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Summary 

It has been emphasized that soil aeration is important to promote plant growth, 

because the decrease in 02 concentration in the soil inhibits plant root activity. But 

02 concentration in the soil doesn’t usually approach the critical value below which 

plant growth is inhibited. On the other hand, C02 concentration in the soil may be 

more important for plant growth, becsuse it easily increases up to 2 -3 % . 
In this study, the influence of the increase in C02 concentration in the rhizosphere 

on plant growth was investigated. The results made it clear that the increase in C02 

concentration in the rhizosphere suppressed the photosynthetic rate and plant growth 

via inhibition of water absorption of the root. In addition, methods to improve the 

gaseous environment in the rhizosphere in order to promote plant growth are stated 
in this paper. 

The results are summariz巴das follows: 

(1) C02 concentration in the soil increased in proportion to the amount of organic 

matter contained in the soil. It reached 3 % in sand containing 2.5% compost (based 
on dry weight) after irrigation. Change in C02 concentration after irrigation differed 

among different soils. In sand, the concentration after irrigation was five times as 

much as that before irrigation, while in vermiculite and Kanuma soil, they wer巴three
times and double, respectively. 

Change in C02 concentration in the soil after irrigation was caused by change in 

gaseous diffusion coefficient in it. In sand, the coefficient was 0 cm 2/sec immediately 

after irrigation and still retained 0.035 cm2/sec four days after irrigation. While in 

vermiculite and Kanuma soil, the coefficients increased rapidly with drying soils and 

reached 0.05 cm2/sec one day after irrigation, although they decreased temporarily 

just after irrigation. In the soil containing small solid particles as sand, C02 

concentration increased up to high level with a rapid decrease in gaeseous diffusion 

coefficient by irrigation, and then decreased very slowly because of slow recovery of 

the coefficient. 

(2）百ieeffects of C02 and 02 in the rhizosphere on the photosynthetic rate were investi-

gated.百iephotosynthetic rate of cucumber plant decreased two hours after the beginning 

of aeration with air containing 3 -5 % C02 into the rhizosphere. After four hours, 
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the photosynthetic rate at the treatment of 10% C02 declined up to 85%of that before 

the treatment, while it retained 95% when treated with 10% 02・Asdescribed above, 

it was proved that the effect of increasing C02 was more significant than that of 

decreasing 0 2 in the rhizosphere. 

The transpiration rate was also suppressed as C02 concentration increased in the 

rhizosphere. Therefore it was suggested that the plant experienced a water stress by 

C02. 
Long term effects of 1 -2 % C02 concentration in the rhizosphere which normally 

exist in the cultivated soil on the photosynthetic rate of sweet potato were investigated. 

The rate at the treatment of 1 % C02 declined up to 80% of that before the treatment 

four days after the beginning of it and that at the treatment of 2 % C02 declined to 

the same level after two days. Both declined up to 70% after five weeks. 

In addition, th巴effectof C02 appeared more significantly at the lower temperature 

in the rhizosphere. 

(3）官ieeffect of C02 concentration in the rhizosphere on growth of cucumber was investi-

gated. The growth suppression occurred at 0.5-2 % C02 in the rhizosphere. Total dry 

weight and leaf ar巴aof cucumber plant decreased up to 85% by the increase in C02 

concentration to 2 -5 %. 

Water content in a plant decreased and water vapor diffusion resistance of leaves 

increased under high C02 concentration in the rhizosphere. Therefore the growth 

suppression may be due to the inhibition of water absorption ability of the root. 

(4) Fresh air saturated with water vapor was sent into the soil with a compressor in 

order to decrease C02 concentration in rhizospheres of some vegetable crops. Fresh weight 

of tubers of sweet potato, roots of radish and fruit of cucumber at the treatment of 

2.51/min aeration for one meter long ridge increased by 24%, 23% and 17% respectively 

in comparison with those at non aeration treatment. In addition, the yield of tubers 

of sweet potato increased by 20% when aerated for only 15 minutes once a day. 
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緒論

植物はその生育に必要な水分や養分を主に根から

吸収しているが、このような根の吸収機能は根圏の

環境に大きく依存している。このように、根圏の環

境が作物の生育に大きな影響をおよぼすことから、

地中温度あるいは土壌水分の研究が古くから行われ、

その成果には大きいものがある。また根圏環境の一

要因であるガス環境についても、その重要性が古く

から指摘されている。特に根圏o.濃度の低下は根

の呼吸を抑制することから、作物の生育を促進させ

るためには、根圏土壌の通気性を良好に保つ必要の

あることが強調されてきた。しかし根圏ガス環境の

問題については、それがきわめて重要であると指摘

されながらも、現実には土嬢中の空気組成を調節す

るという考えかたがなく、もっぱら農業物理学的な

範囲の研究に留まり、積極的には取り上げられてい

ない。しかし最近の農業生産施設や生産資材の開発、

発展により、地上環境の調節とともに根圏ガス環境

調節の可能性も生まれてきた。本研究では土壌ガス

環境条件と作物の生育、収量との関係を求め、さら

に入為的に土壌ガス環境を調節した場合の作物収量

の増加について研究を行い、土嬢ガス環境の調節技

術を確立するための基礎的知見を得た。

土壌中の空気組成は、根や微生物の呼吸量および

通気性の変化により大きく変動する。従来から土壌

空気組成の作物生育におよぼす影響を問題とする場

合には、ほとんどo.濃度の低下による生育抑制に

ついて議論されてきた。しかし土壌中のo.濃度は

一般の栽培条件下では 15～21%であり、ほとんど

の場合大気中の濃度 21%と大差なく、作物生育に

影響するといわれる濃度 9～12%以下までに低下

することは稀にしか見られない。一方、 co.濃度

の変動は著しく、潅水あるいは降雨後に co.濃度

が急激に高まり、数%にも達する場合がある。この

ような根圏の co.濃度増加は、作物の根の呼吸を

阻害することが考えられる。そこで本研究では、根

圏の空気組成中でも特に co.濃度と作物の生育反

応との関係を求め、さらに根圏ガス環境を改善して

作物生育を促進させる有効な方法を求めた。

のco.濃度の変化ならびにガス拡散係数の動態に

ついて述べた。第2章では作物の光合成および生育

に対する土壌空気組成、特に co.濃度の影響につ

いて述べた。第3章では、ガス環境を調節すること

により作物の生育が促進され、収量が増加すること

を実験的に明らかにした。

なお本論文は、著者が昭和 60年 12月に大阪府立

農学部に提出した学位請求論文の大要で、ある。

第 1章濯水後の土壌中co.濃度の

変化

1.まえがき

土壌中の co.濃度に関する研究は、すでに 19世

紀後半から行われており、初期の研究ではドイツの

Wallney一派のものが有名である。ついでその研

究はイギリスに移り、 Russellら。（1915）の有名な

研究が行われた。その後には Boynton ら •l (1938）、

位田a)( 1952）、 Monteithら＜） (1963）、小川ら5)

(1970）および梅林G) (1972）などの研究がある。

また Callebautら？） (1982）は、地下水位と土壌空

気組成との関係を調べている。一方、土壌のガス拡

散係数については、 Buckingham•l (1904）、 Pe-

nman•l (1940）、 vanBavel川（1951）、 Millington

らll)(1971）などの研究があるが、特に Currie12.1aJ

(1960、1961）は、土壌構造とガス拡散係数の関係

について完壁に近い業績を残している。

一般に土壌中のco.分圧は次式で表される。

ar:.. a •c. 
5一三＝D--f-+[3a 

• dt dz ）
 

噌

i（
 

ここでfaは土壊の空際率、 Czはco.の分圧（mm

Hg）、 tは時間（sec）、 Dは土壌中のガス拡散係数（cm2

/sec）、 zは地表面からの深さ（cm）、日は co.
発生量（mg/cm3/sec）、戸は土壌中における co.
量の分圧への換算係数（mmHg・cm3/mg）である。

今、定常状態を考えると、（1)式は次のようになる。

D d2Cz 《一 一円dz2 .-
(2) 

(2）式より、

d(;z 1 
－ 」 ＝ 一戸店z+c1
dz D 

(3) 

本論文は 3章より構成されている。第 l章では、 (c，は積分定数）

土壌中 co.濃度の動態を把握するため、有機物含 ここでco.が発生し拡散する土層深さを L (cm) 

有量の異なる土壊および構造の異なる土壌の潅水後 とすると、 z=Lの時、 dC2/dz=.Oであるので、 c,

、z’’
咽
E
Ar・、
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＝ ~a LIDとなり、（3）式は次のようになる。

dCz ~ 
一一＝－a(L z) 
dz D 

(4) 

(4）式より、

Cz＝ト（Lz ~）＋ c2 (5) 

(C2は積分定数）

となる。地表面（z=0）における co.分圧を Co

(mmHg）とするとら＝Coとなり、（5）式より深さ

z (cm）における co.分圧（mmHg）は次式で表

される。

Cz=P._日（Lz－ど）＋Co (6) 
D 2 

(6）式から、土壌中 co.濃度は co.発生量に比例

し、ガス拡散係数に反比例することがわかる。さら

に地表面から深くなるほど CO，濃度が高くなるこ

トに、 JI／砂と堆肥を混合して充填した。土媛空気を

採取するため、ポットには培地表面から深さ 5cm

毎に土壊空気採取管を取り付けた。最下部の土壌空

気採取口は、土壊表面から 30cm下方、ポット底

面より 13cm上方になった。ポッ ト底面には排水

口として、直径 1.4cmの円形の穴を 5ケ所に設け

Tこ。

がス ~II>:管

r糸g詐
{a) ホット ib) ガス！~If＜官

とも重要である。しかし実際の栽培土嬢中では、温 図1-1 土察中の CO，渡度を測定するためのポ ット

度の日変化にともない土壌微生物や根の呼吸速度が およびガス採取管

変化し、また降雨や蒸発散にともない拡散係数が変

化するので、定常状態であることはまれである。さ 土嬢空気採取管の詳細を、図 1-1 bに示す。内

らに長期的には作物の生長にともなう根の量の増加 径 0.6cm、長さ 21cmのプラスチックパイプの中

や土壌微生物量の変化なども考えられ、 co.濃度 に、直径 0.5cm、長さ 20cmのガラス棒を挿入し

に影響する様々な要因の変動が常に見られる。特に てデ ッドスペースを少なく した。獲水時に管内に水

潅水や降雨の後にガス拡散係数は短時間に著しく変 が侵入しないように、プラスチックパイプを水平に

化し、それにともない co.濃度も大きく 変動する。 対して 20度傾けて取り付けた。土壊中のプラスチッ

このようなことから、根圏ガス環境と作物の生育と ク管開口部をサラソネット（1.6mmメッシュ）で

の関係を求めるうえにおいて、まず土壌中 co.濃 覆い、土粒子の管内への侵入を防ぎ、ポット外側の

度の変動を知る必要がある。 プラスチックパイプ側端にはシリコソゴム栓を封入

しかし従来の研究では、土壌中の有機物含有量と し、さらに気密性を高めるため、シリコン充填剤を

co.濃度との関係を定量的に求めた研究や、港水 充填した。土壌空気の採取には硬質ガラス注射器を

後の co.濃度変化を土壌のガス拡散係数の観点よ 用い、注射針を土壌空気採取管のシリコンゴム栓に

り解析した動的な研究はあまり見られない。そこで 差し込み採取した。土壌空気採取管内および注射器

本章では、施設園芸で多く使われている培地を用い 内に残留している空気による誤差を小さくするため、

て、有機物含有量の異なる土壌および構造の大きく まず 1ccを採取して捨てた後、 2本の注射器に 2.5

異なる土壊中の co.濃度の潅水による変化を調べ ccずつ採取して、 一方を co.、他方を 02および

た。 Nzの分析に供した。分析にはガスクロマトグラフ

2 .土壌中の有機物含有量と潜水後の土壌中co. （目立 663）を用いた。

濃度の変化 1ポットあたりの川砂の量は 40fとし、混入す

( 1）実験方法 る堆肥は風乾重 350g （全容積 1l)を 1単位とし

培地中の co.濃度および 02濃度の測定は、ガラ て、対照区（川砂のみ）、 1単位区、 2単位区およ

ス室内において 1981年7月28日から 8月1日まで び4単位区を設けた。堆肥は 1年問屋外で腐熱させ、

行った。有機物として堆肥を用い、図 1-laに示 風乾後に粉砕して 5mmメッシュのふるいにかけた

すような深さ 45cm、用量 40tのプラスチックポッ ものを用いた。ポットに充填後、 1週間に 1度護水

(2) 
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堆肥含有量の異なる川砂培地内co，濃度の潅水後の変化

図中の数字は、 1ポットあたり 40lの川砂に対して混入され

た乾燥堆肥の量（ l)を示す。堆肥 1lの風乾重は350gである。

図1-2

深さ 25cmのco，濃度は、 1単位区、 2単位区お

よび4単位区のJI原に、潅水前には 0.46%、0.88%

および 1.53%であったが、潅水 5.5時間後にはそ

れぞれ、 0.64%、1.25%および 3.14%となり、潅

水により CO，濃度は 1.4～2.1倍に増加した。 10

時間後にはやや低下して、それぞれ 0.58%、 1.36

%および 1.83%となったが、まだ潅水前の 1.2～1.5

倍の高濃度であった。以後、時間経過にともないco,
濃度は低下していったが、各深さの平均 CO，濃度

が潅水前の値に戻るまで、各区とも 3日聞を要した。

図1-3に土壌空気の主要なガス組成、すなわち

O，、 CO，および N，濃度の関係を示す。これらの

値は4単位区において、潅水後 10時間経過した時

(3) 

し、 1ヶ月経過後に土壌中の空気組成の測定を開始

した。測定時の潅水量は各区それぞれ 10l (80 m 

m）とした。

(2）結果および考察

図 1-2に潅水前後の土壌中 CO，濃度の垂直分

布を示す。当然のことながら、堆肥含有量が多くな

るほど co，濃度は増加しており、また各区とも深

くなるほど co，濃度は高まり、理論的に示される

典型的な分布の形になっている。ただし潅水前の深

さ30cmでは、 25cmに比べてco，濃度が低くなっ

ているが、これはポット底部の排水口からもガス交

換が行われていたためであろう。

各区の潅水による co，濃度の変化については、
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有量の多い4単位区の濃度が比例関係から外れる傾

