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Abstract 

百ieeffect of plant density on the growth of a plant population is governed by a rule, which 

is called the law of constant final yiled.百ielaw is attributed to factor of competion for the 

light and nuturiment water among the individual plants within the population, and a number 

of studies which investigates the density effect in related to the light environment have been 

reported. However, researches designed to examine the density effect in connection with 

photosynthesis within a plant population and C02 influences in a large measure the production 

of dry matter are yet to comeout. In trying to elucidate the mechanism of density effect, thereby 

further clarifying the significance of planting density in the production of crops, it is a highly 

important proposition to explain the influence of C02 concentration on the density effect. 

From the above point of view, the present project, employing the cultivation of leaf vegatavles 

in which the quantity of photosynthate directly affects their yield, aims at making it clear 

that C02 acts, as a principal agent, upon the density effect in the production of dry matter 

in crops. The process of experiment is summarized as follow. 

1 First of all swiss chard and chinese mustard were cultivated at varied densities under 

natural field conditions in order to examine how these d巴nsitiesaffect the output of dry 

matter. It turned out that the dry weight per unit area obtained in either crop came out constant 

regardl日ssof different densities, which proved that the law of constant final yield applies to 

both crops. 

2 In oder to determine how C02 treatments affect the effect of dense planting which is 

suppor吋 toincrease the dry matter output of crops, before they reach the stage of final yield , 

spinach and garland chrysanthemum were grown by soil-cultivated inside polyvinyl houses. 

古ieresult confirmed that, whereas the increase in dry weight per unit area of the dense planting 

veg巴tablesmay remain slight at the C02 concentr叫 ionof the atmospere, it rises up markedly 

when the concentration is raised to 3000 ppm. 

3 Spinach was cultivated by a water culture method to prevent the nutriment water factor's 

interf erenc哩inorder to investigate the influence C02 treatment have on the relationship between 

the planting density and dry matter yield. The experiment indicated that the increases in dry 
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matter per unit area brought about by increasing the planting density recorded remarkable 

rises according as the C02 concentration went up to 1100～1300 ppm, with the level of final 

yield also rising in consequenc泡．

4 The influence of C02 concentration exerted on the density effect in dry matter production 

of a plant population was studied in detail with gravel-cultured swiss chard. The experiment 

cleary showed that as the C02 concentration is raised increasingly to 700, 1500 and up to 6000 

ppm, dry weight increases per unit area originally caused by the raised planting density become 

the more cnspicuous, and that the planting density which is to attain the level of final yield 

correspondingly rises, with the level of final yield itself uplifted. These effects are considered 

to be due to the increase in LAI and the increase in the quantity of dry matter output per LAL 

both brought about in response to the rise in the C02 concentr叫 ionapplied, and furthermore, 

the latter increase is thought to have come from an increase in dry matter output which 

corresponds to the absorptivity of solar radiation of the plant population. The increase in 

the quantity of dry matter production under a constant absoptivity of solar radiation was 

also substantiated by the fact that the leaf area ratio dwindled with the increase of C02 

concentra t10ns. 

5 In oder to confirm the importance of C02 in completion facter of the density effect, 

an investigation was conducted to determinen the distribution of C02 concentrations within 

a population of water-cultuerd swiss chard. The experiment reveales that the more density 

the plants are planted, the more advanced is their growth, the higher light intensity they are 

under and the slower the air moves, the lower is the concentration of C02 inside the plant 

population, and the decline in the C02 concentration is particularly greater at the lower level 

of the populated plants. 

6 From the results mentioned above, it is concluded that C02 dose play a major role in 

reference to the density effect in the production of dry matter within a population of crops, 

and that one of the main factors which brings about the law of constant final yield is the 

diffusion of C02 within a plant population. 
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緒 言

作物生産における栽植密度は作物個体の生長並び

に個体群の乾物生産量に著しい影響を及ぼす。吉良

ら聞は個体の生長並びに個体群の乾物生産量と栽植

密度との聞の密度効果を数量的に解析して，一定の

法則性を認め， 「最終収量一定の法則」とよんだ。

作物個体群における乾物生産量は栽植密度が高く

なるに従って増加するが，或る程度以上の密度では

一定値となる。さらに個体群が生長を継続しうる環

境条件では，個体群の乾物生産量は遂には栽植密度

F にか Lわらず一定になる。このように最終収量が一

定となるには，土壌中の水分および養分，或るいは

日射が乾物生産の制限因子になっているとされてい

る。

「最終収量一定の法則」の成立機構については種々

検討されており， Monsi& Saeki3•l，武田ら 43.叫，

村田30.31）は乾物生産の立場から次のことを明らかに

している。即ち，栽植密度を高めて密植となると，

葉面積が増大して過繁茂状態となり，個体への光配

分量が減少して個体の光合成量が減じ，個体乾物生

産量が減少する。その結果，個体群の単位面積当り

乾物生産量は，栽植密度をそれ以上高めても増大し

なくなる。

この様に，従来の乾物生産に関する研究は主とし

て光環境を中心として行われてきた。乾物生産の基

礎である光合成に光が不可欠であることは言うまで

もないが，基質としての co，も光合成を左右する

主要因である。光合成速度や乾物生産と co，濃度

との関係については多くの研究が行われており，そ

の主なものには橋田へ浜田7），武田41.42），村田ら凪30),

Gaastra円藤井ら3ベ 内 嶋46・47），今津ら14・15・16.17),

矢吹ら52），戸苅ら45），織閏39），宮地ら27），などがあ

る。また，園芸作物の施設栽培においては， CO，施

用が実用化されている。

このように，個体および個体群の光合成量ならび

に乾物生産に co，は主要な役割を担っているので，

個体群の乾物生産における密度効果においても co,
が重要な要因として作用し， 「最終収量一定の法則J

の成立要因の一つになっていると考えられる。しか

しその成立機構を CO，との関連から検討した研

究は全く報告されていない。

葉菜は光合成生産物の大小が収量に直接つながる

(1) 

作物であるので，作物個体群の乾物生産における密

度効果に及ぼす co，濃度の影響を検討するのに適

した作物である。本研究では，上記の観点から葉菜

を用いて作物生産における密度効果を個体群内のco,
拡散の視点から検討しその結果から「最終収量一

定の法則」の成立機構におけるco，の重要性を明

らかにしTこ。

まず闇場におけるフダンソウ，大阪シロナの生育

並びに乾物生産に及ぼす栽植密度の影響を検討した

（第 1章）。次に乾物生産に及ぼす栽植密度と co,
処理の影響について， a）ホウレγソウ，シュンギ

クを用いて，間引きによる栽植密度の粗密およびco,
処理と乾物生産の関係を明らかにしさらに， b)

フダソソウ，を用いて co，処理と種々の栽植密度

における乾物生産との関係を検討した（第2章）。

次にフダソソウを用いて，高 co，濃度が栽植密度

と乾物生産との関係に及ぼす影響を葉面積，日射透

過率などとの関連において検討し（第3章），種々

の栽植密度のフダγソウ個体群内における co，濃

度，光強度の垂直分布の実態を生育段階，光強度，

風速を異にした条件下で調査した（第4章）。さら

に，各章の結果から作物個体群の乾物生産における

密度効果に及ぼす co，濃度の影響について考察を

行った。

なお本論文は，筆者が昭和 60年 12月に大阪府立

大学農学部に提出した学位請求論文の大要である。

第1章圃場における乾物生産に及ぼす栽

植密度の影響

作物個体群における単位面積当りの乾物生産量は，

栽植密度の高まりに伴い，ある程度までは直線的に

増加するが，密度がさらに高まるとその増加割合は

減少して，遂には栽植密度にか Lわらず一定値を示

す。栽植密度の差異は群内の日射透過率や通気に影

響し，日射，温度， CO，濃度などの群内環境をも変

化させ，その結果，栽植密度が増加しても乾物生産

量は増加しなくなると思われる。

本章では，光合成産物の大小が収量に直接つなが

る葉菜のうち，フダンソウ，大阪シロナを用い，自

然環境下の圃場において栽植密度と個体群の生長，

葉面積及び乾物重との関係を調査して，葉菜の乾物

生産における密度効果について検討を行った。
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1 実験材料及び方法

供試材料はフダγソウ （Betavulgris L.var.fl，飢梧!Cens

De.) ‘丸葉フダソソウ’及び大阪シロナ （Brassica

Campestris L.) ‘中生大阪しろな’を用いた。フ

ダソソウは 1985年 4月20日に播種し， 5月21日

に大阪府立大学附属農場の圃場に定植した。また大

阪シロナは同園場において， 5月21日に播種し，

2週間に2回間引きを行った。 1区の面積は両作物

とも lm×lmの 1m2とし，栽植密度は 1m2当り

49, 121, 324, 506個体の4段階としたが，周辺株

及び自然間引きによって生じた欠株を除いて 1m2

に換算したものを最終栽植密度とした。栽培期間中

の管理は両作物とも同様な方法で行った。施肥は IB

化成肥料（N-16, P-10, K-14%）を 6月 11日に

各区 50gずつ条聞に施肥した。また生育調査は 7

月5日に行った。

表 1-1 個体の生長に及ぼす栽植密度の影響
（フダンソウ）

最終栽植密度｜最大葉長葉 数地上部葉面積
区分 ！ 〔個体：／rn') I （岨） 新鮮重（g) （叩D
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2 実験結果

フダγソウの生長量調査の結果は表 1-1に示し

た。フダンソウの個体生長量を見ると，最大葉長，

葉数，新鮮重，葉面積はともに栽植密度が高くなるに

500 

乾 400

物 300

重
200 

% 
..,y 100 

0 
0 100 200 300 400 500 

栽植密 度（ 個体 ；／nO

図1-1 単位面積当り乾物重に及ぼす栽植密度の影響
（フダンソウ）
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図1-2 葉面積指数IC及ぼす栽植密度の影響
（フダンソウ〉
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図 1-3 葉面積比lζ及ぼす栽植密度の影響
（フダンソウ）
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図1-4 栽植密度を変えた場合の葉面積指数と
単位面積当り乾物重との関係

（フダンソウ）

(2) 
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従い減少し，栽植密度の最も高い区は最も低い区に

