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蚕糸研究第86号 1973年 1月

Sansi-Kenkyu (Acta Sericologica) 

No. 86， Jan.， 1973 

クワの蒸散特性に関する研究

葉面積量および葉位と蒸散との関係について第 2報

治郎

著者らは前報1)において，蒸散j五はクワの生育経過および気象条件によって異なるこ

とを報告するとともに，生育程度を葉面積の大小と業位とに分け，これと蒸散量との関

係を明らかにすることが必要であることを指摘した.

本報は上記の課題について行なった実験の結果を報告するものである.

なお，この研究は 1968年に日野桑闘で実施されたが，前j織に引続き文部省総合研究

「桑国潅ì~に関する基礎的研究J (代表者・青木茂一前京都工芸繊維大学教授)の分担課ー

題「桑園潅慨が桑樹の水分代謝に及(王す影響に関する研究J(分担者・問 和夫〉とし

て行なったものである.

本文に入るに先だち， 本研究を実施するに当たり種々ご配慮をいただいた研究代表

者，および有意、表なご助言をいただいた共同研究者各位に対し感謝の意を表する次第で

ある.

利雄・関口和夫・直井日
l
J
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F
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材料および方法

1.葉面積の大小と蒸J技量との関係

1968年に前報同様にして育成した鉢 (2，000分の 1のワグネノレポット)植えクワ(一

ノ瀬)18個体を用い，同年 9月9日に摘葉処理をカ通えて業面積の異なる材料を作り，同

日から 4日間個体別に日蒸散量を測定した.そして測定終了後個体別の梁面積を求めて

各個体の蒸散量と単位葉面積当たりの蒸散量とを算出し，葉面積の大小と蒸散量との関

係を検討した.

なおp 蒸J汝f置の測定は}IIj':r担同様の簡易法4)によって行なった.また，葉面積は面積が

4段階 (8cm2，16cm2， 20cm2 および 36cm2
) に異なる四辺形の形紙を作り，これに合

わせて 1業から 1枚を切り取り，切り取った葉の総面積と総重量および lf固体の総葉重

量を求め，次式によって算出した

1 f固体の総業面積=総業重量trJ lリ'x~dè三塁竺盤重量一
切り取った葉の総面積
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2. 着葉部位と蒸散量との関係

1967年に 2，000分の 1のワグ不ノレポットに嫡えて 1年間育成したクワ(一ノ瀬)20(自

体を用い， 1968年に春切りにして 2木の校条を発育させ，同年8月1日に摘葉・伐採処

理を組み合せて第 1図に示す着薬部f立の異なる 4つの試験区(無処理区，下部葉[立区，

中部位葉区および上部葉位区)を設定した.そして処理日から 6日間前記同様の方法で

「一一一一一
上

第1図試験区の概要

注・鉢内数字は各区の葉i[[j積を示す

日蒸J放iをおよび業面積を求め.着葉部位と蒸散量との関係について倹討した.

なお， ;7ワ 1f肉体の着葉数は約60枚であったが，測定時には1!¥f:処理区を除いてL、ずれ

も20枚残しとした.

結果および考察

1.1主面積の大小と蒸散[をとの関係

j商業程度をかえた個体別の~~面積および校条長は第 1 表のとおりである.すなわち最

も強度の摘葉処理を行なったf間体の葉市積は 840cm2であり，何処理の個体では 7，057

ニm2であった.また，枝条長は 103cmから 133cmの範圏であり，このうちの 6前の

個体は 110cmから 120cmI勾にあった.

一方， 18個体の個体別および単位葉面積当たりの日平均蒸散量は第 2図のとおりであ

った.すなわち，蒸散量は個体の葉両積の増加に伴って多くなるが，葉商積 5，000cm2 

以上ではほぼ一定であること，単位葉町積当たりの蒸11技量は個体の場合と異なり，葉[師

積の噌加に伴って減少することがみられた.



個体No.
校条長 (cm)

葉面積 (cm2)

第1表 供試材料の校条長と葉面積
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第2図 業面積の大小と蒸散量およひ蒸散能の関係
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鉢植えのクワが葉面積 5，OOOcm2 をさかし、として，個体当たりの蒸散量の増加がみら

れなくなることや，葉面積の増加に伴って単位葉面積当たりの蒸散量が減少することの

詳細な理由は本研究の範囲からは明らかでないが，26種作物の栽培ほ場における蒸散量

と葉面積指数との関係を調査した内藤2)の結果によれば，相対蒸散量(水面蒸発量に対

する蒸散量の割合〉は葉面積指数がダイズで 3~4，サトイモ 1~1. 5，キューリ 2~2. 5， 

水稲 3.5， トウモロコシ 4~5 までは葉面積の増加に伴って増加するが，上記の指数以

上では増加が鈍化すること，また，桑閣の相対蒸散比が葉面積指数4以下では指数が大

きくなるのに伴って増加するが， 4以上では増加が鈍化しでほぼ平行となるという直

井5)の結果などから判断すれば，葉面積の大小によってそれぞれ葉の重なりぐあいが異

なり，これが気象要素，とくに蒸散に直接関係する日射の受ける量に差を生じさせたも

のと推察される.しかし個体の蒸散量は根のl汲水能力とも閣係して一定の限界がある

ことも考えられるので，この問題はなお今後の検討が必要である.
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2 着葉部{立と蒸散量との関係

無処理区および摘葉・伐採処理区の個体当たりの葉面積は第 1図に試験区の概要とし

て示したとおりであり，無処理区 7，877cm2，下部葉位区 2，774cm2，中部葉位区 2，913

cm2，上部葉[玄区 2，513cm2で，無処理区を除L、て区間の差の最大は 400cm
2であった.

