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◆ 成育に及ぼす主要環境要因

温度 地上部環境
5要因

地下部環境

光

湿度 気流速

CO2

養水分培地温

代謝
（光合成・呼吸・・）

葉面境界層抵抗
（光合成・蒸散・・）

光合成・・

光合成・光形態形成・・

気孔開度
（ガス交換・・）



（林、2015）

◆ 温室の環境制御内容

地上部環境

地下部環境

一つの環境制御内容が複数環境要因に影響



（原図：３訂施設園芸ハンドブック）

◆ 環境制御の構成例 主要な環境制御
・暖房
・換気窓/換気扇
・保温・遮光カーテン
・CO2施用
・冷房

その他
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電磁波の一種。

(1)光の二面性
・波動の性質：振動数をもって伝わる電磁波

⇒波長で光放射を区分
・粒子の性質：粒子（光量子）の性質をもつ

(2)光放射
・狭義には、人間の目に感じる波長範囲（可視光）
・一般には、可視光の他に紫外線（紫外放射）、赤外線（赤外放

射）を含む波長範囲。どんな物体でも放射を発散している
(3) 波長単位

1nm(ﾅﾉﾒｰﾀｰ)=10-9m 1μm(ﾏｲｸﾛﾒｰﾀｰ）=10-6m=10-3mm

光（光放射）

電磁波
◆ 光（光放射）とは

可視光線

長波放射

波長

日射



Q1:昼間気温が上昇するのはなぜ？

Q2:夜間気温が低下するのはなぜ？



500W/m2

100W/m2 100W/m2

日射（短波放射）
（紫外線・可視光線・近赤外線）

放射冷却

長波放射
（遠赤外線）

長波放射
（遠赤外線）

昼 夜



どんな物体でも放射を発散している

◆ 日射（短波放射）と長波放射

夜昼 昼

①昼間の昇温
②光合成・成育

①夜間の放射冷却
（熱的作用）

日射
（短波放射、太陽光、太陽放射）

長波放射
（遠赤外線）

（原図：農業環境実験法より）



図 植物育成に関与する放射の波長の分類

短波放射（日射） 長波放射

Photosynthetically
Active
Radiation

UV-B UV-A 青 緑 赤 近赤外 遠赤外

赤外放射

遠赤色

320280 400 800700 3,000 100,000 nm

760380

人間の可視域

（PAR)
光合成有効放射

植物の生理的有効放射

赤 遠赤色青 緑

光の作用 ①光合成
②光形態形成（形態変化、花芽形成、発芽・・・）



（原図：光バイオインダストリー、

1992）

◆ 光合成有効放射（PAR)

図

図



太陽光（280～3000nm）

・紫外線（280～380nm）
ｱﾝﾄｼｱﾆﾝ色素の発色
昆虫の活動、病害胞子発芽

・可視光線（ 380～ 760nm  ）
光合成（PAR：400～700nm）に必要

・近赤外線（760～3000nm）
熱エネルギー
800nm以上は不必要

5-6%

50%

45%

（原図：最新施設園芸学、2006）

図 太陽放射（短波放射）の分光分布



３）被覆材分光透過率

紫外線 可視光線

UVB
UVA

◆ 透明被覆資材の分光透過率 （温室では被覆資材によりある
波長の光を減らすことは可能）

図



＜光分光の生物反応＞

昆虫の活動、ｱﾝﾄｼｱﾆﾝ色素の発色
カビの胞子形成

紫外線：

（原図：光バイオインダストリー、1992）

図



赤色光 遠赤色光

被覆材で光質コント
ロールできる

（浜本）

光質変換フィルム

（写真提供：浜本浩氏）

◆ 被覆資材による光質変換の例

赤色光／遠赤色光の比
率を調節

節間長を制御

（原図：「最新施設園芸用被覆資材」日本施設園芸協会、1996）

図



①日射計

② W･m-2=J･m-2･s-1

③ エネルギーの扱い

①光合成有効光
量子束計（PPFD）

②μmol･m-2･s-1

③ 植物の生育

① 照度計

② lx
③ 明るさ

快晴日 10万lx≒840W/m2 ≒ 1700μmol/m2/s

A CB

Photosynthetic
Photon
Flux
Density

◆ 光強度の表し方 ３種類



人昆虫

可視光紫外線

UVA

UVB

青 黄緑 赤

◆ 比視感度曲線

（原図：光バイオインダストリー、1992）



光合成有効光量子束密度（PPFD） （μmol･m-2･s-1）

◆ 光合成有効放射（PAR）感度と光量子感度

図 （光バイオインダストリー、1992）



・散乱光の比率を高める
⇒光を拡散、ハッキリした影が出来ない
⇒影の有無による光ムラが縮小

・作物の下位葉への到達日射が増えるといわれている。
・透過率は若干低下する？

散光性資材非散光性資材

◆ 散光性被覆資材（梨地）

全天日射＝直達日射＋散乱日射

透明 梨地



東西棟と南北棟

図

図
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◆ 施設園芸面積4.3万ｈａの４０％が加温設備あり(H26)