向が顕著になり、 co.濃度低下率が他の区に比べ

て大きくなっている。この傾向は他の深さでも同様

に見られた。（1）式に示すように、ガス拡散係数が一

定である場合、土壌中の co.濃度は co.発生量に

比例する。 co.発生量は堆肥含有量に比例すると

考えられるので、土壌中 co.濃度は堆肥含有量に

比例することになる。本実験結果において、潅水後

の時間経過にともない4単位区が比例関係から外れ

た原因として、 4単位区の土壌のガス拡散係数の潅

水後の変化が、他の区と異なったことが考えられる。

すなわち、潅水により一時的に低下したガス拡散係

数が、その後の乾燥にともない増加するが、このよ

うな乾燥にともなうガス拡散係数の増加速度が4単

図1-3 堆肥を混入した川砂培地中の主要な空気組成 位区で最も大きくなり、土壊中の co.が大気中へ

培地は川砂40fと乾燥堆肥4e （風乾重 1400 拡散しやすくなったためであろう。これは、 4単位

g）を混合したものである。潅水（80mm）し 区の土壌中には体積にして約9%の堆肥が含まれる

てから 10時間後に測定した。 ため、その土壌構造が他の区と大きく異なることに

起因すると考えられる。このような土壌構造とガス

図 1-4に、堆肥含有量と土壌中 co.濃度の関 拡散係数ならびに土壌中 co.濃度との関係につい

係を示す。各点は深さ 20cmのもので、堆肥混入 ては、次節で詳述する。

区の co.濃度から対照区（）II砂のみ）の co.濃度 3 .各種培地内co.濃度の濯水後の変化

を差しヲ｜いた値、すなわち混入された堆肥からのみ 前節では、土壌構造が異なる場合に、潅水後の土

発生したco，の濃度である。 壌中 co，濃度の変化が異なることが示唆された。

そこで本節では、構造の異なる 3種の園芸用培地を

用いて、ガス拡散の観点から潅水後の co.濃度の

変化を調べた。

3 -1 濯水後の土壌中co.濃度の変化

( 1）実験方法

図 1-1 aに示すような深さ 45cm、容量 40tの

プラスチック製ポットに、川砂、パーキュライトお

よび鹿沼士を充填した。各培地の入ったポットは温

室内に置き、それぞれのポットにエγパク （Ave印

刷 ivaL.品種名“オホーツク”）、またはイネ（砂・yza

saliva L. subsp. japonica、品質名“オカボノウリ γ

モチ 20号”）を栽培した。ェγパクは 1980年 1月

9日に播種、 1月28日に定植した。イネは 1980年

3月27日に播種、 5月30日に定植した。幼苗5個

体をまとめて、各ポット中央に植えた。潅水は 1週

間毎に十分に行い、潅水後、肥料としてホーグラ γ

図 1-4より、潅水後 5.5時間で土壌含水量の多 ド第2溶液を 500ID f与えた。

い時の co，濃度は、堆肥含有量に比例している。 土壌空気中の co，濃度測定は前節と同様にして

しかし潅水後、時間が長くなるにともない、堆肥含 行い、 co.分析にはガスクロマトグラフ（Yanaco

のものである。各深さにおける o，濃度と CO，濃度

の和は約 21%であり、 o.濃度の低下量が co，濃

度の増加量に相当することがわかる。
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図1 4 土壌中の堆肥含有量と co，濃度との関係

横軸は、川砂 40eに混合した乾燥堆肥の量

( l)を示す。 1eの風乾量は 350Eである。

(4) 
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モデル G80）を用いた。エンバクを植えた 3ポッ びガス拡散係数に影響された日変化を示すので、時

卜の測定期聞は 1980年4月29日から 12日間であ 刻によっても異なるが15）、これらの結果から、培地

り、潅水3目前に第一回目の測定を行い、二回目以 の種類によって C02濃度が大きく異なることがわ

降の測定は潅水5時間後から 24時間毎に行った。 かる。

イネを植えた3ポットの測定は 1980年 7月23日に 潅水後の C02濃度については、 JII砂区において

行い、潅水直前、潅水後約2時間および4時間後に その増加が著しく、海水5時間後には各深さとも潅

測定した。測定時の潅水量は 1ポットあたり 10l (80 水前の3～5倍の濃度となり、特に 30cmでは 1540

mm）とした。なお測定時にはエンバク、イネとも ppmから 7420ppmに増加した。潅水により急増

出穂していた。 した C02濃度は、時間経過にともない徐々に低下

(2）結果 したが、潅水4日後においても、深さ 30cmでは 3750

ェγパクを栽培したポット内における、潅水前後 ppmであった。潅水 11日後には C02濃度はかな

の土壌中 C02濃度の経時変化を図 1-5に示す。 り低下し、深さ30cmでは 1720ppmとなったが、

第一回目（図中の潅水前）の測定はその前の潅水か なお潅水前より高い値を示した。

ら14日経過後に行ったので、土壊中 C02濃度は定 ノミーミキュライト区の場合にも、潅水後に C02

常状態に近い値と考えられる。図に示すように、川 濃度の増加が見られ、潅水5時間後には深さ 30cm 

砂区では上層の濃度が低く下層ほど高くなり、理論 で 640ppmから 2380ppmに増加した。翌日から

的に示される典型的な形となっているが、パーミキュ は急激な低下を示し、各深さとも 1400ppm以下と

ライト区および鹿沼土区では、深さによる濃度の変 なった。潅水 11日後には各深さでの C02濃度が 600

化は少なくなっている。さらに濃度そのものも川砂 ～＇soo ppmとなり、潅水前の値とほぼ等しくなっ

＞パーミキュライト＞鹿沼土の順に低くなり、それ た。

ぞれの平均値は、 1180ppm、660ppmおよび 350p 鹿沼士区の場合は、潅水によりわずかに増加した

pmであった。この分布は定常的とはいえ地温およ C02濃度は、その後 11日経過してもほとんど変化
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図1-5 各種培地内co，濃度の潅水後の変化

図中の数字は潅水後の日数を示す。各培地40tをポットに入

れ、ェγパクを植えてガラス室内に置いた。潅水後1日目は雨天、

その他は晴天であった。

(5) 
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せず、 1000ppm以下の低濃度を維持し続けた。 図 1-6に、イネを栽培したポット内における潅

土壌中 co.濃度の垂直分布を見ると、川砂区で 水後短時間の土壌中 co.濃度の経時変化を示す。

は潅水直後は深さによる co.濃度差が顕著である 各培地区ともエγパク根圏と同様、進水による co.
が、その後の日数の経過にともないその差が小さく 濃度の増加が見られ、深さ 30cmにおいて、潅水

なった。これは乾燥にともない、土壌中のガス拡散 後約2時間ですでに潅水前の 1.5～2倍となった。

係数が大きくなったためと考えられる。しかしパー 川砂区では潅水後4時間 20分でも co.濃度は増加

ミキュライト区の潅水後 1日以降および鹿沼士区で したままであり、深さ 30cmでは約 5000ppmにも

は、深さ 10～20cmにおける co.濃度が、他の深 なった。それに対してパーミキュライト区では、深

さに比べて高くなる傾向が見られ、時間経過にとも さ30cmにおいて、潅水後2時間で 1750ppmとなつ

ないその傾向は強くなった。これは次節で述べるが、 たが、 4時間 30分後には 1460ppmとなりすでに

これらの培地のガス拡散係数が大きいために、土壌 低下の傾向を示した。鹿沼土区ではエγパク根圏の

面はもちろんポット底面の排水口からの拡散も大き 場合と同様、潅水後の co.濃度の増加が少なく測

く影響しているものと考えられる。 定期間中ほぼ一定値を示し、潅水の影響はほとんど

co.濃度測定と同時にo.濃度も測定した。 02 見られなかった。

濃度は、地表面から深くなるほど低下し、また潅水 3 -2 濯水後の培地内ガス拡散係数の変化

後一時的に低下するが、その後の乾燥にともない徐々 (1）実験方法

に増加し、 co.濃度変化とは逆の変化を示した。 潅水後に土壌中の co.濃度が急速に増加する現

しかし、 co.濃度が 0.74%と最も高くなった川砂 象は、潅水により土壌空際が水で満たされ空際率が

区の、深さ 30cmの潅水 5時間後においても、 02 減少し、ガス拡散係数が低下したことによるものと

濃度は 20.1%であり、ほとんど大気中の値と等し 考えられる。そこで、濯水後の培地のガス拡散係数

かった。 の経時変化を求めた。そのためにまず潅水後の各培
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図1-6 各種培地内co.温度の濯水後の変化

図中の数字は潅水後の時間（分）を示す。各培地40lをポッ

トに入れ、イネを植えてガラス室内に置いた。

(6) 



1987] KIT A YA: Studies on the Control of Gaseous Environment in the Rhizosphere 145 

地の含水率の経時変化を求め（実験 1)、さらに培

地の含水率とガス拡散係数との関係を求め（実験2）、

その結果を実験 1の結果に対応させて、滋水後の培

地のガス拡散係数の経時変化とした。

実験 1 乾燥にともなう各種培地の含水率の変化

試料には、川砂（粒径 1.9～2.0mm）、鹿沼土

（粒径 2.0～4.76mm）、およびノ〈ーミキュライト

を用いた。これらの試料は予め 1ヶ月以上、暗所で

水に浸潰しておいた。試料 370cm 3 （全容積）を、

図 1-7に示すような底部にサランネット（1.6mm 

メッシュ）が張り付けられたプラスチック製円筒に

充填した。

E 
ιa 
、~

て；；：キツ：

8.scm 

図1-7 培地の含水率を測定するためのポット

充填後に進水し、重力水が流出した後フ．ラスチッ

ク製円筒下部を取り付け、接合部を密閉した。これ

らの資料を風乾するため、気温 27± 2℃、相対湿

度 35± 5 %、風速 30cm/secに設定した人工気象

室内に設置し、経時的に試料の重量を秤量して、試

料全体の平均体積含水率の変化を求めた。

実験 2 各種培地のガス拡散係数と体積含水率と

の関係

ガス拡散係数の狽lj定には Currieは） (1960）の手法

を用いた。ただしここでは、拡散ガスとして o，を

用いた。本研究は土展中の CO，を問題としている

ので、本来 co，ガスを用いるべきであるが、 co,
は水に溶解し易いため、土援の含水率が高い時には

誤差を生ずることが考えられる。そこで、水に対す

る溶解度が co，の約 1/30である o，を用いた。拡

散係数算出にあたっては、静気中における CO，と

O，の拡散係数の比、 0.775を測定値に乗じて、 co,
拡散係数とした。

(7) 

測定順序として、まず直径 5.1cmの円筒に試料

lOOcm＇を入れ、円筒上端を閉じ、試料上面と円筒

上端の聞の空間に O，ガスを充填した。そして o,
ガスが試料中を通り、円筒下端から大気中へ拡散し

ていく過程において、ガス拡散式（7）より導かれた（8)

式を用いて、試料上部空間のo，濃度の低下する速

度より、試料中のガス拡散係数を算定した。

dc D d'c 

dt ~ dx' 

Cs 2h • exp ( -D a 'ti ~ ) 
Co l (a ,'+h') +h 

(7) 

(8) 

ここで、 t：時間、 c: tにおける試料内 O，濃度と

大気中 o，濃度の差、 x：深さ、 D：ガス鉱散係数、

t：空際率、 C，・試料上表面の o，濃度と大気中o,
濃度の差、c。：初期の試料上表面の O，濃度と大気

中o，濃度の差、 l：試料の長さ、 α1・atan a l 

=hの根のうちで正の最小のもの、 h:h= ~ ／a、 a:

最初にo，ガスを充填する試料上部空間の長さであ

る。

(8）式より、 t+!::,, t時間後の O，濃度を C,+ !::,, cと

すると、

D＝三一In{cs/ (cs+!::,,c)} 
日 i' !it 

(9) 

となり、 o，濃度の対数値の低下速度より Dが算定

できる。

ガス拡散係数の測定には、実験 1と同様の川砂、

ノ〈ーミキュライトおよび鹿沼土を用いた。各試料の

含水率を変えるため、水を加えたりあるいは風乾し

たものを十分に撹排した後、サソフ．ル管に一定容積

充填した。

o，濃度の測定には、酸素分析計（Fieldlab溶存

酸素分析計、 39553O，セソサ一、 beckman社製）

を用いた。拡散係数測定値の再現性は、乾燥試料を

用いた場合には±0.001cm'/sec以内であった。実

験は気温 18士 2℃のもとで行った。

(2）結果

潅水後の各種培地の、乾燥にともなう体積含水率

の経時変化を図 1-8に示す。潅水直後の体積含水

率は、 川砂区、パーミキュライト区、鹿沼土区につ

いて、それぞれ 34.3%、 46.1%および 50.1%で

あり、空隙率は 10.7%、 29.8%および 21.9%で

あった。各培地とも乾燥にともない、含水率はほぼ

指数関数的に低下した。川砂の初期の低下は急激で
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ではガス拡散係数はわずかに低下した。以後体積含

水率の増加にともない指数関数的に低下し、体積含

水率が 20%を超えると、ガス拡散係数はほぼ0cm2 

/secとなった。なお、体積含水率 12%付近で不連

続に変化する点が見られた。体積含水率 12%以上

の時の変化は、 Curr匂 (1961）の結果に従えば、粒

状物質の場合の変化に類似し、 12%以下では不整

形物質の場合の変化を示している。 Currieによる

砂を用いた結果では、粒状物質の変化であり、不整

形物質的な変化は見られていないが、本実験結果か

ら、砂についても不整形物質的な変化を示すことが

わかる。

鹿沼土のガス拡散係数は、体積含水率0%では0.065

cm2 /secであり、体積含水率の増加にともない指数

関数的に低下するが、体積含水率35%でも0.056cm'/ 

sec程度で、低下率は極めて小さく、通気性の良い

ことがわかる。しかし 35%を超えるとガス拡散係

数は急激に低下し、最小容水量にあたる体積含水率

45%において 0.022cm' /secとなり、川砂とは非

常に異なった関係を示した。

またパーミキュライトのガス拡散係数は、体積含

水率0%では 0.056cm' /secであり、体積含水率 46

%まで徐々に低下して、 0.041cm' /secとなった。

しかし 46%を超えると、鹿沼土と同様にガス拡散

係数は急激に低下し、最小容水量にあたる体積含水

率54%では 0:013cm2 /secとなった。両培地に見ら

・Bull. Univ. Osaka Pref., Ser. B 

あり、 60時間ごろまで直線的に低下し、 100時間後

には 5%となったが、それ以後の低下は緩慢であっ

た。それに対してパーミキュライトおよび鹿沼土の

場合、合水率の低下が緩慢であり、 100時間後には

それぞれ 17%および 23%となった。

300 

各種培地のガス拡散係数と体積含水率との関係を

図 1-9に示す。各1音地とも体積含水率の増加にと

もない、ガス拡散係数は小さくなった。川砂の場合、

体積含水率 0%、すなわち完全に乾燥した時のガス

拡散係数は 0.039cm2 /secであり、体積含水率5%ま
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(8) 

