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連絡

四国農業研究監 
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循環扇等による気流制御の技
術と効果を解説 

講義

畔柳武司 
生野地区 
会議室 資料③
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～  
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細霧冷房による高 
温対策技術 
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用技術を解説 

講義
柴田昇平 

生野地区 
会議室 資料④

15:55 
～  

16:45 

被覆資材を利用し 
た高温対策 

遮熱、反射あるいはネット等の
被覆資材を利用した高温対策
技術について解説 

講義
川嶋浩樹 
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会議室 資料⑤

16:45 
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講師 
生野地区 
会議室  
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（金）  
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～  
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高温期における施 
設野菜の生理生態 
と対策技術の現状 
 
(途中休憩15分） 

高温期における施設野菜の生
理生態と高温障害対策技術の
開発状況、低段密植栽培の夏季
における育苗等について解説 

講義

鈴木克己 
(野菜茶研) 

生野地区 
会議室 資料⑥

10:30 
～  

11:20 

高温期のイチゴ高 
設栽培における諸 
問題と対策技術 

イチゴ高設栽培の高温期にお
ける諸問題、気化潜熱を利用し
た培地温の昇温抑制などの暑
熱対策技術の現状を解説 

講義

山崎敬亮 
(近中四農研) 生野地区 

会議室 資料⑦

11:20 
～  

12:10 

高温下における施 
設内作業の暑熱対 
策と軽労化技術 

作業者に対する暑熱対策の考
え方と軽労化・省力化を含めた
対策技術を解説 

講義
長﨑裕司 
(近中四農研) 生野地区 

会議室 資料⑧

      休憩（昼食）  

13:00 
～  

14:00 

傾斜地における施 
設園芸研究の紹介 
（見学） 

生野地区内に設置された傾斜
ハウス、傾斜地用養液栽培装
置、日射制御型拍動自動潅水装
置等、当研究チームの研究成果
を紹介 

見学

中山間傾斜地域施設 
園芸研究チーム 

生野地区 
圃場  

14:00 
～  

14:50 

総合討論 研修全般を通しての質疑応答
と意見交換、研究開発と普及指
導の連携に関する討議 

討議
講師 
中山間傾斜地域施設 
園芸研究チーム 

生野地区 
会議室  

14:50 
～  

15:00 

閉講式 挨拶、事務連絡 挨拶
  
連絡

研究管理監 
生野地区 
会議室  

 



 
 

 

暑熱時の施設内環境特性と環境制御 
 

筑波大学生物資源学類(前大学院生命環境科学研究科) 山口智治 

 

 

１．はじめに 

 周年利用を求める栽培施設，とりわけ大型栽培施設においては，夏季高温時の降温調節

法の導入は極めて関心の高い課題である。温室の降温調節は，一般的には，遮光と換気あ

るいは冷房によって行われるが，遮光および換気のみでは室内気温を外気温以下に降下さ

せることは不可能である。また強すぎる遮光は，ある場合には作物生理にとってマイナス

要因ともなる。そこで，冷房法の導入が考えられるが，費用対効果（経済性）が大きな障

害となる。施設園芸における比較的安価な冷房方法は，水の気化冷却作用を利用した気化

（蒸発）冷房システムの採用であり，現在は，主に細霧冷房方式およびパッド＆ファン方

式が導入されている。本稿では，夏季における温室の降温調節法に関わる基本的な温室の

熱収支，熱的環境要因の特性，遮光，換気，および蒸発冷房方式の一つであるパッドアン

ドファン冷房方式の概要と導入事例について述べる。 
 
２．温室の熱収支と熱的環境要因の特性  
１）温室の熱収支  
 夏季高温時の温室における降温調節を主題として，そこでの熱収支を考える。熱収支基

本式は以下の通りである。 
     Ｑ ＝ Qt ＋ Ｑv ＋ ＱR            (1) 

ここで，Ｑは冷房負荷，Qt は被覆面を通過する貫流熱量，Ｑv は換気による伝熱量，ＱR

はハウス内で発生または吸収する熱による負荷を示す。右辺の各項の符号は室内の熱を増

加させるとき正とする。 
（冬季の暖房設計時おいては，Ｑは暖房負荷となり，右辺の符号は冷房時とは逆になる） 
 また，右辺各項は次のように表される。 
     Qt ＝ ｋ (ｔ i － ｔo) Ａw            (2) 
     Ｑv ＝ ｈv （ｔ i － ｔo) Ａw          (3) 
     ＱR ＝ (Ｒo － Ｂo) Ａ f                 (4) 
 ここで，ｔ i，ｔo はそれぞれ室内，室外気温，ｋは熱貫流率，ｈv は換気伝熱係数，Ｒo

は室内床面における純放射量，Ｂo は地中伝導熱量，Ａw，Ａ f はそれぞれ被覆面積および床

面積である。 
 図１は温室での昼夜の熱収支を模式的に示すものである（岡田,1986）。昼の例は，作物

がかなり繁茂していて晴天で換気が十分に行われている場合を，夜の例は，晴天時で無加

温の場合を想定している。図中の数字は，昼は温室表面に到達する日射量を，また夜は地

中から温室内に放出される地中伝導熱量を 100 とした場合の各部の熱流量の割合を示す概

数である。これらの数値は，施設の構造や気象条件，換気，加温・冷房などの管理条件な

どによって変化する。 
 温室表面に到達した日射は，被覆材や構造材により一部は反射および吸収され，残りが

室内に透過する。透過日射の一部は作物や地表面で反射され，最終的に室外の日射量の 50
～60％程度が室内で吸収されて熱となり，換気・貫流・熱伝導によって再び室外に放出さ

れる。 
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図１ 昼夜の温室における熱収支模式(岡田,1986）   図 2 日射の波長当たりエネルギー 
 
２）熱環境要因の特性  
(1) 日射（光）  
 夏季・快晴日・正午頃の室外水平面全天日射量は，1,000ｗ･ｍ -2（860kcal･ｍ -2･ｈ -1）程

度に達し，遮光をしなければ，このおよそ 50～70％の熱が温室内で吸収される。この入射

した日射の多くは，作物の葉面や土壌表面で吸収され，葉温や土壌表面温度の上昇と蒸発

散に消費される。葉温や土壌表面温度の上昇にともない室内気温も上昇し，また蒸発散に

より室内湿度は変化する。このように，入射した日射は，温室内の気温や湿度要因を形成

する熱源として機能している。他方，作物の葉面が吸収した日射の大部分は葉温上昇と蒸

発散に使われるが，一部は作物生育の原動力である光合成にも消費される。 
 このように，日射は温室内で，気温・湿度の形成ならびに光合成に直接的影響を与える

重要な環境要因である。 
 夏季における温室の降温調節としては，強すぎる日射の入射を抑制する「遮光」が重要

な環境制御法となる。 
 
(2) 温度  
 特殊な場合（冷房，放射冷却による気温逆転現象など）を除けば，室温は昼夜ともに外

気温以上となる。昼も室温が外気温より何度高くなるかは，入射日射量，換気量，室内蒸

発散量などによっている。とくに，日射量の変動による室温変動の度合いが大きい。 
 
(3) 湿度  
 温室内では，作物体表面からの蒸発散及び土壌表面からの蒸発があるため，室内湿度（絶

対湿度）は，一般に室外空気のそれよりも高い。室内の相対湿度は，室内蒸発散量，換気

量，室外空気の絶対湿度，室温変化などの影響を受けて変化する。 
 温度と湿度は，作物にとっての好適生育条件に，また温室内での作業者の快適条件に大

きく影響する環境要因であり，温室内環境制御の重要項目である。作物・作業者を取り囲

む空気を湿り空気，水蒸気を取り除いた空気を乾き空気という。ある湿り空気に対する湿

度の表し方にはいくつかある。それぞれの定義と関連用語を表 1 に示す。 
 湿り空気の状態を表す諸量（乾球温度，湿球温度，水蒸気圧，露点温度，絶対湿度，相

対湿度，エンタルピなど）を線図として表したものを湿り空気線図という。横軸に乾球温

度，縦軸に絶対湿度および水蒸気圧をとったものがよく利用される（図 3）。線図は標準大

気圧（1,013.25hPa）について計算されものである。湿り空気線図では，ある空気の状態

は２つの状態量の一つの交点（状態点）で表され，２つの状態量が決まれば他の量が直ち

に読み取られる（図 4）。 
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         表１ 湿り空気に関連する用語とその定義 

用　語 記号 単位 定　　　義

乾球温度 ｔ ℃ 温度計の感温部が乾いている状態で測定した温度

湿球温度 ｔw ℃
温度計の感温部を文字でぬらした布または紙で包み測定
した温度。湿球回りの気流速が5m/s以上であれば測定値
はほぼ一定

水蒸気分圧 ｐw Ｐａ
湿り空気中の水蒸気の分圧。ある温度で空気が含みうる最
大の水蒸気を含んだ場合を飽和という。

飽差 Ｐａ 水蒸気分圧ｅと，同温度の飽和穂状気圧ｅｓの差

相対湿度 φ ％
湿り空気の穂状気圧ｅと，それと同温度の飽和水蒸気圧と
の比（ｅ/ｅｓ×100)

絶対湿度（工学）
混合比（気象学）

ｘ kg/kg’ 湿り空気中の乾き空気1kgに対する水蒸気の質量

露点温度 ｔdp ℃
湿り空気の温度を定圧下で低下させていくときに水蒸気
が凝結（結露）を始める温度

比容積 ｖ m3/kg' 乾き空気1kgあたりで表した湿り空気の容積

顕熱 kJ/kg' 物質の温度変化によって出入りする熱量

潜熱 kJ/kg' 物質の相変化（蒸発，凝縮など）によって出入りする熱量

エンタルピ ｈ kJ/kg'
0℃の乾き空気を基準にして図った湿り空気のもつ熱量。
ｈ＝1.005ｘ＋(2501＋1.846ｔ)  

   
     図 3 湿り空気線図           図 4 湿り空気線図の見方 
(4) 気流速  
 温室内の気流速は当然ながら室外に比べて小さい。室内の気流速は，室外風速，内外気

温差に起因する自然対流，換気量などに影響を受ける。様々な環境要因と植物の光合成あ

るいは生育との関係上，気流速は重要な因子である。施設栽培など半閉鎖型植物生産施設

内では，光合成促進のための葉面境界層抵抗値を小さくする目的に加え，植物体を取り巻

く気温，湿度，ＣＯ2 濃度などの空気環境要因の空間分布を均一化するために，換気・撹

拌により必要な気流速を得ることが必要となる。 
 
３．夏季高温時の温室の降温調節法  
１）遮光  
 施設栽培における遮光の目的は２つある。一つは，軟弱野菜，花き，観葉植物などの栽

培において夏季の高温回避にため積極的に遮光を行う場合であり，必要以上の強光を減じ

るとともに，気温，地温，葉温の上昇を抑制することである。この目的のため，種々の透

過率の寒冷紗，遮光シート，不織布，塗料などが用いられている。遮光のもう一つの目的

は，短日長にすることにより，花成の促進や抑制を図り，開花時期を調節するものである。 
 遮光資材は，材質・織り方，透過率，遮熱性など様々な特性を持つ製品が市販されてい

る（表 3）。遮光材に要求される機能は，上方からの熱遮断性能と，理想的には選択光透過

性によって熱の透過を減少させ，光合成有効波長生きのエネルギー透過割合を高く保つこ

ととされる。また，遮光材から下向きの熱放射が少ないこと，さらには遮光シートなどに

よって下から上方向への対流による熱移動が妨げられるので，通気性の確保が要求される

（須藤，2004）。 
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       表 2 施設野菜および花きの好適光強度  （鴨田，1977） 

区　分 確保目標 種　　　類

強　光
40 klx (724μmol･m-2･s－１)以上

350 W･m-2以上

（野菜）メロン，ﾄﾏﾄ，スイカ，カボチャ，夏キュウリ，ピーマン
（花き）バラ，キク，カーネーション

中　光
10～40 klx (181～724μmol･m-2･s－１)

70～350 W･m-2

（野菜）エンドウ，インゲン，セルリー，カブ
（花き）ストック，シクラメン，フリージャ，シャコバ

弱　光
10 klx (181μmol･m-2･s－１)以下

70 W･m-2以下

（野菜）ミツバ，ショウガ，レタス，フキ，シソ，シュンギク
（花き）グリキシニア，カラジューム，ムンステラ，アナナス

（東出，2004)  
 

表 3 遮光資材の特性比較  （日本施設園芸協会 1991） 

 
 

遮光資材の被覆方法には，外部被覆と内部被覆とがある。外部被覆では，遮光資材をハ

ウスの外側から直接ハウス外面に重ねるか，数十 cm 反して被覆する。また，遮光資材を

常時被覆したままの固定式と，遮光不要時に動力で巻き取る可動式がある。台風などの強

風時には保守に注意を要する。内張り方法の場合，室外からの透過日射を室内展張の遮光

資材が吸収し，室内側に再放射するため，昇温抑制効果は外部被覆方法より劣る場合があ

る。 
 

  
図 5 内部遮光          図 6 外部遮光 
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２）換気  
 一般に，農業施設における換気の目的は，温度調節，湿度調節および新鮮外気の供給で

ある。栽培施設においても同様に，室内気温と湿度を出来る限り設定値に近づけ，また新

鮮外気により室内において光合成で不足するＣＯ2 を導入する。あわせて，換気による室

内空気の流動化をうながし，作物群落内および作物体のガス交換を促進する。 
 温室の換気量の定量的表現法に以下のものがある。 
ａ．換気量（速度）：単位時間に流入する空気容積（m3･h-1）あるいは空気中の乾き空気質

量（kg-DA･h-1）. 
ｂ．換気回数：換気量を温室容積で除したもの。 
    換気回数（h-1）＝換気量（m3･h-1）÷温室容積（m3） 
ｃ．換気率：温室床面積当たりの換気量。 
    換気率（m3･m-2･h-1）＝換気量（m3･h-1）÷温室床面積（m2） 
              ＝換気回数（h-1）×温室の平均高さ(m) 
 温室内気温，湿度，ＣＯ2 濃度などを設定値に保つために必要な換気率を必要換気率と

いう。昼間の温室内気温は，吸収日射エネルギーによって外気温より高くなる。温室内外

気温差は，図 7 に示すとおり，換気率が大きいほど，温室内吸収日射エネルギーが小さい

ほど，また吸収日射エネルギーのうち顕熱化するエネルギー割合が小さいほど，小さくな

る。 

 
図 7 換気率と内外気温差の関係（岡田，1986） 

 
 換気方式には，自然換気方式と強制（機械）換気方式とがある。自然換気方式は，換気

窓を開放して換気を行う方式であり，換気駆動力は，外風の風圧力（風力換気）と温室内

外の気温差によって生じる浮力（温度差換気または重力換気）である。したがって，自然

換気は風力換気と温度差換気が合わさったものである。屋外風速が約 2m･s-1 以上では風力

換気が卓越し，換気量は風速にほぼ比例して増加する。1 m･s-1 以下では温度差換気が卓越

する。 
他方，強制換気の駆動力は，換気扇（ファン）の圧力である。換気扇の他に吸気口また

は排気口が必要である。強制換気を利用している施設設置面積は 20％程度（日本施設園芸

協会，2009）で，残りは自然換気を利用している。また，自動天窓開閉装置を設置してい

る面積は約 10％である。 
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４．パッドアンドファン冷房方式 

１）冷房システムと原理 

 パッドアンドファンは，図 8 に示すように，冷却パッド（クールパッドまたはセルパッ

ドともいわれる）と排気ファンを組み合わせた冷房システムである。温室の一方の壁部に

取り付けたパッドの上部からパッド中に水を流下させ，高温の外気がパッドを通過する際

に気化冷却され，室内へ導入される。 

 

    図 8 パッドアンドファン冷房システムの模式     図 9 冷却パッド 

 

このパッド（図 9）は，セルロースペーパー製の厚さ 100～150mm 組み合わせ成形品が

使われている。温室内を通過した空気は，パッドと反対側の壁面に設置した換気扇(ファン)

により排気される。 

 