◆ ９３%が石油利用暖房に依存した燃油式暖房（Ａ重油）

温風暖房＝90 ％（H22) 温水暖房＝5％（H22)
◆燃油式暖房（温風暖房、温水暖房）
◆ヒートポンプ
◆バイオマス燃料（木質ペレット・チップ、もみがらなど）
◆自然エネルギー 利用（地下水・太陽熱利用) 

◎いずれの暖房でも、熱を供給する（顕熱）のみで、
除湿や加湿は伴わない（絶対湿度は変化しない）

◆ 各種暖房方式



熱量の90％が室内へ供給。10％位が煙突から逃げている。

90％

新品の熱効率90％⇒使用により例えば85％に低下
（年１回は点検・清掃をし、暖房機効率の低下を防ぐ）

10％

A重油1Lリットルの発熱量：37.1MJ、8870kcal

熱効率
温風暖房 85～90％
温水暖房 70～80％

◆ 温風暖房機



燃油式 LPG式（CO2施用利用あり）

◆ 温水ボイラー

重油タンク

台車レール兼用温湯管

LPGタンク



◆ 現在まで、推定約３万台 （約1500ｈａ、暖房面積の7％）

・バラ温室では半分以上（暖房18℃、夜冷、除湿利用）
冷房・除湿利用が増えている

・野菜（ピーマン、大葉、トウガラシ、メロン、トマト・・・）
花卉（バラ、ラン、ユリ、キク、トルコギキョウ・・・）
果樹（ハウスミカン、マンゴー・・・・）

暖房費削減目的でヒートポンプ導入
石油価格高騰後、最も関心を集めた装置

2004年頃からの石油価格の高騰
電気料金の値上がりは小さい

◆ ヒートポンプ （家庭用エアコンはヒートポンプ）



・電気駆動外気熱源
・暖房・夜冷・除湿
・2層カーテン
・室温：17～18℃

・床面積：1155㎡
・24馬力（6HP×4台）

（6年間リース）
・ハイブリッド方式
・循環扇使用

導入事例

〔制御機〕 〔循環扇〕

〔室外機〕

静岡県菊川市バラ温室

〔温風暖房機併用〕

〔室内機〕

設備費：150～250 万円/10a

（１０馬力⇒暖房能力約２８ｋW＝24,000kcal/h）

・バラ温室では半分以上で導入

・関東以西では、20～25馬力／10ａ程度目安



事例 宮崎市・マンゴーハウス

・暖房利用
・室温：18～26℃）

事例 高知県・ハウスミカン

・暖房（冷房にも使用）
・室温：11℃（2月以降20～26℃）



事例 宮崎県西都市カラーピーマンハウス

・暖房・除湿利用
・室温：18～20℃

土佐市シシトウハウス

・暖房利用
・室温：21.5～23℃

温風機ファンと連動運転

事例



事例 栃木県大平町・トマト植物工場

・暖房（ハイブリッド） 10馬力×14台／１ｈａ
室温：16℃でＨＰオン

・除湿第1目的 裂果防止・可販果率高める RH85％



「暖房、冷房（除湿） 」の多目的に利用できる
重油暖房機にない機能⇒冷房・除湿に使ってこそ、特徴を発揮
⇒夏の夜冷利用が増加

熱を汲み上げるポンプ ⇒ ヒートポンプ（ルームエアコン）
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圧縮機

温水・温風

暖房冷房
（除湿）

外気・地下水等 冷媒

ヒートポンプの仕組み

特徴１



・成績係数（ COP： Coefficient of Performance)

