
３－２植物成長阻害に及ぼす影響 

ヒートアイランド現象が植物に及ぼす影響としては、都市内及び近郊における街路樹等の開

花日が早まったり、また紅葉、落葉が遅くなることがある。また、都市近郊における野菜や果

樹等の農作物の栽培に影響を及ぼすことも懸念される。 

これらの植物に及ぼすおそれがある影響に関する調査、研究についての知見を収集し、以下

とおり整理した。 

 

１）開花・紅葉・落葉時期に及ぼす影響 

東京、横浜、大阪、京都、仙台といった大都市だけでなく、新潟、宇都宮、熊谷といっ

た中小都市においても市街地の樹木の開花日や紅葉・落葉期がヒートアイランド現象の影

響を受けていることが報告されている。 

大阪13）及び熊谷14)の調査ではソメイヨシノ開花日の分布図が示され、都市の中心に近い

区域ほど開花日が早いことが示されている。（図３-11～12 参照） 

図3-11 大阪市における1989年

3 月のソメイヨシノ開花日13)
図 3-12 熊谷市におけるソメイヨシノ開花日及

び 2001 年 4 月 17～18 日の平均気温の分布14)

 

過去の気象及び開花日、紅葉・落葉日データから経年的な変化を把握する調査も行われ

ており、それらの結果によると気温の上昇が開花日や紅葉・落葉日は気温の上昇の影響を

受け開花日の早まりや紅葉・落葉日の遅れという傾向が示されている。 

                                                  
13) 小元敬男(1990)都市昇温のサクラの開花に及ぼす影響について 農業気象 VOL.46 NO.3 pp.123-129 
14）松本太（2003）植物季節に及ぼす都市の温暖化の影響 熊谷市におけるソメイヨシノ開花日を例として 地
理学評論 VOL .76 NO.1 pp.1-18 
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図３－13 に示すとおり、横浜市における調査15)によると、ウメ、ヤマハギ、ソメイヨシ

ノの開花日は３種とも 1980 年代中ごろから早くなってきている傾向が見られた。年平均

気温との相関については、ソメイヨシノの開花日の相関係数が-0.69 と最も高い負の相関

を示した。クワの落葉日については、相関係数は高くないが 1970 年代初めごろから遅く

なってきている傾向が明らかに認められた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３-13植物の開花日及び落葉日の経年変化15) (太線は５年移動平均) 

 

鹿児島と宇都宮におけるヒートアイランド強度（郊外地域の気象データとの最低気温

差）と紅葉（黄葉）日の経年変化16)を図３－14 に示す。鹿児島については両者が連動し推

移する傾向が見られ、特にカエデで顕著である。しかし、宇都宮については両者の連動は

明らかではない。鹿児島のように温暖で落葉広葉樹の分布南限に近い地域においてヒート

アイランドの現象が出る可能性があると考察されている。 

宇都宮 鹿児島 

図 3-14 生物季節とヒートアイランド強度の比較16）

                                                  
15) 倉林輝世（2005）横浜市域におけるヒートアイランド現象が及ぼす熱中症や動植物への影響 横浜市環境
科学研究所年報第 28号 
16) 藤原宣夫（2001）都市気候の動植物への影響に関する調査 土木研究資料 NO.3826 pp.45-48  
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表３－１に増田らによりまとめられた温度が１℃上昇した場合の開花・落葉日の遅速17)

を示す。これは気象庁によりまとめられている 102 地点の生物季節の観測結果をもとに、

各地点の年平均気温及び開花・紅葉までの１～３ヶ月の月平均気温を用いて、開花・紅葉

が何ヶ月前の気温と相関が高いかを調査したものである。増田らにより温度上昇による以

下の変化が指摘されている。 

１月の平均気温が１℃上昇すると、ツバキが 7.51 日、ウメが 6.07 日早くなる。この時

期に開花する種はCI(寒さ指数)18）との相関が高く、１月から 2月中旬にかけて開花する地

域で特に相関が高い。タンポポは２,３月に開花日となる地域が多くCIとの相関が高く、

２月の平均気温が１℃上昇で 4.51 日、３月の平均気温が１℃上昇すると全国平均で 4.91

日早い。ソメイヨシノについては、関東甲信越地方の場合、３月の平均気温と最も相関が

高いが、１月の最低気温にも敏感に反応している。冬の気温が十分低く、十分な休眠、十

分な暖かさに恵まれることが必要十分条件である。夏に開花するサルスベリなどは開花前

の２、３ヶ月の月平均気温との相関が高い。秋のイロハカエデの紅葉は９、10 月平均気温

が１℃上昇した場合、全国平均で４日前後遅くなる。 

 

