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   ４月８日朝には一気に気温が下がることが 

予想されます。 

霜害のおそれがありますので茶や果樹等へ

 の最善の対策を行いましょう。  

       ～農作物に対する低温対策の指導要点～ 

                                                        農業経営課    

 

                                                            

平成２７年４月６日 

 
 

４月６日発表の岐阜地方気象台の週間予報によると、岐阜県では４月８日から１２日に

かけて低温傾向が続き、特に８日は前日より６℃も低くなるとの予想がされています。４

月８日の岐阜市の最低気温予想が３℃～７℃と見込まれており、岐阜・西濃地域から中濃

地域にかけての山間部では０℃近い気温も考えられます。低温や霜による農作物の被害の

恐れがありますので、その事前対策をしっかりと行ってください。 

また、今後発表される注意報や気象情報などに十分に留意してください。 

 

 防霜のための事前対策  

 ■晴天無風で、前日午後７時の気温が６℃以下の時が霜の降りる気象条件と言われる 

  が、午後７時の気温が８℃前後でも寒気が南下して移動性高気圧が通過するような 

  条件では降霜の恐れがある。 

 ■「霜害から作物を守る」には，まず霜害が発生する危険性がある場所を、温度計に 

  よる低温出現の分布、煙やゴム風船の動きから知ることが重要である。 

 ■次に、寒気の流入方向や溜まる場所が判ればその侵入を防いで霜道を変え、霜溜ま 

  りを解消するように障害物を取り払う。園地周囲の防風施設（垣・林・ネット）が 

  冷気の流れをせき止めるような場所に設置されている場合は、巻き上げて・下枝を 

  除去しておく。 

 ■現在、農家では防霜対策として、燃焼法・煙霧法・送風法・被覆法・散水氷結法な 

  どが行われている。 

 

 ◆作物ごとの対策については、以下のとおりである。 

 麦 類  

 平坦地の大麦及び小麦は、出穂が間近となっている。低温による頴花枯死等の被害や開

花遅延など圃場の状況を確認した上で、出穂後の２回の赤かび病防除を適期に実施し、収

穫時期や収穫方法にも十分留意する。 
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（被害の種類） 

 ①幼穂凍死型：３月末～４月上中旬の穂の生育が進んでいない時期に多く発生 

 ②不稔型  ：穂の生育が進む４月中下旬～５月上旬の出穂期・開花期受精期多く発生 

        ※花粉の不稔：出穂前８～10 日頃は－１～－1.5℃、３～４時間 

               出穂・開花期は＋２℃程度でも持続時間によって生じる。

（品質等への影響） 

 凍霜害は、粒重、容積重、フォーリングナンバー、生地の伸張度を減少させる。 

 登熟初期の－３℃以下の低温は粒重とたんぱく質含量の減少をもたらす。 

 製粉関連形質やパン体積・強度は登熟初期の低温によって劣化する。 

 

■事後対策 

 凍霜害（出すくみ・白穂・不稔）を受けると、遅発茎が有効化し出穂・成熟が不均一に

なる。 

 品質低下にならないように収穫・調製に留意するとともに、分別集荷を配慮する。 

 

 

 水 稲  

 育苗期間は低温の影響を受けやすいので、温度管理に十分注意する。 

 

■低温障害（育苗期） 

 緑化期から硬化初期に５℃近くまで下がると生育が停止し、立枯れや枯死に至ることが

ある。硬化中期以降ではムレ苗が発生しやすくなる。 

 強風が苗に当たったり、フェーン現象等で空気が乾燥した場合、苗からの蒸散量の増加、

育苗培土の乾燥のため、苗が萎ちょう枯死状態になり、回復できなくなることがある。 

 