・COPは温度条件により変化

COP＝ 暖冷房熱量／消費電力量 ⇒運転経費に直結

消費電力量の3～5倍の熱量を暖房（冷房）利用できる

・石油火力発電（送電端）効率0.35×COP3.5＝1.23⇒エネルギーの
利用効率が高い

吸
熱
量

放
熱
量

1kWh2～4kWh 3～5kWh

電気エネルギー
冷房 暖房

ヒートポンプの成績係数（ＣＯＰ）

特徴２

・温室暖房時のＣＯＰは、3～4前後
カタログ値COP5.5も出現！



◆特徴１ 消費電力量の3～5倍の熱量が利用できる

(重油暖房より割安になり得る）

◆特徴２ 暖房、冷房（除湿）の多目的に利用できる

◆特徴３ 油焚暖房機よりは、ＣＯ２排出量が少ない

◆特徴４ 電気が安定供給

◆特徴５ 故障が少ない、自動運転が可能

◆ ヒートポンプの特徴（利点）



・昼間は冷房負荷が大きいため経済的無理
・夜間の冷房負荷は昼間の１／１０
・ハイブリッド方式・1層カーテンで、2～4℃低下
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圧縮機

低温側→冷房

冷房利用（夜間）



夜冷により
・ 8、9月の採花本数が多い。
・花にボリュームがある。

・茎径が長く、茎が太い。
・花が大きい。

・秋口の収量低下を抑制

愛知県西尾市 （大須賀慶一、2007）

（日格差の効果？）

◆バラの夜冷⇒増えている

同時に除湿もされるので「冷房除湿」運転

◆キクの夜冷⇒最近長崎県内で増えている。奇形花の減少「精の一世」

夜間冷房（夜冷）

展望：昼間の高温による収量低下を打消す一手段として期待



・バラの夜冷⇒増えている
・他の作物での効果も試験されている

◎トルコギキョウ（熊本農研セ、工藤ら、２０１０）
夜間冷房：切り花長・茎径・切り花重・花ボリューム増加。
前夜半冷房が効果的。品種の早晩性で反応異なる。

◎カーネーション（長野県野菜花き試、神谷、２０１１）
高温期（７～９月）夜間冷房20℃＋地中冷却22℃：
茎径・切り花重増加により品質向上。
低温期地中加温にも利用