表３－１ わが国における植物季節と月平均気温との関係月、及び１℃上昇した場合の遅速17)

※相関月(地点数)の欄は開花・落葉に最も相関が最も高い月または指標とその地点数を示す。 

                                                  
17) 増田啓子ら(1999)生物季節による温暖化の影響と検出 地球環境 Vol.4 NO.1＆2 
18) 寒さ指数(CI)：各月平均気温のうち５℃以下のものだけについて、それぞれから５を引いた値の積算値 
温量指数(WI)：各月平均気温のうち５℃以上のものだけについて、それぞれから５を引いた値の積算値 
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２）高温による野菜等の成長阻害 

気温上昇によって野菜等の作物生産に及ぼす影響としては、生育適温以上の気温に上昇

した場合の高温ストレスにより植物自体に与える直接的な障害が考えられる。野菜や花き

（キク、バラ、カーネーション）の高温ストレスに関する知見を収集し、以下のとおり整

理した。 

野菜の生育適温を表３－２に示す。生育適温の上限はトマト、スイカでは 30℃、キュウ

リでは 25℃、キャベツ、ホウレンソウ、レタスでは 20℃となっている。 

キャベツ、レタスなどは高冷地が産地としては有名であるが、都市近郊においても栽培

が行われている地域がある。温度上昇の度合いによっては作物に障害が生じたり、栽培に

最適な期間が短くなるなど、都市近郊の野菜生産に影響が生じることが考えられる。 

 

表３－２ 野菜の生育適温 
種別 生育適温 種別 生育適温 

トマト 

昼間 25～30℃ 

夜間 10～15℃ 

(min5℃～max40℃) 

キャベツ 
15～20℃  

(min5℃～max28℃) 

ナス 

昼間 23～28℃ 

夜間 16～20℃ 

(min7～8℃..max40℃)

ホウレンソウ 
15～20℃  

(min0℃以下～max25℃) 

キュウリ 
25℃ 

(min18℃～max32℃) 
レタス 

15～20℃  

(min5℃～max25℃) 

スイカ 

栄養生長期 25℃ 

雌花分化時期 

昼 25～30℃ 

夜 12～18℃ 

ハナヤサイ 20℃前後 

メロン 

昼間 25～28℃ 

夜間 18～20℃ 

(min15℃～max30℃) 

ダイコン 
17～20℃  

(min0℃～max25℃) 

カボチャ 

ニホンカボチャ 

17～20℃(max35℃) 

西洋カボチャ 

17～20℃(max23℃) 

ハクサイ 
20℃前後 

(min4～5℃～max23℃)

ニンジン 
18～21℃  

(min3℃～max28℃) 

資料）タキイ種苗株式会社ホームページより作成 

http://www.takii.co.jp/tsk/hinmoku/tokus

 

ei/idx_bdy.html 

３－15 にサヤインゲンの収穫期の平均気温と

収

                                                 

図

量を調査した結果19)を示す。サヤインゲンは夏期

の高温条件下では着莢率が低下し、変形莢が出現す

るため、良莢収量が減少する。また、開花当日及び

前日の高温は、花粉の成熟に影響を与え、子房内で

の花粉管伸長を阻害するとされている。 

 
19) 鈴木克己（2003） サヤインゲンの高温による落花と変形さやの発生 国際農林水産業研究成果情報NO.10 

図 3-15 平均気温と着莢率、収量の関係19)
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高温によるレタスの出芽抑制に関する高

図 3-16 30℃におけるレタス品種別出芽率の推移20)

図 3-18 夏秋ギクのみかけの光合成速度及び呼吸速度21)

畑らの試験結果20)を図３－16～17 に示す。20℃

では播種３日後にいずれの品種でも 50％の出芽率があったが、30℃では品種によって７～

95％と大きな差があり、出芽率が低下している品種が多く見られた。35℃ではほとんど出

荷しない種も見られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主要な花きの高温下における生育特性21)を図３－18～20 及び表３－３に示す。夏秋ギク

型品種、秋ギク型品種ともに 15～20℃でみかけの光合成速度は最も早くなり、20℃以上で

は温度の上昇とともにみかけの光合成速度は低下した。 

カーネーション品種については、みかけの光合成速度は 11～20℃で高く、それよりも高

温になるほど低下し、特に 30℃を超える高温では最大値の 50％以下であった。また、暗

呼吸速度は葉温の上昇に伴って直線的に増加した。高温下では呼吸速度が高進する反面、

光合成速度は減退して収支のアンバランスが生じ高温障害が生ずると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
20) 高畑健（2003）高温によるレタスの出芽抑制の品種間差異 園芸学会誌別冊 Vol.72 NO.1 
21) 農林水産技術事務局（1995）高温による花きの生育障害機作の解明と対策技術の開発 農林水産技術会議
事務局研究成果NO.298 