■事前対策 

 気温変動に対応できるように、ビニールや不織布など保温資材を準備しておくとともに、

育苗ハウスの補修（機密性を高め冷気の侵入を防ぐ等）を行い、最低気温８℃以上を確保

する。対策実施でも不充分と思われる場合は、加温する。 

 なお、育苗ハウス等の温度管理は的確に行う。ハウスが小さいほど急激に温度が変動す

るので、注意する。 

 風が直接苗に当たらないよう、風下側での換気とする。また、灌水を通常より多くする。

苗床の周辺部の灌水にも留意する。 

 

■事後対策 

 軽い低温害を受けた場合は、薄い液肥（300 倍）か硫安水（500 倍）を 500ml/箱ずつ施

用する。 

 被害が激しい場合は、早急に播種しなおす。 

 極端な乾燥・湿潤を避けるとともに、苗が老化する前に早めに移植する。 
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 野 菜  

  低温障害の現れ方   

  野菜栽培において、４月から５月上旬の寒波の襲来による被害が生産不安定の要因 

 となることがあり、被害を受ける温度は種類や発育程度によって異なる。 

  ①いちご 

   ■茎葉及び肥大した果実は０℃でも被害はほとんど受けないが、幼果や雌ずいは 

    ０℃以下になると被害を受ける。 

②トマト 

   ■茎葉及び鶏卵大に肥大した果実は耐寒性が強く、０℃くらいの低温にあっても被 

    害を受けることは少ないが、花芽や開花中の花器は寒さに弱く、０℃以下になる 

    と被害を受ける。 

  ③きゅうり 

   ■トマトに比較して低温伸長力が弱く、５℃以下の気温が続くと矮化症状を呈し、 

    ０℃では被害が著しい。 

 

  被害軽減対策   

  ①被覆による対策 

   ■防霜用の被覆資材（保温マット等）を準備し、霜注意報を聞いて対応する。 

   ■ハウス栽培では、ハウス内の最低温度は、外温より１．５～２．０℃高いだけで 

    あるので、室内温度が５℃以下に下がる場合は暖房を入れる。なお、内側に二重 

    カーテンを張るとさらに２℃くらい保温力が高まる。また、暖房施設のない場合 

    は、夕方早目に換気口を閉め、二重カーテンを張り保温に努める。 

   ■外気温が-4℃以下に下がると、無加温ハウス内の気温は-1℃くらいまで下がり、 

    トマト、きゅうり等では枯死するおそれがある。 

  ②暖房機利用による対策 

     ■施設野菜は、４月以降の必要性が少ないため、暖房機の整備、電源スイッチの入 

    れ忘れ及び燃料の確保等が十分に行われていない場合が多い。 

   ■しかし、４月は急激に気温が低下する日があるので、直ちに加温ができるように 

    暖房機の点検と燃料を確保しておく。 

  ③水封マルチによる対策 

   ■水封マルチの保温効果が１～1.5 ℃程度あるので、ポリフィルム又はビニールの 

    被覆資材等と併用して保温に努める。ただし、菌核病、灰色かび病の発生要因と 

    なるので発生に注意する。 

  ④露地野菜及び露地栽培用果菜類苗の対策 

   ■スイートコーン等の露地野菜ではビニールトンネルによる防霜対策が一般的とな 

    るが、支柱の準備がない場合は稲わら，寒冷紗や不織布等で被覆を行い、霜害 

    の回避に努める。 

   ■育苗中の苗は、ビニールやマット類の保温資材をかけ防寒する。なお、晩霜が予 

    想される時は標準より株間を広くしておき、定植を遅らせる。 
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  凍霜害を受けた場合の事後対策   

   ■降霜の朝は晴天となり、日の出とともに気温の上昇が早いため、作物体温が急激 

    な変化を起こし、被害を大きくする。 

   ■わら等の被覆資材を掛けたり、灌水・散水を行うなどによって、徐々に外気温、 

    光線に慣らすよう努める。 

   ■被害部分から病害が発生する恐れがあるため、殺菌剤による予防防除を行うとと 

    もに、生育遅れや早期抽台等の発生を回避するため、葉面散布等を行い生育の回 

    復を図る。 

      ■被害程度が大きく、回復が困難な場合には、早急に植え直しや蒔き直し等の対 

    応を行う。 

 

