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果樹の生育変化と異常
Change in development of fruit tree and abnormality in the development
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摘　　要
温暖化すなわち気温上昇が果樹の生物季節学的な変化に及ぼす影響について検討し

た。秋冬季の高温により，低温要求性をもつ自発休眠期の低温期間の長さや程度が減
少し，自発休眠覚醒遅延が発生している。これは目には見えない現象であるが，ニホ
ンナシ，ブドウ，モモなどでは，加温ハウス栽培での発芽不良として顕在化してきて
おり，露地で発生することもある。一方，自発休眠覚醒の遅延よりも，その後の発芽・
開花までの期間の短縮効果の方が大きいため，冬春季の温暖化により発芽期や開花期
がほとんどの樹種や地域で前進傾向にある。開花期の変動により発生する問題として
は，開花期の集中，結実率の低下がある。果実の成熟期は，ニホンナシ，ウメ，モモ
などでは，前進している状況である。しかし，特定の色素の発現が明確なリンゴ，カ
キ，ブドウ，ウンシュウミカンの成熟期は，色素の合成に低温が必要であるため，開
花期の前進に相応して早期化せず，むしろ遅延傾向である。
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1．はじめに

近年，サクラの開花期やカエデの紅葉期が有意に
前進・遅延するなど 1），生物季節への温暖化の影響
かと考えられる現象が顕在化している。一方，気象
庁は，都市化の影響が比較的小さい気象官署の過去
の観測値を解析し，日本の気温は 20 世紀の 100 年
間に 1.0℃上昇したと報告している 2）。このすでに
始まっているとされる地球温暖化による生物季節へ
の影響に加えて，農作物への影響についても関心が
高まっている。

農作物の中でも樹木である果樹は，人為的な作
期・作型の調節が困難であることや，品種更新の速
度が緩慢であることなどから，気候の変化に対して

脆弱であり，その結果，すでに温暖化の影響が明確
に現れている 3）。とくに果実においては，日焼け，
カンキツの浮皮，リンゴ，ブドウなどの着色不良，
カキなどの果実軟化，ナシやモモのみつ症などの多
発は果実の商品価値に直結する重要な影響である。
また，凍害や霜害など気象災害の発生頻度も地域に
よっては大きな変化が現れている。これら近年の温
暖化が及ぼしている果樹への一連の影響について
は，その概要を本誌でも報告した 4）。

また，温暖化による果樹の発育に対する影響もす
でに明確となっている。とくに，サクラ同様ニホン
ナシなどでは開花期や収穫期の有意な前進が報告さ
れている 5），6）。都道府県の果樹関係公立研究機関へ
のアンケート調査（表 1）7）においても，多くの樹種
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表１　温暖化による果樹の発育変化を指摘した都道府県数．

項目 変化 全樹種＊ ニホンナシ モモ ウメ リンゴ オウトウ ブドウ カキ ウンシュウ
ミカン

発芽・開花 前進 29 12 2 4 4 1 1 4 8

成熟期 前進 17  9 4 1 1 1 1

成熟期 遅延  4 1 3

自発休眠覚醒 遅延・不良  6  3 2 1 3
＊ 1 樹種でも指摘をした都道府県数，右列に示した樹種以外の樹種も含む．
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で，生物季節学的な影響が現れていることが示され
た。ここでは，果樹の生物季節学的な変化，すなわ
ち休眠覚醒，開花，果実成熟といった発育ステージ
の早進あるいは遅延と温暖化の関係について，実態
やメカニズムを示し，また，生物季節学的な変化が
果樹産業に及ぼす影響について，より深く掘り下げ
て検討したい。