段金

培地内の含水率と co.ガス拡散係数との関係

体積含水率

図 1-9
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3 -3 考察

(6）式から、理論的には土壊表面より深くなるに従

い、また土壊中のガス拡散係数が小さくなるに従っ

て、土壌中 co.濃度が高くなる。図 1-5および

図1-6において、川砂の場合は深くなるに従いco." 
濃度が高くなり、理論値に近い垂直分布を示したが、

ノミーミキュライトおよび鹿沼土の場合は必ずしも理

論値のような分布を示していない。このように局所

的に濃度が高くなった理由として、第ーにこれらの

培地のガス拡散係数が非常に大きいので、ポット底

面の排水口からも空気の交換が行われていたこと、

第二に根の分布が一様でなく、深さ 5～15cmの所

に多く分布していて co.発生場所に偏りのあった

ことが考えられる。川砂の場合は上述のように、下

層ほど濃度が高くなっているが、培地の深さが45cm

であったので、底面付近の含水率は上部より高くなっ

ており、それゆえ底面のガス拡散がわずかしか生じ

なかったためと考えられる。

土壌中の co.濃度垂直分布に相違を生じさせる

主な要因は、培地中のガス拡散係数および co.発

生量である。本実験において、培地中の co.発生

源は主に根の呼吸によるものである。ここでは根の

呼吸量が測定されていないので、正確な 3区の比較

は困難であるが、培地の種類により土壌中 co.濃

度に大きな差のあることは明白である。

このような差が生じたのは、潅水後の土壌表面か

らの乾燥にともなう土壌中のガス拡散係数の変化が、

培地の種類により異なったためである。培地のガス

拡散係数は、含水率に影響される。含水率が高くな

ると、培地内の空際が水で置き換えられて空隙率が

減少し、その結果、空際率の関数であるガス拡散係

数が低下する。しかしその後、乾燥により培地の含

水率が低下し、それにともないガス拡散係数が増加

することによって、土壌中 co.濃度は低下する。

川砂の場合、潅水により培地中のガス拡散係数が

極めて小さくなったため、 co.濃度が著しく高く

なったが、その後の時間経過にともないガス拡散係

数が増加し、 co.濃度は低下していった。しかし

乾燥にともなうガス拡散係数の増加が、他の培地に

比べて非常に緩慢であるため、 co.濃度の低下速

度は遅く、長時間高濃度を維持することになる。砂

は透水性が大きいことから、通気性も大きいように

推測されがちであるが、実際にはガス拡散係数が小

KIT A YA: Studies on the Control of Gaseous Environment in the Rhizosphere 

(9) 

れるこれらの不連続点は、後述の図 1-12より、団

粒構造土壌に見られる変異点を示すと考えられる。

各培地聞において、体積含水率とガス拡散係数と

の関係が異なるのは、各培地の孔隙率が異なるため

である。ここで用いた川砂、パーミキュライトおよ

び鹿沼土の孔際率は、それぞれ 42.7%、 88.4%お

よび 87.0%であった。 Jll砂の孔隙率は他の培地の

1/2であり、それゆえ体積含水率が小さいにもかか

わらず空隙率が小さいので、ガス拡散係数が他の培

地に比べて小さくなる。そこで、空際率とガス拡散

係数の関係を求めると、図 1-10に示すような結果

が得られた。各培地のガス拡散係数は、ほぼ共通の

空隙率の関数となることがわかる。

図 1-11は以上の結果をもとに、潅水後の乾燥に

ともなう各種培地のガス拡散係数の経時変化を示し

たものである。潅水直後では各培地とも体積含水率

が大きいため、ガス拡散係数は小きくなったが、時

間経過にともない体積管水率が低下した結果、ガス

拡散係数は増加した。潅水後初期では、パーミキュ

ライトのガス拡散係数は鹿沼土より大きくなったが、

両者とも乾燥にともないガス拡散係数は急激に増加

して、 30時間後には 0.05cm2 /secになった。これ

に対して川砂では、潅水後約 30時間までガス拡散

係数は0cm2 /secであり、 80時間後においても 0.03

cm2 /secまでしか増加せず、ガス拡散係数の回復は

著しく遅くなった。
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このような培地の通気特性は、主にその粒子の形

状に起因するものと考えられる。すなわち川砂は粒

子状物質の集合体で単粒構造となっているが、パー

ミキュライトおよび鹿沼士の粒子は有孔であり、い

わゆる団粒に似た構造を呈している。 Currie13)(1961) 

の結果によると、団粒構造土壌では潅水後、乾燥に

ともない最初に団粒関空際が増加し、その後団粒内

空隙が増加する。土壌のガス拡散経路は主に団粒間

空際、であるから、団粒間孔隙に含まれる水分が蒸発

して、団粒間空際が飽和に達するまでは、ガス拡散

係数が急激に増加するが、団粒内孔隙からの水分蒸

発過程に入ると、ガス拡散係数の増加は緩やかとな

る。しかし砂は単粒構造のため、団粒構造のような

変異点は見られないとしている。ところが本実験で

は、 u~ tが0.7の時に砂にも変異点が見られた。

これは試料内部に生じた砂粒と水の小さな集合体が、

ガス拡散に関して団粒と同様な働きをしたためと考

えられる。本実験で用いた川砂の孔際率は 43%で

あり、 Currieの実験の場合の 38%に比べて大きかっ

たことが一因であろう。

以上のように、含水率の変化にともなうガス拡散

係数の変化が培地により異なり、その特性が土壌中

co，濃度に大きく影響する。川砂のような細かい

粒子状物質から成る土壌では、潅水により通気性が

著しく悪化し、土壌中 co，濃度が増加すると同時

にO，濃度が低下する。実際の栽培土壌中において、

根や有機物の含有量が多い場合には、 co，濃度が

数%に達することがあり、潅水や降雨によるガス拡

散係数の低下にともない、一時的に土壊空気組成の

著しい変化が起り得る。このような根圏ガス環境の

変化は、作物の根の呼吸を抑制し、生育に重大な影

響をおよぼすことが推測される。

[Vol. 39 Bull. Univ. Osaka Pref., Ser. B 

さく、特に潅水直後には土壌空気の拡散がほとんど

起こらない。この点については、栽培上注意しなけ

ればならない。

一方パーミキュライトおよび鹿沼士では、潅水直

後に一時的にガス拡散係数は低下するが、 0cm' /sec 

とはならず、しかも乾燥にともない急激に増加して、

数時間で潅水前の状態に回復する。それゆえ土壌中

co，濃度は全般に低く、ガス拡散係数が回復した

後は、日射量、気温および地温などの環境条件が根

の呼吸に関与して此17）、土壌中 co，濃度に大きく

影響するものと考えられる。

一般にガス拡散係数は空際率の関数となるが、詳

細に見るとその関係は培地の種類により異なる。そ

こで図 1-12に示すように、空際率とガス拡散係数

の関係をそれぞれ乾燥時の値に対する比率で求める

と、鹿沼土およびパーミキュライトと川砂ではその

関係の異なることがわかる。すなわち鹿沼土および

ノミーミキュライトでは、空際率を小さくしても始め

のうちは D/Dtがあまり小さくならないが、 ue.
がそれぞれ 0.6および 0.5以下では DID，は急激に

低下する。一方川砂では空隙率を小さくすると、 DI
D，は最初から急激に低下する。
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作物の生育に対する根圏の C02

濃度の影響

第2章

1.まえがき

土壌中では根や微生物の呼吸により O，が吸収さ

れ、そのため根簡の O，濃度が低下して、植物の生

育が抑制されるという報告は多くあるが、このよう

な生育抑制は一般に O，濃度が9～12%にまで低下

した場合に生ずると考えられている。しかし通常、

地表面近くの根圏空気の O，濃度が 9～12%まで低

下するということはほとんど見られず、そのような
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図1-12 培地の乾燥過程における、ガス拡散係数Dと

空際率 fとの関係

~ tおよびDtはそれぞれ、乾燥状態での空

際率およびガス拡散係数である。
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o.濃度になる前にco.濃度が数%にまで増加する。 四葉）の根圏にco.濃度およびo.濃度の異なる空

それゆえ実際の栽培においては、 o.，濃度の低下よ 気を通気して光合成速度を測定した。供試体のキュ

りもむしろ、しばしば見られる 1～3%という co. ウリは、ガラス温室内において、れき耕法により素

濃度の増加比聞の影響の方が大きいと考えられる。 焼き鉢（容量 350cc）で栽培した。培養液にはホー

根圏空気の co.濃度と作物の生育との関係につ グランド第2溶液を用いた。

いて、 Geisler則（1967）は、 co.濃度 2%でオオ 実験装置の概略を図2 1に示す。人工光型グロー

ムギとエソドウの生育が抑えられたことを報告し、 スキャビネット内に供試体を入れ、根圏の約半分が

また長村ら •o) (1978）は、 2～ 5%でキクの生育に 培養液中にあるように鉢を固定し、鉢の底面よりパ

影響が見られたことを報告している。一方、 co. イプを通してco.濃度およびo.濃度を調節した空

濃度 20%でも、トウモロコシとダイズは十分に生 気を通気した（通気量1.8P /min）。 o.濃度は標

育し、 21.22）また 02濃度 1%の時に、 C02濃度 20 準空気と 100% N2ガス、 C02濃度は標準空気と 100

%と 0%処理下でタバコを栽培した結果、両処理の % C02ガスを混合して調節した。これら混合空気

聞には生育の差が見られなかったと23）いう報告もあ の各ガス濃度は、 02濃度の測定値から算定した。 02

る。これらの差が作物の差異のよるものか、実験方 濃度の測定には酸素分析計（Fieldlad溶存酸素分析

法によるものかは不明であるが、この問題にはなお 計、 3955302セシサ一、 Beckman社製）を用いた。

検討を要する点がある。そこで本章では、生育に対 また光合成速度の測定には差型赤外線 C02分析計

する土壊中の C02の影響を明らかにするため、根 (LIA 2型、堀場製作所製）を用い、開放型同化箱

菌空気の C02濃度と作物の光合成および生育との 法により行った。供試体として、播種後 20～30日

関係を調べた。 経過して、 7～8葉展開したキュウリの第4あるい

2 .根圏の空気組成と作物の光合成 は第 5葉位の単葉（葉面積 200～250cm2）を用い

本節では、作物の物資生産の基本である光合成に た。測定手順としてまず根圏に標準空気を通し、 2

およぼす根の周囲の空気組成、特に C02の影響に ～3時間経過して光合成速度が安定してから、 02

ついて述べる。 濃度あるいは C02濃度を調節した空気を根圏に通

2 -1 根圏の空気組成と光合成 して光合成速度の経時変化を調べた。各種組成空気

( 1）実験方北 処理毎にそれぞれ異なる個体を用いた。供試体は午

根圏空気の組成と作物の光合成との関係を求める 前中にグロースキャビネット内に入れ、日没前まで

ために、キュウリ （Cucumissativas L.品種名、山東 に測定を終了させた。

吸気一ー

ゲロース手ャソパー

同化箱

調圧器流量計

エアーポンプ ガス混合器

図2 1 根圏に各種組成の空気を通した状態で、光合成速度を測定するための装置

(11) 

ーー排気
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処理開始後 3時間
4時間

グロースキャビネット内は気温26℃、相対湿度 55

%に設定した。その結果、同化箱内は気温 27± 1 

℃、相対湿度 78± 4 %となった。供試葉面上の光

強度は O.39±0.02 cal/cm 2/minであった。根圏に

通した高 co.濃度の空気がグロースキャビネット

内に洩れないように留意し、通気空気を実験室外に

排出した。なおグロースキャビネット内の co.濃

度を絶対値型co.分析計により測定し、 co.が洩

れていないことを確認した。

(2）結果および考察

、「六
k 1-~； 
20 10 

20 10 0 濃度閥

まず根圏に標準空気を通した状態での光合成速度

(P.; ，）を測定し、次に各組成空気を通して 2、

3および4時間後に光合成速度（P，）を浪u定した。

P.；＇の値は個体によりやや異なったので、光合成

速度の変化の比較を容易にするために、図 2-2に

示すように P,/P.;Tで表した。上図は標準空気とN.

ガスを混合してo.濃度を調節した空気を根圏に通

した場合の、根圏o.濃度とP,/P.;rの関係を示し、

下図は標準空気と co.ガスを混合して co.濃度を

調節した空気を根圏に通した場合の、根圏 co.濃

Pt 

Pan 

1. 0 

0.9 

0.8 

0. 7 

02 

20 18 20 18 20 18 

． 
0 10 20 0 10 

co，濃度防

度とP,/P.;rの関係を示したものである。ただし下 図2-2 キュウリの光合成速度に対する根圏の O，お

図の場合は、 co.濃度の増加にともない o.濃度は よびco，濃度の影響

低下し、 co.濃度 20%の時のo.濃度は 16.8%で P，，，は根圏に標準空気を通した時の光合成

あった。 速度を示し、 P，は各種組成の空気を通した時

上図に示した結果で、は、 o.濃度の低下にともなっ の光合成速度を示す。

て光合成速度は低下したが、 o，濃度 15%以上での

影響は小さく、 10%以下において、光合成速度の 2 -2 根圏の co，が光合成および蒸散におよ

低下が著しくなることを示している。一方、下図に lます影響

示した結果では、 o.濃度が光合成速度にほとんど 前節では、根圏の co，濃度が光合成速度に大き

影響しない 15%以上であっても、 co，濃度の増加 な影響をおよぼすことがわかったので、本節では、

にともない光合成速度は直線的に著しく低下し、時 さらに、作物の活性に対する根圏 co，濃度の影響

閉経過とともにその低下率は増加した。一般の栽培 を詳細に見るため、根圏に CO，濃度の異なる空気

土壌中でも見られるような co.濃度 3%(0，濃度 を通した後の光合成速度の変化を調べると同時に、

20.3 %）でも、光合成速度への影響が見られた。 蒸散速度および葉温も浪u定して、植物体の水収支に

特に4時間後において、 o.濃度 10%(CO，濃度0.02 対する根圏 co.濃度の影響についても検討を加え

%）では処理前の光合成速度P.,rの5%の低下に た。

留まったのに対し、 CO，濃度 10% co.濃度 18.9 (1）実験方法

%）ではその低下率は 15%となった。これらの現象 供試材料に用いたキュウリは昼温30℃（ 7時～17

は、根圏空気の o，濃度の低下が作物の生育を抑制 時）、夜温 23℃ (17時～ 7時）に設定した自然光

する以前に、 CO，濃度の増加による生育抑制が起 型グロースキャピット内において、レキ耕法により

こることを明確に示したものといえる。 ポットで栽培した。測定時には播種後 20～30日経

(12) 

過して葉が5～6枚展開していた。測定の前日に植

物体を人工光型グロースキャビネット内に入れ、根
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同化箱

モー
排気

図 2- 3 根圏に高 co，濃度の空気を通した状態で、光合成速度および

蒸散速度を測定するための装置

圏に標準空気を通し、 翠日点灯後に光合成速度が安

定 してから CO，濃度を調節 した空気を根圏に通 し

た。狽lj定は光合成速度、蒸散速度および葉温につい

て行った。

図2 3に測定装置の概略を示す。根圏温度を一

定にするため、栽培ポットを恒温水槽内に入れた。

根圏への通気空気は標準空気と 100% co，ガスを

混合 したもので、水中でパプリングして水蒸気で飽

和させてからポッ ト底面より通気し、 実験室外に排

出した。通気量は 1l /minとした。通気空気の CO,

濃度の値は O，濃度の測定値から算定した。O，濃度

の測定には前節と同様の酸素分析計を用いた。根へ

の給水のため手動式ポンプを用いて、ポット底部に

溜めた培養液を定期的に循環させた。

光合成速度と蒸散速度の狽lj定は、開放型同化箱法

により植物体地上部全体について行った。同化箱へ

の流入空気は温度と湿度を一定とするため、恒混水

槽内でパプ リングした。光合成速度は、差型赤外線

CO，分析計を用いて測定 した。蒸散速度は、同化

箱への流入空気と同化箱からの流出空気の水蒸気量

の差から求めた。流入空気中の水蒸気量はパプリン

グに用いた水の温度における飽和水蒸気量とし、流

(13) 

