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第 I輩序

1.緒

水ストレス3 これは臨時i二総物に負わされた約命である．生命の！設なる海に離方！！な告げi限
界に進 Ill したj泌物は，捜＇if＼な太l)J;j 品ネルギーと迅速な大気のガス交換の怨忠：~受けて活発

な光合成活動を営むと ~I~に，その思ii!.ri'-J得能不的に享受し？なるように自らの構造な進化

させてきた．しかしp その結果として，光合成を約束する C02の吸収が時II寺に大気から

強制される液散をもたらし純物な絶えi切なき水ストレスの危機に政問させることとなっ

た．蒸散による水分損失は lgの有機物を合成す硝るIIれこ 500gにも及ぶと？ぎわれている

がへ 吸水がこの設に泊いっかなかった場合にはが｛物体の水ストレメ、が強支払光合成低

下すなわち~i三段最低下，ひいては枯死にまで盗る．

こうした純物にとっての水環境の没袈｛設を素朴な鶴綴のrjなから長IIり持た人類は，オミL、JJ!k

~J~のj世史の仁11でj諜瓶技術を棋~~~L その基礎学たること壌科・学，作物学p j故気象学などの研

究と相補し、合いながら逃歩させてきた．こうした成果は，ひとつに土機水分椴数として整

陳され，好適な水深境の維持な::J:El i'I守とする滋海技術に対 L，刑水抵抗［定などの議1!Jさなな

す食況な知見詰f与えることとなった．

しかしp 本米p ttri物の~！：：.肢を随銭的に焼定ずるものは土壌の水分状態ではなく

のものの水分状態である．そうしてそれは，土機ゅの水移動， j伐による吸水p 純物体1cl1の

水移動，架から大気への涜散といった諸活動の相友関連のIわから決定されるものであり，

土壌水分臨数に相当する水分設も他の！羽子の変化により大きく見なってくる21.

こうした認識に立って生まれたのが Philip81 により命名された SPAC(Soil向 Plant叫

Atmosphere Continuum，土壌－fill物一大気系）としづ概念である．これは，＊ポテンシ

ヤノレの述統｛tを’~l~I地として了！二機，純物F 大気の 3 つの F＇メインな結びつけた系であり，上
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上J災…j泌物系における水分拶lllbに！対する研究……：l:iIll 3 

r1誌のi治活動なi付句いその中から11！＇.！物の水環境会探ろうとするものである．

食1廷の金i2iH:J:資源，エネルギーのj段通条件下で為されるべきものであり，水については

m水利m効率の向上が追求されることになる．また，列l]｝也カンガイが多目l'l''.iに利用される

1~1:1で，水な介して絞縦的に作物を11iUVl11 L,, 1'fi!1 J~ I f1LJ：：の;iJil;jともなされている．こうした地瓶

投獄jのl：五度化{r)ffiめていくためには， t;¥;路学も史に紡般に発燥させる必3さがあると考えら

れ，それは11！＇.！物の ~I：.長j品ねにおける諸'1'1トMi~旨j自1E にザ：J必ずるよ，＇，~から始められねばならない．

そのためにも SPAC における水rim1;の姿を捉まえることは没~な課題であり，また，土！1~

1[ 1の水のふるまいな研究対象とする股染地水学に尖jしても資するところ多いと考える．

ところで， SPACはp その系の1:[:1に3つのドメインな内包しているものであり， 7Jzに

ついてだけ考えてみてもそれぞれのドメインのl-j:1で拙々の移動在現わず方税式が存犯す

る31, 本論文はこうした点にjをみ， SPAC に対ずる上！~務〕mo）立場からのアブ P …チとし

て，まず二l:.:Sおとj底的！の 2つのドメインについて注目し，そこでの水協親jを把握したもので、

ある．その際には，阿ドメインでの水ポテンシャノレの）!J!Jifr.i~：を辿Iv~ としp 水移動がj出illb:JJ

としての水ぷテンシャル勾自己と低抗とによって決IEされるという

象をj;llえた．

2.研究の職状

の立場に立ってgi

が，そのミiき

にも述べたと；おり196611三Philip31によっ℃命名されたものである

く1928f！三 Gradmannの1i1F':Jt11に遡る．彼はとNM.系におけ‘る蒸散の研究を

行ったが，これは純物と大気のY~i主iにおけるポテンシャルの辿統｛訟を；15・え p オーム法闘の

アナロジーとして涼散を純え SPACの考え方の先物：もごなした．その後，彼の研究は1948年

に vanden Honert51が訟iヨするまで無視されたままであったが， vanden Honertは

Gradmannの考え方な逃め，ぷテンシャル諮と抵抗{rJIJし、たオーム法則のアナ P ジーとし

て SPACfir Fメインでのむitれなモデル｛じした．その後， Philip61による SPAC全体i阪の提

示， Slatyer ら 71による水ポテンシャル概念の;J:l~ll誌な総て本j私的な研究段階に三買った．

そこで，これ以降vc.続く鵡研究のうちで，本論文の対象とする土機， 111'.i物各ドメインに

i対するものな整理してみる．

2一1. 1協生下ニk揺i~ 1:1: 

に；お吋伺る不飽手fli此f正；の水移勤l~：，土擦をご辿続休と見なして拡散挫の水分務!!lbブ＇J1fil

よりfy1(:11f＜＇：：れ， 1n1q制民が存政しない場合にはゴニ1謀議mi，下部境界出における境界条件

と初期の水ポテンシャノレ分布三ど与えることによって予測し得る引． これに対し，ニ1::!1~1·1~ に

f1例制j~が右－：:ti:ずる場合には恨の表的［j'id'.'~立として水が土機から植物体内に移るため， 1Rの炎

削での1'1~］：械が新たな境界条件として）Jll えられる．しかし恨のもつ幾M7惨状は数学的記載

さぬ恕に複雑であり，したがって，その炎mi形状な何らかの形でそデノレ化し，そこで

の境界条件で満足する｛むない．このそデルイじは個々の根に向う水務動を担制しようとする

ミグ口・モデル（ミク p 7，コピック・モデル）と， 1：投i削減全体の水移動{r考察するマグ口・

モデノレ（マクロスコピック・モデル）に大別される．一般的に設えば， ミグ口・モデノレをがI

らかの形で積分操作することによって較i昨域全体の水移動が解析できることになるが，現

段階でこうした試みに成功した例はないU)'

そこで，以下にミクロ・モデルと吋ク口・モデルとに2分してまとめ，そのお：］）組J誌を探

る．
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a) ミク口・モデル

綾部，ffiな幾向7惨状、会j舎象し， i度線上の単一般を考える．ここ

で恨の状態（透過性，外経，内部の水ポテンシャノレ）と土壌水

分の均…i~をl!QIJ方向で、仮定し，円筒臨機淡ぷの拡散方税式

fflJf 1 a r 月1Tr ¥ 
C寸ム＝－；；－ar¥rKポ勺 ( I -1) 

によってtllの周闘のこと機水分状態な捉えるものである制． た

だし Gは土壌の水分戦殺（cm→）， t は時間（s),rは根のιj:t心

からの距離（cm),K v~；ゴ二機の不飽和透水係数（cm ・ 8】 1），民間

(cm）は土擦のγ トリック・ポテンシャルであり 3 単位公の

根あたりの吸水設 q(cm3•cm-1·s-1）から

aw 1 
2rcaKポヤq

l鉢J~ずる椴との中点 fニ二 b においては7j（の流れがないと考えて

aw.削 I_ n  

ar-1b…v 

という 2つの境界条件が与えられる．

::!: t災

a：恨の半径（cm)

b: 1本の恨の彩管半径（cm)

Fig. I -1. ミクロ・モデ

ノレの燥機糸

( I町 2)

( I -3) 

こうした方程式により根のまわりの水分状態を翻ベる方法としては， WfVrf91~によるもの

と数値解によるものがある．

く解析Wf>> (I”1）式は;Ji！線挫であり，かなり限定された条件下でしかj船主求まらない．

Gardner川はC~ ， Kを…定， bを∞としqを先見的fC.与えて都合得た.CowanwやPassiour・a

ら12）は Kな…定とした上：で（ I -1）式の左辺な一定値－Q(s-1）とおき（ I -4）式を得，
a11r 

2rcaKづf?-=rc(b2ーが）Q（吋）， f叩 ( I -4) 

( I -3）の境界条件の下でi~Hと求めている（Steady rate method）.また，その詳細！は不明、で

あるが， Shih131は C,,K：合一定とし，有限な bで（ I -3）ヨえを槌たす切手を求めている141.

このように，解析的な方法では，かなり限定された条件下・でしか水分：状態な把握できな

し、．

く数値！￥（：＞ (I -1）式含より一般的な条件下で／￥（＞ くためにコンピ品ーターによる数値計

算が試みられている.Hillelら151は（ I目均，（ I -3）式の条件下で解宣告Jているが， qv:J；先見

的にJg.唱えることになっている.Molzら川は椴を本部と皮！爵部に分離し， 皮服部を含んだ

形で（ I”1）式；を解いているがp 境界条件は Hillelらのものと同様である．一方， Lambert

ら141は，その詳細は不切であるが，櫛物体の地上，地下吉11を柴1:1::1定数系として扱い（つま

り1枚の識と 1水の紋からなり， :flEi物体iごいには距離親企なし），池上部の熱収支により決定

した蒸散数から根の淡聞で、の水，gテンシャノレすと与えている． したがって（ I -1）式合解く｜践

の境界条件はp 植物体内から決定される水ポテンシャルと（ I凶 3）式で与えられ，上述した

Hillelらや Molzらのそデルのように線表聞での境界条件な先見的に与えるものでなく，

大し、に誇ff泌される．

このように（ I -1）式てと何らかの方法で解くことにより個々の根の胤i滋の水分状態が計鉢

的浸透ポテンシャノレ勾況がもたらす水分移動はJ!t~tll している．
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されて居るが，測定投手！なよの闘難さもあり，災測艇との比較な行なっている例はほとんど

見あたらない. Dunham と Nye11＞は3£ねぎの根を平絞上にならベ，その河｛Jl~に接触させた

土機ブロックを切り分けて根の近部の水分分布7j:測定している．これはよ11...:.*Rのまわりの

水分分布ではないが，符＝られた結果は定性的に単一般の解析結よR：と悶様のものが符・られて

し、る．

さてp 艇の？惨状のそデノレ化のひとつとしてミクロ・モデルを見てきたが，これを現5誌の

恨1削減に適応する上にはいくつかの間題点が生じる．ひとつは，版協のこと機水分がili1h方向

に均一であるという点である． したがって，ある深さでの水分情報は符られるが始直方向

での土壌水分や12/(水設の変化が奇苦慮されないため，根若手域全体の水移動が税切できない．

ふたつめに， J恨の炎筒iでの撹界条件の決定が凶難なl誌である. qの大きさは燕発散訟の；大

ささから在右されるが，加えて，鉛i度ブIJI句 ~c..均一でなく， しかもその分布が日前均と共に変

化する山．一方でp 棋の表面での7j（ボテンシすヤノレな測定することもi滋史訟であり，水ポテン

シャルにより境界条件を与えることも難しい．本来，棋の説話iでの境界条件はp 地上部で

の滅敢による水ポテンシャル低下が鴻選李総畿を伝わってきた結果として与えられるべきも

ので必り，そのためには，がjjfilした Lambertらの研究に見られるような総務体内での水

移動を考隠する必要があると考えられる．

また，ここでは述べなかったが，扱による放水が鍛の｜肢られた場月！？でだけ生じ（扱弔や

“割れr’等）そこでの吸水部を‘点’と考えて球瓶機表示により替えの近鋭の水移動てと扱う例

もある19)20）.こうした試みにしても，上記のような問題点な持つことに変わりはない．

b）マク p ・モデノレ

現段階のミク p ・モデルでは扱い得ないtR1洋域全体の7](移動にアヅ開ーチするものとし

て，吋グ開・モデノレが考えられている. －マク口・モデルは根の持つ線維な挺何形状7j:捨象

L，，恨の7j（~船艇を， 3!ll統体と見なした土壌ドメイン中の吸い込み裂として蹴き換えて扱う

ものである．この吸い込み羽が土舗中に連続的に分布しているものと考え， ミクロ・モデ

ルのように棋の近傍とバルク土壌との水分状態のちがいは考えず，あくまでさき間的に平均

イじされた1J!J寸r~だけが得られることになる．

棋による吸い込み慣な S(s-1）とおき，鉛i配下方fにz11前I'をとり 1次元方向の水のおtEれな仮

定すると 3 根i伴域での土擁7j（の移動は，拡散型の水分移動式に吸い込みJj~sを加えること

によって解析される．

c笠止－ a ( K笠主悶－z＼十S(z.t) ( T -51 at ーまz¥ dz一／

~：b -S(z, t)dz=T,.(t) ( I -6) 

似し， Zbは根郡i域の深さ（cm), T,,(cm•s→）は単位:J:fu議関税ベースの滋散設である．この

式は非縦割性の強いf~活徴分方程式であり，…般に数俄計算により Wf>がf母国られている．

（ト5)5えてと見てもわかる通り，植生下土壌としての特徴は吸い込み顎Sにあらわれてお

り，当然Sの見積りが焦点、となる．これに隠しては， Sを移動論の思想である氷ポテンシ

ヤノレと抵抗から求める移動論タイプのものと，何らかの方法で水ポテンシャノレや抵抗の使

用てど回避する工学的タイプ（雨タイプとも仮称）に大別される0).

タイヅ〉 このタイプは vanden Honert5 ＞の考えにならい，総物とパノレク土

撲の7j(;1；テンシャノレを 1J!ρ（cm),1Jf s (cm），その！日1の掠抗を凡1,(cm・ぬ土壌の抵抗R.(cm・
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日）， 1誌の炎耐から得税2までの紙抗 f弘（cm・s），鴇E岱＇1:1:

S出（按．ρ…草r.)/Rお，， ( I叩 6） 

Rsρ＝Rs十Rab十Reon ( I“7) 

とす回るもので、あり， Nimahらm,Feddes 0 22>, Hillelらm,van Bavel 02'1>, RowseらZol’ 
石IIII? 26＞などによって研究されている．

これらに共通す句る一般的特徴としては， ?lfρ てと z：：：二（）の｛f[((Crown potential）などに取

り， II守！日jのみの波数として扱うことである．み；氷・は ?lfρ のかわりに谷深さに応じた根の仁11

の水ポテンシャノレ 1_[frなjねいるべきものであるが， '/ff，の分；｛fiをあらわず棋の1:1ニ1の分析11定数

系製の移動式が欠けているために使：底的な扱いてどと q ていると見倣せる．そのために，恨

の導管i:j:rの抵抗 Reon口 Oとし '/ff，が全根系で一定と考えるもの22)21）凶）J ?lfρに採さのみに

比例する判ポテンシャル議な加えて ?lfr としたものZll（ζのH

なる）， Reonの1:j:rにj止t1;1のこi：；夫Zど入j，しているもの23)2617：立どがある．

凡としては松の最（長~. 1駐さの上むなど）とこと壊の不飽和議7J（係数で与える Ga1・dner・タ

イヅ271およびその変形がほとんどであるが，不飽;fjl)進水保数がきをIMJ的な平均的としてJ与え

られるため，棋の近｛院での氷ポテンシャノレ低下による砥抗増加の影擦を考崩しきれit.¥;'.

またp 根近接での水分情報が向られぬため，乾燥に｛:j"う根と土壌の接触の劣化による抵抗

増加128）などは扱いが割賦となる．

く工学的タイヅ〉 移動論タイプのものは，系の移動物性｛自で、ある土壌の不飽和透水係

数， tJえの獄抗，こり;111の水 d~ テンシャル絡がとステザシスも含めてIE般に求められること右

前提としている．しかしp 現災的にはこれらの鵠；設な決定するのに閤難が多いことから，

何らかの方法で水ポテンシャルや拡抗の｛応用を避け，経験的な工学的プヅ口ーチ念行おう

とするものである．そのため，それぞれの研究者により大きく異なったゴ1訟が採られてお

り，一般的特徴を；命ずることはできない．

Molzら2U）は水ボテンシャルや批ttcの効栄として11支給t皮 Lv(cm目立），土壌の水分拡散係数

D(cm2 • s-1 ）のみな取り出し，両者でrn:~ろえをつけて蒸散監 7',,.(cm ・ yりを吸い込み噴に

配分している．

S(z, t)=T,.(t）・為的立札 ( I -8) 
)0 Lv(z)Dzd 

これとtま』ぎi吋じ試みが Siacl《ら ~01によつても j記~れている．

また Feddesら311は；土壌の水ポテンシャルと Sとの関係な

['-T,*/zb （札制＞z1fr.,,,)

S(z, t）口 i '/ff' _ 31!_, 
l-T,*/zo・っ主＇！，，＿＿＿ γム ( ?lf s州三二2?lf.,,,)
、 'ifrsm-3~ sm 

( I -9) 

のように与えている．ただし T汁（cm ・ s-1）はポテンシャル蒸散， Zo(cm ） は担ii~＇ J.成派さ，

21frs111 (cm）は先見的l心与えたポテンシャノレ蒸散終了時の：k嬢マトリックポテンシャノレで，

3?lf,,,. (cm）になると吸水が止むとしている．

Taylorら32）は土壌や織物の抵抗をひとまとめにした“系の議過性 ρ（cm・s-1）”という

概念を導入し

*l ；；！三うra土郎総と流裁に比例するが，むfll立が定まらないために使：i主的な力訟なとっていると考えら
れる．
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S（弓 t）ヱ＝p• L11(z）・（1Jfρ（t)-1/f，制作， t）十t11Jf,(z)) ( I-10) 

として Sを求めた．ここで首fρ は！§£界条件として実測により与える諜の水ポテンシ・γル

(cm）であり，この測定＆鐙から深さ Zの根までのIHJの；gテンシャノレ援を t11Jf,(cm）として

与えている．ここで pは単位長さの般の平均吸水述｝立てと植物と土壌の不均7j＇（ポテンシャ

ル浪で除したものとして定義され，実験的に求める.Taylorらによると実測悩との一致は

良好で‘あるが，これは問じ実験から p0.:-決め，その上で、組論との比較な11っているもので

あるから良好なー殺な示すのは当然であり＇ pの決定な含めて吏に検討会f裂する．こうし

た方法は土撲の不抱手n清水係数の測定などが不裂で、あり，現実の場に適用するよでは非常

に布利なものと設える．しかし，そのかわりにρの中にあらゆる拭抗ペコ不確定要悶な組み

込んだものとなり，系の各悶子が持つi影予警などの許：似IH主できない．

Herkelrathら33）は（ I -10）式における ρから根と7j(の接触劣化による汲過性保1ずな分縦

し，この効果な飽和成であらわした．

S川口笥~· p' • L仲（民(t)-1ffs以 ( I -11) 

ここで〆は比較的一定であるとしている．

また長谷川3n1:t(I -11 ）式におけ除る ρI• (1Jf,,-1ffsm）の部分を棋の！汲水不 q(cm・s-1）と

定義しこれが各深~のそれぞれの根で時間的に…定艇を持っと佼IE しても現象：伝説明し

得る可能性な治した．これは！淡水がljiに71'と恨の接触都度のみにf見定されるという大！！な

なp しかし突に興味深い／i~~与を持っている．ただし， q の決定法が設立jz!i の Taylor ら仰と

向様の都議な持ち，この点も合めて検討を袈ずる．

以上，移動論タイプ，工学的タイプの両者を比較すると， lj'i.にごりWI水分の変化を期解す

るだけならば工学J]':Jタイヅのものも充分な役割りてと果し得る可能性がある． しかし，移動

論からの演料の明確さ，水；fiテンシ・vノレの是lZ統性を介してSPAC会：系主f結合し植物の7j＇（環

境を探る上でのお来日さ，また系内の4会開予が持つ去装警の評価等な考蕗ずると，移動論タイ

プのものが勝ると｝；£！，われる．

しかし移動論タイプのものについても多くのj問団が内包されている．それは｝ TJiJえ~し

たように i）土壌中を艇の夜間設で水が流れる時の抵抗の:JAi:定に弓ゆ的が主主る， ii) 7j＇（がtr~

の表i清から楽にまで潔る11¥J~：：.受ける掠抗の決定が関難である p iii）根の中の水ぷテンシャ

ル分布が与えられなし、という 3,r誌に集約される.i）の問題な解決するには（ I m 別式の吸い

込み顎算定に対しミクロ・モデルな使用することが考えられる．こうした考えの Jlli:;!;J~ は

Slack 0301に見られるが（combinedmodel），純物体内の移動式が vanden Honertタイプ

の集中定数系議！であるため， ミク口・モデルの境界条件設定にあい~いさを践している．

また ii),iii）を解消するには根のrj1の水移動な分布定数系裂の移動式で与えることが不可

欠である．

以j了．を総括すると P 現：j犬で恕戎 ~1, る納ヨ1下．ニk鍛1:j:

p .よεデルjifiJ:'i針の4毛t徴をrrfrかしたコンバイ γ ド．モデルであり，それを完成させるために

は，各深~の根淡l議での水ポテンシャノレが与えられるような， J続物体内で、の分布系タイプ

の移動方程式が必要となる．

2-2.純物体内の水移動

1ff［物体内の氷移動は櫛物形態や内部構造の遮雑ざ放に vanden Honert51によるオーム
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法則のアナロジータイプの集中指数系製移動式が｛買われる例がほとんどである．ここで

は， rl\T節に述べた本論文の~：関する分布定数系裂の移動式について研究を総括・する．

Jij3.ー細胞における水移動は赤平衡の熱力学~適用した Kadem & Katchalskyの研究35)

や，それを発演させた Dainty36＞によるものなどがあり，透過｛肢の測定37）なども機立させ

ている．

…方，細胞J札すたわち組織での水移動の研究としてはp 均一な特i~I：を持っと仮定した

組織においてp 原形質践が完全に半透j践をなす（reflectioncoefficient, a=l）と考えた

Philip の研究38ら不完全な~~透！院ななす（σくわと考えた Molz ら 3Dlの研究などがある．ま

た， Budagovsky19＞は異なった組織部jでも水移動式な定式化している．これらの研究は，

どれもお本的には水移動式が

C ()7/f P - u ( K ()7/f 1' ) 

ρ－Fft－－否l入札ρ－vz-) ( I -12) 

のような拡散型の水移動式40）で、あらわされることな結論づけている．ただし，水分務

Cρ（cm-1），透過部数 Kρ（cm・s-1）は根の皮陪，導管：＇ ~告の諜組織などの組織問で大きく典

なる．

Cowanられ｝は純物体内の水分貯搬を無視した上で，（1-12）式右辺の括弧中の述!WJ式も：，

氷ポテンシャル均一のゴ二機中におかれた仮f閥的な単一；；｛＞：の根に適用し， i汲水や根の抵抗の

状態な澗べている．また， Busscherら42）は仮想的な根系な考え，吸水を無視し， J二記の述

動式を用いて殺の導管の抵抗を評価している．加えて， Boyer•3 ＞は（ I -12）式を適用して織

物体の水移動抵抗を測定し， Molzら叫).15}！白土水ポテンシャ／レ｛底下に伴う装f査のJl又織をf綜析

している．しかし，（！”12）式を吸水も含めた土壌一事1'.i物系に適用した11Uft，鍛殺の悶ベ

たi眠り存在しない．

3.本研究の民的

前節までの研究の現状を総括した結果，木研究では次の 4点を烈的としている．すなわ

ち，純物にとっての水環境をより適切に評｛il!iするための基礎として，

i）純益三下土撲中，ならびに櫛物体~1~ の水移動現象を挺験からIE織に把擁する．

ii）上記の移動に関わる移動物性簡を探測する．

iii) i), ii）の知見に議づき，純物体の水移動方模式な定式化し，土壌についてはコ γパ

そンド・モデノレな完成させる．

iv) iii）でイザられたモデルに器づき，土機一布~t物掃の7j（分状態に関する詳細なう；目見を将司

る．

ことで、ある．

4.本研究の方法

前郊で述べた研究の目的をi達成するため，本研究では始めに制御環境下のガラス議内で

ボ γ トに大li~生育さぜ，そのポット土壌を対象として織さ左下土壌l＊の水移動を把搬した

（第E域）．これと敢行して，対象とする場を決定する縮物の形態，そこでの水分状態，＊移

動に関与する諮問予言ピ把鍛（搭盟主詳） しp その上で土壌と織物の相主主関連を見た（第五f議）．

また，これに統く錦V'J,,誌で，上部のポ y ト実験と独立して，系内の水移動に関わる物性｛註

を測定した．ここで制御環境下のポット実験~行ったのは，土撰ー純物系という多くの関

子が作用？ずる対象系をp ゐより単純なものとして取り扱うためであり，例えば大気2詩境の変
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進bや降雨，根l~：城下方土壌との水分交換といったp jg（（＜析や測定の閤灘な関子・を制i徐し9 そ

れ以外のi羽子の務穏な正般に恕搬することから始めようとしたためである．また，実験対

として大立を選んだのは， ~Ill作物としての一般iiL ポット実験としての適切な大 f§; ~ 1 

の平~，比較データーのi{l/;路さなどのためである．

以上の実験による現象の犯協と検討な踏え系金体の7］＼.移動式を定式化した．これを計幻－

j幾により数倍計算し， i 実測されなかった4つのパラメーターが系に及ぼす感度な分析し

た．しかる後に，実測した形態と物性締官邸礎とした数航鮮な訊I）託~f1tl と比較し定式化し

たそデノレの妥当性な検討した（第VI京）．次に，このよ1:デルてとmい，実測されなし、；活殺の犯

Jm （第四玖）とモデルの股Driについて述べた（~&VIII刀：）．

t(:n{lfえでは，本研究の成果なすすめて更にうミり抜かなものとするための展望lな述べると

ともに，本研究で解明し仰なかった間態点を述べて今後の諜jおとし結びの:f(i：とした．

第E輩横生下土壌中の水移動

締役の存おしないごJ：議仁j:iの水移動で、は，系の撹界は，謀本的には地下水両下の不透7Jくj悶

などの下部境界と大気に按ずる地淡海だけである．しかし1 ff~敢な行うがi生下の土壌中で

はp 純物恨の議所という境界miが土懐中に分布している．そのために，ここでの水移動は

jμ,[;1j(［生下のi;!jjfi-と災なったものになることが予却される．

そこで水草では，こうした水務勤現象の実態な把j泌することなn1'f'gとし火気環境によ

って純物と土壊に強flilJされる蒸発散散の変化と，その結果生ずる土撰1:j:1の7J＼.王子分布変化に

ついて旋盤的に調べた．

また，土壌中の水は必ず波践を解かし込んだ溶液となっているが，この溶鈍による化’＇.＇ j:

d－＜テンシャノレの低下は，土壌ドj:iの水移!ffIJやll)kーな介した艇による吸水に務きさなlj・える．そこ

でp このrMヨj濃度合調べると共に，土壌中の7](移動に与える効果について見絞ってみた．

1.実験方法

1-1. 

実験は東京大学農学部附絹生物環境illiJ御システム匂ンタ…（Centerof Enyiroment R合g・

ulation System for Biology) 11すにある続物JTJ:i:Ji＂~続制御ガラメL淑mi 然光ファイト i、ロン）で

行った.li'IJ実i抗議は， J二i乱 3側聞がガラス携によってrmまれた市j{i]~の施設であり，室内

のfMl.線皮を自由に選訳し得るflilJ得1133.でめる．

史験に際して設定した環境はTableJI-1の通

りである．なお， ~~ui.L 相対淑j立は白金低抗

体を用いた郡日mrrtg・-1・,

いて， それぞれ設定条件を磁認した， 6:00 

と18:00からのそれぞれ 11時間続｝］£は投夜の

遊移時間となっている．気蹴は主主間， l:l身、jの

彩静を受けてi弱めになる制向があり，相対淑

，れr
刀ヨ

J,[1丸Ji絞Jlf
汎 )ill

光
プJ、 /, 

’fable n向 1.

2fiニと 3℃（ 6: 00～18: 00) 

20こと 1℃（18 : 00～ 6: 00) 
70：！ニ10%

0.:3111・$叶

!°I 然光

自然状 j仮

B芝は窓拠の｛訟でする子文相jでは徐被能力が追いつかず高めとなる傾向があった．まずこ，当然

のことながら，羽射はプfラス絞も：＇＂読過する際に減殺され，殴外よりも小さな儲となる．

1-2.実験材料・

a）土壌
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｛克服したごと擦は，神奈川路操業総合研究所内の灼l議土（神奈川浪試淡ゴニと略称すること

にする）であり，補足的に北海道八割町端部の牧草畑淡こと（瀦部表土とi略称）を使った．

同殺は Tablell -2, Fig. JI -1, JI -2 

である．

ゴニ壌は使用ぶ先立つて 2mm メッシ品のふるいな用いて既存の根をi徐去し，その後~こ

i~｛.；ゴ二 l kg dうずニり消主iI沢：~，それぞれ 1 g, 0.6g, N : P：五比が3:10:10の化学肥料な 2.5

gずつ混入'2:-1全た．この忠良県，ごと壊のpH(HP）は 6.40総皮となっている．この土壊な後

述するぷット内に現地の乾燥精度と等しくなるよう均一に光j孔純物~！：..符のtf§地とした．

したように，似かよった土性を持ち，共に砂撰こと

b）大IL

には， rJll作物としての一般i'l：，ポット実験に供する秘物形態の大きさ，

および議WIされたデーターのj店員協さ／ぷどを総合的に勘案し大王子.(Glycine max, Merrill) 

な選択した．！日fif[はl)SE~f：.符｛のナカ ·l:: ンナリであり，；終日＼]'9思決梁試験場Hi艇ケ！京分l切におい

て :i~ ウジャグとネγ シラズの交配により手f生されたものである．
c）実験ポヅト（Fig.ll-3, Photo JI-1参照）

培地として｛山lJしたcl':o/ I、は，内掻 190mm，肉j手5mm，向さ lOOmmのアクリノレ円筒

主.＇.＇ 611111積J弘前ねたもので，段下胞のものにはアグリル内粧が拡＝藷されて下部を閉じたもの

としている．このP1Miの f!\IJ聞には，路光の間的で布製のガムテープな巻いた，間~~の；）； o/ 

トが合計 7{f.1,jあり，それぞれ No.。～No.6とする．上部より O～500mmがこiニj穏となり，

Table Il -2. Basic Soil Physical propertie払

K叩 W山 h日hiI 2附• cm-3) I l.15(g・れn-3)I 3却・ 10吋 ！ 28.6(m2・g-1)(cm・自由1)surface soil 

。to日hibe 
2.55（山川｜ l lO(g・cm→） I 5.58・10叶

(cm・γI)surf日cesoil 

*' eapillary saturated sample，料＇ applicationof BET equation for N2gas. adsorption. 