比べて新鮮重は 1/7，葉面積は 1/10であった。

各栽植密度における単位面積当り乾物重を図 1-

1に示した。単位面積当り乾物重は，いずれの栽植

密度においても概ね一定であった。葉面積示数

(LAI) （図 1-2）も栽植密度にか Lわらず一定

であった。また単位面積当りの葉面積を乾物重で割っ

た葉面積比 CLAR) （図 1-3）は，栽植密度の

低い区がやι高い値であったがほ父一定であった。

LAIと乾物重との関係は図 1 4に示したように栽

植密度にか Lわらずほぽ一定値にあった。

次に大阪シロナの個体の生長量は表 1-2に示し

た。前記フダンソウと同様に，最大葉長，葉数，地

上部新鮮重，葉面積はいずれも栽植密度の高い区程減

少を示した。地上部新鮮重及び葉面積はとくに著し

く減少し，栽植密度が 49 個体／m•から 490 個体／

m•へ 10 倍になると約 1 /10となった。このよう

に個体の生長は栽植密度によって著しく異なった。

一方，大阪シロナの単位面積当り乾物重は，図 1-5

に示したように，フダソソウと同様に栽植密度の粗

密にか Lわらず一定値を示した。 LAIも図 1 6に

見られるように乾物重と同様の結果であった。葉面

積比は図 1-7で見るようにフダンソウと同様，栽

植密度の粗密にかLわらず一定値にあった。しかし

大阪シロナはフダソソウよりや L低い値を示した。

乾物重と LAIとの関係は図 1-8に示すように栽

植密度にか Lわらずほ X一定値であった。

表1-2 個体の生長に及ぼす栽植密度の影響（大阪シロ

ナ）

最終栽箱密度｜最大葉長業 数地上部葉面積
区分 ｜ 

（個体：／m勺 ｜ （叩） 新鮮重（9) (cnD 

2 

49 35.6 11.7 112.1 869.9 

31.3 7.9 53.4 368.3 

27.8 7.4 22.8 135.l 

23.3 6.2 11.0 85.0 4 
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図1ー5.単位面積当り乾物重IC:及ぼす栽績密度の影響
（大阪シロナ）
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図1-6 葉面積指数に及ぼす栽植密度の影響
（大阪シロナ）
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図1-7 葉面積比に及ぼす栽植密度の影響
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図1-8 栽植密度を変えた場合の葉面積指数と
単位面積当り乾物重との関係

（大阪シロナ）

(3) 
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2）個体の生長における密度効果

最終収量一定の法則が成立する場合は，栽植密度

と個体の乾物重の聞には理論上，次の関係式が成立

する。

(J) p＝曲 ρ

正也 乙
剖’－p

ただし， ρ，p は，栽植密度， ω，ω’は個体の

乾物重である。上式は栽植密度と個体の乾物重との

聞に，逆比例の相闘があることを示している。本実

験においても，フダンソウ，大阪シロナともにこの

関係にあることは図 1 9が示すとおりである。

Bull. Univ. Osaka Pref., Ser. B 
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以上本章では，フダンソウ，及び大阪シロナの個

体群における乾物生産量は栽植密度にか与わらずほ

ぼ一定であることを明らかにした。このことは「最

終収量一定の法則」が供試歳菜の乾物生産において

も成立することを示している。

乾物生産に及ぼす栽植密度と C02

処理の影響

第2章

第 1章では作物個体群の乾物生産における栽植密

度の影響をフダγソウおよび大阪シロナについて検

討した。その結果，個体群における乾物生産量は栽

植密度にかムわらず一定であることが明らかになっ

た。すなわち，単位面積当りの乾物重及び LAIは

栽植密度にか Lわらず一定であり，従って LAIと

(4) 

3 考察

本章では自然、大気下における葉菜の乾物生産にお

いて，吉良ら仏間の言う密度効果に関する最終収量

一定の法則が成立するか否かの検討を行った。その

結果，供試葉菜においてもこの法則が成立すること

を認めたので，個体の生長及び個体群の乾物生産に

おける密度効果について以下に考察を行う。

1 ）個体群の乾物生産における密度効果

供試材料としてフダソソウ，大阪シロナを用いた

が，両作物とも単位面積当り乾物重は，栽植密度に

かLわらずほX一定であった（図 1-1, 1-5）。

この結果は明らかに吉良のいう最終収量一定の法則

に従うもので，本法則が葉菜についても成立するこ

とを示すものである。密度効果に関する最終収量一

定の法則は多くの植物でも認められており，種々の

植物で吉良ら＂＇ l, 今井ら 11，山3），イネで山田so，武

田4ベ トウモロコシで秋山は），牧草で村田 28,34,35)

の報告がある。個体群の乾物生産においてこのよう

な法則が成立するのは，個体群に属する個体の生育

が栽植密度の増大に伴って抑制されることに基づい

ており，個体の生育が抑制される主たる機作として

個体聞の養水分競合説，あるいは光合成に関わる光

入射エネルギーの利用限界説などがあげられる。後

者の光利用限界説を支持するものとして，栽植密度

の増大に伴って LAIが一定化するという報告も多

い。すなわち， LAIの増大によって葉の相互遮蔽が

激化しその結果，下層葉の枯死と新葉形成速度の

低下が起きて，その環境条件下で一定の葉面積とな

り，このことが乾物生産の一定化と密接に関係する

というものである。これに関してはIwaki引はソパ

で，神田山9）はイネで， Hiroiand Monsi8lはヒマワ

リで報告している。本実験においても，フダγソウ，

大阪シロナともに LAIが栽槌密度にか Lわらず，

ほX一定の値を示している（図 1-3, 1-7）。

この結果は密度効果を規定する限定要因を検討する

際， LAIが一つの指標になり得ることを示唆するも

のと思われる。

本実験では葉面積比もほ X一定の値を示したこと

は， LAI及び乾物重が一定であったことから妥当な

結果である。換言すれば，それぞれの栽植密度にお

ける個体の葉面積と乾物重の比が一定であることを

意味するものである。

126 

栽植密度と個体当り乾物重との関係

100 200 300 400 

栽植密度（個依／ni')

フダンソウー一一・ 大阪シロナ 0・…0

図 1-9
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乾物重との関係はほX一定であった。 2条播きとし，播幅は鍬幅（約 13cm）とした。栽

上記のように個体群における乾物生産量が栽植密 植密度は 1区当りホウレγソウでは密植区が 51～60

度を高めても増大しないのは，乾物生産量が環境要 個体，組植区が 23～26個体とし，シュンギクでは

因によって制限された結果であり，限定環境要因と 密植区が 81個体，粗植区が 46～50個体であった。

して光，水分や養分などが挙げられている（武田 1区の面積は 400cm2とし， 3反復した。施肥とし

ら41.42），玖村25,26），村田31.32），松島2円。一方，個 て1月22日に尿素 0.5%液を 80l/100 m2の割合で、

体群の乾物生産量の決定に co.が重要な役割を果 施用し， 2月 13日に硫酸アンモニウム，過燐酸石

Tこしていることが明らかにされている（橋田 7），村 灰J硫酸加里を 1: 1 : 0.5の重量比で 3kg/100 

田32.33J, witterssJ，今津ら 18,19,20），矢吹52,53,54））の m＂の割合になるように条聞に施用した。潅水は発

で， co.が上記の限定要因として個体の乾物生産 芽後 1週間に2～3回行った。 3月5Bに収穫調査

に影響している事が考えられる。 をした。

本章では乾物生産に及ぼす栽植密度と co.処理

の影響を検討した。まずホウレシソウとシュ γギク

を用いて密植の乾物生産増大効果に及ぼす co.処
理の影響を調べ，さらにフダγソウを用いて栽植密

度と乾物生産の関係に及ぼす co.処理の影響を検

討した。

25r r 対照区C02区
0--0・』『・ノー-"(JIノ

D--{コ......バイキング

2or 
最 ｜（ホウレンソウ）

大 15

葉

の影響

第 1節密植の乾物生産増大効果に及ぼすco.処理 長 10

（ 

C皿

栽植密度が比較的低く， しかも個体の生長量も比

較的少ない条件では，栽植密度を高めることによっ

て単位面積当り乾物生産量を増大させることが出来

る。

本節では，上記の密植による乾物生産量の増大効

果に及ぼす co.処理の影響をホウレγソウおよび

シュンギクを用いて，ビニルハウス内の土耕栽培に

よって検討した。

1 実験材料及び方法

供試材料はホウレソソウ （Sfrinaciaoleracea L.) 

ソーベ’とりくイキγグ’の 2品種およびシュ γ

ギク（Chrysanthe開仰cor1倒的umL.) ‘中葉新菊’

を用いた。大阪府立大学附属農場内のピニルハウス

(100 m 2) 2棟を用い，そのうち 1棟は自然大気

の対照区とし，他棟はプロパンガスを 9～16時の

間燃焼させて， co.濃度を自然大気の約 10倍の 3000

ppmに高めて co.区とした。ただし co.濃度の制

御は精確ではなかった。

両作物とも 1965年 12月25日に播種し， 1月18

日に co.処理を開始した。対照区， co.区ともに，

,31.7 

25「対照区 C02区

0-0・－
20 

（：／ュYキヲ）

15 

10 

調査日

。弘 )j5－%＇為μ弘。弘 )j5Yi 3(5 }£5 Js 
調査日

図2一1a ホウレンソウ・シュンギクの生育に及ぼす

C02処理の影響（密植区）
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調査日

その l部は 2月22日に間引きを行って栽植密度を

半分にして，粗植区とし，間引きを行わなかった区 図2-lb ホウレンソウ・シュンギクの生育に及ぼす

を密植区とした。栽培は畝幅 80cm，条間 25cmの co処理の影響（密植区）

(5) 

0 
12, 
1活
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2 実験結果

16「 ホウレンソウ 16 

業 12• 12 

数

。
IJf5 お－%＇ Jr'5為k宅 u弘 品k私為 k完

調 査 日 調査日

1月25日から実験打ち切り日の 3月5日までの

密植区におけるホウレソソウおよびシュ γギクの生

育を図 2-la, bに示した。最大葉長（図 2-1

a）はホウレソソウ 2品種聞に明らかな差があり，

ノーベルはパイキソグより大きかった。また両作物

とも co.処理区は対照区より最大葉長が明らかに

大きく，特にシュンギクでは著しかった。葉数（図

2 -1 b）はco.処理により両作物とも増加したが，

その程度はわずかであった。両作物の乾物重の推移

は図 2-2に示したが co.処理によって著しく増

大した。 図2-2 ホウレンソウ・シュンギクの生育IC:及ぼすC02

次に3月5日（播種後 70日目）における個体の

生長に及ぼす栽植密度並びに co.処理の影響を表

2-1に示した。ホウレソソウ，シュソギクの個体

の新鮮重および乾物重は，組植区では密植区より大き

処理の影響（密植区）

表2-1 個体の生長IC:及ぼす栽植密度ならびにC02処理の影響l（ホウレンソウ、シュンギク）

種類
区 最終栽植密度持最大葉長葉 数新鮮重乾物重

（品種〉 (cm〕 (9) (9) 