図3-17 播種後3日の品種別出芽率に及ぼす温度の影響20)

図 3-19 秋ギクのみかけの光合成速度及び呼吸速度21)
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図 3-20 カーネーション品種の光強度別温度― 

光合成曲線と暗呼吸速度21)

表３－３ バラの生育に及ぼす温度の影響

３

低温に

)

季から冬季の気温が上昇することにより

落葉果樹等の生育に影響を及ぼすことが考え

られるため、果樹等の休眠特性に関する知見を

収集・整理した。 

来、自発休眠覚醒に有効な温度は 7.2℃以

杉浦

された論文での華氏 45 度という記述を摂氏(約 7.2℃)に直しただけでもともとかなり大

まかな実験報告であると指摘されている。実際には 7.2℃以下が一律に有効というよりも

にニホン

21)

バラについては、枝長は 20℃と 25℃ではほぼ同じ長さであったが、30℃ではそれらよ

り短くなった。花弁数は温度が高くなるほど少なくなる傾向が見られた21）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

）植物の休眠に及ぼす影響 

図 3-20 カーネーション品種の光強度別温度― 

光合成曲線と暗呼吸速度21)

パール・レイク

ブブドウ、モモ、ナシなどの落葉果樹が開花す

るためには秋から冬にかけていったん

遭遇する必要があり、この現象は低温要求と呼

ばれている。この低温要求が必要な時期を自発

休眠といい、低温要求が満足されることを自発

休眠覚醒あるいは自発休眠完了という。22

秋秋 、

従従

下を基準とすることが多かった。しかし、下 基準とすることが多かった。しかし、 によると、これは 1930 年代に米国で発表によると、これは 1930 年代に米国で発表

自発休眠覚醒に対する効力は温度によりかなり違うと考えられている。表３－４自発休眠覚醒に対する効力は温度によりかなり違うと考えられている。表３－４

                                                  
22) 杉浦俊彦（2002）果樹の休眠特性と加温開始期 施設と園芸NO.116 pp.48-51
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表３－３ バラの生育に及ぼす温度の影響

 

 

 

 

 

３

ドウ、モモ、ナシなどの落葉果樹が開花す

るためには秋から冬にかけていったん低温に

遭遇する必要があり、この現象は低温要求と呼

ばれている。この低温要求が必要な時期を自発

休眠といい、低温要求が満足されることを自発

休眠覚醒あるいは自発休眠完了という。22)

季から冬季の気温が上昇することにより、

落葉果樹等の生育に影響を及ぼすことが考え

られるため、果樹等の休眠特性に関する知見を

収集・整理した。 

来、自発休眠覚醒に有効な温度は 7.2℃以

杉浦

された論文での華氏 45 度という記述を摂氏(約 7.2℃)に直しただけでもともとかなり大

まかな実験報告であると指摘されている。実際には 7.2℃以下が一律に有効というよりも

にニホン

21)

バラについては、枝長は 20℃と 25℃ではほぼ同じ長さであったが、30℃ではそれらよ

り短くなった。花弁数は温度が高くなるほど少なくなる傾向が見られた21）。 

 

 

 

）植物の休眠に及ぼす影響 

を

                                                  
22) 杉浦俊彦（2002）果樹の休眠特性と加温開始期 施設と園芸NO.116 pp.48-51

パール・レイク

‘タンガ’ 

表３－４ナシ‘幸水’の自発休眠覚醒に必要な時間22)

図 3-21 DVR（自発休眠期の発育速

度)と温度の関係22）
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ナ

間(750 時間)で自発休眠覚醒するのは０～６℃を与

ニホンナシ

えられる。

有効性はや

向かって進

750）

として求め、主要な品種について整理したものを図

３－21 に示す。モモ‘白鳳’、オウトウ‘佐藤錦’、

ブドウ‘巨峰’の休眠覚醒に対して 15℃以下が有効

な温度であることを示している。 

果に重み付けを行うことで、休眠覚醒時期を推定で

きるChill 

ら23)により提唱されている。Chill Unitは１時間ご

との気温データを係数に置き換えて、その係数を毎

時間積算したものである。（表３－５） 

工藤ら24)によるオウトウ‘佐藤錦’のChill Unit

の推移を図３－22 に示す。これにより、オウトウで

はChill Unitが 1500 前後で自発休眠覚醒するとい

うモデルが有効であること、また－４℃～10℃

の温度の休眠効果が確認され、

された。この結果は杉浦の報告ともほぼ対応している。 

DVRを用いた長野におけるオウトウの休眠覚醒に着目した調査

示すとおり、DVRの積算値であるDVIは経年的に増加していることが示された。

覚醒に影響を与えない－６℃以下の温度帯が減る一方、

れるものの最低気温と比較するとさほど上昇していないため、

部分に収束したと思われると考察されている。

自発休眠覚醒が遅れるなどの影響が生じること

                                                 