100 

IJll 
酔一一吋神奈Ill段以炎オ：（SLJ

。陪曲柏崎務 ：'lll~土 (SL) 

l設 。。

ノIT、40

20 
｛%） 

ー
ハU

10 100 1000 
校？を（μ）

Fig:. 1師 1, 粒f張力日絞1ll1線．
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Iげ 101 1げ 10' 1げ 10' 1げ 10'

土11｛のマト 1).,7・＊チンシ刊ル（－cm)

吸引法： 100cc定機サンブラー
誌をでポチンシャノレ滋をJij:

る．
)Jll店法： 1cmx165 cmサンブラー試料

合加IE1茨j染殴（U.S. A. Sqil 
Moisture社製で）．

: NI-VI2P04(pF5.0), NH4Cl(pF 

5.51), r、faCl(pF5.59),NaNO立

(pF5.76), Mg(N03)2(pF5.92), 

NaHS04(pF5.95), K2C0a(Pl~ 

6.06), LiCl( pF6湖）の飽和水
機r<xと五r・衡に146l,

Fig. ll-2. A）ニl二段の水分特性的総

｛%｝ 10 

。E I I I I I ‘1岡、

10' 101 10' 1げ 10' 10' lげ 10'

JJ兆のγトリッ7・＊テンンャル←cm)

吸引法： Fig.ll -2. A）とi司じ
法心法：lOOccの立法号事ナンプラーによ

り縦択の鎚JI路ずるブザ法仰で．
議録!Et去： CaS04.• 5H;iQ(pF4.4!J) 

・NH4H2Pp4 ( pF5.00) 

NH4Ct( pF5.51）φ 

の飽和水被淡と平彼frlHlJ;

立備え B）土擦の水分特1金山総

(Jtllj官 Ill ／~拭炎J:)

Pa惜し15 20'C 

!Jf. 
水

1-1 

(mm) 

ポット紙J合；1まi

側面には採さ 25mmから 475mmまで 50mmおきに筏 20mmの採土穴を設け，その数

は各深さで6倒ずっとなっている．この穴は常時，ゴム栓で閉じておき，採ゴ二時にはゴム

栓をlなって採土する．また，ポ y i、No.。と No.6には， Jニ記の掠ニk氏と悶じ深さに後

lOmmのテンシオメーター穴を， 10,25, 75, 175, 275, 475mmの各深さに掻lmmの

熱屯対Jザi入手しを設けた． 5mmの部分には機な入れて排水摺とし， 550～600mmには発
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12 ill 7院大~な紀~ (i1ll;!¥:) !;(i 9 ！｛＿主総4分別問｝

i包スチ口…ルな詰めてu~r熱胞とした．最下部側rmにはfill 30mmの胡水仁！な設け， ゴム松

によりIHJI羽ずる，土壌胞と磯！自の境界には， j二からJI僚にガーゼ， lmm ／ ッシ品金制な蹴

き「， j二割誌の流亡命~I泳いだ． 611~1 のアクリルIIJ筒はピニ…ノレテ…ブにより結合されているた

め，補強すべくJ二郎と下部を水板：および，gノレトナットなj甘いてはさみつけ，袈求される強

度合満足させた．また，このぷットのJ?~JllH は， j忠光と簡単な1r;r熱を；也院｜して， J~（さ.50mm 

の発泡スチローノレで被った．

1-3.実験予JI筑

iJljjffiのポット No.1から No.6に土j裂を光壊しp ~1 ポットに 2似体7つ生育させ

た．これV;J:，実際のmn湯で l

j究＜ 2本立ての救椛形式が多い

こと47）＇法びに，土壌水分の

変化会f速め，土~1~水分；散や蒸

発i放五i測定における測定訟法

てど小さくすることを考え合わ

·11：た京，！f;!j~である．

ス！設

日目白

日

I'ig. 設 ヅ

まず， lポットに2ケj九

4～5粒ずつ火立てとJ創設し，
第 1本柴が出たl時点で， :i:t:J去

の揃った｛l1~l体主： 1ケI'Jrに1本

ずつ践すようにIMHIき＇ 1 ,J, 
ットにつき 2 本立ての試料・~

作った． また， No.。のぶットは対照mの？！民

主立~~－f ットとしたーこれらのポットな Fig.

2 ぺにぷすよう舵院し，大立を生'Pf~ ・u：た．

大瓦の生脊j剖fl!りな広くカバーする

為，稽古11表ゴニで、は1)1自 ：：｛ ~j議終了から約 1 ；担 flJl

後，神奈Jllj~；決議土では栄猿生長・操JWから；）~

脱出HJ始しt:::.. ；）：ず下部の排水 iご1~1封）i乞 上

部より水道水~r：配水すみ設潤前線が光分に

こui1~1ご踏に議したと判断されたIJ；、？点で際水

な止め，そのままの状態で合6時開放位し， j~J:

水が停止していることを確認した上で排水1:1

を閉じ，測定の開始とした. No.0 の4!l~総生

;J' ＇；／トだけは救初に i法水した以降 実験終了

日、？求で乾燥過穏な継続させたがp その｛むの倣~￥－；；トでは， J：；述の者IJi水と乾燥というサイ

クルを 31沼繰り返し，それぞれの乾燥過税な追跡した（以降，それぞれ第 1,m2, fli'.~3 

サイクノレと呼ぶ）．また，それぞれのサイクルの中関と終了時に lポットずつ破線LP ポッ

ト内部の状態てと把綴した．実験13綴は TableII -3のようである．

2.土壌水分と蒸発散の変化

2-1.測定ゴj法
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首Ii節で述べた総生，gヅトニiニ壊の乾撒j品艇な迫助するために蒸発散設，こと機水分；也ニiニ擦
のマトリック・ポテンシャル立測定した．また，このII守の瓶[St))f~撹を知るためにp i制／，］l,

j也炎llii付近の主主誠治u立を測定した．以下，これらの対j定法について述べる．

a) 

蒸発散設の測定はポット全体の2室長上変化から求めた．測定は潜水後，排水36時間に相当

する午前10:00から始めp 以降3 叙l:JlO:00の定錦繍定を行うと共に，必要に応じて，明

方から夜半までの 2時間1iJ:の測定も行・った置能川した:f!I＇は，容量＇！： 50kg, j.泣小感度 2g*>

（！樹立 1/25,000）の合併（村山製作所，：陥儲万物月lfl'B50s）であり，？JlU治時にはポットj付加

の断熱材，後述する熱電対3誌な外して澄殻mu践したーーまた＇ iJW酷からの採土を行った場合

には，その湿土泣を重没変化泣から減じて蒸発散；設とした．

b）ゴニ機水分

土壌水分の測定り：各サイクノレのIJH始II札終了時，およびその!lljの溺II約二；j＇ット釈 IJj揺の採

こと子しから採ニiニし， 105℃24時間法にしたがって滋競合水比な求め，光協したこiニl裂の乾換をな
！立な乗ずることによって体都合水彩に変換した．採土に｜践してはs 根を知器することのな

いよう，諜サジによって技滋深く行－う．またli況の繰土につき，同じr~~~ から 2 ヶ月~ずつ

掠ゴニを行うと共に，ポヅト破壊ll、~j: に付；i一

からt系ゴ二：右：1ヲ．い，ポ y i、11ゴ水平方向での水分の散らばりを調べた．

c）土壌のγ トリック・ポテンシャノレ

こと撲のマトジック・ポテンシャルはポット No.。（機:i1!1.ポット）と No.6についてテンシ

オメーター法で測定した．測定は10:00の定都測定を基本とし，必袈に，：i:;;じて適時測定志f

（神奈Ill換試袋二！.：）

判ここでも~HJ したポットでは約 0.07mm の蒸発散filにi十日当．
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14 山形火：学紀華客（淡l学）第9巡 第Hg・ 別!Ill

行った．使用したセラミック・ 7J ップは外佳 6mm，長~ lOmm, J訴さ lmm前後のもの

で，飽和潜水係数は lxlO“7cm • s-1 i程度であった．これをガラ 7.J:貯の先端にJ実務し， i主2

~ 25mmから 475mm；！：で 50mm間隔でポット側壁から挿入し，ベエラミック・カッヅが

ぶ y トのほぼ1+1；；.ととなるように設躍した．これに接続される水銀γ ノメ…ターは 11~慌 1
mmのガラス管からなり制，；！｛ y トのtill強桜に取り付けてあるため，ポット蛍；敬語lU定時に

は，このγ ノメータ…昔日も含めて虚；縫測定しf怒る（PhotoI! -1). 

d）蹴｝立環泣

地表ならびに地表近傍蹴＆は， No.O（線地ポット）， No. 6のポットについて 0.3mm議iト

コンスタンタン熱電対により測定した．測定｝~~は地炎muニ 2mm, 50mmならびに地表出

下仏 4,10, ・25, 75, 175, 275, 475mmの合計10点であるー Jニから 4点は熱m対をmx誌
の位i設に樹立認したプクリル締（筏 4mm）なポット中央に選し込み， f也の 6点は熱m対を径

2mm の磁製1it1'子と共に側盤からポット中央部に挿入した．記録は鋭I~立抗rl1支部な内j践のデ

ジタル記録計（サーモダック lU＇江藤’む気製）による．また，これらの熱滋対 }jれま途中に

コネクターな介しており， ポット抵掻；mu定時にはコネクタ－1¥ilで外部から附離させ得る

(Photo lU -3). 

ここで得られた温度環境を Fig.II 4 に示

す．これは乾燥初期と後WJの晴天ll寺におけ

る，各t立i践での最高， j院｛埠ililU笠宮とったもの

でp 災験中の蹴j支J)f.＇境の変化施閥＝公示してい

る．潔j滋lOcm粧度は日射の影響を受け30℃

をJ践すこともあるが，それ以下のI耳目jさでは22

～28℃粧！立におさまっている．また，このi裂

からも見てとれるように，乾燥が進んだ場合

ほど土壊の熱終盤が減少するため，変化範慨

が広がる．アガでは断熱が不充分なため，常

に－rごえfに向けて熱の流1:1:1が見られる．

2-2.波発散抵の変化

i~ 

さ

30 
(cm) 

40 

50 

i/,t l支（＇ C)

20 22 24 26 28 30 32 34 :16 

＠水分多

0 ＊分少

(II青天日）

各乾煉サイクルにおける燕発散澄，初l~:l:也ぷ

ットの燕発埜，ならびに1:1射 設 な Fig.II -6 

（神奈川良試表土）， Fig. I! -7 （務昔話表土）に治

す．燕発散銭（組数の平均値），蒸発設は；）＜ッ

Fig. ll -5. *ii:fl::Jl＜ット 1:j:1の泌皮変化純lfil

ト炎瓶較をベ－；えにしたものであり， 1:1射殺はヰヅリ 関与J~れこftえったが，…吉ffl欠測し

たものについては，気象日原簿（気象庁）によるものに制御議の光の通過本（α0.65）判｝を

乗じて；jとめた．

自丸で示した存在地ポットからの蒸発；散を見ると， Fig.JI -6, 7ともに4～lmm• daγl 

！廷の間で変動している．この災験では，日射盤以外の探散に関与する環境問予は制御下に

ある．そこで蒸発設と日射殺の関係主fFig.立のにあらわしてみた． これを見ると，熱丸

判テシシ aンメーター自身のl時定数はマノメーター後セ小さくとったために 4,5分桜皮となワ，
約15分で王子衡般の96%以上に到迷ずる．

料 3欠a!tl日前後， 1週間ずつのiJli］／.主総を日以簿データーと比較して求めた平均的．
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射 200トヘ λ I ¥ A 八 j ..- ¥ I I 
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2ま 10
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ii長7]<

九~ J～へ＼
官
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Fig. JI-6. 問弁Hll：と蒸発散汲(tJ!I奈JllJ.災試潔ゴ二）

日 300局 S

M 200ト〆 ＼ ／ ＼ ＼ ／＼人介、－ ~ I 

長t100ト V レ－＂ '¥ I ¥ - I v I 
{ly·day-• JI . . . 一ー今 昼ーシ十－......--1..レィ＂＇.・、〆イ........ I 

WAYS AFTER 48 49505152535455 56575859 606162 6364 6566676869 70717273 74 757677 7879808182 SEEDING) 
50 
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.. ・

（散~.量也；、； 、弘＼一、、司、、、、、
持2骨7］~ 。旬。....，，

itlt 水へー
叫一一一向炉 - ti1 ＊矧

＠蒸発散致
。滋発iま

骨
i綴水

Fig. JI-7. l:J射殺と孫:JG散；段（務郊ぎミゴニ）

で示した蒸発殺は，日射設の増加に伴って直

線f:t{Jに精力日しており，今聞の実験範聞では？巣

地ポットが担率段階の乾；臨島根にあったこと

戸υ 

4 放火蒸発汲 " ＠ 

＠ 

＠ 

＠ 

＠ な示している．これを諜付けるように，線地 採

ポット濃部のこと撰訟は自変することがなかっ 発 v

｛アドベクション在L)

た. ；］：た〆悶仁j:iに示した謎線fむ阪弁fのニιネ

／レギーが全て蒸発潜熱に能われるとした時の

(at 25℃）である柑｝．もしも蒸発聞に

周儲からの蹴熱輪滋が無いとするならば，

線が理論的な最大蒸発f設を与えることにな

る．これな見ると， 130 ly • day-1以下で、は

実測艇が実線を上闘っており，今関のポット
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実験では，周閉から多くの顕熱輸送を受け蒸発潜熱とした一種のオアシス効果州のような

状態にあることがわかる．

また， Fig.6,7の黙示Lで示した蒸発散設を見ると，乾燥初期では悶射設と相関を持ちな

がら 15～40mm・day-1程度の開で変化しているが，後期になると日射設にかかわらず続

時的に指数関数的な減少を却している．これは，通常の裸地土壌における慌本乾燥lt札減

本乾燥期に相指するものであり，その移行j割前後では土議者間が白悲し， ~f~（物体も日中シ

オレのft!{I匂が現われ始めていた．

そこでV唯一の変動する球域的子である 11射：況と’訳本j没附の蒸発散肢を調べた．ここ

で，組本段陥2から減本段階に移行する日は必ずしも明織ではない．例えば Fig.II -6の節

1サイクノレな見ると，播種38～39r:1では前日よりも蒸発散j誌が増加しており値不段階と見

なせるが， 39～401ヨの蒸発散抵減少が日射盤減少に依るのかIR長率段階に移行したためなの

か定かでない．ここでは安念級I］をとり，般突に般本段階と見なぜる問中の矢印の箱閉会f考

えてみた．

P
払

判

。

苦

ん

X

寸
J

J

d

U

4

7

舛
”

策
泌
州
問
あ
た
り
の

f設

(mm・day-')

＠ 

＠日？Mel放i設かち

。mrnn蒸発散j遺品、ら
( 1 Efl2時聞の

お昼？として）

50 100 150 200 250 

日射淡 (ly・day-1)

Fi搭・ JI-9. 1'1井上鼠：と蒸発i技法

位取段階の＂／！.~発 ll支殺をその時点での築関税制で除して1:l吋工業間続あたりの蒸発散致と

し，悶射:tltと比較したのが Fig.II -9である． この際iからも切らかなように， Z宮発i投設は

日射殺のi詩加とともに増加している．しかし， それは Fig.II -8で見られる撚地問蒸発の

ff::[線i円増加と只．なり， 1.5mm• day-1税皮を上限にした指数関数約増加！な示し， 1:1射に比

例jして蒸散が起きていないことなあらわしている．これは土壌水分が比較的潤沢な状況下

でも，大気から強'ililJされた議散に対して吸水が不足し，日中に誕の水ポテンシャノレ｛民…f~こ

よる気孔閉鎖が起こる 1l とLづ事実から理f鮮される．このようにして見ると，認発散にお

ける悩本段階は， 1日単位のマクロな久ケーノv""C:'jもれば大気の環境関子に従属したifil率iね

なふるまいな訴すが，その内総は阪本と減本の複合した型のものであることが披鍛され

る．

2-3.土壌水分変化パターン

*) ~露関1加工 Fig III-5 に示す各サイクノレの •l:tJtJJのものである．務部炎上の災験では楽滋l駁の経H寺
データが？怒られていないため除外した．設た，ここでの波紋的議選議は水米，双i投獄としてなす
べきものだが，蒸発焔：の上限となる線地ポットの滋発散で、さえも｛読本段階の蒸発散のlO%;ffiH変
以内であるため， f！~発散飲によって綴諭しても大過はない．
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さ30i2Nll 

(crn]ol ·~訟で

Fig. ll -13. b）締役下の点機水分分布

＊＇淡水後の ll寺問のうちで：36hr.のものだけについては 1ht・， :fifi＼皮のずれがある．これは 36hr.か

lう{il:;J｛ットの：m:111：測定な開始し，その他の初期の機線設定を行った後に線こi二したためである．
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Fig. JI -14. b) jj｛：（伎でのゴニ1淡水分分布

まず，線地ポ y トのゴ二壊水分ヅ口ブァイノしを Fig.IT-10, 11に;r;-r.どちらのごと撲の場

合にも，ほぽ路線i'IZ.Jに， しかも王子行状態で移動しており p 全隙かI?一様に近く水分減少が

起きている．すなわち，この段階は水域2-2でも述べたように舷本乾織の段階にあり，

水分プロファイノレもその！（4j：：徴をあらわしているB>_

櫛gミ下土壌中の水分プ：コブプイノレ'id:'Fig. II -12から15に治す.Fig. If -12から14は神奈

川1決試表ニヒの銘 1サイクルから招3サイクノレ（生育El数JI訴となる）のものでp それぞれ

a, bは乾娘t村部，後期に破壊したポットのデータ…である．また， Fig.JI-15は海部表土

のもので， i司ーのポットを3問の乾燥サイクルで追跡したデーターである．これらもf

Fig. Il -10, 11でぶした撚地ポットのヅ Pブァイルと比較してみると，水分変化の速度が大

きいことは当然として，鉛践ゴI]lfiJでの変化が大きく， 2.5cm深と 47.5cm深で最大15～20

%程度の水分諮を持っている．また，その形も J;j~. に斑線状ではなく複雑な変化を示すが，

どの場合にも，ほぽj制誕の傾向を持つ．すなわち3 初期にi査線的分布を持っていたものが

シグモイド状のバターνてと持つようになり，経！略的に変Jlll点な下方に移動させながらp 次

第に一様な分布r:.J以来して行く．この一様にJ／又京して行く水分？をな見ると，神奈川JY,t試表
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ニとの場合，体脱合水i:f¥12～13%ペ稿者II議ニlニの場合，同じく 10～11%税！主であり， Fig.II -
2の水分特性1JJ1線から内挿して計算すると，土壌の水ぷテンシャルにして－20～－25・103

cm前後（pF表示で4.3～4.4程度）の状態である．この付－近の水分：設が植物の枯死しない

限界的であり，通常の永久シオレ点（pF4.2）よりも尚 pFをとっている．このことは，永

久シオレ点そのものが総物の穏やJ;llli境により民；なり 2・1)50），それらの安全例i として~J!l上の

仰を決めたものと考えれば何ら不思議はない．

また，このfl寺テンシオメーターによって測定した撚地，総生下の土壌のマトジック・ポ

テンシャル分；（11'd: Fig.日町16～19に示す. I波中に訴した破線はマトリック・ポテンシャノレ
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Fig. 11-16.紙ffl'.I生1ずでの土駿γ トリヅク・
ポテンシ4，ノレの緩II寺変化
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Fig. II“18.総生下におけるニ！ニ娘マトりッ
ク・ポテンシャノレの緩It主変化
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Fig. ll-17.総生下におけーるゴ二級マトザッ
ク・ボテγシャノレの経H寺変化
（第 1サイクノレ）
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Fig. ll -19. jflif!：.下におけるニiニ嬢γ トリッ
!I • ;j｛チンシャノレの緩II寺変化

（お~3 サイクノレ）

勾配 1なあらわし水務!fPJo）停止線である．これから見ると，地水後36hr.以降のマト P

ック・ポテンシャノレ勾i~i:.は停止線の勾配よりも常に大きし水移動がよブJへのみであった

ことを訴している．

操ti!!.ポットの隠I(Fig. II -16）なJもると，憾水後初日程度までは停止線~；：：：.近い勾配で，ほ

料免’nサイグ＇＂＇においては冷級機，ボイラーの放隊から，制御濯が 35℃以上のiお織になり始め
1'.：：.. そこでi；立燥の~f;立＼＼！ど予定よりも lf!. く終γ さ性たため，他と比べて土機水分は多くなってい
る．また，この際警警は，蒸発散i訟のi労力IIにもあらわれている. (Fig. 11-6摘額42日日）
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ぽ平行状態を保って減少なつづけており g 臨本段階でのγ トヲック・ボテンシ γ JI-分叶1の

~~J＇散をあらわしている別． しかし， 3213後になると炎隠付近のマトリック・ポテンシャル

勾配が大きくなり始め，総本段階から減収段i嚇へ滋移しつつあることな訴している．

ι 総生下ポットでの分；｛fi~見ると i 樫水後 24hr＇.では停止線とほぼ絡しい勾配で分布して

いるものの， 36'hr. の flお誌で‘は夫j脅から勾配~大きくし始め， それ以降，急速に勾配をj勢

力11＜させている． しかし，テンシオメーターで測定されるγ トリック・ポテンシャルは，た

かだか…600cm,14::fl~会水不Jこして30%組度設でであり， ili:t:!J::.-1ずの分；（Ii ~OJ::!i徴的なシグモ

イド状の水分分布にiむき出する分布は得られていない．

そこで 1f91Jとして， Fig.II -14a）にぶした鍛3サイクノトl(pot.6）の水分分布仏 Fig.

日目2a）で治した水分特ifl:I泌総によってマトリック・ポテンシャノレに変換し， Fig.H -20に

ゴ：inのマトリッ7・ボテンシT;i, (-cm) 

。~~
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10トoテンシ村岡夕日

深 I ---POT5のi料品
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さ30
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40 
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18百J

Fig. ll -20. II立当＇・ ·1~ ：！：担1~r!1の γ トリック・

ri！テンシャノレ

えりしでぶした．これをf見ると，シグモイド状

のパターンは水分分布よりも吏に強調されて

現われており，それが次第に均一な分;f[Jに収

束して行く様子が見られる．な：t，；，参~のた

め，第3サイク／い2(pot. 5 ）の議終分；（11~破

線で訴した．また［~！メLでぶしたものは，テン

シオメーターによって得られた瀧水後 36hr・．

の倒（Fig.II -19のもの）であるが，水分；泣か

ら変換したものと比べて最大 ZOOcm松）立の

惑が見られる．この！京協はn：かではないが悦

l立によるテンシオメーターの読みの変化，ポ

ットオ；：擦の充棋の不均一さ，ポット水平方向

での水分不均一（ただし次長誌で述べるように，このj長懇は小さかったと思われる）など

が考えられる．

さて，ここで見た地g;_-Fニiニ機1ト？の水分変化のパターンは，例えば Fig.ll -12, 13のよう

に｛！日々 に見ると大きJJ::!'EJ）患があり，純物の状態とも多いに倒錯すると出われる．そこで，

総物体の測定な踏まえたどで， urn設で検討な加えることにする．

2イ. all）定誤；；（：：

ここで，今ITII の土壌水分測定ならびに策発散；盤以u起についての7Jl1J定it~iちな調べておく．

a）こと機水分滋測定

二｜二機水分の測定は0樹監から 1［交に 2ケr9fずつ行った．この 2点間の設の最大は体総合水

本lこして1.5%弱であり，このような設が生ずるのは，水分殺の設も多い，会サイクノレ段初

の測定INj:だけで、あった．その他では；遣の段大は体総合水よねにして 1%以下であり p 斗：機水

分なおJ、った実験としでは：光分満足できるものであったと

また， J役ポットの切l:l:Hl与におけるポット中火での水分盤と側抵での水分最もf比111交してみ

ると，休戦合水率にして：土1～3%都度の援を持つものが70点t千18点存恋したが，その他は

総て二と・1：%以内の設であった．このこ，wとから見て，側慰から採土した水分査をとポット中火

の水分i設は，ほぼ問ーと見なせる．これはp 水平方向での根の分布が均…（•C::.近し吸水が

均…に行われたためと考えられる（第邸主主 1-3 参！撚）．以上から，今回の災~y~における土

岐中の水；拶観！な調べる上では，鉛総 1次ゴGの解析を行えば光分であるとJ目lわれる．
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b）燕発散最測定

今お！の測定では，蒸発散設をポッ i司法識変化から見積った．厳慌には，ぷッ l＇議最；減の

中i米は，土壌水分減少，植物体の水分減少，純物体の1；恋物議増加iからなり，土擦と秘物体

の水分減少の和である滋発散；監とは完全：しくないa

ここでは，仮りに純物体の水分減少と乾物i設を無名！￥，して，道路：浪：化とニt：機水分減少な比

較してみた．いま Fig.II -12～14において， rr111.K後361J制Jjより最終切11:111寺までの合水率変

化からポットあたりの水分減少敢な求め， TableHイ，〈むに7iミナ．次に，潜水後3611寺IHJか

’fable H同 4.止さ畿の合水率とポット滋変化の比絞

ぺj’イクノレ

1… 1 

1…2 

2…1 

2-2 

3-1 

3-2 

f注水＊から

3,811 

3,017 

3,752 

3,17,l 

3,824 

① h 

3,795 

3,208 

3,905 

3,355 

'1,128 

似し 6口（＠－CD）／③， ec出（＠－CD)/R

修 lE <Q:: , , 
ポットヱ設から I " I 

山 3叫 aJ%"iJ 1.vn 
3,753 -0.4 -1.5 

3,087 6,0 2.3 

3,789 3.9 1.0 

日，209 5A 1.1 

3,978 7.4 3.9 

ら切出II寺のi悶でのポット立誌上変化を＠に示す． ところで，本議Fig.江町12の！聞社t述べたよ

うに， j粧水後3611~］1IHJの災験開始時については，すべてのポットの涯最測定ゃうF ンシ E ンメ

ーターの読み，その｛出の初期における機器設定の関係上，採ニiニが議議測定から 1時間程度

遅れている．…ブ15，切出時ではIR議制定後にi夜ちに操土しているため， ll寺関連れはほとん

どない．そのため，合水強：から計算した窃の震設は，ポット泣から求めた＠の重放より

も，少なくとも 1fl寺側jの間に起こした燕発散識の分だけは小さくなっている．そこで，こ

のII寺！日jが脳卒段階であることを勘案し，その時点での 1時間jの！刊H設と 1Elの段射設の比

{( 1 1:1の法発l'l文般に梁じ， 111守IMJの法発散殺を推定してみた．ゅの儲から，この蒸発散設

な減じて修正したものをゆに示す．そこでCDと＠， cむと③な)11＼，、て，合水率とポット抵か

ら求めた水分減少放のお1災1·誌~設をと計算したものが議中の e, ecである.eの艇は－0.4～7.4

%まで変化を｝1!,せるが， ec の場合には－ 1.5～3.9% となっている．第 l サイクルー2{(1~1; くと

すべてヅラスの誤2告を示すが，この－Iぷ！としては，槌物体における水分減少を無視したこ

とが考えられるホ＼ しかし＇ ＼，、ずれにしても，大きなポット災験での誤識としては充分に

が＇1UJiし向るものとjぷわれた．

3. ；容紫分布の変化

土壌水は，その：！こ3に必ず幾多の1fJ溶成分な溶解さ必ーて溶液となっている．このi'€f質の存

ゐミはニj；：機水の化学，gテンシャルセ低下させ，！肢を界した椴物おむj:1への水移動や土壌1:j:1の水

移動の駆動力の一部をなしへ総生下土壌中の水移動を扱う」ニで議袈な関子となる．一

判免，~阻 :ti！で求める植物の体総，乾物ill；，水ボデンシ・v ルなどの変化ならびに槻物体の水分語学；i設な
m~、て，乾物汲J\[IJJll ，純物体の水分減少を話i・3なしてみる．すると，例えば 3-2 の場合はそれ
ぞれ 12g,50g総皮であり，オ完封己は兇に③から（50-12はな引く必裂があり j誤滋は兇に小さく

なる．
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ブJ，この溶質 L~I 体も溶媒たる；Jcの流れによるγスブ口－，裕資 1~1 身の分子連動による拡

散，孔隙における流速のジ1'均ーからさJ:.ずる分散（dispersion），土i謀議－加との吸器脱の交換，

純物mによる体内への取り込みなどによって縫n守的にその分布を変化させる51l，そこでこ

こでは，こうした移動p 吸収，交換などの紡裂として現われるこiニ壊水中の溶質抵の分布変

化な測定してみた．

3-1. ~Jllj定方法

a）土壌溶液の採取

1-3 で述べた会サイクノi,1j1JVJの神奈JllJ~拭ぷ・土ポット紋峻JI与に，こと ！·；~／ の各tA~~ か

らlOOcc定年筆サンプラーによってニiニ壊な持取する．これを純水（107Q・cm純度）により24

hr. 根！Jt='B{i~＇飽和さぜ， しかる後に球心部により熔質てと拙出した. l•d－試料に pF にして

2, 3, 4の抽出品ネノレギーを版次与え， pFO～2,2～3, 3～4のaニネルギー状態にあるi谷被：念

特fこ・

b）浴液濃度の測定

拙~fミ下ニiニ壊仁11 の水拶裂I'd:扱う Jニで、鈴・ Ivこ必~となるのは，水の化学ポテンシャノレを低下

~.Ji：るのに~ljf与する溶質の活設ょと；i,z段！立である． ところでp

v:l；溶液の蹴問点降下脱皮 LIT1(deg）唱法制定することにより，

m出 LIT1・Kw-i, Kw=l.855 

ノレ披j立 m(mol・kg-1)

(Jl-1) 

として求まる521, この原理に従った世逃！五計（AdvancedOsmometer Model 3L, U.S. A. 

Advanced Instrument 社）によりま設設モル濃度を求めた．この測定精度はゴニ0.5 ・ 10内 3mol•

kg-1税皮とされているが（同社γ ニ品プルより）， II'司一試料”での再現1~1：から51 て， 5 ・ 10白3 • 

mo！・ kg-1税｝立とJi!.るのが妥当と忠われた．ここで得られたものは，イオンの解離の状

況などを総て告括した， i直般に化学ポテンシャノレの低下に！寄与す

(Osmol・kg-I）である．

二世ル濃度

京大：，；約締溶液の場合には，絞殺そ／レ濃度 ε（mo！・ r-1) ノレ波｝立と

り， Van'tHo妊の法則521から授遜ポテンシャノレ 1JfOS出（cm）は，絶対協度 T(K）のII寺，

1Jf OS附ロー1000-1• c • R・T(erg•αn-3) 

=-1000-1 • c • R・T• Pw-1 • g.-1(cm) 
=-2.49・10・1c(cm)

at 20℃ 

似し削 R：：気体定数 8.314・l07erg• mol向 1・K→
ρ10 : ;j（の儲皮 0.9982g・cm即日

g.: ill力加速度 9.807・102cm・s-2

として求まる．

3-2.ニi二機水の溶質分布iと説透ポテンシャル

a）拙出品ネルギーによる‘濃度経

( ll -2) 

しくな

pF2～3で抽出された溶質濃度に対する，イむの抽出品ネノレギーによる溶液の浪・皮'd::Fig. 

日間21に示した． また，その濃度におけーる技法ポテンシャノレも同時に付す． もしも抽出し

たよLネ／レギ…により濃度設がなかったとするならば， j誌は悶＊の 1: 1の実線上に梁る．

しかし，この間から見ると pF2～3の液液濃度に比べ， pFO～2で0.9倍， pF3～4で1.4出・

程度の濃度を持ってし、る．
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-fl!Zに，土粒子波間近傍では，粒子表部の

市荷による級殺倣と滋賀イオン段身の拡散性

との球ね合いから，段小iヨ出品ネルギー；状態

を指向した拡散ニ窓際が発逮し務部からの

距離により濃度分イflが生ずる．こ

相炎関上200A総！立を：で・及ぶことがあり53ら

その路間外のバルク熔液よりも大きな濃度分

布になるは，，対（orjえ）イオ γでは小さめに絞

るが，対（ or 正）イオーンとのトータノレill~度とし

て）．

今p 概算として lOOAの水肢に相さ討する水

分；殺を求めてみる． この土壌の比浪iYilf'iltは
28.6m2・g-1であり（TableII -2），ここに形成

される水般による水分設は，

100・10四 8.2.86・105=2.86・10-1(ems • g-1) 

となり，土壌の乾燥儲皮 l.15g・cm寸志f乗じて32.9%の体積合水不となる．これを Fig.