2．自発休眠覚醒の遅延

2.1　芽の休眠ステージ
落葉果樹では落葉後において，樹は生長せず眠っ

てしまっているようにみえる。このため，休眠と呼
ばれる発育ステージが存在する。しかし，休眠に入
る時期は樹の部位によって異なる。根や種子もそれ
ぞれ休眠するが，果樹生産上あるいは果樹園芸学に
おいてとくに断りなく「休眠」というと翌年の生長
の核となる芽の休眠のことを指す。芽は，春または
夏に分化した後，ある段階まで生長すると，落葉す
るよりも前に一足早く休眠に入る。芽の休眠期は夏
季から翌年の春季に発芽・開花するまでの長期に及
ぶ。休眠期は生長こそほぼ停止しているが，生理的
には大きく変動しており，「前休眠」「自発休眠」「他
発休眠」という温度反応が全く異なる 3 つのステー
ジに分類される（図 1）。この休眠期における発育ス
テージの変化（進行）は，どんなに注意深く芽を観察
したとしても，外見上の変化としては現れない。こ
のため，生物季節と言い難いかもしれないが，温度
がそのステージの進行を制御する最も重要な因子に
なっている。
2.2　自発休眠覚醒と低温

この休眠ステージのうち，自発休眠期は落葉期の
少し前から始まる。自発休眠期においては，前休眠
期のように葉を強制的に落葉させても自発休眠が打
破されて発芽や開花することはない。また，他発休
眠期のように樹を加温施設等で加温しても発芽・開
花をしない。このように気温などの環境条件が生育
に適していようがいまいが，芽が動かない状態が自
発休眠である。芽が自発休眠に入ったり，自発休眠
から目覚めたり（自発休眠覚醒）する生理的なメカニ
ズムの全容は必ずしも明らかにされているとはいえ
ないが，少なくとも，環境条件ではなく生理的に生
長を停止していることは明らかなので，「生理休眠」
とも呼ばれる。

自発休眠期は低温に反応し，ある一定量の低温に

遭遇すると自発休眠状態から覚醒し，他発休眠期へ
と移行する。このような性質を低温要求性という。
近年，秋の高温や暖冬により，低温要求性をもつ自
発休眠期の低温遭遇が減少し，自発休眠覚醒遅延と
いう現象がしばしば発生する。自発休眠覚醒自体は
目に見えない生理的な変化であるが，その遅延につ
いては，後述のようにさまざまな現象となって，顕
在化する。

低温要求性は秋冬季に発芽を防止する機構であ
る。もし低温要求性がなく，秋季の高温に促されて，
翌年の生長のために大切な芽が発芽してしまうと，
そのことにより，著しく芽の低温耐性が低下し，そ
の後の低温によって枯れてしまう。また，低温要求
性の強弱は原産地や栽培地の違いが影響している。
熱帯果樹では低温を全く必要としない，あるいは，
わずかな低温で自発休眠から覚醒するものが多い。
一方，寒冷地・高冷地原産のものも必要な低温時間
は短いとされる。中緯度の温暖地原産の樹木は長い
低温が必要という傾向がある。これは温暖地の秋は
高温と低温が交互に現れ秋季の発芽の危険が高いの
で，低温に長期さらされて初めて自発休眠から覚醒
するよう植物が自衛しているとも考えられる。
2.3　自発休眠覚醒に必要な低温時間と有効な温度

自発休眠覚醒までに必要な低温時間のことを低温
要求時間（あるいは低温要求量）という。低温の目安
として，7.2℃以下の温度が使われることが多い。
低温要求時間は樹種によって大きく異なる（表 2）8）。
また，同じ樹種でも品種による相異がある。この
7.2℃という温度は，1930 年代に米国で発表された
初期の論文の中で，華氏 45°F すなわち摂氏約 7.2℃
が休眠覚醒に有効であったという記述に始まる 9）。
7.2℃というとかなり精密な実験の結果のようであ
るが，実は華氏を摂氏に直しただけで，もともとは
かなりおおまかな実験報告である。

実際には 7.2℃以下が一律に有効というよりも，
自発休眠覚醒に対する効力は温度によりかなり違
う。ニホンナシ‘幸水’では 0℃～6℃を与えた場
合に短時間で自発休眠覚醒するので，この温度帯が
ニホンナシの自発休眠の進行に最も有効な温度とい
える 10）。6℃よりも高い温度や 0℃より低い温度は
自発休眠覚醒させるためにより長い低温を必要とす
ることから，自発休眠の進行に対する有効性は劣る