２）冷房効果と限界 

高温外気がパッド部を通過し，室内に流入する際，気化冷却により温度降下を生じるが，

この降温度は外気の相対湿度（湿球温度）に関係している。理論的には，外気の湿球温度

まで低下し得るのだが，実際には外気乾球温度と湿球温度との差（最大降温度）の 75～85％

程度の冷却効率となっている。したがって，外気の相対湿度が低いほど（乾燥しているほ

ど）降温度は大きくなる。従来，ともすれば夏季に高温多湿性気候にある日本では気化冷

却は向かないとの説はこのことにも寄っている。 

外気乾球温度が 33℃，湿球温度が 26℃の場合（相対湿度は 58％），乾湿球温度差は 7℃

であり，パッドの冷却効率が 85％であれば，パッド通過時の降温度は 6℃になる。他方，

夜間では，外気相対湿度は 90％以上になり，ここでは降温はほとんど期待できないことに

なる。また，昼夜共にパッド通過後の空気湿度はパッドにより加湿され上昇することにな

る。 

パッドアンドファン方式の大きな欠点といわれるのが，温室内では日射熱が外部から加

わるため，パッドからファン側への気流方向に沿った 2～5℃程度の温度上昇（室内昇温度）

があることである。これにより，温室内位置による作物の成長差が生じる場合もあり，そ

の対策には遮光を組み併せて，日射熱の影響を緩和する必要がある。この昇温度は温室長

さが長いほど大きく，通常，パッド＆ファン温室にあっては，長さは 50m 以下に制限すべ

きとされている。 
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３）パッドアンドファン方式の特徴 

細霧冷房方式と比較した場合のパッドアンドファン方式の長所は以下の通りである(林，

2006）。  

a.作物の濡れを生じないため，病害発生が軽減される。 

b.ファン利用のため換気量変化が少なく，急激な温度変化がない。したがって，自動制御

が容易である。 

c.海外において利用事例多く，設計資料が比較的整っている。 

他方，短所は， 

a.先述の通り，パッドからファンに向けての昇温を生じやすい。 

b.このため，温室長さは 50ｍ程度に制限される。 

c.草丈の高い，また密植されている場合，通気抵抗が大きくなり，冷房効果が低下する懸

念がある。 

d.設置コストは細霧冷房より高価となり，またファン運転の電力費がかかる。 

 

４）パッドアンドファン装置価格 

 パッド＆ファン設備の最近の見積例を表 4 に示す。新設温室にパッド＆ファンを設備し

た場合，1,000m2 当たりでは約 357 万円（税込み）となっている。同規模の細霧冷房シス

テムの設備費に比べると，1.8～2.3 倍程度高額となっている。ただし，この評価は単純な

金額比較であり，‘対冷房効果’比較は考慮していない。 

表 4 パッドアンドファン装置価格例 

品名 金額
クールパッド 431,200
ファン（48in.）7台 910,000
付帯設備一式 398,600
2,000ﾘｯﾄﾙタンク 290,600
ポンプセット 218,800
雑材 73,500
施工費 427,400
資材運搬費・諸経費 380,000
  小  計 3,130,100
消費税 156,505
  合  計 3,286,605  

 新設ハウス用標準見積  

（既存ハウスに設置する場合，改造費用別途必要。  

 新設，改造ともに機器制御装置経費が別途必要。  

東海物産（株）資料提供）  

 

５）パッドアンドファン温室内の気流速分布および気温分布例 

 パッドアンドファン冷房温室（千葉県，アンスリウム栽培）における気流速分布および

気温分布の実測例を図 10 および 11 に示す（Wang & Yamaguchi et al.,2009）。室内気温

分布は，水平，垂直方向共に極めて大きな温度上昇を示しており，水平方向の昇温度は 2

～5℃，垂直方向では 0.8～5℃であり，単位長当たり昇温は，水平方向で 0.05～0.13℃/

ｍ，垂直方向で 0.27～1.67℃/ｍとなっている。 
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図 10 Spatial distributions of airflow velocity according to the operation of fans  

(unit: m/s). 

 
図 11 Spatial distributions of temperature (℃) on August 21st.  
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６）バラ栽培温室における導入事例（愛知県西尾市） 

 2003 年秋に愛知県西尾市の農事組合法人レインボーが新夏季高温対策システム温室（施

設面積 1.3ha，総事業費３億円余）を完成し，順調に施設を稼働させ，切りバラの育苗栽

培を行ってきた。本施設には，外部遮光カーテン標準装備の周年利用型フェンローガラス

室(商品名‘サントラハウス’)，パッド＆ファン冷房システム，コンピュータ複合環境制

御装置システム，養液栽培システムが装備されている。さらに，同組合法人は，2006 年 3

月に施設面積 3,456m2 の新規Ｄ棟を完成させた。本施設の主要構造・内部設備は，表５の

通りである。 

   

図 12 バラ栽培温室 冷却パッド       図 13 バラ栽培温室 換気扇 

           表 5 バラ栽培温室の構造・設備 

設備機器 内容

温室面積　 3,456m2 （間口48m(9.6m×5)×長さ72m）

温室構造
外部遮光カーテン標準装備・
改造フェンロー型

パッド 長さ30.6＋34.8m×幅1.8m×厚さ100mm
ファン 120cmφ×25台
ヒートポンプ 5馬力×14台（ﾀﾞｲｷﾝ製）
除湿器 5馬力×2台（ﾀﾞｲｷﾝ製）
循環扇 112m3/min×20台（ネポン製，400T）  

 

最近の大型施設は，フェンロー型多連棟ハウスが普及してきており，作業性良く，保温

効率が高まり，単位床面積当たりの暖房熱量が節減でき省エネ効果も高いといわれる。更

に，従来型のフェンロー温室を改良した‘サントラハウス’は，構造強度，骨材による影

の影響を最小にして採光性に優れ，換気性も高める等の利点を有している。大型温室の周

年利用に当たっての大きな課題は，高温期の遮光と降温方法である。これまでの一般的な

内部遮光方式では，内張りカーテンが吸収した日射熱が室内へ再放出されるため十分な昇

温抑制効果が得られず，夏場の利用上の課題であった。外部遮光方式には，ハウスの屋根

勾配に沿って外側から遮光ネットを重ね，あるいはペイント塗布するケースと，屋根面か

ら上部に離して水平に遮光ネットを転張する場合などがある。本施設は後者の形式を採用

しており，さらに季節の気候やその日の天候条件に応じて開閉できる可動式外部遮光装置

を採用している。昼間の昇温抑制効果については，実測結果では，この外部遮光方式では，

内部遮光方式に比べ，最高気温で 4～5℃，夜の最低気温では 2℃ほど低い値でとされてい

る（野村，2005）。 
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 高温期の冷房装置として，パッドアンドファン冷房方式が導入された。約 3,500 m2 の室

内面積に対し，カナダ製のパッド（約 130 m2）に循環水を流下させ，スエーデン製換気扇

25 台(１馬力，120cmφ)で室内空気を強制排気する。夏季高温時の冷房効果は，パッド通

過温は外気よりも 5～7℃程度低下しており，室内は 4～5℃低くなる。しかしながら，パッ

ドアンドファン方式では，夜間の外気相対湿度が 90％を超えるような場合には降温はごく

わずか（1℃以下）であり，バラ栽培で必要とされる夜間の最適温度 20～18℃を確保する

ことは難しい。このため，本施設では，中低温設定用(15℃)のヒートポンプ（5 馬力）14

台が導入され，夜間の降温と除湿に活用されている。さらに，除湿能力を高めるため，専

用除湿機 2 台も設置されている。 

 この新設のＤ棟では，敷地の関係上，パッドとファンとの気流方向と，バラ栽培畦が直

交する形になっている。植栽層により気流阻害が起こるのではと危惧したが，経営者によ

れば何の問題もなく，また先項で示したようなパッドからファン側に向けての昇温も極め

て低い良好な状態であるといわれた。 

 高温期においても低い夜温を必要とするバラ栽培において，パッド＆ファン，ヒートポ

ンプ，除湿機の高度併用により，大型施設の周年利用が切り開かれた極めて良好な事例で

あり，今後の更なる発展が期待される。 
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気象環境の計測 
 

近畿中国四国農業研究センター 

中山間傾斜地域施設園芸研究チーム 

菅谷 博 

 

１．はじめに 

 作物の生育環境として，温度・水・光は非常に重要であり，特に気温は作物の生長を決定

づける重要なファクターである。これらの気象要素については気象庁が気象官署やアメダス

（地域気象観測システム）で測定している。しかし，その密度は低く，測候所がほとんど廃

止（特別地域気象観測所）となった現在，官署は各県１ヶ所，アメダス（４要素）は 21km 四

方に１ヶ所の割合である。作物の生育はそれが栽培されている地域の気象条件に大きく左右

され，21km 四方の中には山や谷など複雑地形によって気象条件にも大きく差異がある。従っ

てその地域ごとでの気象データが得られていない場合には自前で気温など必要な気象要素を

測定する必要がある。また，ハウス施設などの閉鎖空間では一般気象条件とは異なるため，

気象環境データが必要であれば独自で測定しなければならない。そこで，ここでは気温・湿

度の測定センサや気温の測定に当たっての注意点について述べる。 

 

２．気温の測定 

 気温は大気の温度のことであり，単位は(℃：摂氏)で表示される。摂氏は便宜的に水の氷

点を０℃，沸点を 100℃と決め，その間を 100 等分して１℃としたものである。気温はあら

ゆる空間スケールの気象現象を理解する上で最も基本的で重要な気象要素である。また，人

間の生活や作物の生育にとっても重要な環境条件となっている。特に，作物は気温に応じて

生育し，気温の関数として成長を表現する場合は多く，このため正確な気温のデータを得る

ことは非常に重要となる。 

 

２.１ 温度計の種類と原理 

１）液体封入温度計 

 細いガラス管の中にアルコールや水銀を封入し，その体積が温度によって変化する性質を

利用している。このタイプの温度計は時定数が大きく，時々刻々と変化する温度には反応せ

ずある程度の時間平均的な温度を示すことになる。測定のたびに観測者が目盛りを読んで記

録する必要がある（自記記録が出来ない）ため，現在科学的な実験や観測に使用されること

はない。しかし液体として水銀を封入した温度計は非常に安定しているため，ガラス製温度

計で基準温度計と呼ぶものは独立行政法人産業総合研究所の基準器検査証明書が，また標準

温度計と呼ぶものは各メーカーの検査成績書が付いている。比較的高価であるが信頼性が高

く，他の温度計の較正に用いることが出来るので研究機関ではそろえておくことが望ましい。 

アスマン通風乾湿計と呼ばれる温度計も水銀封入型である。２本の温度計（１本は気温（乾

球温度），１本は湿球温度）が各々通風される金属管の中にセットされている。通風は本体

上部のファンをゼンマイあるいは乾電池で回し空気を送り込む。精度が高いため野外での検

定（特に湿度計の）や他の温度計や湿度計の較正に用いられる。 
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２） 熱電対温度計 

 異なる材質の 2 本の金属線を接続した閉回路において両端の接点に温度差が与えられると，

その間に熱起電力が生じ回路に電流が流れる。この現象をゼーベック効果といい，この 2本

の金属線を熱電対という。温度差と熱起電力の関係が判っていれば，

熱起電力を電位差計を使って測定することで温度差がわかる。このた

め，熱電対で片方の接点の温度を知るには，もう片方の接点の温度を

一定にするなど基準接点装置（一般には冷接点）を設ける必要がある。

熱起電力は非常に小さい（銅コンスタンタン熱電対で常温で 0.04mV

／℃）ため，以前は電位差計の精度が必要とされたが，最近の記録計

（データロガー）では基準接点（冷接点）と電位差計の機能を備えて

おり，熟電対を直接記録計に接続して計測することができる。 

熱電対の金属の組み合わせとしては，白金・白金ロジウム，クロメル・アルメル，銅・コ

ンスタンタン（Ｔ熱電対）など数種類ある。農業関係では低温での熱起電力が大きく安価（１

～1.5 万円／100ｍ）で常温で直線性の良いＴ熱電対で直径 0.1～0.5 mm のものが多く用いら

れている。速い応答が必要な場合や放射の影響を小さくしたい場合，葉温の測定には直径

0.1mm のものを感部に用いて直径 0.3mm～0.5mm 程度の熱電対で延長する。工業用では保護管

に入った熱電対が用いられることが多いが,短期間の気象測定では両金属素線を半田付けし

て,接着剤などで被覆する程度でも十分である。Ｔ熱電対それ自体では土 0.1℃以上の精度が

十分に得られるが，記録計内蔵の基準接点温度の誤差や記録計との接続点で発生する温度誤

差，合金であるコンスタンタンの純度が測定精度に影響する。 

 

３） 抵抗温度計 

  抵抗温度計は白金抵抗体やサーミヌタ(温度によって電気抵抗が変化する半導体)など，

温度によって電気抵抗が変化する材質を利用して温度を求める。これらは熱電対と比較して

高出力が得られ，基準接点を必要としないという特徴をもつ。 

３）－１） 白金抵抗体温度計（Pt） 

  白金抵抗体は直線性を持ち大きな出力を得ることができる。100Ωの白金抵抗体に 1 mA

の電流を流したときの出力は約 0.4mV／℃である。汎用性は高く，専用の端子が付いた記録

計も多い。白金抵抗体は感部が比較的大きいため応答は遅く，このため放射の影響を受けや

すい。また，構造は比較的複雑で物理的な衝撃に弱い。導線の抵抗が測定誤差になることが

あるので,導線の延長には注意が必要である。導線の抵抗の影響を排除し，測定精度を上げる

ため現在では４線式測温抵抗体が用いられることが多い。 

３）－２） サーミスタ温度計（データロガー付き） 

  現在，気象観測で最もよく使われている温度計はサーミスタ温度センサ

ーにデータロガー（自記記録計）がついたタイプである。サーミスタ（ニッ

ケル，コバルト，マンガンなどの金属酸化物を主成分にし成形して焼結）を

用いた温度計は，温度による抵抗変化が白金抵抗体の 10 倍程度と大きいこ

とから，温度変化に対する応答速度が速い特徴をもっている。センサ素子は

小型で量産性に富み，安価であることから冷凍貨物の温度管理などさまざま

な用途に用いられている。サーミスタ温度計はセンサ素子ごとに抵抗値や温 

度特性にばらつきがあり，出力が非直線であることから汎用性はあまりなく，

センサ素子単体を汎用の記録計に接続して用いることは少なく，専用のロガ

ーと組み合わされて使われている。最近は小型の記録計と一体となり，バッ

テリーで駆動する安価な温度ロガーが１～２万円程度で販売されている。し

かし，一般にこのタイプの安価な温度計は応答が比較的遅く，精度は土 0.3

～0.5℃程度なので精密な測定には向いていないが，記録計を含めると安価にそして手軽に自

記測定が可能となっている。広範な地域での気温分布の測定などでは安価である。 
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４） 放射温度計 

  物体はその熱的性質と表面温度だけで決まる放射エネルギーを発している（＝εσＴ４）。 

Ｔは表面温度（絶対温度）。ε：放射率（０～１（黒体）） 

放射温度計は物体からの特定範囲の赤外線の放射エネルギーを測定し表面温度を求める。

非接触で測定できることから，離れた場所からの測定や，測器の測定対象への影響を小さく

したい場合に有効である。測器と測定対象との熱交換を必要としないので応答が速く，また，

熱伝導率の小さな物体や熱容量が小さな物体など，接触測定では表面温度測定が難しい測定

対象でも比較的容易に測定できる。しかしながら物体からの放射量は，その物体特有の性質

である放射率（射出率）によって異なる。放射温度計は黒体の場合に正しく温度を測定でき

るが，それ以外は物体の射出率（例えば植物葉では 0.96～0.99）を知って補正をしなければ

ならない。しかし，実際には放射率が未知の場合が多く，また野外で正確に放射率を測定す

ることは困難なため，ほとんどの場合は放射率を１ないしは 0.95 に設定して測定することに

なる。放射率を１から 0.95 に変えると温度は１℃程度低くなる（真木・黒瀬，1987）とされ

る。またサーモグラフィなどで得られる画像内にはさまざまな物質が混在している場合が多

いが，それぞれの物質に対し放射率を設定することはできないので，その場合も射出率を１

ないしは 0.95 に統一して設定することとなる。このことは測定精度に大きく影響を与える。 

また放射温度計には一定の視野角があるので，披測温物体はある程度の大きさがなければ

ならない。狭いときには披測温物体以外からの放射温度も測定することになる。もちろんあ

まり接近させると被測温物体への外からの放射を遮断ずることになるし，温度計自身からの

放射が披測温物体に影響を与える。放射湿度計は物体表面の温度を測定するのであって内部

の温度は測定できない。 

なお，放射温度計は比較的小面積の温度測定用であるが，より広い面的な温度分布を測る

ための走査型の測定装置もある。これらはサーマルカメラ，サーモグラフィーなどとよばれ，

温度分布をカラー表示の熱画像として得ることができる。 

 