][ -2a）の水分特性 1ll1線から F＇~掃すると， pF2.55のγ トリック・ポテンシャノレに相識する．

すなわち9 pF 2.55以上の？トジッグ・ポテンシャルで土壌と相互：作用な持つ溶液は，も

はやノ〈／レクの溶液とは：考えられずp 尚 pl干になるにしたがって溶液濃度も高まることにな

る．このように考えると，バルク溶液と見倣せる pFO～2の抽出液， pF2～3,pF3～4の

120° 
土
m 
決100

波
11' so 
の

if,f. 60 
以
J1t 

pF 2-3の土壌議議の浸透；11テンシャII-
1 2 at 20・C(-lO'cm)

1 : 1 刊
以
滋
ボ
テ
ン
シ

の
y
“

ヤ

1 !!.-
玄 10
0 

"' ~ 20. 
Fア

"" ペハIr, l , I , I , I , I , IQ 
Vo 20 40 (i() 80 100 120 

pF2-3 のjゴif.溶液中の浴i~J.詰（ mOsmol·kg~ ＇）

Fig. ]] -21. 111ilil品ネノレギーによ
液の澄

• pF 0-2 

o pF、3-1
at20・c
（－・101cm)

23 

1111111溶液で次第に高濃度となっていることが県拍手される．

b）濃度分；｛fiの経時変化

pF 2～3のJ-dI出溶液における濃度分布の経 pF 2～3 Q)j：淡筑波の没透ポチ〆シャルトIO'cm)

！侍変化合Fig.][ -22に示し， lflj時に20℃の授 o~ . ~ 目 H ~ (a~ 20・0

ポテンシャル換算報を記す．機:l1!2ポットで

はO～25cm深までは40～50m0smol・kg】 1

~fll& ( 1jT OSI/Io::=, -1・l03cm）でほぼ一定値を示

すが，それ以下の深さで付、次第に濃度が増

加して SOmOsmol・kg“1椴！交（1jT OS削＝－2・

l03cm）になる．これはp 初1Vlの部水後の設問

に伴って熔質が下方に Break-throughした

跡とJJ＼われ，その11加にと方から迷ばれた溶践

によって，破線で涼した初期濃度分布の的

(59.5m Osmol・ kg－りよりも 10～20m0smol•

kg-1程度大きくなっている．また，。～10

cmでは， 5m0smol・kg-1;f;設皮の濃度増加が見られ，諜発に｛！~ う務質の柴fl'｛の影器！とも

nv 
l
 

.''1.i:: 

《T、20
＠：日lサイクJ>1lil'l
o括2＇）・イクル l'!i
A 抗3;; fクル f• ~： 
x f車j車.j；.，ト j1: 
一”初 Jt/lfa'[ 

さ 30

(cm) 

40 

"" vvo 20 40 60 80 100 120 

pF2～3の1：後議後1j1のi!HUK(mOs問 i・kg 'J 

Fi躍・ lI-22. 各生符段階での土~:mi脊液淡｝交

られるが定かでない．

1llit生ポyトでは，実験開始前の織物生背中の潜水による溶躍の Break-throughと植物

体中への吸収により，移！：地rH~ トのものよりも小さな濃度分布となっている．第 1サイク

ルのものでは 30cm以下に，投開!rC.伴って Break-throughした務質のiM：が見られるが，
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第 2サイクル以降では20m0smol・kg-1lliJ後（1jf OS m Z.…0.5・103cm）の一定他に近い分布と

なる．これは第 2' ~存 3 サイクル開始前に充分な潜水な行った結果， i存殺の Break

throughが克に進行したことを示している．

3-3.授透ボテンシ・＇＼＇ Iレ勾配によるゴニ機水分移動について

a）水分移動の考え方

得flill系の不飽和ごと!iJ'~r::f1 では，主にゴ二機7）くのマトリッグ・ポテンシャル 7Jfs削（cm）と没力：）＇

テンシャノレ '/JTg(cm）の勾艇な駆動力とする水分移動が起きておりpその時の移動係数とし

て不飽和透水部数がJE殺される．しかし，厳怖には土PJ'~中の浸議ポテ γシャル勾配による

水移動も考癒する必喪があり r,.!)55），特に土撲がコ口イグノL’iJ:.場合には無視し｛I｝・iJ:.l 、

れている3). これは， j溶質が｛何らかの際関で移動右：11;iJI良されるため，務質の払散による化

学ポデシシャノレの均一化が起こり得ない時に生ずるものである．それは，あたかも ~11:活肢

という物潔r11:111lU約の下で溶鉱が移動し符ないi時：にjt:gこる水移動と同じ現象である．土壌中

での溶質移動せと制i汲させる~閣としては，土壌構造に組問したものと 3 ごと様粒子表f(fj の＇711

荷による溶質イオンの束縛（拡散2筑摺など）が考えられるが，｝両者の占める割合は無視

しf~｝ると替われているl>GI.

さて，こうした現象をγ クPにとらえ， γ ト担ック・ポテンシャノレ 1jfsmと活力ポテン

シャノレ 1jfl! の勾配（以下，水翌日;I~ テンシャル勾配とi浮ぶ， p1JfIt口 f7(1Fsm四ト1Jfg））による流れ

と比較した例は多くないm. Letey や Kemper ら r.s1は水分移動の現象ブ＇jli~式な

],,,=-L11 • p7Jf1i-Losm・p1JfOS削

口－L,, • p7Jr" -<J・L1i・p7JfOS 111 

=-L；， ・（177Jf＂十<Jf71JfOS削）

( (jロ Losm／よ哨）

｛丘し， λυ ：；~（フラックス（cm ・$ーI)

7Jf ！.，：水難ポテンシャノレ（cm)

7Jf osm：浸透ポテ γシャノレ（cm)

L：現象係数（cm・s-1)

とした．ここでL1.，はジG飽和潜水部数に相当している．これによれば，設遜ポテンシャル伺

部による水移動は“浸透ポテンシャル効呆部

数（Osmoticefficiency coefficient）”σを介し

て水fillポテ γ シ・1’／レ勾配による水移動に含め

て扱い得る. (J vi.JIH論的に上fl£組長1；念持ちp

その自立が噌加するのは i）水分il'l：が小さくな

るii）溶質濃度が小さくなる （1Fosm大きく）

iii) nmiのカチオン， 2側のプユオンを用い

た場合である591，このびな不飽和状態でお［IJ恕

Table 11-5.ことをi≪のマトリッグ・ボテンシ
ャノレと σの関係（L巴teyら58)

治、ら. O.lNNac1, P<1=1.03g・
cm聞 3の状態）

官官品。s”2

-398 

-541 

σ 

0.00日

0.040 

0.088 

ずるのは関嫌であるが， Leteyら5川漉土な -673 I o.157 

用いて巧妙な突殺を行なし、， TableII-5に示

したようなデータを得た（σは溶質濃度や土壊の乾燥機度内により変化するが， ここに

あげたものは最もぴが大きくなった潔験のものである）．このσは機ごとによるデーターであ

り，水論文で用いた砂機土では，これよりも小さなσになると鍛恕される（似し関税のあlj
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こと鉱物の場合）．

b）本論文における授透ボテンシャ

いままで述べた考え方に基づき， TableII-5のびの飽をJ采沼しながら，本論における波

透ポテンシャル勾配が水移動に及ぼす膨警警の大l格安見積ってみた．ここでは，識も大きな

勾配が生じている第 1サイクルのものについて考え，そのr-j:1でも，設遜ポテンシャルの影

響が大きくなる乾燥似I］の場合について取り上げる.Fig. II -12a) 140hr., Fig. II -12b) 284 

hr.の2木の水分分布と Fig.II-2a）の水分特性Jiil線から， 1Jfsm,v1Jr;, ( =f11J!'s,,,-1）な計算す

る，まずこ，泣透；）＂£テンシャノ L勾配f11J!'osmについては， Fig.II“21, Fig. 宮町22 主~m いて， J二

記の水分状態！こ対応するものを求めた．ただし 284hr.のよ部では pF4以上の水分状態

にあったが， pF3～4で抽出した裕液の浸透ポテンシャノレで代！日しである．こうして求め

たf11J!'0.'111 にTableII -5のぴ摘を乗ずるが， 1[f's叫が Table日々のiHll定諮問な越えたもの

については，びの理論的最大fftlである 1を与えた（TableII -6). 

Table 話回6. 1J1P'1i と σJl/J•Ornl のi七絞

20 80 '10 

1Jr,,,, -1,217 -2,118 …855 -200 

1'10 hr. A習r" 150 281 5:3 

0・JljJ'os附 ー臼 -82 - 1 -o.a 

P‘f sm -18,886 -17,783 -10,965 一7,079

281 hr. p1p・,, 160 110 779 ;m 
。.Jl/f抑制 - 9 -32 -811 -45 

ここからわかるとおり，本実験では授逃ポテンシャノレ勾m己が水理I！ポテンシャルと逆勾配

になっており，下方への水移動を促進させることになる． しかし，この影1授は比較的小さ

し故大にして水理ポテンシャル勾配の11克樹皮となる．これはぴロ1として計針．したと

ころで生じており，突i践には，これよりも小さな際務となろう．

このように，土壌の乾嫌が進んでいなくてIvw,, lが小さし、II寺には， σが小さいために

I af11J!' osn唱iの飽は小さく保たれる．また，乾煉が進んだ場合にはσが大きくなると予想され

るもののIvw" Iが大きくなり I11171/f OS 111 iの占める割合は故大でも11%以内におさまる‘

第2，第3サイクノしでは鉛政方向の段通ポテンシャル変化が少ない．したがって，

と問機にして la•J71J!'os附｜の影響を見積ってみても最大にして 4%以内（σ口1 として）であ

りp 現実のびの簡を代入したなら，より小さ

以上のように， γ クロに見た授透rドテンシャ

しか持たないことになろう．

故大限に見積ってみても

部1サイクノレで11%，第2，第3サイクノレで4%以下の影響てと持つにすき‘なし、ことがわか

る．しかし地波間近傍において蒸発に伴う裕資の捺績が起こり浸透ポテ γシャノレな胤-fill

1'!9に著しく低下させていたとするならば，その付近では更に大きな影響な持っかも知れな

いGO｝，この点については本論文では切らかにされなかった．

第鼠輩植物体内の水移動に関わる諸国子

絞首と過して土壊から！汲水された水は，櫛物体内主：）湿り主そから大気に逸散して行く．こう
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した織物体内の水の毅1きは水ボテ γシャルの勾配にしたがうものであり， ， このガミポ

テンシャルは吸7J＼と蒸散の収支によって変化する．このように，純物体の水移動は，その

凌~水，gテンシャル変化の中にあらわしている．

そこで、本躍では，織物体内の7）＼移動を把総ーするために，第H：躍で行ったポット突験料に

おいて，移動の場としての椴物体の形態を調べ，また，そこでの水移動状態を焼恕する燕

や議の水ポテンシャ沙諸イヒについて調べてみた．

1.植物体の形態と変化

1泌物体の形態のJ世脱として，灘間騎，議慌の分布＇ ;jf~の長札間7Jlj の恨の；｛ミざ p 水平方

向での1授のちらばりメ棋のlffrll吉本数9 それぞれの部｛なの体積と乾物況などな測定しまた

絞系の様子な観察した．

1-1. !HIJ定方法

a）薬師積

薬師；僚は，各ポットな破壊する時点で lOcmri,n賊に｝目別刈取り法GI)な遡Jtlし，メljり取っ

た1容は薬師獄計｛特定不自勤務時積 ModelAAM:-7）により測定した，説的i樹汚・の誤1r~は
ゴコ0.5%縦波である．

b）議諮

議認の分布は，選抜f；告で切り取ったものをw1li7J¥•I• に24時間続皮7j（泣か札その主演につ

いて分校部を避けながら測定した．議断簡はft1r内状たなすため，マイクロメ…タ…で長筏

と知.1混な捌り， i'fl梁平均てととった．

c）根の長さと探J)IJの分離

棋の長さはインター，k クション法G~）で測定なした．この方法Ii幾何磯本論の持名 i:r.. 問問．

である“Buffon’Snεedle problem”の考え方を拡iJl~ した方法で， stereology の分野料けで

総点されているものである．この方法：合根に適用したのはNewman°31であり，その後

Fig. 問問1，線の；良さのiJ(1J7E法

A 

H 

Marsh64>, Rowseら051,ReicoskyらGGIなどにより改

良，検討されている．

今，総延長 H(cm）なる許試線（Jilt線もTIT)若手な含む

i討議 A(cm2）の鎖域内に長さが米生11のrill線がランダ

ムに存在していたとする．このfl札波線若手と1lh線群

の交点数を Nとすると， rlh総若手の総長 L(cm）は

L ~担：メバ …-o-T干一 (JU-1) 
2・H

であらわされる（付4参j間．つまり，椴の総長 Lを求めるには， A，正Iのわかった倒Jr1N1

に1設なランダムにばらまき，その時の交点数 N~ピ数えれば良いことになる．この方法の誤

殺は， j克験的には Nが100を越せば3%, 1000を越せば0.3%税度になるとされている叩．

鍛え祭の行った精度検定の結果が Fig.聞－2である．予め長さを測った糸な 2～15m牒！支

判 il\ll7Eは~12に神奈Jll淡試淡：とのポットについて行った．浴剤fl淡土ポットのデーターなtlllJ:立的にm
いたところ℃は，その時点でng1ゅなどにtt~誌な添える．

判〉幾何総務を字放とした形態in・殺を目的とする研究分野で，対象物よ。も次元が 1ランク低いも
のを測定ナることで対象物の会lぷ．を行う．例えば，長さな知るために点の数~. ITiif1'1を知るた
めに炎さな測るとし内、といったものである.I戎幾としてはお7),68）などがある．
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16 

f銭10

IE s 

1造

(m) 

pおお0.9993

」 4 6 8 10 12口
~ p,祭鈴（m)

Fig. lll-2. ι品ーマン訟による1ili'i.江主主と
災｜添j迫の比絞

に任忠：に切り分け， A口 1872cm2, H=1872 

cmの傾城に散乱させたものである.Nの大

きさは糸の総長により 160～：1300~樹立であ

り，尖i怒の長さとの部設は土 3%以内であっ

たーこのよう l心P このブJ法は桜のj這さ：念去llる

上で‘光分にfiil:Jh：し1守．る*lfl立なJす‘つことが(I臨；I!,:

さオ~iこ．

災｜怒には，ポット切り出しll；~に，紋な含ん

だ－·~巨体；積り土な lOcm j手線、（10むmJ学×ポ

ット ~1三門，あるいはゆ4.5cm のシンウオール・

サンブラーで lOcm)!y：に）に取り出－；－.こ

のニiニ：全容器内で、水tえさせ， 24hr.；態度放路えし

た後， 0.2mmメッシ品のフルイと 0.6111111メ

ッシ品の茶よこしてヒ使＂＇•水でこ｜ニを洗い出しれな

がら:Fb念に根をすくいj必ず．この恨はツタ付の儲iお袋詰；に入れ， 0.27%のど P ザン椴ナト

リウム水治t{f{G2lな力IIえ・＇ 4 ℃前後の冷ll告別。に保得して間関にH~をしたニとな分散さーも士た． し

かる後，！氏に 2c111 メッシ品の波線な~IL、た1cm tポx52c111×36c111のアグリル製容器中

に艇な適量ずつ入~t，水な加えてランダムに分散させて写真（or コピー）にとる．この'.ff;'.

(orコピー紙）上で根と波線総との交点数Nな数え，（讃－1）式からLIJ:；支めた．また，

このLIJ:, 1:民が含まれていたこと嬢体績で除すことにより扱1必度（単位土機体畿中の恨の長

~）とした. ~I採に数える N は， lOcm ット ~1t..1サの一試料について 5000～10000 担！；主

であった．

次に，こ・の写真（or コピー縁日）上の線を乱数によって複数本選びIii し，この線~c：，交わっ

た総てと標本としておh/I:lしJ 3ど点でのf去を投影機でPl＼大しながら測定じた．こうして得られ

た掻7JIJの交点分；｛1rが上述の金交Ai、での分布 (13;柴閣となる）と等しいと仮定することによ

り筏封I］の恨のjえさを求めた．なお，尖｜筏に太~のわかった針金などの写真やコピー紙上で

の太~右投影機上でmu定したところ，そのi~t諮は ±0.05nim 以内で、あった．

d）根のu判断水数

ポットの水王子民Ji滋iにあらわれる1誌の本数な知るため， c）とは加に，ポットからシンウオ

ーノレ・サンヅラー（p4.5c111x15cm~的支）で試料なとった．

ト~.
，－.＇－圏、

Lv 

.......... 田 d

N, 

Fig. lll-3.以の1wrn栃木数測定（彼抜法）

測定はi立脱法と近ftl法 (i11J~告ともに仮称）

のZ訟によった，直接法ではサンヅラー内試

料の炎樹ニ1:：壊な 2m111 殺！！丸屯~：！：により

泌くおとし，そこにあらわれる恨の本数NIJ:
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Fig. lll-4.恨のWfr樹木数all)定（近似法）
（このl主iでは Nv=3)



28 1J1 形大学紀~（淡学）ダ~9 主主総 4分別Hit

数えた， N の~l!J定は試料を 2cm 都度ずつ押しI±！しながら行いp その両端の NhN2(Fig. 

班－3）の相加平均すと断師絞 Aで除したものな，この｜玄関での平均i続出本数とした．また，

この既日立での根街1立ム（cm・cm→）もがi述の方法で鰯泡した，

近fbl訟では，シンウオールサンヅラ…から Fig.Jll-4のような門柱を切り 1±1し，根を!;lJ

i析しないように， i'i'Jlかにピロリン酸ナトヲウム水縦波内でことを分散させる．その後，ひと

つながりになっている紋の数 Nvな数え，

M …2Nv 
品一玄五平b (Jll-2) 

として断樹木数N;,(cm-2）の近似能を求めた．ここで α（cm2), b( cm2）は Fig.即時4のP:J1ヨ：

の~l!rflfi,fill，側flli;fiUである．

e）体；院と乾物:m:
よび根のや~般はどクノメーター法により求めた. b), c）の測定が終了した試料につ

いて，淡J併に付殺した水を路公ずる．惑についてはガーゼで拭きとり，淑については pF

3.0 相当程度の遠心力で取り除いた．このもののm：設（W1）を蹴ちに測定した後，メスシリ

ング…内に水tえさせ気r~'<l:'追い出す．このメスシリングーの…定｛立j設まで水をおI~たしたII寺

(W2）と試料を｜徐いてi司じf立股：主で

は水の漁ぐ皮さピ Pwとして’

V＝ロ（W3…（W2－干γ1)）／ρw ( JII-3) 

からオとまる．但しこの場合s 水浸前後で W1が変化しないことが必裂となり，測定酪前ま

で試料が7)(波状態にあったとは替え，誤避の入り込むことはまぬがれない．

業の体積測定では，水設fl告の薬淡闘に付殺した気抱の追い1±1しが関車ftであったため，平

均J］＇~な誕の J!ji.みをマイク f:I メーターで？J!UJE し，これに a）の諜：rm艇を衆じて体絞とした．

乾物扱については80℃で 48hr.乾燥させたものについて測定したOJJ• 

ト2.池上部の形態の変化

a) ；！！~1泌総分布の変化

来：i在i:f~i分布の変化を Fig. 盟問5 にぷナ． i笈！の左側にあるJ番鰻37,50, 59日のものが各乾

：換サイクノいこl=tJVJの分布でp 布側42,54, 62臼のものが乾燥後期の分布勺ある．ガラス富の

内部では，窓外とくらべて日射殺が減少しており，これに加え，制御された~t髄と El 射；抵

のプンパランメ、も路怒し，草丈 100～130cmと徒長していることがわかる.~露関讃を見る

と， ti')1サイクルから；ri3サイクルまで 4000cm2から 9000cm2程度にまで順調に生長し

ている．しかし，会サイクル1;13で見ると，部 1サイクル'<l:'I徐L、て＊1~ETザ 1:1 数の多い乾繰後

期のもののブjが5～15%程度減少していることがわかる．これは，ポットrmでの個体設も

あろうが，｝捻：b誌の進行により誕の水ストレスがi弱まり p 諜が rollingoui（細胞内の膨圧が低

下した結染裁が丸まる現象）などのシオレを起こして濃部績が｛IX;下したと考えられる．こ

うした現象は，今閣の実験における観怒からも総認されている．

分布製：1:-見ると J j詑；除後期のもののブJが lOcm程度下方に移動していることがわかる．

このことは平丈にも現われており，議の水ストレ九がi弱まった結染，濃の ftagging00'（諜

がシオレて恐れ下がる現象）がさl－：じたためと ｝，￥，＼われる．

＊〉第五本2-3でも述べたように，会！O サイクノレでは必燃の進行が少なかったため， j険物への水7,

トレ Jえも 1j、ざかったとjぷわ~1,る．このことは，後；1)lずる Fig. 関向27 にあらわれている．
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POT 3 POT 2 

100 

42El 

500 1000 

1000 

明、～ POT 6 

i¥':i 

t: 
(cm) 

3お J扇 絞 (cm'/ lOcm）一一一一一一＋

Fig.殴－5. ~従i雌1資分布の変化

間中にぶした諜邸:fl~指数（LAI ）ホ i は，ポットの地表脱税（283.5cmりをベースにしたも

のであるため＇ 14～32都度となり，通常の大主主栽培における般と比べ川3～5倍税！立にな

っている．ここでの純粋な投影閣総は正確にはf9'（，からなかったが，銘3サイクルの乾燥1:jc1

j出（pot6）でおよそ 1300cm2程度であり，この場合には7税肢の業開総指数となる．この

簡でも通常の般より20～30%躍成大きめであり，日身、j不j誌による楽部積増が覗われる．

Fig.国心に，企業問；般の続時変化を示した. I当丸は端部炎ニi二のポ y トのデーターであ

る．これな見る限りでは， 11間体援も少なく指数関数的な増加を示している．一般的に大ll.

の紫泌駁は開花JUJの10～15日後（段J}1猿践開j明）に故大となり 70）＇その頃まで指数関数的

、t:i:::l1'f!J11rな示す70l.Fig.型－6に涼じたデーターは開花）VJから 9El椴j度後のものまでであり，

指数！］りな増加は，この段階では一般的なものである．

b）茎能分布の変化

選筏の分布変化を Fig.盟々に示す．遣を筏は慈悲部付近で6111111から 7.5111111程度にま

で次第に増加しており，上方に向って，ほぼTM.線的に減少している．選；段上音gの生長点付

ホ〉ヌ~：ぅJE, 1fc(i~事における御念であるが，日夜i投開の放の消火を見るために，ヌf>:災験の孤立｛1~1体にも趨
mしてみた．
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Fig. lll-6. ・総薬師般の変化
0 

Fig. lll,-7. ~｛去の分布

近では，どの段階でも 4mm～4.5111111組躍にあり，比較的変化は小さくなっていた．

1-3.地下部の形態の変化

a）根惚j交分布の変化

t民宿度分布：の変化合 Fig.腿－8にぶした．幡随37,42 Elのものな見ると，ーF胤での棋の

発迷が進んでおらず，特に 40cm 以下には，ほとんど絞が校入していない．その斜；来， j行

政方向に変化の大きな分布となっている．しかし，それ以｜札下方の棋の発j主が卓越し，

次第に鉛波方向での変化が小さい分布となってきている．

上記の結果は水平方向での変動は考j越されておらず，水平方向の平均値としての｛はであ

る．そこで水平方向での変動を調べて見たのが Fig.班Jである． グラフ中に示したよう

に，水平方向での代炎艇として選古IL 2本の主主の中間宮lL~さからの段逃古g という 3 ケmな

t長後.； ［交（cm・cm-3)

mぬiIJ£ (cm・cm寸）

Q 2 'l 6 8 
H‘ 

12 

2 4 ら 8 10 

10 
例3
4今ミ

20 

ふ，

~· 

50' 

Fig. lll-8.根術I.Ir分布の変化

50 

Fig. Jll-9.場mによる保協＇／！£の法
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とり，それぞれの部分での鉛磁方向の娘草野度

、てある．これな見ると， j語種37日

の20～30cmのデ…ター以外は比較的制た組

な訴しており，特に揺範59i=Jでは，ほとんど

｜可…の分布製てとなしている．つまり，今聞の

ようなポット実験では，水平方向の根慌皮変、

化は小ざし鉛流l次元の分布で考えても大

jf!]Jないことがわかる．

1500 

uhド

棚

削

y
ト
巾
町
一
り
総
制
取
材
判

． 
55, 82Flのもの
l:J:i1存；：11:;t｛：上；！lyト
のッ，，：こター

ll日

1£ 

お

仰がt)j ~·主 〆

Fig. ]ff -;10 r:.dミットあたりの根の総長（ 2 

i附体分）の続的変化な示した．恨の総長は絞

lh1'i'f句にシグモイ F';j)，；の増加：公示し， 1ポット

あたり 1200m~iIT皮に漸近して？？く様子が明

われる．すなわt;i，大宝111間体あたりの総根；民は 600m糖度以内であり，これは Arya

5:J (JJ 70 81) 

J讃f1fi1賓の f3建立（f:I) 

Fig・lll-10，総j長長の変化

ら71Iや Raperら721のiJ!lj砲した簡とほぼ問税l慌になっている.;J：た，播鶴60i=Jあたりでは，

すでに増加本が｛況下し始めており， Fig，誠心で示した張関樹i首力nよりもlft く ~I：＝.長が停止

しあうめることを物語っている．

b）筏加の1fH終度分布

l…1 c）で述べた様J)ljの交点数分布

と，それから求めたf差別の根1朝交分布をFig.

交点数刻合（%）

。。 20 40 60 

lll-11, 12, 13に示す． それぞれ a）が交点 10 

数分布， b）が根斜度分布であり， a）と Fig.

]Jf-8 の根街度分布~梁ずることで b）の筏 山 20

5JIH技術！定分布が得られる．

；］：ず交点数分布な見ると，どの佐官段階で さ 30.

も0.3mm以下．の根が70%以上な出めてお

り，この1去の棋が線系ド｜！の主要な部分となっ

ていることがわかる著また，生育jヨ数の噌力JI

に伴い， 0.3mm以下の恨は，どの深さでも

75%純度の一定MIとなっている.0.6mm以上

の般については，ほとんど 5%以下であり，

下方に進むにしたがってわずかずつ増加して

いる． しかしよ話額42r:Jの分布では， 40～50

cm i策で 0.6mm以上の絞がほとんど見られ

ず，艇の発迷が泣：んでいない取なぶしてい

る．

経5JJJの根締度分布を見ると，交点数分布か

らも推測されたように， 0.3mm J;J, .:.Fの根が

主袈な部分を占めており， j長街度分布の形状

し，l:, ほ近んど 0.3mm以下の根によって支配

されてし、ることがわかる． ;]; fニ， 0.6mmlユ

0.3>D 

(cm) 

401 D(mmJl:J:lJH王
綴 f母42El 

50 

Fig.恕－11. a）筏J.)ljの交点、数分布

。。
f長総 J支（cm・cm・')

2 3 4 5 6 

• 0.6:5D 

• 0.3:5Dく0.6

闘 0.3>D

D(mm)I止f民？を
綴械 42釘

50 

Fig. !IT-11. b）絞筏J.)IHJH絞成分析1
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交点数割合（%）
交 見？、 数書IJ 合（%）。 20 40 60 80 100 。 20 40 60 80 100 。 。

10 10 

m 
.~ポ. 

20 20 
0.3くD 0.3>D 

さ

02:0.6 
30 

(cm) 

40ト 40 
お（mm)I料品筏 。（mm)t主f民後
J語検 54El 自前綴 62!3 

50 50 

Fig.孤－12. a）筏別の3起点数分布 Fi耳.Jll-13. a）筏J]IJの交点数分布

級統 1皮（cm・cm-') 以節度（cm・cm-')。 2 3 4 5 7 。 2 3 4 5 6 7 。 。
10 10 

i'!# 1＇本. 

20 20 

さ30
。0.6:SD 

(cm) ‘0. 3:SDくO ／ ‘0. 3:SDく0.6

40 
信 0.3>D

D(mm) 1.tllHを ¥ D(mm)l;J:抵抗

50 J措綴 54El 50 
t前級6213

Fig.組問12. b）筏別』恨絡fl支分布 Fig.斑－13. b）筏別淑草野皮分布

J二の根では，播種42 阪の下部をi徐~＇ ほぼ0.2～0.25cm・cm-a税度の一様分布宅どなすと

いう興味深い結果を示している．これは，前述の交点数分布が下方に向って増加している

と，全根街度分布が下方に向って減少している事とがJ憎まって生じたものである．また

Fig. TII-14に務部表ことポットのデーターを吊すが，これも伺様の傾向にある．

さて，ここで，この 0.6mm以上の根につ

いて考えてみたい．大立の根来な観議してみ

ると，主根は謀部付近の 5cm前後で肥大し

ているだけである73）.また肥大部からは，肥

大部以外の主椴と肉親皮の筏（ l mm Tl背後）な

持つ太い側棋が生じており，これと主根とが

0.6mm以上の径の根締度分布を形成してい

るものと考えられた．さて，この側根と主根

とを合計した本数は， Table漉4 に示したよ

うに， 1ポγ トあたり60～70木前後であり，

これが最下関付近にまで通じていた（Photo

盟問1, JII-2）.この根が鉛斑方向にぬ：線で｛1l1び
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椴 ~I支（cm‘cm勺

0 2 4 12 
o・ 

10 

i策2011；と0・6mm

さ30
(cm) 

40 

50 

務総選ミ：七ポット
4話機55!3

Fig. 孤”14. 筏J]IJ~災磁波分布
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Table lll-1.ミ制民，側恨本数と級機j皮の関係

オ立 数 60 52 62 60 72 66 

線1復j{ 計算 0.21 0.18 0.22 0.21 0.25 0.23 

災担jlj ／ 0.20 ／ 0.22 ／ 0.26 

α ／ 0.90 ／ 0.95 ／ 0.88 

ていたと仮定して号！？ょした根締股がすablem-1の3行nの数艇である．これを 4行践の

突iJliJ{i在＊lと比較すると，計算怖が微かに小さめとなっでいる．これは，太Lイllllt良と±：.根が
鉛i夜方向に降線（！＇＇） にやれ民していないことから生じる当然の結果で、ある．そこで，これらの

1111がり具合てどあらわすため，

Photo Ill -2. ~家法部付近

約機額42S もので‘は紋下般家で、：J.;:. し、Drnt~がj1f1び切っていないと考えられ， 30cm 深までの平均依
なとった.{t!!I・工会深さでの31'：均縦である．
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α一（計算による根締皮） _ Llz 
一 一一一（実il¥11の綴僚皮） Lll 

( 11ト4)

な計算してみた．これは，鉛蹴距離の増加 Llzと，そこでのi恨の長さ Lllのよじであり，太い

側椴と:1：根の路1111皮なあらわずパラメーターと考－えられる． αの備は Table]IJ-1の5行

IH：.示したように0.88～0.95の範聞にあり，平均して 0.91税肢となっている．このこと

は，ポット捜部というjj;IJ約も加わって，太い保iltlV1：，ほとんど阪線的に｛市長していた事：な

治している．

c）恨のi祈ffii::1・三数

1-1-a）の測地訟により求めた£ji佼l税同f~（あたりの淑の本数 N宮（ cm··2）な根街皮 L,,(cm・

cm－日）に対してプ口ットしたのが Fig.Ill問 15である．

4 
Na 

司

材

作

〆

“

‘

i

般
的
W

M
防

磁

本

数

議襲

事進｛汲

窃 i康 被 総

8 

Stereo logyの知見

いてもよしうがラン〆ム

あらわれる点の総数 N との間には，

L rN/S=N, 
・v叫 lL/V=L,, 

に1111線（分校して

L(cm）と夜間に

(IIJ山 5)

なる関係がある (l;(J-2参照）．これな根にi自周すれば，会i辺は軽微皮L，， であり p 左辺は単

位公的iにあらわれQi践の本数Naとなる．

この関係が｜ヌlrjc1の実線である．県丸で示した近似法， iな丸で訴した直接法ともに税論線

の！ねりに分布しており，（謹白5）式が，この様系の場合にもほぼ成立することがわかる．し

かしょく見ると組終法の場合には線論総よりも大きめに，近似法の場合には小さめにな

Qflrt1句が見られる．

ほJ妥法の場合主f考えてみると

ろう． もしも 1!11線若手の内

らば，そのブ＇Sitヨ
した試験断指は水平閣であ γs

み!ll1wJJt鮮の汐ンダムi'I：が間j飽とな

ある方向に梯肉していたとするな

きくなる．ここで測定

こ寸の断断水数が多いという ζ とは，離の方向が鉛政方

l(i］に｛偏向していることを涼ず．これは，根の路地~f：などから見ても，当然予想される結果

である．とは替え，璃；命線から大きくズレを持たないことは非常に興味深い．つまり，こ

の線系では部の方向がほとんど…様ランダムに近く分布していることになるからである．
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成 i活僚 acm' 

i）分岐無 ii）分岐有

Fig. lll-16. 近似法の検討

｛日IJj話綴

b cm' 

前述の太い側桜のi匂きが，ほぼ＆a蹴ブ1'JiliJにfllii

向していることな考えると，特に o.:3mm以

下の1設などでは，さらに一線ラン〆ムに近く

分布していることがす＇.，~！されよう．

次に近似法について附等唱えてみる．近似法に

よる 11~訂([j本数のmu；むが正しくなるのはp 恨の

分岐が存政しない場合にIll~ られる．今，試験

凸体の1:11に存犯する，ひとつの独点した紋が

分岐していなかったとすればp 表的］にあらわ

れる本数は 2となる． したがって断樹本数は

(IIト2）式wむあらわされる． しかし，内部で Ill股！分i岐していたならば，表iIDには m十2本

現われ，（ Ilト2）式は，
N11 
~（ Ill ； 十 2)

M ー かi
＂＇＂一… za：月一

一｛ν＋2)N,,
2α十b

N11 
LJm; 

νニうj；ーと（｝ （ν：平均分岐数） (I目白6)

となる．つまり（ II卜6）を（期－2）式と比較すると，近似法では正礁なi新樹ぶ数の 2／（ν十2)

｛白（く1 ）の｛泌が測定されたことになり， JMl論総合1どまわるのは~Ml.~の結果と判断された＊ヘ

ト4.純物やj;の体総と乾物泣

35 
砂一一噛 3誌トー噛主5

ひ－－-o j在 ひーペ：：＞ ~主

150ト 30 
Ir-・吋 自4ト・....，：，.tu ， 

， 

（似しお間は ） 
（ポットあたり） ,' 

i牟 事l25 ， 
lばみ 3cm ， 
と／！＞（；Jrして＊める ， 

'/> 
f!'l 100ト 物 20

， 
， 
， ， 

(cm＇）ト （ポットあたり） 円必
， 

議 15
， 
， 
/3 

I 
(g) 'r~ 

50ト 第 J 10 ， 
－ 必1 ’＜ ， 

＿／~／＇ 3本5 企／〆 ~ 
， 

J＇ 少〆－（日A 

， 

3在
民v 芸－品 哀桝プ 〆ノ y－~ら悶t--1>. ! ;I 

有5 必／ 1£ 
J，，・・ ~： , ........ 