◎キク（長崎県農林技術開発セ、峯）
奇形花の減少（シェードと組み合わせ）

◎トマト（静岡県農林技研、大石、２０１１）
夜間の冷房・除湿で低段密植栽培の裂果防効果

◎夏イチゴ（北海道（有）ｱｰｼﾞｭ、農業電化2011年6号）
夜間の冷房・除湿で前年比1.5倍の増収

今後の利用増が予想される

夜間冷房試験報告



施設内湿度と発生病害（石井、1983）

・梅雨時の除湿（相対湿度を下げたい）
・冬期夜間の除湿

●湿度と病害発生

同時に冷房もされるので「除湿冷房」運転除湿・湿度制御
（病害防除）

・バラの病害
灰色かび病・ボトリチス減少。うどんこ病発生しやすい？

◆課題：病害抑制だけでなく成育促進のための利用の検討



次世代施設園芸導入加速化支援事業10拠点

地域エネルギー
・7か所で木質バイオマス燃料
・廃棄物燃焼発電、下水処理場放流水熱、温泉熱
・LPGボイラー、重油暖房機などとのハイブリッド

（農林水産省資料より）

化石燃料30％削減目標



１．木質燃料・・・・カーボンニュートラルに近い
①木質ペレット（小中型暖房装置）【埼玉県・静岡県・宮崎県３拠点】

②木質チップ（大暖房装置）【北海道・宮城県・兵庫県３拠点）】

③おが粉（高知県拠点）
ハンマータイプ 切削りタイプ

間伐材
製材廃材
雑廃材

全木（混合） バークホワイト

◆ 木質バイオマス燃料



・数百台現場に導入

・燃料の安定供給と価格が課題。一定面積は増えるであろう
（発熱量：重油１ℓ≒木質ペレット2kg 。60円／ℓ ⇒30円／kg以下であること）

・地産地消が望ましい

◆ 木質ペレット

（ネポンカタログ）

（宮崎県 ピーマンハウス）

年間約12万トン生産（H27）
重油換算で年間6万kL⇒バラ温室暖房400ha相当



特徴

■ カーボンニュートラルに近い

■ 保守管理必要（灰の掻き出し、清掃）

■ 制御性（点火、消火に時間がかかる）

課題
■ 燃料の安定供給流通体制

地産地消が望ましい

■ 燃料価格 （ A重油80円/L時には40円/ｋｇ以下でペイ）
（発熱量：重油１ℓ≒木質ペレット2kg ）

特徴



◆ 木質チップ

（兵庫県）

（木質チップボイラー）



１．トマト（1.1ha）、パプリカ（1.3ha）（ハイワイヤー方式）
２．施設面積2.4ha、ガラスフェンロー温室
３．暖房設備（トマト・パブリカ供用）

◆温湯供給系統、蓄熱タンク（736m3）
①木質チップボイラー（能力比率26％）
②LPGボイラー（700kW×４台）（CO2施用利用）（62％）

◆パプリカハウスのみ
③地中熱源ガスエンジンヒートポンプ（12％）夏期夜間冷房にも利用

石巻市

②LPGボイラー
③地中熱源
ガスヒートポンプ蓄熱タンク（740トン）①木質チップボイラー

◆ 次世代施設園芸宮城拠点の事例



夜間暖房温度
野菜 果樹

作物 夜間適温（℃） 作物 時期 夜間気温（℃）
温室メロン 18～20 加温開始期 15～20
ピーマン 15～20 ミカン 開花期 15～18

ナス 13～18 果実肥大期 20～25
キュウリ 10～15 成熟期 17～20

トマト 8～13 加温開始期 10
イチゴ 7～10 ブドウ 開花期 12～15

　　　　（板木、2008） （有核種） 果実肥大期 15～20
花き 成熟期 15～20

作物 夜間気温（℃） （真子、2008）
バラ 15～18
キク 14～18

カーネーション 10～12
　　（並河、2008）

◆ 暖房管理温度



（原図：板木、2008）

果菜類では4段変温管理が多い
（写真：ＨＰより）

◆ 恒温管理と変温管理

転流促進・省エネ

最近では、オランダ方式のクイックドロップも試み
られている。転流促進、生殖成長促進？

変温管理の摸式図



・バラ株元加温による花茎成長促進効果

・室温18℃
・室温15℃＋株元加温（35℃）

収量低下なし
投入エネルギー19%削減

◆ 局所加温

・イチゴのクラウン加温

・頂果房肥大に優れる

・果房が連続的に出蕾

・室温下げられる
（壇、2008)

（深山ら、2011)

（写真 （株）ナチュラルステップカタログより）



生長点などの
局所加温管

◆ 局所加温

生長点付近温風吹き出し

生産者の話では、

・燃油削減効果あり

・作業性よい



1. 環境要素と計測・制御

2. 光（日射と長波放射）

3. 暖房

4. 被覆資材

5. 保温

6. 暑熱対策（遮光、冷房）

40min



外張り資材（固定張り⇒透明）・・・閉鎖空間、防雨・防風
・ガラス（3.8%、H26）
・軟質フィルム

農業用ポリオレフィン系フィルム（農PO）（46.5%）
農業用塩化ビニールフィルム（農ビ、農PVC）（42.2%）
農業用酢酸ビニルフィルム（農酢ビ） その他（1.4%）

・硬質フィルム（5.2%）
フッ素系フィルム
ポリエステルフィルム

・硬質板（0.7%）
アクリル板、ポリカーボネート板、FRA、FRP、複層板

内張り・カーテン資材（開閉式⇒軟質）・・・保温、遮光
・軟質フィルム

農ビ、農PO、農ポリ、農酢ビ
・不織布、PVA資材、アルミ資材（蒸着、箔、練込）
・編込み資材（アルミ蒸着・透明）
・中空構造資材、布団資材
・遮光資材（寒冷紗など）

