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原著論文

温度変換日数法を用いたソメイヨシノ(バラ科サクラ属)の開花調節

川上皓史1・山尾 僚1・森岡耕一2・池田 博1,3・波田善夫1

Artificial control of blooming on Prunus × yedoensis Matsum. (“Somei-yoshino”, Rosaceae) using 
the number of days transformed to standard temperature 

Hiroshi KAWAKAMI1, Akira YAMAO1, Koichi MORIOKA2,

Hiroshi IKEDA1,3 and Yoshio HADA1

Abstract: The number of days transformed to standard temperature (DTS) provides a measure of 
growth rate for an organism at a temperature in a day, a variant of "thermal sum" method. Recently, 
meteorological observatories in Japan have adopted DTS to predict the blooming date of local "Somei-
yoshino" cherry trees (Prunus × yedoensis Matsum.). We attempted to control the blooming date of 
Somei-yoshino by means of heating the trees in a greenhouse while monitoring DTS. Our experiments 
confirmed the feasibility of controling the date of blooming by heating the plant in a greenhouse. We 
showed that DTS can well predict the date of blooming, and therefore DTS is usable for controling the 
date of Somei-yoshino's blooming with some modifications under artificial microclimate.

Keywords: artificial control, date of blooming, Prunus × yedoensis, thermal sum, the number of days 
transformed to standard temperature (DTS)

I．はじめに

ソメイヨシノ(Prunus × yedoensis Matsum.)は，オ

オシマザクラ(P. speciosa (Koidz.) Nakai)とエドヒガ

ン(P. pendula Maxim. f. ascendens (Makino) Ohwi)との

雑種と考えられており(竹中，1962，1965)，1700年

代に江戸(現在の東京)の染井にあった植木屋によっ

て作出されたとされている(岩崎，1989，1991)．現

在植栽されているソメイヨシノは，もともと一本の

親木から挿し木や接ぎ木で殖やされたクローンであ

り，遺伝的には同一であると考えられている(Innan 

et al., 1995)．

ソメイヨシノは，夏季に花芽・葉芽を形成し，秋

季に越冬芽を形成して休眠に入る．その後，冬季の

低温によって休眠から覚め(休眠打破)，春季に開花

するとされる(永田・万木，2003)．ソメイヨシノは

クローンであることから，開花現象についても同様

の反応を起こすと考えられるため，いわゆる「桜前

線」の北上が観察される．

ソメイヨシノの開花実験に関しては，花芽のつ

いた枝を切って開花させる促成実験(石井，1992；

青野，1993)がおこなわれているが，樹木全体を使

った実験についての報告はほとんどない．また，

ソメイヨシノの開花に関しては，花芽の重さを量

って予想する方法(百瀬，1998)や，気温や降水量の
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データをもとに回帰式や積算温度などを用いて予想

する方法(江幡・石川，1987)などが試みられてきた

(青野，1993参照)．小元・青野(1989)や青野・小元

(1990b)，青野(1993)は，ある温度での生物の生育

日数を標準温度における日数に変換した温度変換日

数*を用いて，開花日をかなり正確に予想できること

を示している．このことから温度変換日数は，気温

の積算によってソメイヨシノの開花を予想できる．

つまり，温度変換日数を考慮しながら温度管理をお

こなうことにより，開花時期を調節することができ

るのではないかと考えられる．

そこで本研究では，(１)温度管理条件下でのソ

メイヨシノの開花日を樹木全体として調節できる

か，(２)温度変換日数法が開花予想として有効か

を検討した．

*温度変換日数(the number of days transformed to 

standard temperature: DTS)とは，ある温度での生物

の生育日数を標準温度における日数に変換したもの

で，以下の式で表される(青野・小元，1990b)．

温度変換日数(日)

＝exp(Ea(Ti-Ts)/(R・Ti・Ts))

  Ea：温度特性値(71.1kjmol-1)

  Ti：日平均気温(K)

  Ts：標準温度(288K)

  R：気体定数(8.134JK-1mol-1)

この式から，たとえば日平均気温が５(℃)の日

であれば，温度変換日数は約0.3(日)，日平均気温

が15(℃)の日であれば，温度変換日数は約１(日)の

生長量となる．つまり，気温が高くなるほど，生長

量は指数関数的に増加することを示している．そし

て，ソメイヨシノでは，ある特定の日(起算日)から

の温度変換日数を積算し，21.5(日)を超えた時点で

開花するとされている(青野・小元，1990b)．

II．方法

１．実験場所

実験は，2006年と2007年の２月から４月にか

けて，岡山理科大学(岡山県岡山市理大町，北緯

34°41'，東経133°55'，標高80m)でおこなった

(図１)．

２．実験開始日と目標開花日の設定

青野・小元(1990b)によると，温度変換日数の起

算日は，岡山県では年頭から42日後(２月11日)で

あると述べている．そこで，実験開始日を２月11日

とした．

岡山県のソメイヨシノの満開日は，開花日から

約１週間である(岡山地方気象台，2008)．そこで，

開花の目安として，例年３月20日におこなわれてい

る岡山理科大学の卒業宣誓式の日に，ソメイヨシ

ノを満開にさせるよう，目標開花日を３月13日と

した．また，開花日は花が５輪以上咲いた日と定

義した．

３．温室の設置と加温処理

温室は，実験場所に植栽されているソメイヨシ

ノ(樹高約５m，胸高直径７cmから10cm)に対し，２

本(実験木)については仮設の温室(幅約６m×奥行

図１．岡山理科大学の位置．
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き約５m×高さ約７m)で囲った．また，２本(対照