! ！~~－－－ 。。
10 20 30 10 50 60 70 06 10 20 30 40 50 60 

；市総からの日数 (ll) J品格後の日数｛日）

Fig. lll-17. 1I[l物体各1,iHなの｛本絞変化 Fig. lll-18. 純物体令部｛立の乾物混変化

判ちなみに， Fig.lll-15 では 2/(v －ト 2)::::7/8 となり， νコ 0.3 と正1・ j＼（さ ~t る．
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植物体各部f立の体樹変化'1l:Fig.国－17にぶした．これもf見るとp 紫，基本i，根どの部挫

でも指数関数的な増加状態にあった. ~在と集の体般はほぼ｜対程度の悩な訴し，根はその25

%前後であったー

また， Fig.盟－18に乾物蛍変化0.:-訴す．これ古見ると，捕種目臼のものが50阪のものと

｜対叡度か＇ 7 %1認度減少しており，ポット！刊でのf11!ilt本法が存主することをあらわしてい

る．また，議と議は｛本；関変化におし、てp ほぽ1サーの伯なもっていたにもかかわらず，乾物

援では獲の方が大きな組合治している．

そこで3 体駿あたりの乾物設を求めてみた．すると，このfftlは続時a告に増加する制向な

見せるが，その平均悩としては，集で 0.15g・cm叩 a，芸で 0.18g・cm叩 a,t艮で、 0.16g•cm-3 と

なる．これは飽和時の体積なベ－；；えとした乾：燥街！立であり，…定休'jj!£1+1に合まれる繊維分

などの問形成分の多少をあらわしている．

2.講の水分状態

裁の水分状態なまII るために， :fl~の水ポテンシャノレの経時変化と般i息分布，業の気孔抵抗

会測定し，また必の水ポテンシャルと合水；駐の関係をiUldベた．

2-1.測定方法

a）紫の水；lミデンシャル

来：の水ポテンシャル測定には9 サイクロメータ一法，デ品…rぷイント法，

法：合併・用した．

ャンパー

サイグ口メーター法，デぷーポイント訟では WESCOR1J~ (U.S. A.）製 HR-33TDew 

Point MicrovoltmeterとC-52Sample chamberを｛使用した．これらの方法はp 謀本！？り

には，試料'1l:~；む慾Pfl務部！々の平~ArWI対瀧皮てと測地することによって試料の水ポテンシャ

ノレ 0.:-匁l るものである61). ただしサイクロメ…ター法がj媛~長官官の温度から相対機｝立を決定す

るのに対し，P デ品ーポイント訟では館点制度ーから相対脱皮な決定するよ長いがあり 3 デ品ー

ポイント法のガが信頼性がiおいと震われている＇ 7-1). 同法とも試料と樹立j試料室内（約0.3

cm3）のf品皮，水蒸気肢が平衡に述した後， 251im綴1！£のク悶メル・コンスタンタン熱1!:t

対の披点を Peltier 効果によって冷却し儲15/1~1問中の水蒸気を凝結させ，機球温度，あ

るいは磁点温度k測定ずるものであり，｜河一試料についてjjlij:;Jjの測定が行える．｛立し，磁

点制度測定に際しては，立しく鋸；~（f~l皮を保てるように，説！変rJrn定時のジ品ーノレ熱や外部
からの熱の流入と平衡する冷却泡流な流すことになって七、る75).

この冷却熱量；の大きさは，磁点温度や外界の温度変化によってBi1なるものであり，決定

は難しいるこの冷却熱設が小さすぎた場合にvi，，見かけ上，採点iliil皮が尚まることにな

り，大きすぎた場合には抵くなる可能性がある．今，熱滋対に時間しだけ域流な流して

援を結ばぜたll札サイクロメーター法による援の蒸発！時間が t2であったとする．次に同

一試料で悶じi時間しだけ滋流0.:-流した後，適当削除問（20～30secくらし、）冷却地流を流

しながら館点視肢を測定する．そこで冷却泡流な切り，務が蒸発するまでのll部尚宏むと

する．冷却熱設が適正であるならばらロれとならなければならず，今回の測定では，この

条件が満たされるよう，各捕ま起i時に試行錯誤で冷却熱盤を決めた．

実際の測定は20℃の髄協チャンパ… i々で行い， C-52Sample chamberは 10cm！！￥－の発

判ここで，~には来：納まで含めている．
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j包スチロール絡に入れ断熱した．試料となる裁は生予＇ fi:j::tのものなパンチャーで5mm径の

ディスク状に打ち抜いたもので，長ll践にひとつの試料議内に2炊ずつ入れた．玄F'Nlill剖おjは

3hr.くらい勺良いと替われてし、るが61)＇ここでは安全側をとり， 5hr.以上な謀本とした．

ll:'i 力｛訟はベンレコーダーによって記録し，露点蹴j丸裸球瓶皮に相当する 1±1カの3!l語~j総合

読みとる．また，これとは別に，水ポテンシャノレのわかったNaCl機取水熔波（Wescor:f:l:,

Osmolality r邑ferencestandard OV叩 010,029, 050, 075, 100）で、出力的と＊＇gテンシャノレ

のキャリブレーシ aン総を惑いておき（Fig.部－19），これによって出力飽てと水ポテンシャノレ

に変換した．

ャンバー法には P.M. S社（U.S.A.）製プレッシャーチャンパーな使用した．この

方法は，来：柄で切／Wfしたえ：に N2がスで｝五；）］

25 

ン
15 

てと加えp 諜捌の持つ魚の）1'.71'テンシャノレと平

衡させて，その時，加えた配力の魚｛協を巣：がj

水部の｝五ボテンシャ／レとする方法がある76).

平衡の判断は，築制切断fillにおいて水が述統

的に逆流し始めたIi寺とする．なお，測定時の

諜からの液般によるポテンシャル抵下を防くい

* オ~ 20 

ア

ン デューポイントi会

れ

v

m

l

c

 

ヤ

ル

州

。剛リング

til< 
気

同データー純悶

5 10 15 
出力 （μV)

Fig. JII-HJ.サイク世メータ－rJ，デ品一

ポイント法の々ャリプレーシ

aン総

Fig. 滋－20. J五チャンバーの概念：惚i

ため3 チャンパ…l*Jの援聞には，水でおHらしたね紙をはって：？品、たGIl，この測定は 1｝誌に

ついて 2分程度で終了するため，多数試料の測定に過す．

b）識の水分議

誕の水分；散の決定は，ヅレッシャーチャンパー訟により強制木部の！五ポテンシャノレな測

定した試料な用いた．

まず，ヅレッシャ…チャンパー訟によって諜柄木部のjぷポテンシャノしを測泡した試料か

ら諜柄を除去し， .f!n陸に染；の議議（W，），商談（ん）を測定する．しかる後に80℃で48hr.炉

乾し控室設測定する（Wd）.誕の水分設をあらわずには，ベースを仰にとるかで数額に分れる

が，ここでは単依関税当りの合水毅（関税合水畿と｛反称） 01(cm3 •cm→）をとってみた．す

なわも，

w謝－W-i 1 
t口一一一一ーム・…ー （ρw : 7j（の樹皮）

A1 P柑

（日！”7)
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である．

c）気孔JJtl1L

気孔J悲試の測定~;J:、水肱Jl文型！ボロメ…タ…（LI-COR {J:(U. S. A.)Autoporometer LI-65) 

によって拠定したGII 0 これは，相対湿度15%組成の乾j｝！／.：ぎを34VI!:Nrった検111慌で誕の炎rmな

泣い，そこでの絶対日込）交のよ丹述皮から気孔紅J点在女11 るものである.~・｜採には，ある絶対

湿度増加｜に袈するH寺山lを測定し予め拡散J底抗のわかったキャザブレ…タ…によって押ら

れたキャリヅレーシ立ン線（Fig.盟－21）なJIJL、て気孔拡抗に変換する．な：f6'' V[lj定は適m'r

30 

R.,, 

~'t 

fL 20 

fJ.よ

｛孜

祇

抗 10

Rs1=2.821Ll t 
…8.928 

(s・cm') at 25℃ 

nu 

ハV
5 10 

;J~o メーターの統み Llt,.(sec) 

Fig. lll-21. ボロメーターの~＼o ャヲプレー

ション総（U.S.A. LI-CO民主l:
Au toporcmeter LI-65) 

行＇＼，、， 1

て測定した．

2-2. 7j（ポテンシャル測定法の比較

Fi仏国”22にデ品ーポイントtどによる7j(;J' 

テンシャノレとサイク口メーター法， IEチャン

パ一法との比較を示した. I玄jrjJ(tこぶした災総

が 1: 1のものであり，ドu－結栄ならばこの

線上に采る．

の上位， 1:1:1｛立，下位につい

.30 n：サ
チイ

？’；25 

k子
1会20
<:Ii I 
の訟
水に15
部よ
!+;;, 
ポボ10
Jァ，g
；テ

ム〆
ンシ 5
γャ
JレJレ

。（） 5 10 15 20 25 30 ｛“10もm)v ., 
デPューポイント訟による＊ポテンシャ Jレ

(-lO'cm) 

Fig.刻－22. ：佐重fl測定法による水ボデンシ

ヤノレの上ti！炎

l ． 
＠ 

。
∞ 

＠サイクロメーターj主

。E主チ Tンパー法

illi¥ 

2ま

滋

1交

1ほ

下｜／叫後

lh~ fl丹
Fig. III”23. l11Jl£j＇品ill皮の／Jt1J;£

Ll T 

出メLでぶしたサイク口メーター？去による水ポテンシャルf~：，デ品－；！ミイント r~のMI より

も10%f；！！＼）あ絶対的が大きく（水ポテンシャルが小さく）なっている．サイク口メ…タ…

f去による滋球協皮測定をiY！式的にあらわしたのが Fig. 閉山23 であるが，￥~1＼球温度の測定は

定常状態で行われていない. r混 J~.l<tlfiU立は 1111 ，ヰ普段大の 1' 2の間で迷成されると ｝（，；！，われ，こ

こでは，仮りにp そのや点の｛政なとった（問中の :JTの治すところ）．この飽が lに片寄り

過ぎた場合には水ポテンシ．γルが小さく見つもられることになる．このように，サイクロ

メーター法は混球協！支測定とLづ疑似平衡的な不安定な肢のV[lj定を行うため，測定簡にち

らばりが生ずることは避けられない．そこで，以降の水ポテンシャルはデューポイント¥1；・
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による艇を使用する．

！王チャンパ…法とデューポイント法てと比1院してみるとpβ3チャンパ一法の測定飽のもの

のガが絶対｛j院が小さく （ポテンシャルが大きく）なっている．ぽチャンパー法による測定

般は水管II液の出ポテンシャルであり，これに浸透；）＜テ γ シャルを加えたものが水ポテンシ

ャルとなる．したがって，デューポイント法で測定した擦の水ポテンシャルのガが伍チャ

ンパー法による任ポテンシャノレよりも小さくなるのはさ当然であり：へ この設が水部j慌の投

活ポテンシャルてどあらわすと考えられる．これを見ると，－1～－2×l03cm組成の似を示

しており， Boyerの測定77）にJ1られるように， 7J(ポテンシャルの｛氏一！干に伴って設が大きく

なる傾向な示す．

また， EEチャンパ…法による庇;J＇テンシャルの測定的が，｛白71~による水ポテンシャルの

航よりも小さくなる（絶対館大きく）ことが多くの研究者・によって指摘されているGIl7GI. 

これはp 測定時における蒸散のj並行，特にも将！史ゼ pの N2ガスなmし、たIVr熱EE締による

散の促進が大きな際関と考えられるが，今関，チャンバ－ 1:j:1~こ溺れたね紙てと股くことによ

り淑J立を出めたためp この点での誤諮は1慌減し得たと考えられる．

2-3. ~島の水；J' テンシャ Ivの経n寺変化

誕の水；J"'テンシャ／レの経I!寺変化合 Fig.臨－24,25, 26に治す料｝．ただし試料を採取した

高さは必ずしも…必定ではない．このl玄｜から見ると， 7j(:Hテンシャノレは－7・l03cm:mu廷か

ら－25・l03cm純度にまで経時的に漸減している．この減少は，土壌水分減少による土機

;P, 

r 10 

ノ

ン

nu 
つ』

ヤ

ル

Hびcm)

叫一一一終発散般病問一一一一一炉。
段下時？

＠・ー噛淡の水ポテンシャル

工土岐のマト ＇）.ノク・，，，チンシャル
の分布総閥

付した数字は；終のおき（cm)

30 
2 26 50 74 98 122 146 170 194 218 242 266 290 (ififll<t去の11/j.fljjhr.)

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 （係紛後の日数日）

Fig. Iト24. 楽と土燦のポテンシャル変化

約淡j附から楽にi匂って水が流れているのであるから，裁の水ポテンシャノレのブ1が策柄の71<ボチン

シャノレよりも小さくなる傾向な持っと考えられる． しかし， Z定例の抵抗が小さいことと郎縦が

鈍いことから，一般に，この殺は無視されている．
司、判関1:j:1にヲiL、た破線は，傾向念切らかにするために引し、たもので必り，倒そのものに窓味はな

し、．
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ill J修大学紀~ (JJ基金詳）綴 9務総 4~手別術

4 トー抑制問Jlij－一冊・

争”凶噛事5の水ポテンシャル

I胤のマト ＇） ''l '7 • ；めシャル
の符様車mm

ま起のおきは80～85cm

。：00
30トー＋

寄12サイクJレ

2 26 50 74 98 122 146 170 194 218 242 266 290 (ff≪7)<f去の日制Ohr.)

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 （織ぬ後の日数日）

0 

ボ

γ10 

ン

ン

ヤ

20 

1レ

Fi箆. IT!-25. 殺とこi二撲の；J"! テ γ シ·＼•ル変化

叫酌完告発ll)(f江彩j哲ト骨・

｛ぺげcm）ト 付した数守主はき露の1':1iさ

30 
2 26 50 74 98 122 146 170 194 (i給水後の日約百！hr.)

55 56 57 58 59 60 61 62 （綴織｛去の日数日）

刊誌.llI“26.策とゴコ機のポテンシャノレ変化

のマトロック・ポテンシャルの低下から引き起こされると考えられ切らことi裂の水ポテンシ

ャルよりも慌し、値に保つことで土壌からの吸水を可能としている．また，特？に乾館後j績に

なるにしたがって変化が激しくなっている，これは，土壌の水分特性rtll線（Fig.II -2a）な

ど）な見ればわかるように9 土壌水分:11:\•：が減少した場合に d1J!， 削／dO の餓が大きくなり p
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わずかな吸水による土壌水分減少が大きなマト担ック・ポテンシャル低下な引き起こすた

めと考えられる．なお，問中にヲiL、た実線は， j祭群j誠二i二機のγ トリック・ボデンシ十ノレの

分布施閣である．

l府内の変化は，測定点数が少いために定かではないが，鰐3サイグル離水後56～72hr.

(Fig.臨時26）に見られるように，本IIから釘＊に向う7］（ポテンシャル減少と，その後，夜間

に向けての楠加の様子が覗える．経間の水;J＜テンシャル｛現下は， i註2誌な太陽エ巳ネルユドーに

よって強制される蒸散に対し根からのi汲7J<が追いっかなくなって生ずるものである

が781, 見方を変えれば，この水.J＂＇テンシャル低下によって櫛物体内，あるいは櫛物とこ｜二機

問に大きな駆動力がもたらされp 大きな燕l&i設に匹敵し得るほどの吸水と p その通議が行

L、得ることになる．

ふ4.斑：の；fテンシャルの飛躍分布

葉柄木部のffポテンシャノレのま医院分布もfFig.諮問27に涼した．これは，各ポットの切り

出し時にJ二f;i)から下部にi匂って測定したもので，測定開始から終了までの時間のずれは 1

時間脱皮である．
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3喜納の庄ポテンシャル（－lO'cm)

30 

Fig. Ill-27.楽柄の｝五；J＇テンシャルの鉛 jj!l，分'111

測定は， i詑煉中却jに行った実線のもの，乾燥後期におけ司る破線のもの及び乾陳列目立掃の

ものとに3分される．ポテンシャノレ分布はp 上方に1111って減少傾向にあるが，変化は小さ

い．純そのものは，測定したH守点での乾燥レベルにより災なり，大まかに見て，中期］で

-7・103cm，後期で－20・103cm, i；也操死i夜fJ1jで－31・103cm程度の般会f示す．これら

に木第ふ2で述べた波遊ボテ γシャ；t,,-1～－2・103cm~ピ加え合わ位たものが誕の水ポ

テンシャルと見なせる．

さで，議院方｜勾の変化が小さいという点~こ住隠してみたい．位授が異なることによって

ポテンシャルに影響を与えるものとしては， i)i認さのもがL、による蛍カの影緩， ii）諜齢
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による気孔のj文応速度p iii）臼射などの外部徴気象興関により変化する蒸散速度， iv)p事

探損失などが考えられる701. i）については Scliolanderら79）によるグ、グラスモミでの史！肢

が著名であるが， 0.1・103cm・m-1の影機を持つだけであり，ここで考えるような lm前

後の草丈のものでは影縛は小さい． ii), iii）は，謀本的には濃からの蒸散監と惑を泊して

の水分補給援のバランスとして王寺・えられる．つ玄 i）＇ 倒々の濃での蒸散設が異なったとし

ても，それに見合うだけの捕給J設があればボテ γシャノレの始液密化は小さくなる. iv）に

あげた摩擦損失，すなわち側々の来！なつなぐ来：柄， f謀殺1ドl:tの7j(移動抵抗がこの補給に関わ

る．このi叱水移動？lR41tが仮想的にゼロであづたならば ii);iii）のB京阪によるポテンシャ

ル援は生じず， i）の喪悶によるポテンシャル惑のみがあらわれる．このように考－えてみる

と，ここで用いた大京では，諜と葉柄の水移動虹抗が小さなものであると予想される．た

だし，ここでの測定が17:00～19: 00劉であり，日射最も小~く， Z民散j も減少している

時間械であるため，日ゅでは，ここでの変動以上になっていることも考えられよ fi.

また， ~n サイクル乾燥後期の分布では，｛むとくらべ水ポテンシャルも大きく｛絶対備

は小）鉛政方向に大きな変化が生じている．これは， ~rn 説会3 でも述べたように，この

El .:i:.プコンディシ謂ナーの故障のため，予定日よりも平く，しかも16:00煩から木部！日ぷ

テンシャノレの測定を始めた．この時間併で、は，接聞に低下したポテンシャノレが，間復に1tu

って激しく変化していると考えられる．したがって，ポテンシャルはp ~JJJ定初期のj二ガで

小さし測定後期の下方で大きくなっていたと披恕される．

こうした点， Y!に詳細な認識：的検討が必要であるが，それは鍛V市：での＆抵抗の測定な

踏えたl:.で，第VI，第四釈で検討な行う．

会5.誕の水分散と7j(;j;テンシャルの関節（業の水分特例：11!1線）

紫のi苅概念1Kt設と誕の水ポテンシヤ；t.-の関部主fFig. m..:2sに訴した．ここで‘葉の7j（ポテ

ンシャルは，プレッシャーチャンバーによる測定鯨に水＇ Kilrf誌の波議ポテンシャルl叫、日当す

る…1.5・103cmな加えたものとじた（木被2-2).

誕の｝踊穣合水絞めな見ると，来：！附の援など

fj!ij々 の葉の特性な反映し，こと0.20・10-2cm3• 

cm→（－ 15 ・ 103~m における相対11院として
こと22%）程度のも大きなバラツキを見せる． し

かし，水ポテンシャルの減少と共にめが減少

して行く傾向付；切らかであり，－24・103cm

付近で0・103cmの時の 1/2根j交の合水量と

なる．また，減少の鎖向は…7・103cm付近

な境にして勾配が変化し，これ以下で、ほ怠／，勾

配になると忠われる．そこでィここを境にし

て2ホの諮：線で近似してみた．こうした鮪｜勾

は Gardn邑r ら80），によっても石躍ゐミめら~'L てι 、

．・． 
－ 

． . 

5 10 15 20 25 30 
水ポテンシャル（－lO'cm)

Fig.孤－28.f!l1：の水分的H:'l:1ll1線

る.Gardnerらは持＼， ヒマワιリ，。ウ寸ゴヤ・ン，コシ誼ウなどの梨で，旬開日の変化する水ポ

テンシャノレが－10・103cm～－15・103cm艇度の縄開にあることな示し， その際関が倒

胞の照的：来変化にあるとした．持!j~j：率の変化は績によって奥なるが， 0.3～0.06 傍線j立に減

少している．木研究で得られた勾配変化ll寺の水ポテンシャノレは Gat・dnerらのものよりも

614 



土砂Q－舶物系における水分務桜！に関する研究一一：FiIJl 43 

やや大きめであるが，これが鶴による法なのか，あるいは｛むの際関なのかは定かでない．

さて，ここで述べた Fig.盟”28は，削積ベースの7.）（分盤：と水ポテンシャルの関係，つま

り水分特性1llJ*Jllの一種マあり， 2本のillil:線の傾きが紫の水分容議 C1（一）となる． すなわ

ち，

,, do1 r 1.337・10-7
W ニ liW7ニ l3.109・10-1

(?ff12と一7.138・103cm)
( ?/f Iく…7.138・103cm)

(cm3 • cm-2 •enγI）吟（ー）‘（蹟－8)

となる．ここではp 今関の実験における平均的な識を仮想し（Jll-8）式にあらわされた水分

均等；散を求めたことになる．したがゥて，データーのばらつきが主張する議齢による弾性本

の2をや濃のJir:みによるちがし、などは考慮していない．業の｝事みは水ポテンシャ／レ変｛ヒによ

って変ると考えられるが80ら例えば水ポテンシャノレ0cm のII寺の築：.／~認を焼殺にとり，この

If寺の築の体績をベースにして水分盤を炎わすことも可能であろう．このようにすれば濃の

慰みによるちがし、な最小限にf認めることができるJまた，細々の裁による生理的活性の迷

いなども考癒する必要があるかも知れないが，現時点では今後の課題とする地はない．

2-6.業依UJJ--c:・の気孔抵抗の鑑

気孔抵抗の尚さによる変動もfFig.班－29に 50 

示した．聞は，中｛立の諜の気孔J江J立に刈・ずる
上位，下位；の誕の気孔抵抗をヅ口ットしたも

のであり， ~n ～節 3 ステージでむlU定したデ

ーターをまとめてある．問中の51ミ線は 1: 1 

の関係なあらわしている．

各40
3終

IJJ. 
でや30

の

宝l20 
1L 
抵
抗 10

。＠
＠ 

＠上｛立

。下位

10 20 30 40 

1村立の議の気flt底抗（s・cm-1)

気孔抵抗が比較的小さい＇ 20s• cm-1以下

の純閉で見るとしと依）く（中位）く（下位）とい

う傾向がある．ドj:ij立のものを接取にすると，

上位のものは－30%，下位のものは十30%程

度になっており，諜位闘でかなりの変化が見

られる，また 25s ・ enγi 以上~見ると， Jニ Fig.日1-29. :A~I弦間での~t孔抵抗のまを

｛立：，下位の抵抗とも 1: 1 線のfl!U-Ol~にばらつ

いており p 来位！日jでの規則的な関係は見られない．

50 

さで，…般に， j誌も単純な方法として，倉気孔抵抗と葉の水ポテンシャルのi持部が取り上

げられる．たとえば， Boyer81＞はダ子メの誕の水ポテンシャルが減少するにつれ， 3:{＼孔抵

抗がi謁般もと持った陸線状に地方n－？－るとしている， しかし，この考え方からでは，ここでの

結果は説明し得ない．なぜなら， Fig.盟問27のようにi釘さ｝Jltijでの業の水ポテンシャル

は，変化が小さいものの上方に｜匂って減少脳内ねある．それにもかかわらず，気孔抵抗は

上方で減少する1域内を持つからである．

気孔抵抗（すなわち気孔開度）の変化は，躍J史的には主に孔辺細胞の庇ポテンシャノレ変

化により1とおされると考えられている．これは， :J't,, co 2. o i. t1t.t 11:，問問の細胞の水分状

態などの製部が孔辺細胞の浸透ポテンシャル，艇の構造，＊＇ Ill組内コ口イドの構遊を変化さ

ぜることによって生ずると替われておれその複雑な挙動のメカニズムの解明は完全でな

い62＞＿このような複雑な相互作用の結県として~じた Fig. 醍－29 のような変化な，単純に
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水，gテγシャルだけから解釈するには？限定llがあると設えようー

ただしp このデーターから切らかなことは，今回の実験では，上方に行くほど気孔抵抗

が小さいか，あるいは全閣にわたって一定に近いということである．また， JニブJほど日射

による品ネノレギーが盛’出である，点な合わせると，単位柴i刻ft~あたりの蒸散；抵は， J二ガから

iゴゴjに，；せって次第に減少していくことになろう．

3.茎の水分状慾

日中，燕i設が強要された純物体では，下方から議への水移動が活発になるが，根からの

吸水が｛半わず水ポテンシャノレが低下する．古ii節で見た葉樹木部のj五ポテンシャルからもわ

かるように，導管やw:導管の111部では－20・l03cmの.i;Qぽになることさえある．したが

って，植物体が水務動－a:-fJtとつには，木部がこの.ifJ.圧に耐えられる強度をJ守・たねばならな

い． しかしp Ji.I(;熟した木潟lではこれに鮒えられるものの，自Ii部， 7防災問，未成熟な木部な

どでは脱水されJI又絡が起こる剖1. こうした結果，革本の主主や木本の幹の痕読は減少するこ

とになる．このような現象は市くから観察されており制｝，臨筏と水ポテンシャルの関係も

Worrallによるプカマツでの災！験80）の頃から多くの研究が為されている．また，これを利

用ずる形で Huck& Klepper剖｝などな始めとして， i皮f遣の変化から水ポテンシャルのえli統

変化を措定することが試みられている．この方法の利点は， ~I！破壊かっ述統的に秘物体の

水分状離な知り得るところである．ここでは，こうしたことな踏まえて，葱佳の変化な測

定し，そこから濯の水分状態を探ってみた．

3-1.測定方法 I i給ゴム

第五主義で行ったポット実験の際に， GapSensor 

('i立子応用製， AEC-2525叩 05,PU-05, PC-03) Z. Jfl 

いてきを径をf測定した871. これはセンサーと対象金

l混とのIMJの距離を高周波渦＇ j!.i: tnW~ * 1により測定す

るもので， 5mV／μの出力と 0.41.1.の分解能な備え

ている. lli力のfBr線性は1%以内p 説度 rリブト

故大 0.1%／℃以下であり，今｜設！の測定には充分な

Gap Sensorは金閣との距離を測定するもので

コード
PC・03

ア711ル製機llfJf反（ポットに協定）

Fig.服－30.裟筏11t11定調i

あり，選に金属片を問主主する必要がある．そこでFig.眼－30のように，輪コ．ムによってス

テンレス桜（15mm×lOmm；限度）な地上 5cm程度のiおさの惑に術者させた． また，裟

とセンサーとの｛立訟のズレやF 秘物体の；揺れによるノイズてど小さくするために，センサー

ならびに遺志fプクヲノレ製補助較に！選定必Itた．この補JJ)Jt抵はポットの補強j廷に臨定されて

し、る（Photo諮問3).

このH:I力的はペンレコーダ…（渡辺測器製 Servocordertype SR652）に記録したが，それ

は対象金l菟材質の’i誌滋ネ，選手磁；本に特有な値であり p 距離に変換するためにはキャリヅレ

ーシ誼ンが必袈となる．このキャリブレーシ日ン線はγ イグ悶メーターによってセンサー

との｛立院を変化させながら行った~Fig. 翻－31).