◆ 被覆資材の種類

※農ポリは使われない



外張り資材
① 光透過特性（透過率、波長特性、散光性、

流滴性、防塵性など）
② 断熱性（保温性）
③ 耐用年数・耐候性
④ 力学特性（引張り強度、引裂き強度など）
⑤ 補修の難易、廃棄の難易、収縮率

内張り資材・・断熱性を高めるのが主目的。遮光

①～⑤
⑥ 透湿性、吸水性
⑦ 重量、軟質性、開閉のし易さ

断熱性能は重要な要因

◆ 被覆資材選択の要因



1. 環境要素と計測・制御

2. 光（日射と長波放射）

3. 暖房

4. 被覆資材

5. 保温

6. 暑熱対策（遮光、冷房）

暖房コスト削減⇒・隙間を塞ぐ
・断熱性を高める



暖房負荷１００％

①貫流伝熱
６０～１００％

②隙間換気伝熱
５～２０％

③地表伝熱
±３０％

Ｑｈ

Ｑｔ

Ｑven

Ｑsoil

Ｑｈ＝Ｑｔ＋Ｑｖｅｎ＋Ｑsoil

寒
地

暖
地

暖房経費削減には
① 被覆枚数を増やす
② 断熱性の高い資材の利用

◆ 温室からの放熱

抑制が効果大

暖房経費削減には
③隙間をなくす



数10ｃｍの隙間10数ヶ所

その他小さな隙間を塞ぐ

（全カーテン面積の約0.6％） 隙間を塞いで１２％放熱量低下

◆隙間を塞ぐことによる省エネ効果

× 〇

隙間を補修

２連棟温室

フッ素フィルム被覆
1重１層カーテン

（ホワイト割布資材）
床面積866m2、菊川市

◆隙間を塞ぐことは、投資を必要としない数少ない対策



すそ部短いため冷気が入り込む
（すそ４０ｃｍの余裕）

良い例。すそにおもりをおく

×

〇

〇
床に埋め込む

サイドカーテン

〇



◆ 保温被覆の種類

＜被覆枚数を増やす＝空気層を増やす＞

 

固定式内張り
固定被覆 空気膜2重

複層板　など

1層カーテン
カーテン 2層カーテン

3層カーテン

保温被覆 室内トンネル 1重トンネル
2重トンネル

固定外面張り
外面被覆 こもがけ

空気膜外面被覆　など

ペレットハウス
その他 断熱材被覆

発泡ハウス
垂木保温　など

固定2重 2層カーテン 3層カーテン

空気膜2重 室内トンネル 外面被覆(こもがけなど)



1重2層カーテン1重1層カーテン

（カタログより）40～55％

1重3層カーテン

50～70％

・夜間：閉じて断熱性を高める ・昼間：開けて光を入れる

放熱抑制30～45％

60％～

（カタログより）

１重被覆を２重被覆に替えても、放熱量が１／２になるわけではない

（固定被覆→重、カーテン→層）

天井が低いと枚数を追加できない！

1重4層カーテン

◆ 保温カーテン



貫流伝熱量＝熱貫流係数(k) ×内外気温差× 被覆面積

（単位：W･m－2･℃ －1）

被覆資材の断熱性の指標になるのが熱貫流率（ｋ）→熱貫流係数

◆ 断熱性能評価指標

概略、被覆資材からの放熱量（貫流伝熱量）は、内外温度差に比例

断熱性が高いほど数値が小さい



被覆資材からの放熱量は、熱貫流係数、
内外気温差および外被覆面積にほぼ比例

熱貫流係数は断熱性能の指標

熱貫流係数（ｋ）

・さらに、屋外気象条件（晴曇、風速）よっ
て熱貫流係数（ｋ）は変動する。

ｋは一定ではない



透明被覆資材 厚さ
農業用ポリエチレン（以下、農ポリ） 0.07mm
農業用酢酸ビニルフィルム（農酢ビ） 0.075mm
農業用ポリオレフィン系フィルム（農ＰＯ） 0.075mm
農業用塩化ビニルフィルム（農ビ） 0.1mm
ポリエステルフィルム 0.15mm
透明板ガラス 3.0mm