一方，8月1日から同月 6日までの期間における各区の個体当たりの蒸散量および単位

葉面積当たりの蒸散量〔蒸散能〕は第 3図に示すとおりであった.すなわち，個体当た
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第3図 着葉位別の日蒸散量および日蒸散能

注 視1)定日， 1968年8月1日から同月 6日，値は各 5個体， 7日間の平均

りでは，蒸散量は葉面積量の多い区ほど大きく，葉市積の大小と蒸散量との関係でみら

れた結果と同様な傾向で、あったが，葉面積 100cm2当たりの日平均蒸散能では，中部業

位区 16.2ml>上部葉位区 14.5ml>下部葉位区 12.9ml>無処理区12.1mlであった.最

高値を示した中部葉位区は，処理区のなかでは葉商積が最大であったこと，着葉部{立の

高さが全体のほぼ中間で，気象との関係がとくに有利とはいえないことおよび 3 蒸散量

は土壌水分量によって異なるが，ほ場容水量付近の場合には最大葉付近の蒸散量がとく

に多く，これより上位にある葉および下位にある葉ではそれぞれ蒸散量が少なくなると

する大山6)の結果なと、からみて，この差は葉位のちがし、によるものと考えられる.な
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お，無処理区の単位葉市i積当たりの蒸散最(蒸散能〉が最小であったのは，無処理区の

葉面積が処理区に比べて約 2.5倍大きいことが原因であるといえる.

なお，単位葉面積当たりの蒸散量(蒸散能〉の最大値を示した葉位において光合成が

盛んであると考えられる結果が，佐藤らりおよび牛島らめによって報告されているが，

これらはクワの蒸散特性，なかでも水経済の立場からきわめて興味深いことである.

以上，二つの試験結果をもとにして葉市積の大小および葉位と蒸散との関係について

検討を加えてきたが，土壌水分の十分ある条件下におけるクワの蒸散は，タワの生育程

度，とくに葉面積の多少からくる量的な商と，同じ葉面積であってもその葉位によって

異なる質的な面とがあること.また，業面積がある程度以上になると蒸散量の増加が鈍

化したことから，個体当たりの蒸散能力には一定の限界のあることが推察された.

摘要

この研究は前報に引続いて，クワの蒸散特性を明らかにすることを目的とし葉面積

の大小と蒸散量および着葉部位と蒸散量との関係について1968年に日野桑園で実施され

たものであるが，結果の概要はつぎのとおりである.

1.摘葉程度をかえた鉢植えク吋の蒸散量は， 個体当たりの葉面積が多くなるにつれ

て直線的に増加するが，葉面積 5，000cm2以上ではその増加が純化した そのために単

位葉面積当たりの蒸散量は葉面積の憎加に伴って減少することが認められた.

2. 摘葉・伐採処理によって着葉部{立をかえたクワの蒸散量を単位葉市積当たりでみ

ると，中部葉位>上l~r)~定位〉下部葉{立の 11原であり，着葉音I\{立によって葉の蒸散能力に差

のあることが認められた.

引用文献

1)間 和夫・直井利雄・関口治郎 1972.蚕糸研究投稿中

2)内藤文男 1969 作物の蒸発散に関する研究，J'l[i近農試報， 18: 49-151. 

3)直井利雄 1970. クワの蒸散量および蒸発散量に関する研究， 蚕試報， 24: 247 

285. 

4)直井利雄 1971 鉢植えクワの蒸発散簡易測定法について，蚕糸研究， 79: 16 

20. 

5)直井利雄 1971.桑園の蒸発散量に関する研究p 葉面積指数と蒸発散比，日:蚕学

第41回学術講要， 5. 

6)大山勝夫 1966 土壌水分がタワの生長におよぼす影響，蚕試報， 20: 333-359. 

7)佐藤光政・間 和夫 1971 桑の光合成および光合成産物の転流・消費に関する

研究，第 1報 桑校条切除後の残業の光合成能力について，日作紀， 40: 7-11目

的牛島忠広・圧l崎忠良 1965. タワの光合成に対する水の役割c1)，日蚕学第35回

学術講要， 58-59 



18 

SUlYunary 

Studies on the Characteristics of Transpiration of Mulberry 

Plants 2. Relations between Transpiration and Leaf Area， or 

Leaf Order of勘'1ulberryplant 

By 

Kazuo HAZAMA， Toshio NAOI and Jiro SEKIGUCHI 

1n this paper it was undertaken to clarify the characteristics of transpiration of 

mulberry plant. 

Materials used were oneヴear-oldpotted mulberry saplings (Ichinose). Measu-

rements were made by the method shown in the previous paper， with respect to 

transpiration of different leaf area and leaf order of mulberry plants. These expe-

riments were executed in 1968 at Hino mulberry白eld，Tokyo. 

The results are summarized as follows 

1. With increment of leaf area per plant‘amount of transpiration was incrcasecl， 

while transpiration ability (amount of transpiration per leaf area) decreased. 

2. Also， according as leaf maturity (leaf order) transpiration ability variecl， 

j.e. it lessenecl in the order of midclle， top， lower portion of shoot. 

(Sericultural Ex，戸erimentStation， Suguzami-ku， Tokyo) 
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