本〉センサー11ゴの口イノレにi勾118波の？起訴iをVilすと金｝／iJ,JtJ：に渦＇I誌泌が1:.ずる． これが口イノレのイン
ダクタンスに与える変化からm~縦をまfl る．
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Photo Ill-3，ギャッヅセンサーによる議後の測定

このようにして得られた裟i創造の変化放糾

な，例えば測定開始時の遊説径に加え合わぜ

ることにより，議直径の;ill.!統変化が得られ

る．

3-2.芸能の変化と植物体の集長

Fig.即時32,33に2喜怒の経l待変化:Z-7.示した．

Fig. lll-32 は同ーポットにおいて~1 から節

3サイクノレまで継続して測定したものであ 1J 

り， Fig.臨時33は各サイクルにおける別々の

ポットのもので，それぞれ測定締を破線で示

した（破線の一部は後述する尖．線と設なる）．

まず両者な比較してみると， j番組49～501:1

な除いて同様な傾向で変化しており，また，

f誕の大きさの迷いも畿大にして 0.3mm（く5

%）；限度である． したがって，ここからも今

問のポット問での的体設が，比較的ノj、さかっ

たものと予;¥tlされる．

議径は＇ 5: 00～6: 00協から減少が始ま

5 

4 

3 ／ 

〆
〆

／ 
＠ 

〆

〆J5センサ－B
＠ 

〆
νうぎ

2 

1 

(V) 0 

-1 

-2 

一vnv

pan

－
 

0.5 1.0 
センサーの Nii~j (mm) 

1.5 

Fig. Ill-31. ギャッツ。センサーのキャワブ

レーション

り， 14:00j)1j後まで、減少を続けた後，次f'(Jに

閥復するという変化を 113｝初期で繰り返している．日中の減少の大きさはlヨごとに異な

り，乾燥初期では散かであったものが乾燥の進行と共に;L~9JJl1 している．夜間の選穏な見る

と，乾燥初期（後述する災線と設なっている）では続時的に佳が増加していく．ところが，

問中に矢線でしるした自になると，径は前夜よりも減少しており，それ以降， mをおって

減少が進む．

このような径の変化を見ると，日1:!:il4:00前後までは議からの脱水が進み，蒸散最には

*' ？／；.：の直径ブ＇JllU：およびアクリノレj授の総膨張ヰ討をそれぞれ60・io-0,70・10-0(cm・cm-1・℃→）

として熱拶桜によるiJl!J泌総放な見f'i＇（ると 2.5ff・℃－1程i交になる．
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Fig. I!J-32.議後のill総変化(f司…3さの変化）
Fig.殿山33。選後の泌総変化（」もなる裟の変化）

！汲水設だけでなく議からの脱水肢が加わっていることになる．また， i主の閥復が始まる

と， i設に！汲水設は蒸散だけでなく議への水補給も加わる．こうした説書とは＇~だけではな

く挺や較8移｝でも金ずると考えられ，潟i誌に対する放水の巡れがj筑間と推定される．乾燥が

進行するにつれ夜間の裟筏の桜舶が不完全になるのは，土壌からの奴水放がfliUI換され始

め，夜間になっても，その時点の議Jl；文設に加えて経！日］の減少識に見合うだけの余計なi泉水

i立が椴保できないこと右示している．したがって，このような段措になると，総務体の生

長が制限されていることは充分予怒されよう．

以上の点てと考•J,i援し，夜i間の~｛主の変化に掠絞してみた．夜間の経が r:i ごとに減少してい

る段階で縦71くな行L、総；段状態から開放したのが Fig.盟問訟のJ話機43日と52［：］である．す

ると，径は逃水i立後から急速に地方nし始め，ある太さにまで増加1すると，それJ;I，降ふたた

びj傾斜な夜間での怪増加が見られた．そこで，夜間の認が増加する総操初期jの段階では経

変化に但絡しp 夜間の径が減少し始める日以降では，そこまでの最大館と等しくなるよう

に線を引いてみた．これがj玄！ゅの実線である．ずると， i控水をfiったi印後の夜間の径は，

ほぼこの架線の訴す太さにまで後十；nすることがわかった．

さて，夜間jの穫が増加し， l砕いで~ミ線と破線が設なる乾燥初期について考えてみよう．

夜間に議径が税制するのは， m・1～第3サイクルそれぞれでii額38, 48～~49, 57 r:iの夜ま

でである．この段階までの土擦の吋トリッグポテンシャルi'Fig.五ト24,25, 2"6 1:1二Iに線分

で示したマトリッグポテンシャルの存夜範IIHから内押してみた．ずると，般もポデンシ。ヤ

ルの抵下した場合で，上j国J二音j)-7‘0・103cm，下部－1.0・103cm程度の簡となる． した

がって，土擦の水ポテンシャルは， Fig.IT-2( 22であらわされる浸透ボテγシャノレを加

えて－1.5・103～－7.5・103cm粗皮までの純rmで分布していることがわかる．一方，夜

間では蒸散設が徴哉となるため，植物体の水ポテンシャノレはp ニと鍛の水ポテンシャノレとほ

ぼ等しくなる状態まで決っている78＞＿またp ニi：卦~r.j:t の水ポテンシャルは，ここで、考えたよ

う［ι 深~方向で変化している状態が滋：過である．そうした場合には，縞物体の7j( ポテン

シャルは，最も大きな；こiニ憾の水ポテンシャノレに近づくと考えられ78)8Ul, ここでは－1.5・
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l03cmに近い舶になっていると予想される彬1. すなわち，この段階での夜間の植物体は，

71＜：ストレスが綴めて小さな状態にあると考えられ，問中の位絡線は，水ストレスが生じて

いなかった場合に持っと子組される議径と近制的に等しくなる．このような仮説は， Tllr述

したよう l巳再び瀬水を行って水ストレスから開放した時の夜間の議後が，ほぼこの包絡

線の延長上に探知することからも諜付けられる．

こうしたことを踏設えて闘中の突お：R'<l:'考えてみると，これはや主主俸を：i有機とした純物のit.
長1!!1線を表わすことになる．ずるとp J；毛燃が進挺した実線が水平になったところでは，

の~L:lミがほとんど起きていないことになる．この点について考えてみよう.~総が水平に

なった日以降の漉の水ポテンシャルな見る.Fig.班－24,25, 26によれば，錦2サイグルの

2 Elllllてとll1zいては，昼間の水ぷテンシャルは－12・103～－13・l03cm以下にまで｛坂下し

ている．…ブ＇f，梁の7j（ポテンシャノレと光合成述！交の関｛系が多くの純物離によって求められ

ているが，水ポテンシャノレが－12・l03cmくらいになると20%以下の光合成速度になる

ものが多いDOI，また？メやHf6l物ではp 比較的高い水ポテ γシャノレ状態で根粒の発途が阻議

され，それによってお貨物生長が低下するとしづ附ーこうした点な考え合わせてみると，

の生長がほとんど起きていないということも説明される．またp 水スト々レスが強まる主i部

位により fl司イヒ焼物の！版流の比率がかわり，地上告Hよりも地下部の生長がi曽加するGDl. この

ことからも菜の生長がほとんど生じていないと考えられる．

以上のことから， Fig.Ill -32, 33に示した実線は，水ストレスがゼロのn寺の議後とJ立制

的に等しく，縞物の生長fill線の一都と;Je・えられる．また，実際のi接税のfl寺j出を選定する上

でも，このさ主公rll!線は非常に有効なものとなろう．部満之と行ゅうことのi設大の目的は， j協4弱
体の水分状態てと適切に保＇！；，良好な投手f ＇｛ど統 lナ~~帽ることであるが，この方法は，終身な訊lj

定でありながら，それな設も磁銭的な形で判断し得るからである．

シ3.~径変化と水ポテンシャノレ変化

と植物体の7j(ポテンシャル（あるいは木部任ポテンシャル）の関係を諜わず上で問

題となるのは， ~t::J誌による議憾の増加の処理である．生長が無視しf怒るような部位での鍛

期間の解析ならば問題が少ないが， 3-2で述

べたような生長による怨の増加が無説できな

い場合が多く 91)＇このJi予畿をl！~り l徐かない限

り黙なゥた時！日］での比較はできない．

Huckら861は， 113内での裟援と7j(ポテン

シャノレの変化:a:-対応づけるため， iゴの出陳TlfT

のA, B点なTl'I線で結び（Fig.JJI-34），この際

線のぷサオ圭とAでの7j(;j;'テンシャノレな装計併に

とった（Shrinkagemodulus mεthod). daくdb

の場合にはこのn!I線は Fig.車問32,33におけ

る~線と肉じようなmi沫な持つが， da＞ぬとなった場合には意味を失い，またA という決

B 

し側
議
筏

1. :lh・ 

Fig. J11紳 34. ~定住：j乏の処Jlll仰J

まった時期での水ポテンシャル測定が必袈となり，測定の閤難さも強る．

そこで，ここでは，前節に示した水ストレスがゼ口のff寺の:;r;.f遣の近1bL飽（Fig.JJI-32, 33 

判この点の妥当性It、!rfn'll殺でも示さ；le?.;i. 
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の架線）な議機とし （do(t）とする）．そこから

の援の減少致（Jd(t）口d0(t）四－ d(t）とする）な ハ。
ur 

減少率で表すことによりはdsパt)=Lld(t)/ 

d0(t））の主主の生長の影響を除いてみた．ここ 収 1

2 
総i

3 

'4~ 4 

(lld/d,) 
日

(%) () 

7 

ポボチンシャル｛ーlO'cm)

5 10 15 20 25 30 

ミ九
e 

.・弘＠
、＠． 
＠ ． 

＠ 

e‘’ 
＠ 
＠ 

で求めた径の収縮ヰiLldst ( t）を葉の水ポテン

シャル1JT1(t）に対してプロットしたのがFig.

Ifl-35である.｝誌はこと5・103cm税度までの

パラツキな見せるが，水ポテンシャノレが低下

するにつれ菜援の減少設が大きくなっている

ことがわかる．その減少の仕方は－7・10百

cm ;fill!変までは綴めて緩授であり，それ以

降，急速に減少し始める．これは Namken

ら921や Jordanら93）の結果と定性的に一致し

ており，議径減少を起こす水ポテンシャルに

Fig. 部由35.議径の紛失j収総務と/j(ポデン

シャルの鰐採

は｜潟備が存裂することな示している．今関の実験では，！刻ff&i.が－7・103cm前後と考えら

れ，ここな岐にしてホ＞ 2水の賎線で近年lしてみたのが間中の溌線である．ここで， Lldstが

ゼロとなる水ポテンシャノレは－1.5・103cmと定めてみた．これは，水域 3-2でも述べた

ように，基準とした主主佳が水ポテンシャノレ0cmの状態ではなく，…1.5・103cm税度の状

態であることを勘案・した結果で、ある．

2主復の変化は， i1去来， Z症の水ポテンシャノレと関連づけられるべきものであるが，議の水

ポテンシャルてと蹴j愛知ることは間離であり，ここでは誕の水ポテンシャルによって代用し

た制．これは，水草2-4で予想したように，選での水移動の抵拡が小さなものであり，濃

の水ポテンシャルと議の水ポテンシャルの間の惑が小さいという点を考えれば，ほぽ妥当

であると推定される．

さて， Fig.盟ー35によれば，接援の収縮率 Lldstを知ることにより誕の7j(ポテンシャル

てと推定することができる．ただし， Fig. 調関誌における水ポテンシャルが異なったi%~ の

諜のデーターであるため，ここから挽定し得るものも，あくまで平均的な誕の水ポテンシ

ャノレということになる.Fig.説”33および Fig.IJ[-35によって推定した識の水ポテンシ

ャルを Fig.頭－36に示す．

問中に黒丸で~IJ した突7J!IJ の7j(ポテンシャノレと比較すると，変化の傾向は似ているもの

の， fl自治体の一致は，それほどj是好なものとは震えない．すなわち，実測｛肢は封t定｛f~tの附

側にバラツキな見せ， lj守に－15・103cm以下では故高土5・103cm頼度・の設な絞っ．こ

れは Fig.頚－35出身が持つバラツキに起闘したもので，この方法による識の水ポテンシャ

ノレ総定が完全なものでないことを訴している．ただしp Huckら86）が行った方法ではs

-5・103cmから，場合によっては－10・103cm以上もの設が生じている．これと比較す

るならば，実験の務易さから考えても充分に満足できょう．

ここで，こうした不一致の醜E討を考えてみる. Huck ら86）による検討では，~：(fl の導管ゅ

の水ポテンシャルが変化してから議後が平衡艇に達するまでのfl守地数が30分前後であり，

叫ヲ：際はー7.ltt・103cm（信一7bar）な境としている．
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日記ー lト36, ？み：？衰の変化から jfff／~した繍物の水ポテンシャノレ変化

寸報？＋

Fig. ID -37. ;]< rJ＇テンシャノレと裟筏の
ヒステリシス

Jordanら9れによる棉の実験では，水ポテンシャノレ

と選後の最小値どうしが 31時fHJ以上ずれている．

したがって， Fig.］十37に見られるように，保減

少時（脱水過程）と舘増加111寺 0間関過税）とでは

問一箆に対する水71；テンシャルが異なり， 7j（ポテ

ンシャノレと議後の将司にと久テザシスが~I~ずること

になるー Molzら44)451は導管中の水；J（テンシャ／レ

変化に｛＇！＂なう府間の組織の変化の渡れな解析して

おり， HuckらBO！は， こうした考えにもとづいて

ポテンシャルな予匙I(Dynamic flux method）し

ているが，結果は必ずしも良好でない．

また，革探の減少がおIf胞のJI又縮によって生ずる

ものであることから，細胞の持つ関WI：本がmum挙

動に影響するのは当然である．これが成熟による

細胞艇の略化などによって変化するならば， ~I：：符段階によっても JI文京市挙動が変化すること

になる．

今！滋の実験では，こうした袈悶についての定設的検討までには蕊らなかった．今後，こ

れらの~1~欝を詳細に評｛illl して行くことが， Fig. II[“35のJ誌のバラツベユ，ひいては Fig.盟問

36の換を締める上で不可欠となる．

3-4.忍；の水分特El:11!1総と水分容筑

シ3において来館変化と7](:Hテンシャルの間部な調べたが（Fig.国的35），ここではこ

れらを月'JI.,、て議の水分!NJljtJ:rU！総てと導く．官IIにも述べたように，議筏の減少は制部，形成摺，

未成熟な木部および間関の細胞の脱水により生ずる附． したがって，選1rJr阪な円形と仮定

するならば，確認の（cm）なる水ポテンシャノレ0cmの菜が －acmの水：Hテンシャルで技

dcmなる状態にまで変化する時には，単位長の茶あたり p

詑／4・（do2-d2）口 L1V(cm3• cm-1) （菰－9)

の7j（が脱水される．ここで doの：伏線なベースにとって規準化すると， －acmのfl寺の水分

0,1 （ー）は，

621 



50 山形大学紀姿 (JJ!J}'f：） お（＆ g巻第H子店1Jflll

。s1＝（η／4・d02-LIV)/(ir/4・do2)
=(l-Llds1/do)2 （・.＇ Llds1=do-d) 

::::::1-2・Lldsi/d0 ( cm3 • cm→） 

（臨“10)

（日ト10’）

水ポチンシャル（－IO'cm)

となる．すると， Os1は，議がiliilf方向に縮まな

いとすれば，水d＂＇テンシャル 0cmのll寺の京

体積なベースにした体積合ァjく本な炎わすこと

になる．ここで Os1と水ボテンシ γんの関節

は Fig.lll-35と（ Jll-10）ないし（ ll!-10＇）式な

mいて終易に求められる. (JH-10）のかわり

に（ lll-1引なmL、た場合の誤糸は，体総合水

不にして最大 o.:36% 斜度℃あり， 8~ I捺J二は

( lll-10＇）式な用いても光分である．

fi _ 10 15 20 25 '.lO 
lOOr>一一～h品論・ 2 ・ I ・ I 

Ostと茶の水ポテンシャル'ff!stの関係なFig.

UJ-38に示した． これが茶の水分：肢と7j(;f；テ

ンシャノしの校！係，すなわち水分q~n11:11t1紘なあ

らわず．グラフは Fi仏日ト35と縦：J!ilhが呉なる

98 1宇

flt日6

fii 94 

ノド

'+! 92 

日｛｝
（%） 

88 

8(} 

＠＠ 

＠ 

・. ＼九
Q 

・＂＇・、＠
＠ 

＠ 
＠ 

＠ 

＠＠ 

＠ 
＠ 

Fig. 111 －＇.~8. 議：の水分q村1:11!ぱ~i!

ものの，ほとんど｜司じ形状てどしており，約一7・10:1cmなJJ:iにして2木の前線で近似され

る．この傾きが潟わず茶の水分平等f誌な求めると，

ハ dOst ( 4.458・10-1
. … 一一，

し吋 － (Jijr~； … l 7.211・10…G
（伊．げ二と一7.138・10匂m)

('fffst＜一7.138・HPcm)
(cm3 • cm-3 • cm-1）吟（cm-1)

と7ぷる．

(JIT-11) 

ただしここで住悲し1ぷナればならないのは，（茶筏変化による体積減少）＝（水分減少

佐）とした；，＇， i,である．｛タ；I］えば，；誌1J3での気泡発生の様に見かけのf*：｛立減少にあらわれない

水分減少があったとするならば，真の水分減少が：はp より大きな的となり，水分務i誌が児

に大きくなる可能性がある．また，逆に， 7j(~合 :J: ぬ剤Ill.抱llU隙の休filt減少が1F{E したなら

ば，況の水分減少設はより小さくなり，水分特設が小さくなるかも知れない．こうした点

は，~内部の創llJJ臼レベルの測定の j二で IJ)j らかにする必裂があり，ここでは，その可能悦古f

}ft壊するに強まる．

シ5.1誌の水分？がお：のJW定ならびにとt壊の水分終lil：との比較

木市 2-5, 3-4 で業および菜の水分特1~1:1111総を得，水分科：m：な求めたが，百五j者は水分抵

のベースが然なるために直接の比i［交ができない．そこで，来：の7J（ポテンシャノレが 0cmの

111iのj亨みてと d1=0.0183 cm（純水により飽和さぜた20枚税伎の；誌の平JlJ{i!:(）と仮定し，業の

水分校散のIii｛立てど変換したーすなわち，

c,;c1，出版金主政広明記）＿.ー……J 1 
（梨両被 cm2)

口」主企：設袈i~~－－ ・…一一一一点－.－：；：；；；河~ （盟－12)
（誕の飽和体積cm勺

となり，誕の水分終滋~1 ~ と同じ的手IIイ本T~＇ベースに変換でき，ふ：の水分毛筆経と比較し得

る．

その結果が TableJil-2 である.~と葉の水分特設を比較すると，＆の水分終j11.：は誕の
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’fable J][ -2. JI~ と湿の水分綴泣の上国立 水分総肢の0.0611たないし 0.424情になる． こ

UM立むm-1) のことは，主主の方「が菜よりも ~ll！性本が大きい

ぬー1.H I ljtく－7.lil

4.'!6・10-7 I 7.21・10-0
7.31・10-0 I 1.70・10-;

o.061 I 0.42•1 

ことてど示している．ーゴ＇J,＊治 1-4において，

飽和If寺の休秘ベースにかいたi；立：1！￥：術If{が：~~

0.15 g・cm“九法 0.18g・cm-3，桜 0.16g・cm-3

と担｝ら；llてし、るカらこのことから＇ ~·定は葉よ

りも力学的強度で勝るとニ＇ f'M.！され，上記のあ！；

；誌な；災付けていると考えられる．

さて，恨の水分終盤な得るには，何らかの方法で根の水ぷテンシャノレと似の水分：~；：な決

定する必要がある．これらの設は， j設が土壌I11にあるために測定山本i難であり，本論文で、

は，尖験的に恨の水分容認；を決定することができなかった． しかし，混と架の水分容殺お

よび来；，議，恨の！j宅機密度のデーターから，おおよそ似の水分谷殺を見蹴ることはでき

る．すなわち，乾燥泌成から；fil'.Z認される恨の力学的強度は芸と誕の1j:1H¥Jであり， j誌の水分

と誕の水分谷二肢の仁j1llJJ的な｛itiてど持つことが般測されよう．ここで恨の水分校i設な
C,(cm-1）とおき，＇＆の水分布袋 Jl主c，，なベースにしてp

Cγ＝C,tf e ( Jll凶 13)

と：おく．すると Tれblei立－2 とi1Bの水分絞殺のよとから考えて，般の水ぷテンシャ／レ ljfr 

が－7.138・l03cm以上の時には 0.061くεく1,-7.138・l03cm以 iごで 0.424くsくlとな
.. , 
/.;i・

このように，棋の水分容j設にづいては，その有：夜純llHな訴すにWIった． この1rt淘な~にfi'{lf

~なものにするには，例えば Fiscus1M1による~I＂絞11FAでの恨のぷポテンシャノレ謝：J::，ならび

にHuck1?881のような11~｛益変化の禅定'd:f)j:)刊することで，選；の水分容款を求めた手法が利

mできる．この,ii；（は，児に次の段｜総のill!Hiliとなろう．

~て， tJJ二までで， i泌物体令部依の水分終f誌がf｝とめられた．そこで Fig.l! -2a）に訴し

た神奈川！お火炎こたの水分校ittと比ijf交してみる．土壌の水分終肢はγ トリック.；）；テンシ・，.

ノしが－0.2・103cmで 4・10-1cm-1,-1・10:1cmで 4・10-5cm・・1,-10・l03cmで＇8・10叶

cm-1 ~!ilJ.支となる．したがって同程度のポテンシャル状態では菜の水分総監il肝炎の舶な示

すが，…j［生に土駿のγ トリック・ぷテンシャノレl;J：…0.2・103～－1・l03cm制度であるこ

とが多く，通常は梨の水分守谷itl：よりも 1オーダ…前後大きめで、あると替える．すなわち，

通常の生官；状態における；j（分校；散は，

（土壌）三：（紫）〉（絞）〉（議）

となっているとあ弘治さ；hる．

第IV章土壌と植物の相互作用

f:ti II [fl, m 甜 l＇~i：でニ］：）京およびNi物体11 tでの水分状態について制ベた．そこでp 本l~i:で l:J:

附者・のm草作用について述べる．すなわち，蒸発散盤や続物体がごと機水分分布に及ぼす）｝！｝

土壌水分状態が椴物体にもたらす効果，また，土壌と織物体の水分状態の関連なと守に

ついて考撰した．

1.土壌水分分布の変化

節目指でJi!. たように，純生…iずの土tli~水分分1'11はシグモイド：伏に水分分布の出現によって
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特徴づけられたが， if~i 々のサイクルで守主，必ずしも同様のパタ…ンながしている令部：ではな

かった．そこで，ここでは大気の蒸発散の喪主jと税皮てどあらわず悩本j切のぷ9ol投資i：と，ニiニ壊
と J突し直接放水に関与する恨の分布変化の 2 つな取り上げて土壌水分分布の変化~考えて

みた．

1同 1.蒸発散讃：と土壌水分分布

Fig. II -6, JI -7 ~ yもると，それぞれのサイクルで悦本)VJの蒸発散殺の大きさがJl'J1なる．

そこで，ニ［：艇の 2.5cmr:!f<と 47.5cmの水分；滋悲の最大組合燕発j故金と比較してみた

(Table N-1). Jl'4なったこと披！日jでは，土；壊の特性が迷うために単純に比較できない．そこ

Table lV-1. 蒸発倣肢とごとj後 jJ~の水分ご泣

j必

音JI

1 
ワ
“ 
内、J

2 

3 

21 

45 

w 
HJ 

11 

8 

13 

18 

11 

7 

で，神奈川議裁誕土，務部炎ニヒのそれぞれで

考える．務t~i）栄二iニで見たJ~｛r，蒸発散設の大

きいほど水分設が拡大しており，諜発散監の

大きさが水分遊に影畿な与えていることが推

定される． ところが，神奈川決試炎ニi二の1坊合

には，蒸発散議最大の鑓3サイクルでは，か

なり多くの水分設が現れるものの，第 1サイ

クノレと第2サイクルでは逆松を起こしてい

る．つまり，植gと下こと織の水分分布は， j依生

が存取する結果として生ずる燕発散揺：の大き

さからだけでは定性的にも説明できないことがわかる．

，これに対し＇ :t巣地土壌での水分分布は，蒸発；縫：会与えることができるならば土機

水分分布の変化な予想することができる引， こうした迷いは， Ern傘でも述べたように，

棟地土撲では地炎耐がイ訟のドメイン（ここでは大気）との境非であり，撹界条件としての

Jl!.!炎ffii蒸発i敢な与：えれば水分分布変化が予怨されるのに対し， 1r!lft:.－ド土嬢1:11にJ伐という境

界がH/111されているからである．そこで，げくに，土壌中での境界miのひろがりなあらわず

f!Qの分布と水分分布変化との関部な見る．

ト2.1投獄度分布t：ニiニ披水分分布

神奈川浪試炎ニとのポットにおける O～lOcmと40～50cmの根！制定の比：をとり， 2.5cm

と47.5cm傑の水分2患の段大｛肢とを各サイクルで比較してみたのが TableN-2で、ある．

ただし，線被）支の比は各サイク／レの 2つのポ

ットの平均自立から；＞Jとめた．この点から見る

と， i淡さによって絞街！立変化の激しい第 1サ

イクルでは，水分法も政大となってし、る． し

かし， 1;(~2, 1;(~3 サイクノレなJ=l ると p 根街｝])2

変化は第 2サイクルのゴJが大きいにもかかわ

らず，水分設は鍔3サイクノレのものの方が大

きくなっている．つまり，土蝶水分分布は絞

街gtの大小だけでは決まらないことになり，

Table IV-2. 11~後：n立の！LGいによるニ！ニ府内
の水分滋（~fl~をJIl:illl:I火炎ニiニ）

ワw 

・2
リ

2.17 I 8 

1.61 I 13 

根綴lltのよb口~史盟企盤蛍鹿L
(45cm 深の＋1えそ~.＇！.交）

｛自の袈i滋も含めて考えなければならないことな示している．

1-3.蒸発散；設，根1安打立と土壌水分分布

a）蒸発散；議：と恨悦皮の影響
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1-1, 1-2でYlたように，蒸発散；掻：，根樹皮それぞれな｛絡i別に考えるだけでは；；lニ機水

分分布の迷いてど定性的に説明することはできなかった．そこでn11者を結び合わせて考えて

みる．

1-1ではど反発散畿の大きい時ほど土問内鉛i自：方向での水分認が大きくなることがわかり

(Table W同 1），ト2では，鉛凶方向の根偽：1立のちがし、が大きいほど水分設も大きくなる傾向

が見られた（TableW酌 2）.すると，｛.1j1奈川浪試表ニi二ポ yトで見れば， tfOサイクノレは綴儲！交

の設が大きいために＊分設が拡大し，第3サイク／しではtl主税1立のちがし、は小さいものの蒸

発散監が大きいために水分議が大きくなると説明できる． また， !Sf~ 2サイクルにおいて

は水分溢が小さいが， これは， j災被！交の比，蒸発散設ともに小さかったためと説明や得

る．

b）根1当日交の及ぼす影響について

~｛｝ t必：:;Jj'''J でのf]J）街｝立の法が水分設なひき起こす｝.~~ については次のよう られる.i民
の炎i主iでは3 大気により強1lllJされた蒸散による濃の水ポテンシ・，，ノレ抵下の情報が到述し，

水ポテンシャルの低下が起きている．このll寺，土披と根のllilの水ポテンシャノレ法や7j（移動

の透過性などが全て等しいならば，こと壊との接触部が多い，すなわち蚊裕度の多いところ

の方が多くの放水を行うことになり，水分減少；設も多くなるー したがって，紺薩方向での

根惚1交の挫の大小が水分設の大小な引き起こすことになる．しかし，椴儲！交の；澄だけで！放

水設の大小が決まるわけではない．その他に，根と土壌の水ポテンシャル説， 7j(の1多動J悲

抗な考えねばならない．

c) 

恨の中の7Jくポテンシャノレをf診えてみると，水が傑音IIから浅部に流れるために水ポテンシ

ャルの議がなければならず，浅いところで小さな，深いところで大きな水ポテンシャノレと

なる．この訟は，根の中（議I'd¥:1:1:1) -a:水が流れるII寺にうおする抵抗にほぼ比例すると考えら

れ，抵抗が大きくなれば設も拡がる．いま，泌さブ＇ JlfiJでの土繊の7j（ポテンシャルが一様

で，土機から導管1:j:iに怒る水1事動の抵抗が等しかったとナる．ずると水拶動の駆動方たる

土壌と根の1+1の7j(:Hテンシャルの勾自己は，浅i郊でより大きくなり，単位長さの恨あたりの

淡水抵は浅fiilでljI織することになる．つまり，浅部の艇のブJがより吸水し易い位訟にある

と替える．このように考えると，似密度の多さとよ巳ネルギー的有利さから，初めは炎隠で

の放水が卓絶することになる， しかし，その結果，土嬢水分が減少しゴニ掠の水ポテンシャ

ルが低下すると，水ポテンシャノレがiゑiい下方の土壌からの！淡水が品ネノレギー的に有利とな

り， ド掛からの放水が卓越するようになる．こうした段大政水械の下方への務動の結来と

して土機水分分布にシグモイド状のパターンがあらわれるものと喝・えられる．

ただし，もしも恨のq.1の水務観j抵抗が無視し得る艇に小さかったとするならば，恨の中

の水ポテンシャルは位i設によって法化がなくなりベ恨の｛立i誌による1脱水のし易さは無く

なる．較のrj:1の7j（移動抵抗（axialr邑sistanceあるいは conductiveresistance，ここでは通

議抵抗と仮称する）の影響については今だ緋似liが決まっておらず，議論も多いところであ

る32），このj尽にIY<lずる実験も含めた定；踏め検討・については第V掌で行う．

利こうした場合でゐ奴fieの存訟によるi料袋損失を原矧とした7j（ポテンシャノレ主主はないが!fr力場に
よる汲力ポテンシャル勾配をHち1lljすだけの設は必~となる．ただし，この設は 1 cm m~につ
きlcmの水ポテンシャノレ溌だけであり， ll立物体の水r1－£テンシャノしから蜘すれば極めて小さい．
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d）蒸発散抵の大きぢ

今まで b),c）でえ~べたような理由で炎！慌の吸水が先行し， i策さ方向での水分設ならびに

水ポテンシャノレ殺が1:まれる．ずると，水ポテンシャルのj¥£6いドl時から，水ポテンシャノレ

のfl£い上｝＼＇~ に向けて，土脳内で7j（移動が起こる．この穆観If誌は水ポテンシャノレの勾l'l~ と不

錨手r1道水係数の:fl'~ としてあらわされるが，水ポテンシャルが大きく低下して勾配が大きく

なってもs その！時には不飽和透水係数も低下する（部V'1';'i：参加）とし寸前{,frにあり p 必ず

しも上方のボテンシャル低下仕閥復させるのに光分な移動が生ずるわけで、はない． しfこが

って， l Elの蒸発11丸信士が多く＇ _I二万での吸水述i立が大きかった場合には，上ブjの大きな水

分減少に対する緩和の効裂は小さく，鉛悩方向で、の水分£W：大きく残る．一方p これとは

逆に， 1吸水述)ftが小さかったならば鉛j！＇；［方向の水分iおはより小さなものとなろう．このよ

うにp 議発散盤：の大きさが鉛路方向のこと壌水分の説に影響：合与えるのは鉛fl';]〔ゴyjl:ijでの！吸水

述度の設な介してであり p そのII寺の鉛直方1t.Jの水ポテンシャルの均一イじな指向することj認内

での水移動の大きさとの兼ね合いから水分援が決まることになる．

以上のように土壌水分分布は，法発散により発生する水ポテンシャノレの低1九それと1!fi

物体内の抵抗分布との絡みで決まる水ポテンシャルの分布， i跡ttやr!ftの分1ri，ゴ：棋の水，，，テ
ンシャル分11rと土壌仁11 の水；診動など多くの~I忍！の斡鎮の1I 1で決定される．ここでは，それ