２.２ 気温の測定方法 

気温測定では空気の温度と測器の感部の温度を一致させることが重要である。そのため

には日射の影響など，測器の感部とその周辺の間における放射交換を最小限にし，さらに通

風によって感部と周辺空気との間の対流熱伝導を促進する必要がある。放射除けを兼ねた筒

型の通風装置を用いるとよい。放射の影響を完全に除くことは難しいので，より高い精度で

測定するにはできるだけ放射の影響を受けにくい感部の小さな測器を選択するとよい。気温

の変動を正確に把握するには測器の応答を早くする必要があるので，感部の熱容量が小さい

測器を用いて通風を十分におこなうとよい。自記を必要しない場合にはアスマン通風乾湿計

がよい。放射よけと通風装置を備えており正確に測定できる。熱電対は感部を小さくできる

ので，精密な気温測定に適している。また，記録計からの距離を比較的長くできるので，多

点記録計を用いると広範囲の温度分布を得ることができる。白金抵抗体は熱電対よりも高い

精度で測定できるが，感部の熱容量が大きいので応答は比較的遅い。放射の影響にも注意が

必要である。サーミスタ温度計を用いたバッテリー駆動の温度ロガーは,電源が確保できない

場所での自記測定に便利である。 

１）自然通風式シェルター 

１）－１）百葉箱 

 最もよく知られた自然通風式シェルターであり，以前は気象官署でも気温の測定はこの

中に設置された温度計で行われていた。表面は日射を反射しやすいように白色で塗装され，

側面は自然通風が出来るように“よろい戸”となっている。百葉箱は箱自体が大きいので熱

容量が大きく，ある程度時間平均的な気温が測定できる。しかし，自然通風によっているた

め，日中，特に風の弱い日には中が暖まりやすい欠点がある。サイズ・重量ともに大きく可
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搬性に難点がある。 

１）－２）市販の自然通風式シェルター 

百葉箱に比べ大変コンパクトな市販の自然通風式シェルターは数枚の白色のプラスチック

製ディスクを重ねたもので，風がある場合にはかなり効率的に熱交換がなされる構造となっ

ている。強制通風装置に比べれば安価ではあるがそれでも１万円～／台である。しかし，風

の弱い日中，特にハウス施設内など通風があまり望めず日射が当たる場合にはかなり高めの

温度を示す。それでも屋外で電源確保が難しい地点では利用価値が高い。 

１） －３）自作の自然通風式シェルター 

 市販の自然通風式シェルターより安価で簡単に作れる自作のものが各研究者によって数多

く作成され使われている。アルミ箔でセンサー部を覆う程度の簡易なものから，塩ビ管の２

重管で外側にアルミ箔，内面は黒色塗装などが施されたものまである。結論からすると晴れ

た日中の弱風時には数度の温度差が生じている。 

また，風向によっても塩ビ管の方位との関係で自然通風の効果が異なっている。従って，多

くの場合最高気温や平均気温は高くなり，特に風が望めないハウス施設ではかなり大きな値

を示す。 

（細野・廣部・青木，1988）より 
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    （佐々木・菅谷・佐藤，1998）より 

２）強制通風式シェルター 

２）－１） 気象官署・アメダス 

  現在，気象庁の気象官署やアメダスでの気温測定は，強制通風式シェルターで行われて

いる。強制通風式シェルターは上部に電動ファンが固定され，空気を下から吸引して通風を

行っている。強制的に通風することで，空気とセンサーの間の熱交換を効率的に行うことが

でき，気温が正確に測定できる。また下から吸引することでファンを回すモーターの熱の影

響を防いでいる。シェルターは金属製円筒の２重構造となっていて内側の筒の中に温度計を

セットする。筒と筒の間には断熱材があり，外側の筒が日射で暖まってもその影響が気温に

直接及ばないようになっている。市販品は十数万と高価であり，交流電源が必要となる。 

２） －２） 自作強制通風式シェルター 

中央農研センター細野氏の作成マニュアル 

        http://cse.naro.affrc.go.jp/tatsuo/files/vent.pdf 

北海道農研センター濱嵜氏の作成マニュアル 

http://cse.cryo.affrc.go.jp/seisan/meteo/Ura/vent_tube.pdf 

  

どちらも，同じような資材を使い構造も似ている 

 交流ファン，塩ビパイプ１重 センサーの固定部が異なる 

通風速度は不明 

 

２．３ 葉温の測定 

葉温の測定には熱容量の小さい直径 0.1mm のＴ熱電対を用いる。熱電対は測定精度が高

いが，葉への取り付けにはかなりの熟練を要するので，より手軽に測定するには放射温度計

を用いるとよい。放射温度計は対象からの距離によって測定する面積範囲を変えることがで

きるので,複数の葉や群落の平均表面温度を得ることもできる。植物葉と放射温度計との距離

をあまり近づけすぎると，測器と葉からの放射交換などによって葉温が変化するので注意が

必要である。 
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３．湿 度 

   湿度とは空気中に含まれる水蒸気の量の多さの程度を示すが，その物理的表現には以

下の７つの尺度がある。用語の使い方は工学系の一部（熱工学，空気調和分野など）とその

他の分野では多少異なっている。湿り空気諸量の説明や計算法については，『新訂 農業気

象の測器と測定法』（日本農業気象学会編 農業技術協会）が詳しい。 

 

湿度センサに用いられる素材として，高分子，セラミック，個体電解質，水晶振動子，サ

ーミスタなどがある。また，測定原理として，静電容量，電気抵抗，熱伝導度，温球温度，

赤外線吸収量などが湿度の変化とともに変動することを利用している。表２に農業気象分野

で広く用いられる湿度センサの種類を，表３に各湿度センサの特徴の概要を示す（価格は 2002

年当時）。農業場面では安価で

耐久性がありヒステリシス（湿

度が上昇する場合と下降する

場合で出力が異なる現象）幅が

小さいセンサが無かったこと

から自作の乾湿球湿度計を使

うことが多いが，空気が汚れて

いるため湿球への吸水が問題

となる。 
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なお，気象官署での観測は，1950 年以前は自然通風の乾湿計が，1950～1971 年は通風乾湿

計によって行われた。1971 年～1996 年は全く測定原理の異なる塩化リチウム露点計が湿度計

の正式測器となった。さらに 1996 年からは静電容量式湿度計湿度計が正式測器となっている。 
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平成 22年度農政課題解決研修（野菜の高温障害） 

施設の換気と気流制御 

 

近畿中国四国農業研究センター 畔柳 武司 

 

１．はじめに 

 近年の防虫ネットの導入は，温室の自然換気の効率を著しく低下させており、夏季の温室内は作

物や作業者にとって非常に厳しい環境となっている。また冬季には保温性を高める方策として気密

性の向上や二重カーテンの導入が行われており，結果として温室内は多湿となりやすく，各種病害

の発生の助長が生産上の大きな阻害要因となる恐れがある。 

 このような温室環境の悪要因を緩和する基本的な手段として，自然換気の促進と循環扇による気

流制御がある。ここでは，温室の自然換気の原理と市販の循環扇の性能について説明する。 

 

２．温室の自然換気とそのメカニズム 

 様々な箇所から発生する熱，水蒸気，あるいは汚染物質等によって悪化した室内空気を清浄な外

気と入れ換えることを換気という。建築分野では，在室する人間にとって快適で安全な空気環境を

維持することを目的とする人間換気と，製品の製造や保存などを目的とするプロセス（工程）換気

がある。また換気方法は，その駆動力によって自然換気と機械換気（強制換気）に大別され，機械

換気は室内外圧力差の性状から，第１種，第２種，第３種機械換気と区別される（土屋，1999）。 

 施設園芸分野では，自然換気，または温室内の圧力状態が負圧となる第３種機械換気の方式が主

に用いられるが，換気扇を装備した温室は全体の２割弱であり，大半の温室は換気を自然換気に依

存しているのが現状である。温室の自然換気の特徴と，この換気方式が有利な温室の該当例を以下

に示す（佐瀬，2006）。 

 

表１ 自然換気の特徴と有利な温室の該当例 

・ 換気窓の面積や位置などを適切に選択す
れば，比較的大量の換気量が得られる

・ 棟部と側壁部に開口面積の大きな換気窓
のある温室

・温室内の気温分布が比較的均一である ・ 多連棟型温室で屋根部の開口面積が大き
い温室（フェンロー型温室）

・ 外部の気象条件（風向，風速など）の影響を
受けやすい

・間口が15m程度以下で，側壁が全開でき，
定常的な外風が期待できる温室

・盛夏２ヶ月程度休閑する温室で，天窓を有
するもの

佐瀬(2006)より抜粋

特徴 有利な温室の該当例
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 自然換気の駆動力は，風圧力と温度差に伴う浮力によって生じる個々の換気窓前後の圧力差であ

る。そのため，風圧力による換気は風力換気，温度差による換気は温度差換気と呼ばれる。日中は，

この２つの現象によって自然換気が行われていることが多い。 

 温室の自然換気量は，以下の式で推定することができる（Kittas et al., 1997）。 
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A T : 天窓，側窓の合計全面積 [m²] Q : 換気量 [m³/s]

g : 重力加速度 [m/s²] T i : 温室内気温 [K]

h : 開口部の間の垂直距離 [m] T o : 外気温 [K]

K d : 係数 [-] u : 風速 [m/s]

K w : 係数 [-]
 

 

 カッコ内の第1項は温度差換気を，第2項は風力換気を表している。上式より，風力による換気

量は外風速に，温度差による換気量は内外気温差と換気窓間の垂直距離の積の平方根に比例し，さ

らに両者は換気窓面積に比例することが分かる。つまり，原則的には，温室の自然換気量は，外風

速が大きく，温室内外気温差が大きく，天窓と側窓の間の垂直距離が大きく，温室の換気窓の全体

面積が広いほど増大することになる。 

 

３．市販循環扇の性能比較 

 循環扇は，温室内環境の均一化，暖房時の省エネ，多湿病害予防，光合成促進，作業環境改善な

どの効果を期待して導入される（馬場，2010）。しかしながら，市販されている循環扇は十数機種も

あるにもかかわらず，その性能を比較した報告は見当たらない。そこで，循環扇を選定し，設置す

る際に参考となる情報を得るため，市販循環扇の空気攪拌範囲を調査した（畔柳，2009）。 

 供試した循環扇は，軸流（プロペラ）ファンの単相 100Vで稼動する市販の６機種である。測定は，

近畿中国四国農業研究センター四国研究センターの障害物のない建物内部（間口8.5m，奥行 33.6m，

高さ 6.1m）で行い，6m×25m の床に 1m 格子の観測地点を 182 点の設け，長手方向の端で短手方向

の中心の高さ 2.0mに循環扇を設置した。測定には，無指向型の熱線風速計（クリモマスター風速計

6533および 6542，日本カノマックス株式会社）を用い，プローブを床面より高さ0.5m，1.0m，2.0m，

3.0mの位置に取り付けた三脚を用いて移動観測を行った。 

 図１に循環扇と同じ高さ（h=2.0m）の風速分布の平面図を示した．循環扇から吐出される気流は，

循環扇からの距離が 5mを越えた辺りから軸方向に対する直進性が失われ始め，蛇行あるいは旋回す

る様子が観測された。その内，B，D，E，F の４機種は 15m～20m の地点で再び気流が旋回して直進

性を回復したが，A，Cの２機種は主たる気流が観測範囲から外れる様子が確認された。 
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図 1 循環扇の風速分布の平面図（高さ2.0m） 

 

 循環扇からの距離に対して風速が減衰する様子を図２に示した。ただし，図中の風速は，観測空

間の長手方向の各距離で計測した７地点の風速で最も大きかった数値である。図３に，728 点の全

観測箇所に対し0.2m/sの風速が観測された箇所の総数の比を百分率で示した。 
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図 2 循環扇からの距離と風速の関係（高さ2.0m） 図3 0.2m/s以上の風速が観測された箇所の割

合 

 

 循環扇から 1m 地点の風速に対して 10%未満に減衰した距離は 12～20m，空気攪拌の有効範囲は

26.0～58.0 %となり，循環扇によって気流の到達距離と攪拌範囲に差が生じることが確認された。

ただし，風速が 10%未満に減衰する距離と0.2m/s以上の風速が観測された箇所の割合の間の相関係

数は0.201 であり，気流の到達距離と気流攪拌の有効範囲の間に相関関係は認められなかった。一

方，消費電力と気流の到達距離と気流攪拌の有効範囲の間には相関関係が認められた。 

 

４．作物群落が循環扇の空気攪拌に及ぼす影響 

 循環扇による空気攪拌の範囲は作物群落の影響を受けるにもかかわらず，作物群落の配置と循環

扇の空気撹拌範囲の関係を調査した例は少なく、循環扇の適切な配置を検討する情報は十分とは言
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えない。そこで，循環扇気流がトマト群落によって減衰する実態を把握するため，栽培ベッドの配

置変更が循環扇気流に及ぼす影響を調査した（畔柳，2010）。 

 供試した循環扇は，軸流（プロペラ）ファンの単相 100V で稼動する市販製品である。障害物の

ない建物内部（間口 8.5m，奥行 33.6m，高さ 6.1m）の床に 6m×25m の観測区を設け，1m格子

の 182点の観測地点を設定した。循環扇は高さ 2.1m の位置に設置し，観測区内にトマト（品種：

麗夏，株間 0.125m，平均草丈 1.20m）の養液栽培ベッド（長さ 2.08m×幅 0.37m×高さ 0.45m）

を 8～9台配置した。栽培ベッドの配置として５条件設けた。 

 気流分布の測定では，無指向型プローブを装着した熱線風速計（クリモマスター風速計 6533 お

よび 6542，日本カノマックス株式会社）を用い，プローブを床面より高さ 0.6m，1.1m，1.6m，

2.1m，2.6m に取り付けた三脚を用いて移動観測を行った。循環扇の稼動から 10 分以上が経過した

後に観測を始め，観測地点１箇所につき 20秒間静止し，約 10秒間で次の観測地点へ移動した。観

測値はデータロガー（Thermic，江藤電気株式会社）に 0.2秒間隔で記録し，静止直後 10.0秒から

20.0秒の間の記録値の平均をその地点における風速とした。 

 図 4 に，全観測点に対し 0.15m/s の風速が観測された箇所の総数の比を百分率で示した。栽培ベ

ッドの無い条件では 73.4%であったのに対し，有る条件では 53.5～61.2%となり，床より 2.1m，

2.6m 上の群落上で観測された風速分布には明確な影響が認められない一方で，群落付近となる

1.6m 以下の箇所では風速が顕著に減衰することが示された。図 5 は，床より高さ 1.6m位置の風速

分布の平面図である。栽培ベッド上に循環扇を設置する条件①，②では作物群落が循環扇気流の進

行方向に影響を与える様子，また栽培ベッド間に設置する条件③，④では気流が作物群落によって

阻害される一方で，剥離あるいは旋回したと思われる流れが作物群落を越える様子が確認された。

栽培ベッドの配置②，③，④，⑤の間では，循環扇と同じ高さにおける気流の到達距離に明確な差

が見られなかったことから（データ略），主流から剥離する副流がトマト群落に阻害されているもの

と思われた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   図 4 風速 0.15m/s 以上を観測した箇所     図 5 床より高さ 160cm の風速分布の平面図 
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野菜の高温障害対策技術