ホ 対照区粗植 24 15.9 10.1 5.88 0.575 
ウノ
レl 密 植 51 15.0 9.5 3.92 0.316 

ンベ C02区粗植 24 
ソJレ

21.5 10.7 10.53 0.813 

ウ 密植 54 19.9 10.1 7.73 0.631 

ホノぜ 対照区組植 23 12.5 8.7 5 .13 0.522 
ウイ

密 植 52 11. 6 7.6 3.78 0.337 
レキ
ンーン C02区粗植 26 20.6 9.2 9.22 0.932 
ソグ

密 植 60 20.3 9.1 8.60 0.688 ウ

、ン 対照区粗植 50 17.5 13.6 1.54 0.530 

ユ中 密植 81 15.8 12.3 4.73 0.390 
ン
ギ葉 C02区粗植 46 28.8 15.3 9.03 0.560 

ク 密植 81 21.0 15.1 7.70 0.551 

注） ホ印個体I400 en!を示す。

表2-2 単位面積当り乾物重に及ぼす栽植密度ならび、lζC02処理の影響（ホウレンソウ、シュンギク）

ホウレンソウ シュンギク
C02処理栽植密度 ノーベル バイFキ）不ン指グ

乾物重（9）＊指数乾物重（ 数乾物重（9）＊指数

対 照区組 植 13.8 100 12.0 100 26.5 100 

密 植 15.8 114 17.5 145 31. 6 119 

C02区組 植 19.5 100 26. l 100 22.4 100 

密 植 34.1 175 41.3 158 44.6 199 

注〕 ＊印乾物重は400en!当りを示iす。

(6) 
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くなり，さらにco.区は対照区より著しく大きかっ

た。単位面積当りの乾物重に及ぼす栽植密度ならび

にco.処理の影響は表 2-2に示した。単位面積

当りの乾物重は対照区では密植区が組植区より 14

～45%増大したが， co.区では密植区が粗植区よ

り58～99%も増大した。また， co.区は粗植区，

密植区ともに対照区より著しく増大しその程度は

密植区で顕著であった。

3 考察

前章では乾物生産における密度効果をみるために，

フダソソウ，大阪シロナを用いて，自然大気下にお

ける栽植密度と個体群の乾物生産量，葉面積ならび

に葉面積比との関係を調査し両作物とも密度効果

に関する最終収量一定の法則が認められることを明

らかにした。このような密度効果の生ずる理由につ

いて諸説のあることは前述した通りである。本節で

は個体並びに個体群の乾物生産に対する制限要因と

しての co.の影響をみるため，ホウレソソウ，シュ

γギクを用いて実験を行った。

1 ）個体の乾物生産に及ぼすco.処理の影響

間引きを行わなかった密植区の 10個体当りの乾

物重は，ホウレンソウ，シュンギクともに co.処
理で著しく増大しその増加曲線はホウレソソウで

はほ父 S字曲線を示し対照区も同様のS字幽線を

示した。シュシギクでは生育相の第III期が現れてい

ないが，これは実験終了時期が早かったためで life

cycleとしては完全なS字曲線を画くものと思われ

る（図 2-2）。

このように作物の生育に co.が著しい影響を及

ぼす‘ことは，すでに 100年以前に認められており，

その機構は， 1960年以降疏菜およびイネについて

多くの研究者によって解明されつ Lある（今津

ら14,15,16,17），藤井ら山，今井ら山3），川島20.21＇）。

これらの研究は作物個体についてのものであり，そ

の研究成果は co.処理による増収効果として，実

際栽培においてすでに広く活用されている。

しかしこのような研究にみられる個体乾物重に

おける co.増収機構は栽植密度の高い個体に対し

でも適用できるかどうかについては明らかでなかっ

た。前章において，自然大気下であるが密度効果と

しての最終収量一定の法則が存在し個体群生産と

個体生産の聞に逆比例関係が存在することを明らか

にした。本実験では， co.処理によって葉面積の著

(7) 

しい拡大と共に個体の乾物重が増大したが，さらに

実験を継続すれば過繁茂による個体間相互遮蔽に基

づく個体光合成量の相対的低下が予想され，個体の

乾物重の増加は次第に制限されると思われる。事実，

個体の最終乾物重は表 2-1に示したとおり， co.
処理をしたホウレソソウの密植区は粗植区に比し，

25%前後の減少となっている（自然大気では 35～45

%前後の減少）。シュ γギクはホウレソソウほど減

少をみなかったが，それは調査終了時点での生育段

階で，茎葉が過繁茂の状態に達していなかったため

と考えられる。いづれにしても， co.処理をおこなっ

ても密植区の個体の乾物重は組植区より低下するこ

とは明らかである。

2）個体群の乾物生産に及ぼすco.処理の影響

乾物生産に及ぼすco.処理の影響は個体と個体

群とで趣が著しく異なる。表 2-2は400cm 2当り

の乾物重を示しているが，ホウレシソウ，シュシギ

クともに co.処理したものでは，密植区において

粗植区に比し 58～99%の著しい増大が見られる。

これに対して自然、大気下では 19～45%増にとどまっ

ている。

このように，個体群の乾物生産では co.処理が

収量水準を引き上げることは明らかである。しかし

栽植密度がさらに増大した場合，収量が一定の水準

にとどまるか否かは，本実験の範囲では明らかでは

ない。可能性として，自然大気下で最終収量一定の

法則が存在するように， co.処理を行った場合でも，

そのような密度効果が現れることは十分に考えられ

る。

自然大気下においては密植による乾物重増加率が

co.処理のものより著しく低かったことは乾物重

が最終収量水準に到達しつ Lあること（Plateau

phenomenon）を示していると考えられる。また，

自然大気下では co.区に比して個体の葉数が少な

いにもか Lわらず，収量一定化の傾向が見られたこ

とから，個体群内における co.濃度の低下が考え

られる。すなわち，養，水分が同一であって，光入

射エネルギーが充分存在していても，個体群内への

co.拡散が充分行われない場合，群内の co.濃度

の低下が予想される。従って，乾物生産の限定要因

として，養水分および光条件の他に， co.濃度もま

た重要な役割を果たしていることが推定される。

上記の関係をさらに検討するために，第2節では栽
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植密度を種今に変えてco.処理を行った。

第2節栽植密度と乾物生産の関係に及ぼすco.処
理の影響

第 1節において述べたように，栽植密度を高める

ことによる乾物生産の増大は， co.処理によってさ

らに著しくなった。第 1節の実験では， co.濃度お

よび栽植密度が2段階であり，さらに土耕栽培であっ

たので，物質生産に影響を与える養，水分並びに土

壌呼吸などの条件規制が配慮されていなかった。

本節ではフダンソウを用いて，栽植密度を4段階

とし水耕栽培によって養，水分などの諸条件を規

制し， co.処理を行い，栽植密度と乾物生産との関

係に及ぼす影響を検討した。

＋一一一一一一－ 1,500皿ー一一一一ー→

①②ファン

③ガス拡散用フィノレター

＠培養液槽

⑤外気送入ダクト

① 

＠培養成循環パイプ

⑦C02処酒ドイプ

③定植用パネル

図2-3 生育箱（模式図〉

1 実験材料及び方法

フダンソウ‘丸葉フダγソウ’を図 2-3に示す

ようなガラス室内に設けたビニルフィルム被覆の生

育箱（ 1区が長さ1.5m×幅50cm×高さ 1m）の

中で水耕栽培した。培養液はホーグランド第2液を

用い，毎時 15分間循環させ， 7日毎に新しい培養

液を補充した。生育箱内にダクトを通じて自然大気

を流して対照区とし， co.処理区は液化co.を6～

18時の間に流して， co.濃度を 1100～1200ppmと

しTこ。
フダンソウは 1985年3月8日に播種し 3月30日

に定植し， 4月 13日から co.処理を開始した。そ

の1か月後の 5月 13日に実験を打ち切り，収穫調

査を行った。各区の栽培面積は O.75m2とし，栽植

密度を 44(14.1 cm×14.1 cm) , 102 (9.1 cmx9.1 

cm), 243 (5.5cmx5.5cm), 374 (4.5cmx4.5 

cm）個体とした。ただし栽植密度の高い区では

自然間引き現象と思われる枯死株が多かった。そこ

で各区の周辺株と枯死株を除去し， 1 m，当りに換

算したものを最終栽植密度とした。また，個体の生

長量，乾物重および葉面積は周辺効果を避けるため

周辺部を除去して測定した。また葉面積は自動葉面

積計を用いて測定した。

2 実験結果

フダソソウの個体の生長に及ぼす栽植密度と co.
処理の影響は表2-3に示した。

個体の生長量を見ると，最大葉長は栽植密度が高

くなるにつれて減少を示した。この傾向は葉数，新

鮮重，乾物重および葉面積においても同様であった。

とくに新鮮重，乾物重は対照区， CO，区ともに著し

表2-3 個体の生長1r.及ぼす栽植密度ならびにco~処理の影響（フダンソウ）

処 理
最終栽植密度 最大葉長葉 数新鮮重乾物重葉面積
（個体／m2) （佃） (g) (g) (mi) 

対照区 47 42.9 19.2 123.l 7.54 1230.9 

118 36.4 19.3 59.3 3.57 670.5 

320 28.9 10.8 23.6 1. 79 255.4 

448 28.2 10.7 21.8 1.28 251.0 

C02区 47 44.0 18.4 164.4 12.43 1821. 8 

118 42.0 15.1 82.3 6.24 886.5 

261 39.4 12.3 40.5 3.29 430.2 

364 33.3 9.8 35.6 2.38 349.3 

(8) 



く減少し栽植密度が最も高い区は最も低い区に対

して，対照区は 17%, C02区は 22%にすぎなかっ

た。葉面積においても栽植密度の最も高い区は最も

低い区の 19～20%を示したにすぎなかった。 C02

処理によって，最大葉長，新鮮重，乾物重および葉

面積はどの栽植密度においても対照区に比べ著しく

増大した。しかし葉数では両区の聞に著しい差が

なく，明らかな傾向も認められなかった。

単位面積当りの乾物重に及ぼす栽植密度の影響は

図 2-4に示した。単位面積当りの乾物重は C02

処理によって著しく増大した。対照区では，栽植密

度が高くなるに従い漸増したが， 320個体／m＂以上

ではほど一定となり，最終収量水準に近い値になっ

た。一方 C02区でも，栽植密度が高まるにつれて

乾物重は増大しその程度は対照区よりも大きく，

最終収量水準も高くなった。

LAIに及ぼす栽植密度の影響は図 2-5に示した。 栽植密度（個体Vnf)

対照区， C02区ともに，栽植密度が高くなるに従い 図2ー5 葉面積指数に及ぼす栽植密度ならび1乙C02処

LAIは増加した。 C02区はどの栽植密度においても 理の影響（フダンソウ）
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図2-6 葉面積比lと及ぼす栽植密度ならびにC02処理

の影響（フダンソウ〉

100 200 300 400 500 

栽植密度（個体Vnf)
対照区より高い LAIを示し， C02処理によって葉

面積の増加することが認められた。葉面積比に対す

図2-4 単位面積当り乾物重に及ぼす栽植密度ならびに る栽植密度の影響は，図 2-6に示したように，葉

C02処理の影響（フダンソウ） 面積比は対照区， C02区ともに栽植密度によってあま

(9) 
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図2一7 葉面積指数と単位面積当り乾物重との関係11:
及ぼすC02処理の影響（フダ、ン、ノウ）

り差異を示さなかった。しかし CO，区は対照区よ

り小さく，従って， CO，処理により乾物重当りの葉

面積が小さく，葉が厚くなったことが示された。

LAIと乾物重との関係に及ぼす co，処理の影響

は図 2-7に示した。対照区， CO，区ともに， LAI

が大きくなるにつれて乾物重は増大し， LAIが対照

区では 8以上， co.区では 10以上で乾物重はほ立

一定となった。 LAI値が同じ乾物重は co.区が対

照区より多かった。

3 考 察

前節ではホウレンソウ，シュジギクを用いて，個

体ならびに個体群の乾物生産に及ぼす co.処理の

影響を検討し，個体，個体群のいずれにおいても，

co.処理が乾物重増大に著しい影響を及ぼすことを

明らかにした。また，この増大は個体の生育期前半

における急速な葉面積の拡大に密接に関係している

と推察した。また前節で， co.濃度が密度効果の限

定要因として養，水分や光と共に重要な要因の一つ

であることを推案した。

本節は，これらのことについて明らかにするため，

フダンソウを用い，水耕法によって種々の栽植密度

を設定して実験を行った。

1 ）栽植密度と単位面積当りの乾物生産

図2-4に示す通り，単位面積当りの乾物重は，

栽植密度の高まりに伴い増大し，自然大気下の対照

区も，日中のco.濃度を 1100～1300ppmとしたco.