らを単に定性的に述べただけであるが，部v）~訟での水移動に係る物性能の測定を路えたJニ

で錦YLta官l:L訟でJ:E般的に解明する．

2.系内の水分状態と蒸発散

今まで述べてきた蒸発II丸純物体の水分状態等の絞11~·，・変化はほとんど Fl 単位のものであ

った．しかし，それらは 1日のうちでも大きく変化するものである．そこで，ここでは 1

l:Jの仁1:1－：むの法発散副総物体の水分状態を調べる．

また，捺発散（Iヨ単位の）経II寺変化は，第H殺でも見たように総本JUJと減率JUJに2分さ

れる．そこでp この滋移j明が系i付の悼の水分状態と如何なる臨郊にあるかな調べてみた．

2-1.然発i技と縞物体の水分移動のl:J1今変動

十日本j明（神奈川段試炎土 播館57Fl）および減端部（溶剤i表土 捕格80~！）におけ・る

発散，諜の7j（ポテンシャノし，気孔抵抗9 日身、｝抵の Ell付変革bの総子を Fig.N-1 

a) ・I立本JUJ

悩本j組の蒸発散を見ると， iヨ郊と共に急速にj首｝Jllし始め， 4.3mm・hr-1（ポット地表的i

あたり）制度にまで哨加するがp El i:i:1の日射減（ 111寺法7むこ）により， iヨ1+1の涼発散は

3.3～3.6mm・hr-1;Jilil)立に減少している．しかし，この減少は取に日弁！の拶響だけではな

い. 8: 00～10: 00と14:00～16: 00の日射肢が同組）立であるのに対し，蒸発散設は14:

00～16: 00のものの方が lmm・hr-1程度小さくなっているからである．

そこでこの時の気孔抵抗＊1；念見ると， 8:00～10: 00で 2.7s・cm-1であるのに対し

14: 00～16: 00では 5.1s・cm-1となっている． 本~~ぬが11JU御環境下で行われ，副議，！孔

速に変化が小さいことを考えると，気孔抵抗の増加が14:00～16: 00の蒸発散の減少を生

んでいると考えられる．

この日の20:00の土機水分状識が Fig.日制14a)70 hr.のものであり，ヤマトザック・ポテ

ンシャルは炎！認で－4.7・103cm，投下関で－0.2・103cm(pF3.7と pF2.3）であった． 1:1 

rj:1の水分はこれよりも多く， 11Uf(:J戒の平均水分にして pF2.8組位2とj:ft定される．このよう
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Fig. IV-1. 1 1:1rJ~での務j誌の変化

に比ill邸内潤沢な水分状態であっても日 I引j：には気孔は閉鎖3:<11床となり，法散を制御している

ことがわかる．すなわち， 113 単位では慌率期と見なせた釘でも， 1況のうちでは大気条

件にしたがわない減率期的な滋般の変化なしていることになる．

誕の水ポテンシャルを見ると，問中に燕散が低下したあたりで－9・l03cm税！究まで低

下しているが，夜間には…3・103cm程度に間後してし、く様子が覗える．

また，夜間の？i~発散肢は 0.21mm ・ 111ペ粧皮であり，伐中の備の 5%1llH：炎になってい

る．これは，夜間の気孔扱抗が1::1中の 8（的役皮に地方IIし，日身、jによる品ネノレギ…も与えら

れないことな考えれば当然の結果である．

b) iR党本j別

減率j関のデーターを見ると水ポテンシャルがか：l:iで－22～…25・103cm，夜間でも－13・
10scm程度としづ極度に水ストレ:Aが進んだ段階のものであり，議発散裁も綾i潟で 0.5

mm• h!・-1税皮の小さな献になっている．この！ヨには鶏は強く饗摘しており，気孔は 11:1 

r!・1閉鎖しクチクラからの蒸散も蒋しく抑'ililJされた状態l）と！.f.＼われる．また，このIf寺の干支
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間の蒸発散哉は一応 0.03mm・hr-1＊＞とIUIJ！さされたが，湖沼＇,i,i;:の誤義姉聞に泣く，織かな

議：ではない．

ふ2. 蒸発散＇ ~五径の選移j認とこk撲の7j（.ポテンシャノレ

節目指2-2で見た法発散の続本j明から減本JUJへの移行｜ヨ，第IIT:l1立与2で見た夜間の装掻

が前夜の径まで復帰しなくなるおなそれぞれ TableIV-3にまとめてみた．これからもわ

かるように，両方の現象が1l!1lこる Flは，ほとんど一致している．

Table N-il.波発散，；判官の滋移JU］とごと淡のヴトリッグ・ポテンシャノレ

~反frf発m後i放がの減日本数にIt.る 39['1 (i7J＇~） 58f:l 
(7/18) (8/6) 

夜間のネ：筏捕が彼後仰し :39f:I 49～50EJ r：／~） なくなる 秘 iヨ数 (7/18) (7/28～2~J) 

J炉二問記｛－の1日0＊〉の 1～8 2.7～7 1～7.5 
3cm）と pF (pF3.0～3.9) (pF 3.4～3.8) (pF3.0～3.9) 

*' ~n, m3サイグノレは39S，犯行の12:00の｛1li，第2サイクノレについては49れのあl:00の総
'{j:yjf[定してある．

第調主将3-2でも見たように，この日以降では純物の生長が詳しくrm.恕されていた．この

ことからして，蒸発散が慌ホj割にある開は純物体の~I：：.長も頼関に行われるが，減都知に入

ると ~1：：.長は悲しく組惑されることになる．これは，減率j閉が;j(;H テンシャル｛l.I;lぐによる気

孔隣j殺をi夜接的な探i混として~！：：.ずる以上，気手しからの C02 の取り込みも ililJ限され，光合成

の低下が伴なうことな考えれば当然のことである．

以上のことから，蒸発散が恒本j弱から減本j携に移る時ならびに夜間の議径が前夜の認ま

で閥復しなくなる時の土壌水分状態が生絹m潜水分J誌をあらわずと考え得る．そこで、Fig.

国－24,25, 26からその時の土壌のマトリック・ポテンシャルを見積り， TableIV-3のi投

下段に記した．一般に，この仰は pF3ないし pF3.6~設j交と替われているが95 I，水攻 l鮪

でも見た裁発散最（砲事j羽の場合を考えれば日射その他の大気条件を想定してよい）や棋

の分布状況により，かなりの変動てど持・つ．表j認での般は－7・10-3～－8・103cm ( =:: pF3.8 

～3.9）と比較的…定備を示すが，敢闘水分殺な持つ根群域経下部で吋：－1・103～－2.7・

103 cm（ごpF3.0～3.4）と変動している．この変動てど見ると， lli'!1サイクルと第3サイク

ノレ，すなわち，深さによる根綴皮変化が大きい時（下j留の棋が米発迷とも替える）あるい

は外界の燕発散の袈求が大きいn寺には生炎瓶三替水分点の pF僚が小さめとなっている・＊

3長，生長i現千！？水分点というものが，浪散と吸水のパランメ、から定まる織物体の水分状態に

より決まってくるという点に考えれば，その艇が状況によって動的に変化するのは当然の

ことと営えよう．

Denmead2＞は，ほぽ肉絡に生長していると思われるトウモ P コ、ンを持つ線数個のポット

土壌を対象にし，燕散が慌考古からrliiX取に移行する11寺のゴ二機水分を調べている．それによれ

ば，然散が大きくなるにしたがって，移行時zのマトリッグ・ポテ γシャル（土閣の平均）

*' 20: 00～6: 00の問にポットあたり 9g減少．
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は大きくなり（pFは小さく）， -12・103cm( ::::::pF4.わから－0.3・103cm( ::::::pF2.5）まで変

化するとしている．本；＇(iijで得られた結果はp J‘自立に植物の生長軽度が然なるために単純に

比較できないが， i織物の根締j支分析りなどが比較的似ている第2，第3サイクノレな較べてみ

ると Denmeadらと問機の観向になっていることがわかる．

3.土壌と1産物の水分状態

第m:v話会3でみた誕の水，i;テンシャルの経時変化は綴夜の増械な繰り返しながら次第に

減少していくものであった．…ブ＇J,i泌物イキは， 7j（ポテンシャルの変化に伴って茶経企増減

~ぜていくことがurnr1乾か2で観察された．これらはすべて，土壌～納物系内で故大の水

ポテンシャノレな品：っこi二機の水ポテンシャル変化とi共i述な；f!i：っと考えられ，ここではこうし

た観点から現象主f考えた．

3叩 1.ilf;［物体の水ポテンシャル｛！＆lマ

if~［物体の7j（ポテンシャルは段夜の地＇r戒を繰り悲しているが，政！日jの低下は大気から強制

的に引き起こされた滋散による水分銅うたに起閉したものである．いまl:j't純化するために楠

物体内の水分貯関が変化しないと考えたとすると，織物体の7j（ポテ γシャル 1]rρ（cm）と土

撲の水ポテンシャノレ 1Jfs(cm）は，その闘を流れる流浴： q1,.(cm3・s-1）と抵抗 R1,,(s・cm-2)
とによって

1Jf,, =1fr .. -qPs・R’s ( JV-1) 

のようにあらわされる.1！氏物体の7j(,J；テンシャノレは土壌の水ポテンシャルに加えて流議：に

比｛列したよ立ネルギー損失分のポテンシャノレ1t¥:Tがあり， ！1主11号の流殺の:I）針！占により7j（ポテン

シャノレの場減が引き起こされることになる．

ーゴJ，夜間では，日射による燕発潜熱の供給がない，気孔が閉鎖する，水滞気飽：ff~が減

少するなどの烈出から燕数殺は著しく低下し（水浴 2-1),qps が小さくなるために 1Jfρ ：：：：：：~れ

の状態に近づくと Fl~われる．この時には，繰rt.fl の水；！＂（テンシャル低下~~！.んだ純物f*m 身

の水分貯翻減少も期復する必要がある．第Ill:lft3-3でも述べたように，このlllli誌にはfl寺関

連れが伴い，したがって，仮りに蒸散を係閣とした流速がゼロになったとしても，

と土撲の7j(;J'テンシャルが平衡に述するには，なお 21時間以上の時間＊｝が必要となる．こ

れは Fig.JV-1で見た 1R内の蒸発散殺が19:00！こは夜間での鵠と閉じになっているのに

対 し Fig.闇－32,33による翠筏の間後時刻が20:00慣となっていることからも予想され

る．

このように，夜間における納物体の水ポテンシャルの植は， i箆れもf伴うものの，土壌の

水ポテンシャルとほぼ怒しし、般になると思われる78）.しかし， Ritchie76）によ；hば，こうし

た織物と土壌との近似的な平衡状態も 9 土壌が乾燥し土壌とj授の収縮による air」 gap引が

生じたIii）＇や，不飽和議7j（係数が低下した時には，平衡状態に近づくのに多くの時間が必~

となり，首fρt工事rsが速成しf与なくなる可能性があることを示践している．

以上のことから， j積物体の水ポテンシャルは，議n司p 燕jJ文章をの増減に追随してJ曽減ずる

が，夜間iにはこと壌の水ポテンシャルと近似的に絡しい航まで間復する．しかし土壌が乾

燥するにつれ，夜間での純物と土繊の水ポテンシャルの｜討jにも

Hf：測される．

判 II寺定数30分から挑定｛第]Il:J宮3…3参照）．
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2: て，以上。の議論では主~~の7J＜：ボテ γ シャル合J:j!i.－な｛｛立のものとして扱ってきた． しか

し， には採さ方向での分布を持つw こうした場合には，櫛物体の水ぷテンシャノレトむ

るオ：：壊の氷ポチンシ・1，ノLのうちでl設も潟いものに近づいていく．すると，土壌

中の7J<:cl~ チンシャノレが深 2:方向で大きな変化宅どする場合には，土壌の水ポテンシャノレが低

いJ::J\ii~ においてp 純物体 (1艮） とニi二撲の水ポテンシャノレの；笠松が生ずる可能i:'f:がある．次

に，こうした点について考えてみる．

3悶 2. tf~ とゴ二j諜の水ゴミテンシヤ Jvのi控ii!

k ｝）な負(i）で、根とゴ二壌の水ポテンシヤ／レのi控j （｛只の水ポ1ア」ンシヤ JvのブJがブミiS"くなつてしi

う）が~I：凶r る可fl柱 i'i：~述ベた．また，本論文の実験も， Fig. 部付24, 25, 26でわかるよう

に， Ji~の71<: ;J；テンシャルがそのnι点のご！こ取の水ポテンシャノレの最低仰を上まわる場合があ

ることな示している．根から梨にl~iJ かつて7）＜：が流れている以1ニ， i艮の水ポテンシャ JVf工芸5

よりも潟くなっており，したがって，桜と土壌で考えたならば逆艇の臨i加工関のものより

も吏に大きくなる．こうした3信験4j¥f.＇.？］ミ』土， So96l,Fiscus9・1 

｛号さ；れている．水ポテンシャノレの逆転が生ずるならば水も逆流ずることが考えられ，有ii物

にとって級めて不利な現象といえよう・＂こうした逆流（ negativetransport）が生ずるか存

かについては Wier・smai;,sslなどの済史的見解もあるが， Jensen1?9引などによる有定的な

意見加が多いようでおる1001. ただし， j通常の流れと逆流の大きさのよtil攻守ど行った｛9'1Jは少

i:Jごし、．

Mo！切ら1001(:l：逆流が生ずるという 3工場に立って，ニi二土il~ ,J.; ,y 卜℃育てた1喝なが1!1,、巧妙な

実~践を行っている．その結果，逆流時では I .::t?fr I ~と 10 ・ 103cm で 0.04g ・ hr・叶の流れしか

組こらないのに対し通常のi勾きの流れではjAlf I:::;; 5・103cmで 1.3g • hr-1以よ：の流れ

が測定された（ただし Alfはまiえとパルク土壌の水ポテンシャル長官：）．この結果な佼・ぃ，見か

け上の抵抗てと計算してみると，通常の向きのJ則元な大きめに見積った場合でも，逆流II寺の

ブJが65｛岳以上になる．すなわちi水ポテンシャルの逆転が生じても逆流する殺は非常に小

さいことなえミしている．

, Jensenら991の水車nによる実験では逆流も問ffi＼度に生じている．こうしたj誌を考え

合わぜると，ごとj認に：？川、て逆流が小さいとし、う現象は， Moltzら10011b指摘するように，

土壌~1，に係閣があると考えられる．これはp こと撲の水分特性 rill線におけるとステワシスの

として従えると考え易い．いま， Fig.N-2 の水分特性illlff~l誌の！！給水過税J：；でAの状態に

こ！こ壌があったとする制．ここで根の水：I'テンシャ Jv;t;>If 1になったとすれば，土壌の状態は

l淡水1111線上をBまで到述し平衡に述するはずである． したがって，この時に地流する水分

:ff:!：は o＂ーんとなる．…ゴJ，ご！ニ撲が事r1，棋の ？［f2 の水ポテンシャノレな~＇!i＇ っていたとするな
らば， Oc-Oaの7)(分が！汲7］＜：されて:lfl.衡になろう．

また，こうした逆ii¥邸主土壌が乾燃した場合に起きおいと思われるが，そうした時には較

のまわ Jりで大き沿水分勾配が生じ15I，根の近傍での不地和議水係数は特に小さくなってい

よう． したがって根から土擦に逆流したとしても， i恨のごく淡mm·~庄の土壌水分なi弱める

ものの，移動が避し速くまで影響が及びにくいものと考えられる（Fig.N-3). 

もうひとつの喪悶としてp 根の府間に発迷する air-gapの効果が考えられる.air-gap 

判 j沈下の議論では， ンシャルな無視していあが，水質的には変わらない．
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Fig. N-:l.総からのj控訴LによゐM19；的水
分i投

Ii Philip61によって初めて指摘されたものであり， 水ポテンシャノレのi誌でnこよって桜，

擦のーブjあるいは附方がJI又絡を起こし，恨と土撲の11¥Jにスキ問が生ずるものである28）.こ

うした場合には根からの逆流は涼気体による他なく，液状の砂動よりも小さなものとなろ

っ．
以上のような複数の袈闘により，似とゴニ1裂の水ポテンシャノレの逆11去による逆流は非常に

小さなものになると考えられ，乾燥IJ；~·，ゅのj泌物体の生存にとって非常にlil!Jl.fな役割りな来ナ

とニf:l:Etされる．

第V輩土壌および植物り水移動物性値

ここまで郊日正•：， f5｛＆ 血税では土壊と I純物体における水分状態や水移動の~1誌な担挺し，

第N殺においては附者の関)ill.公定性的に現品l（， した． しかし，これらの詳細な盗右足設的に

明らかにするためにはp 水移動に関る物性能なベ－？えにした土焼…植物系金体の7J<.i多醍！な

把fJMずることが必要となる．

こうした土桜一植物糸における水移動にしてみても，物質の；移動という観点

駆動力と蝦JJC （あるいは透過剖けを矢11ることが不可欠で、あり，加えて水分；散と品ネルギー

状態との関述右fぷす：民館ゴ＇Hli！式，すなわわ水分！I寺住t1!1H悲が必裂となる．このうちで，水分

特性11J1線に関しては，第日常， tお盟主主で土壌と110:物体各部｛立のものな求めた．

そこで，ここでは，等蹴条件下（20℃）において， i水ポテンシャル勾舵在駆動力とする

i時の抵抗を，土1手~. 1fしきをについて糊定し系＇）~ (f)7j＜.~多露b：合定最IY'.1 にJ及うための準備とし

た．また，これらのmu定コをもとに， R 諸抵抗が系に対して~·J＇つ務室撃を与々察しでみたL

1. 土壌の水移動物性錨

郎日常シ3でも述べたように，容・／li¥t系の土壌1j:1(J）水1多助は，水1型ポテンシャノレ勾百三とそ

の現象部数である不飽和l.l垂水係数9 ならびに読過，gテンシャノレ勾配とその現象部数によっ

て決定されるが，今@Iの~験では浸透ポテンシャノレ却部による水移動は無視し得るものと

判断された．またp こと披の水分特性的i線については Fig.II -2で求めてある．そこで，こ

こでは不抱和透水係数のみ測定念行った．

1-1.実験方法

蒸発下での亦定常な土機水分分布変化から布、飽手11；，垂水係数を決定した81. いま，等j品系

6.31 



ハH
v

d
n
u
 

Iii 形大学紀~ (j没学）第9毛主筋4サ別行ff

での水分移動でj泣述ポテンシャル勾配による効果な4!1正視すれば， zii油な鉛ti包上方にとると，

If IJ1Jf ¥ 
K=-<Jwj（…古川I) (V-1) 

ここでは Kは不飽和透7j（係数（cm・s-1),(/w 

は水分ブラックス（cm・s-1），型r,,,,tま土壌のマ

トザック・；）.；テンシャル（cm）である．いま

Z出 Z11 においてブラックスがゼロであったと

すると，体総合水本主： O(cm~•cm→）とおい

しUzb 

Fig. V-1. ~l''.i長＇ii~法による不飽和治水係
数測定

になる. ( v -2）式を71±分化すると，

て，

仰と）寸：b－~fιI( JJ－~~！，，~lz + i) 
( V-2) 

となる．この式から水分；設 0，に対応する不

飽和遊水係数が決定されるが，特定された1時

間での布辺分子の｛店主ピ求めることは非常にi滋

難である，そこで t～t+tltのfMJで求めること

お （Of1・.ii_ou. tlz/tlt 
K(01吋 At ～…… i協 nzb

i" !)- l ＋~r~~戸ヨ副；；
山 i 1/fsm t 寸 1~ -?Jf,lllt+1t, 

｛立し _:1_!_s.!'.'_Jt+At = 2“ ームぷ二一
I a tlz 

( V-3) 

のようになる．つまり p Z=Zoでの不逃水条件を満たしたニiニ機水分の総II寺l'l'Dブ口ブァイル

が求まれば不純手fl遊水係数が決定される．

そこでコラム実験により土壌水分ブロツ γ イルを求めた．｜勾筏 4.9cm I訴さ 0.3ないし 1

cmのプグリルリングてど駿み護ねた lOcmのコラム 4本にp 水分:Iiな調整した神奈川淡試

表ニi二な乾燥悦度 1.15となるように充填し張践に立てる．下部は滋発のない開放状識に近づ

けるべく，ひとつの針穴以外は閉鎖してある．上ブjは開放：状態になっており，これな20℃

の恒説室に放i設し土壌表fIiiから蒸発を：1協こさせた．コラムは適時 l水ずつ切り！おしp 炉lj!t;

法により 1j阜の水分ヅロブァイルを求めた．

こうして求められた 1;阜の水分ヅロファイルが，ある水分変化合していく I吋ーのニi二鍛コ

ラムの各fk!i'I日i断耐であると仮定し， Fig.ll -2 の水分特i~I.: I防総主：）fl＼，＂ コラム成制定fZ11 と

おいて（ V-3）式から Kな求める．ここで，問j越となるのがコラムi尚での水分変化の諮であ

るが，コラムのill；段変化から見積ると，畿大にして相対誤泣4%以内であり，ほぽ同一の

変化なたといったと考え得るー

以上のような一主liの実験を，いろいろな初期水分によって行った．

1-2.不飽和遊水係数

Fig. V-2a）にタ11奈川良試表ことの不飽和遊水部数主主訴す．挑戦値はバラツキも少なく，水

分減少とともに 10-12cm・s-1オーダーにまで減少していく． しかし，この方法では水分

が地力11した場合には，コラム）氏闘での不透水条件な満足°2'-1生ることが｜会l嫌である． したが

632 
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10“.. 1ぴ’ Ht'10峨＇ Hf' 10-• i<J ‘ 10-• 
1'飽和透水係数｛cm・s-•J

ジig.V-2捗紛ヨド飽和議水係数と体総合水不

って，ここで得られた結果もf*f14合水系37.5%(1P"sm::::'. -0.15・10:3cm）脇mえまでであった．

一方，この土壌の不地帯fl遊水係数は 3.20・10-4cm・s-1（弔管飽和試料を？££7j（説法で測

定）であり， Fig.JI-2a）から空気授入の起こる体絞合水率（airentry value）は 52.5%根皮

であった． したがって完全飽和時の水分58%から 52.5%までの不拙和主義 7j(i指数は，ほぽ

3.20・10吋 cm・s-1で近似し持るB＞＿すると， 52.5%以下の領域に関しては問中に示した脱

線で~11’訟に良好に近似されることがわかる．

また， 1:j:1野ら101)によりコ止められた務官官炎ニとの不能手ri遊水係数を Fig.V-2b）にぷナ．

2.植物体の水移動抵抗

水が物質下ゃな移動する際には，そのブラックスにしたがった摩擦蝦失な受け，ポテンシ

ャル減少を引き起こす．この摩擦損失の税｝認を決めるのが移動抵抗であり p 植物体内で

は，根の炎出から木部1:j:iへ水が浸入するi擦に受ける挺＃C（透過抵抗と｛仮称），私立および革の

*fifl1ゃな移動ずるi怒に受ける抵抗（通導掠;j]'［と仮称），楽肉内を蒸発閉まで移動するl祭に受

けるJ底抗（紫肉抵抗）などが働く．液体の状態で，呼吸践に閉した来：肉細胞あるいは表決

細胞に述した水は，そこでWl変化な起こし，蒸気体で大気中に逸散していく．この時には

気孔抵抗あるいはクチクラ抵抗に加え，楽表面に形成された境界闘での拡散抵抗山｝を受け

る．ここでは，こうした鵠拡抗のうわで根における透過抵抗と通部抵抗，ならびに茎での

通謀抵抗を測定してみた．なお＇ tliの透過抵抗は測定閥難なi設で、あり，線系金｛4'の抵抗と

通導抵抗から算定したものである103l!HI,

2-1.実験方法

a）棋の全体抵抗

神奈川Jll!:l武表土を第II'.t誌の尖験糸件とほぼ

jriJーになるよう l/5000aのワグネルポットに

充填し， 1 ボットに 11!初体ずつ大!IL（品種Z:l

コガネ〆イズ）を生符させた．生育環境は第

ll li誌1-1と｜潟じであり， j番種301ヨf去に気槌20

℃の組組謹（Iヨ射なく室内灯のみ）に移し10

時関税皮放践する．その後， Fig.V-3に示す

ように水地20℃の7j(で土壊を飽和させ，茎の

基調iを!;IJI析してゴム管でメスピペットに強統

60 
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おり

。！汲 •JI定常法
.. !JU n:絞泌
• JF定常iJ；（乾燥過自）

（務ifl；炎：U

Fig. V-3. 1:以系の念体J設抗の測nミ
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Photo V-1. 絞系金体抵抗il\U~長

ずる（PhotoV-1）.ここでメスピペットに減配ポンブia:YI!いて1£ポテンシャル 1/rpp(Cm)

2とかけ，授Ill波長tQ,(cm3 ・ s-1 ）：念品lU~起するとともに，浸出ft長の筏透ポテンシャル w仰な

氷点降下法（錦日主主3長iJ)により測定した．また，土壌中の水ポテンシャルは説透ポテン

シャノレ lfos附のみであると考えられるが，これは，実験終γll寺にポットから飽和ニi；：壊な取

り出しp …0.5・103cm極度の魚院で＇ J1!1出した土機j樹皮を氷点降下法により求めた．する

と，この根系における1誌の炎m1から議選fii）までの全体抵抗 R1(S・cm勺は，土壌と主主義部

の水ポテンシャノレ遮.il'/ffとt;紅白波設砧とから求められ，

R1口 LJW/Q, 

となる．

なおs ここで 1jf/JI＇は－0.27・103～－0.46・103cm総！立の範i犯で大きさを変えて測定

し， lfsoは－0.6・103cm, w Jw f土…0.6・103～－＇－ 1.5・l03cm程度に変化していた．

b）根の過滞抵抗

根のjffi岩手：抵抗は，前述 a）のポットからtl~ici:洗い

出し，導管が米発述と目、われる較の先端な切り捨

て， Fig.V叩 4に示すような袋践で測定した削｝．

料とした棋は 20cm前後の l次側根であり，強蹴

へのセットにi怒しては，木部1:j:1 に~~~tが佼入するこ

とな防ぐためp 切り口な？；？に水i:f1に設しておく．

i裁は閉鎖糸をなし，水~Jiにより！五ポテンシャノレ経

LJWρ（cm）な与え，流致 Qτ（cm3・s-1）な測定する

(Photo V向 2）.測定は，経の表樹についた余剰水を

排除するために12時間強度放股じてから開始した．

ここで， :j!の単位長さあたりの通よ字紙抗（11主位過

滞低抗と｛反称） r.川（s・cmサ）は，棋の長;2:；；：とLとし

_ 1Jf os削…（1jf 1'P十翌九。）
一……－－Q~－~……

て，
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Photo V-2.総のj滋潟抵抗測定

dlfi・
1'co11 ＝下合 ( V-5) 

から；；jとまる．また，問機な測躍を水耕栽培した試料についても行った．

c）根の形状に関ずる測定

上記 a),b）の測定に供した根系の総長はp インターセクシ訂ン法（第聞本 1寸）により測

定し， b）に用いた根の~ijlJ方向での筏変化は，拡大関でlOfi討に紘大して測定した，また，線

系における 1次根の本数と平均長， 2次棋の平均長についても測定した．導管＇ l既設につい

ては，別に71'耕栽培を行った根の切j十を顕微鏡撮影し，写真上で根怒と通導f去のifllj認を行

った．

d）嘉：の逝導挺抗

菜の通滋抵抗は，鰐班殺の実験に供した試料について行った．水中で lOcm程度に切っ

た慈の一端宏水中に設し，｛出端付：ゴム管によってメスピペットと扱統ずる．ここに，減配

ポ γブによって－0.05・103cm～”－0.46・103cm粗皮の…'.XE[E;f-テンシャノレ蕊 L11Jfρ を与

え，流；絞仏（cm3• s-1）な測定する．還の長さを L(cm）とすればp 遣をの単位通滋鋸J克1'st

(s・cm－りは，（ V-5）式右辺から求まる．こうした波lj泥仕各級の筏の茶について行った．

2-2.接の単位j直線抵抗と主主佳

通噂抵抗を測定した惑の斑復（錦盟殺 1-1とll'i］じく長筏，？なf去の札i梁平均とした）は崩h

方向に変化する．そこで， m故通導抵抗と茶筏の関係な調べるには，何らかの方法で主主縫

合平均化する必要がある．

いま，附端にEE力設 LJP(cm）のかかっ ~ /(cm), d(cm）の内管 流では，

Hagen-Poiseulle則附により，流i迂Q,(cm3 • s-1）はp

LJP 
Q，，＝誌7・d4・…γ (fl : ~¥iii剖：部数） ( V-6) 

が成立する．すると門管単位長~あたり， 7｝（に働く抵抗は，

R=128 fl ・花田I• d• =le• d-4 (s・cm日 3）♂ シ ( V-7) 

(k:::::.-4.16・10側、・cm)

となる．ここでdが議b方向に変化したとすると，甲山方向での平均筏 d(cm）は，
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から

瓦＝ill平；；－

( V-8) 

( V-9) 

として求まる．

水ぅiふ通話事抵抗の大きさな決めるのは導管の椛読である

が Fig.V-5である．

よって良く近似される

ったが，もしも

10' 

＠ 

？韮

＼＠ 

。〉
111. 10‘ 
i立
j滋

i京
Jほ
抗10'

（日師＇）

＠ ・＼自由136.7・d.;'・"

＠ ． 
＠ 

10' 
3 ~ 5 6 7 8 
3在筏 (lO~ ＇ crn)

Fig. V-5. 'l品：f混と忍：のj車線低抗の関係
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茨綾部でのi絞殺（ 10禍＇cm’•S叶）

Fig. V-G.綴系の全体t底抗と流j訟の関係（1)

ら類推して（ V-9）互に

r's、I：ヰ136.7・dst-4・JG tえ

されなか

管前筏と

りp

していると考えられる．

2-3.根系の全体祇抗と流殻

根系の全体抵抗凡と議器部での流：絞 Qtの

関係をFig.V-6に示す．全体抵抗Rtは流J!i:l:

の増加に伴って減少しており， 1・lQGs・cm－宮

税皮に漸近してしぺ様子が税える．ここでの

測定はお先日ポンプによって 1jJ'川（ V-4式）なf.1~

節しているためp 発生さ仕る水ポテンシャノレ

設にili!JllJえがあり，得られた流設は 0.5・10-a
cm3 • s-1税皮までである．ところで，この糊

に供した大立は播:fili後30日のものであり，

Fig.盟問6から 11凶1＊あたり 1100cm2税j交の

諜町議会f持っと鍛推される．この大立が単位

業間~~1あたり l.Omm • daγ1の淑II文郊：（Fig.