木)については加温処理をおこなわなかった(図２)．

温室の設置期間は，2006年は１月26日～３月19日，

2007年は２月６日～３月19日とした(図３)．温室内

は，電気温風器や石油ストーブを用いて加温し，換

気のために開閉可能な窓を設けた．また，温室上部

と下部の温度を一定にするため，扇風機を用いて終

日空気を循環させた(図４，５)．加温の程度につい

ては，目標開花日の３月13日に積算温度変換日数が

21.5(日)になるよう適宣調節した．

気温の測定には，サーミスタ温度計(T & D社製「

おんどとりJr．RTR-52」)を使用した．温度センサー

部には，太陽からの放射を遮るために，自作のシェ

ルターを取り付けた．シェルターには，2006年には

円筒の塩化ビニル管を，2007年にはプラスチック製

のカップを使用した．シェルター内部は黒色に塗装

し，入射する散乱光や反射光が乱反射して温度セン

サーに当たらないようにした．温度計は，温室内の

上部(地上約４m)と下部(地上約２m)，および温室外

に設置した．温室外の温度計は，2006年は温室の裏

側(地上約90cm)に設置し，2007年は対照木cの隣の

樹木の幹(地上約1.5m)に設置した．気温の測定間隔

は，2006年は10分毎，2007年は１分毎である．記録

の開始は，2006年は２月２日，2007年は２月９日か

図２．実験をおこなったソメイヨシノ．a:実験木a．b:実験木b．c:対照木a．d:対照木b．

図３．設置した温室．左:2006年．右:2007年．
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らおこなった．記録したデータから，日平均気温と

温度変換日数を算出した．

III．結果と考察

１．2006年の実験について

図６は，2006年における実験開始日から53日目ま

での経過日数と温室内外の日平均気温および積算温

度変換日数である．温室内外の日平均気温は変動し

つつ，徐々に上昇していた(図６a)．積算温度変換

日数が21.5(日)に達したのは，温室上部で33日目，

温室下部で34日目，温室外で51日目であった(図６

b)．ソメイヨシノの開花日は，対照木aは48日目(３

月30日)，対照木bは53日目(４月４日)であった．一

方，実験木aは32日目(３月14日)，実験木bは33日目

(３月15日)であり，対照木の開花日よりも約２週間

早かった．

今回の実験では，積算温度変換日数が21.5(日)に

達した日に対する開花日は，温室内では実験木aが１

日早く，実験木bが同日であった．温室外では，対照

木aが３日早く，対照木bが２日遅かった．青野・小

元(1990b)は，温度変換日数の開花予想精度は，２～

３(日)の範囲としている．そのため，2006年の結果

は，開花予想精度の範囲内と考えられる．

２．2007年の実験について

図７は，2007年における実験開始日から51日目ま

での温室内外の日平均気温および積算温度変換日数

である．温室内外の日平均気温は変動しつつ，あま

図４．2006年の実験に用いた温室の模式図．左:前面図．右:側面図．a:実験木a．b:実験木b．

図５．2007年の実験に用いた温室の模式図．左:前面図．右:側面図．a:実験木a．b:実験木b．
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図６．温室内外の日平均気温と積算温度変換日数(2006年)．太い実線は積算温度変換日数21.5(日)，(a)は

日平均気温，(b)は積算温度変換日数を示す．

図７．温室内外の日平均気温と積算温度変換日数(2007年)．太い実線は積算温度変換日数21.5(日)，(a)は

日平均気温，(b)は積算温度変換日数を示す．
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り上昇はしなかった(図７a)．積算温度変換日数が

21.5(日)に達したのは，温室上部で33日目，温室下

部で35日目，温室外で51日目であった(図７b)．ソメ

イヨシノの開花日は，対照木は45日目(３月27日)に

開花した．一方，実験木aは，27日目(３月９日)，実

験木bは，29日目(３月11日)に開花し，対照木よりも

約20日早かった．積算温度変換日数が21.5(日)に達

した日に対する開花日は，温室内の実験木aは６日

早く，実験木bは４日早かった．また，対照木は６

日早かった．2006年の結果と比較して，温室内の実

験木の開花日は予想開花日よりもかなり早く，対照

木に関しても早くなっている．この2006年と2007年

の結果の違いに関しては，2007年が暖冬であったこ

とによると考えられる．2007年は全国的に暖冬で，

2006年12月から2007年２月にかけての冬季の平均気

温は，岡山では平年より1.8℃高い7.4℃であった(気

象庁，2007)．冬季の気温が高いために花芽の生長

が促進され，起算日も例年に比べて早く，結果的

に開花日も早かったのではないかと推測される．青

野・小林(2008)は，暖冬であった2007年のソメイヨ

シノの開花状態を調査した．その結果，温度変換日

数を用いた予想開花日よりも５日以上早く開花した

地点が，西日本の瀬戸内海沿岸や九州南部に多くみ

られ，暖冬が原因であると報告している．したがっ

て，2007年の実験で観察された予想開花日とのずれ

は，暖冬によるものであると考えられる．

以上の結果，ソメイヨシノの樹木全体を用いて

温度調節をすることにより，樹木全体の開花時期を

調節できることが可能であることが実証された．ま

た，温度変換日数を考慮することにより，開花時期

を調節することが可能であることが確認された．た

だし，2007年で示されたように，暖冬の年において

は，実際の開花日が予想開花日よりも早くなること

が考えられる．今後さらに開花予想の精度をあげる

ためには，休眠打破への温度の影響に対する重みづ

け(チルユニット)の導入(青野・小元，1990a)や起算

日の補正をおこなう必要があると考えられる．
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