出空気中のそれは熱電対乾湿球温度計の指示値より

算定した。築温は、2～3枚の葉の裏面に直径 0.1

mmの銅ーコソスタンタソ熱電対を付着させて測定

した。同化箱内をファソで撹排して、葉面境界層の

影響を小さくした。根圏温度および同化箱内温度は

20℃、光強度は植物体中央部の高さで 0.54 cal/ cm 2 

/minであった。

(2）結果および考察

キュウリの根圏に co，濃度の異なる空気を通 し

た場合の光合成速度、蒸散速度および葉温と気温の

差の変化を図 2 4 1こ示す。光合成速度および蒸散

速度については、それぞれ 1時間毎の平均値がフ．ロッ

卜されている。CO，濃度 6%、13%および 28%の

空気を根圏に通気すると、光合成速度、蒸散速度と

も時間経過にともない低下 した。8時間経過後の各

濃度における低下率は、光合成速度ではそれぞれ7

%、14%および 31%、蒸散速度では 11%、14% 

および 30%となり 、co，濃度が高くなるにともな

い両速度の低下率は大きくなった。また光合成速度

と蒸散速度の低下率はほぼ等 しくなった。葉温と気

温の差は通気開始後徐今に増加し、8時間後の葉温

の上昇はそれぞれ 0.2℃、0.4℃および 0.6℃となり、
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蒸散速度の低下にともなって葉温は上昇した。
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図2-4 キュウリの根圏に CO，濃度の異なる空気を

通した後の、光合成速度、＇／＃，散速度および糞温

一気温差の経時変化。

とを実証するため、比較的高 CO，濃度下で実験を

行ってきたが、実際の栽培条件下での反応を知るた

めには、より低い co，濃度下での長期間の影響を

調べる必要がある。そこで本節では、一般栽培土嬢

中で通常見られる濃度 l～2%のco，の光合成に

およぼす影響を見るため、サツマイモの根聞にco,
濃度を調節した空気を通気して約 6週間にわたって

栽培を行い、光合成速度の経時変化を調べた。

(1）実験方法

本実験では同一葉について長期間の光合成速度を

測定するため、供試体にはサツマイモ(I知moeabatatas 

L.品種名、高系 14号）の一葉挿しを用いた。サツ

マイモの一葉挿しというのは図2 5に示すように、

サツマイモのつるから切り取った一節と一葉を培地

に挿したものである。栽培箱（長さ 45cm、幡 30

cm、深さ 18cm）はプラスチック製であり 、培地

にはパーミキュライトを用いた。苗には側枝先端の

展開葉から数えて第5葉自にあたる健全なものを用

い、自然光型グロースキャビネット内で育成した。

潅水には大塚ハウス 1号および2号の標準培養液の

1/2濃度溶液を用いた。グロースキャビネット内の

温度は 20℃、 相対湿度は 75%とした。挿苗後 6日

目から根圏に標準空気を通気し、16日目から co,
濃度の異なる空気を通気 した。

以上のように根圏 co，濃度の増加により蒸散が

抑制され葉温が上昇したことから、根圏の CO，に

よって植物体が水ストレスを受けていることが示唆

された。また光合成速度の低下と蒸散速度の低下が ＋ 

類似していたことから、両速度の低下は水ストレス

により葉の気孔開度が小さくなり、拡散抵抗が大き

くなったことが主な原因であろう。このような水ス

トレスは板の吸水機能抑制により生じていると考え

られる。 Changら'4) (1945）は co，が根の吸水を

抑制することを報告し、また Glinka25l (1962）は

高co，濃度下で細胞膜の水分透過性が低下するこ

とを報告している。これらのことから、根留の CO, 図2-5 根閣のco，濃度を変えて、サツマイモを栽

濃度の増加にともない短時間に光合成速度が低下し 培する装置の概略

たのは、根の吸水機能低下に起因して植物体が受け

る水分ス トレスが主な原因と考えられる。 co，処理区として co，濃度 1%区および 2%区

2 -3 根圏の co，濃度がサツマイモの光合成 を設け、対照区と して標準空気を通気した区を設け

におよぼす長期の影響 た。通気量は 1l /minとし、 co，濃度は標準空気

これまで根圏の co，濃度が光合成を抑制するこ と100% co，ガスの混合比を変えて調節した。標

(14) 
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準空気の流量調節にはローターメーターを用いたが、 区の光合成速度変動の振幅は 2%C02濃度区に比

徴量の C02ガスの調節には焼き石膏で作った抵抗26) ベて大きく、処理開始後 20日前後に見られるよう

を用いた。通気は培地底面から行い、予め水中でパ に、対照区との差がほとんど認められない場合も生

ブリシグして水蒸気で飽和させた。高 C02濃度の じた。このことは、 C02濃度が 1%程度では常に

通気空気が地上部に洩れないように、栽培箱上部は 光合成が抑制されているわけではなく、時には回復

銀色ポリエチレンフィルム（厚さ 0.07mm）で密 する場合もあることを示している。しかし処理開始

閉し、地表面から出てくる空気はエアーポシプを用 後5週間目以降からは 1% C02濃度区も 2%C02 

いてキャビネット外に排出した。各区には6個体を 濃度区同様、対照区に対して 30%の低下となった。

栽培し、このうち健全な 3個体を光合成速度測定に 処理開始から 6週間後までの各区の平均光合成速

供した。 度は、対照区、 1% C02濃度区および 2%C02濃

光合成速度の測定は人工光型グロースキャビネッ 度区の順に、 27mg C02 /dm 2/h、22mg C02 /dm2/h 

卜内において、差型赤外線 C02分析計を用いて開 および20mg C02 /dm2/hとなった。したがって単

放型同化箱法で行った。同化箱内温度は 20℃、光 位葉面積については、 1% C02濃度区および 2%

強度は 0.54cal/cm2/minであった。 C02濃度区の光合成量は 6週間の聞に、対照区に

(2）結果および考察 対してそれぞれ 19%および 26%低下したことにな

図 2-6にサツマイモの根圏に C02濃度 1% り、根圏 C02濃度の増加にともない、光合成量の

と2%の空気、および標準空気を通気した場合の約 低下することが明白であった。

6週間にわたる光合成速度の変化を示す。標準空気 以上のように、根圏の C02濃度が一般の栽培土

を通気した対照区の光合成速度は、実験期間中ほぼ 壌中で見られる 1～2%であっても、 2～4日間で

一定値を維持した。これは一葉挿し栽培であるため 光合成速度が 20%低下すること、また C02濃度 2

に葉の老化発現が遅れるためである。 27）一方2%C02 %では光合成速度がほとんど回復することなく、慢

濃度区の光合成速度は、処理後2日目に既に対照区 性的な光合成抑制の生じていることがわかった。

に対して 20%低下し、その後 20～30%低い値を維 2 -4 光合成および蒸散に対する根圏の C02

持しながら経過した。このことから C02濃度 2% の影響と温度との関係

では、慢性的な光合成の抑制が生じていることがわ 根圏の C02濃度の増加によって作物の光合成は

かる。また 1% C02濃度区の光合成速度は 2%C02 抑制されるが、このような根圏の C02の影響は、

濃度区よりやや遅れて低下し始め、 4日後には対照 他の環境要因の変動にともない変化することが考え

区に対して 20%低下した。しかし、 1% C02濃度 られる。そこで本節では、光合成に対する根圏 C02

~ 40 
l,.c: 

I 甘g 30 

制。
u 20 
E雪

） 

性H
閣 10
tさ
4日
当4 。 。 10 20 30 40 

C02処理開始後の日数

図2-6 サツマイモの光合成速度に対する根圏の C02濃度の影響

各点は3個体の平均値であり、縦棒は標準偏差を示す。

(15) 

50 
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の影響度の温度による違いを調べるため、異なる温 速度（P，）を測定した。 P.,rの値は個体によりや

度下において、キュウリの根圏に種寸の co.濃度 や異なったので、光合成速度の変化の比較を容易に

の空気を通気して光合成速度を測定し、同時に蒸散 するため P,/P.，，で表した。その結果、処理開始後

速度および葉温も測定した。 2時聞における co.濃度 20%の場合、 30℃ではほ

( 1）実験方法 とんど光合成速度の低下が見られないのに対し、 20

ここでの実験は、本章2-2節の実験に用いた装 ℃では 10%低下し、 15℃では 15%低下した。さら

置を使って行った。気温、根圏温度を 30℃、 20℃ に時間経過にともない光合成の速度の低下率は大き

および 15℃の 3段階に変化させ、それぞれの温度 くなったが、温度が低いほど co.の影響が顕著と

下で根圏に co.濃度 5～20%の空気を通気して、 なった。

光合成速度、蒸散速度および葉温を測定した。 次に蒸散速度の変化を図 2-8に示す。光合成速

(2）結果および考察 度の場合と同様、標準空気を通気した時の値（E.,,) 

図2一7は処理開始後8時間の光合成速度の変化 とco.処理後の値（E，）の比率 CE.IE.，，）が示され

を示したものである。まず、根圏に標準空気を通気 ている。処理開始後6時聞におけるco.濃度 30%

した状態での光合成速度（P.,，）を測定し、その の場合、 30℃では、ほとんど蒸散速度の低下は見ら

後co，濃度の異なる空気を通気して経時的に光合成 れなかったが、 20℃では 10%低下し、 15℃では 20

通気開始後 1時間 2時間 3時間 4時間 5時間 6時間 7時間 8時間気温

i；ピピピピピピピピ常温度
品店［：：：ヒヒヒヒヒ~~20℃
；：ヒじとじと．じと.~0 1s℃ 

図2ー 7 キュウリの光合成速度に対する根圏co，濃度の影響と温度と

の関係

P,, rは根圏に標準空気を通した時の光合成速度を示し、 P,

高co，濃度の空気を通した時の光合成速度を示す。

通気開始後 1時間 2時間 3時間 4時間 5時間 6時間 7時間 8時間 気温

；；ピピピピピ亡・c:己・官温度
長七日亡亡亡ピヒtヒ－ヒ・ 20℃

::b;oヒ．ピピピヒ－ヒ－ヒ・ 15℃

C02濃度鈎

図2-8 キュウリの蒸散速度に対する根圏co，濃度の影響と温度との

関係

E，げは根圏に標準空気を通した時の蒸散速度を示し、 E，は高

CO，濃度の空気を通した時の蒸散速度を示す。
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%低下した。特に 15℃では、 co.による蒸散抑制

は処理開始 1時間後に既に見られた。このように根

圏co.濃度の増加にともなう蒸散速度の低下は、

光合成速度の場合と同様に温度が低いほど早期に現

れ、また顕著であった。

葉温（T，）と気温（T.,，）の差 (T,-T., ，）の変

化を図 2-9に示す。各温度条件下とも根圏の co.
濃度の増加にともない（T,-T.,，）は増加する傾向

が見られるが、とくに蒸散速度の低下の著しい 15

℃と 20℃において、葉温と気温の差の上昇が顕著

になった。

以上のように低温下では、根圏 co.濃度の増加

にともなう光合成速度の低下が著しくなり、同時に

蒸散速度の低下も顕著になることがわかった。 co.
濃度の増加にともなうこれらの低下は、 co.によ

る根の吸水抑制に起因することを本章2-2節で述

べた。このことから、温度が低いほど co.による

根の吸水機能の抑制が著しく、植物体は水ストレス

を受け易くなり、そのため光合成抑制が顕著になる

ものと考えられる。

3 .根圏のco.濃度と作物の生育

根圏の co.濃度の増加にともない、数時間のう

ちに光合成速度は低下する。 co.濃度が比較的低

く短時間の光合成速度低下率が小さい場合でも、長

期の栽培では光合成器官である葉の展開も抑制され

るため、 co.の影響は相乗的に増大し生育抑制は

顕著になるだろう。ここでは根圏 co.濃度が数%

の時の作物の生育について検討した。

3 -1 . 根圏co.濃度と生育との関係

キュウリの生育およびサツマイモの塊根肥大にお

よぼす根圏 CO，濃度の影響を見るため、培地にco,
濃度 0.5～ 5%の空気を通気して栽培を行った。

(1）実験方法

キュウリを用いた実験はビニールハウスの中で夏

季（1982年 8月 14日～24日）および秋季 (1982

年9月20日～10月5日）に行った。ビニールハウ

スは南北棟であり、側面と妻面は開放されていた。

栽培箱は長さ 180cm、幅 30cm、高さ 30cmであ

り、東西方向に 30cm間隔で 5個並べられ、各箱

それぞれにキュウリ 7固体を栽培した。栽培箱 1個

を1処理区とし、通気空気の co.濃度設定値を 0.5

%、 2%、5%とした 3処理区、および標準空気を

通気した対照区の計4区をラ γダムに配置した。さ

らに光条件を均一にする目的で南端に予備の栽培箱

を設置した。

栽培装置の概略を図2-10に示す。栽培箱はピニー

ル塗料で防水処理をした厚さ 12mmの合板ででき

ており、その中に培地として川砂を充填した（深さ

20 cm）。培地底面より通気を行い、ハウス外部へ

排出した。通気量は 3P /minとし、 co.濃度は

標準空気と 100% co.ガスの混合比を変えて調節

した。標準空気の流量調節にはロータメーターを用

いたが、微量のco.ガスの調節には焼き石膏で作っ

た抵抗を用いた。

栽培箱には合板の蓋を取り付け、キュウリを植え

るため蓋の中央 1列に直径 6cmの穴を 25cm間隔

一己己己LCこ江戸F
~：L」bbkkヒ－~ 20℃ 

ド；」」ししい」」．」・ 15℃

(17) 
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土壊空気採取管

－・ーー

図2-10 根圏にco，濃度の異なる空気を通して栽培するための装置

に7ヶ所設けた。各穴にキュウリの種子を 3粒ずつ 土展中 CO，濃度を測定するため、深さの異なる

矯き、子葉展開後に間号｜いて各穴とも 1個体にした。 3～5地点の土壊空気を採取し、ガスクロマトグラ

第 1葉が展開した播種後2週間自に通気処理を開始 フ（目立、 663）を用いて CO，濃度を求めた。

した。高 CO，濃度の空気が地上部へ漏れないよう また本章 2-2節で述べたように、根圏 CO，濃

に各穴はポリエチレンフィルムてー塞ぎ、キュウリの 度の増加にともない光合成速度および蒸散速度が低

茎にポリエチレンフィルムを巻きつけゴム糸を結ん 下したことから、葉の拡散抵抗が大きくなることが

で圧着した。さらに栽培箱流入空気量より排出空気 予想されるので、本実験ではサツマイモの生育途中

量を多く して栽培箱内部をわずかに負圧にし、外部 において、葉の水蒸気拡散抵抗値を測定した。測定

への空気の漏出を防いだ。 にはポロメーター（LI-COR社製、モデル Ll-60)