細霧冷房による高温対策技術

近畿中国四国農業研究センター中山間傾斜地域施設園芸研究チーム

柴田　昇平

　夏季の温室の暑熱緩和により、①周年栽培、高品質化が可能、②計画栽培が可能、③労働環境の改

善、④温室設計の簡略化とコスト低減といったメリットがあるといわれている。そのための具体的手

段としては、温室の換気効率を上げる方法が最も容易であるが、実のところ、日中40℃にも達するこ

ともある温室内を換気のみによって外気温並みに温度低下させるのは困難である。また、遮光は、高

温調節法として有効であるが、光を阻害することにより光合成生産性を低下させてしまう。そこで、

換気との組み合わせによる現実的な冷房手段として、蒸発冷却法がある。未飽和の空気は、露点温度

以上の水に接触すると水に熱を与え、その水を蒸発させると同時に空気は冷却されることを基本原理

とする。従って、蒸発冷却法は、空気の温度降下と同時に湿度上昇が発生する冷却法であり、ここで

述べる細霧冷房は、代表的な蒸発冷却法の１つである。

1.　細霧冷房

　自然換気または強制換気が行われる温室において、浮遊性の細霧を発生させるノズルを温室内全体

に配置し、高温期に細霧を噴霧することにより加湿し、温室内全体の気温を湿球温度まで低下させる

方法である。適正量の噴霧を行えば、室内均一な冷房が可能で、作物の濡れも回避できる。一般的に

は、細霧の噴霧を断続的に行い、噴霧量を調節する。そのため、温湿度は、噴霧のON-OFFによって変

動する。冷房運転についての制御ルールが確立されておらず、利用者が試行錯誤しながら運転方法を

設定しているのが実態である。

2.　蒸発冷却の基礎

　細霧冷房の冷却性能は、空気の温度、湿度に左右される。空気は様々な気体の混合物であるが，空

気中の水蒸気量の多さを表すのが湿度である。一般には湿度といえば相対湿度をさすことが多い。こ

の他に湿度は圧力、質量、密度によって表現される。

1)  湿度の表し方  

　(1)水蒸気圧(water vapor pressure)(hPa)

空気中に含まれる水蒸気の分圧である。

　(2)飽和水蒸気圧(saturated water vapor pressure)(hPa)

ある温度で最大となる水蒸気圧を示す。

　(3)飽差(vapor pressure deficit)(hPa)

水蒸気圧と同温度の飽和水蒸気圧の差を示す。

　(4)相対湿度(relative humidity)（％）

水蒸気圧と同温度の飽和水蒸気圧との百分率を示す。

　(5)湿球温度(wet bulb temperature)（℃）

球状感熱部を水で湿らせた布でおおった温度計で測定される温度を示す。

　(6)露点温度(dew point temperature)(℃)

空気を冷却する時に水蒸気が凝結し始めるときの温度を示す。

　(7)絶対湿度(absolute humidity)（kg／m3）

空気1m3中に含まれる水蒸気質量を示す。

2)  日本における湿度の実態  

　周囲を海で囲まれた日本列島では、水蒸気を多量に含んだ空気が、陸地と海洋に発生する水蒸気圧

の差や季節風によって海洋から運ばれてくる。そのため、季節の移り変わりとともに、空気の湿度も

大きく変化する。特徴的なのは、夏の高湿度であり、気温が高くなるにつれて周辺海域の水温が上昇
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し、南からの季節風が吹くようになると、日本全土で湿度が高くなり、月平均湿度は、 70～90%とな

る。したがって、日本においては、夏季の蒸発冷却の利用は必ずしも有利ではない。

　１年間の湿度の季節変化を表す例として、四国研究センター生野地区（善通寺）におけるデータを

お示しする。2006年月別の平均気温、平均相対湿度を上左の図、月別の平均気温、平均相対湿度から

算出した月別の水蒸気圧を上中央の図、湿り空気線図から読み取った月別の露点温度、湿球温度を上

右の図に示す。

　相対湿度は、夏季にやや高くなり、年間を通じて約60～70%の範囲にある。夏季の水蒸気圧は、冬季

に比べ約5倍の27ｈPaと高くなるが、飽和水蒸気圧は、気温に応じて指数関数的に高くなるので、飽差

はやや大きくなっている。理論的に細霧冷房により冷却可能な温度範囲は、乾湿温度差となる。した

がって、上右の図より、7～8月の乾湿温度差から細霧冷房による平均的な冷却可能温度は、ほぼ3～

4℃と見積もられる。

　温室内環境の日変化を表す例として、同じく善通寺におけるデータを示す。なお、この温室は、日

中に高温となるよう側窓の開度を制限しており、植物が少ないため乾燥しやすい。2008年8月10日の時

別の平均気温、平均相対湿度を上右の図、時別の平均気温、平均相対湿度を用い湿り空気線図から読

み取った時別の湿球温度、露点温度を上中央の図、気温（乾球温度）と湿球温度の差を上右の図に示

す。

　夜明けまで、相対湿度は約80%と高い状態が続くが、気温が高くなると飽和水蒸気圧が大きくなるの

で、日中は逆に約30%と相対湿度は小さくなる。露点温度は、水蒸気の絶対量を間接的に表す。この温

室では、植物の光合成活動がおこなわれていたにもかかわらず、8時ごろから露点温度が22.7℃から16

時の18.7℃まで減少しており、乾燥した外気との換気が進んだことが推定される。9時から18時の間

は、乾湿球温度差が10℃を超えており、細霧冷房による大きな冷却効果が期待できる時間帯となる。

3)  湿り空気線図  

　水蒸気を含んだ空気の状態は、温度と湿度により規定される。湿り

空気線図は、絶対湿度、相対湿度、露点温度、エンタルピなど、 い

ずれか2つの値を定めることで、他の状態値を簡易的に全て求めるこ

とが出来る線図である。ある状態にある空気（乾球温度a）が、エン

タルピを保ったまま加湿された場合、相対湿度が100%となる温度がす

なわち湿球温度bである。すなわち、bが細霧冷房における限界性能と

いうことになる。
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4)VETH線図

　蒸発冷却法を行う場合の必要換気量、細霧発生量の決定には、VETH線図(Ventilation-Evaporation-

Temperature-Humidity線図)が用いられる。これは、ある一定気象条件下における温室の換気率

（V）、温室内蒸散量（E）、排気温度（T）、湿度（H）の相互関係を示したものである。温室におけ

るエネルギーと水の収支に基づき、①外気乾球温度、②外気湿球温度、③温室内吸収日射量、④換気

率、⑤温室内蒸発散速度の５要素によって温室内の温湿度が定まるとしている。

VETHの関係

　VETH線図は、自分で作図することも可能であるが、東海大学開発工学部生物工学科　林真紀夫教授

の下で開発された細霧冷房運転支援ソフト（フリーソフト）の利用が便利である。温室の基本条件

（床面積、被覆面積、日射透過率など）、温室内外気象環境（乾球温度、湿球温度、日射量）から自

動的にVETH線図を作図できる。さらに、適切な目標室温と細霧の蒸発比率を指定することにより、細

霧噴霧速度を算出してくれる。簡単な操作で、噴霧量のシミュレーションが行うことが可能である。

細霧冷房運転支援ソフトの画面

5)  換気用  ファン  

　細霧冷房に使用されるファンは、吸気口の抵抗が小さい風量型が適する。ファンは排風型の設置が

よいとされている。

6)  細霧  ノズル  

　作物や床面を濡らすような粗滴（粒径80ミクロン以上）を含まない噴霧が不可欠で、理想的には、

粒径50ミクロン以下の細霧だけを発生させる装置を使用すべきといわれている。

7)  細霧装置の位置と数  

　細霧冷房は、温室内に透過した日射による熱と流入した外気の熱の両方を消去するための技術であ

るから、細霧発生の位置と量は、それに対応しなければならない。まず、VETH線図により決定された

温室の所要噴霧量から必要な細霧ノズルの数が定まる。そのうち、吸気口より流入した外気を希望温

度に冷却するのに必要なノズルを吸気口に平行な線上に適当な間隔で配置し、残りは温室内にほぼ均

等に配置する。また、細霧ノズルの位置は、できるだけ高くとって、細霧が作物にかからないように

する。
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3.　簡易（低圧型）細霧冷房の設計例

1)  装置を構成する機材  

　低圧型細霧ノズルとして、多目的細霧ノズルである（株）サンホープ製のプラスフォッガーDN-

740（図1、表1）を選択した。この理由は、本ノズルの標準噴霧作動圧力が低いことから、配管が簡単

で安価な塩ビ管を使用できる。すなわち、資材やポンプ等の低コスト化が図られることにある。この

ノズルの採用により10a当たりの導入コストは、給水ポンプも含めても80万円と試算され、一般的な細

霧冷房の導入コストといわれる150万円と比較して圧倒的に安くなる。さらに、既存の灌漑施設の原水

圧が利用できる場合、給水ポンプも不要となるので、コストはさらに半分程度に見積もられる。ただ

し、低圧型の場合、噴霧される水粒子には100ミクロン程度の大きな粒子を含むことから、水粒子の一

部は、空気中では完全に気化せずに作物へ付着する。この結果発生する継続的な葉濡れが問題点とし

て挙げられる。

　 

　図１．プラスフォッガーDN-740　　　図２．簡易細霧冷房システムを設置した平張り型傾斜ハウス

　　　　　　　　　　　　　　　表１．プラスフォッガーDN-740仕様

　簡易細霧冷房システムを設置した傾斜ハウスを図2に示す。このハウスの場合、DN-740の諸元に準じ

て細霧ノズルを合計26個とした。これにより、必要流量は、0.468×26＝12.17L／minとなった。した

がって、2分間隔で12秒散水、噴霧時間を10:00～16:00の6時間とする場合、日最大水消費量は、1日あ

たり約438Lと見積もられる．システムは、この他、川本製作所の定圧給水ポンプ　 KB2-326-S1.1（図

3）、乾湿球温度により噴霧制御を行うコントローラ（図4）その他、貯水用ポリタンク、ディスク

フィルターなどから構成されている。

　　図２.　定圧給水ポンプ　KB2-326-S1.1　　　　　　図３．PCLを利用した噴霧コントローラ

2)  噴霧アルゴリズム  

　細霧冷房を行う場合の必要換気量、細霧発生量の決定には、VETH線図を用いた。このハウスの場

平均粒径 30～100ミクロン
噴霧量 0.117Ｌ／min×4方向（0.468Ｌ／min）
噴霧面積 4.0～6.0㎡

標準噴霧作動圧力 4kgf／cm2
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合、ハウス換気率は、床面積208㎡、開口面積　90㎡、また、計測結果に基づき、平均風速1.6m/sの

15%（0.24m/s）がハウス侵入速度、開口面積の1/4が侵入口、1/4が排気口として作用すると仮定し

た。この結果、

　換気率　Ｑ＝0.24×90／4＝5.4m3／s＝324m3／min

　単位面積当たり　324／208＝1.56

として算定した。

　噴霧条件は、ハウス内気温　30℃以上、作動時間　10:00～16:00、噴霧時間6～12秒、待ち時間は 

1～3分で試験を行った。

　散水量は、VETH線図より、概算した。換気率1.5、外気温32℃、ハウス内気温32℃、湿度90%で設計

すると、蒸発率は、約13g／㎡･minと見積もられ、ハウス内蒸発散量を9～10g／㎡･minとすると3～4g

／㎡･minが適切な散水量と見積もられる。すなわち、3分間の待ち時間で9～12秒の噴霧量が適切と概

算されたことになる。

3)  冷却性能  

　本システムのように低圧型噴霧ノズルを用いる場合は、噴霧粒径が一般的な細霧冷房装置の場合

（粒径50ミクロン以下）と比較して大きいため注意が必要である。噴霧した水粒子は、空気中では完

全に気化せず、その一部が葉面や床面に付着したのち蒸発するため、気温だけでなく植物体をはじめ

とするハウス内の物体の表面温度を直接下げる働きがあり、ハウス内の空気を直接、そして間接的に

冷却する。しかしながら、この際に発生する葉濡れが、病原の温床になり、病害が拡大するという説

が一般的に支持されている。傾斜地の場合は、斜面の方位により日照時間が異なるので、システムの

作動時間は夕方あまり遅くならない時間までに設定した方がよい。例えば、現在の筆者の環境では、

システムの作動時間を17:30までに設定している。この場合、葉面は遅くとも18:00頃までには乾くの

で、翌日に持ち越されるような継続的な葉濡れは発生しないと考えている。また、これまでの試験で

は、葉濡れが原因となる病害の発生はない。

　低圧型の細霧冷房システムは、噴霧する水粒径が大きいという弱点があり、この点が、冷却性能を

さらに向上させる場合のネックとなっており、葉濡れの問題を引き起こす原因となっている。そこで、

噴霧した水粒子の蒸発効率を上げるため、循環扇を導入する試験（図5）を実施した。そのねらいは、

①ハウス内部空気の連続的な撹拌により、噴霧粒子の落下距離を増加させ、蒸発機会を長くすること、

②作物体周囲の空気の動きを高め、植物体に付着した水の蒸発を促すことにある。また、蒸発効率が

高まることにより、さらに、噴霧可能となる水量が増し、冷却能力を高めることができると考えられ

る。

　　図 2のハウスにおいて、2台の循環扇を導入、常時駆動し、簡易細霧冷房システムを併用し、噴霧

時刻 9:00－16:00、気温 30℃以上で噴霧時間12秒／2分間隔といった制御をおこなった場合、トマト

群落内平均気温を年間最大値で、外気温プラスほぼ 1℃以下に抑制できることが明らかとなった（図

6）。

　図５．循環扇を導入した試験の模様　　　　　　　　　図６．簡易細霧冷房の冷却性能
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4.　細霧ノズル付循環扇の利用事例

1)  細霧ノズル付循環扇  

　中四国地域に多い小規模な既存施設を前提とすると、天井面に設置する細霧ノズルと作物の間に細

霧を十分に蒸発させられるスペースを確保できない場合が多く、比較的近年開発された細霧ノズル付

き循環扇を用いたシステムを開発し、現地試験を実施中である。2009年度より地域総合現地営農試験

地（山口県）において細霧ノズル付循環扇（株）フクスイMHC-2100を用いた細霧冷房システム（図7

～10、表2～3）を合計 3棟（平張りハウス1棟、パイプハウス2棟）のトマトハウスに導入し試験を

開始した。

　　表２．MHC-2100仕様

図７.（株）フクスイMHC-2100　　　　　　　　　　　　　　　　図８．平張り型ハウスにおける配置

 

図９．制御用乾湿球温度計（左）とコントローラ（右）

　本機種の選定理由は、①多目的ノズルにしては噴霧粒子の粒径が小さく（30～40μm）、より高い冷

却効果を期待できる。②水の配管がすべて耐圧ホースとなるため、塩ビ管配管と比べ設置時の工数が

少なく、設置が容易。③本機種は1台約30,000円とほぼ循環扇１台分の価格であり、システム全体の

10aあたりの資材費は、細霧ノズル付循環扇 12台（メーカー推奨台数）とし、オリジナルのコント

ローラ込みで約75万円と見積もられ比較的低価格と考える。

　メーカーは本機種の導入効果として、①噴霧による冷房、加湿、多目的利用、②循環扇による空気

の淀み解消、病気防止、温湿度ムラの解消、気化効率の大幅アップなどを謳っている。

図 10．動噴ポンプ（左）と100Lの水タンク（右）

　水の噴霧制御は、温室内の乾湿球温度差に対する比例制御を基本とし、湿度が高い場合には、あま

り噴霧を行わない噴霧ルールとなっているため、噴霧葉濡れの心配は少ないと考えている。

ノズル個数 3
使用水圧力 1.5MPa
使用水量
ノズル噴角
粒径

100cc×3個＝300cc／分
円錐形60°
30～40μm
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表３．噴霧コントロール条件

2)2009      年度の結果  

　2009年の現地試験では、新たに細霧ノズル付き循環扇を用い、表３に示す噴霧コントロール条件に

よって自動運転を行った結果、2009年のうち最も高温となった盆明け直後の時期に、外気温より平均

的に1.1℃高かったハウス内気温を外気温より0.95℃低く制御でき、ほぼ 29℃以下の温度制御が可能

であった（図 11）。 ただし、2009年度は冷夏傾向となり、現地における細霧冷房の稼働実績はそれ

ほど多くなかったため、トマトの果実品質や収量への影響は判然としなかった。また、高湿による灰

カビ病などの発生も見られなかった。

図 11. 細霧ノズル付き循環扇を用いたシステムの温度制御性能

3)  これまでに発生した問題とその対応  

　2009年の現地試験では、①制御用湿球温度計の給水の汚れにより湿球温度計が水切れを起こし噴霧

が停止、②循環扇の送風が一様でないため循環扇から2～3mの位置、常に同じ場所に葉濡れが発生、

③後ダレといった問題が確認された。①の問題は、通風筒吸気部にホコリなどを除去するためネット

を設置することにより解消された。

　以下に２種類のハウスにおける VETH線図から導出した乾湿球温度差と可能噴霧量の関係を示す。同

程度の規模であれば温室の構造による違いは小さく、噴霧コントロールのルールも共通で問題ないと

考えられる。しかし、細霧ノズル付き循環扇の採用によりノズル点数が少なくなったため、比較的乾

湿球温度差が大きく可能噴霧量が大きな（大きく温度を下げられる）場合に噴霧速度が追いつかなく

なる場合が想定される。　
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被覆資材を利用した高温対策 

 