(10) 

区も，それぞれ約 350個体／m＇以上の栽植密度で

収量は一定化する傾向がみられた。同時に co.に

よる最終収量水準の上昇も明らかに認められた。

前節において， co.処理による個体群乾物生産の

増大効果を明らかにしさらに co.処理した場合

にも乾物生産量が最終的には一定化するであろうこ

とを述べたが，本実験結果はそれらを確認するもの

である。たXし，本実験の場合はCO.l農度が最高 1300

ppmであることと，高密度区においては栽植密度

を増加しても乾物生産量が増大せず一定化すること

に注意しておく必要がある。

本実験において栽植密度の増加による乾物生産の

増大が低密度で認められたのは，吉良ら22.23）のいう

密度効果に関する最終収量一定の法則からすると，

個体の生育段階が最終収量水準に達するよりも前の

生育段階にあったことに基づくと考えられる。

対照区の最終収量水準である約 550g/m2が第 1

章フダンソウの自然大気下での実験結果より大きく

なっているのは，本実験が水耕法によっており，個

体の生育に必要な養，水分の供給が円滑に行われた

ためと思われる。また， C02処理によって各栽植密

度における収量が増大したことは，密度効果におけ

る限定要因として C02は極めて重要であることを

示唆していると思われる。今津ら15.16,17）は C02処理

と無機養分の吸収との関係を調査して， C02処理が

N, P, K, Caなどの吸収量を増大させることを

報告しているが，これは密度効果の限定要因として

C02と養，水分の影響を比較検討する上で興味深

いものである。

前節で C02処理による増収効果は個体の生育後

半における葉面積の拡大によるものと推定したが，

この点に関しては本実験では生育段階別の調査を行

わなかったので、確認することが出来なかった。しか

し実験終了時における LAIはどの栽植密度にお

いても対照区より大きな値を示しており（図2-5) ' 

同ーの LAI値では常に C02区の乾物重が対照区よ

り高いことが認められた（図2-7）。従って，前

節で考察したように C02処理による葉面積の拡大

が増収効果をもたらしたことは明らかである。

一方， C02の増収効果を考える上で興味深いのは

葉面積比の低下である（図 2-6）。対照区および

C02区の葉面積比は栽植密度にか Lわらず，それ

ぞれほX一定で C02区の値は対照区より低かった。
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近し， (B）式のY’は ebに接近する。

YとY’の関係は eミLニコe士の関係にある。

本実験結果から常数対数として理論式を導いたも

のが表2-4であり，それを図示したものが図 2-

8である。

栽植密度と個体及び面積当りの
乾物重との関係

YとY’の函数式

面

積

当

り

乾

物

重

（

F
）

ι 

500 

個

体

当

り

乾

物

重

（

F
）

r＝一0.99

笠皐＋0.37
Y’＝ 10 x 

c 02区

内°＂ ~ 
y = 10-・-- x 

10 

r = 0.96 

5 

100 200 300 400 

栽植密度（個体数／m')

。。

葉の肉厚化は，キウリで藤井a，ベレタスで織田39),

数種の葉根菜で川嶋ら 20,21）が観察しており，この肉

厚化は，葉の光合成機能の向上を裏づけるものであ

る。

これらのことから， co，処理による個体群の乾物

重の増大効果は次の原因によってもたらされるもの

と思われる。 (i）葉面積の拡大が速やかで，かっ

大きいこと。 (ii）葉が肉厚化して光合成機能が高

まること。 (iii) co，自体が光強度と相互補償作用

の関係にあり，弱光下においても光合成速度を高め

ること。

これらの理由のうち最後の光強度と co，の関係

は，密度効果に及ぼす C02の影響を考える上で重

要である。個体群内における co，濃度が何らかの

原因で低下した場合，例えば茎葉繁茂によって CO,

拡散抵抗が著しく増大したような場合，あるいは風

速の低下でco，拡散速度が著しく低下した場合は，

群内の光強度の低下とともに光合成速度は急速に低

下する。このことが個体群の乾物生産を規定する有

力な原因になることは十分に考えられる。本実験で

もco，区の高密度区で乾物重は一定化する傾向が

現れているが，外気の C02濃度が高くても拡散抵

抗の増大で，群内 co，濃度が低下したために乾物

生産が限定されたと考えられる。

2）栽植密度と個体の乾物生産

第 1章の自然大気下におけるフダソソウは最終収

量一定の法則に完全に従い，栽植密度にか Lわらず

乾物生産量は一定であった。このような場合，個体

の乾物重と栽植密度は逆比例する。しかし本実験

のように高密度区で乾物重が一定化するような場合，

栽植密度と個体の乾物重は次のような関係になると

考えられる。すなわち，単位面積当りの乾物重は理

論的には栽植密度の逆数を“ベき”とする対数函数

になる。従って個体の乾物重はその逆函数になる。

37_47 
ニムニヱ・＋ 0.12 

Y’＝ 10プT

r = 0.96 

。。

区

2.裕一!ill.
Y= 10 x 

r＝ー0.94

照対

表2-4

面積当り

個体当り

1,000 

C02区

ーー一・一一
一一－・－－－－

対照区
面積当りーベト一

個体当りー「t:.--

y = e--f .. ・…・・（A)

Y’＝ et-b' ....…・（B)

栽箱密度と面積および個体当り乾物重の関係図2-8

この理論式と実際との適合性は図 2-8に示す通

り，かなりよく適合し相関係数rは0.9以上であ

る。このことから，個体と面積当りの乾物重との聞

には一定の関係があり，栽植密度にか Lわらず最終

(11) 

Y：単位面積当り乾物重

Y’ ：個体当り乾物重

X：栽植密度（｛固体数／m')

a, b, a’， b’ ：常数

e：自然対数の底

Xが増大すれば（A）式のYは限りなく eaに接
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収量が一定となるとき両者は反比例し高密度区に

おいてのみ最終収量が一定となるときは対数の逆相

闘が成立すると考えられる。

以上，本章における結果を総括すると，第 1節に

おいて，個体群の乾物生産に及ぼす co.処理の影

響として，個体の場合と同様，増大効果のあること

を確認し，第 2節において co.が密度効果を規定

する要因となることを推定した。また個体群生産と

個体の物質生産との聞には一定の関係が存在するこ

とを明らかにした。 co.の密度効果に及ぼす影響の

検討については，さらに種々の co.の濃度につい

て実験を行う必要があり，第3章でその結果を述べ

る。

第3章 密度効果に及ぼすC02濃度の

影響

前章では co.処理が乾物生産と栽植密度との関

係に及ぼす影響について，ホウレンソウ，シュンギ

ク，フダンソウを用いて検討した。その結果，密植

による単位面積当り乾物重の増大が co.処理によっ

てさらに著しくなり，最終収量水準も上昇すること

を明らかにした。この実験では co.濃度が 2段階

に限られ， co.濃度が乾物生産に及ぼす影響につい

て詳細な検討ができなかった。このため，本章では

co.処理濃度の範囲を広げ，また個体群内への入

射エネルギー透過率を調査して，密度効果に及ぼす

co.の影響とその機作を検討した。

持一一一一ーーーー一

t) 

図3 1 生 育 箱 （模式図〉

(12) 

1 実験材料及び方法

フダγソウ， ‘小葉フダソソウ’を用い，磯耕ベッ

ト上に高さ lmのポリヱチレγフィルムで、被覆した

ベンチ（1.5m×lm×0.3mのコ γクリート製）で

栽培した（図 3-1）。この生育籍内の co.濃度

の調節は，ガスボソべから送られた一定量のガスを

外気取り入れ口に取り付けたフアγによって空気と

混合し，規定の濃度にした後，生育箱に送る方式に

よった。生育箱の他端に排気口を設け，常に流入量

に等しい量の空気量が排出されるようにした。温度

上昇を抑制するため，生育箱の換気回数を 1時聞に

30回とした。 co.処理時聞は8～16時とした。

このような生育箱を 4基用い， co.濃度として自

然大気（約 300ppm) , 700, 1500, 6000 ppmの

4段階を設けた。それぞれの生育箱内に 1区の面積

を30cm×80 cm=2400 cm•として栽植密度を変え

て，フダソソウを 1965年 6月 10日に約 6cmの苗

を植え付けた。栽植密度は 1区につき 12, 30, 80. 