サツマイモを用いた実験はガラス室の中で夏季 を用い、各区の同じ葉位の健全な葉をそれぞれ6葉

(1984年 7月20日～9月5日）に行った。ガラス ずつ選んで測定に供した。

室は南北棟であり、側面と妻面は開放されていた。 (2）結果および考察

栽培には、キュウリの場合と同様の栽培箱を用い、 a 栽培土嬢中の co，濃度

各箱それぞれにサツマイモ 12国体を挿苗した。サ 栽培箱内の土嬢中 CO，濃度垂直分布の一例と し

ツマイモの場合は塊根肥大に対する影響を見るため て、キュウリの夏季実験での通気開始後6日目のも

の実験であるので、地上部の繁茂を抑制するため挿 のを図 2 11に示す。標準空気を通気した対照区で

苗後に展開葉 10枚を残して生長点を切除し、無生 は、土壌表面より深くなるほど CO，濃度が低くな

長点栽培とした。挿苗後2週間目に、通気処理を開 る傾向があったが、 co，濃度の高い他の 3処理区

始した。通気空気が地上部に漏れないように、栽培 では逆に高くなった。各区とも潅水による CO，濃

箱上面をポリエチレソフィルム（銀色、厚さ 0.07 度の増減はほとんど見られなかった。

mm）で覆い、フィルムと茎の聞の際問をシリコン 各深さの co，濃度の平均値は、高濃度の co，を

充填剤（KE45-T、信越化学工業株式会社製）で 通気した 2%区および 5%区でやや変動したが、実

塞いだ。茎にシリコ γ充填剤が接触した部分には外 験期間中の平均で見ると、キュウリの場合は対照区、

見上の障害は見られなかった。 0.5%区、 2%区および 5%区の順に、夏季実験で

両作物の場合とも、議水および施肥のため培養液 は 0.1%、 0.5%、 2.6%および 5.7%、秋季実験

（大塚ハウス 1号および2号の標準の 1/2濃度溶 では 0.1%、 0.5%、2.1%および 4.3%であった。

液）を毎日 3lずつ与えた。倍養液は図の給水口よ またサツマイモの場合は対照区、 2%区および 5%

り、培地上面に 2列に置かれた、小孔のあいた塩化 区の順に、0.4%、2.3%および 5.4%であった。

ビニール製ノミイプを通して供給した。 なおo，濃度については各区、各深さとも 19～21

(18) 
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%区および5%区と対照区の間で有意、差が見られ、

co.処理区の葉面積は対照区より 15%小さくなっ

た。また秋季実験では通気開始後5日目に 0.5%区

および5%区と対照区との聞で有意差が見られた。

各区間の差は、日数の経過にともない大きくなって

いった。

KIT A YA: Studies on the Control of Gaseous Environment in the Rhizosphere 
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%であり、大気中の値とほとんど等しかった。
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図2-11 co，濃度の異なる空気を通した培地内のco.
濃度分布

14 

キュウリの根圏にco，濃度の異なる空気を

通した後の葉面積の変化

12 10 

通気処理開始後の日数

8 6 4 2 。

500 

図 2-13 

。

b キュウリおよびサツマイモの生育

通気処理開始後のキュウリの生育状態を比較する

ため、生育の指標として葉面積と草丈を経時的に測

定した。生育途中の葉面積は、葉を切除して測定す

ることができないので、葉の縦と横の長さの積より

算定した。図 2-12に示すように実際の葉面積と算

定値との相関係数は 0.996であり、かなり良い相関

が見られた。

草丈については葉面積のような明確な差は見られ

なかったが、葉面積と同様な傾向を示し、対照区が

常に最大となった。

キュウリの生育結果を表 2-1および表 2-2に

示す。根重と含水率はいずれも 7個体の平均値であ

るが、その他はすべて前述の5個体の平均値である。

夏季の実験結果（表 2-1）では、 2%区と 5%区

の葉面積および全乾物重が対照区に比べて 15～17

%少なくなり、また地上部生重が 24%少なくなっ

た。春季の実験結果（表 2-2）では、 5%区の葉

面積が対照区に比べて 16%少なくなった。また 0.5

%区と対照区との聞にも差が認られ、 0.5%区の葉

面積および全乾物重は対照区に比べてそれぞれ 14

%および 12%少なくなった。 0.5%区と対照区と

の差が夏季には見られず秋季に見られたのは、本章

1-5節で述べたように、低温下ほど co.濃度の

光合成に対する影響度の大きいことが一因と考えら

れる。

ここで興味深いのは、両実験とも co.濃度の増

加にともない含水率の低下する傾向が見られたこと

400 

キュウリ葉の実際の葉面積と算定値（葉長お

よび葉幅の積）との関係
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通気開始後の各区 1個体あたりの葉面積の経時変

化を図 2-13に示す。これらの値は各区7個体のう

ちで、通気開始時の葉面積がほぼ等しい 5個体の平

均値である。夏季実験では通気開始後6日目に、 2
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表2-1 キュウリの生育に貢付る根圏co，濃度の影響（夏期） (1個体あたり）

率対）一
水にMm一〕〉〉）

含重る一む刊行拓回路幻引
部物す一日川1191ぃ

世崎一（｛（（

一体一日ωげめ犯の悶心一－iDOJBIB－F4－qoi』aq’I1Alit－
一室－1（l（l（1（

一切叩－nu、け，quAリQU内リワ白、ゾ
、ノ一戸－勾td凡qtM凡A－戸川FU川内

g一也一ロUロωω（叩じ
一－314〕4lB5

重一根一。削4499B引
一一10100（O（

物一j一
一よ柄一1η106η23

乾一勧鴻一日川“刊日刊訂明日

一；一唱ω2幻2心9川町一輪開宮市一GνnutAnU7・000GOO
－；一7αBG6（6（

部重）一3η00lnU9分
上g一路町氾島日引は引

地生（一－HGHU（引（引（
t）一））））31－FbnU7aA－qtnO7・nu

口一90498819
草（一7Q7（6（7

蹴出一問削抑制印刷削船
葉（一2G2（2（2（

q度）一
配%一

根濃（一

理

処

標準空気 0.07 

oc~4; 0.51 

~~ 2.60 

~~2 5.70 

L.S.D. 
(0.05) 273 4.7 16.7 0.70 0.48 ー 1.13 1.13 61 

実験期間（ 1982年8月14日～24日）、各区5個体の平均値である。
（）内は標準空気区を100とした場合の各区の比率を示す。

表2-2 キュウリの生育に対する根圏co，濃度の影響（秋期） (1個体あたり）

率対）一
KE百一）））

会富ぶ一崎町削江川叩広明紅白叩

旧制す一叩印刊ω円叩！
『事－）））〕

一’pur－RunuつLRu，At－－nunutA一一9AV2$492E7
一全一5Q5〔5（5（。

一部一8η303n8め1
）一上一2削5創9町山6創7

g一主一5U4（4〔4（。

一一7］93827〕
重一根一6印8α4mh6訓一

一一00000（00

物一よ柄一7ω10207めO

乾一勧鵡一日川M川日げは何日

－i：；一唱iAUIA2nU噌iAq－－QUA－－葉一』02949284
－；：一nδ札3（3（3（。

部重）一9ω7η303め3
土E一ーか38693酌O地生（一6G5（5（5（1

丈、リ一oω4UW5幻307
四一nunυA－auRUQUGUOVA－

草心一4U3（3（3

瀬り一はωnMωげ川別mm心的
T直由一UωαBか8川町8U

葉（一IC1（1（（

α度）一
配市一

根濃一

理一

処一

標準空気 0.06 

~~4; 0.52 
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実験期間（ 1982年9月20日～10月5日）、各区5個体の平均値である。
（）内は標準空気区を100とした場合の各区の比率を示す。

である。特に夏季では、対照区に対する CO，処理

区の含水率の低下率は、 0.5%区、 2 %区および 5

%区の順にそれぞれ5%、7%および9%となり、

上述の傾向が顕著であった。このことは前節で述べ

たように、根圏の高 co，濃度による根の吸水機能

の抑制に起因していると考えられる。長期の栽培で

は根の吸水機能抑制に加えて、養分吸収機能の抑制刊

の影響も生じ、 CO，による生育抑制はさらに顕著

になるものと考えられる。

以上の結果から、葉面積および全乾物重と根圏 CO,

濃度との関係を示したえのが図 2-14である。両実

験を通して、 co.濃度 0.5～2%で生育抑制が起り、

2%以上の co.濃度下での生育は標準空気を通気

した時 cco.濃度 0.1%）の生育より 10～20%低

下し、根圏 co.濃度の増加にともなう生育抑制が

明らかとなった。

なお本実験において、光条件を均一にするため実

験区の南側に設置した通気を行わなかった区の生育

についても調査した。夏季実験ではこの区の土壌中
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図2-14 根圏co，濃度とキュウリの生育との関係

L.，，およびw.，，はそれぞれ、根圏に標準空

気を通した場合の葉面積および全乾物重を示し、

L tおよびwtはそれぞれ、高co，濃度の空気

を通した場合の葉面積および全乾物重を示す。

(20) 



1987] KITA YA: Studies on the Control of Gaseous Environment in the Rhizosphere 159 

co，濃度の平均値は 0.3%であり、0.5%区より低く 度が低いほど著しくなることを本章2 4節で述べ

なったにもかかわらず生育が悪く、全乾物重は 0.5% た。そこで本節では異なる温度下で根圏の CO，濃

区に比べて 13%少なくなった。長村ら20l(1978）も述べ 度を変えてキュウリを栽培し、生育に対する根圏 CO,

ているが、無通気状態では根の表面近くの CO，濃 の影響度の温度による違いについて検討した。

度が土壊空隙中の平均濃度より高くなっているため、 (1）実験方法

生育抑制が著しくなったものと考えられる。今後は根の 気温 20℃、 25℃および 30℃、相対湿度 75%に設

近傍のより微細な環境についての調査が必要である。 定した3基の自然、光型グロースキャビネット内でキュ

次にサツマイモの生育結果を表2 3に示す。こ ウリを栽培した。栽培装置の概略を図 2-15に示す。

の場合には生長点が切除されているので、地下部に 栽培箱は長さ 60cm、幅40cm、深さ 35cmであり、

対する影響だけが考えられる。 co，処理による地 培地には川砂を用いた。各温度に設定したグロース

下部の差は明確であり、5 %区の塊根生重は標準空 キャビネット内にはそれぞれ栽培箱を4個ずつ設置

気を通気 した対照区に比べて 17%少なくなった。 し、各栽培箱にキュウリ 4個体を栽培 した。根閣の

また根の生育抑制が顕著となり、2%区および 5% CO，濃度を変えるため 2個の栽培箱には CO，濃度

区の板の乾物重は対照区に対して 23～39%少なく 2%の空気を、 他の2個には標準空気を培地底面よ

なった。また塊根と根をあわせた地下部全体の乾物 り通気した（通気量 1! /min）。 co，濃度 2%の

重では、CO，処理区が対照区に対 して 14%少なく 空気は標準空気と 100% CO，ガスを混合して作つ

なった。植物全体についても、5%区は対照区に対 た。通気による培地の乾燥を防ぐため、通気空気を

して 13%少なくなった。このようにサツマイモの 水中でパプリングして水蒸気で飽和させた。栽培箱

場合もキュウリと同様、根圏 co，濃度の増加にと 上面は銀色のポリエチレンフイルム（厚さ 0.07mm) 

もなう生育抑制が明らかであった。

葉表面の水蒸気拡散抵抗値は、潅水前で土壊水分

が比較的少ない時に測定した。その結果は、対照、区

が5.0sec/cmであるのに対して、2%区では 6.9sec/ 

cm、 5%区では 7.5 sec/cm となり 、値圏 co，濃

度が高くなるほど水蒸気拡散抵抗値は大きくなった。

水蒸気拡散抵抗値の増加は CO，拡散抵抗値の増加

を意味し、すなわち光合成速度の低下を意味する。

よって本実験での生育抑制は光合成速度の低下が主

因であると考えられる。

3 -2 生育に対する根圏 co，の影響と温度と

の関係

根圏 co,濃度の増加にともなう光合成抑制は温 図2-15 栽培装置の概略

表2-3 サツマイモの生育に対する根圏 CO，濃度の影響

生霊（ g) 業面積 乾物重（ g ) ~の水蒸気
処 E嬰 拡散低出直

地上部塊狼（cnl ）地上部塊狼 4艮 地下部全体 (sec I cm) 

標準空気 92.1 58.8 1512 15.36 12.58 5.93 18.51 33.87 5.0 
(JOO) (100) (100) (100) (JOO) (JOO) (100) (100) (100〕
97.9 55.3 1576 16.23 12.23 3.62 15.85 32.08 6.9 

C02it'J度2% (106) ( 94) (104〕 (106〕（ 97) ( 61) ( 86) ( 94) (138〕
82.8 48.6 1325 13.61 11.41 4.58 15.99 29.60 7.5 

COi濃度5% ( 93〕 ( 83) ( 88) ( 89) ( 91) ( 77) ( 86) ( 87) (150) 

実験期間（ 1984年8月3日～9月5日）、各区ロ個体の平均値である。
（）内は標準空気処理区を 100とした場合の各区の比率を示す。

(21) 
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で被覆し、地上部に高 C02濃度の空気が漏れるのを