果 樹 

① 樹の生育状況 

４月６日現在、平坦地ではなしの開花が平年より３～５日早く始まった。他の樹種の発

芽期も、かきが１～５日早く、くりも２～４日早い。一方、飛騨地域ではももの発芽期が

４～５日遅れ、りんごは１～２日早い状況である。 

 

表１ おもな果樹の生育相（平成 26 年 4 月 6 日現在） 
※調査場所 
ｶｷ・ﾅｼ：岐阜市 
（農業技術センター） 
ｸﾘ：中津川市 
（中山間農業研究所 

中津川支所） 
ﾓﾓ・ﾘﾝｺﾞ：飛騨市 
（中山間農業研究所） 
 
平年値は各地の過去
10 ヶ年平均値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

始 盛 終

早秋 2015 3/16 4/3
2014 3/16 4/4 5/18 5/20 5/20
平年 3/17 4/7 5/19 5/20 5/23

太秋 2015 3/19
2014 3/21 4/8 5/17 5/19 5/23
平年 3/24 4/12 5/19 5/20 5/24

富有 2015 3/19
2014 3/20 4/9 5/20 5/21 5/25
平年 3/24 4/13 5/20 5/23 5/26

幸水 2015 3/17 4/6 4/6
2014 3/17 4/5 4/8 4/12 4/18
平年 3/18 4/14 4/11 4/15 4/22

豊水 2015 3/13 4/2 4/3
2014 3/15 4/1 4/5 4/10 4/16
平年 3/14 4/9 4/6 4/12 4/18

丹沢 2015 3/29
2014 4/1 4/28 6/2 6/12 －
平年 3/31 4/29 6/4 6/13 －

筑波 2015 3/25
2014 3/31 4/27 6/1 6/11 －
平年 3/29 4/27 6/2 6/12 －

ぽろたん 2015 3/25
2014 3/31 4/27 6/2 6/15 －
平年 3/31 4/28 6/5 6/16 －

白鳳 2015 3/31
2014 3/31 4/30 4/30 5/2 5/7
平年 3/26 4/28 4/28 4/30 5/5

昭和 2015 3/31
白桃 2014 4/2 5/1 5/2 5/3 5/8

平年 3/27 4/29 4/28 5/1 5/5

つがる 2015 4/4
2014 4/3 4/18 5/4 5/8 5/14
平年 4/5 4/20 5/4 5/8 5/14

ふじ 2015 4/3
2014 4/4 4/17 5/4 5/8 5/13
平年 4/5 4/20 5/4 5/8 5/13

なし

くり

もも

りんご

開花期
樹種 品種 年度 発芽期 展葉期　

かき
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②回避・防止対策技術 

凍霜害は植物体が耐凍性以下の低温に遭遇し、組織が凍結破裂した結果生じる。表２の

各樹種における生育時期別の耐凍性を示した。発育ステージが進むほど被害を受ける危険

性が高くなる。植物体の温度は、ほ場の気温より１℃程度低くなる場合があるので、対策

を講じる場合は注意する。 

 

 表２ 農作物の生育時期別耐凍性（農水省果樹試、1987） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆事前の予防対策 

 ①冷気の流れをさえぎる位置に防風ネット等の遮蔽物があると、その風上側で被害がひ

どくなる。ネットを巻き上げたり、防風垣の下枝を払っておく。 

②土壌が乾燥している場合には散水を行う。散水は日中の温度が高い時間帯に行い、 

  地中へ蓄熱させる。 

③可能な範囲で果樹棚の上部に寒冷紗や不織布等による被覆を行って、放射冷却を  

   緩和する。 

④直接的な防止対策としては、送風法・散水氷結法・燃焼法等を用い、ほ場内気温が霜

害危険温度まで低下しないよう努める。なお防霜ファンやスプリンクラー等の稼働点

検を行っておく。 

  