120個体（ 1m2当り 50, 120, 334. 500個体）の

4段階としたが，高 co.濃度における高密度区で

は，生育調査時の密度は自然間引きによって所定の

密度よりも減少した。 co.処理は 6月 11日から 30

日間行った。培養液はホーグランド第2液を用いた。

日射量の測定は生育調査の前日に行った。測定に

は太陽電池を使用した日射計（小松，ホフマγ社製）

を用い，個体群内の地表面の日射量を測定し草冠

上の日射量に対する割合で日射透過率とした。葉面

積は Leafpuncher法によって測定した。

2 実験結果
500 

乾 400

物

重 300 

乙200

100 200 300 

栽植密

C02濃度
o 300(ppm) 
ロ 700
A 1,500 ・6,000

400 500 600 

度（個体Vnt)

図3-2 単位面積当り乾物重It:及ぼす栽植密度とC02
処理濃度の影響（フダンソウ）
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単位面積当りの乾物重と栽植密度との関係に及ぼ

すco.濃度の影響を図 3-2に示した。単位面積

当りの乾物重は，自然大気区では栽植密度の増加に

伴って約 200個体／m＇までは増大を示したが，そ

れ以上では増大せずほど一定となった。しかし高co.
濃度区，とくに 1500pp区および 6000ppm区にお

いては，栽植密度が高くなるに従って乾物重は増大

しその程度は co.濃度が高い程著しく，本実験

の栽植密度の範闘では乾物重は一定にならなかった。

10 
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図3-3 葉面積指数Ir.及ぼす栽植密度ならびに
C02処理濃度の影響（フダンソウ）

栽植密度と LAIとの関係は図3-3に示した。 LAI

は栽植密度の増加に伴い大きくなり，同一栽植密度

でも co.濃度の高い程大きくなった。例えば LAI

がおよそ 6.5になるのは， 300ppmでは 400個体／

m•であったが， 6000 ppmでは 200個体／m＇で、 300

ppmの約 1/2の密度であった。

葉面積比と栽植密度ならびに co.濃度との関係

は図 3-4に示した。葉面積比は co.濃度が高い

程小さく，また同一 co.濃度では栽植密度による

差異は認められなかった。

生育調査の前日に測定した個体最下層における日

射透過率を図 3-5 に示した。日射透過率はほ~ 200 

個体／m2iでは栽植密度が高くなると急速に小さ

くなり，それ以上の密度では栽植密度に比例してほ父

直線的に小さくなる傾向を示した。 co.濃度の影響

については，栽植密度が 120個体／m2程度までの低

い範囲では透過率は低濃度区ほど大きかった。しか
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図3-4 葉面積比le及ぼす栽植密度ならびに
C02処理濃度の影響（フダンソウ）
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出日射透過率は個体群草冠上における日射量に対
する地表面での割合を示す。

図3-5 種々の栽植密度ならびにC02処理濃度
における日射透過率（フダンソウ）

し 200個体／m2以上ではco.濃度による差は殆ど

認められなかった。

3 考察

前章において， co.濃度を 1100～1300ppmに高

めることによって自然大気の場合に比して，とくに

高密度区における乾物生産量の増大が著しくなり，

その結果，最終収量水準が上昇することを認めた。

その機作として， co.濃度の増加による LAIの増

大，葉面積当り乾物重の増大，ならびに葉面積比の

低下が深く関わるものと推定した。

(13) 
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本章では上記の関係をさらに詳細に検討するため 加曲線は乾物重の場合と酷似しており，各 co.濃

に種々の co.濃度を設けて実験を行うとともに， 度とも栽植密度 120個体／m2付近まで LAIは急激に

個体群内の日射吸収率と乾物生産との関係も検討し 増大し，以後，密度の増大とともに緩やかな曲線を

て，乾物生産における密度効果に及ぼす co.の影 画いて LAI増加率は漸減する。このことから，個

響とその機作を明らかにしようとした。以下 co. 体群における co.の乾物生産増大効果は，一つに

が個体群の乾物生産ならびに密度効果に及ぼす影響 は葉面積の増大によっていることが明らかである

について考察する。 （図 3-3）。 LAIと単位面積当りの乾物重との間

1 ）乾物生産に及ぼす co.濃度の影響 には， r=0.9以上の高い正の相関々係があり（図

単位面積当り乾物生産量に及ぼす co.濃度の影 3 -6），この相関図から co.濃度の増大ととも

響は明らかに認められ， co.濃度の高まるとともに に，一定の LAIにおける乾物生産量の増大するこ

乾物重は増加した。乾物重の増加率は 120個体／m2 とが明らかである。

付近までは各 co.濃度区とも著しく，その後の増 一方，前章で co.処理によって葉面積比の低下

加率は栽植密度の増大とともに漸減の傾向がみられ がみられ，これを co.による個体群内葉における

た（図 3-2）。この傾向は前章のフダγソウにみ 光合成機能の賦活効果と考え，乾物生産増大効果を

られたものと同様である（図 2-4）。 誘起する原因のーっと推定した。本実験においても，

500r 

co~0 p濃m度） 

乾 400ト
0 30 

ロ 700 
.6. 1,500 ・6,000

重

200 
f‘、

私'-' 100 

。。
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葉面積指数

0 y = 36.81 xー20.6 !:::,. y = 43.27 x -15.6 
r = 0.941 r = 0.994** 

口 y= 34.71 x + 9.6 • y = 43.81 x + 12.4 
r = 0.991 ** r = 0.969* 

測定値に変動があるものの， co.濃度の上昇ととも

に葉面積比が低下していることは明らかである（図

3 -4）。従って，単位葉面積における乾物生産量

はco.濃度の上昇によって増大することは確かで

あると考えられ，前章で考察したように co.は個

体群全体としての光合成能力を高めていると判断さ

れる。

従って， co.の増収効果は葉面積の量的増大と単

位葉面積における光合成能力の向上の相乗効果によ

るものと考えられる。

一方，群内の日射量からも興味ある結果が得られ

た。植え付け後 30日目のフダソソウの生育調査の

前日に，群内の日射量を測定し，日射透過率を求め，

この数値の逆数を日射吸収率とした。たxし，草冠

上における日光の反射を無視することにする。この

日射吸収率と栽植密度との相対的関係は，各密度区

の生長に伴う LAIの拡大に対応しているものと考

図3-6 葉面積指数と単位面積当り乾物重ならびに えられるので，この日射吸収率は最終乾物生産量と

C02処理濃度との関係（フダンソウ） 群内日射量との相互関係を考察する際の指標になり

得ると考えられる。そこで，日射吸収率と最終乾物

この co.濃度の増加による乾物生産増大効果の 生産量との相関々係を求めたものが図3ー 7である。

うち，個体の乾物生産については多数の研究報告が 日射吸収率の増加とともに，単位面積当り乾物重も

あり，作物の生理機能的には co.が光合成速度を 増大して，両者の聞に r=O.B以上の高い正の相関々

高めることに基づくとされている。しかし co.と 係が認められた。また一定の日射吸収率でみると，

個体群の乾物生産との関係についての報告はいまま co.濃度の上昇によって乾物重の増大が明らかに認

でに行われていなし、。前章で高 co.濃度化による乾 められた。作物個体の光合成速度に及ぼす co.濃

物生産増大の要因のーっとして LAIの増大をあげ 度と光強度との影響を調査した報告は多く， co.濃

た。本実験では，栽植密度の増大による LAIの増 度の上昇によって光飽和点が高くなることはよく知ら

(14) 
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図3-7 単位面積当りの乾物と日射吸収率
ならびにC02処理濃度との関係

（フダンソウ）

2の通りであるが，自然大気と同じco緯度 300ppm 

区では 200個体／m＂付近以上の栽植密度で乾物重

は一定となり，ほx最終収量の水準に達したと考え

られる。このときの LAIは6.5付近でイネ，テ γ

サイなどとほ X同じ値である。自然大気下における

このような現象は数種の作物について吉良ら22）が，

イネについて武田ら41・42），神田町，山田50）が，数種

の畑作物について村田28）も認めており，この現象は

作物の乾物生産における密度効果である。

図3-2において， C02濃度 700ppm区の乾物

重増加曲線は， 300ppm区に近似した曲線を画い

ており，本実験の栽植密度の範囲では，およそ 350

個体／m2以上および LAIが8付近以上では乾物重

が一定になると思われる。 C02濃度 1500ppm以上

では栽植密度の増大とともに乾物重の増加曲線は上

昇をつ父け，同時に LAIも増大をつ Xけており，

本実験の密度範囲では乾物重が一定になることはな

かった。しかし曲線の軌跡から，密度がさらに増

大すると乾物重は一定になるものと推定される。そ

こで，それぞれの C02濃度と乾物重との関係を対

数函数として，相関を求めると第5章綜合考察にお

ける表5-1，図5-2, 3のようになり， r =0.9 

れている。図3ー 7から，個体群においても同様な 以上の非常に高い正の相闘が得られた。以上の結果

ことが考えられる。従って，個体群の乾物生産に及 は， C02処理は個体群の乾物生産を著しく増大する

ぼす C02の影響として， LAIの増大，つまり茎葉 が，乾物生産は C02濃度によってそれぞれ一定水

繁茂による光の吸収利用効率の上昇と，群内日射量 準に制限されることを示すものであり，それぞれの

の低下を補完する C02の補償作用の 2要因があり， C02濃度に応じて最終収量に達する栽植密度が存

両者によって個体群乾物生産が増大したものと思わ 在すると考えられる。このことは乾物生産を規定す

れる。 co.の補償作用については，例えば弱光下で るLAIの推移からも首肯されるものである（図 3

の光合成速度がco.によって補償されるとする Boysen -3）。

Yensen37Jや， トマトの乾物生産に対する弱光と C02 自然大気下において，密度効果によって最終収量

の関係についての Nilmik38），池田ら 10）などの報告 が一定となる理由として，個体聞の養分競合あるい

があり， co.濃度の上昇とともに光補償作用も増大 は光利用率の低下などが上げられているが，群内の

するとされている。 C02濃度が重要な要因になって収量を制限してい

以上を総括すると，個体群の乾物生産に及ぼす C02 ることが本実験から明らかに推定される。すなわち，

の影響は， co.の光相互補償作用による光合成機能 co.濃度が上昇すれば収量水準が上昇し，収量は明

の向上ならびに葉面積の増大によって，乾物生産の らかにco.濃度に支配されているからである。従っ

増大をもたらしたと考えられ，本実験は前章での考 て自然大気下で密度効果が現れるのは，茎葉繁茂に

察を再確認するものである。従って，個体群物質生 よる群内 C02拡散抵抗の増大からくる co.輸送量

産を規定する要因のーっとして， co.濃度が重要で が低下して，群内 co.濃度が低下することに起因

あると考えられる。 すると推定される。一方， co.濃度を高めてもなお

2）密度効果に及ぼすco.濃度の影響 密度効果が現れるのも，群内 co.濃度の低下が大

栽植密度と単位面積当り乾物重との関係は図3ー きな原因になると考えられる。何故ならば本実験の

(15) 
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にあけた穴（ 1 cm）に，播種後 25日目の百を植え

