に比べて短時間におこると思われる。グロ・−スキャビネットの室温が所定
の温度に達する頃，茎頂温もほぼ同温度に達することが示された。しかし先述したどとく，日中の植物体温は室温よ
り高く，夜間にはその逆になる。日射患の多い時にほ植物体温は室温よりかなり高くなると考えられ，菓一気温差は
草本植物で5℃以上，ミカン莫では10℃以上になることも珍しくなく，20℃以上に達する例も報告されている（18・19）。
本実験でも日射盛の多かった6月9日には，英一気温差は6℃以上に達している。従って，日中に外気温より室温を
低くする際には，例え室温ほ所定の温度に低下しても，植物体温とくに菓温は室温より高いことを考慮に入れる必要
がある◇
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南北棟のガラス温室における気温の水平分布は，風上側が風下側より高いとされている（13）。本実験ではガラス温室
の南北の温度差を1℃と考え，温室北側の地上20cmの位置に自記温度記録計をおき，26℃以上になるよう管理し
た。その結果，夜間の茎頂温は25℃より低下しなかったことが示された。温室における気温の垂直分布は加温方法に
よって異なるとされ，温風暖房器による場合には高い位置はど高温になることが報告されている（22）。本実験において
も地上100cmの気温は地上20cm の気温より常に高く保たれて■いた。植物のおかれていた温室中央部で，地上
20cmの気温ほ25℃より低くなることもあったが，茎頂部は地上50cmの位置にあったため25℃より低くならなかっ
たと思われる。植物体温の変動は気温のそれより小さいことが報告されており（21），本実験においても同じ結果が得
られた。植物体温の変動が気温のそれより小さいのは，植物体の熟容題が空気のそれより大きいためであり，また植
物体は多良の水を含むため比熱が大きく，植物体温の変化が緩やかであるため（2）と思われる。
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