他発休眠

発芽
開花

前休眠

落葉

春秋夏 冬

自発休眠

図 1　芽の休眠ステージ．

表 2　 施設栽培主力品種の低温要求時間 
（7.2℃以下積算時間）．

 上下 100 時間程度の誤差は見込む必要がある．

品種 低温要求時間（hour）
オウトウ 佐藤錦 1450

モモ 白鳳 1200

ニホンナシ 幸水 750

カキ 刀根早生 700

ブドウ 巨峰 400
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といえる。
ニホンナシでは，12℃以上の高温，－6℃以下の

低温では自発休眠覚醒に寄与しないことが実験的に
わかっている。自発休眠覚醒（進行）に低温が必要と
いっても，自発休眠覚醒も生理的にみれば一種の酵
素反応である。極端に低い温度が自発休眠覚醒に無
効なのは，酵素の溶媒である水が凍結するような温
度では酵素反応が起きないためと説明されている。

モモでは 6℃を頂点として，それより高温でも，
低温でも自発休眠覚醒効果は低下する 11）。このよう
に樹種によって多少の差はあるものの，日本の落葉
果樹では 6℃付近の気温が自発休眠の進行に最適で
あると考えられる。
2.4　自発休眠覚醒の遅延が引き起こす問題

自発休眠覚醒の遅延が引き起こす問題として，ニ
ホンナシ，ブドウ，モモなどでは，加温ハウス栽培
での発芽不良がみられる。このうちニホンナシでは，
九州などの加温ハウスで，近年，しばしば発芽不良
が発生し（「眠り症」と呼ばれている），問題となっ
ている（図 2）。その原因は必ずしも完全には解明さ
れていない。しかし，暖冬年に発生しやすく，また，
加温ハウスでは露地と比べ，低温時間が制限される

ことから，自発休眠覚醒が遅延し，十分に覚醒して
いない段階でハウスの加温を開始することが，発芽
不良発生原因の 1 つと考えられている。また，ニホ
ンナシの眠り症の場合，樹勢低下した樹が発生しや
すいとされる。このことから，排水不良・土壌乾燥・
土壌の硬化等による根の障害，連年被覆を続けるこ
と，結実過多，窒素過多などによる樹勢低下も要因
と考えられる。

なお，眠り症が軽症の場合は，健全樹に比べ遅れ
るものの開花，発芽し，結実もする。症状が重い場
合は開花しないため，その年の生産には大きく影響
するが，陰芽などから遅れて新梢が発生し，花芽も
着くため，翌年の生産には影響しない。1 つのハウ
スの中のすべての樹が発生することは少なく，通常
はハウス内の一部の樹に発生し，発生樹や発生位置
は必ずしも毎年同じではない。

加温ハウスで発生する発芽不良の基本的な対策と
しては，十分に自発休眠覚醒してから加温を開始す
ることである。これには温度観測により低温要求時
間を満たしたことを確認する必要があるが，自発休
眠覚醒後，直ちに加温開始し，開花期を遅らせない
ようにするためには，発育速度（DVR）モデル 10），11）

などを利用して自発休眠覚醒期の推定精度を高める
必要がある。

また，休眠打破剤として，シアナミド製剤がブド
ウ，モモ，ニホンナシなどで使用が認められている
ため，その有効な利用法について検討されている。
とくにブドウでは，2 回処理することで効果がある
とされる。

さらに，ブドウではシアナミド製剤の散布に加え
て高温・高湿処理による休眠打破技術が実用化され
ており，ブドウ以外の樹種で応用することも検討さ
れている。また，施設内において，秋季から冬季に
被覆資材で樹を覆ったり，細霧を散布して樹体を冷
やす研究が行われている。モモでは，自発休眠覚醒
のための低温要求性が短い品種の開発も行われてお
り，ニホンナシでは低温要求が短くなる台木の研究
が行われている。

樹勢低下している樹に発生する傾向があるニホン

図 2　ニホンナシ加温ハウス栽培での発芽不良．
 ニホンナシの発芽不良には低温不足のほか，樹勢
などが関係するため，ハウス内のすべての樹で発
生するのではなく，一部の樹に発生する．