表３－５各温度範囲ごとの休眠覚醒効果係数24)

(オウトウ’佐藤錦’)

図 3-23 発育指数(DVI)の変動25)

（DVI は DVR の積算値；DVI=1 で自発

休眠覚醒） 

D
V

I

図 3-22 ｵｳﾄｳ‘佐藤錦’のChill Unitの推移と

休眠覚醒程度(2000、起算日は 11/1)24）

シ‘幸水’のポット樹に冷蔵庫等で低温処理した

場合の自発休眠覚醒に必要な時間を示す。最も短時

えた場合であることからこの温度帯が

の自発休眠覚醒に最も有効な温度と考

６℃以上、０℃以下の温度は自発休眠覚醒に時間が

かかることから自発休眠覚醒に対する

や劣り、－６℃以下の低温や 12℃以上では自発休眠

覚醒にほとんど効力がない。ここから特定の温度に

１時間遭遇したときの自発休眠覚醒に

む量をDVR（発育速度；例えば０～６℃の場合1/

また、落葉果樹の自発休眠覚醒に対する低温の効

Unitモデルと呼ばれる方法がRichardson

まで

その範囲内でも２℃前後の温度が最も有効であることが示

25)によると、図３－23 に

これは休眠

最高気温は多少の上昇傾向が見ら

温度帯が休眠覚醒に有効な

ただし、気温の上昇傾向がこのまま続けば

が指摘されている。 

 
23) R

‘Redheaven’ and ‘Elberta’ peach trees. Hortscience.9 
24) 工藤 信（2003）オウトウ‘佐藤錦’の自発休眠覚醒時期と低温要求量 山形県園芸研報 NO.15 pp.1-10 

業気象 NO.27 pp.29-30 

ichardson, E.A., S.D.Seeley and D.R.Walker. (1974)A model for estimating the completion of rest for 

25) 岡村和之（2001）温暖化傾向が果樹の休眠・覚醒作用に及ぼす影響調査 関東の農
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茶は 12 月から２月の間、冬芽の芽長の伸長や幼葉

-24)。茶芽は低温、短日条件

数の増加が全く休止している26)(図３

浅

。一番茶は品質が良く高級茶として取

重要な事項となる。 

までの気温の高い年は休眠が浅かっ

が考えられると報告28)されている。 

29)

子の休眠が深くなったと

報

秋から冬期に十

茶の休眠覚醒については、まだモデル化に至って

いない状況である。

                                                 

27)により休眠し、休眠が

新芽を摘む一番茶の収穫に影響を及ぼすことになる

り扱われることから、茶の休眠状況は茶生産について

鈴木によると、表３－６に示すように冬期から春期

たことから、休眠の深さは気温の影響を受けること

 

 

 

稲の休眠については、表３－７に示

すとおり、佐藤 によりコシヒカリ登

熟前半（出穂後 20 日間）と登熟後半（出

穂後 21 日～成熟期）の平均気温の差が

小さいほど種

いと新芽が不均一に生育するので

図 3-24 茶‘やぶきた’の冬芽の生育26)

表３－６平

告されている。稲の種子は休眠が深

いとその発芽率が低下することから、

ヒートアイランド現象の進行により、

登熟後半（８月下旬から９月中旬）の

平均気温が低下しなければイネ種子の休眠が深くなり発

れる。 

均気温と休眠の一番茶萌芽期との関係28)

表３－７ 登熟期間の気温と発芽率29)

芽に影響を及ぼすことが懸念さ

以上により、落葉果樹や茶など冬芽の状態で越冬する作物については、

分な低温期間が必要であることがわかった。落葉果樹については、休眠覚醒について必要

な低温時間がほぼ把握されており、DVR や Chill Unit でモデル化が行われている。落葉果

樹については休眠覚醒に必要な温度帯が 10 数℃あることから、多少の温度上昇で即座に

影響を受けることはないと考えられる。

 