防ぐ、ため、培地中を通って地表面より出てきた通気

空気はエアーポジフ。を用いてチャンパー外に排出し

た。栽培箱からの C02の漏れを調べるため、キャ

ビネット内の C02濃度を赤外線 C02分析計を用い

て定期的に調べた。

温度処理は播種直後から、また通気処理は播種後

20日目から行った。濃水および施肥のため培養液

として、大塚ハウス 1号および2号の標準の 1/2 

濃度溶液を毎日 1tずつ与えた。

(2）結果および考察

キュウリの生育結果を表2-4に示す。各処理区

においてそれぞれ8個体のキュウリを栽培したが、

そのうちで処理開始時の葉面積のほぼ等しい 6個体

を生育調査に供した。標準空気区に対する 2%C02

濃度区の全乾物重の低下は、 30℃下ではほとんど見

られなかったが、 25℃では 10%の低下、 20℃では

12 %の低下となり、温度の低下にともない両通気

処理区の差は大きくなった。地上部生重では更に両

区の差が顕著であり、標準空気区に対する 2%C02 

濃度区の低下率は 30℃、 25℃および 20℃の順に 4

%、 18%および 18%となった。また葉面積の低下

率も同様に4%、15%および 16%となり、温度の

低下にともない、標準空気区に対する 2%C02濃

度区の生育抑制は顕著になった。

地上部の含水率については、 30℃では 2%C02 

濃度区と標準空気区の聞に差は認められないが、 25

℃および 20℃になると、 2 %C02濃度区の含水率

が標準空気区に対して 5～7%低くなっており、低

温下では C02濃度の増加によって含水率の低下す

る傾向が見られた。本実験結果に加えて、 C02濃

度の増加にともなう蒸散速度の低下が低温下で著し

いこと（本章2 4節）から、温度が低いほど根圏

C02による根の吸水抑制が生じ易いことが明白に

なった。このような根の吸水抑制は、光合成の場合

と同様、生育に対しでも低温下ほど根圏 C02の抑

制j効果を大きくする主な原因であろう。

第3章根圏ガス環境の改善

1.まえがき

前章では、栽培土壌中の02濃度が作物の生育を

阻害する濃度にまで低下する以前に、 C02濃度が

数千 ppm～数%にまで増加することにより、生育

が抑制されることについて述べた。このことから、

土壌中 C02濃度を低く維持することができれば、

作物の生育が促進され、生産性の向上することが期

待される。そこで本章では、根圏ガスを大気と交換

して土壌中 C02濃度を低下させるため、栽培土壌

中に強制的に大気を通気し、作物生育に対するその

強制通気の効果について検討した。

土壌中へ強制通気を行って、作物の生育促進を計

ろうとする研究はこれまで、に、 Boicourt28l(1941) 

や安田ら29)(1970）により行われているが、その生

育促進の原因が土壌中の02濃度の増加によるもの

か、あるいは C02濃度の低下によるものかは明ら

かにされていない。本研究では生育促進の原因を C02

表'2-4 キュウリの生育に対する根圏co，の影響と温度との関係

温度 葉面積草丈地上部 乾 物 重 （ g) 地上部含水率
通気絶厚 生重 茎およ （乾物重に対

（℃） Cc~ ） (cm) (g) 葉び葉柄根池上部全体 する%）

3594 130.8 210.7 7.65 6.47 1.70 14.11 15.81 
標準空気 (JOO) (100) 000) (100) (100) (100) (100) (JOO) 

30 
3457 122.3 201.4 7.33 6.29 2.04 13.62 15.38 

2%C02 ( 96) ( 94) ( 96) ( 96) ( 97) (12日〕（ 97〕（ 97) 

25 

3280 101.6 201.6 8.30 5.84 2.27 14.14 16.29 
標準空気 (100) (JOO) (IOO) (JOO) (100) (100) (100) (100) 

2779* 95.7 166.1* 7.25 5.08 2.24 12.33 14.63 
2労C02C 85) ( 94〕（ 82) ( 87) ( 87) ( 99) ( 87) ( 90) 

1165 24.3 57. 7 4.53 1.31 1.05 5.83 6.88 
標準空気

20 (JOO) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (JOO〕
＊ ＊＊ ＊＊  

989 21.8 47.5 3.95 1.08 1.01 5.03 6.03 
2%C02 ( 84) ( 90) ( 82) ( 87) C 82) ( 97) ( 86) C 88) 

通気処理期間（ 1983年7月14日～25日）、播種6月23日、各区6個体の平均値である。
＊有意水準5%で、標準空知玄と 2%CO，区の聞に有意差が認められる。
（）内は標準空気区を 100とした場合のi箔C02区の比率を示す。

(22) 
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濃度の低下によるものと考え、合理的な強制通気方 について 2本の畝を用い、光条件を均一にするため

法の開発にあたり、土壌中 co.濃度を指標として 各畝の半分を通気区、残りの半分を無通気区とした。

一連の実験を行った。 なおサツマイモについては 1本の畝を通気区、隣接

第 1節では栽培土壌中への強制通気の効果を実証 する畝を無通気区とし、両区のまわりにも栽培畝を

するため、通気を行った場合と行わない場合の各種 設けた。各畝は幅 50cm、高さ 20cm、長さ 10m 

作物の生育を比較した。また、前章では生育に対す であり、畝の中央 20cmの深さに通気用パイ 3。を

る根濁 co.の影響が低温下で大きくなることを述 埋設した。この通気用パイプには内径 14mmの塩

べたが、このことから、低温下ほど強制通気による 化ビニール製ノミイプを用い、空気の放出口として 5

生育促進効果が著しいことが予想される。そこで本 cm毎に直径 2mmの穴を 2ヶ所ずつ設けた。通気

節では、異なる温度下での作物の生育促進に対する はエアーコ γブレッサーを用いて行い、通気による

強制通気の効果の差異についても調べた。 土壌の乾燥を防ぐために、通気空気は水中を通して

第2節では、実用的な根圏ガス環境調節法を開発 水蒸気飽和とした。畝長さ lmあたりの通気量は、

するための基礎的知見を得るため、土壌中への通気 サツマイモの場合は 1l /min、その他の場合は 2.5

量および通気時間間隔を変えて栽培を行い、このよ l /minとした。

うな根圏ガス交換方式によるガス環境改善法の実際

栽培への適用について検討した。

2 .土壌中への強制通気による根圏ガス環境の改

善

2-1 土壌中への強制通気による各種作物の生

育促進および収量増加

土壌中の co.濃度を下げるために、栽培畝内に

強制通気を行った場合の各種作物の生育ならびに収

量を調査した。

(1）実験方法

実験は、大阪府立大学農学部の実験圃場において

行った。供試作物には、表3-1に示すように施設

園芸で重要な果菜であるキュウリ，（Cucumis sativus 

L.）、ナス （Sot，側 tmme｛，側~gena L.）、トマト （Lyco-

戸iersicumesculentum MILL. ）、ならびに生産量の

多い根菜であるサツマイモ (Ii戸≫naeabatatas LAM. ) 

およびダイコシ （Rap，加：nussativus L . ）を用いた。

表3-1にはまた各作物の品種名、植裁状況および

生育調査に用いた個体数も示した。

栽培畝の概略を図 3-1に示す。それぞれの作物

エアーポノプ

図3 1 栽培畝の概略

土壌空気組成を測定するため、あらかじめ畝に埋

設した土壌空気採取管より試料空気を採取し、ガス

クロマトグラフで分析した。

2週間毎に培養液（大塚ハウス 1号および2号の

標準の 1/2濃度溶液）を 1個体あたり 350cc与

えた。また葉のしおれが見られた時に畝間潅水を行っ

Tこ。

(2）結果および考察

a 土壌中co.濃度

表3 1 供試作物の種類と植裁状況および調査個体数

作物名 品 種
植え付け

播種目 植え付け日
方法

キュウリ山東四葉 5月 4日 6月 1日 移植

ナ ス千 両 5月 4日 6月 1日 移植

トマト雷 光 5月 4日 6月 1日 移植

サツ7 イモ高系 14号 6月 4日 挿苗

ダイコン時 無 10月 4日 10月 30日 直播
（間引き〕

(23) 

調査個体数
栽植間隔

通気区無通気区

8 Ocm 5 

8 Ocm 8 8 

8 Ocm 

5 Ocm 1 8 1 8 

3 Ocm 6 
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図 3-2は通気を行った場合と行わない場合の、 無通気区は通気区に比べて5～15倍の高濃度であっ

サツマイモ栽培畝断面の C02濃度分布の一例を示 た。ダイコンの場合、通気区および無通気区の C02

す。測定日前日に降雨があり、テンシオメーターで 濃度はそれぞれ 0.04%および 0.3%なり、果菜類

測定した深さ 10cmにおける pF値は 1.8であった。 の栽培畝内の値に比べてかなり低くなョたものの、

無通気区では地表面から深くなるほど C02濃度が 両区の聞に 0.2%以上の濃度差が見られた。

高くなり、畝の中心部では 1.2%となった。一方通

気区では地表面下 5cm付近の C02濃度は無通気区

と大差ないが、中心部に向かうにしたがし、低下し、

通気パイプ近傍では 0.4%となった。図中の 8地点

の値を平均すると、無通気区の 0.9%に対して通気

区では 0.6%となり、畝全体の C02濃度は強制通

気により 0.3%低下した。

Bl /7卿 5~00 ＂＂＇占∞

ω∞れ心。イフ
図3 2 栽培畝内の C02濃度分布（ppm)

1983年7月21日、 14時30分に測定

A）無通気区 B）通気区

通気量は畝長さ lmあたり 1l /minである。

図3-3はキュウリ、ナス、トマトおよびダイコ

γの栽培土壌中における C02濃度の経時変化を示

す。各種は畝の中央深さ 5～20cmの C02濃度の

平均値である。キュウリ、ナスおよびトマトの畝は

7月1日までポリフィルム（銀色、厚さ 0.07mm) 

でマルチ γグされていたため、無通気区の C02濃

度が 3.5%~こも達しているが、通気区では 0.1 %の

低濃度を維持している。このように通気区の濃度が

サツマイモの場合に比べて極端に低いのは、通気量

がサツマイモの場合の 2.5培であることが主な原因

と考えられる。マルチフィルムを取り除いた後も、

(24) 

・、、、、 ．。キュウリ、 ．。ナス

~ I ，・、＼ 無通気 ..ダイコ〆

割｜／ヘJ、.：－，
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月／日

図3-3 各種野菜栽培畝内の C02濃度

各値は、畝中央の深さ 5cmから 20cmまで

の平均値である。

なお無通気区および通気区の02濃度は 18～21

%であり、両区の聞に大きな差は見られなかった。

また両区の地温もほとんど等しかった。

b 作物の生育および収量

表 3-2および表 3-3にそれぞれ、サツマイモ

およびダイコンの生育結果を示す。サツマイモの場

合、通気区の塊根生重は無通気区に対して 13%増

加し、さらに乾物重では 20%増となった。また地

上部生重では 18%の増加となった。ダイコンの場

合、通気処理効果は地上部には見られなかったが、

根の生重は 23%増加した。根の太さは両区とも等

しかったが、根の長さが通気区で 18%長くなった

ことから、ダイコ γでは通気により根の伸長が促進

されることがわかった。

表 3-2 サツマイモの生育および収量に対する土壌中

への強制通気の影響（ 1個体あたり）

処 理
地上部生重 塊根生重 塊根乾物重

( g) ( g ) ( g ) 

通 気 区
1210 926 282 
( 118) (113) (120) 

無通気区
1025 824 235 
(100) (100) (100) 

（〕内の数字は、無通気区を 100とした場合の通気区の比率を示す。
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表3-3 ダイコ γの生育および収量に対する土壌中への強制通気の影響

(1個体あたり）

草 丈 生重（ g) 根 径 4霊 長
処 理 葉 数

(cm) 地上部 根 全 体 〔c皿） (cm) 

通 気 区 21. 7 21. 2 66. 6 194. 6 261. 2 41. 7 22.1 
( 97) ( 97) ( 94) (123) (114〕 (I 00) (118) 

無通気区 （；~－g) 21.8 70.9 158.5 229.5 41.6 18.8 
(JOO) (I 00〕 (JOO) (100) (100) (100) 

（）内の数字は、無通気区を100とした場合の通気区の比率を示す。

図3-4および図 3-5にキュウリおよびナスの を行うことにより、樹高が2倍になったことを報告

積算収量の経時変化を示す。果実の収穫はキュウリ しているが、その理由の説明は十分になされていな

では 150g、ナスでは 100gを基準にして行った。 い。この場合無通気区のo.濃度は 18.8%であり、

キュウリでは、通気開始後 30日目（収穫開始後 18 生育を阻害する濃度にまで低下していない。よって

日目）から通気区の収量が無通気区の収量を上回り、

その後徐々にその差は増大した。 75日後には通気

区が 4.3kgに達し、無通気区に対して 17%の増加

となった。ナスの場合、両区の差異はキュウリの場

合ほど顕著でなかったが、通気処理後 50日目（収

穫開始後 19日目）に通気区の収量が無通気区を 15

%上回った。しかしその後両区の差は小さくなり、

70日後には 11%、75日後には 6%の増加に留まっ

た。このようにナスの場合、通気処理により収穫時

期が早くなる傾向が見られた。果実を除いたナスの

植物体の生育結果を表 3-4に示す。無通気区に対

する通気区の増加率は、葉面積では 13%、全乾物

重では 16%となった。トマトの場合、アオガレ病

発生のため通気処理後 30日で実験を中止したので、

果実を収穫できなかった。しかしそれまでの生育結

果は表 3-5に示すように、通気区の果実が生重お

よび乾物重とも無通気区に対して 45%の増加を示

し、全乾物重では 13%の増加となり、通気による

生育促進効果が明白であった。

以上のように、根菜および果菜とも強制通気によ

る増収効果がみられた。本実験では栽培土壌中のo.
濃度は 18～21%であり、一般に生育が阻害される

といわれている濃度 9～21%より十分に高濃度で

ある。また土壌水分と地温については、通気による

影響がほとんど見られていない。一方土壌中 co.
濃度は、通気処理により 0.2%～3.4%低下したこ

3
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とから、強制通気による生長促進や収量増加は、 co. 通気関始後の日数

濃度の低下に起因していると考えられる。 図3-5 ナスの収量に対する土壊中への強制通気の効

Boicourt ら••＞ (1941）は、パラの苗床に強制通気 果

(25) 
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表3-4 ナスの生育に対する土嬢中への強制通気の影響（ 1個体あたり）

葉面積地t部生重 乾物重（ g ) 
処 理

(col) ( g ) 葉 葉柄＋茎 根 地上部 全 体

6888 676.8 41. 4 104.0 30. 5 145.4 175.9 
通気区 ( 113) (114) (120) ( 114) ( 113) (116) (116〕

6088 592.1 34.3 90. 7 27.0 125.1 152.1 
無通気区 (100) (100) (100) (100) (100) 〔100) (100) 

（）内の数字は、無通気区を 100とした場合の通気区の比率を示す。

表3-5 トマトの生育に対する土壊中への強制通気の影響 (1個体あたり）

生重（ g ) 乾物重（ g ) 
処 理

茎葉 果実 葉 葉柄＋茎果実 4置 地上部 全体

通 気区 886.0 317.4 45.6 55.8 19. 9 6.9 121. 3 128.2 
(109) (145) ( 111) (108) (145) (103) (114) ( 113) 

無通気区 811.4 218.2 41.1 51.6 13. 7 6.7 106.4 113.1 
(100〕 (100) (100) 〔100) (100) (100) (100) (100) 

（）内の数字は、無通気区を 100とした場合の通気区の比率を示す。

通気を行わなかった場合の co.濃度 1.5%が通気

により 0.3%にまで低下したことが、生育促進をも

たらした原因と考えられる。また安田ら 2•> (1970) 