図 3　露地で発生したニホンナシの発芽不良．
　　 回復できなかった枝は枯死することもある．
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ナシの発芽不良の対策として，土壌改良などによっ
て細根の増加と活性化を促し，そのことによる樹勢
の回復・強化をはかることが有効である。
2.5　露地での発芽不良

亜熱帯地域で温帯果樹を生産している場合には露
地栽培でも自発休眠覚醒不良が顕在化している場合
があり 12），わが国でも，極端な暖冬となった 2009
年や 2010 年の春にニホンナシを中心とした露地栽
培で発芽不良が発生し，産地では大きな問題となっ
た。ニホンナシでは，主に長果枝において，発芽遅
れ，芽枯れあるいは枝枯れ（図 3）等の症状が発生し，
症状の重い樹では，短果枝でも発生が見られた。発
生地域については，北日本で少なく，九州で多いと
いう傾向が認められた。原因は加温施設での発生以
上に複雑であり，冬季の低温不足による自発休眠覚
醒不良だけでなく，芽や枝の凍害など複数の要因が
絡み合っていると考えられる。

3．発芽・開花の変化

自発休眠から覚醒すると他発休眠に入る。他発休
眠は生理的には生長可能な態勢にあるが，気温が低
いことにより生長が停止させられている状態である
ため，「強制休眠」とか，「環境休眠」ともいわれる。
自発休眠覚醒直後は一般に厳冬期にあたり，すぐに
は発芽しない。しかし暖かい日などを中心にわずか
ずつ芽は大きくなってゆく。

他発休眠期に加温すれば，高温に反応し数日後に
は発芽・開花する。樹が遭遇する温度が高いほど早
く発芽・開花に至る（表 3）13）。リンゴ 14）－ 16），カンキ
ツ 17），18），ウメ 19），20），オウトウ 21），13），ニホンナシ 22）－ 24），
ブドウ 25），26），モモ 27），カキ 28），29）など，自発休眠覚
醒以降の気温が高いと発芽・開花期が早くなること
は，ほとんどの果樹で知られている。

一般に冬春季の温暖化により開花期が前進するの
は多くの場合，温度上昇による自発休眠覚醒の遅延
よりも，自発休眠覚醒してから発芽・開花までの期
間（他発休眠期）の短縮効果の方が大きいためであ
る。この開花期の変動により発生する問題としては，
開花期の集中，結実率の低下がある。

3.1　開花期の集中
開花期の前進は一般に暖地では小さく，寒冷地ほ

ど大きい。これは寒冷地では自発休眠覚醒の遅延が
あまりないが，暖地では遅延が大きいからである。
その理由は複数あるが，例えばナシでは上述のよう
に 12℃以上の高温，－6℃以下の低温では自発休眠
覚醒に寄与しない。秋冬季が高温の年は 12℃以上
の高温が増えて自発休眠の進行が遅れる。しかし，
寒冷地では－6℃以下の低温が減少し，その分が，
自発休眠覚醒に有効な温度に変わるため，自発休眠
覚醒はさほど遅延しない。

図 430）はモモの満開日の変化を，開花予測モデル
を使ってシミュレーションして推定した結果であ
る。温度の上昇幅が小さいうちは開花が顕著に早ま
るが（寒冷地で温暖化した状態），ある程度以上高温
になると開花は早まらないか，むしろ遅れる（暖地
で温暖化した状態）。

暖地よりも寒冷地の開花日がより早まることは，
地域による開花期の差が小さくなることを示してい
る。果樹の花は一般に，桜前線が北上するように南
から北に向かって順に開花する。ニホンナシ，モモ
などでは，開花が早い順に収穫も早くできるため，
九州から東北地方へ，収穫期は徐々に北上してゆき，
いわゆるリレー出荷を可能にしている。しかし，開
花期の集中は収穫日の集中につながり，販売期間が
短くなったり，販売単価が安くなる場合がある。
3.2　結実率の低下

自発休眠期に低温が十分あれば，開花期の早晩は，
他発休眠期の温度の経過だけで決まる。したがって
この場合，開花期の品種間差は自発休眠覚醒後の高
温に対する感応性で決まる。しかし，自発休眠期か
らしばしば高温に遭遇するようだと，開花期は自発
休眠覚醒後の高温だけでなく，いつ自発休眠覚醒し
たかが影響してくる。すなわち自発休眠覚醒期の早
晩の品種間差も開花期の品種間差に現れてくる。そ
の結果，開花期の品種間による差が大きくなったり，