測定に供試した被覆資材

PET
PVC

EVA
PE

◆ 透明資材の断熱の違い（透明資材）



長波吸収率（3～60μm）が大きいほど熱貫流係数（率）が小さくなる

図 長波吸収率と熱貫流係数の関係
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（清水ら、2010）

◆ 透明被覆資材の断熱性



アルミ資材

一
部
再
放
射

再
放
射

ほとんど反射

ガラスＰＥ

吸収率高い＝透過率低い

ほ
と
ん
ど
透
過

１００

反射率高い＝放射率低い

反射性吸収性透過性

透過率高い

光を透過する資材がない

１００１００

２０６０９０

透
過

被覆材

再
放
射

ほとんど吸収

水滴が付着すると
透過率は低下する

・農ポリよりガラスの
方が保温力が高い

・農ポリは外張りに
使われない

◆ 赤外線吸収率の違いと保温力

反射率＋吸収率＋透過率＝100%



◆保温力の高い内張り資材

② 反射性資材（アルミ蒸着）
透明資材より断熱性能が高い

赤外線反射大⇒赤外線放射小

① 中空構造資材
PEフィルムより１割位断熱性能が高い

③ 布団資材（多層断熱資材）

断熱性 ①≦②≦③
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（林ら、2011）



国内試作品■ 中綿はポリエステル綿。発砲プラスチック材を付加した
ものもある。柔らかく軽い。

■ 不織布・織布・プラスチック資材・補強ネット資材などで中綿
をサンドイッチ状に。厚さ2～25mm。

厚い資材⇒巻き取り方式、薄い資材⇒既設のスライド方式

厚い程断熱性は高いが、重たくて取扱難。300g／㎡→300kg/10a

厚さ25mm 12mm 10mm

◆ 各種布団資材

（現代農業’13/11月号より）

（韓国製）



国内試作品

◆国産布団資材

（カタログより）

求められる条件
・断熱性が高い
・軽くて柔軟性がある
・耐候性がある（10年以上を期待）

国産品販売開始

【S社製品】 【T社製品】



◆ 日本での導入例

宮城県

茨城県
韓国製

2層カーテン
スライド開閉
輪キク

6層構造

燃油価格高騰緊急対策事業のリース

短日処理利用

茨城県
国産資材

夏期遮光・遮熱利用にも

布団資材
（厚さ約4mm）

茨城県、国産品
ピーマン

課題 ◆ 影の問題

◆ 価格



（栽培棟1008m2×22棟）

（育苗棟486m2×10棟）

（２重２層カーテン）

◆固定二重温室

右側：２重展張中

フッ素系硬質フィルム

バラ栽培温室（大分県）

多少の光量低下がある

（固定内張、固定外張） 固定外張部材



（栽培棟1008m2×22棟）

（育苗棟486m2×10棟）

（２重２層カーテン）

北海道豊浦町

◆ 保温性：1重1層カーテンより気密性が高い分、若干保温性が高い。

3-4割の放熱抑制、風にも強い。
◆ 施工が容易、建設費が安い。

（送風ブロワ）

◆空気膜二重温室

2.5ｈａ

日本に１９７８年に紹介

（イチゴ／ベビーリーフ）

（案内板より）

パプリカ栽培温室 宮城県栗駒

（写真提供：（有）リッチフィールド 富田啓明氏）

リッシェルハウス



コモガケ＋土壌・土壁からの放熱
◆ 無加温で外気温よりも15℃高く維持できる
◆ 作業性が悪い。高湿度化

施設面積220万ha
（日光温室64万ha）

南

（呉ら、１９９６）

（趙､2012）