H -9）を持っとすると，通常の~脊下では昼

間 2.5・10-3cm3 • s-1程度の流i設が慈悲部で

じていると考えられる．これから見ると，

Fig. V-6で符られた流撃は，この植の 1/5組

皮までであり，この扱系の：全体抵抗が通常の

~I汗f下でも 1 ・ l06s ・ cm-2 であると見なすた

3 

:St 
f本 2L'-.o

抵

統 1

00 1 2 
~終的；てもの淡汲（ 10凶＇crn'.s-1)

Fig. V-7.線系の全体抵抗と流殺の関係（2)

:i 
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めには，更に大きな流毅範関？での全体抵抗合調べる必繋がある宥

そこで，水耕栽培した問機の大賀（綴：陸後続制の線系女水に設した状態で力111主し，

悲鳴部との水ポテンシャ／しをと更に大きくしが大きな械受設範踏での抵抗変化を翻べてみた．そ

の結果が Fig.V-7である．この大liのま露削較は 1992cm詰と測定され，単位楽部積あたり

1.0mm •day-寸の謀、散預；な持っとすると，展開には通常 4点・ 10叶伎が• s-1 ~設皮の流設が

菜謀部で~！：：.じていることになみそ iニで，この流裁の 1／告である 0.92 ・ io-3 cm3 • s-1以j二

ると， iJ!ll恕された殺火流ill:3.0，即時苫cm3• s-1u二述した4.6・
10-3の65%純度）ま

このように見ると， Fig. V-6で、調べ

最中~！開まで変化しないと披恕されるe

とが磁認される．

1 ・ 10附6 話• cm-2という献が，通常の流

一般にp J氏系の全体抵抗は，灘とj長期の水ポテンシャノしめ設ならびにう議孔奴抗の変化の

ない定常状態の蒸散述度を測定し，議での通務総J充てど無視することによって得られている

（例えば106）など）．しかしF i酸系の余やl':J:底抗と流：設の関係については今だ定説が得られて

いない間1.TinklinらIO日｝や Stokerら100Iなどの実験によれば低抗は流：敢に伴って減少し

ているが，一方， Janes1001や Haileyら110>,Neumannら！Illの実験では…定抵抗という結

論が得られており，特に，流:!f:I：の小さいところで＊｝くいちがし、が多いI). 今符！の測定では，

Barrs1121による棉での実験に似て，流最の小さいところでは抵抗が減少するが，ある

以上では…定抵抗とな札通常の蒸散状態ではー溜砥拭と

ここで行った波lj認は，…般に行われるものよりも…親ji1:i：接的に， Lかも精度よく線系の

ず；消•1i~抗な測定し得たと考えられる，今後は， ~niこよる1(£, ageによる法，流：設が変化す

る時のi汲水位i誌の移動1131等も含め，獲さに研究念行っていく必要があふ

2-4.根の泊滋4創立
a）綴茶とi持管筏

恨の仁1=1で

こで‘牒の断li'IT：手真カ、ら3尊管3館を訊t淀一？ると共に多誤認との鈎係、合調べてみた．

大互の披の断rm写真の…例会fPhoto V-3にポす．写真rj:iに×i引な付した f.i）分がi別手お

よび仮i炉設である．このように木部は複数の鳴2からなっている．そこで，この組数の符と

~1i~仰なJ立抗を持つ 1 本の等｛ifli都市r1主主f求めてみる．

まず， i続々の管は円形マないため，公筏：および飽筏の相梁平均をとり d;(cm）とする．

ここで Hagen-Poi問 ullei切な接服すると p ぐ予知j,i浮イi才能 d,(cm）は，

ι口~F （刊0)

となる．また，この断i百iにおける棋のi附去についても投認と惣慌の相乗31z均をとったが，

これは円に近いものであった，

こうして求めた恨のi度経と守；仰i滋管筏なブロ γ トしたものが Fig.V 4 である. ！~~JLで

訴したデーターはバラツキがかなり大きいがp それでも根簡と俸制導管径がi斑線関係にあ

ることは推定され，破線で示した d.=0.0975・d，で近似される.d,(cm）は根の誼認をど

ず．

判 1.5・io-3cm3• 8叶官Iiiをと思われる．
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a) 

。 .50 100 fl 

）
 

、Jl
 

x'1;'附しずムものが完成された務lftf.日）一＞b）は
川ーの11tにおいて叙先；！UJから涜ゴj'jlijに進んだもの

Photo V <l. 恨のjねfllijη：J：~

b）紋筏とよれ位j並11別段抗

2-1 b）で測定された積算流最の経時変化の一例主fFig. V-9 

なるほど流量：は多くなる．また，このrill線の勾犯が怠i床ずる

てし、く~瓦 l勾がJ.! られるが，艇のjjl料品企 5mm ;Rljl皮ずつ切り取り，切j1) 1:1 ~ピ refresh して’克

験てとftj.閉すると勾配は再び増加する．このことから，時間の経過とともにp J恨の切断簡で

水の通話事に対して｛可らかの陣擦が生じてくると推測される． したがって， 11＇目立の計算に使

用したデーターは，測定閥始後lOi時間前後のものまでにとどめた．

ここで符られた1/iEffl:Qxと， Jj.えたcP:テンシーγノレ設 L}ljl'p, j伐のi毛さ Lから（ V-5）式をj日

いて単位過滞抵抗 1'co11 が求まるが， j通部iJ~抗な測定したjj）えでは，~然のことながら取h方向

紋のn~〔揺が大きく
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0.3ト ／ (Fig. V-10. 
，， ／〆 V-'7式から）

0・22 3 4 5 6 7 8 9 

以後 (1(γ＇cm)
Fig. V-8.以mと

に誌が変化する．そこで，ル2での議のj必合

と l•i)J主に，（ V －別式で平均~1~1法 d， もf求めて
みた．これと単位通.~£，目立抗との関係なfilil対数

治省30
m 
字。2
J!!! 

水
汲0.1

(cm') 

0 

II.~ 
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4本の阪の

50 

Fig. V-9.巡管な流れる新銀湖水滋
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60 

Fig. V-10.似伎と紋の単位激務Jitb'CのIY,J係

ll~lrで示したのが Fig. V-10である.｝誌はパラツキてと見せるがp J民主のlf(l/Jllとともに減少し

て行く傾向が見られQ. ；だが~で示したJ1¥H~~が11Q径の－ 1 乗てどあらわしており，測定的はこ

の実線によってlZ!く近制され，単位五主導抵抗1'co11と仮説 d，の！切にf附 ＇ex:d, -4に近い関係

があることを示唆している．

c）単位泌滋Jほ抗と Hagen-Poiseulle HU 

a), Iけから恨認がi持管部．と：およそ比例L，単位｝J.f！諜抵抗がtR伎の－ 4：＊に比例すh る

ことがわかった．このことから， j誌の単位泌羽：抵抗がil'}:ti~＇1五の－ 4 乗に比例，すなわち，

Hagen-Poiseulle i切にしたがって変化することが予想される．

そこで， Fig.V-10 小の尖k~j（でぶしたlj'i.｛丘地得抵抗fr{,('1t J：：）：つのに必裂となる液経てど（ V-

7）式から詰！・：はしてみた（Poiseulle 箆 rんとする）．これが Fig.V -8 1.11の災線であり， dρZ

0.0621ι であらわされる．すると Poiseullef壬心は，ソ2vmされた等lllli持管従 deと比較し

0.0621/0.0975::::: 64%総皮の舶になっていることがわかる．すなわち， ~V[lj された単位通時

抵抗は， ~fHi!日議官；箆から計算される単位泌域限抗とくらべ（0.64/1 ）～1:::::6.0的総！立になって

いることがわかる．

一般に， .tji(s'L)lfi議J則立は，導管誌から Hagen叩 Poiseullcftりなflh、て計算されたものより

も大きく it.るとr:ztわれている114＞.ここでも p こうした傾向が制えたが，比の大きさは6箭

程度となり， GreacenらlJ.!）による 2～3｛；；刊誌j交とくらべてかなり火きめとなっている．こ

れは測定ll~jの切断出の損傷p 抵抗告rn：；ほと導管経測定を行った恨がi司…生育条件のものでな

いことによる椴筏と導管慌の関係の違い113）などが牒悶となっているかも知れない．また，

…般には， ~ifj：管が円形民l[TI'i.iでないこと p 捜隔が許すらかでないことが！民間としてあげられる

がl14 ），これに加えて， l!qh方向での~rg;管j去の変化も無視し得ないものと jおわれる．

いま，｛ばりに Fig.V-11にぷすように断1fliAでiJ~： fiii d1, fんの 2本のi移管を持つ棋が断
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fliiB では仇のみになっていたとする．この場合， Aから B －：どで実際に水がお~れ持・るのは経

dzの管だけでありi測定される単位通謀抵抗は k• dz -1 となる．ところがのの紘は計算さ

れる平均佳d~＂ よりも小さく， したがって実測される単位通滋舷抗は，計算される単位通

j樹立抗なよ：i到る（／＜・ d2づ＞I＜ ・ d~b －つことになる．このように， Poiseulle筏は側々の議官：

の筏変化を女JIったよでsll)6J1仁会行うことが必

要となる． • a) I bJ 
2-5. i艮の域過抵抗の算定

恨糸全体の水移動抵抗は，恨の議TMから

i！~； ri自3まで水が佼入ずるi黙に~ける透 j品抵抗

ト＿ ,..Jb_., …，明 －－ ,..!h...,---d~＝·ほ~
(V-10）から

B・ … よ 岬 町 四 一叩ム四-:--l--・ d~詔d,
o a, 

( V-9）から A～Bの平均滋管筏 d:"I主

一－ 4/ 2 ,/2d＇＋ 今d4 • ~·出 ｝／－一一一一－＝ d• .41~一一-1.. i;i:d, 
v d：‘＋d: ·•‘V d1'+2d24 • 

Fig. V-11.機管従軍ど｛とが5r立渇；奴：！/cに及ぼ
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α）吋 bl
• N，本の l次総はまった

〈開H：形状を待つ。

・3次機以上は2次般に
おきかえる。

(absorptive resistance or radial resistance）と，場；f器：r:j1'1r;流れる際に党けるj詰議抵抗

(conductive resistance or axial resistance）とカ込らなると勾えらオLJる32）.そこ－e,2叩 3,

2イによって得られた縦糸の全体抵抗と；誌の泌議抵抗とから紋の透過般抗な算定する．一

般に移動J肢は体積ブラックスとして考・えることが多く，抵抗は！孤絞ベースとして元号えるべ

きものであるが！15），透過拡抗の場合には，ベ…スとしてとる謝般の位置の決定や測定など

捌織も多く，一般には単位i之さベーメとすることが多L、107). ここでも従米どうり単位公さ

ベースの述j品J抵抗とした． また，恨の逃過抵抗は ageや部｛立の迎いによるスペリンイむの制

度などでS~－なると誌われているがp こここで去として扱っているようなぷ散に説起された：発

動放水では，メベワン1tによるMt;謬は小さいという，況もある 78111Ul. そこで，ここでは~水

念行う保全体の平均的な飽な求めることにする．

述過抵抗を算定するには根系のネットワーク構造な把揺する必裂がある．なぜならば，

通謀抵抗は務!fjl；距離に比例し艇のみ：数十二以比例するからである．そこで締盟議 1-3で観察

された結巣をもとに，線車lfiなネ y トワークを単純にそデノレ化してみた．

いま， Fig.V-12のようにp l次根 Ni**iからなる線系a）で9 すべての 1次根lriJ泌が

*) /;j'）競立i.1-;3, Photo ll! -1, 2でぷじたように，.:t綴と波法部から 1次似IH1えにはほとんど）£いが

Yi!られず，ニこではj1IJ；岳もf合わせて 1次illとII＇）＇び，こニから分校したものも ：2次似，以下3次
｛！｛‘.....とし1己．
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ニiニ娘一主li物系における水分移動に1!?1ずるliW?e－…附；fi11! Hv 
n
H
V
 

jlijじ形状な持っと仮定する（長さ L1!1cm），またその l次根から分；技ずる 2次損以上の側線

はすべて主之さぷん（cm）の 2次摂 N2本におきかえ， b）のよぎに考える． ここで l次根では

！淡水されず， j磁場距離全般公の 1/2＊），ナなわち， Llli/2,L1ん／2と｛反定ずる（閥 c）），する

と，この桜系での全体J底抗凡（$・ cmぺ）は（ V-11）式であらわされる．

－〔んb _L LJ/2 •九0112 _L Lill 0 1 lfl;-:N; -r-z--n; ，－…T ’COii ! 

（透過） ( 2次通議） ( 1次過滞）

ここで Yabは単枚以さあたりの滋過抵抗（単位透過J底抗と仮称 8・cm・・1）でん＂＂ h rco112(S・

cm勺はl次根， 2次恨の単位長さあたりの通羽生拡抗（lji依述i母；Jil;;l;lC）である e すると，

ra1，以外のところに測定能な代入することによりんbの般が算出できる．ここで，観察から

Niはl似体あたり32本， Lll1:::=30cm, L1ん：：：＝5cmであり，根総長は 10890cmと測定され

た． したがって N2口（10890-Llli・N1)/Ni/ Lll2:::=62となる． 1：た， 1次根， 2次恨の王子均

凶：径はそれぞれ 9.4・10“2cm, 3.7・10叩 2cmと測定され， Fig.V-10 より rCIJllj口3.5・10",

r，・0叫口1.4・107と挑定された．これらの組とル3で測定された R，出 1.0・1QG5・cm叫 2を

(V-11）式に代入することにより単位述過抵抗は rab=8.I・lQ05・cm→と算定される．

Greacenら11勺j；，過去の研究者が鰻々の方法で得た Yavの組を総捕して料＇， 8.6・lQB～6.6・

10105・cm時 l絞度であることを訴しているーここで得られた舷も，これらの紘と良い一致

なぶしており p 今J!ilもおいた方法が根糸全体での平均的な単位議過抵抗を求める上で過し

R1 (V四 11)

たものとjぷわれる．

3.水移動抵抗の比較

以上までにこと嬢， 1lt1i物体での各種移動物性的が得られたが，ここで以上の諮数般を使い

現，（：1:-c、も詳細の定まっていない水務動物性総！日jの大きさのJt1肢を行った．それは，根糸内

における泌議抵抗の影響p ニと披の放水J:l~:b'L と桜の拡抗の比絞の 2 点である．

3-1.恨の透過抵抗と通謀抵抗

棋の議議抵抗が水移動に対・して持つ務欝については，今だに定i誕の得られていないのが

現状である1171.Taylor & Klepper118＞（棉での尖！換解析）， Busscher らは）（縦糸モデルの f~~

折）， Newman111＞（トウモロコシで:Jill総解析料水｝）などは；滋議抵抗が無視し得るという結締役

得ているのに刈・し， s0uu＞（大豆による災級解析）， Willat & Taylor110i（火認による災験解析），

Wind120＞（ベレニプルグラスによる挺験解析）， Greacenらll4}（小岩による実験解析）， Hase-

gawaら山｝（｜按稲による'.;k！段解析）などは通謀抵抗が無説し尚もないとしている．全般的には

i議場拡J立を無視し得るとf与えるブJが多い．そこで，ここでは3つの方法によって通導抵抗

が無視し符ないことな治す．

a) ( V-11）式の磁の見積り

(V-11）式の各摂の大きさをまとめたものが TableV-1である．これから見ると，通謀

判 diの長さのi設が会開で吸水を行ったなら滋線航路f1it場所により 0～.illの｜お｝で変化する．こ ζで
はその五F・均として .dl/2をとった．

叩 Greaceni:::,による綴はω ではなく透過係数i<A口去）である

材料 Newmanは複数の研究者のデーターを一郎ずつヨImし遜滋抵抗の影饗を誇l'filliしている． しか
し，そこでm~、た絡はんb::::4.2 ・ 1010 とやや大きめであるのに）¢~・し， Yco11 =::6.7・103という過常

よりも 2;;j・－〆一前後の小さな単位通務拡抗である． したがって絞殺から見ると，通議奴J)'1しが
J!l~tllできるという結論な引き UJすには然現！がある．
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Table V-1. 絞系各部Hみのj阪抗 抵抗がtR系の全体抵抗に占める割合は18%と

なり，主義過抵抗に対し22%制度になる．つま

り，通滋抵抗は恨系の抵抗を考える上で無視

できないことがオっかる．

R,,0=r00/(N1 N21112), 

R -1111・Yea叫一 一日町 27v1 

R,o,, （通謀）
m …岬ーっ一一一…一

2次

0.2・10"
また，この中で興味深し、のは 1次艇の通謀

18% 

2% 抵抗が2次恨のものよりも 8倍程度になって

いる点である． 2次被は慌が小さいために単

位地i創設抗は大きくなるが， i泊議距離が組く

本数も多い．したがって通導抵抗としては小

さくなる．…方， 1 次1f~vt, 単位通zt~抵抗は

R … 1112・re州 2
c川－－2/iJ-;JJγ

大きくなるものの本数が少なく， j的導距離も公いため， i詰終i'.iりな地場抵抗は大きくなる．

このように考えると， 1次根の本数＇ J追さといったものが似系金体のJ設拭に大きく

ることが予却される．

b）根糸名泌さでの恨の抵抗

上記の検討から 2次桜での通謀抵抗は小さいため，ここでは 1次狼の泌i創設抗告：iあ創立
1 1 

抗と比較してみた＊l，いま p 根11判決が深さ zー…tlz～z－ト…tlz(cm）で水平Ii語版絞A,,(Clが），
2 2 

1災1創立ん（cm-2）な持っとする．また，この泌さに到述する l次根の木造立を Niとする．こ

こで，棋の表出，滋管1:1:1，茶器f:filでの7j(ポテンシャルをそれぞれV川 1Jf,1>Wcr(cm）とし，

tlz区間で吸水され，選法部まで）illばれる水の；監を単位水平断面あたり%＆（Cm・sゅう， （／con

(cm・s-1）とすると料＞，

'lab＝－~… 1 
ん＆／（Lv• A,. • tlz) 
lJf,. -1/f er 1 

(l1 : 1次恨の泌羽.Mil離 cm)
t叩 11=-i;c－；；， ・Ii/Ni

( V-12) 

( V-13) 

となる．すなわち，単位水平l!Jrffliべ－；；えでの恨の透過抵抗，；通滋J抵抗をfR~un, R1an (s）と

すると，

R-4一五L___, R-1 …Arzバ・ r (V-14) 
αb - Lv・tlz , --N;- 1 con 

となる．これらはそれぞれ， tlzI部品jでq少あたり lcmの水傑vc..相当する水i訟の吸水（ 1 

cm・yつがある時， 1汲7j（および岩手管：やの水移動で生ずる水ポテンシャルの減少量である．

( V-14）式の両者を比較して通導抵抗の鯵警警官吉見ょうとする択であるが， ここではtr~

ltl！訟のポット尖験，嬬種54f:liヨのti~系金f対象としてみた．んには 0.6mm 以下の恨樹皮

(Fig. lll-12b)), tlz出 lOcm,N1口 60(TableJ1I -1), Jl,., ＝二284cm2（ぷットIi百mn,1'a＆＝ロ8.1・10°
8・cm-1,1'co11 =5.4・105s・cm-:i（線経 0.85mm相当）とした．また， j迅導距離 liにはi泌さ

z~与えてみた．

Fig. V-13に訴された結果な見ると，議過抵抗は採さによる出儲j立の減少な反映しp 泌

さ方向に 1.1・10s～2.7・108(s）へ増加している．また，通滋抵抗は，深さ方向での通議距

離の増加にしたがって 1.3・107～1.2・l08(s）へと増加している．この閥者・主f合計ーしたもの

的これは通議獄:JJc~ど小さめにJi秘ることになる．
料〉途中の純物やf;I~！身の ll'l'WI変化は考えていない．
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ω
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ハU
2 

紙抗（SJ
10' 

3 4 567891 2 3 

i'ill 10 

さ
0 j議機 11!:tjc 

（ ）内の数i土Alこ，iiめる古Jjfr

＠滋）/J!J抵抗

A織物恨J樹立（o十＠）

(28%) 

20 

30 
(c問）

40 
神奈Jllil是試炎ニI:
綴ぬ54Ll

50 （似しJ抵抗l.t.持l.｛立地表i溺ベース）

Fig. v-rn. ~磁将奴抗と透過奴抗の比絞

が深さ z一－｝£1一4欄；£1zで句l汲7)(ざj 水が草Jぷi百

あり（,jj!白4均4民J尽抗と｛反羽；）， 1策さブJI勾に 1.3• 106～3.8 • lQ8(S）へとJ首加している．このJえ抗

の小で過滞11I｛えが 1!:i める i'rn合な見ると 10～30%~担皮となり，ここでも過滞抵抗が無視し符

たいものとなる．

c) Cowanらの刀法41）による根の抵抗日干剣！日

Cowanら411は長さ lの均一な根（i'ab,1'co11が空nn的に変化ぜず）が均一な端j也(1/!'011／ の水

ポテンシャル）にある時を想定し棋の中の

水分貯開設な無視して次のような力相式含滋

x=l』帽・
し、Tこ．

司ffn 

~u炎、
水緋討を
など

d空〔主）一口一
dx r"" 

xylem 
'lffoul 

（口const)

( V-15) 

q(x）口一千・抱強｝ゐ
fCOll u..,,. 

( V-16) 

ここで q(cm3• s-1）は木部議官＇ r.I立の流i話：であ

り，そこでの浸透ポテンシャノレは一定と考え

ている．また 'lfr,1は，そこでの水ポテンシャ

ノ1'--Cある．

そこで，これらを援却して適時抵抗の影響

を詳細してみる．今，（ V-15 ） ~11 に（ V-16）な

代入し，

rao 

rco11 

X出。』 俗 柑

i'HI土xq11由iニ立すし立すf*
日仏 V-14膨 Cowanらによる紋の挺抗評fim

x=O, '/fr門店主rout十d

x=O 豆色L口一れ，，，・ （／，.’dx ’uu I” 

とおいて解くとp

(V-17) 

( V-18) 
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1/fr1(X) ='//foul十LIcosh、／引一、必F五； .φ• si nh ... F:;; x 

守口Yco11/ra/J (V-19) 

が得られる．ここで X口o~根の先端付近の導管が発生する位j設さととり， Qo=O とすると，

1/f ri (x)-1/f n （！）口d’・（εosh、IY)x-cosh、Ir)l) ( V -20) 

d’＝－ q(l）・、1r;;;:刀~／sinh 、！Y)l ( V-21) 

となる．

ここで，水禁 3-1-b）と lllJじく播税制日の線系における 1本の l次棋についてこの式を

適用してみる，このとき問瓶となるのはらbの与え方である． ここで導いた式は分i肢を考

えず， また 1'a!Jを一定としている．そこで，吸水に関わると仮定した2次般が 1次根のl!fll1

方向から…様に発生しp 加えて， 3-1-a）で得た結論を援用し， 2 次i恨の過滞jな抗も：：＇~！監視し

た．すると，吸水に関わる 2次根（0.6mm以下とする）のポットあたりの総長 7.3・104cm 

とポットあたりの 1次根数60, 1水の l次棋J毛：：：：：50cm（口！）からp 1次総 lcmあたりの

2次線総長は，

7.3・104cm/60/50 cmロ2.4・101(cm・cm－り

となる．よって 1次根 1cmあたりの活j制出；tr,,b*(s・cm→）は， 2（大恨の単位通過抗抗

ra1.，ロ8.1・lQO(S・cm-1）から，

九戸口8.1・109/(2.4・1Ql)
ロ3.4・lQB(s・cm→）

と求まる． ーまた， Yco11口5.4・lO"s・cm-3とす

る．溶接部での 1水の l次根の流；設 q(l）とし

ては，ポットあたりの議故最567g•.daγl ( ;j; 

ット地讃部あたり 20mm・day-1，単位楽部

桜あたり 0.94mm. day-1）が12fl寺別で、60本の

1次根な流れるとし q(l)=2.2 ・ io-• cm3 • 

s-1を用いる．これらの諸数簡を（ V-21）式に

代入し.Ll＇口一828cmとなり，（ V-20）式によ

って Fig.V-15が符られるー

ヲラウンi却とのポテンシャjレ談(lO'c田）

1.0 2.0 
50,......_ I I I 

1 

次俄高か4羽0 

勺

の20
講Hli義

10 l次恨の！品目長成a=1 
(cm) として対3まい

10 
；＇；程

40 

さ

30 

(cm} 

40 
主主義部での水ポテンシャル（クラウン・ポ

テンシャノレ） '/ff er （すなわち習に1( l））と Wriの殺

事rri-Wcrをi獲さごとにみると， 1投下端での

（）＇・＇ 50

Fi拡・ v-+5. i遁英字j食中の水ポテγシャノレ変化

2.3・103cm牒度から~謀部での 0cmに向け

て激しく減少している．もしも通議抵抗が無視し符・る（1'con:::::0）ならば杭i-1/fcrはOに近

くなるはずであり，この間のように Wn-Wcrが大きな怖となるのは，

無視し得ないことなあらわすものである．

3』 2，吸水に対する根関ニt撰抵抗と根物根の抵抗

l汲7j（.にi渇してゴ二壌がJす．つ抵抗の影響についても今だ明im：なftr平宅与＇（土 ・'f・えられていなL、1宮2i,
Gardnerら123>,Soらiw,Herker thら33lf土突験デ一タ…にJ左づいて，また Cowan11＞は

そデルめ計算から－1・103cm前後あるいはそれ以上のマトリッグ・ポテンシャノレ状態

で，土壌抵抗が純物の吸水に関わる抵抗をitr.越すると主接している．

一方， Newma111rni,Williams1m, Greacen ら114）は既存のデーターと後述する（ V-22) 
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の Gardnertypeのそデノレを用い，また Lawlo1「126）や Hanser127＞は実験に接づいた解析に

より，それぞれ土壌抵抗が吸水に影警撃を持つのは吋トリ γ グ・ポテンシャルが…10・1Q3

cm前後以下であると主張している．

そこで，ここでは，板の間協のニ七機抵抗（根樹抵抗）な算定し，本家3-1-b）で tl'f・られ

た植物棋の紙抗と比較してみた.t民間抵抗としては最も災く使われる Gardner-typeの抵

抗~}fl いてみた．これは Gardner10Jによるミク p ・モデルの定常解を変形したもので，棋

符HtL112 cm-2 t.c.るAzcmの践的1において，単位水王子l*Jrmiあたりの根隣抵抗 R.A(s）は，

J?.,A口ln(b/a）・（2狩・ Lv2・K• Az）“1 (V帥 22)

となる ここで b(cm）は扱の態勢判荒で（ir・Lv2)fと近似される・ a(cm）は吸水紋の半

襟， K(cm ・ s-t ）は影饗~l':f主内の3J7·;l勾子G飽和議7j(j応数で，近似的にパノレグニ上撲の簡なとる．

一方， Cowanら41）によhl:l:'.，ごと壊1:j:1の根の炎聞は部分的にしか水と接触していないため，

接触抵抗が存和することな指擁している．そこでp この披妙、抵抗が土機の飽和皮に反比例

すると仮定し，（ V-22）式右辺に来じ，

ん1口与・州／a）・（2π ・Lv2・J(.,;Jz)-1

。：休都合水不， Os：飽和体離合水平

この式の倒をご1：壊抗J〕1と考えた．

線系、は3-1-b）と閉じく神奈川焼lli＼誕二l:.,g 'Y ト播税制日目のものである． ここで吸水線

は政筏 0.6mm以下のものとし， ~1＇~掻 α には平均 0.3/2=0.15mm を代入した．この線系

（こ対し，神奈川良試蕊－ゴコ，および務部＊士を適｝刊したものi,;:Fig. V -16, 17に示す．

( V-23) 

。10'rr時制

援 抗（S)

10・ 10" 。』L一平

(cm）ト1.0・IO'cm t3.2•10'cm~ －川がcm ＇.~
40ト（pF3.0パ（予F3.叫（pF4.0パi

50 

Fi日. V-16.ニl:.PJlHl!':抗とj泌物線抵抗の比較（1)

'10 t端

20 

さ

。
8
 

｝
 

I
 

l
 

.,., 10 
t取

20 

さ
30 

(cm) 

40 

・1二tJ'Hほt立
。続物級紙ttc

｛務総炎ニt)

J歯機5411

・：七機祇抗
。総物般紙抗

叩 16・IO'cm
（手F4.2)

50' 

Fi諾. V-17.二！二機紙抗と者n物線奴抗の比ii変（2)

t!U磁のごと撰抗抗は，椴系の］惨状 α，b,L112をfl抑＼］的 こと壊の特性0,］（ を摂附11句に

一定として考えているため，ゴニ壊のマトリック・，gテンシャル減少（pFは増加．土壌の浸

透ポテンシャルを一定と見倣せば水•i' 7:ンシャノレ減少）に伴って平行に増加している． 2 

つの土壌での抵抗を比べてみると，間じポテンシャル状態では神奈JI！農拭淡ことの不飽和潜

水係数が1オーダ一程度大きくなるため，神奈川燐試表土の抵抗は海部還を土のものよりも

lオーダー程度小さくなる. '*-t.::., 3-1”b）で求めた織物根の抵抗と比較してみると，神奈

川良試表土で－10・103cm(pF4.0），落部表土で－3.2・103cm( zpF3.5）で純物語ミと間程度

の扱vi:な持つようになるが，それ以上の？トリ γ ク・；J－＜テンシャル状態では櫛物艇の抵抗

が卓越している．つまり F 吸水に対する土壌の影潜在無視し得なくなるのは，神奈JI11｝是試
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議ことで－3.2・103cm(pF3.5）端部議土で－1.0・103αn(pF3.0）組ffi以下であり，通常の生

育条件下（－0.2・103～－1.0・103cm都度のγ トリ γ クポテンシャル）ではp Gardner type 

の土壌抵抗で比較する限り F 土壌が吸水に対してJ守つ影響は無視し1~ることになる，こ

うした結果は Newman1101や Hansen1211らの得だ結論

らJ））による結論に成したものとなっている．

, Weather匂y128）はj ヒγ ワりによる実験で興味深い結果てど持ている．被は巧妙な

実験でツバルク土壌の水ポテンシャルが－3・10:1cm制度の状態で，滋Ir文および恨若手i滅、外

からの水の補給が等しい定常状態安っくり IH した．このm~：，恨の間関のご！二般の7)(ポテンシ

ャル勾配が 0.017・103cm・ cm"'1 都度あ~L(f鍛楽街への水分補給には充分と巧－えられた

が，視の波miにおける（級自身の） 7j( :l；テンシャ／レとバルクごと壊との水ポテγシャ；f,勾配

は 80・103cm・cm-1制度と測定された． このことから彼は，土模自身の持つ抵抗は無視

し得るが，ごと~と ~1~の波間の境界部に大きな紙抗が存視すると結論づけている．

今rmの計算では，境界郊の影響として土壌水分の飽和度を指標とした接触TifJの減少を純

み込んで・みた． しかし，土壌，誕の7J¥ポテンシャル低下にイ＊って，ゴニ機，根それぞれが収

納な起こし，境界jj'fjでの1JU／£主：J説大させることが考えられる（Philip6 ＞）.特に，水：Hテンシ

ャノレ］1¥;-fによる1H援の減少と境界削での air-gapが拡抗な向めるという指鍋が Huck

ら削＞， Faizら1211>,Cole ら 130）などによってなされてし、る．こうした gap が~I=.ずるならば，

飽和皮で表した以上に接触の劣化がj｛］こり，（土壌自身でなく） )J"g界掃の抵抗（接触紙抗）

が増大することも考えられp ここで推定した以上に土壌側の1iU/cが大きな影部てど持つこと

にたるかも長IIれない．

しかし能力では， Cowanら川によれば，この air-gapが艇と間程度（：：：：：：O.lmm）なら

ば，滋気体での移動により光分に！汲水却：なまかなえ，大きな陣容にならないと食われてい

る．また， Tinke1・131）は， tgと土壌の gapが生じても，一部分でJ：災触していれば大きなポ

テンシャル設が~f：.じないことをシミ 3 レ：ートしている．こうした点は＇ t:良ととl:k:PJの銭高虫形

服，絞溜付近から分泌される粘液質のムシゲノレと鍛毛によること壌との問者作用1131などな

合めた吏に詳細な実記：的検討iが必喪となることをよおし丈いる．

第VI寧土壌～植物系の＊移動モテJレ

部IV'i\:i：までで，二Eさ~J, ・11a物体1:jIの7jc移動の実態が定111:的に把Jぶされた． しかし，相双の

作）りてど含め厳僚に把まえるためには，第V殺でf専られた物i:'tfittなベースとして，系金体の

7j（移lll!Jな把J起する必袈がある．そこで，木場：では＇ Tliiヰをまでに得られた知見に慕づき，土

壌－it立物系の7j（移動会fモデル化してみた．

二j二機－1Jri物一大気系での7j（移動は，通1i~，系内の水ポテンシャノレの般｛民｛~［を持つ大気に

より，ご｜二壌，相物に法発1r文が強11fi!Jされることから始まみ例えば，濃からの燕i設は，絶対

淑度の設な駆動力とし紫内p 気孔，クチグラでの諮抵抗を合わせた！Jl＼散抵抗と，家：筒iに

形成される境界！爵抵抗によって決定される．しかし，気孔披抗にしても，その，，自問のメカ

ニズムの解明は完全でなく 82>,.境界摺抵抗にしても風速や流れの乱：h，楽のJI列たなど多く

の袈i現によって複雑な変化な持つ1021,

ところでv第 Jj'.訟でも述べたように，本論文のおl'l"Jは， SPACの…部をなすこと撰ー植物

系の移動現象な機~ミに把擬することであり p 大気状態な境界条件とした場合には， J:.ficの
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抵抗見続りから生ずる不11住:Jiさはまぬがれない．つまり， j協物…大気系の7j（.拶動付、史に別