表 3　 他発休眠期に加温したときの開花期までの
所要時間．

処理温度
℃

開花までの時間（hour）
‘幸水’ ‘豊水’

6.8 2976 2520

10 1680 1464

13 1056 888

16 732 624

18 552 480

22 372 312

26 348 288

図 4　気温が上昇したときのモモの満開期の変化の推定．
基準温度（1999 年茨城県つくば市での実測値）よりも温度
が上昇した場合のモモ‘白鳳’の満開期を，温度変化に
よる自発休眠覚醒の遅延と他発休眠の短縮状況を開花予
測モデルでシミュレーションして推定した．
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開花する順番が変わったりということもあり得る。
リンゴやナシ，オウトウを栽培する場合は受粉樹

と呼ばれる主に花粉生産を目的とした品種を植え
る。これらの樹種は他の品種の花粉を受精させない
と果実が肥大しない性質があり，この性質を自家不
和合性という。自家不和合性をもつ樹種において，
受粉をミツバチなど訪花昆虫に任せる場合は，栽培
品種と受粉樹を同時に開花させる必要がある。受粉
樹は，その地域において栽培品種と同時に開花する
ものが植えられているが，気候が変われば同時に開
花しなくなる場合が発生する。オウトウやウメでは
栽培品種と受粉樹の開花期のずれに起因する結実率
の低下が顕在化している。

また，寒冷地で大きく開花が早期化すると，開花
後に寒波が襲来して，花が晩霜害を受けることが多
くなる。このことも結実率の低下の大きな要因とな
る。

4．果実成熟期の変化

果実の成熟期の変化は，開花期の変化以上に販売
上，重要な問題である。ニホンナシ，ウメ，モモな
ど特定の色素の発現が顕著でない樹種の成熟期につ
いては，前進している状況である（表 1）。これは開
花期が前進した結果，果実の発育ステージ全体が前
倒しに進行し，成熟期の早期化として現れているた
めである。 

一方，特定の色素の発現が明確なリンゴ，カキ，
ブドウ，ウンシュウミカンなどでは，必ずしも成熟
期は開花期の前進に相応して早期化しているわけで
はない。あまり変化していないか，どちらかといえ
ば，遅延傾向である。これらの樹種では，開花期が
早いほど，収穫までの日数が長くなるという報告も
あり 31），32），温暖化により，果実の生育期間が延長
している可能性がある。この理由として，リンゴ，
カキ，ブドウ，ウンシュウミカンなど，盛夏期以降
に成熟する樹種は，開花期が前進し，発育ステージ
が前倒しになると，その分，着色期がより高温の時
期に遭遇することになる。 しかも，温暖化により，
果実生育期間全体が高温になっている場合がある。 

秋になるとカエデなどの葉が紅葉するが，これは
葉を緑色に染めている葉緑素が消失し，代わりに赤
色の色素であるアントシアニンが合成されるからで
ある。葉緑素の消失とアントシアニンの合成はどち
らも低温で促進されるため，紅葉前線は北から南下
する。リンゴやブドウの果実着色も基本的には紅葉
と同じで，葉緑素の消失とアントシアニンの合成に
よって起き，低温条件で促進される（図 5）。ミカン
やカキをオレンジ色にするカロテノイドも同様であ
る。そのため，リンゴ 33）－ 36），ブドウ 37），38），カキ 39），
ウンシュウミカン 40）－ 42）などでは，高温によって果
皮の着色が遅延することが知られており，実際温暖

化により生産現場において発生している。糖などの
光合成産物がアントシアニンの原料となるため，果
実に光合成産物が十分蓄積した状態であると着色に
有利である。着色には昼夜の温度差が大切といわれ
ることがあるが，実際には夜温が下がり，かつ昼間
よく晴れて，光合成が盛んに行われることが必要と
なる。すなわち昼夜温差よりも夜温が低いことと，
昼間の日射量が多いことが良好な着色にとって必要
となる。