保温性に優れる温室

外気 －30℃
室温 5℃

◆ 日光温室(中国)
北・東・西面は土・煉
瓦壁

（前筑波大学山口智治氏）

高断熱＋蓄熱

片屋根単棟

外面被覆

参考

外面被覆



1. 環境要素と計測・制御

2. 光（日射と長波放射）

3. 暖房

4. 被覆資材

5. 保温

6. 暑熱対策（遮光、冷房）



・昨夏・今夏の猛暑
・防虫ネット（目合0.4mm）使用

４０℃を超えることも頻繁

〇栽培適温以上（生育不良、
収量低下、病害多発）

〇作業環境の悪化

高温対策が重要な課題

ｺﾅｼﾞﾗﾐ

◆ 暑熱（高温）対策の必要性

http://www.sc-engei.co.jp/navi/image/g03_05k.jpg


潜熱（蒸発散） 顕熱（昇温）

換気

・入射太陽エネルギーは、顕熱（室温上昇）と
潜熱（水分蒸発）に変換

・顕熱割合が大きいほど室温上昇大

最大1000W・m-2

＝860kcal・m-2・h-1

◆ なぜ室温が上昇するか？



表1　夏期の高温抑制技術

大分類 中分類 小分類 昼間 夜間
窓換気（自然換気） 換気促進

換気 　　開口面積増大－屋根開放型 ○ ○
　　天窓位置（棟高）を高く

換気扇換気（強制換気） ○ ○
外部遮光 遮光資材、近赤外線カット資材 ○ -

遮光 内部遮光 遮光資材、近赤外線カット資材 ○ -
塗布剤 ホワイトウォッシュ、近赤外カット塗布剤 ○ -
近赤外線カット資材 ガラス、フィルム ○ -

 蒸発冷却法 細霧冷房
　　多目的利用システム ○ △

冷房 　　冷房専用システム
パッド＆ファン冷房 ○ △

ヒートポンプ 外気冷熱源、水冷熱源 △ ○
地下水利用 熱交換冷房、屋根流水 △○ ○

換気、遮光、冷房のいずれか、またはこれらの組み合わせ

◆ 高温対策技術



換気扇換気（強制換気）：19%窓換気（自然換気）：81%

① 換気窓面積を増やす→屋根開放型

② 高軒高化

換気量を増やす

（佐瀬、1987）

◆ 換気



① 内部遮光
吸収日射熱が温室内に入る

② 外部遮光
室温≒外気温が可

③近赤外線反射・吸収被覆材

5-6%

50%

45%

（最新施設園芸学、2006 より）

太陽光（280～3000nm）
・紫外線（280～380nm）

ｱﾝﾄｼｱﾆﾝ色素の発色
昆虫の活動、病害胞子発芽

・可視光線（ 380～ 760nm  ）
光合成（PAR：400～700nm）に必要

・近赤外線（760～3000nm）
熱エネルギー
800nm以上は不必要

◆ 遮光



（M社カタログより）

近赤外線
45%

③近赤外線反射・吸収被覆材（吸収よりは反射が昇温抑制効果大）

・理想：可視光をよく透過、近赤外線をシャープにカット（反射）

可視光線
50%

PAR



夏期 高温抑制

①可視光（800nm以下）を透過

②日射赤外域を反射（吸収ではなく）

＜夢の資材＞



④近赤外線反射・吸収塗布剤

（マイデンクロージャパンＨＰより）

可視光線
50%

近赤外線
45%

PAR

⑤消石灰溶液塗布（ホワイトウォッシュ）



①蒸発冷却法 普及面積（推定）

細霧冷房（細霧システム）・・・1000ha（累積）(80%～)
パッド＆ファン冷房・・・・・・・・・ 100ha （10%) 

②ヒートポンプ冷房・・・・・・・・・・・・150ha?         (10%)
③地下水利用冷房・・・・・・・・・・・・・ 1ha (0.1%)

合計 約 1250ha (100%)