 

27

26) 中野敬之（1994）茶芽の休眠と一番茶の関係 農業技術研究 Vol.48 NO.11 pp.62-63 
) 短日条件：秋冬の日照時間が１２時間未満の条件 

28) 鈴木康孝（1994）冬季の気温が一番茶芽の生育に及ぼす影響 Vol.47 NO.12 pp.26-31  
29) 佐藤徹（2004）登熟期の気温がコシヒカリ種子の休眠に及ぼす影響 北陸作物学会報 NO.39 pp.18-20 
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気温上昇により秋から冬季の気温が十分に低下しない場合、Chill Unit 積算に期間を要

し、休眠覚醒時期が遅くなることが考えられる。こうした場合、萌芽・開花時期が遅くな

ったり、不揃いになったりすることで、果樹等の栽培、収穫に影響が生じることが懸念さ

れる。これは冬期に温暖な地域ほど影響が生じやすいこととなる。茶についても同様に、

九州地方等の比較的温暖な地域での一番茶の収穫に影響を及ぼすことが懸念される。 

３－３

１

体温を適切に放散できない高い温度は

取れると示されている。 

室内環境と睡眠の関係については様々な調査・研究が行われているが、各々の調査条件

が異なること、個人的な差異が大きいことから、一概に最適な睡眠環境を規定することは

難しい。ただし、おおよそ 28℃以上の室温になると不快な条件になると指摘されている。 

また、夏季のクーラー使用については多くの人がタイマー設定して使用しており、一晩

連続使用しない理由としては冷えやだるさを

タイマ 切れによる暑さで途中覚醒を経験して

いるなど、

れている。 

を含めた個人差が大きいことに加え、外気温、

仮に室温 28℃以下が睡眠環境としてふ

以下であれば快適な睡眠環境が得られるとは考え

外気温と室温

今後は、実際の家庭環境に近い状況において外気

握するなど都市の高温化による睡眠に及ぼ

２）植物成長

紅葉・落葉は温度上昇の影響を受け、その時期が変化してきていることが

多くの調査で示されている。

浜、大阪といった大都市だけでなく、熊谷などの中小都市でも確認されていた。また、落

による植物 という報

一方、種子の状態で越冬する稲については登熟期前後半の気温差が種子の休眠の深さに

影響を及ぼすことが確認された。晩夏から初秋において平均気温が低下しなければ、種子

の発芽率が低下し、翌年の栽培に影響が生じるおそれがある。 

 

 まとめと今後の課題 

）睡眠障害に及ぼす影響 

入眠時に深部体温が低下する身体リズムのため、

快適な睡眠に適さず、適切に熱放散が行われて深部体温が低下する環境だと良好な睡眠が

中連続して使用する人は比較的少なかった。

上げる人が多い。ただし、ほとんどの人が ー

クーラーを利用しても必ずしも快適な睡眠環境とはなっていないことが報告さ

快適な睡眠環境については、年齢、性別

室温及び寝床内部温という三重構造になっている。

さわしい条件だとしても、外気温が 28℃

難い。室温に応じ、寝具等で寝床内部温は調節することが可能であるため、

との関係性が非常に重要となってくる。

温及び室温と睡眠状況との関係を直接的に把

す影響に特化した調査が望まれる。 

 

阻害に及ぼす影響 

植物の開花、

都市内の温度上昇による植物の開花日等の変化は、東京、横

葉広葉樹の南限に近い九州南部では温度上昇 への影響が顕著である

告もなされている。 
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キャベツ、レタス、ホウレンソウなどの葉菜は高温に対して脆弱であり、高温下では野

菜等の作物栽培に影響が生じるおそれがあることが確認された。このことは気温上昇によ

る品質の低下や栽培適期の短縮につながると考えられる。特にヒートアイランド現象の影

響を受けやすい都市近郊においては、野菜等の生産に影響が生じることが考えられる。 

秋季から冬季にかけての植物の休眠に対する影響については、休眠覚醒に有効な温度帯

の

よ

り

幅が比較的広いため、数度の気温上昇では休眠覚醒に対する影響が生じることはないこ

とが示唆された。しかし、落葉果樹栽培の南限に近い地域などで気温上昇が生じた場合に

は、休眠覚醒への影響が発生する可能性があることも指摘された。これは開花日等につい

ての調査による考察とも対応している。 

今後は、落葉広葉樹の南限域付近及び都市近郊の野菜等の栽培地域といった高温化に

影響が生じるおそれのある地域について、その植物・作物の分布状況及び影響出現状況

を把握することも必要と考えられる。 
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