わが国のブドウ生産は主として生食用であり，着
色など収穫物の外観が重視されるため，着色が遅れ
ると収穫期も遅延させることになる。一方，欧州な
ど海外のブドウの多くはワイン用である。一般に，
高温はブドウの糖度には影響を与えないが，減酸が
進みやすいため 37），気温によってワインの味が変化
し，着色の変化とあいまってワインの格付けに影響
している 43）。着色が問題となる赤ワイン用と，そう
でない白ワイン用の違いもあり，醸造用ブドウの収
穫期の早晩に対する温暖化の影響は，生産するブド
ウの品種だけでなく，醸造後のワインの性質によっ
ても異なる。

開花期の前進と収穫期の遅延による果実生育期間
の延長は果肉の老化をもたらす。これにより果実が
軟化し，食感に影響がでるほか，酸味が低下したり，
果実の貯蔵性が低下する。また，果肉の老化を防ぐ
ため果実を早めに収穫すると，果実の着色が劣る。
そのため，果実の着色を促す技術として，袋掛け，
反射マルチ，環状剥皮などがある。また，高温でも
着色しやすいリンゴ品種・系統（秋映，着色系ふじ
等）や逆にもともとアントシアニンをほとんど生成
しない黄緑のリンゴ（王林，もりのかがやき等），ブ
ドウ（シャインマスカット等）の利用がある。

5．おわりに

ここまでで示したように，温暖化は休眠覚醒，開
花，果実着色，果実成熟といった果樹の生育ステー

図 5　 リンゴ‘さんさ’を人工気象室内で栽培したとき
の果実．
 高温条件で育てると，アントシアニンが合成されないた
め，ほとんど着色しない．
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ジに影響を与えつつあることは明らかであり，その
影響は農家の収益にも及ぶ。徐々にではあるが，そ
の変化への対応が進められているものの，気温の上
昇は今後も続くことが予想されており，気候変化へ
の適応技術の普及および開発の努力は引き続き必要
である。

引 用 文 献

 1） 気象庁（2005）異常気象レポート，気象庁． 
 2）  気象庁（2002）20 世紀の日本の気候，財務省印刷局．
 3）  杉浦俊彦・黒田治之・杉浦裕義（2007）温暖化がわ

が国の果樹生産に及ぼしている影響の現状．園芸
学研究，6，257-263．

 4）  杉浦俊彦・杉浦裕義・阪本大輔・朝倉利員（2009）
温暖化が果樹生産に及ぼす影響と適応技術．地球
環境，14，207-214.

 5）  本條 均・島田裕一・金原啓一・鈴木信男・福井 
糧・杉浦俊彦（2002）冬季の温暖化が落葉果樹栽培
に及ぼす影響－（2）ニホンナシ‘幸水’開花日の年
次変動．園芸学会雑誌，71（別 2）.

 6）  伊藤 寿・市ノ木山浩道（2005）ニホンナシ‘幸水’
の生育相および果実品質の年次変動と気象要因と
の関係．園芸学研究，4，329-333.

 7）  Sugiura, T., H. Sumida, S. Yokoyama and H. Ono 
（2012）Overview of recent effects of global warming 

on agricultural production in Japan. Japan Agricul-
tural Research Quarterly, 46, 7-13.

 8）  杉浦俊彦（2002）落葉果樹の休眠と低温要求性．農
業技術体系 果樹編，追録 17，50 の 2-7.

 9）  Weinberger，J．H．（1950）Chilling requirements of 
peach varieties. Proceedings of the American Society 
for Horticultural Science., 56, 122-128．

 10）  杉浦俊彦・本條 均（1997）ニホンナシの自発休眠覚
醒と温度の関係解明およびそのモデル化．農業気
象，53，285-290．

 11）  杉浦俊彦・阪本大輔・朝倉利員・杉浦裕義（2010）
モモ‘白鳳’の花芽における温度と自発休眠覚醒
効果との関係．農業気象，66，173-179.