付けた。

栽植密度を 1m2当り 49, 121, 323, 506個体と

した区を設けるため，植え付け穴の間隔をそれぞれ

14.1 cm, 9.1 cm, 5.5 cm, 4.5 cmとした。

Bull. Univ. Osaka Pref., Ser. B 

測定法：群落内外の co.濃度分布を測定するた

め，供試材料を発泡スチロール板ごと植物育成用風

洞内の水耕ベッド上に移した。植物育成用風洞は図

4 -1に示すような循環型風洞であり，風速，光強

度，気温および湿度を任意に設定できるものである。

測定は植え付け後20日目と 30日目に行った。 co.
測定装置は図 4-2に示した。個体群内外の co.
濃度垂直分布を測定するため，発泡スチロール板か

らの高さが 5' 10, 15, 20および 25cmの各地点

に資料空気の採取口を設けた。各高さの空気採取口

は群落上の風上前縁からの距離 60cmの地点とし

た。各高さにおける co.濃度は高さ 50cmにおけ

るco.濃度との差として，相対値型赤外線co.分
析計（LIA2型，堀場製作所製）を用いて測定した。

また高さ 50cmにおける co.濃度は絶対値型赤外

線co.分析計（ZFP，富士電気製）を用いて測定し

た。赤外線 co.分析計への資料空気流入量は相対

値型では 0.5l/min，絶対値型では 3.0!/minであっ

た。資料空気の除湿には塩化カルシウムを用いた。

風速の測定には，熱線風速計（Anemomasterモ

デル 11・1111，日本科学工業製）を，光強度の測定

には，放射計（Radiometer，モデル LI-185，ラム

ダ社製）をそれぞれ用いた。

気温および相対湿度は銅ーコンスタ γタン熱伝対

乾湿球温度計を用いて測定した。

＼ 
＼ 
＼ 

~fg＇｛~ 
植物育成用風洞（模式図）

流
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図4-1

~ 

範囲では，濃度 1500ppm以上の co.高濃度区では

LAIは増大を続けており，いずれは群内の光強度

の低下と co.拡散抵抗の増大による群内 co.濃度

の低下で，郡内の光合成が著しく低下することは必

至であると思われるからである。第 1章で述べたよ

うに，個体群の LAIがある一定の値に達すると，

それ以上に増大せず，従って乾物生産もそれ以上に

は増大しないとする報告が多数あるのも，結局は個

体群自らの co.拡散抵抗の増大で外気の co.濃度

が増大しでも群内の co.濃度の低下をまぬがれな

い，いわば自己干渉の結果と考えられる。本実験に

おける LAIと単位面積当りの乾物重との聞には，

極めて密接な関係があり， LAIが一定化すると乾物

重の増大も制限されるとする多数の報告と一致して

し、る。

このように，密度効果を規定する要因として， co.
濃度は養，水分説や光エネルギ一説とともに重要な

限定要因のーっと考えられる。第4章では，本章の

考察を実証的に確認するため，個体群内の co.濃
度分布の実態調査を行った結果について述べる。

138 

個体群内の C02濃度分布と栽

植密度

第4章

(16) 

前章で密度効果に及ぼす co.濃度の影響とその

機作をフダγソウを用いて検討した。その結果， 1500 

ppm以上の高 co
ても，乾物生産増加率に減少の傾向はあったものの，

乾物生産量は一定にならず，最終収量に達しなかっ

た。このように co.濃度の上昇とともに個体群乾

物生産は増大することが明らかになった。さらに，

個体群内の日射吸収率と乾物生産との関係において

も， co.の著しい影響が認められた。以上のことか

ら，密度効果の制限要因として，従来から考えられ

てきた光，養水分のほかに co.が重要であること

を明らかにした。このことをさらに明確にするため，

本章では個体群内の co.濃度分布を栽植密度，生

育段階，光強度，風速などとの関連において検討し

Tこ。

1 材料及び方法

供試材料：フダソソウは，ガラス室内において水

耕法で栽培し培養液は養液栽培肥料（大塚ハウス

1, 2号）を用いた。群落状態にするため硬質発泡

スチロール板（150cm×50cm×1.2 cm）に等間隔
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植物育成用風洞
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図4-2 群内C02濃度測定装置（模式図〉

定値後 30日目（ 7/13) 
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図4-3 種々の栽植密度における個体群内光強度の推移
（フダンソウ）

光源は陽光ラ γプ（松下電気製）を用い，装置内

光源下の光強度は，通常は 0.3Cal/cm2/minとし，

群内光強度測定時は 0.11および 0.22cal/cm2/min 

とした。光強度実験および風速実験には植え付け

後 30日目のものを用いた。

2 実験結果

1 ）個体群内光強度およびco
フダγソウの生育に伴う，個体群内の光強度およ

ひeco.濃度の垂直分布は図 4一3，図 4 4に示

した。定植後 20日目の個体群内の相対光強度は高

さが低い程低下した。栽植密度による差については，

測定の高さが 25cmのところで，栽植密度の最も

25r 定植後 20日目（ 7/3) 
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図4-4 種々の栽植密度における個体群内C02濃度の
推移（フダンソウ〉

低い区では 25%の低下であったのに対して，密度

の最も高い区では 75%の低下が見られた。定植後

30日自になると低下は著しくなり，栽植密度の低

い区では 35～45%低下したのに対して，密度の高

い区では 70～80%低下した。

上記の光環境下にある個体群内の co.濃度の垂

直分布を草冠上 50cmにおける濃度との差で見た

結果，定植後 20日目では co.濃度は群内全域にわ

たって 0.5～3ppm程度低下した。しかし定植後 30

日目になると co.濃度の低下は群内だけでなく草

冠上にも及んだ。最も低下したのは，地表上5～10

cm の高さで，栽植密度が 323 個体／m•および 506 個

(17) 
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図4-5 種々の栽植密度における個体群内C02濃度に及ぼす光強度の影響（フダンソウ）
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図4-6 種々の栽植密度における個体群内C02濃度に及ぼす風速の影響（フダンソウ）

体Im＇区では5～7.5 ppmの著しい低下が見られた。 栽植密度が高い区では，光強度が強い程 co，濃度

密度の低い 49個体Im2および 121個体Im＇の区で は著しく低下した。光強度が強い場合には草冠上に

は－ 4～－ 5 ppmとその低下はや L少なかった。 おいても濃度低下が見られ，とくに栽植密度の高い

以上のように，生育が進み，栽植密度が高い程，群 364個体／m2および 506個体Im＇の区では低下が著

内co，濃度の著しく低下することが認められた。 しかった。このような co，濃度の低下はとくに群

2）入射光の光強度と群内 co，濃度 内地表に近い位置において，最も顕著であった。光

個体群内 CO，濃度に及ぼす光強度の影響を植え 強度を 0とした場合，すなわち暗黒条件では暗呼吸

付け後 30日目に検討した結果を図4-5に示した。 によって群内 co，濃度が上昇しその程度は高密度

(18) 
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3 考察

栽植密度
（個体Vnll

0 49(1区上 121(2区）

3区の個体群の高さ
ロ323(3区）

/:!,. 506(4区〉
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2区の個体群の高古
15f,. ＿＿＿・・ーーー－－－一円一一

co.が作物個体群の乾物生産に著しい影響を及ぼ

し最終収量一定の法則が成立する重要な要因の一

つであることを，前章までに栽植密度などとの関連

において検討してきた。その結果， co.濃度を高め

ることによって個体群の乾物生産能力が著しく増大

し LAIの増大，葉面積比の減少と相まって個体群

乾物生産増大につながることを明らかにした。

l区の

．融摂取一“一

0 
0 50 100 150 200 

光強度（刊／n/)

自然大気下における密度効果において，個体群の

生産量を構成する個体の乾物生産量が栽植密度と逆

比例的に抑制される原因として，個体聞における養，

水分や光についての競合が従来あげられている。し

かし前章までの結果から，個体群の光合成による

co.吸収や，栽植密度の増加による群内 co.拡散

抵抗の増大等が原因して，群内 co.濃度の低下が

個体当りの乾物生産を抑制しこれが密度効果を決

図4 7 種々の栽植密度における個体群内光強度 定する重要な原因になると考えられる。このことを

（フダンソウ） 検証するために，本章では栽植密度の高まりに伴う

個体群内の光強度と co.濃度の変化を生育段階，

区において明らかに大きかった。 光強度，風速等を異にした条件下で狽I]定した。

3）風速と co.濃度 1 ）個体群内における光強度の垂直分布

種々の風速における個体群内の co.濃度の垂直 種々の栽植密度における群内の相対光強度の垂直

分布は図 4-6に，またその時の光強度は図4-7 分布は，個体の生長とともに著しく相異した。図4

に示した。個体群内における co.濃度は風速によっ -3に示すとおり，個体群高の増大と葉面積の拡大

て著しく異なった。すなわち，風速が遅い場合， co. によって，生育 30日目の高密度区では個体群高の

濃度の低下は個体群内全域にわたるだけでなく，草 半分の高さで相対光強度は 50%以下となっており，

冠上においても見られた。さらに，栽植密度の高い この低下は 49 個体／m•区の 85%と比較して顕著で

区では co.濃度の低下が顕著であった。栽植密度 あった。本実験は 0.3cal/cm 2/minの人工光源

の最も低い 49 個体／m•区で、は，風速の速い 1 m/sec （陽光ランプ，ナショナル製）を用いており，自然

の場合， co.濃度は殆ど低下せず，群内においては 光に比較してその強度は非常に弱いが，自然光にお

地表上 lOcmの高さで3ppm, 5 cmでは 2ppm低 いてもこの相対光強度の低下は，作物の生育に伴い

下したにすぎなかった。しかし風速が 0.5m/secと 著しくなると考えられる。

なると，草冠上においても低下が見られ，群内地表 従って，個体群の乾物生産が著しく抑制されるこ

上 10cmでは 5ppm, 5 cmでは 4ppm低下した。 とは明らかで，密度効果の重要な要因の一つに光が

さらに風速が遅く 0.25m/secとなると，群内地表 上げられるのは当然である。

上5cmで8ppm, 10 cmでは 10ppmとco.濃度 2）個体群内における co.吸収量

の低下が著しかった。 次に，群内の co.濃度を測定し，群内，群外の

栽植密度の高い 506 個体／m•区では，倒伏によっ 濃度差を示したものが図 4-4である。すなわち，

て群落の高さが低くなり，葉が重なったため過密状 濃度差は定植後 20日目の段階では各密度区ともに

態となった。その区における群内 co.濃度は地表 顕著でなかったが， 30日目にはとくに高密度区に

上5cmのところでは 1m/secで9ppm, 0.5 m/sec おいて大きくなった。この傾向は生育の進展ととも

で 17ppm, 0.25 m/secで25ppmの著しい低下が に一層大きくなるものと考えられる。この濃度差の

みられた。 原因のーっとして，個体群の生長とともに LAIが

(19) 
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増大し，その結果として群内における CO，拡散が

著しく制限されることがあげられる。つまり co,
拡散抵抗の著しい増大が群内の濃度差を増大させる

主要因と考えられる。また，群内上層における活発

な光合成により， co，吸収量が大きくなることも，

群内における濃度差を増大させる要因であると考え

られる。このことについては，図4-5に示すよう

に光源強度を高めた場合，群内の co，濃度差が栽

植密度の高い区で著しいことからも明らかである。

すなわち，光強度を2倍の強さに高めると，栽植

密度 323個体 Im＇以上の高密度区で，群内 CO，濃

度差は 2倍以上に増大したのに対し， 121個体Im'