（独）農研機構近畿中国四国農業研究センター 

中山間傾斜地域施設園芸研究チーム 

 川嶋浩樹 

 

はじめに 

 施設園芸は、生育環境を調節できる特性を活かして作期の延長や短縮などによる作型開

発、さらには生産資材や生育・開花調節技術などを発達させながら多様化する消費者のニ

ーズに対応してきた。一方で、海外からの輸入が増えるなど国際化に対応できる周年・低

コスト生産体系が求められている。加えて、今後も温度上昇が続くと予想されている地球

温暖化の問題は農業生産にも影響を及ぼしているとみられている（農林水産省，2007）。い

ずれにしてもわが国の施設園芸では高温時の暑熱対策が重要な問題の一つとなっている。 

高温や強光を嫌う種類が多い花き生産を例にとると、高温下における影響として、例え

ばキクでは開花や生育の遅延、奇形花の発生、カーネーションやバラでは採花本数の減少

やボリューム不足など、トルコギキョウではロゼット化率の増大などがみられ、多くの作

物で高温障害による品質・収量の低下が生じる（中川，2003；柴田 1995）。発生しうる高温

障害をまとめると、①生育量の低下、②開花遅延、③花の形態の異常、④早期開花やロゼ

ット化および脱春化（デバーナリゼーション）、⑤花色の異常などとなる（柴田，1995）。

その他にも、病害虫の多発や高温条件下での薬剤散布では薬害の発生が懸念さる。また、

高温条件は作業者にとっても過酷な労働環境となるため、暑熱対策は労働環境改善にとっ

ても必要である。高級なラン類や鉢花類では冷房による生産が行われており、エネルギー

コストを削減するために冷房負荷の軽減が求められる。 

 高温対策としては、植物体自体の高温に対する耐性を向上させることと環境制御によっ

て温度を下げて植物体の受ける高温障害を軽減させることとに大別できる（柴田，1995）。

花きの高温に対する耐性の機構は解明が進みつつあるものの、人為的に高温耐性を向上さ

せることはまだ難しい。このため、高温対策としては後者が中心となり、換気を促進する

装置や施設構造、遮光、冷房装置の利用などがある（林，2006）。しかし、設置コストやラ

ンニングコストがかかることから、費用対効果を考慮して実現可能な方法を組み合わせて

導入することになる。 

 

高温対策における被覆資材の役割 

施設園芸は、生産の対象となる作物を取り巻く環境を生育に好適な条件に整えるため、

ガラスあるいはプラスチックフィルムなどの被覆資材で覆った空間（温室やトンネル内）

で栽培する方法である。被覆資材を用いて外部環境の影響をできるだけ遮断するとともに、

施設内の光、温度、湿度、二酸化炭素濃度や土壌水分など生育環境を人為的に調節しよう

とするもので、これが施設園芸の大きな特徴である。その目的は収量や品質を向上させ生

産性を高めることにある。被覆資材は他の環境制御装置と比べて環境制御機能は劣るもの

の低コストで施設園芸には必須の資材である。 

施設園芸の始まりは、作物を低温から保護するための保温が目的であったが、農業用塩

化ビニルフィルム（農ビ）をはじめとするプラスチックの被覆資材が次々と開発されるに
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したがい温室（ガラス室、ハウス）やトンネルのみならず、マルチやべたがけなど様々な

被覆方法が生まれ、用途に応じた種々の被覆資材が開発されている。 

 被覆資材に要求される基本的な性能としては、採光性が十分なこと、密閉性が高く保温

性が高いこと、長期にわたり使用できること、コストが安いことなどがあげられる（島地，

2003）。その他にも、遮光、防虫、防鳥、防風、防霜など多くの用途がある。被覆資材に要

求される特性は様々であり、多様化している作目や作型、栽培方法に対応したコストと性

能を考慮して適切に選択する必要がある。近年は、被覆資材の基本的な特性に加えて従来

にない機能を加えたり性能を向上させたりした多種多様な機能性被覆資材が登場している。

例えば、特定波長域の光透過性を制限してある機能を生み出す波長選択性フィルムが代表

例である。その中でも紫外線カット（UVC）フィルムは、それを使用した条件下で多くの昆

虫が飛翔できないことを利用して害虫忌避効果の高い被覆資材として利用されている。 

 太陽からの日射（太陽放射、短

波放射）は温室の環境や作物の生

長に重要な影響を及ぼしている

ことはいうまでもない。日射の波

長は 300～3000nm 程度で短波放

射とも呼ばれる（第 1 図）。その

うち 380～760nm を可視光といい

植物の光合成有効放射（400～

700nm）とほぼ同じ波長域である。

可視光のエネルギーは全日射エ

ネルギーの 45～50%を占める。熱

として作用するのは 760nm 以上

の波長域の赤外線であり、赤外線

はさらに、3000nm 以下の近赤外線とそれ以上の遠赤外線とに分けられる。なお、3000nm 以

上の領域は長波放射と呼ばれるが温室内環境で扱われるのは 100,000nm(100μm)程度まで

である（古在、1995）。また、各放射の境界波長は必ずしも一定ではなく文献により多少異

なっている（稲田，1995）。 

温室の熱収支は複雑なのでここでは詳述しないが、概略すると日中は日射の透過率が小

さいほど温室内へ侵入するエネルギー量が小さくなるため温室内の昇温防止効果が高まる

ことになる。日射のうち可視光は作物の生育（光合成）に必要であるからできるだけ温室

内へ入れることが望ましい。このため、残りの赤外線部分をできるだけ反射させるのがよ

いということになる。 

 

遮熱資材の種類とその特徴 

 遮熱資材は、熱線とも称される日射の赤外線部分が温室内へ侵入することを抑制し、高

温時における温室内の異常昇温を防止し高温障害の発生を抑制する役目が期待される資材

である。 

従来からその手段として多く利用されているのは遮光資材である。遮光資材は、日射を

遮る機能を持ち、異常昇温防止の他に強日射対策として光量調節や日長調節などに利用さ

れる。これらはほとんどが内張り資材であり、開閉式カーテンに用いられるのが一般的で

6000Kの物体の放射エネルギー
地球表面での太陽放射エネルギー

可視光
(380～760nm)

日射（短波放射，
約300～3000nm）

長波放射
(3000～1.0×106nm)

放
射
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
強
さ
（
相
対
値
）

波 長

光合成有効放射
(400～700nm)

近赤外線 (760～3000nm)
遠赤外線
(3000nm～)

遠赤色光(700～800nm)

紫外線

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 (×1000nm）

50

100

第１図 太陽放射の波長と強さの概略および波長名称         

（稲田，1980；古在，1980 などから作成） 
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ある。外張り資材の外側に設置する外部遮光が行われている場合もある。遮光資材は、一

般的に遮光率○％という形で表示されるが、その材質、編み方により性質が異なる。昇温

防止を目的とする場合には、遮光資材自体への熱のこもりによる二次的な輻射熱を抑える

ために編み目の間の隙間を多くして通風性を持たせた資材、熱を反射させて上方へ逃がす

ためにシルバーや白色など反射性の高い素材を織り込んだ資材などがある。また外張り資

材の表面に白色の反射性資材を塗布する方法もある。遮光は、葉温上昇や生育障害を防止

することで、ラン類や観葉植物の葉焼けなどの品質低下を防止する目的で行われる。しか

し、遮光資材はその遮光率に応じて赤外線だけではなく光合成有効放射を含む可視光も遮

ることになるため、特に好光性植物では日射条件に応じて遮光資材の適切な開閉制御を要

求される場合もある。 

外張り用被覆資材では、熱線吸収ガラスがあり、その後 2 枚のガラス内に熱線反射物質

を溶解し封入あるいは金属蒸着ポリエステルフィルムを挟んだ熱線反射ガラスが上市され

ている（島地，2004）。後者の熱線反射ガラスでは、可視光の透過率を 88%維持しながら赤

外放射を選択的に反射し、結果として熱エネルギーの侵入を約 50%遮断できるとしている。

これらのガラス資材は大型温室でも利用されている例もあるが建築物や自動車での利用が

多い。 

一方、外張り用として利用の多いプラスチックフィルムにおいても遮熱資材の登場が期

待されていたが近年実用化され、遮熱フィルムや熱線遮断フィルムなどと称され利用が進

んでいる。一般の透明フィルムと比較すると 2 倍程度のコスト高であるが、高温期の育苗

や夏秋期の栽培を中心に利用が進んでいる。上市されている遮熱フィルムには、赤外線吸

収型と赤外線反射型がある。 

赤外線吸収型フィルムにおける光透過特性の例を第 2 図に示す。このフィルムは，農業

用ポリオレフィン系特殊フィルム（農 PO）に近赤外線吸収剤が添加されており，日射のう

ち近赤外線を吸収して，温室内の温度上昇を防止しようというものである。一般農 PO に比

べると，760nm 以上の近赤外線の光透過率が抑制され，900nm 付近が最小となっている。こ

の領域の日射が近赤外線吸収剤の働きにより吸

収され透過が抑制されているものと考えられる。

また遠赤色（約 700～800nm）も同時に吸収され

るため，赤色光（R） と遠赤色光（FR）との比

率（R/FR 比）が大きくなり，植物の節間伸長が

抑制されることから，徒長を抑制するなどの効

果が得られる（竹村,2006；島地,2004）。このた

め，育苗における利用も多い。一方，可視光の

透過率については一般農POと比べて60～80%程

度の透過率となっている。赤外線吸収型では近

赤外線を吸収すると同時に，可視光域でも近赤

外線領域に近いほど透過が抑制される傾向のあ

る点に注意する必要がある。 

赤外線反射型は，添加された白色系顔料や資材により赤外線を反射することで昇温を防

止するタイプである。白色系顔料を用いたものでは，第 3 図に示すように可視光(380～

760nm)から赤外線(760nm～)の領域の光透過率が，一般透明フィルムに比べて 10%程度低い

第 2 図 赤外線吸収フィルムの光透過特性の例

（川嶋、2010＝竹村、2006 を改変）
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おおむね 80%に抑えられる。一般遮光フィルムと比べると，赤外線反射型の方が可視光の光

透過率は高く赤外線の光透過率は低くなってい

る。すなわち，一般遮光フィルムと比べると赤

外線反射型フィルムは，可視光の透過率が高い

ため植物の生育への遮光の影響が小さく，赤外

線の透過率が低いため温室内の温度上昇を抑制

する効果が高いことを示唆している。この遮熱

フィルムにより赤外線の透過が抑えられて地温

や植物の葉温の上昇が抑えられるなどの効果が

ある（豊田，2007）。 

また可視光の透過率が一般透明フィルムと同

程度で遠赤外線と赤外線の一部を反射して遮熱

するとしているものもある。反射型は程度の差

はあるが可視光の透過も抑制される点に注意す

る必要がある。 

赤外線吸収型、反射型ともに、フィルムタイプの他

に細断した遮熱フィルムをメッシュ状に貼り合わせ

たり織り込んだりして通風性の確保をねらったメッ

シュタイプがある（第 4図）。一般農 PO フィルム（第

5図右上）と比べると赤外線吸収型は黄色がかった色

をしている（第 5 図左上：メッシュタイプ）。赤外線

反射型は，一般農 PO と比べて白っぽく，また反射資

材が添加されたタイプ（5図右下）より白色系顔料が

添加されたタイプ（第 5図左下）の方がやや白い。 

反射マルチも遮熱資材の一種ととらえることもで

きる。反射マルチは、反射光による光合成有効放射を

高めて品質向上をはかるとともに地温上昇を抑制す

る高温対策として利用される資材である。赤外線や遠

赤外線の反射率が高い資材ほど地温上昇の抑制効果

は高いといえる。 

 

遮熱資材の特徴と注意点 

 遮熱資材は、上述のように可視光は透過させる（マルチ資材や一部の遮光資材では可視

光を通さないものもある）が赤外線を透過させない被覆資材であり地温や植物体の温度上

昇を抑制する効果がある。一方で赤外線を反射する特性から、断熱性の高い資材ともいえ

るため夜間における保温性の向上効果も期待される（内藤，1995；島地，2004）。これは、

夜間に温室内から室外へ向かう赤外線（3000nm 以上の長波放射）を遮熱資材が室内側へ反

射あるいは吸収・再放射することによる断熱効果が期待されるためである。 

 一般的に、遮熱資材による遮熱の効果（断熱性）は、赤外線吸収型より反射型の方が高

いと考えられる。これは赤外線吸収型では赤外線を吸収することで資材自体の温度上昇を

招き、赤外線が温室側へも再放射（あるいは輻射）されると考えられるためである（内藤，

第 4 図 遮熱資材の例 

右上：一般汎用農 PO フィルム、左上：赤

外線吸収型（メッシュタイプ）、右下：

反射資材が添加された赤外線反射型、左

下：白色系顔料が添加された赤外線反射

型   （川嶋原図） 

第 3 図 赤外線反射フィルムの光透過特性の例

（川嶋、2010＝豊田、2007 を改変）
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1995）。また、遮熱資材は外張りとしてあるいは外張りの内側より外側に展張した方が遮熱

効果は高いと考えられる。これは資材がフィルムのように薄い場合には温室内外への伝熱

が主に放射と対流によることとなり、外側にある方が温室内に対流や再放射される熱（放

熱）が少なくなると考えられるためである。 

 今後利用の増加が見込まれる遮熱資材は、温室の外張り用の遮熱フィルムと思われる。

遮熱フィルムは、一般の透明フィルムと比較して日中は地温や植物体の温度（葉温）の上

昇を抑える効果が認められる。このため、水分の蒸発散が抑制され地面や培地の乾燥が抑

えられて潅水回数・量が減少するといった効果もある（竹村，2006；豊田，2007）。また遮

熱フィルムは昇温防止が可能とはいうものの高温時にその効果を発揮させるためには十分

な換気を図る必要がある。一方、低温期には可視光の透過量が少なく、また日中の地温上

昇が抑えられるため生育遅延などの影響が生じることも考えられる。このため、メーカー

側では高温期のみの使用を想定している。しかし、労力やコスト面から外張りとして固定

張りでの周年利用を望む利用者が多いと思われる。このため、周年利用を想定して低温期

における保温効果や利用可能性についての検証や対応が必要と考えられる。また展張期間

は 2年程度となっており耐久性の向上も課題であると思われる。 

 
※本稿は、川嶋浩樹（2010）を改編したものである。 
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高温期における施設野菜の生理生態と対策技術の現状 

 

独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構  

野菜茶業研究所 高収益施設野菜研究チーム 

鈴木克己 

 

緒言 

 昨年度、秋田県で開催された日本園芸学会において、施設園芸の「省エネ」に関する公

開シンポジウムを開催したところ、会場から「省エネというのは、冬場の暖房のことでは

なく、夏場の冷房をいかに省エネで行うことかと思いました。」とのコメントがあった。我々

の日常生活と同じく、施設園芸においても、ヒートポンプなどによる冷房が一般的となり、

いかに省エネで冷房できるか議論するのが望ましいが、まだまだ細霧冷房や遮光資材以外

のものを導入するのは難しいのが現状である。そもそも冷房する必要があるのは、施設内

の温度が作物の生育適温から外れ、色々な障害が発生し、収量の低下を招くからである。

そこで現状では、作物の状態を把握し、なるべく高温障害を抑えるような対策を行う必要

がある。 

 