◆万一被害にあった場合には 

 ①被害枝は慌てず被害程度を確認してから、枯死した部分はせん除する。不定芽が発 

  生する場合もあるので、今後の樹形を考慮し作業を行う。 

 ②病害虫の発生に注意し防除の徹底を図る。 

 ③結実を安定させるため、人工受粉を徹底し、樹勢を考慮して着果量確保に努める。 

 ④結実量が少なく強樹勢になるおそれがある樹では、可能な限り着果させる。副芽や不

定芽などから発生した徒長枝は整理し、翌年の結果枝・結果母枝として利用可能な枝

は誘引などを実施する。 

 ⑤結実量が少ない樹では枝は過繁茂になりやすいため、結実量の減少程度や樹勢に応じ

て施肥量を減らす。 

⑥幼果に凍霜害を受けた場合は、果実の状態を観察後、被害果の判定ができるようにな

ってから摘果を実施する。  

 

    茶  

茶の気象災害で最も被害が大きいものが凍霜害である。３月中旬から５月初旬までの一

番茶の新芽の萌芽から摘採までの時期に発生する。 

 今年度の農業技術センター池田試験地の萌芽期は平年並みの 4/3 となり、これからの低

温については細心の注意が必要となる。 

樹種 発芽前 発芽期 展葉期 開花期 幼果期

りんご -2.0～-0.2 -2.0～ 0 -1.8～-1.0

かき -3.4～-0.9 -2.7～-0.8 -2.0～ 0

もも -4.0～-3.0 -4.0～-0.1 -1.3～-1.0

日本なし -5.6～-1.5 -2.7～-0.8 -2.0～-0.2 -2.5～-0.4

ぶどう -2.8～-1.3 -3.1～-0.3 -2.8～-1.0

キウイフルーツ -3.1～-0.1 -3.0～-0.5 -1.1～-0.1

うめ -2.0～-1.2 -3.6～-0.3
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新芽の耐凍性は、約-2℃の温度で細胞が凍結することにより破壊され枯死する。凍結し

た時期や程度により差があるが、摘採が近くなって凍霜害に遭うと、一番茶の収量は大幅

に影響を受け、その年の生産に大きな打撃を受ける｡ 

 

  凍霜害が発生しやすい条件   

①大陸の高気圧から分離した移動性高気圧が、日本付近を通過していくとき。 

春先にはこのような移動性高気圧が 3～4 日おきに周期的にきて、移動してくる気団

が低温の場合に凍霜害が発生しやすくなる。 

②夜間を通じて快晴または晴れて上空に雲がないとき。 

③風が弱いとき。 

④夕方の湿度が比較的低いとき。 

  防霜対策   

 実用的な防霜法は、1.被覆法 2.送風法 3.散水氷結法がある。それぞれの特徴は表のと

おりである。 

  ◆防霜法の比較 

防 霜 法 防霜効果 設置経費 作業障害 維持管理 防霜以外利用 

被覆法 棚がけ やや適 難 難 やや難 やや適 

トンネルがけ やや難 やや難 やや難 難 難 

送風法 防霜ファン やや適～

やや難 

やや難 やや適 やや適 難 

散水氷結法 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ 適 難 やや難 やや難 やや適 

 

①被覆法 

  被覆法には、棚がけ、トンネルがけなどがある。 

  ■棚がけは、茶株面から６０～９０cm の位置に棚を作って被覆物によって保温する｡ 

   保温効果は１～２℃である。  

■トンネルがけは、茶株面から４０cm 以上離して、被覆物によって保温する。保温効

果は０.5～１.0℃である。 

 ②送風法(防霜ファン) 