はカソラ γの栽培土壊中に強制通気を行った場合に

生育が促進されたことを報告し、この生育促進は土

壌中のo.濃度の増加およびco.濃度の低下により

生じたと述べている。しかし無通気区において極端

なo.不足の状態は見られていないので、 o.濃度の

影響は少ないと思われる。本研究の結果から、この

場合の生育促進も、土壊中 co.濃度の低下が主な

原因であると考えるのが妥当であろう。

強制通気の効果としては、単に土壌中の co.濃

度を低下させることのみならず、第2章 3-1節で

述べたように、土壌空気の流動によって根と土壌空

気との聞のガス交換を促進させることが考えられる。

すなわち、無通気状態では土壌空隙での空気流動が

極めて少なく、根の表面近傍の co.濃度が土壌空

際中の濃度よりかなり高くなっていると思われる。

よって栽培土壌中の co.濃度測定値が数千 ppmで

あったとしても、根近傍ではそれ以上の高濃度となっ

ているため、生育に対する影響が著しくなるのであ

ろう。

2 -2 生育に対する強制通気の効果と温度との

関係

低温下では根圏 co.による光合成および生育抑

(26) 

制が、高温下に比べて顕著になることを第2章で述

べた。よって栽培土壌中へ強制通気を行って、根圏

のco.濃度を低下させることによる生育促進効果

は、低温下ほど著しいことが予想される。そこで本

節では栽培培地の温度を変えてキュウリを栽培し、

培地中に強制通気を行った場合と行わない場合の生

育を比較検討した。

(1）実験方法

キュウリを自然光型ファイトトロン内で、円筒型

のポットを用いて栽培した。ファイトトロ γ内温度

は日中（ 7～17時） 28～30℃、夜間（17～7時） 23 

℃に設定した。栽培装置の概略を図 3-6に示す。

ポットは塩化ビニール製で内径 20cm、深さ 40cm

である。培地には川砂を用い 30cmの深さに充填し

た。根圏温度の異なる 2区として、培地の温度を 23

℃とするためにポットを恒温水槽に入れ・た区（低温

区）と、室温中に置いた区（室温区）を設けた。さ

らに各温度処理区の中で、培地中に通気量 1£/min 

で強制通気を行った区（通気区）と行わない区（無

通気区）を設けた。よって実験区としては、低温通

気区、低温無通気区、室温通気区および室温無通気

区の4区となった。

各実験区は2個のポットからなり、各ポットには

キュウリ 2個体を栽培した。温度処理および通気処

理は第 1葉展開後に開始した。潅水および施肥のた
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低温区の培地温度は 23℃ （昼夜とも）と した。
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図3-7

温区とも実験期間中 0.06%の低濃度を維持した。

表 3-6および表 3ー 7にそれぞれ 2回の実験結

果を示す。表 3-6において日中の温度を 30℃とし

た室温区では、通気区と無通気区の生育の差はほと

んど見られなかった。一方根圏の温度を 23℃に維

持した低温区では、通気区の全乾物重が無通気区に

対して 17%増加、葉面積が 21%の増加となり、 10

日間の通気処理によって生育が約 20%促進された。

表 3-7において日中の温度を 28℃に した室温区

め、培地の表層約 1cmが乾燥した時に培養液（大

塚ハウス 1号および 2号の標準の 1/2濃度溶液）

を全区同時に与えた。

培地中の co.濃度を求めるため、あらかじめ培

地内に埋設 した土壊空気採取管から試料空気を採取

し、ガスクロトグラフを用いて co，濃度を測定し

た。実験は 1983年 1月24日～ 2月10日、1983年

9月 14日～24日の 2回繰り返して行った。

(2）結果および考察

図 3-7に培地中のco，濃度の経時変化を示す。

これらの値は、潅水前における深さ 5cm～30cm

まで 5cm毎の co，濃度平均値である。無通気区の

co.濃度は最初 0.15%であったが、処理開始後 15

日目には低温区で0.5%、室温区ではさらに高く 0.9

%まで増加した。一方通気区では、室温区および低

栽培装置の概略図 3 6 

キュウリの生育に対する根圏への通気の効果と温度との関係（実験 1) 表 3-6

乾物呪 ( g) 地上部含水率

茎およ （乾物霊IC対
び葉柄根地上部全体 する%）

気温 4民間温度 地上部
誌面積草丈

（℃）（℃）通気処理 生霊
昼／夜昼／夜 Cc~ ） (cm) (g) 1車
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（〕内は無通l<ICRを 100とした崎合の通気区の比率を示す．

(27) 
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表3ー7 キュウリの生育に対する根圏への通気の効果と温度との関係（実験2)

気温根閤温度 葉面積草丈地上部 乾物重（ g) 地上部含水率
（℃）（℃）通気処理 生重 茎およ （乾物重に対
昼／夜昼／夜 Cc~ ） (cm) (g）葉 び 葉 籾 根 地 上 部 全 体 する必）

通気 1749 86.5 84.4 5.11 3.11 1.89 8.22 10.11 
(107) CIOl) CI09）〔112)(108) (114) (Ill) (Ill〕

28 /23 28/23 
1627 85.4 77.6 4.56 2.87 1.66 7.43 9.08 

無通気 (100) (100) (100) (100）〔100)(100) (100) (100) 

1925 82.8 94.9 5.53 3.40 1.97 8.93 10.89 
通気 (132) (105) (130) (132) (125）〔112)(130) (126) 

28/23 23/23 * * * * 
1463 78.6 72.8 4.18 2. 72 I. 76 6.89 8.65 

無通気 CIOO) CIOO) (100) CIOO) CIOO) (100) (100) (100) 

926 
( 98〕

946 
〔100)

983 
(103) 

956 
(100) 

通気処理期間（ 1983年1月24臼～2月10日〕、播種1月4目、各区4個体の平均値である。
＊有意水準5%で、通気区と無通気区の間II:有意差が認められる。
（）内は無通気区を 100とした場合の通気区の比率を示す。

[Vol. 39 

では、無通気区に対する通気区の生育は全乾物重で を軽減するために栽培温度を下げる傾向にあるが、

11%増、葉面積では 7%増であった。一方 23℃の このような場合には、特に根箇の co.による生育

低温区では通気区と無通気区の生育の差はさらに大 抑制が著しいため、栽培土壌中の co.濃度を下げ

きく、全乾物重では 26%増、葉面積では 32%増と る必要があろう。

なった。 3 .栽培土壌中へ強制通気を行う場合の通気量お

通気処理開始後の生育の変化を見るため、生育の よび通気時間間隔と作物の生育

指標として葉面積を測定した。生育途中の葉面積は 前節では、エアーコソプレッサーを用いて栽培畝

第2章3-1節同様、葉の縦と横の長さの積より推 中へ強制通気を行うことにより、各種作物の生育が

定した。低温区における通気区と無通気区の葉面積 促進され、また収量が増加することを述べた。この

の経時変化を図 3-8に示す。無通気区に対する通 ような土壌空気交換方式による根圏ガス環境の制御

気区の葉面積の増加は、処理開始後4日目ですでに を行う場合、その通気量あるいは通気時聞が問題と

11%となった。時間経過にともない両区の差は顕 なる。そこで本節では、栽培土壊中への通気量を変

著になり、 10日目にはその差が 21%に達した。 えてキュウリおよびサツマイモを栽培し、通気量と

1600 

~ 1200 
b宅霊
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時i;i; 800 

阻

時唱
400 

。

通気／
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図3-8 通気処理開始後のキュウリ葉面積の変化

気温は 30/23℃（昼／夜）、根閤温度は 23℃

（昼夜とも）であった。

以上のように根圏温度が低い場合には、通気によ

る生育促進効果が著しくなることがわかった。最近

の施設栽培では、冬期の暖房に用いるエネルギー量

(28) 

生育との関係を調べた。また通気を断続的に行って

サツマイモを栽培し、通気時間間隔と生育との関係

を調べた。

3 -1 土壌への通気量とキュウリの生育

( 1）実験方法

キュウリをプラスチック製栽培箱（長さ 45cm、

幅 30cm、深さ 18cm）で栽培し、培地への通気量

を変えてその生育を調べた。培地には川砂を用いた。

キュウリは子葉展開後に栽培箱に移植し、 1箱あた

り4個体ずつ栽培した。

栽培装置の概略を図 3-9に示す。通気はエアー

ポシプを用いて行い、培地底面から根圏に通気した。

通気処理による培地の乾燥を防ぐため、通気空気は

あらかじめ水中でパブリングして水蒸気飽和とした。

通気処理区として通気量0.3l /min区、 1l /min 

区および 2l /min区を設け、対照区として強制通

気を行わない無通気区を設けた。通気処理は第 1葉

展開後に開始した。
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図3-9 栽培装置の概略

実験は 2回繰返された。実験 1は昼温 28℃ （7 

時～17時）、夜温 23℃ (17時～ 7時）に設定され

た自然、光型ファイ卜トロン内において、 1981年 7

月 23日から 8月 14日まで 23日間行った。また実

験 2は葉面と側面が開放されたビニールハウス内に

は 2700ppmまで増加 したのに対して、通気処理区

の各深さの平均は 700～900ppmとなり、潅水前よ

り低下する傾向があった。なおいずれの場合も、培

地中の O，濃度は 20～21%であった。
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おいて、 1981年 10月1日から 19日まで 19日間行っ 図3ー10 通気処理開始後の培地内 CO，濃度分布の変化

Tこ。

潅水および施肥のため前節と同様の培養液を与え

た。栽培箱 1個あたりの潅水量は、実験 1では通気

処理開始後 13日目まで毎日 0.5l、その後は毎日

1 lであり、実験 2では 2日毎に lfであった。

土壌中のガス組成を求めるために、栽培箱側壁より

注射針を挿入 して試料空気を採取 し、 ガスクロマト

グラフを用いて CO，濃度および O，濃度を測定した。

(2）結果および考察

図 3-10に実験 2の各区の培地中 co，濃度の経

時変化を示す。キュウリの生育にともない各区のco,
濃度は増加し、通気量の違いによる co，濃度差は

顕著になった。通気開始後 16日目の培地中 co，濃

度の各深さの平均値は、無通気区、 0.3! /min区、

1 l /min区および 2! /min区の順にそれぞれ 1800

ppm、1300ppm、700ppmnおよび lOOOppmとなっ 図3-11 潅水後の培地内co，濃度分布の変化

た。 2! /min区の濃度が 1! /min区よ り高くなっ

てはいるが、通気量の増加にともない CO，濃度は 実験 1の通気開始後 14日自における深さ 5cm 

低くなる傾向にあった。これらの値は進水前のもの での CO，濃度は、無通気区、 0.3! /min区、 1! /min 

であるが、土壌中 CO，濃度は土嬢水分含量により 区および2! /min区の順にそれぞれ3100ppm、2100

変動するので潅水後の CO，濃度の変化を調べた。 ppm、1100ppmおよび 700ppmであり、全般に実

その結果を図 3-11示す。潅水 5時間後に無通気区 験 2の値より高くなった。

の深さ 15cmでは 3100ppmになり、各深さ平均で 実験 lおよび実験 2の生育結果を、表 3-8およ

co，獲度（ppm)

。 1000 2000 3000 

〈へ＇＂＇ 1
灘水白11

15 

相 I ~
f ( ""¥ 

T温水後 1時間

15 
理主

（？？に 通気量＇＂；；似：：：：－－n後）5時間
15 

nん 気 ）

(29) 
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び表 3-9に示す。実験 1では各区それぞれ4個体 区の根の乾物重は無通気区に対して 31%多くなっ

を栽培し、それら全個体を調査対象とした。また実 た。葉面積では、 1t /min区および 2 t /min区が

験 2では各区それぞれ 8個体を栽培し、処理開始後 無通気区に対して 15～17%増加した。

の葉面積のほぼ等しい 6個体を調査対象とした。 図 3-12に実験2のキュウリ葉面積の通気処理開

実験 1の結果（表 3-8）では、 0.3t /min区、 始後の経時変化を示す。生育途中の葉面積は第 2章

1 t /min区および 2 t /min区の全乾物重は、無通 3 -1節と同様にして、棄の縦と横より求めた。通

気区に対してそれぞれ 10%、12%および 19%増 気量の増加にともない葉面積が増加する傾向は、通

加し、通気量の増加にともない生育促進が顕著になっ 気処理開始後6日目にすでに見られた。そして日数

た。植物体各部分について見ると、通気処理区の根の増 の経過にともない、各通気処理区と無通気区の差は

加が著しく、無通気区に対する 2 t /min区および 除々に大きくなっていった。

1 t /min区の根の増加率は、それぞれ47%および31 3 -2 土壌への通気量とサツマイモの生育

%であった。葉面積では、各通気処理区が無通気区 (1）実験方法

に対してそれぞれ 14～15%増加し、また草丈では サツマイモを園場の畝で栽培し、その栽培畝中へ

8～10%増加した。 の通気量を変えて生育を調べた。苗は展開葉 7枚の

実験2の結果（表 3-9）でも実験 1と同様、通 付いた長さ約 30cmの健全な枝を用い、 50cm間隔

気量の増加にともない生育は促進された。全乾物重 に斜め挿しした。通気処理区として、畝長さ lm

については、無通気区に対する 0.3t /min区、 1 あたりの通気量を 1.25t /minとした区および 2.5

t /min区および 2 t /min区の増加率はそれぞれ t /minとした区を設け、対照区として強制通気を

8%、10%および 16%となった。また 2 t /min 行わない無通気区を設けた。栽培畝は図 3-1に示

表3-8 根圏への通気量とキュウリの生育との関係（実験 1) 

通気量 葉面積草 丈 乾物重（ g) 

U'/min) ( c~ ） (c皿） 葉 茎および
根 地上部全 体葉 柄

。 1588 84.0 3. 93 2.53 1.34 6.46 7.80 
（無通気） (100〕 (100) (JOO) (100) (100) (100) (I 00) 

0.3 
1826 90. 5 4.28 2.84 1.44 7.12 8.56 
( 115〕 (108) (109) (112) 〔107) ( 110) (110) 

1.0 
1817 92.8 4.22 2.81 I. 75 7.02 8. 77 
(114) (110) (107) (111) ( 131) (I 09) (112) 

2.0 
1806 90.5 4. 36 2. 97 I. 97 7.33 9. 30 
(114) (108) ( 111) ( 11 7) (147) ( 113) 〔119)

L.S.D 
294 7.5 0.85 0.54 1.38 1.38 (0.05) 

通気処理期間（ 1981年7月23日～B月14日）、各区4個体の平均値である。
（）内は無通気区を100とした場合の各区の比率を示す。

表3-9 根圏への通気量とキュウリの生育との関係（実験2)

通気量葉面積草 丈 乾物重（ g) 

(£/min) 〔 c~ ） (c皿） 葉 茎および
栂 地上部全 体葉 柄

。 867 32. 7 2. 99 1.25 0.80 4. 23 5.03 
（無通気） (100〕 (JOO) (100) (I 00) (I 00〕 (100) (100) 

0.3 
934 34.0 3.17 I. 39 0.87 4.56 5.43 

(108) (I 04) (106) ( 111〕 (109) (108) (108) 

1.0 
1011 34.8 3. 30 1.41 0.84 4. 71 5.55 
( 117) (106〕 ( 110) (113〕 ( 105) (111〕 ( 110〕

2.0 993 33. 6 3.36 I. 43 I. 05 4. 79 5.84 
(115) (103) ( 112) ( 114〕 ( 131) (113) 〔116)

L.S.D. 
91 3.1 0.37 0.21 0.20 0. 5 7 0. 69 (0.05) 

通気処理期間（ 1981年JO月1日～19日）、各区6個体の平均値である。
（）内は無通気区を 100とした場合の各区の比率を示す。

(30) 



1987] KIT A YA: Studies on the Control of Gaseous Environment in the Rhizosphere 169 

2000 

1500 
主

梅

田 1000

1桜

通 気 量

点~（ι
0.3 
無通気

Jγ／ 

500』

。
0 5 10 15 20 

通気処理開始後の日数

図3-12 通気処理開始後のキュウリ葉面積の変化

したものと同様であり、 2本の畝を 1組として、光

条件を均一にするために各畝の半分に通気処理区、

さ20cmの位置に通気用パイプが埋設されている

ため、深くなるほど co，濃度は低下した。 2.5e I 

min区と無通気区の地表面付近の co，濃度は、と

もに約 0.35%と等しいが、塊根の多くが形成され

る深さ 15cm付近ではそれぞれ 0.15%および 1.05

%となり、無通気区の co，濃度は 2.5e /min区の

約7倍であった。

1. 2 

1.0ト

！：：［ノ；ヘ
＼ 

0 1. 25 UI /min）・

0.2ト 企 o－ーーー。，，－0

" ＂圃圃困ーー＿，，.