１．トマトの生育適温と高温障害 

代表的な施設野菜であるトマトの生育適温は、平均気温で23℃付近にあり、昼30℃以下、

夜温 20℃以上で生育が旺盛となる。図１はトマトの温度と生育の概念図であるが、平均気

温が 28℃を越えると、花粉稔性が低下し、着果促進のためのホルモン剤なしでは、着果が

困難となる。さらに高温になると、ホルモン剤を使用しても着果不良となる。高温では、

呼吸量が増加するため、光合成で生産された糖を消費してしまう。葉からの蒸散が盛んと

なり、転流にも影響を及ぼす。 

高温により蒸散が盛んになり、葉に流入

する水分の量が増えることは、果実や生長

点への水分の流入量を、相対的に減らすこ

とになり、それにともなって、運ばれてく

る養分も十分に供給されなくなる。そのた

め、カルシウムのような移動しにくい成分

で欠乏症が生じやすく、果実では尻腐れ症

や、生長点の褐変などを引き起こす。さら

に高温となると、心止まりや、花芽が異常

となり段飛びが起き、生育自体が困難とな

る。夏期は高温と相まって強日射となるた

め、直接果実に強い光があたると、着色不

良となったり、裂果が生じ、果実の商品価値を低下させる。 

以上のような高温障害は、その他の果菜類（サヤインゲンなど）でも同様に、花粉捻性

の低下、着果不良、不良果の発生などが起きる。 

葉菜類でも、基本的なメカニズムは同様であり、高温、強光下で生育が抑制され、障害

５０℃

３０℃

２０℃

１０℃

０℃

４０℃

花粉稔性低下

着果不良

生育不良・異常

葉先枯、果実水浸状

枯死

生育遅延

同化産物転流阻害

凍死

根機能低下

根機能低下
（溶存酸素
不足）

根伸長停止

図１ トマトの生育と温度（概念図）

裂果・尻腐
れ果・着色
不良果等
の発生
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が発生する。レタスなどでは、葉の縁が枯れるチップバーンが起きるが、これはカルシウ

ム不足が原因だとされる。また、結球性の野菜では、節間が伸長することで、巻きが不十

分な野菜となる。 

 

２．夏季のトマトの栽培技術 

①作期調整 

 暖地の施設でのトマト長期多段栽培では夏季高温を避ける作型として、7 月頃に終了し、

盛夏を避けた 9～10 月頃の定植が多い。それでも近年、作期拡大のため前倒しで定植する

事例が増えつつある。その際に、高温による影響を強く受けやすい、花粉形成から開花初

期までを避けることが重要である。 

 ハウス内の環境は、中で栽培されるトマトの樹の状態にも大きく左右される。定植直後

はトマトの樹が小さく、葉量もすくないため、トマトからの蒸散量は少ない。トマトが生

長し群落が大きくなるにつれて、蒸散が盛んになり、湿度が上昇し、気温は相対的に低下

し、外気温とハウス内気温の差異は少なくなる。ビルに囲まれた都会でも、木々に覆われ

た神社などの森の中に入ると涼しく感じられる。東北地方では 6 月頃に定植し、夏を乗り

越える例もある。 

②夏向け品種の利用と作の切り替え 

 高温期には夏期栽培に適する品種を利用することが望ましい。夏期に適する品種は、冬

季栽培には向かないことが多いため、長期１作の栽培に採用することは難しくなる。将来

的に温度適応範囲が広範囲にわたり、様々な病害虫に対する抵抗性品種が開発されればよ

いが、現段階では難しい。また、多段になったトマトは樹自体も老化するため、病気に罹

りやすく、生理障害も起こりやすくなる。この面からも若いトマトを栽培する方がよく、

低段栽培の夏期栽培へ応用することが考えられている。雇用を入れている場合、仕事を休

んでもらうわけにはいかないため、長期栽培の合間に低段の栽培を入れて、夏でもトマト

を生産する例もある。低段栽培なら、夏期にトマトを生産するため夏期用の品種を用いて、

比較的密度が高い群落を形成し、樹が元気なうちに短期に栽培を終了することができる。

神奈川県の試験では、低段栽培と長期多段栽培を組み合わせた作型で、周年栽培が可能で

あることを示している（廣瀬ら，2009）。 

③トマト低段密植栽培 

 葉菜類の生産プラントでは、播種－定植－生育－収穫を定期的に行い、周年的に工場的

な生産を行っている。その考え方をトマト栽培にも応用し、それぞれの行程を、計画的に、

周年行う、低段密植栽培が提案されている。 

低段栽培は、年数作の繰り返しができること、栽培の簡素化などから、現在もこれまで

にも色々な研究所において試験が行われている。低段のメリットを生かした高糖度化を目

的にした試験が多く、多収を目指した研究も行われている。用いるシステムも土耕、少量

培地多灌水栽培、培地耕、NFT 方式、ロックウール養液栽培など色々な方式で研究されて

いる。野菜茶業研究所をはじめ、兵庫県、愛知県、静岡県、京都府、埼玉県、大分県、三

重県、茨城県、千葉県など公立試験場所、JA や民間会社、千葉大学、大阪府大、静岡大学

など大学においても多くの研究事例がある。図 2 は低段密植栽培体系の例を示す。 
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 実際に低段栽培を取り入れている生産者は、高糖度で高品質なトマトを生産している例

が多い。低段栽培での繰り返しで多収を実現している例としては、4 段トマトを上下に立体

的に配置して年間４回転、つまり同じ場所では 4×2×4＝32 段の栽培を行っている方式が

ある（新堀ら，2006）。 

④二次育苗での高温対策 

 育苗時は集約的に栽培するため、チラーや冷房などを比較的導入しやすい。二次育苗時

の夏季高温下の対策として、チラーによる根域温度低下、クーラーによる夜冷、熱線吸収

フィルム（メガクールネット）による遮光を検討した。高温区に比べて、夜冷区では草丈

が抑制される傾向にあった（表 1）。夜冷区のなかでは遮光区で草丈が伸びる傾向が見られ、

第１果房の花数およびその後の収穫果実数、果実収量は高温区よりも夜冷区の方が高く、

高温対策として有効であると思われたが、その後第 2 果房の収量は減少した。（表 2）。栽植

本数が少ない方が株あたりの収穫量は多い傾向にあり、夏季においても光環境が重要であ

ると思われた（鈴木ら，2009）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 表１　各処理における２次育苗の途中の草丈と終了時の苗の草丈、葉数、花数、重量

処理区
生育途中
草丈

生長点ま
で草丈

第１果房
まで

第１果房
まで葉数

第１果房
花数

地上部新
鮮重

地下部新
鮮重

地上部乾
物重

地下部乾
物重

(cm) (cm) (cm) 枚 個 (g) (g) (g) (g)

夜冷・チラー 24.0 36.5 34.3 7.1 4.7 25.5 3.3 2.66 0.25

夜冷・遮光 26.4 40.6 38.0 7.2 4.5 25.7 2.5 2.35 0.19

夜冷 23.6 36.2 33.8 7.2 4.6 25.0 3.2 2.70 0.23

高温 28.5 43.1 39.1 7.3 3.7 29.0 3.4 3.25 0.27

生育途中は８月４日に調査、その他は定植日（８月７日）に調査

 表２　2次育苗の処理区と本圃密度の違いによる第4果房までの収量と収穫果数

2次育苗 栽植密度 総収量 個数
処理 (本/10a) 第１果房第２果房第３果房第４果房 第１果房第２果房第３果房第４果房 (g/株) （個/株）

夜冷・チラー 481 219 516 610 3.5 1.5 3.2 2.8 1825 10.8
夜冷・遮光 395 242 419 542 3.0 2.0 2.5 2.6 1598 10.1
夜冷 453 280 531 665 3.2 2.1 2.7 3.1 1929 11.0
高温 235 256 409 615 1.9 2.2 2.5 3.2 1516 9.7

夜冷・チラー 354 140 273 353 2.8 1.2 1.6 2.0 1121 7.6

夜冷・遮光 367 124 321 409 3.0 1.0 1.9 2.4 1221 8.3

夜冷 350 132 381 248 3.1 1.3 2.1 1.5 1112 7.6

高温 327 111 196 441 3.0 1.0 1.2 2.2 1075 7.4

*裂果等不良果を含む

3000

6000

収量(g/株) 果数(個/株)

１次育苗（閉鎖型苗生産システム）
１ヶ月弱

２次育苗（根域制限式NFT)
約２週間

本圃（NFT ）
2.5～3ヶ月程度

栽植密度６０００本／10a
３段まで収穫

開花苗の定植

年間４作栽培

図２ 低段密植栽培の例
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⑤生理障害対策 

 夏季トマト栽培では、黄化葉巻、葉カビ、灰色カビ、ウドンコ、サビダニなどの病害虫

発生が栽培上の大きな問題であるが、ここでは、生理障害として問題となっている裂果、

尻腐れ果などの発生要因と対策技術を取り上げる。 

a.裂果 

 裂果発生は気象要因に大きく左右され、高温、高湿度、日較差大、強日射、果実への直

射日光、CO2濃度などが発生に影響する(Dorais et al., 2004)。品種によっても発生に差異

があり、小玉の品種や、表皮が硬い品種などでは発生が少ない。耕種的な要因として、着

果負担低、ソース／シンク比大、低頻度・多量の灌漑、塩類バランスの崩れ、養液栽培で

は低EC管理などが裂果を引き起こす。最近の知見では、飽差の変動の関与（渡辺ら，2006）、

幼果期から緑熟期頃までの積算日射量が夏秋トマトにおける放射状裂果の発生に関与する

こと（鈴木ら，2007）などが報告されている。 

対策として、裂果しにくい品種の使用、環境制御により裂果が発生しやすい条件の緩和、

果実への急激な水分流入を緩和するために果房あたりの着果数を多めにするなどの対策が

採られる。また、果実に直射日光が当たることを避けるように整枝する方法や、果房を被

覆資材で被覆することも有効である（鈴木ら，2007，2009）。ホウ素・カルシウム混合液を

葉面散布することも有効であるとされている(Dorais et al., 2004)。また、果実への水分流

入を制御するため果梗を捻枝することも有効である（山下・林，1994）。我々も裂果が多発

する条件で果梗処理を行ったところ、発生が抑制された（表３）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カッター処理：果梗半円部をカッターで切断，電工ペンチ処理：電工ペンチで果梗周円部を切断，ペンチ

処理：ペンチで組織がつぶれる程度強く挟む 

 

ｂ．尻腐れ果 

 尻腐れ果の発生は高温のみならず、低カルシウム、低リン、高マグネシウム、高窒素、

高カリ、高塩類濃度（高 EC）、乾燥、湿害、強光などでも起きる（鈴木・河崎，2008）。尻

腐れは急速に生長する部位での局部的なカルシウム不足とされる。そのためカルシウム剤

の葉面散布などが対策としてとられてきたが、必ずしも有効でない場合も多い。尻腐れ果

には、微量要素（ホウ素？）欠乏により、内部の維管束周辺から壊死し、生じるものもあ

り、発生原因に注意が必要である。養液栽培において微量要素欠乏で発生する場合には速

やかに微量要素を足す必要がある。また春先などの過繁茂の状態で発生する場合では、摘

第1果房 第2果房 第3果房 第1果房 第2果房 第3果房
カッター処理 167 247 203 80 92 100
電工ペンチ処理 171 220 201 60 44 50
ペンチ処理 187 235 200 58 41 65
無処理 196 226 218 44 89 100
カッター処理 152 209 218 65 95 93
電工ペンチ処理 187 207 188 41 46 84
ペンチ処理 186 218 192 39 60 46
無処理 160 245 205 90 100 100

Ｚ裂果発生程度：10mm以上の亀裂がある果実数／総果実数

無し

表３　果梗処理の違いによる各果房の平均果重と裂果発生程度への影響

側枝
果梗への

処理
平均重量(g) 裂果発生程度(%)Ｚ

有り
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葉や側枝を伸ばすなどし、シンクソースバランスを正常に戻す必要がある。梅雨時の天候

不順による萎れにより発生する場合には、遮光カーテンなどを使い、萎れを生じないよう、

徐々に強光に慣らしてゆくなどの対策が必要である。 

ｃ．着色不良果 

高温になると果実の赤い色素であるリコペン合成に支障を生じ、

着色不良となることがある。我々の研究では、着色不良果には

強光と高温が関与しており、品種により、強光で生じやすいタ

イプや、高温で生じやすいタイプがあることが示された（図 3，

表 4）。果房被覆は強光により生じる主に肩口に生じる着色不良

果の抑制に有効であった（鈴木,2010）。また、緑熟期の果実を

20℃で保存することで、リコペンの蓄積が促進された（永

田,2010）。果房被覆などの耕種的な方法と、収穫後の保存方法

を組み合わせることが着色不良対策として有効であると思われ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥その他の対策技術 

 遮光に直射日光を遮ることはハウス内で働く作業者によっては快適であるが、増収には

必ずしも有効ではない。全面的かつ長期間の遮光はトマトの物質生産にとってはマイナス

であり、収量を減少させる（岡崎・太田，2006）。作業者のための部分遮光、トマトの部位

別遮光、時間別遮光、散乱光フィルムの利用など、遮光方法を検討する必要がある。 

 CO2 施用は光合成の促進に有効であるが、天窓や側窓が開いた状態では、せっかく施用

した CO2がハウス外へ流出してしまう。ハウス解放時における CO2施用システムや、半閉

鎖管理による施用方法などが研究中である。CO2 濃度が高くなると、光合成のピークが高

温に移ることが報告されている。作物の生長は、光、水、CO2、肥料、温度、湿度、気流、

根圏環境など様々な影響を受けるため、ただ単に温度を指標として、温度を下げる対策の

みを講じるのではなく、作物の状態を観察しながら、正常に生育するように、制御できる

要因を複合的に制御してゆくことが重要であると思われる。 
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イチゴ高設栽培における気化潜熱を利用した培地の昇温抑制技術 

 

近畿中国四国農業研究センター環境保全型野菜研究チーム 山崎敬亮  

 

 

１．はじめに  

イチゴの高設栽培は、従来の地床栽培における作業姿勢の改善や作業効率の向上を目的

として、ここ十年ほどの間に実用化が進み普及してきた栽培法である。企業や各県の公設

試験研究機関などから数十種類にも及ぶ多種多様な栽培方式が開発され、その普及率は、

2004 年には全作付面積の 1 割強程度となっている（吉田、2007）。初期導入コストの面か

ら飛躍的に普及するとまではいかないが、今後も徐々に普及していくものと考えられる。

昨今、高設栽培のみならず地床栽培も含めた促成イチゴで問題となりつつあるのが、「気候

の温暖化」による秋期の花芽分化の遅れである。特に高設栽培については、培地が地面か

ら隔離され、培地温度が気温に影響されやすいため、温暖化の影響をより受けると考えら

れる。そこで、温暖化によりイチゴ高設栽培にどのような影響があるのかを簡単に説明し、

現在、研究・開発中の気化潜熱を利用した簡易で低コストな培地の昇温抑制技術について

紹介する。  

 

２．イチゴ高設栽培に対する温暖化の影響  

１）気候温暖化がイチゴの生育に及ぼす影響  

  高設か地床かという栽培様式に関わらず、気候温暖化によるイチゴの生育への直接的な

影響として第一に挙げられるのは、自然条件下での秋期の花芽分化時期の遅れである。従

来、普通促成栽培ではクリスマスニーズに合わせて年内収穫が可能であったが、昨今の気

候温暖化により、頂花房（第 1 花房）の花芽分化が遅れ、収穫開始が年を越してしまうと

いう現象が発生している（最近では 2007 年）。  

また、頂花房を短日夜冷処理などの花芽分化誘起処理により人為的に分化させ早期に定

植し、10～11 月の収穫・出荷を狙う超促成栽培においては、定植後の一次腋花房（第 2 花

房）の分化が遅れ、頂花房と一次腋花房間の収穫が約 2 か月空いてしまう、いわゆる「収

穫の中休み」が問題となっている。いずれの作型でも自然条件下での花芽分化の遅れが、

収量の低下につながっており、生産者の所得減少に直結している。  

 この他にも奇形花（果）や小玉果の発生割合が増加すること、果実の食味や硬度の低下、

間接的には病虫害の多発・大発生などが挙げられる。  

２）なぜ高設栽培は温暖化の影響を受けやすいのか？  

  前述したように、高設栽培は幾通りもの方式がすでに実用化されている。それらは、栽

培槽に使用される資材と形状、培地に使用する資材やそれらの混合比率、肥培管理法など

の違いにより分類されている（伏原、2004）。共通しているのは、培地が一株当たりおよ

そ 2～6 リットルと少量で、地面から隔離されているという点である。イチゴ高設栽培に特

有のこの構造が、実は温暖化の影響を受けやすくする原因となっている。すなわち、培地

が少量で地面から隔離されているため温度に対する緩衝能が小さく、培地温度が周囲の気
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温に影響されやすいということである。気候の温暖化が進行すれば、それだけでも花芽分