施設面積の２％（1,250ha／43,000ha）

光量低下なしに室温を外気温以下にす
る方法は、冷房以外ない

昼間冷房
夜間冷房

◆ 冷房

＜冷房方式＞



●コチョウランの花芽誘導

・日射負荷が大きい→大容量装置必要

暖房、冷房（除湿）に利用できる

昼間

夜間 ・冷房負荷は、昼間１桁小さい

●イチゴ苗の花芽誘導夜冷育苗

●バラ栽培の夜冷

（この10年で急増 、150ha？）

◆ ヒートポンプ冷房



〔制御機〕 〔循環扇〕〔温風暖房機併用〕

設備費：150～250 万円/10a

・暖房・夜冷

・床面積：1155㎡
・6HP×4台
・ハイブリッド方式

品質向上・収量増加

ハイブリッド方式、カーテン閉：外気より２～４℃低い

夜冷により
・ 8、9月の採花本数が多い。
・花にボリュームがある。

・茎径が長く、茎が太い。
・花が大きい。

・秋口の収量低下を抑制

（この10年で推定３万台の導入）

〔屋外機〕 〔室内機〕

◆ バラのヒートポンプ夜間冷房



パプリカハウス （外気温が20℃以上になったら冷房）⇒外気温⊿3℃

ミニトマトハウス（夏越栽培）

◆ 植物工場夜間冷房



①細霧冷房（細霧システム） （1,000ha）

②パッド＆ファン（100ha）

〇最も安価な冷房方式
〇万能ではない。冷却原理・特徴の理解した上で利用しないと

うまくいかない。
＊室温は下がるが、同時に湿度（相対湿度・絶対湿度）は上昇
＊高温・低湿のときは効果的。しかし、高湿度条件では不利

〇細霧冷房か、パッド＆ファンか？

◆経済的に見合う汎用的な冷房法は、結局これしかない

◆ 蒸発冷却法
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◆ 蒸発冷却法の冷房限界①



・細霧（50μm以下）を温室内で発
生させ、気化冷却を図る方法

（１）システム 種類

① ノズル固定式細霧システム
（自然換気型、強制換気型）

② 送風ファン式細霧システム
③ 懸架可動式細霧システム
④ ２流体（圧搾空気＋水）式細霧システム

（ドライフォグ）

・低圧（～3MPa）
・高圧（4MPa～）

（ドライフォグ 20μm）
（ドライミスト）

（細霧システム）

B.自然換気型

A.強制換気型

（１）細霧冷房



〇冷房専用システム

〇多目的利用システム
・冷房（加湿）
・加湿制御
・薬剤散布→省力化
・葉面散布

・多目的利用により投資効果が
上がる。1000ha近く普及。

（薬剤目詰まりを避けるため、ノズル噴口の限界あり）

設置コスト：100～200万円／10a

（ノズル固定式細霧システム）◆ 自然換気型細霧冷房



細霧冷房

（多目的細霧システム）

水耕葉ネギ トマト

断続噴霧制御（噴霧10秒/停止5～10分）

◆ 細霧冷房の例



断続的な噴霧制御

10～60秒 4～30分

〇噴霧・停止時間を調節し、噴霧量を調整

◆ 運転制御方法



噴霧時に、細霧が葉面に付着して濡れる。

快晴時には数分で蒸発する

強日射時の断続的は濡れは、あまり害はないようだ

連続的は濡れは、
病害を増やす？

花弁へのしみ？

感水紙

①適量噴霧⇒止水ネジでノズル数を減らす、噴霧圧制御
②細かい細霧⇒適切なシステム、ドライフォグ

◆ 葉面への細霧付着の影響は？



〇多目的細霧システム導入
〇トマト長期多段取り（年1作）

床面積 1 ha

（有）グリーンステージ大平（栃木県下都賀郡大平町）

定植：７月下旬、収穫6月末まで

◆ 大規模施設での導入例



乾燥を防ぐ。10分に15秒くらい噴霧。冬も加湿
に利用

◆サンチュ

◆ハネギ 5分に15秒くらい噴霧。生育は早まるが、軟らかく
なるようだ。

葉菜類

＜その他作物での利用＞運転の仕方は一律でない



利点

① パッド＆ファンより安価（100～200万円）

⇒現実的な冷房方法

（ドライフォグ 1.5倍以上）

② 多目的利用も可（細霧粒径は大きくなる）

特徴

問題点
①植物の濡れ（病害誘引？）

②気温・湿度の変動大。制御が難しい

③換気量（窓換気）が屋外風速に左右される

◆ 細霧冷房の特徴



◆攪拌扇式細霧システム

・攪拌扇として利用できる
・細霧蒸発を促進？

（ﾌﾙﾀ（株）ｶﾀﾛｸﾞより）

＜その他の細霧システム＞

＜ノズル式＞＜遠心式＞

噴霧ノズル



（２）パッド＆ファン冷房



パッド

（カタログより）

２６．９℃
８７．５％

３４．４℃
４８．２％

２００５年８月８日
・１２：００から１３：００までの平均値

・床面積：２３００ｍ２

・外部遮光＋内部カーテン

・温室外日射量：約７００Ｗ／ｍ２

・温室内日射量：約１２０Ｗ／ｍ２

・換気回数：０．６回／ｍｉｎ

－7.5℃＋1.3℃

２８．２℃
８３．５％

外気乾・湿球温度差の70～80％の気温低下

乾湿球温度差7℃×0.75＝5.3℃

冷却効率◆ 冷却効率



特徴
利点
① 運転制御性は比較的よい。気温変動が小さい

② 植物が濡れない

③ 作業環境もよい

問題点
① 温度勾配ができる→限界長さ５０ｍ位まで

② 設備費：300万円／10ａ？

③ファンの騒音→民家の近くは×

④ 草丈が高いと通気抵抗が大きい

・育苗ハウス、花卉鉢物
（普及：100ha？）

◆ パッド＆ファン冷房の特徴



＜利用事例＞

・鉢物
・育苗
・バラ
・植物工場など



EuroFresh Farms 温室 (米国 アリゾナ州 Willcox)

アリゾナ

合計約100ha 

16 ha

（久保田智恵利氏

提供）



サイト１： 16ha

サイト2： 16ha

サイト3： 16ha

サイト4： 16ha
サイト5： 19ha
サイト6： 19ha

アメリカ アリゾナ州 WILLCOX

N

450m

450m

（右上写真：Google  map）

約100ha 



　　56m 　　56m

　　 　　 　　 　　
　　　215m 　約1ha 　　1ha 　　1ha 　　1ha 　　　　約1ha 　　1ha 　　1ha 　　1ha

　　 　　

選果室

　　1ha 　　1ha 　　1ha 　　1ha 　　1ha 　　1ha 　　1ha 　　1ha
　　 　　 　　 　　

パッド ファン

サイト4：16haN
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