以下の粗植区では濃度差の増大は少なかった。この

ことは，粗植区では co，拡散が適度に行われてお

り，その結果，個体群上層における co，吸収が群

内の co，濃度に及ぼす影響は小さくなったことを

示していると考えられる。

葉の光合成速度が光の強さ，温度，湿度，風速，

養，水分など多数の環境要因に支配されていること

は，多くの研究により明らかであり， co，もその主

要な要因の一つであるとされている。個体群におい

て，栽植密度がある程度以上になると，乾物生産量

が一定化するのは，上記諸要因と栽植密度との相互

作用ないし相互干渉によって，個体の生長が抑制

されるためで、あるととは明らかである。

本実験結果は，密度効果における制限要因として，

上述の諸要因の中でとくに光強度と co，の影響が

著しいことを示すものである。なかでも，個体群内

co，濃度の低下の影響が大きいことを示唆してい

ると思われる。

3）風速と個体群内 co，濃度分布

そこで，群内への CO，拡散を高めるために，強

制送風が一つの手段として考えられるが，その場合

の風速の影響をみたのが図 4-6である。

風速 0.25～1.0m/sec範囲の実験であるが，各栽

植密度区とも風速が大になると，群内 CO，濃度差

は減少した。この原因については，群内の風速を計

測していないので，明確な結論を出すことは出来な

いが，次のことが考えられる。風速が大きくなると，

CO，拡散が十分行われてco，濃度の低下が減少する。

しかし 506個体Im＇の高密度区において， 1 m/sec 

の風速でも群内 co，濃度が減少したことは，個体

群内の拡散抵抗が大きく，拡散量が少なくなったた

(20) 

めと考えられる。この区では，地上部が倒伏したの

で，群内の茎葉は過密状態となり，群落内大気の流

動は殆ど静止に近い状態になっていたと考えられる。

以上の考察から，栽植密度の増加は LAIの増大

を生じて co，拡散抵抗を非常に大きくしその結

果，個体群内における co，濃度を著しく低下させ

ることが明らかである。

co，濃度の低下は個体群の乾物生産を抑制し，密

度効果の重要な制限要因になっていると考えられる。

第5章総合考察

本研究は，作物個体群の乾物生産において，密度

効果における最終収量一定の法則の制限要因として，

co，が重要で、あることを葉菜を用いて明らかにしよ

うとしたものである。

密度効果とは，広義には個体群の増殖率や現存量

などの生態的特性，あるいはその個体群に属する個

体の生理，生態，形態上の諸性質が，個体群密度に

よって変化することをいっている。狭義には，単位

空間当り個体数すなち密度が同じであれば，つねに

同じ効果を生じる場合に，この概念が適用されてい

る。

本論文では，吉良ら凡23）の概念に従って，作物個

体群の乾物生産における最終収量一定の法則をさし

て密度効果とする。作物個体群の乾物生産では，栽

植密度を高めると，単位面積当り乾物重は増大し

ある密度からはほ X一定になる。また個体群が生長

を持続しうる環境条件では，単位面積当りの乾物重

が栽植密度に関係なく最終的に一定となる。これら

のことを，吉良川，篠崎40）は実験的にも理論的にも

実証して，これを「最終収量一定の法則」としてい

る。この法則が成立する栽植密度には一定の幅があ

り，密度が小さ過ぎても，また過大であり過ぎても

成立しない。最終収量が一定となる機作については

多くの説があるが，大別すると次のようである。

(1）養分競合説

作物個体群における栽植密度の増大は光合成器官，

すなわち葉面積を増大させ，土壊から養，水分を吸

収しつつ，さらに拡大して順次繁茂する。栽植密度

の高まりによる繁茂度の増大は土壌中の養分に対す

る個体聞の競合を激化させ，結局，葉面積当りの光

合成量を低下させるとするもので，村田ら凪30）によっ

て提唱されたものである。
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(2）光エネルギ一説

作物個体群の繁茂度の増大による葉層内の相互遮

蔽が，光，温度，湿度など葉層内環境条件を変動さ

せて，個体群の受光能率および葉の光合成能率の低

下を生じさらに呼吸量の増大などによって光合成

量を低下させる。従って，栽植密度の増大とともに

乾物生産の増加率が低下するとするものである。こ

れら一連の群内環境条件の変動は，過繁茂によって

葉層内への太陽光線の入射が遮断され，下層への到

達が妨げられることによって起きる随半現象である。

光の入射エネルギーの観点からすると，過繁茂は葉

層内での吸収エネルギーが最大量に達するため，光

合成量はほぼ一定に落ち着く。その結果，乾物生産

が一定になると解釈できる。以上の説は，武田

ら41,42），玖村ら25）によって提唱されたものである。

(3）総合説

上述の養分競合説およひ。光エネルギ一説のそれぞ

れが主張する要因の単独作用によって，乾物生産が

限定されるのではなしそれらの複合的な相互作用

によるものであるとする立場から，神田山9），，吉

良ら22,23＞，山田札50）は総合説を提唱している。

以上の諸説から，最終収量が一定となるには多く

の要因が相互に関連して，それらが制限要因として

500 

乾 400

物 300

0 

作用していると理解できる。 C02も重要な制限要因

のーっとして増収効果に関する研究が数多く行われ

ているが， C02を制限要因として密度効果の成立機

構を研究したものはない。

本研究では先ずフダγソウ，大阪シロナを用い自

然大気下で密度効果を検討した結果，単位面積当り

収量が栽植密度に関係なく一定となり， 「最終収量

一定の法則」が供試葉菜の乾物生産においても完全

に成立することを認めた。 （第 1章，図 1-2) 

次いで，乾物生産に及ぼす C02の影響をみるた

めに，ホウレシソウ，シュシギクを用い，ビニルハ

ウス内の土耕栽培で日中の C02濃度を 3000ppmに

保った区と自然、大気のものとを比較した。その結果，

何れの供試競菜においても，個体ならびに単位面積

当りの乾物重は C02処理により著しく増大し， C02

処理の増収効果は明らかに認められた。さらに間引

を行った区を粗植区とし，行わなかった区を密植区

として単位面積当りの乾物重を比較したところ，粗

植区に対する密植区の乾物重増大率が自然大気区で

はホウレンソウで45%，シュソギクで 19%にすぎ

なかったのに対して， C02区ではホウレγソウで 58

～75%，シュンギクでは 99%であり，密植による

乾物重増大効果が C02処理によってさらに高まるこ

C02濃度（ppm)

0 300 
ロ 700
A 1,500 ・6,000

0 100 200 300 400 500 600 

栽植密度（個体yui')

図5 1 単位面積当り乾物重とLAIIr.及ぼす
栽植密度とC02処理濃度の影響

（フダンソウ）

(21) 
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とを認めた。 （第2章，第 1節，表2-1，表2ー そこで，さらに栽植密度を高めると乾物生産量が

2）。このような co.による増収効果は多数の報 一定になると仮定して，単位面積当りの乾物重（Y)

告と一致する。 と栽植密度（X）の聞に，次の関係式が適合している

さらに最終収量の水準に及ぼす co.の影響を検 かどうかを検討した（図 5-2）。

討するため，生育箱内でフダンソウを用い，日中の
fog10y = b-"i-

co.濃度を 1100～1300ppmとして，栽植密度をさ

らに高めて実験を行った。この実験では制限要因と

しての養分，水分および土壌呼吸の影響をできるだ

3.0 
∞濃度（pp凶

0 300 

け少なくするため水耕栽培とした。その結果，単位

面積当り乾物生産は，第2章第1節と同様， co.処
乾

理により著しく増大するとともに，最終収量の水準 物

も上昇することを認めた（第2章，第2節，図 2- 2.5 

7）。重

そこで，さらに詳細に co.濃度と栽植密度との

関係ならびに最終収量が一定となる機作を解明する fog10Y 

ため第3章，第4章の実験を行た。その結果の考察

をco.の増収効果と密度効果の両面から行うこと 2.0 

にする 。
1) 乾物生産増大効果に及ぼすco.の影響

ロ 700
企 1,500・6,000

。 0.01 0.02 

密度逆数（ 1/x) 
単位面積当りの乾物生産量は栽植密度が高くなる

とともに増大しさらに co.濃度の上昇に従って

増大しており（図 5-1) • co.による乾物生産指

大効果は明らかである。これは第2章で確認された

通りであるが， 1500ppm以上の高 co.濃度区にお

いては，栽植密度の最も高い区においても最終収量

の水準に達していない。本実験における最高 co.

図5-2 密度効果に及ぼすC02処理の影響
（フダンソウ）

Y =log1ob 号 すなわち

log10Y= b一号

濃度である 6000ppmは大気中の co.の 20倍にと その結果，実測値は関係式にかなりよく適合して

どまり，この程度の濃度では気孔拡散抵抗は増大の おり，この関係式から求めた co.各濃度の最終乾

過程にあって最大値に達しておらず，従って光合成 物重は表 5-lの通りとなった。表 5-1はco.
への悪影響は少ないとされている。 濃度を高めた場合にも自然大気下と同じように最終

表5-1 理論式から求めた最終収量

？結 300 700 1500 6000 

22.57 20.51 20.78 21.13 
一一一一＋ 2.40 一一」 ＋ 2.50 －－－－＂＂ー＋ 2.58 一一一一＋2.65

理論式 Y= log10 X Y= log10 X Y= !og1 o X J= log10 X 

r 

l 最終収量
(fr') 

-0.98* 

251 

-0.99** 

316 

注表の最終収量は実験終了時点における推定最高収量。

(22) 

-0.97* -0.99第＊

380 447 
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収量一定の法則が成立することを示すものであるが，

同時に co.濃度が高まるとともに最終収量水準も

上昇することを示している。

この co.の乾物生産増大効果はすでに第 2' 3' 

4章で検討したように， co.による LAIの増大と葉

面積比の減少ならびに個体群内における co.濃度

低下の抑制が大きな要因となっている。まず， LAI

は同一栽植密度では co.濃度の上昇とともに増大

しており（図 2-5 , 3 -3 ) , LAIの増大は乾物

生産に対する個体群葉の量的効果を示すものである。

次に，葉面積比の減少（図 2-6, 3-4）は乾物

生産に対する個体群葉の質的効果を示すもので，単

位乾物重を生産するのに必要な葉面積の低下は，葉

の光合成能が増大したためであり，それを裏づける

ように co.処理によって葉の肉厚化が観察されて

いる。また同ーの LAIで比較すると， co.濃度の

上昇とともに，乾物重は明らかに増大し（図 2-7' 

3 -6），単位葉面積当りの乾物生産量が増大した

ことを示している。一方，個体群内の co.濃度は

栽植密度が高い程，光強度が強い程，風速が小さい

程著しく低下しており，これは個体群内における co.
拡散抵抗の著しい増大によることを第4章で考察し

た。従って， co.濃度を高めると，群内 co.濃度の

低下が抑制され，その結果，個体群の乾物生産が増

大したと考えられる。これらのことを，個体群葉層

内での日射吸収率と乾物重との関係（図 3-7）か

らもいえることであって，この日射吸収率と乾物重

の聞に正の相関々係が認められており，一定の吸収

率で比較すると， LAIの場合と同じく， co.濃度の

・上昇とともに乾物重は増大し，明らかにco.によっ

て葉の光合成量の増大が認められた。これは，本実

験の co.濃度範囲では，光合成に関し，光と co.
との相互作用効果と考えられる。これらの結果から，

栽植密度を高めた場合には乾物生産の限定因子とし

て日射量とともにco.が大きな作用を果たしている

しかしそれにも拘らず，乾物生産を増大している

のであって，この点からもは乾物生産における制限

要因としてのco.の重要性が理解できる。

2）密度効果に及ぼすco.の影響

吉良ら (1953）は作物の最終収量一定の法則は 2

つの函数式によって示されるとしている。すなわち，

士＝Aρ ＋ B ...…・（1) 