 12）  本條 均・杉浦俊彦・朝倉利員・F. G. Herter・G. B. 
Leite・J. L. Petri（2006）冬季の温暖化が落葉果樹栽
培に及ぼす影響－（6）ブラジル南部におけるニホン
ナシの開花異常現象．農業気象講演要旨，78．

 13）  杉浦俊彦・小野祐幸・鴨田福也・朝倉利員・奥野 
隆・浅野聖子（1991）ニホンナシの自発休眠覚醒期
から開花までの発育速度モデルについて．農業気
象，46，197-203．

 14）  市田俊一・栗生和夫・高橋正治（1976）リンゴの発
芽期・開花始の予測法．青森畑作園試研報，1，
17-40．

 15）  鎌田晶吉（1992）リンゴの開花日に及ぼす気象要因
の影響．園芸学会雑誌，61，17-24.

 16）  鈴木 宏・丹野貞男（1970）リンゴの開花結実に関す
る研究－（1）リンゴの発芽および開花予想．秋田果
樹試研報，2，19-37.

 17）  岡田正道・鈴木晴夫・牧田好高・大野文征・小中
原 実（1984） ウンシュウミカンの発芽期および開花
期に及ぼす気象要因の影響．静岡柑橘試研報，
20，1-10.

 18）  田端市郎（1983）気象条件がカンキツの生育および
果実に及ぼす影響．三重農技センター研報，11，
23-31.

 19）  鈴木 登・王 心燕・井上 宏（1993）温度条件の相違が
ウメの冬芽の発達と新梢生長に及ぼす影響．園芸
学会雑誌，62，527-531．

 20）  渡辺 進・川口松男・村岡邦三（1975）ウメの生産安
定技術の確立－Ⅱ 気象とウメの開花・結実につい
て．群馬園試報，4，45-61.

 21）  別府賢治・岡本茂樹・杉山明正・片岡郁雄（1997）
開花期前後の温度環境が甘果オウトウ‘佐藤錦’
の花器の発育と結実に及ぼす影響．園芸学会雑誌，
65，707-712.

 22）  青木秋広・金子友昭・山崎一義（1985）ニホンナシ
の開花日の予測について．栃木農試研報，31，
79-87．

 23）  熊木 茂（1980）二十世紀ナシの生育予測に関する研
究－（1）開花始日の予想について．新潟園試研報，
10，1-13．

 24）  小野裕幸・金野隆光・奥野 隆・浅野聖子（1988）日
本ナシの催芽・開花まで日数への温度の影響．農
業気象，44，203-208．

 25）  本永尚彦・藤巻伸一・松本辰也（2000）ブドウ「巨
峰」の開花期予測法．新潟農総研報，2，71-72.

 26）  杉浦俊彦・前島 勤・本條 均（1995）ブドウの開花予
測モデルについて．園芸学会雑誌，64（別 2），
210-211.

 27）  五井正憲（1982）温帯花木の花芽形成ならびに開花
調節に関する研究 .　香川大農紀要，38，1-120.

 28）  中條利明（1982）富有カキ果実の発育ならびに品質
に及ぼす温度条件に関する研究．香川大農紀要，
37，1-63．

 29）  小松英雄・山本貴司・冨田栄一・西谷公男（1998）
標高とカキ‘平核無’の開花期及び果実品質．和
歌山果樹試研報，10，39-50.

 30）  杉浦俊彦（2009）温暖化が進むと「農業」「食料」は
どうなるのか？技術評論社．

 31）  福田博之（1985）気象条件とリンゴ果実の生育およ
び成熟－（1）リンゴの開花期の早晩と成熟期との関
係．農業および園芸，60，775-778.

 32）  鄭 国華・平 智・米森敬三・杉浦 明（1990）温度条件
の異なる地域におけるカキ果実の発育および成熟
様相の相違．園芸学会雑誌，59，471-477.

 33）  Albrigo, L. G. and N. F. Childers（1970）Effect of suc-
cinamic acid, 2-2-dimethyl hydrazide and late-season 



地球環境 Vol.17 No.1　75－81（2012）

81

night temperature on the maturity indices of‘Stay-
man’apples. Journal of the American Society for Hor-
ticultural Science, 95, 482-484.