化が遅れるが、高設栽培ではさらに培地温度が高くなることで、必然的に秋口に栄養成長

から生殖成長へと移行しにくい環境が形成され、前述した温暖化による影響が顕著になる

ことが推測される。高設栽培が今後も普及する見込みがあることを考慮すると、温暖化に

対する適応策を早急に講じなければならない状況にある。  

 

３．気化潜熱を利用した培地の昇温抑制技術  

１）気化潜熱の利用  

 イチゴ高設栽培における温暖化への適応技術の開発として、簡易な培地の昇温抑制方法

について研究・開発を進めている。中山間地域での中小規模経営にも導入可能であること

を念頭に、低コストかつ簡易ということに重点を置き、自然発生的な熱量である「潜熱」

に着目した。この潜熱は「気化潜熱」とも「気化熱」とも呼ばれている。具体的な冷却作

用のメカニズムについて簡単に説明する（図 1、山崎、2007）。水が液体から気体へ状態変

化（気化）するためには熱量が必要である。この気化に要する熱量が「気化潜熱」であり、

その時の水温によりその熱量は異なる。この熱量は水が接している空間や面から供給され

るため、熱量を奪われる空間や面は、奪われた熱量の分だけ温度が下がることになる。こ

の原理を利用したものが、夏場

に涼を得るために古くから行わ

れてきた庭先への水撒き、「打ち

水」である。  

２）高設栽培における培地の昇

温抑制機構の概要  

 培地の昇温抑制に「打ち水」

効果を取り入れ、試作した高設

栽培装置の概要を図 2 に示す。

本研究では、愛媛県農林水産研

究所で開発された簡易高設栽培

システム（玉置・角田、2003）

を参考にして高設栽培装置を試作している。不織布シート（ラブシート BKD20507、ユニ

チカ株式会社）をハンモック状に吊って栽培槽を形成するタイプであり、この資材と構造

が気化潜熱を利用して培地の冷却を行う際に重要である。また、初期の設置・導入コスト

が比較的安価で、中山間地域の中小規模産地に対応できること、環境に配慮して排液循環

型になっていることもこの方式の利点である。  

具体的な昇温抑制機構の仕組みは、不織布シートからしみ出すかん水の余剰水を送風に

より強制的に気化させ、気化潜熱により不織布表面の温度を低下させて間接的に培地の温

度上昇を抑えるというものである。気化潜熱を利用した培地の冷却は Takaichi et al.（2001）

や Ikeda et al.（2006、2007）によって報告されているが、本方法では、より簡易な強制気

化機構を、より実用向きの高設栽培装置に組み込み、昇温抑制効率を高める工夫をしてい

る（山崎ら、特願 2008-327663）。一つに透湿防水シート（デュポン TMタイベック農業用マ

ルチシート 700AG、デュポン社）を栽培槽の外側に一巻き、このシート自体をダクトに見

水の気化（蒸発）

水に接していた空気や地面
は奪われた熱量の分だけ冷
える。→温度が下がる

①気化する前 ②気化の最中 ③気化終了

水が気化するためには
熱（熱量）が必要

水に接している空気や地面
から熱を奪い気化。このとき
奪った熱が「気化潜熱」

液体の水

水蒸気

図1 「打ち水」効果（気化潜熱）による地面等の冷却のしくみ（山崎、2007）
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図2 愛媛農試方式を参考に試作した高設栽培装置（ａ）と培地冷却機構

を組み込んだ高設栽培装置（ｂ）の概要

図3 培地冷却機構を組み込んだ高設栽培装置と

透湿防水シートの活用方法
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注)2006年は昇温抑制時に送風ダクトあり、2007年はダクトを敷設せず、

防水透湿シートをダクトに見立てて直接風を送った。

送風ファンの作動は、2006年は午前８時から午後８時、2007年は午

前10時から午後10時とした。培地温度は表面より深さ15cm地点で測

定した。

立てて装置の一端から風を送り、不織布への送風を均一化、効率化している。またこのシ

ートには透湿性があるため、湿った空気を絶えず外気と交換し気化を停滞させないように

している。シートの持つ防水性から、排液を回収するための「樋」の役割も果たしている

（図 2）。さらに、定植に先立って栽培槽上面を透湿防水シートでマルチングすることによ

り、その遮光性と遮熱性から、高温期の定植でも培地表面の高温化を抑制できる（図 3）。 

 

３）昇温抑制機構の性能   

昇温抑制機構を組み込んだ高設栽培装置

（培地冷却区）と機構なしの高設栽培装置（対照区）の培地温度を比較したところ、定植

後の高温期に当たる 8 月末から 9 月 10 日前後までの各培地温度では、日中から夜間にかけ

ては培地冷却区で低く、特に高温年であった 2007 年は、対照区では培地の最高温度が 30℃

を超えるような日でも、培地冷却区では 25℃前後に抑えることができている（図 4）。最大

で 7℃程度培地温度を低くすることができ、平均では 3～5℃ほど培地温度を低下させるこ

とができた（図 4）（山崎ら、2008；Yamazaki et.al.、2009）。イチゴは、18～23℃の根圏温

度が根の生育に好適条件と報告されている（宇田川ら、1990）が、培地冷却区では、この

範囲に近い温度に培地温度を抑えることができた。また、培地温度が 25℃を超えると根の
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図6 培地冷却が年内収量増加に及ぼす影響

（‘紅ほっぺ’、2007年8月27日に定植）
 

生育阻害が増大するとされており、気化潜熱を利用した培地昇温抑制法により根の生育に

とっても、比較的良好な条件を整えることができる。  

４）連続出蕾性の向上と年内収量増加  

 2006 年、2007 年に‘紅ほっぺ’を供試品種として、高設栽培装置に 8 月下旬に定植し、定

植直後から 50 日間程度、培地の昇温抑制機構を 1 日 12 時間作動させた。  

人為的に花芽誘導した頂花房の出蕾日には、培地冷却区と対照区との間で差はなかった

が、定植後に花芽分化した一次腋花房については、培地冷却区の出蕾日が、対照区より平

均で 5 日早かった（2006 年、図 5）。また出蕾の斉一性や出蕾株率の推移を比較すると、培

地冷却区では、10 日程度で全株が出

蕾したが、対照区では 20 日間を要し、

ばらつきの大きさが目立った。この

ような出蕾の斉一性の差は、一次側

枝茎頂が花芽を分化させるのに先立

つ時期の培地温度の差によるものと

考えられ、特に対照区は、日最高温

度が高くさらに最高温度を迎えるの

が遅く、夜間も培地温度が下がりに

くいことが出蕾の不斉一性に影響し

ていると考えられる。  

 2007 年には、出蕾の斉一性こそ高

くなかったが、培地冷却区の半数の

株で連続出蕾性が非常に高まり、年

内に一次腋花房の収穫も開始できる

ほどであった。それにより年内収量

が対照区に対して約 1.5 倍となった

（図 6）。  

このように、簡易な装置を組み込

み培地の温度上昇を抑制することで、

花芽分化・出蕾が早まるだけでなく、

出蕾の斉一性も高まる可能性があり、

収穫の中休みを軽減して単価の高い

年内収量の増加につながるなどの結

果が得られている。  

 

４．本方法の使用上の目安と留意点および問題点  

    本方法は、不織布等の透水性シートを栽培槽に採用している高設栽培方式に対して比較

的容易に応用可能である。排液を回収して循環させるために高設栽培装置自体または透湿

防水シートに傾斜がついている。送風は、定植時からハウス内の 1 日の平均気温が 20℃以

下となる頃（10 月中旬頃）までを目安として、１日 12 時間程度作動させる。送り出す風

の風速の目安として、栽培装置の入り口付近で 2～3m/s、出口でも 1m/s あれば十分に昇温
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図5 一次腋花房（第2花房）の出蕾株率の推移
（‘紅ほっぺ’、2006年8月25日に花芽分化誘起処理した苗を定植）
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抑制効果が得られる。  

本方法を、栽培槽が透水性シートで形成されている高設栽培方式へ導入する場合、10a

当たりの設置コストは透湿防水シート代の 15 万円程度であり、本装置を 50 日間（１日 12

時間）作動させた場合の電気代は約 2～3 万円である。（ただし、送風には既設の暖房機の

送風機能を利用した場合を想定）。また送風期間中のかん水量は、送風しない場合に比べ最

大で 1.5 倍程度となる。本方法は、‘紅ほっぺ’と‘さちのか’で効果を確認している。透湿防

水シートは、耐水性の低下などから 3 年での交換を目安とする。  

課題として残されている問題点として、暖房機の送風機能程度では栽培装置が 20m 以上

になると、装置末端付近での風速が弱まると同時に、順々に湿った空気を送り出すため徐々

に気化量が減少し昇温抑制効果が低下する点である。この対策としては、装置の途中で透

湿防水シートに別の送風口を設けて新たに送風することが考えられる。また、気化潜熱を

利用した培地の昇温抑制法は、厳密な温度制御が不可能であり、周囲の気温や湿度によっ

ては期待通りの培地の昇温抑制が得られない場合がある。これにより培地温度によって

は、一次腋花房の分化・出蕾が揃わない場合が想定される。これに対しては、現在、昇

温抑制技術のさらなる改善と、それに加えて適切な肥培管理法も併せて検討していると

ころである。  

   

５．参考  

１）連続出蕾性と収量性のバランスを最適に保つ培地温度とは？  

 ところで培地の昇温を抑制すると言っても、一体何度に保つまたは下げるのがイチゴ

の栽培上最も有利であるかは明確になっていない。イチゴの栽培上最も良いのは、連続

出蕾性が高く収量性も良い場合である。  

 そこで、まず連続出蕾性が高まる培地温度を検討する試験を行った。 ‘章姫 ’、 ‘とちお

とめ’、‘紅ほっぺ ’、‘さちのか ’を材料として、短日夜冷処理により頂花房を分化させた苗

を、地下部だけ温度制御できる栽培装置に移し、培地の一日の平均温度が 17、20、23℃

となるよう制御して 40 日間処理した。その結果、頂花房の平均出蕾日は、いずれの品種

においても頂花房分化後（移植後）の培地温度が低いほど遅くなる傾向があった。より低

温条件で出蕾が遅れるのは、株の生育全体が地下部温度を制御していない対照区などの高

温区に比べて停滞したことが主因と考えられる。一次腋花房の平均出蕾日は、いずれの品

種でも対照区で遅れが大きかった。‘章姫’では 20℃区が他区より 7 日以上早く、‘とちおと

め’および‘さちのか’では 20℃および 23℃区が他区より 3～8 日早く、‘紅ほっぺ’は 17～23℃

区間に差がなかった｡対照区での出蕾の遅れは、すなわち「収穫の中休み」につながる連続

出蕾性の低下を示しており、いずれの品種でも培地温度が平均 23℃から 25℃の 2℃程度の

間に、連続性が大きく低下する境界が存在することが明らかとなった。また、培地温度を

平均 23℃までに 40 日程度制御することで、確実に一次腋花房の分化・出蕾が早まること

がわかった。  

 一方、17～23℃区までの間に一次腋花房の出蕾に対する品種間の感温性の違いが見られ

た。一次腋花房の出蕾株率の推移を示した図 1 や表 1 から、‘章姫’は培地温度が平均 20℃

前後で連続出蕾性が高く、23℃と 17℃では、17℃の方が高い傾向があった。‘とちおとめ’

では、培地温度が 20～23℃前後のときに連続出蕾性が高く、17℃では劣った。‘さちのか’
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も‘とちおとめ’と同じ傾向であった。これは頂花房の出蕾日の結果と同様で、17℃区にお

いて一次腋花房が早期に分化していたとしても、生育の鈍化により出蕾までに時間を要し

たと考えられる。‘紅ほっぺ’では、17～23℃という温度帯において、一次腋花房の出蕾に

外見上大きな影響はなかった。  

 以上の結果から、連続出蕾性を高く保つ培地温度は、品種間差異が存在するが、20℃

～23℃程度までと考えられる。現在、開発中の気化潜熱を利用した培地の昇温抑制法で

は、定植後の残暑期に培地温度を平均 23℃程度に抑えるまでは至っておらず、それを目

標に今後も研究を進める予定である。  

 表1　イチゴ4品種における頂花房分化後の培地温度が頂花房および一次腋花房の出蕾日に与える影響

頂花房 一次腋花房 頂花房 一次腋花房 頂花房 一次腋花房 頂花房 一次腋花房

17℃ 17.6℃ 9/25 10/24 10/4 10/28 9/26 10/9 10/1 10/21

20℃ 20.2℃ 9/24 10/17 9/27 10/20 9/25 10/10 9/26 10/18

23℃ 22.7℃ 9/21 10/26 9/25 10/20 9/23 10/9 9/26 10/18

対照区 25.4℃ 9/21 11/8 9/23 11/3 9/22 10/23 9/24 11/12

　*各区7個体の平均値
　*培地の温度制御期間：8/19～9/27（40日）

章姫 とちおとめ 紅ほっぺ さちのか
設定

実測
（平均）
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高温下における施設内作業高温下における施設内作業
の暑熱対策と軽労化技術の暑熱対策と軽労化技術

近畿中国四国農業研究センター近畿中国四国農業研究センター

中山間傾斜地域施設園芸研究チーム中山間傾斜地域施設園芸研究チーム

長﨑長﨑 裕司裕司

2010.8.202010.8.20 平成平成2222年度農政課題解決研修「野菜の高温障害対策技術」年度農政課題解決研修「野菜の高温障害対策技術」

【内 容】

 導入：熱中症の話

 温熱環境計測と対策技術の評価

 身体負担の軽減を図るには（風の活用、空調服etc）

 より積極的な暑熱対策技術開発の模索

 省力・軽労化から快適化へ

ハウスは「温室」ハウスは「温室」
高温期はサウナの中で作業しているようなもの高温期はサウナの中で作業しているようなもの

発芽不良や苗の徒長発芽不良や苗の徒長

遮光処理遮光処理

換気換気

ハウス＝温室ハウス＝温室

劣悪な作業環境、健康被害（熱中症）劣悪な作業環境、健康被害（熱中症）

熱中症予防８カ条（日本体育協会）熱中症予防８カ条（日本体育協会）

1. 知って防ごう熱中症

2. あわてるな、されど急ごう救急処置

3. 暑いとき、無理な運動は事故のもと

4. 急な暑さは要注意

5. 失った水と塩分取り戻そう

6. 体重で知ろう健康と汗の量

7. 薄着ルックでさわやかに

8. 体調不良は事故のもと

体重の２％まで

暑熱順化（体温調節能力の暑さへのなれ）

→運動指針
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熱中症予防のための運動指針熱中症予防のための運動指針
日本体育協会HPより

ミズノ株式会社 熱中症指標計WBGT-200A

（日本体育協会推奨品）

○熱中症予防情報（京都電子工業サイト）

http://www.n-tenki.jp/HeatDisorder/

○環境省熱中症予防情報サイト

http://www.nies.go.jp/health/HeatStroke/

ＷＢＧＴとはＷＢＧＴとは
 WBGT（湿球黒球温度）とは、人体の熱収支に影響の大きい気温、湿

度、輻射熱の3つを取り入れた指標で、乾球温度、湿球温度、黒球

温度の値を使って計算

 WBGT（湿球黒球温度）の算出方法

屋外：WBGT＝0.7×湿球温度＋0.2×黒球温度＋0.1×乾球温度

屋内：WBGT＝0.7×湿球温度＋0.3×黒球温度

JIS Z 8504JIS Z 8504「「WBGT(WBGT(湿球黒球温度湿球黒球温度))指数に基づく作業者の熱ストレスの評価」指数に基づく作業者の熱ストレスの評価」