-t=A＋音…・…・（2)

(y＝曲， p)

ただし， ωは作物の平均個体重， pは栽植密度， y

は個体群の全収量をそれぞれ示す。吉良は単位面積

当りを肥料や水などの制限要因の単位供給量当りと

おき換えてみても，この函数式は成立するとしてい

る。それなれば， co.濃度の上昇を作物個体の生育

日数の増大と置き変えてみることも可能な筈である。

2.5 
l/y=Ax+B 。

平
均 2.0
個
体
重
の 1.5』

逆
数

7 1.0 
y 

C02濃度（ppm)

: s:888 
0 
0 100 200 300 400 500 

栽植密度（x)

図5-3 平均個体重と栽植密度との関係

と考えられる。この co.の効果は葉の受光態勢か そこで図 3-2のフダンソウの乾物重と栽植密度と

らも考察される。 の関係を，上記の函数式を用いて co.濃度ごとに

すなわち，第2章第2節で検討したように，フダ プロットしたものが図 5-3，図 5-4，である。

γソウは co.施用によって葉が長大化し（表 2ー 図5-3は（1試をプロットしたものであるが，各co.
3），しかも斜立しないで水平ないし垂下の傾向 濃度とも実測値は函数式によく適合しており， co.
がみられる。これは個体群の受光態勢を悪くして個 濃度が上昇するとともに勾配は 0に近ずく。これは

体群葉層内への入射エネルギーの透過を妨げるもの 作物の生長が進むとともに勾配がOに近ずくバター

であって， co.はその意味では負の効果をあたえる。 γと相似している。

(23) 



ないことを考察したものであって，密度効果の制限

要因として，従来考えられてきた光，養，水分の他

にco.が重要な因子であることを明らかにしたも

のである。

この考察の結果から，自然大気下における作物の

乾物生産において密度効果の起こる主要な原因の一

つは，第4章で明らかにしたように，個体群内にお

ける著しい co，濃度の低下であると考えられる。

また外気の co，濃度を高めても， LAIがある一定

値以上に達すれば過繁茂となり，群内の個体間相互

遮蔽が極限に達し， co，拡散抵抗が極大化して，遂

には CO，拡散が行われなくなり，群内光強度の減

衰と相まって葉層下部の葉の脱落をみるに至る。そ

の結果，光合成は草冠部付近の葉に限定され， LAI

が一定化して乾物生産も一定化すると考えれる。つ

まり外気の co，濃度を高めても群内の co，は欠乏

し個体群の乾物生産は一定の収量水準に留まるこ

とになる。

以上，本研究の結果は個体群の乾物生産における

密度効果を決定する重要な要因の一つが CO，濃度

であることを示すとともに，実際栽培における co,
の重要性を示唆するものと考えられる。

[Vol. 40 Bull. Univ. Osaka Pref., Ser. B 

C02濃度（ppm)

0 300 
ロ 700
b. 1,500 ・6,000

l/y=A+B/x 
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本研究は，葉菜を用いて作物の乾物生産における

密度効果を個体群内における co.拡散の観点から

検討し 「最終収量一定の法則」について新しい視

点、から示唆を行ったものである。

1 ）自然環境下の圃場でフダγソウおよび大阪シ

ロナを4段階の栽植密度で栽培し個体生長量，葉

面積および単位面積当り乾物重を調査して，乾物生

産における密度効果について検討を行った。

園場において4月 20日に播種し， 5月21日に定

植したフダンソウおよび5月 21日に直播した大阪

シロナについて， 7月5日に調査を行った。両作物

の個体生長量については，最大葉長，葉数，葉面積，

新鮮重はいずれも栽植密度が高い程減少した。単位

面積当りの乾物重および葉面積指数は両作物ともに

栽植密度にかムわらずそれぞれ一定であった。葉面

積比ではフダγソウの最も組植の区がや L大きかっ

たが，両作物ともに栽植密度による差が認められな

かっTこ。
このようにフダンソウおよび大阪シロナの個体群

総合摘要

(24) 

係関のん」度

山
科
繍

E
と

。
一
の
樋

L
度

位

密
出
↓

植

晴

ω
栽

師単

図5-4は（2）式をプロットしたものであるが，こ

の場合にも実誤u値は函数式によく適合しており，そ

の直線の勾配は図 5-3の場合と全く同じバターソ

を示している。

以上のことは， co，濃度がさらに高まると，最終

収量がある水準で一定化することを示すものである。

すでにco，の増収効果への影響で述べたように， co,
処理の各濃度毎に一定の最終収量水準が存在するこ

とを推定したが，上述の関係は co，濃度自体が制

限要因となって，最終収量は一定の水準を越し得な

いことを推定させるものである。これは CO，に対

する作物自体の反応からも言えることである。すな

わち，いかに強い光強度の下においても， co.濃度

が著しく高まれば気孔は収縮し気孔拡散抵抗は増

大し，光合成に必要なガス拡散が起こらなくなると

考えられている。つまり CO，濃度が高濃度になれ

ば，作物の生理反応として co.吸収能力を失い，

光合成機能が著しく低下するのであるが，その濃度

は本実験の 6000ppmよりさらに高い濃度と考えら

れている。

以上，増収効果ならびに密度効果に及ぼすco,
の影響について述べてきたことは， co，濃度の上昇

とともに最終収量水準は高くなるが，それ以上は無

限ではなく，ある一定の収量水準以上には到達し得

2.0 

2 

0 
0 

図5-4
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の乾物生産量は栽植密度にか Lわらずほ丈一定であ

り，この結果は「最終収量一定の法則」が供試読菜

の乾物生産においても成立することを示している。

2）密植による乾物生産の増大効果に及ぼす CO,

処理の影響について，ピニルハウス内で栽培したホ

ウレンソウの 2品種およびシュ γギクを用いて検討

した。すなわち，生育途中で間ヲ｜いて栽植密度を半

分にした粗植区と，間引きをしなかった密植につい

て， co，濃度を約 3000ppmに高めた co，区と自然

大気の対照区を比較した。 12月25日播種し， 1月

18日より CO，処理を開始し， 3月5日に調査を行っ

た。

ホウレシソウ，シュンギクの個体生長量は粗植区

が密植区より，また CO，区は対照区より大きかっ

た。単位面積当り乾物重は対照区では密植区が組植

区よりも僅かに大きかったのに対して， co，区にお

ける密植区は粗植区よりも著しく大きかった。

この結果は，栽植密度の増加による乾物生産量の

増大が co，濃度を高めると著しくなることを示し

さらに密度効果の限定要因として co，濃度が重要

であることを示唆している。

3）栽植密度と乾物生産量の関係に及ぼすco,
処理の影響を明らかにする目的で，フダンソウをガ

ラス室内の生育箱を用いて水耕栽培し， 1100～1300

ppmのco，処理が4段階の栽植密度と乾物生産と

の関係に及ぼす影響を検討した。個体生長量につい

ては，最大葉長，新鮮重，葉面積はいずれも栽植密

度の低い程増大し， co，区は対照区より著しい増大

を示した。単位面積当り乾物重は栽植密度の高い区

および CO，区は対照区よりも多くなり，その最終

収量水準も高くなった。葉面積指数も栽植密度が高

まるに従い増加し， CO，区はさらに増加した。葉面

積指数が大きくなるに従って，乾物重は増大したが，

同一葉面積指数における乾物重は CO，区が対照区

より多かった。以上のように， CO，処理によって栽

植密度の増加に伴う乾物重ならびに葉面積指数の増

加が著しくなることが明らかとなった。

4) co，濃度に自然大気を含め4段階を，栽植密

度に4段階をそれぞれ設けて，密度効果に及ぼすco,
濃度の影響をガラス室内の生育箱を用いて栽培した

フダンソウについて検討した。また個体群内の日射

透過率を調べて最終収量が一定になる機作を解明し

た。単位面積当り乾物重は自然大気区において，栽

(25) 

植密度の増加に伴って増大したが， 200個体／m'

以上では増大せず一定になった。しかし高 co，濃

度区においては，栽植密度が高くなるに従って乾物

重は増大しその程度は co，濃度が高い程著しく，

供試栽植密度の範囲内では乾物重は一定にならなかっ

た。葉面積指数は栽植密度が同一でも CO，濃度の

高い程大きくなり，葉面積指数がおよそ？となる栽

植密度は 300ppm区では 400個体／m＇であったが，

6000 ppm区では 200個体／m＇であった。葉面積指

数と単位面積当り乾物重との聞には正の相関々係が

認められ，同じ業面積指数では co，濃度が高い程

乾物重が大きかった。葉面積比は co，濃度の高い

区が小さかった。個体群の最下層における日射透過

率は栽植密度が高くなるに従い小さくなった。 co,
濃度が高まると日射透過率は小さくなったが， CO,

濃度による差は栽植密度の高まりにつれて小さくなっ

た。日射吸収率（日射透過率の逆数）と単位面積当

り乾物重との聞には正の相関々係が認められ，同一

吸収率においては CO，濃度が高い程乾物重は多く

なった。

これらの結果は， co，濃度が高くなるに従って最

終収量は多くなり，また最終収量に達する栽植密度

が高くなることを示した。このことから作物の乾物

生産における密度効果は co，濃度によって著しく

影響されることが明らかになった。さらに co，濃

度が高い程同一葉面積指数における乾物生産量は増

大しその増大は一定の日射吸収率における乾物生

産量の増大に基づくことが明らかとなった。以上の

結果から，作物個体群の乾物生産における「最終収

量一定の法則」は，個体群内への co，拡散が限定

要因となって成立していることが示された。

5）個体群内における co，濃度および光強度の

垂直分布を種々の栽植密度，生育段階，光強度，風

速などの条件についてフダソソウを用いて調査した。

栽植密度は 1m2当り 49, 123, 323, 506個体とし

Tこ。

生育に伴う個体群内の co，濃度および光強度の

垂直分布の 20日目と 30日目に調査した。 CO，濃度

および光強度はともに個体群内で下層になる程低下

しその程度は栽植密度が高い程，また生育段階が

進む程顕著であった。生育 30日目では草冠上でも

co，濃度の低下が見られた。

光強度を異にした場合の co，濃度は光強度が強
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い程著しく低下しその程度は高密度において，と 宅善昭博士に深く感謝いたします。
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