 34）  Creasy, L. L. （1969）The role of low temperature in 
anthocyanin synthesis in‘McIntosh’apples. Proceed-
ings of the American Society for Horticultural Science, 
93, 716-724.

 35）  苫名 孝・山田 寿（1988）栽培地を異にしたリンゴ果
実の品質と気温との関係．園芸学会雑誌，56，
391-397．

 36）  山田 寿・浜本 清・杉浦 明・苫名 孝（1988）リンゴ
果実の成熟に及ぼす果実温度の影響．園芸学会雑
誌，57，173-177.

 37）  内藤隆次・山村 宏・村田清美（1986）ブドウ‘巨峰’
果実の着色に及ぼす気温および日照の影響．島根
大農研報，20，1-7．

 38）  苫名 孝・宇都宮直樹・片岡郁雄（1979）樹上果実の
成熟に及ぼす温度環境の影響－（2）ブドウ‘巨峰’

果実の着色に及ぼす樹体及び果実の環境温度の影
響．園芸学会雑誌，48，261-266．

 39）  中条利明・橋本忠幸・葦澤正義（1973）カキ果実の
生長，品質に及ぼす温度の影響－Ⅱ果実肥大期に
おける昼夜温処理．香川大農学報，25，25-34.

 40）  井上 宏・銭 長発（1988）生理落果終了後のウンシュ
ウミカン果実の肥大と品質に及ぼす温度の影響．
香川大農学報，40，31-36．

 41）  栗原昭夫（1969）制御環境下における温州ミカン果
実の生長反応－Ⅰ 9 月以降の温度が果実の発育な
らびに着色･品質に及ぼす影響．園芸試験場報告，
A8，15-30．

 42）  宇都宮直樹・山田 寿･片岡郁雄・苫名 孝（1982）ウ
ンシュウミカン果実の成熟に及ぼす果実温度の影
響．園芸学会雑誌，51，135-141.

 43）  Jones, G. V.（2005）Climate change and global wine 
quality. Climatic Change, 73, 319-343.

1963 年，愛知県生まれ。京都大学農
学部卒業後，1987 年，農林水産省入省。
同省果樹試験場において気象と果樹生育
との関係に関する研究を開始。1997 年，
果樹の生育予測に関する研究で京都大学

より博士（農学）を授与される。2005 年，独立行政法人農業
技術研究機構本部において日本農業における温暖化の影響の
現状調査。2006 年より現職（上席研究員）。現在は，果樹等
農業生産への温暖化影響評価や対策技術の開発に関する研究
を進める。専門は農業気象学。

杉浦　俊彦
 Toshihiko SUGIURA

1975 年，鳥取県生まれ。九州大学大
学院生物資源環境科学研究科博士課程中
退後，2002 年，独立行政法人農業技術
研究機構果樹研究所（現：農業・食品産
業技術総合研究機構 果樹研究所）入所。

気象と果樹生育との関係に関する研究に従事。専門は農業気
象学。

杉浦　裕義
Hiroyoshi SUGIURA 1957 年，愛知県生まれ。千葉大学園

芸学部卒業後，1979 年，農林水産省入
省。同省果樹試験場において気象と果樹
生育との関係に関する研究を開始。その
後，野菜試験場（現：野菜茶業研究所）で

施設環境，独立行政法人 農業技術研究機構（現：農業・食品
産業技術総合研究機構）果樹試験場・果樹研究所で貯蔵・加
工，ブドウ・カキ栽培，気象生態等の研究を実施。2006 年
より現職（上席研究員）。現在は，果樹の気象災害，温暖化影
響評価等に関する研究を進める。専門は農業気象学。農学博
士。

朝倉　利員
Toshikazu ASAKURA 

1978 年，北海道生まれ。千葉大学自
然科学研究科博士前期課程修了後，2004 
年，独立行政法人農業技術研究機構果樹
研究所（現：農業・食品産業技術総合研
究機構 果樹研究所）入所。同研究所にお

いて落葉果樹の結実成熟生理に関する研究を開始。現在は，
落葉果樹の休眠生理に関する研究を進める。専門は果樹園芸
学。

阪本　大輔
Daisuke SAKAMOTO 