代謝率区分
ＷＢＧＴ基準値 （℃） *1

熱に順化している人 熱に順化していない人 *2

0（安静） 33 32

1（低代謝率：軽作業） 30 29

2（中程度代謝率：中程度の作業） 28 26

気流を感じないとき 気流を感じるとき 気流を感じないとき 気流を感じるとき

3（高代謝率：激しい作業） 25 26 22 23

4（極高代謝率：極激しい作業） 23 25 18 20

高温の許容基準（日本産業衛生学会）高温の許容基準（日本産業衛生学会）

ハウス内作業でのRMRの目安

 極軽作業：

播種（箱まき）、トマト芽かき、

ホースかん水

 軽作業：

鉢上げ、キュウリ摘芯・摘葉、

誘引、トマトホルモン処理

 中等度作業：

定植（苗運搬含む）、動噴防除、

カーテン開閉

 重作業：

鍬による除草、土寄せ

（出典：神奈川県 農作業労働の合理化に関
する試験成績書(昭47年3月)

作業の強さ
許容温度条件

ＷＢＧＴ CET換算値

RMR～1
（極軽作業）

32.5℃ 31.6℃

RMR～2
（軽作業）

30.5℃ 30.0℃

RMR～3
（中等度作業）

29.0℃ 28.8℃

RMR～4
（中等度作業）

27.5℃ 27.6℃

RMR～5
（重作業）

26.5℃ 27.0℃

【高温の許容基準】高温熱環境に適応し作業に習熟した

健康な成年男子作業者が、夏期の普通の作業服装をし

て適当の水分・塩分を補給しながら作業する時、継続１時

間作業および断続２時間作業を基本として、健康で安全
にかつ能率の低下をきたすことのない工場・鉱山などの

作業上の条件を示したもの

【CET（修正有効温度）】グローブ温度・湿球温度・気流をも

とに、気流の無い相対湿度100%の場合と同じ体感となる

気温で表す
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温熱環境測定計測器の一例温熱環境測定計測器の一例

京都電子工業製 アメニティメータAM-101

（データロガー機能を有している）

グローブ温度センサグローブ温度センサ

風速・気温センサ風速・気温センサ

湿度センサ湿度センサ

 ＰＭＶ（Predicted Mean Vote、予想温冷感
指標）の測定、演算が可能な計測器

 高温期のハウス内では、ＰＭＶは算出域を
超える（clo値0.5、Met値1.2の場合）

 得られたグローブ温度、気温、湿度より黒
球温GT 、乾球温DB、湿球温WBを算出

（参考）
 PMV：空気温度、湿度、放射、気流の環境側要

素と、人間側の要素である着衣量と作業量の
複合効果を評価する理論式より算出

 clo値：衣類の熱抵抗値を表す指標。値が大き

いほど保温性が大きい

（0.5は長袖シャツ+半ズボンでの値）

 Met値：安静に座った状態を１とし、運動量を安

静時の運動量の倍数で示した指数

（通常の事務作業は1.2、歩行2.6、テニス3.8）

ハウスでの測定結果例ハウスでの測定結果例

遮光によりＷＢＧＴは平均で約２℃低下遮光によりＷＢＧＴは平均で約２℃低下

日射条件は遮光有り時：日射条件は遮光有り時：825W/m825W/m22、遮光無し時：、遮光無し時：702W/m702W/m22

0

0.5

1

1.5

2

2.5

10:15 10:45 11:15 11:45 12:15

風
速

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

Ｗ
Ｂ
Ｇ
Ｔ

風速 [m/s] WBGT[℃](m/s) (℃)

室内(冷房)
遮光有り

遮光無し

ＷＢＧＴの計測例

ISO 7243「WBGT(湿球黒球温度)指標に基づく作業者の熱ストレス評価」より

 湿球温度：自然気流に暴露したままで測定された湿球温

 黒球温度：径６インチ（15cm）表面は黒色つや消しの中空銅球温度計の示度

 乾球温度：熱輻射源から直接の影響を防ぎ、自然気流は損なわないように球部を

囲ったもので測定された乾球温

15cm径の黒球

（標準黒球）

7.5cm径の黒球

（石川式黒球）

サーモレコーダ等
で温湿度を記録

温湿度センサ部分
には簡易な日よけ

鶴賀電機製 大形ディジタル
WBGT表示器401A

自然通風シェルター

（温湿度センサ内蔵）
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風による身体負担の低減風による身体負担の低減

100

120

140

160

180

200

25 27 29 31 33 35

ハウス内気温

酸
素
摂

取
量

(ml/min)

(℃)

■ 平均風速1.5m/s

○ 平均風速0.3m/s以下

 温度上昇による代謝量増大割合を抑制

遮光の有無による心拍数の変化遮光の有無による心拍数の変化

40

50

60

70

80

90

100

110

120

0:00 0:10 0:20 0:30 0:40 0:50 1:00 1:10 1:20 1:30 1:40 1:50 2:00

心
拍

数

（拍/分) ハウス遮光無し

ハウス遮光有り室内(冷房)

ST：ステップテスト、PL：鉢上げ作業

ST ST ST

PL PL PL

 鉢上げ作業（心拍数増加率で約20％）では、遮光効果が認められる
 ステップテスト（同率で約50～60％）では、遮光効果が小さい
 ＷＢＧＴ値：遮光有りＷＢＧＴ値：遮光有り28.528.5℃℃、遮光無し、遮光無し31.631.6℃℃

 例えば日本体育協会の指針では28℃以上では「激しい運動や持久走など熱負荷
の大きい運動は避ける」、31℃以上では「特別の場合以外は運動を中止する」

中等度作業時には、遮光＋中等度作業時には、遮光＋ααの温熱環境対策が必要の温熱環境対策が必要

心拍測定と標準的な作業負荷

標準作業負荷の例：ステップテスト

 ステップ高さ30cm

 昇降速度20回/分で３分間

 終了前30秒間の心拍数で評価

 「作業の強さ」は中等度作業

例：Polar（ポラール）心拍計（http://www.polar.jp/ja）

心拍数測定：メモリ機能のあるスポーツ用心拍計の利用

 トレーニング用として発達

 R-R計測が可能な機種も６万円程度

 本体収録データは赤外線通信でPCへ転送
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模型ハウスによる風速測定模型ハウスによる風速測定

風温風速センサ：風温風速センサ：CAFSCAFS--220220--S10MS10M

片屋根型ハウス模型片屋根型ハウス模型

アーチ型ハウス模型アーチ型ハウス模型

2424チャンネル風速･温度計測器：チャンネル風速･温度計測器：

ATMATM--2424

RSRS--232C232C

パソコンに記録（パソコンに記録（ExcelExcel形式）形式）

※※妻面の出入口は閉鎖妻面の出入口は閉鎖

風温風速センサによる風速計測結果風温風速センサによる風速計測結果

風向は東で側面方向から風向は東で側面方向から

アーチ型は屋外の約アーチ型は屋外の約8080％減、片屋根型は約％減、片屋根型は約4040％減％減

風風
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

01:0 06:0 11:0 16:0 21:0 26:0

経過時間

風

速

片屋根型 アーチ型 屋外

（分：秒）

（m/s）

足場鋼管を利用した園芸ハウス足場鋼管を利用した園芸ハウス

 風抜けのよい片屋根型の特性を活かしたハ

ウス

 広島県神石高原町、愛媛県久万高原町、山

口県萩市（旧むつみ村）に面積は2.9～5.2a

で実証ハウスを設置

施工手順は、近中四農研HP
「換気性に優れ、低コストで
高強度なハウスづくりを支援
する平張型ハウス設計･施工マ
ニュアル（暫定版）」で公開
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移動式送風ファン等の活用移動式送風ファン等の活用

【移動式送風ファン】

 近中四農研綾部拠点において、電源の無い

ハウス用に太陽電池駆動の送風ファン付き

手押し台車が開発されている。

【ミストファン】

 工場用扇を利用した簡易型のミスト

ファンが市販されている（扇風機無

しのキットで10万円程度）

屋外作業用空調服

【空調服】

 装着された２台のファンで服

と身体の間に風を通すこと

で、発汗の気化を促進して

身体を冷却して、快適化を

図る

 屋外作業用は、服地の内側

にチタンをスパッタリング加

工し、赤外線カット能力を高

めた（（株）空調服が中央農

研等と共同研究開発）

（株）空調服HPより

http://www.9229.co.jp/i ndex.html

屋外作業用空調服の利用

着用作業者の所感：

 少し暑く感じ、ファンの音・

重さが若干気になる

 着用感や送風に対する評

価は高い

ハウス内における管理作業に経常的に利用して
問題点を抽出・改善

40℃近くになるハウス内作業での利用
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簡易な器具開発による軽労化とその評価例簡易な器具開発による軽労化とその評価例
－電動苗運搬車と簡易移植器による作業－－電動苗運搬車と簡易移植器による作業－

長さ長さ××高さ高さ××幅幅 800800××600600××350 mm350 mm

質質 量量 7.2 kg7.2 kg

駆動方式駆動方式
DC12VDC12Vモータ（出力モータ（出力58W58W））

１輪ダイレクト駆動１輪ダイレクト駆動

バッテリバッテリ 工具用工具用NiNi--MHMH電池（電池（3.0Ah3.0Ah））

走行速度走行速度 前進：前進：0.92m/s0.92m/s、後進、後進0.94m/s0.94m/s

Ｍ社製Ｍ社製 HPS1HPS1 簡易移植器簡易移植器

（開孔器式、質量（開孔器式、質量1.3kg1.3kg））

 レバー操作で開閉レバー操作で開閉

 ハンドル高さ３段階ハンドル高さ３段階

（（6565、、7575、、85cm85cm））

 ハンドルに運搬車のリモコン装着ハンドルに運搬車のリモコン装着

電動苗運搬車の改良電動苗運搬車の改良

畝間走行畝間走行

積載能力の向上積載能力の向上

→苗載枠の追加→苗載枠の追加

作業者

駆動輪

遊転輪遊転輪

トーアウト

作
業
時
進
行
方
向

トーアウト
ハンドル

•• ハウス内利用（狭い枕地・通路）ハウス内利用（狭い枕地・通路）

•• 畝間通路を走行畝間通路を走行

•• 水稲苗箱水稲苗箱２枚２枚を積載を積載

•• リモコンでこまめに移動操作リモコンでこまめに移動操作

積
載
量

積
載
量

新たな課題：新たな課題：

防虫ネット組込による高温の助長防虫ネット組込による高温の助長

350

温
室
高
さ
（c

m
）

気温（ºC）

32.5 35.0 37.5 40.0 42.5 45.0
0

50

100

150

200

250

300

防虫ネット
展張

防虫ネット
なし

屋外

側面ネット高さ

温室天井部（天窓なし）
350

温
室
高
さ
（c

m
）

気温（ºC）

32.5 35.0 37.5 40.0 42.5 45.0
0

50

100

150

200

250

300

防虫ネット
展張

防虫ネット
なし

屋外

側面ネット高さ

温室天井部（天窓なし）

快晴・弱風時の温室内鉛直分布

岐阜大学嶋津准教授データを引用

対策技術として、対策技術として、

 外気導入外気導入

 ネット面の通気抵ネット面の通気抵

抗低減による換気抗低減による換気

促進促進

等の技術開発が必要等の技術開発が必要

 タバココナジラミが媒介するタバココナジラミが媒介する

トマト黄化葉巻病→目合いトマト黄化葉巻病→目合い

0.4mm0.4mm

 コナガ，ヨトウ類などによるコナガ，ヨトウ類などによる

葉菜類の食害→葉菜類の食害→0.6mm0.6mm以下以下

開口部に細密防虫ネットを張り害虫の侵入防止開口部に細密防虫ネットを張り害虫の侵入防止
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移植器操作時の前腕・上腕の筋電出力移植器操作時の前腕・上腕の筋電出力

 両手操作でハンドル把持腕の負担が軽減両手操作でハンドル把持腕の負担が軽減

 ハンドル高さを高くすると体幹の曲がりが解消ハンドル高さを高くすると体幹の曲がりが解消

 レバー操作上腕の負担は増加。作業者所感と不一致レバー操作上腕の負担は増加。作業者所感と不一致

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

標準・片手

高・片手

標準・両手

高・両手

高・両手（逆）

腕橈骨筋 尺側手根屈筋 上腕二頭筋

(mV･min)

身長：身長：168cm168cm

身体負担の計測：手植えとの比較身体負担の計測：手植えとの比較

0

10

20

30

40

50

～79 ～84 ～89 ～94 ～99 ～104 105～

発

生
頻

度

電動苗運搬車＋簡易移植器 手植え

（％）

作業時間 作業能率

（分） （秒／株） 平均 最大 最小 立ち（％）
曲げ／中腰

（％）

電動苗運搬車＋簡易移植器 10.0 6.0 88 96 83 68.3 96.7 3.3 0.0

手植え（対照） 11.0 6.6 86 98 77 92.3 1.5 98.5 90.8

体幹部を20度以上
曲げた姿勢割合

（％）

AC3＋AC4
姿勢割合
（％）

心拍数（拍／分） 両脚

 手植えより５拍手植えより５拍//分軽減分軽減

 作業者の感覚差よりは小作業者の感覚差よりは小

 「軽作業」での比較の難しさ「軽作業」での比較の難しさ

 作業姿勢（作業姿勢（OWASOWAS）で比較）で比較

 AC3AC3ととAC4AC4の作業割合ゼロの作業割合ゼロ

 体幹の曲げ→簡易移植器ハンドル高さは適切か？体幹の曲げ→簡易移植器ハンドル高さは適切か？

OWAS(Ovako Working Posture Analysing System)

 フィンランドで開発された作業姿勢評価法

 簡便で全身の姿勢評価が行えることから、農作業解析関係でも広く用いられている

 一定時間おき（30秒など）の作業姿勢を、背部・上肢・下肢・重さの４項目でとら

え、これをコード化した４桁の数字（姿勢コード）で記録

 姿勢の負担度と改善要求度を以下の４段階で判定する（ACはAction categoryの略）

 AC3とAC4に分類される作業姿勢は改善を要する姿勢となる

 作業姿勢分析ソフト（JOWAS：瀬尾教授が日本語版で提供）。中央農研の建石らによ

る「OWAS法解析サポートソフトウェア」もある

首都大学東京瀬尾教授HPより引用（http://homepage2.nifty.com/aseo/owas.htm）

「OWAS法解析サポートソフト
ウェア」解析画面例
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開発者と他の作業者の操作時間比較開発者と他の作業者の操作時間比較

 操作時間の差が大＝移植器操作←操作時間の差が大＝移植器操作←改善が可能で、必要な項目改善が可能で、必要な項目

 片手から両手操作への改善：時間短縮で片手から両手操作への改善：時間短縮で効果が確認できる効果が確認できる

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

苗供給 タイムラグ１ 移植器操作 タイムラグ２

操
作
時
間

片手(Novice1)

片手(Novice2)

両手(Expert)

両手(Novice1)

(s)

操作を両手に変更
することで時間短縮

苗供給での差苗供給での差
は小さいは小さい

苗が下まで落ちて

レバーを動かすまで

次の位置に動かして

から苗をつかむまで

※電動苗運搬車をリモコンで動かす時間は含んでいない

NEMNEM（（Novice Expert ratio MethodNovice Expert ratio Method））

による評価の試みによる評価の試み

•• 設計者とユーザの間に生まれる操作モデルのギャップを客設計者とユーザの間に生まれる操作モデルのギャップを客

観的なデータとして抽出する定量的評価手法観的なデータとして抽出する定量的評価手法

•• 両者の操作時間（ある操作ステップから次の操作ステップに両者の操作時間（ある操作ステップから次の操作ステップに

移るまでの時間）を比較移るまでの時間）を比較

–– 参照：使いやすさ研究所－論文発表など参照：使いやすさ研究所－論文発表など

http://usability.novas.co.jp/paper.htmlhttp://usability.novas.co.jp/paper.html

 操作性の問題個所を効率良く発見することができる操作性の問題個所を効率良く発見することができる

 デジタルビデオにより効率的に時間データを収集デジタルビデオにより効率的に時間データを収集

 試み：単純作業の繰り返し→時間データの平均・変動試み：単純作業の繰り返し→時間データの平均・変動

おわりに

高温期の農作業、特にハウス内作業では熱中症対策

への理解が必要

雇用者は日中の作業となることから、遮光、送風等

の積極的対策が不可欠

空調服などの適用も一策（使い勝手に課題）

作業負担の心拍による計測はより手軽に

タイムスタディ（作業時間計測）も工夫次第

ビデオ画像の活用とパソコンを利用した解析（OWAS

やNEMなど）により作業の改善項目が明らかに
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