2.5 (fl/min) 。
9/3 9/25 10/4 10/ll 

月／日

残りの半分に無通気区を設定した。 図3 13 栽培畝内への通気量と土壌中 CO，濃度

栽培期聞は 1984年の 8月4日から 10月 12日ま 各値は深さ 5-20cmの平均値であり、図中の

での 69日間であり、通気処理は植え付け後2週間 数字は畝長さ lmあたりの通気量を示す。

目に開始した。通気処理後の潅水は、地上部のしお

れが見られた時に行った。

(2）結果および考察

図3-13に各区の土壌中 CO，濃度の経時変化を

示す。各値は畝中央の深さ 5、10、15および 20cm

のco，濃度の平均値である。無通気区の co，濃度

は0.4%から 1.0%の範囲で大きく変化しているが、

1.25 e /min区のおよび2.5e /min区の co，濃度

はほぼ一定を維持している。各測定値を平均すると、

無通気区、 1.25e /min区および 2.5l /min区の

順にそれぞれ o.Go%、 0.26%および 0.20%とな

り、無通気区の co，濃度は通気処理区の約 2.5倍

になった。なお無通気区の co，濃度の変動に関し

て、 9月3日から 9月25日までの co，濃度の上昇

は根量の増加によるものと考えられ、 9月 25日以

後の co，濃度低下は、地温の低下によるものと考

えられる。

図3-14は、各区の畝中央における土壊中 co,
濃度垂直分布の一例として、 9月5日の測定値を示

す。無通気区では地表面から深くなるほど CO，濃

度の増加する傾向が見られるが、通気処理区では深

(31) 
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図3-14 通気量の異なるサツマイモ栽培畝内の CO,

濃度分布 (1984年9月25日に測定）

このような根圏ガス環境下でのサツマイモの生育

結果を表.3-10に示す。調査個体数は無通気区、 1.25

t /min区および 2.5l /min区の順に 31、15およ

び16個体であった。塊根収量については、 1.25t I 
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min区および 2.5t /min区の塊根生重が、無通気 栽培期聞は 1982年6月30日から 9月2日までの

区に対してそれぞれ 18%および 24%の増加となり、 64日間であり、通気処理は挿苗後 17日自に開始し

乾物重ではさらに 19%および 26%の増加となった。 た。施肥のためにあらかじめ培地には、複合肥料

また 2.5t /min区の地上部生重は無通気区に対し （アンモニア性窒素 8.0%、可溶性リー γ酸8.0%、

て 26%多くなった。 水溶性カリ 8.0%) 500 gを混合しておいた。潅水

以上のように栽培土壌中への通気量を増加させる は植え付け後 16日目までは毎日行い、それ以後は

ことにより、サツマイモの塊根収量が増加した。ま 2日毎に行った。 1栽培箱あたり 1回の潅水量は 10

た畝の長さ lmあたり毎分 1.25£/min通気する tであった。

だけでも、 2割の増収効果が得られることがわかっ (2）結果および考察

た。 図3-15に、無通気区と連続通気区の土壌中 co.
濃度の経時変化を示す。各値は、午前 10時（潅水

表3-10 栽培土壌中への通気量とサツマイモの生育 前）に測定した深さ 5、10、15および 20cmの平

(g/plant) 均値である。無通気区の co.濃度は、通気処理関

通気量 地上部生重 塊 根 生 重 塊根乾物重

対照（無通気）
584.2 249.2 68. l 
( 1 00) (100) (100〕

1.25£/min 600.9 297.4 81.0 
( 103) (118) ( 11 9) 

2.5£/min 735.6 309. 9 85.8 
〔126) (124) (126) 

（）内は対照区を 100とした場合の各区の比率を示す。
供試個体数対照区： 31、1.25£/min区： 15、2.5£/min区： 16
耕苦期間（ 1984年8月3日～10月14日） 通気開始 8月17日

3 -3 土壌中への通気時間間隔とサツマイモの

生育

(1）実験方法

サツマイモの栽培はビニールハウス内において、

栽培箱を用いて行った。ビニールハウスは南北棟で

妻面および側面は開放されていた。栽培箱は合板製

で、長さ 90cm、幅 90cmおよび深さ 35cmであっ

た。培地には、壌土 140fと鹿沼士 10fの混合土

壌を用いた。苗は 1箱あたり 30本ずつ直立挿しで

植え付けた。ここではサツマイモの塊根肥大に対す

る通気の効果を調べることが目的であるので、地上

部の繁茂を抑制するため、挿苗後 14日目に展開葉

10枚を残して生長点を除去した。

通気にはエアーポγプを用い、培地底部から根圏

に通気した。通気空気はあらかじめ水中を通して水

蒸気飽和とし、通気量は 1栽培箱あたり 10t /min 

とした。処理区として連続的に通気した区（連続通

気区）、タイマーを用いて4時間毎に 15分間通気

した区（ 4時間毎通気区）および 24時間毎に通気

した区（24時間毎通気区）を設け、対照区として

強制通気を行わない無通気区を設けた。

(32) 

始後 12日固まで 1%以上であったが、その後急激

に低下して、 23日目以後は 0.3～0.4%となった。

一方連続通気区では、常に 0.1%の低濃度を維持し

た。無通気区における co.濃度の変動は、土壌微

生物の呼吸による co.発生量の変化に起因すると

考えられる。すなわちここで用いた壌土は闘場から

採取したので、有機物が微生物により分解される過

程でco.が多く発生したが、その後有機物含量の

減少にともない co.発生量が低下したものと思わ

れる。

l. 5 

i：「＼~.－~~· 
0 10 20 30 40 50 

通気処理開始後の日数

図3-15 通気処理開始後の土壌中co.濃度の経時変化

各値は、深さ 5cmから 20cmまでの平均値で

ある。

図3-16に各区の土壌中 co.濃度目変化の一例

として、通気処理開始後 12日目の測定値を示す。

各値は深さ 5、10および 15cmにおける co.濃度

の平均値である。無通気区の co.濃度は、 11時の

潅水により、 1.1%から 1.6%まで0.5%増加した

が、その後除々に低下して、翌日の10時には 1.0
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び地上部乾物重の差異は明確でない。しかし塊根に

ついては各区の差異が著しく、無通気区に対する各

通気処理区の塊根乾物重の増加率は、 24時間毎通

気区、 4時間毎通気区および連続通気区の順にそれ

ぞれ 24%、27%および 40%となった。

以上のように通気時間間隔を短くして土壌中co.
濃度を低くするほど、サツマイモの塊根収量は多く

なった。また 1日1回 15分間の通気によってもサ

ツマイモの生育促進に効果のあることがわかった。

KITA YA: Studies on the Control of Gaseous Environment in the Rhizosphere 

%となった。一方 24時間毎通気区では 10時に 15

分間通気を行ったため、潅水による co.濃度の増

加は 0.15%に留まった。 4時間毎通気区では、通

気後の co.濃度低下が顕著に見られた。連続通気

区ではco.濃度の日変化はほとんど認められなかっ

た。 1日の co.濃度の平均は無通気区、 24時間毎

通気区、 4時間毎通気区および連続通気区の順にそ

れぞれ 1.2%、0.8%、0.5%および 0.1%となり、

通気時間間隔が短くなるほど土壌中 co.濃度は低

くなった。

1987] 

根圏の o.濃度が 21%近くであり、大気中の値

とほぼ等しい場合でも、 co.濃度が数千 ppmにな

ると作物の生育が阻害される。一般の栽培土壌中で

はほとんど常に数千 ppm以上になっており、特に

有機物含有量の多い場合、さらに土壌水分含量の多

い場合には co.濃度は著しく高くなる。また最近

プラスチックフィルムで地表面を覆うマルチγグ栽

培が広く行われているが、このような土壌中のco.
濃度は、深さ 20cmで 5%にも達する場合があり 18）、

生育に対する影響は無視できない。

根圏の co.が作物の生育を抑制する機構は、以

下のようであろう。すなわち、まず根圏の co.に

より根の呼吸が抑制され、吸水機能が低下する。そ

のため植物体内の水分が減少し、葉のガス拡散抵抗

値が増大する。このガス拡散抵抗値の増大は、主に

気孔の閉鎖によるものと考えられる。抵抗値の増大

にともなって葉内への co，の取りこみが制限され、

光合成速度が低下し、物質生産量の減少が生育を抑

制する。また単位面積あたりの光合成量の減少に加

えて、業の展開速度も遅くなり葉面積の増加が抑え

られるため、植物体全体の光合成量の減少が顕著に

なり、生育への影響はますます大きくなる。

このように、根圏の co.が作物の生育を抑制す

ることから、栽培土壌中の co，濃度を低く維持で

きるならば、生育は促進され、収量は増加する。本

研究では土壌中 co.濃度を低下させる方法として、

エアーコソプレッサーを用いて土壌中に大気を強制

的に送りこみ、土壌空気を交換した結果、増収効果

が得られた。従来から土壌の通気性を良くする方法

として、団粒構造土壌を用いたり、畝立て栽培が行

われたりしており、また最近では温室でのメロ γ栽

培などで、金網のベッドに土壌を入れてガスの拡散

論結
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24時間毎通気 一・ーーー・、、～
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培地内co，濃度の日変化

各値は、深さ 5cmから 15cmまでの平均値で

ある。潅水は 11時に行った。

図3-16 

このような根圏ガス環境下でのサツマイモの生育

を表 3-11に示す。塊根については 30個体の平均

値、地上部については中央 10個体の平均値を用い

て、栽培面積 1m2あたりに換算した。サツマイモ

は生長点が除去されているため、各区の葉面積およ

根箇への通気時間間隔とサツマイモの生育

( 1 m＇あたり）

表3-11 

葉面積
( c~ 〕

無
5940 
(100〕

5000 
( 84) 

6200 
(104) 

6260 
(105) 

地上部乾物重
( g ) 

664 
( 100) 

616 
( 93〕

732 
( 110) 

724 
(109) 

塊根乾物重
( g〕

676 
(100) 

836 
( 124) 

860 
(127) 

948 
( 140) 

気

2 4時間毎通気

4時間毎通気

理

通

処

連 続 通 気

(33) 

栽培期間（ 1982年6月30日～9月2日）、通気開始 7月17日
（〕内の数字は、無通気区を 100とした場合の通気区の比率を示す。
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面を広くすることが行われている。しかしいずれの 土壌中の co.濃度を比較的低い値に維持しなけれ

場合も土壌空際が水で満たされた時には、ガス拡散 ばならない。また日射量の少ない時には光合成量も

係数が低下して通気性が悪化することから、潅水量 少ないので、 co.濃度をそれほど低下させる必要

や潅水方法が問題となる。それに対して本研究で検 はないかもしれない。特に夜間は光合成が行われな

討した土壌空気交換方式では、土壌中に通気してお いので、慢性的な根の機能障害の生じない程度のco.
れば濯水後の co.濃度の変動がほとんど見られな 濃度に設定する。場合によっては、夜間の強制通気

いので、複雑な潅水技術を必要としない。 はまったく行う必要がないかもしれない。このよう

またこの根圏ガス環境調節法は、有機物含有量の に、どの程度まで co.濃度を低下させなければな

多い土壌やマルチソグされた土壌で効果が大きいと らないのかを知るため、さまさまな環境の下での根

考えられる。前述のように有機物の施用や土壌表面 圏co.濃度と生育との関係を求める必要がある。

のマルチングは、土壌中 co.濃度を増加させるた また作物の種によって、根圏の co.に対して感受

め、根圏ガス環境の観点から見ると生育の抑制をも 性の高いものや低いものがあり、同じ種でも生育段

たらす。しかし有機物施用には、養分維持や土壌の 階によってその感受性が異なることも考えられるの

膨軟化などの効果があり、またマルチγグには、地 で、各種作物について各生育段階ごとに、根圏のco.
温の上昇、水分保持および団粒構造の維持などの効 に対する生育反応を調べることも今後の課題といえ

果があるので、栽培上の意義が大きい。このような よう。

ことから、有機物を施用した土壌やマルチングした

畝に強制通気を行い、根圏ガス環境を改善すること

により、生育がいっそう促進されることが期待でき

ょう。

実際の栽培にこの土壌空気交換方法を採り入れる

ためには、通気量や通気時間が問題となる。本研究

の結果では通気量が多いほど、また通気時聞が長い

ほど土壌中 co.濃度は低下し、生育促進効果が著

しくなった。しかしサツマイモの塊根収量を 2割増

加させるためには、連続通気の場合には畝の長さ 1

mあたり 1£/minの通気量で十分であり、また間

欠通気の場合には土壌面 1m2あたり 12£/minの

通気を 1日1回 15分間行うだけで十分であった。

今後この方法を実用的な栽培技術とするためには、

通気に要するエネルギー量に対する収量の増加率を

考慮、して検討する必要があるが、以上のことから、

実用化の可能性は十分にあると考えられる。

本方式を実用化するための一試案として、 co.
分析計とエアーコンプレッサーを組合わせたシステ

ムが考えられる。このシステムでは、栽培土壌中の

co.濃度を co.分析計を用いて測定し、ある一定

濃度以上になった時にエアーコンプレッサーが作動

して、土壌中に空気を送り co.濃度を低下させる。

この場合、通気を開始する時の co.濃度の設定値

は、時刻や季節によって変化させる必要があろう。

例えば冬期の午前中は地温が低いため、作物の光合

成や生育に対する根圏の co.の影響が大きいので、

(34) 
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