  ■霜の降りるような風の弱い夜は、気温の逆転現象が起こり、地上６m ぐらいの気温

は茶株面付近の気温より４～５℃高くなる。 

   ※防霜ファンは、気温の逆転度が強いほど効果を発揮する。気温が非常に低い場合

は効果が発揮できない可能性がある。その限界温度は－３℃である。 

  ■防霜ファンの効果は、送風機の規模や気象条件、地形などによって異なるが 750ｗ

のものでは、支柱の前方 14～16m、支柱の両側 16～20m で比較的安定した効果があ

る。この範囲は、気象や地形条件が良ければさらに広がる。    

        表 防霜ファン稼働の目安 

 萌芽期前後  １～２葉期  ３～５葉期  

 ＯＮ   ３℃   ４℃   ５℃ 

 ０ＦＦ   ５℃   ６℃   ７℃ 

※事前に防霜ファンの作動確認し、サーモスタットの調整を行うこと。 
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 ③散水氷結法(スプリンクラー) 

  気温が低下し、茶の芽が凍霜害を受けるようなときに散水すると、茶株に付着した水

は氷結する。水が氷結するときに８０cal/g の潜熱を放出するので、茶の芽は０℃前後

に保温され、被害を回避することができる。 

    ■保温に必要な水量は、そのときの気温、湿度、風速によって異なるが、必要な  

   水量は 2.6～4.0mm/hr 程度（10a 当たり 3～4t/hr）である。 

    ※散水時間は過去の凍霜害から考えて６時間程度と思われるので、総水量は 18 

    ～24t/10a 程度を準備する必要がある。 

  ■散水開始は、茶園の中で気温が最も低下する場所の茶株面気温が 2℃程度で、  

   散水の中止は日の出 30 分くらい経過し気温が５℃程度まで上昇し、葉面に付着し 

   た氷が溶けて葉の中央部の葉面との間に部分的に隙間ができる頃とする。 

 

    気象情報をチェック  

  凍霜害対策を行うには、まず岐阜地方気象台庁の予報をチェックする。また、被害 

 にあった場合に客観的に判断するためにも、毎日の最低気温を記録しておく。 

   

  凍霜害に遭ったら  

    ■茶園全体を調査して被害時の生育ステージ、被害程度を確認し、その後の処置  

   を決定する。 

  ■被害は芽の生育ステージによって異なり、萌芽期の被害は収穫にそれほど影響  

   はなく、開葉期以降の被害は深刻である。 

  ■萌芽期であっても最低気温がいちじるしい低温の場合、芯芽まで凍死すること  

   もあるので、最低気温が何度だったのかを記録しておく。 

  ■萌芽期の被害では芽が不揃い（ムラ）になる等の現象があるので、摘採時期の  

   決定に留意する必要がある。 

   

   凍霜害の処置と摘採  

   凍霜害にあってしまった場合、被害時点の芽の生育ステージによって次のよう  

  に処置する。 

  ■萌芽期、一葉期の被害ではそのままにしておき、生育のムラを配慮しながら摘採時

期を決定してそのまま一茶を摘採する。  

  ■二葉期以降の被害では、摘採前に整枝によって被害葉を除去し、遅れ芽として出た

芽を収穫するという方法をとる（一茶半とも呼ぶ）。これは、二番茶以降の生育の

乱れを整える意味をもつ作業である。 

  ◇部分的な被害の処置と摘採 

   凍霜害は部分的に起こる場合が多く、摘採面にまだらに出た場合などは判断が  

  とても難しい。良い部分を残して被害葉を先に刈り落とす方法、または、その逆に 

  被害葉を残して、良い葉を先に摘採する方法の２つから摘採葉に混入しにくい処置 

  を正しく選択する。 

 

 花 き  

 ○露地ぎく（７～８月咲き） 

  ■トンネル内の定植は、１週間前からフィルムを被覆し、地温を高めてから定植す 
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   る。 

  ■生育中期の凍霜害に備えて小型のビニールトンネルはいつでもかけられるよう準 

   備する。また、寒冷紗、不織布やポリフィルムを直接覆ってもよい。 