の研究が必裂で、あると考えられ，ここでは，大気との拭界条件として， 11立物…大気系の極

々の袈i殺が組み合わされた結果として生ずる策批設で与えることにした．

また， SPACの本米の姿は， :jj:{i部におけるものであり，そこで、の純物…大気系はlMi物体

の位般によって大気条件（例えば IJ 身、｝やJ!l\~述など）が変化するものであろう. ＇そこで，将

米，本研究てど史に発燥させ3 こうした系との結合削減ることな~ra·:Iヌ！し純物体を挨1j1定数

系（例え．ば鮮沼の singleleaf model132＞）としてでなく，分布系としてそデルイじすること

とした．その｜怒には， j洋部のl11 －－：むの1& も謀本的単位である1li'i物体 l 似体をベースとしてJI~
えることとした．加えて，錦 11訟でも述べたように，純物体会分布系として倣うことによ

り，ニiニ捜部での吸水が』技術にj~えmると考えられた．

以上のような考えの下に土壌－；f泌物系の7J＼.修動なモデル化したが3匂そこでは， 7j(.;J'テン

シャル勾配とJ法抗によってあらわされる：iililfftJゴJ;f:fil式p jfil統ゴj限式ならびに水；Jミテンシャル

と水分；鼠・のIMJの務部なあらわず状態方税式（水分特性！日制！）の 3；，託な基本としており，加

えて植物形態の定常性と会事詰il系，恨の生体j肢の完全な2j＇：域性主 ：1Jii:Jjととしている．

1.モデルの機築

ぷこで考えるそデルは，大気により強11JUされるZ告発散肢を撹非糸｛lj：とした；j二機および他

物体の水務!fftJモデノしである． したがって系の境界は Fig.VI-1の斜線部であり p 波紋の起

こる誕の部分， !.Ucの起こるゴニ桜 Jfli，加えて，下関との水の交換な行なう二七機下部illiの
3者である．また，モデノレは，

1）認と擦な…指して扱った地上部

2）地上部とj傘下部の接続部（crownt~ill 

3) I淡水な行わないとした過滞服部

11）級7Jくに関わる！淡水根部

5）土壊と！汲水！恨の境界服部

6）バルクの斗：楼部

の6つの部分からお：ってし、る．以下にJIWiな追

って基礎、式の訪線合行う．なお，地表i泌をO

とし，鉛ru£方向にzllidtをとった．

1-1.諜と慈のそデノレ

a）識の部分

いま， 1 ii母体の植物において泌さz～Z十.:Jz

(cm）にある業での水収支を考えてみると，

Z
 

A
 

A
 

l
i
i
L
i
f
t－
－

 

Fig. ¥1-2. 11~の水i以立
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LA(z）－~色（~，立• .dt • .dz 
iJt 

広三－T,(z,t) ・LA(z) •.dz ・ £1f+qpc(Z, f) ・.dz• .dt （＼小1)

が成立する．ここに LA(cm2・cm-1）は単位向さあたりの梁lid積， O,(cm3• cm-2）は楽の面

積合7）（：！活：（都盟主幹（顕ー7）式）， t(s ） はII制~J, T,( cm-2 • s-1）は単位来：削樹あたりの蒸散迷皮，

lfpe(Clll3・cm-1・s-1）は単位尚さあたり葉樹からの流入水笠である．ここでめと誕の水ポ

テンシャル 1jft(αn）の…flUi性会：（反泌すると，議の水分容鼓 C1(cm3・cm-2・cm-1）は，
C1=dOtfd1Jt, (Vl-2) 

として炎わされる（第盟議2-5).(Vl-1), (V1司 2）式

'cl:~寝却すると，

(}ljf I 

Ct・LA・……＝－Tr・LA-HJ""at 
(cm2・s-1) ( ＼小め

として1Jil，き改められる．

！主）慈の部分

←－ A.，ー＋

一q,1(z.tl 

-q,,,(z+Llz.t) 次に， j1ijじく lfl~l体の純物で i匂さ z～Z十みの

についての水J［見交を考えてみると，述統式につ Fig. ＼ト3.議の1.KJ!!l文

L、－ct土，

A,1 (z) • ＿！！.忠仁L~.az ・ .dt=-_!2生d五五－.dz ・ :Jt-qpc(Z, t)£1z・Jt （羽イ）。t oz 

となる．ここで， A,,(cm2）は水ポテンシャル0cmの状f患における叢の断面積， o,,(cm・1.

cm-3吟……うは茎の体犠合水ヰ（｛（鰐批！$＇：（ JJI-10）式）， q,,(cm3 • s-1）は茎の！［qi!方向に対する水

務動議である．

また，？（；の1jq11)JI句の水拶!ff｝）は xylemな通るものを考えれば充分であり 78)' 2さの通謀抵

抗が誕のJ［父織によって変化しないとすれば，運動；えは，

1 • o1ff,x(z,t)-z 
q,1 (z, l）口一……一一 一一一…一一一

’，t(z） δz 
( ¥1-5) 

とあらわされる．ここで山（s・cm-3）は議の単説通謀抵抗（錦V主主ル2),1ffsx(C111）は導管淡

(xylem sap）の水ぷテンシャルである．ただしp i務管中にはi~筆頭自の mass flow な妨げる脱

がお：｛I:

さて， i謀管以外の組織の水ぷテンシ・＼，ルと 1jf叫が等しいものと考え，加えて fJst と 1jf刊

に－ftllil1：があると仮定すると，議の水分容；陸 C,,( cm-1 )ft, 

C,1=dO,t/d1ft,, (¥1-6) 

として表わされる（鰐聞説3-4）.すると，（ \1-4）式 ~c..(Vl-5), (Vl-6）式てど代入すれば，

iJljf s土… U( 1 iJ1ff,x-Z ¥ 
A,1・C,1・…即…叩一一一｛一一一…叩一一）－qpc (erが.s-1) 。t uz¥r,1 oz I ( ¥tl”7) 

という慈のゅの水務動に関する；J'テンシャルブ1様式；が得・られる．
c）諜と慈のモデルの合体

いまs ここで 1Jfsx ( Z, t) = 1Jf I ( Z, ［） と仮定し，両者の砲を 1Jf,1(z,t）で代表してみる．すな

わちこれは，？（；とJi~を結ぶ架．柄の祇抗を無視したことに相当する．すると (Vl-3),( ¥tl-7）式

のi1lti辺を加え合わせれば，
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a1f!st -a ( 1 a1f!st時制z¥
（円：~~ι5J-ut一一万礼子；Jづγ）－ T, ・LA （制）
Cs1とする（cm) (cm2 • s-1) 

という (161体ベ一九の水移動コをあらわずポテンシャノレガ｛~かたが符・られる．これは T， ・ LA と
いう吸い込み唄を持った放物型倒徴分方程式になっている．

このポテンシャノレブ1担式に対する初期，境界条件としては，

条例＝：な与えている. (Vl-11）式は3主主rn1における水：＋＜テンシャル（クラウン・ポテンシャル

グcr(t））を与えており，これを介して紋系と按統される．

1-2. ~陸線根モデル

ti'~ 顕治 1-3 でも述べたように，本論文で対

象とした大認ではp 謀議部付近から主根とi五j

；限度の 1次似ij燥が分校し，紋若手：j成最下j認1']・；近
まで到述していると考えられた．匁そこでp こ

こではti'H議 2-5と閥じく，この紋がすべて

Z ＝ロO から発しており，吸水~行わず，淡水

された水の｛公述のみに関与すると仮定し，こ

の様の臼迷機構てとモデノレ化した＊｝．ここでも

ゴj松式は11母体ベースのものである．

いま，水ポテンシャル 0cmにおける断阪i
般 が ん1(z)(cm2）の通導根Nn(Z）本からなる

以系企f与える．ここで同じ採さにおける通導

!M；…（z 0) 
Z口 z,'a1Jf sila z口 l

z=z,,（口 0),1Jf st口 1Jfer 

が考えられる．（羽田9）式は事IJJ剖ポテンシャ／レ分；｛ff'

(V卜9)

( VI-10) 

( VI-11) 

( VI-10）式は議段上端における不法水

Ari 

z 
門

υυ
丹
川

υmu 
z十tiz

Nr1<1' 

日出.::lz/Jl( ( Jll -4）式）
よってこミでの括支のf~つ水分は

rt • N 
Ari. Nri ・ Al ・ 0,1＝~・ 0,1 ・ .::lz

Fig. Vl-4.滋滋棋のモデル．

1誌の水ポテンシャルは等しいと仮定し， z～Z十.dzcmにある全通話事艇での水収支てと考える

と，

A~今互

aq,1(z, t) 
………十u-Z--- ・ .dz• At十Arz• (/zi(Z, l ） ・ .dz• At （羽山12)

となる．ここで α（一）は通謀恨の版刷皮なあらわし，錦町本ト3で定義し， mu定されたも

のである．また， On(cm3•cm→）は7j（ポテンシャノレ 0cmのi時の体積ベ一九にした通謀総

の体総合水るおで， Z在の体樹合水本（締盟主主3-4) と同じ考え方に基づく.q,1(cm3・s-1）は

N,1水の劫導根の合計流強：，ん.（cmりは1個体が占める地夜間絞， （/zi(s-1）は単位体積土壊

で放水された水で通謀；般に流れ込むE訟を示す.(V-12）式で、は，単位土壌体積ベースの吸水

款に A，， を梁ずることで， 111母体あたりの放水設に変換している．また，こうした方税式

は，オミヨ長＇ 1悶々の通謀根の軸に沿って立てられなければならず，それは3次元盟関の中で

しか議現できない．これを 1次元モデルとして謀議するため，綿々の通璃棋での水ポテン

判このモデルは I次線（ここでは±tr十ト l次側恨のこと）の災態にi測したものだが，あえて災像
については“ 1次紋”モデルについては“滋滋桜”とllf-ぶ．
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シャルの議奥はないと考え，また，瓶 ill! ！克 α を滋入することにより i恨のj返さ ill と f!f~ ~l~ 

Jzの不一致を補正している訳である．

J磁場恨のil~ltに沿った運動式は（Vl-5）式と同様にして，

l什（z,t）口 ＿＿＿！：！＞：＿札．民ιJz~－
con1(z) at 

-(fl[tri -z 

rco11 I OZ 
( Vl-13) 

となり， i溢導恨の水分容設 ιi(cm-1）も (¥!J-6）式と同様に，

じiご：：：d(),1fdl{t YI (¥tl -14) 

で得られる．ここで泊議恨の水ポテンシャノレ ~rri(cm）は，通導縦断出方向の平均値とす

る．

そこで，（Vl-13）式〉乞(¥!l-12）の述統式に代入し，（¥tl-14）式で水分盤、会ポテンシャル；監

に変換すれば，

fJl[t,I - iJ I lt • N i)l[t ーヴ＼－~ • Nri・C',1・-di"ーポ万：；－；－－.ーす乞－）-1輔 Arz・q21
(cm2 •ぷり

が得られる．これは，植物体の｛間体をベ－／，にした通謀根系の水移動なあらわずポテンシ

ヤノレブj総式であり，んz.q21 という泌さ出し摂な持った放物製偏微分ブj都武となってい

る．初期および撹界条例＝は，

(¥tl-15) 

A
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一一
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み
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( Vl-16) 

〈官側17)

（判叩18)

で~·二えられる. (VJ-16）は初期ポテンシャル分：1JL (VI“17）はクラウンポテンシャルな与え

ており，（Vl-18）は；m縛i絞殺下端の不透水条件である．

1-3. 議と棋の接続吉~I （クラウン部）

ト1,1-2で得・られた議と諜のそデル，および通謀根モデルは，根から裟に選移ずる z=O

のクラウンflll＊）で結びつけられる．

大廷のような双子議の革本純物では，この前後において導管の配例に大きな変化がおこ

るが7へそれでも，主主統している以上は水ポテンシャルの述統制；と流査をの述統性が満たさ

れなければならない．これは，それぞれ，

lim 1Jfs1(z, t) =lim 1Jfri(Z, t)ロ＝l[tcパt) （官叩19)

1 ．町 M ヱ｜ 詰臨史土J巴d投．控主1i
lz震－0 1'co川（z) dZ I，包4。

として表現されるI削．この(Vl-19),(Vl-20）式によって（VI -8), (Vl-15）式は結びつけ‘られ，

( Vl-11), ( Vl-17）の境界条件は（羽－19）式に包括・されることになる．

＊＞厳空白に？ぎえば， j設が発生し始めているのはお凶のように地炎下 0.5 神百~－－ ~－－1 予ウン l)il
～lcm綴！皮カ為らで‘あつTこ． ヌド米はここが Ctもwn部となり， し式こ 多室；き
均：つて阿ブ7程詰式はここで．紡びつく． ” ＼（ . 
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1-4. I泉水根部

！政水を行う根としては， 1-3で述べた通導根以外

のすべての損な考えた．すなわち， 2次以上の側

棋ならびに深部の 1次側線である．これをまとめ

て吸水根と呼ぶことにする．また， ここでは全て

のi炭水根が関等な透過抵抗を持つと考えた（鍛V
2-5). 

a）貯留変化の処方R
1 

いま， zーヮ1L1zから z+-Llzのi玄関に存殺する吸
2 2 

7J¥.i1b1＇：，すべて Zの位授で通謀i般には3統しており，

i汲水線の貯留変化が通導棋の水ポテンシャル変化に

よって決まると仮定する．すると，単位土蝶体獄中

に草子る吸水棋の体積がV,2(z)(cm3•cm→），すなわ

ち，単位深さの吸水線休職が lff週休につきV,2・A,.
の時にはp この分だけ (Vl-15）式の水分繰綴：が機加

し，（Vf-15’）式と改められる．
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b）抵抗の算定

1汲水線中では紬方向に水ポテンシャノレ分布~考えず，吸水根から通機根への水移動がp

吸水；探の:Sf均的な水ポテンシャノレ 1Jfr2（ζt)(cm）と議議棋の水ポテンシャル Wri(Z,t）の諜

を！~~動力として生ずると考える．するとp ここでは， Llzi玄関にある吸水根から通導根に32

るまでhの！吸水根全体の通導蚊抗を考えればよい．そのためには，吸水根の平均長さおよび

木数を失nる必要がある．

いま＇ 17ドの通導棋が持つ影響翻な門柱近i以し，そのi的楽 derri(cm ） 主~. 1例外：が占める

水平断間積んzと通導根本数 Nriから，

derri (z) = ( 4 ・ ir-1 ・ Ari• Nri(Zγl） ま（Vl-21)

と定義する．すると，治〔傑 defrlti認さ Llzの門柱形の影響閣内にある吸水根が l本の通謀

棋につながることになる＊）．さて，このような円柱内に一様ランダムに符殺する総分の期

待備な L2(cm）とすると，

4V 2d，川・ Llz
ん（z）立す口託部五 （や22)

ここで V( cm3), S( cm2）は何枚の体様と紫斑i讃である（間四2）.また第盟主訴1-3でも述べたよ

うに吸水恨の分布は一様ラン〆ムに近い．そこで，吸水根が分岐せず， l*1本が（ Vf-22) 

式で示される長さを持って通謀根に接続すると仮定してみた．すると，この内柱内｛＇：.含ま

れる根の本数は，根の総長宅どんで除せばよく，それな単依土壌体積あたりであらわせば，

約この彩襲撃織の吸水線が別の彩鱒僚の通導線に級統されることがあっても，他方， J]IJの際機鶴の
吸水根でこの彫型車問内の遜滋綴に緩統されるものもある． むしも，水不ゴYlliJの絞の分布が一様
ならば，総局，この幾f:I:籾殺される．
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Nr21(z)=Lv/(z) • Lz(Z）→ （  V!-23) 

となる．ここで凡ぷ（cm-3）は単位こと機体積あたりの吸水根の＊数， Lvz'はi汲水根の根綴皮

(cm ・cm-3）であり，添字 iは根f去によるほ分を訴す．

(VI -22), ( W-23）式によってあらわされる吸水般の平均長さ，本数を用いて 2次J良から 1

次根への通毒事抵抗を考える．通線距離として平均長さの 1/2をとり，上記の影欝鵠半径内

におけ崎る王子均的な過議抵抗を単位土壌体積ベースであらわせばペ

r , 2・N,21 ＼一1

R12(z) ={ ~J-1:,~広ア） (Vト24)

となる．ここで R12(cm・s）は単位土嬢休職あたりの吸水根の過滞抵抗であり，被数の太さ

の吸水棋の~M立てと合'Jj?：しである．

c）移勤務：の算定

上記の抵抗を使えば，m枕体積土壌の吸水根から通導根に流れる qz1(s-1）は，

q21(Z, t) =.!!..r_J!lj:Jニ~J五立 （$プ） ' ' （や25)
R12(z) 

としてオとまる．

一方，土壌から吸水根務管中に移動する水の殺をJ¥t｛立長さのi汲水根あたり qs2(cm3•cm 

四 1・s-1）とする．これは，吸水根主将：管刊！のァドポテンシャノレ 1ffr2と， l汲7JCtRと筒J定にt安するニI: ： 

撰の7J＜：ポテンシヤル 1ffs111a ＊”ト1JfOS狩，（cm)(1ffs削P凶＊恨と；妥ずる町部分℃．のゴニ撰マトリ γク．ポテ

ンシャル， 1JfOS削土壌捺液の波議，gテンシ・γル）の識を駆動力とし，その開での抵抗とから

決定される．この掠抗としては根の透過披抗（第V議会5）が考えられるが，加えて土撲と

根の境界聞の抵抗も考躍する必袈がある（第V意3-2）.ここでは，鍛や土壌の収縮による接

触miの減少な考えず， Herkelrathら制にならい，水分飽和皮に比例じた接触請iの減少の野

線だけな加味してみる．このJ京t触miの減少による透過抵抗の増加を考えると，単位議j創設

抗は見かけ上 1'al!・Osat・0*-1となり，単位長の根あたりの吸水最は，

qs2(Z, f）」巴盟主主刀土芝主主主仏2ヒ巴出Jl (VI -26) 
1'a11・Osat・。＊（z,t）一1

のように求まる. ｛£！.し併は根と殺するごlニ撲の体積合水不（cm3•cm→）である．

さて，最初に｛反定したとおり，！汲水根ではi夜接には水分変化な考えていないため，（Vト

25), (¥ll-26）式で持られた q21>qぺはp

q21口 qs'i• Lv2 ( ¥ll-27) 

の関節を持っただしん（cm・m→）は吸水根の根街皮で（や23）の Lイの合計（平Lv21)

である. ( Vl-25), （羽－27）式な用いると，（¥ll-26）式から 1ffr2な消去することができ，（V卜

25), (Vト26）互には，

q _ (lfi"sma*+1ffo聞に~
21-1'ab・Osat・0*-1-;y;;=ヰR12

(s-1} （羽目25')

仏2＝~ち必~ト1'ab・Osat・。＊－！十月・ 1¥12

(cm2・8削 l) (V卜26')

となる．

＊〉根の本数 N,21 がJj~.依こk嬢体絞あたりであるから上認のベー久となる. N，どのかわりにN,21・
Vとすればこの議長饗閥会体の滋若手抵抗となる．
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1-5.機関土壌音11

a）モデル

J二記（VI“25'),( ＼ト26＇）式により，土壌から吸水され

通君事鍛に怒るまでの水分移動設が鈴：躍し得るが，これ

な適用する絡には線と接触するゴ：：壊でのマトザッグポ

テンシャル'/fl's削f な女11 る必袈がある．根~tl'i皮が大きい

場合には， tR摘でのγ トリックポテンシャル低下が1J、

さくなり＇＂＞， t(~ 1近似として，パルグ土壌のγ ト担 v

クdミテンシャんてと9・州w＊に代JTJするw1pa1が一般的であ

る．しかしここではそうした方法な採らず，より高

次の近似として， Gardner10i以米よく用いられるミク

開・モデル（第 I：所会1）によってJi？..…扱の照聞の水移

動を解析することから lf!sma＊を求めた．

共体的には＇ '/jf・・＇＂＇＂＊（ z,t+Llt）な求めるために 1～I十

Llt の iま11刊でミク口・モデルを解く・ z－~！＿ Llz～z十l_LJz の fil'.（械で鉛政方向の水移動はない
2 2 

とする．この1Jfl城中で吸水線がシリング…；11~ななし＇ ~詩的：方向に配列され，その府関

経 b(cm）なるシ担ン〆ー状の影響閣を持っていたと考－える．すると，この~Wt空間内の水

移動は，根のr:j，心会f原点とした内間続際安庁、の放物！－~~方都式でJあらわされ!Ol'

Cs*(z r, t＊）品目（空·~1＝！－~~（rK＊（ ク， r, ／＊）払ど：~J:_t〕（や28)
uf* r. ur ＼制 r J 

となる．ただし（VJ-28）式では， tnflit，戸：シ3 の検討を的~え，浸透ポテンシャノしの駆動力と

しての効果は無線している． ここで Cs*(cm－りは1民間：i二協の水分移設， 1/fs，，，＊ は根i溜ごと撲
のマトリック・ rHテンシャノレ＊1, t*(s）は tにおいてぜ：コとなり t+Lltにおし、て n＊・ Llt*

(Llt＊口Llt/n＊） となる時間， r(cm）は絞の中心からの距離， K*(cm・g-1）は根閤土壌の不飽和

活水部数であり，影機関~1三筏 b は！汲水恨の根権皮 L，，宮本~Jlh 、（π ・ L,,2)-2 で近似される．

b）初期，境界条件

( VI-28）式は，ある初JUJ，境界条件なケ－えることで数倍的に解が得られる．しかし問胞

となるのは鉛政方向での水移動を然観し十点である z… －Liz～Z十 l.azの徴小｜玄関 11~での
・-＇司 2 2 

鉛政方向の均…111:v:J:仮定できたとしても，河境界な泊:0鉛飽：ブ＇Jr句の水移動が存：｛£する．し

たがって，この方程式合長期にわたって使用した場合には鉛続方向の水移動分が無視し符

なくなり p ）［！！統式の誤裁が九百加する．つまり，この方総式は始磁7Y向の水移動が無視し得

る Lilの間だけでしか使えず， Lltごとに鉛政方向での水移動分官補正する必要がある．こ

のため， t～t+Llt(t市出O～η＊Lit＊）の計算：が終了し， '/fl's附市（z,r, nリf勺が得られたi時点で，鉛

iな移動最古~ri1rn：した，あらたな初期条件な決め， t+Llt～i十2L1t( Tfj：びt*=O～n*Llt＊とおく）

の計算を行い lf!sma*~ど決定ナる．共体(l＇.；には， t, t+Llf，……などの時点のパルクニ！ニ壊γ ト

リッグポテンシャノレ型rs附 （z,t), 'lfl'sn1(z, t－トLit）， ……の均…分布な初期条約二として与えた．

すなわち， t～t+Lltのお・認を行う時には，

t＊口O，α'5.1・'5,b,1/f,,.n*(z, r, 0) =lf!s削（z,t) 
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なlj品えることになる．

まずこ，単位長さの棋に｜匂う土壌水分移勤務：で r=aにおけるものをふ（cm2.s-1）とする

とp

＊θw,,,.* I ぃ 2πaK寸 γ－L (VJ-30) 

となる．これは（羽－26’）式の qS2 と等しくなるため， r=aにおける境界条{'I:として，

r=a, O＜ 的i*Lil ＇ヘ 211:aK*.!!!!_J；~乙l=_J巴＇！，l~~·Jl!_'l=-f!·札（子31)。r la 1ab・Osa1・0-1十L叫 R12

が持られる.r=bにおいては， Jf;iDllの影響隠と水のH¥入りがないと考えられ，

iJVr""' * I M ，同日n*LI尺…百γt,=0 (VJ-32) 

という境界条件がケ・えられる. (VJ-28）式に，（VJ-29),(VJ-31), (Vト32）の境界条例：を適m
ずることにより t+Lltにおける TJf$1110 ＊が得られ，（VI-25'), （羽－26＇）で汁 4依土壌体積ベ…ス

での吸水根から通導恨への流お：，よj'i.{ft：長さの絞ベースの吸水：股がそれぞれ求まる，

c) fRからの逆流

ここで考えておかねばならないものに較からこと壊にrr~ つての水の流れがある．このそデ

ノレは，水の流れがポテンシャルの低いブJにi匂って生ずることな災現しただけのものであ

り，流れに方向性な持たせていない．したがって，たとえば（ VJ-31 ）式で vr,,,,a~～ト '/fJ'osmく

1Jr r I となれば根から土壌に向って水が流れることになる．一方， tHN京ふ2では，ポテン

シャルの逆｝！ぼが乾燥のj臨んだ表問で、j泊り得るものの，こうした逆流の設が無視し得ること

な述べた．そこで，ここでは，ポテンシャノレの逆転がii＂.じた場合で、も，根からゴ土壌への逆

流が起こらないと仮定した．すなわ、I?,vrsm*(z, a, 0）十vros安11(z) :=;;;Vtri(z, t）の場合には q21t

qzs, q.は余て-1:::・ p とすることによりこの仮定な迷成した．

1-6. バルクのこj二線百~）

1-5の棋i額二！ニ機部では， 根と接するゴブ．機γi、世ッグ・ポテンシャル '/f!sma*'<l:.'鍛認し，ニi二

淡からのi淡水；滋：がコjとめられた．ここでは，こうした吸水が生じている時にパルク土壌とし

てどのような水分移動が生起するかな定式化する．

i汲水根による！汲水をえli続休rj:1での吸い込み槙として扱うことによってノ〈ルグゴ二撲の水移

動な抱えた．これは，形式的には部 Jjヰ•： 2-1で述べた？クロ・モデルの考えブ1に従うもの

である．ここで，単位土機体積ベースを1吸い込み視な S(s-1）とおき，投滋ポテンシャル勾

配による土壌水分移動てと無視すれば（第在者~： 3-3）パノレグニl二機ゅの水移動式は，

Cs （川笠s•;;j~l ＝去（K（川島虫色！）:::,3_)-s作， t) （仲間

であらわされる．ここに Cs(cm叶）は土撲の水分容殻， 1frs111(cm）はニ｜二織のマトリック・ポ

テンシャノレ， K(cm・s-1）はニヒ壊の不抱手fl遊水部数である．…ブ1，トSにおいて，土駿から

の吸水：経は（Vl-30）式によりよれ位吸水棋長さあたり qs（口 q,,z,（羽－26＇））で与えられており，

これに吸水恨の棟？ドf!J£~乗ずれば，単位体積あたりのi汲水最，すなわち S が求まる．

S口 qs・L叩 （VJ-34) 

(V卜33）式に対する初期，境界条件としては，下部境界深さな Zo(cm）とすれば，

t=O, O~z:=:;;z,, 1frs111=1frsm(Z, 0) (VJ-35) 

Z古 0,t>O J( (}1/f SI ……；；~コ三口E(t) ('/f!s,, ( VJ-36) 
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Z＝ζ Zb, t>O 

IJfsm =IJftlrヲ

(jlffsm-Z _f¥ 

oz -" 

( IJf Siii壬二百'ftlry) ( Vl-36') 

( Vl-37) 

などが考えられる．ただし，（ Vl-36）はll!!炎f[Jjが）孔1；自立rd吋に殺る，までは地表耐蒸発 E

(cm・s-1）が生じ，（ Vl-36＇）では， J!lil蛇以降，地炎I討の水分変化が金じなし、こことをぷナ. ]; 

た（ \1-37）式では，本論文のポット '.J~U.ifi！を制定し，山ド部境界での不透水条件もf lJゆえてい

る．

1-7“浪i放と蒸発

以上の式の併を~ f~J・るJ二では，（ \1-8）式に含まれる単位~泊先j般あたりのぷi技；経 T,.(cm ・

s-1), ( Vl-36）式の単位地;klliiあたりの活発盤 E(cm・8“りな与二える必裂がある．しかし，こ

れをill統的に測定することは｜刻嫌が多く，ここでは l似体， 1Elあたりの涼発散；盤： ET

(cm3 • daγl）からHt!Eした．

いま， 11h'H4'あたりの全蒸散；肢を J~ total ( Cffi3・ぷりとおき，これにおjずる全蒸発設（ 1 

1占H4ーがil-1める地点耐からの涼!Jo；挺）の比な戸（ー）とおくと，

Trtolttl(l）口仁川為 t)• LA(z) 

E(t) • A,,=19・Tr10101(l)
が成立し，

（ゐ：故上誕のおさ， Ztくり） (¥ll-38) 

( Vl-39) 

ET出；：（れ何ta/

rT 
口（ 1十/1)¥0 Tr /olat(t)dt (T=86100s: 1 Elの1少数）

となる．またp よ開放E訟の日内変動について，正弦

波の刀：i以j或で、変化するものと…窓で変化するもの

とに分離し，その比な（1-r):rとして定めてみ

る．ずると，

):・ ET ET T, tot at (t) dtとお（ 1…r）・ m…ーーイァ・一一一’ 1+11 n網戸

= ( T tl＝社＿：fl~・…｛":n 2 1Cl 
Jo {1+{1）・ T ..…l－… 

+\T~l~~n-df 
)o (1十戸）・ f

( VJ-10) 

三三／
I t円Trr汁m

(i t 十
Fig. Vl-7. 工！内の液i放変化

t
 

d
 

、a
l
t－E

，
nu 

(¥1-11) 

とfι り，
ET f 邑 （• 2πt l I ι川 (t）ニ－er二市万， ·Lr~パ 1-r ）・ π ・ Maxtsm 寸，－， OJ j ｛？ト42)

が成立する．ここで夜間の議散；監は ET・ r/(l十/1)/2であり，慰問と夜間の蒸散；設の比は

(1-r/2) : r/2となっている.( Vl-42), （官同39）式な Jljいれば ETから E ならびに，

Tr totalな求めることができる．

次に， ＂Tr/otal(t）な T,{z,t）に分割す”ることな考えてみる．鍛盟主孝弘6でも見たように，

気孔抵抗は上部から下方に進むにしたがって増加しており，また，楽にあたる日射最も下

方~；：：進むほど上位の築の彫の務警察で減少すると思われる．つまり，単位業船積あたりの蒸

散；駐 Tr(Z，りはで方に行くにしたがって減戒するものと考えられる． そこで，単位距離あ

たりの減氏本なん（一）というパラメーターであらわしてみた．すると，
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a,,•. LA(z) 
Tr(Z, t）・ LA（計二＝-ro-…一一一一一一一一一・ Trtotal (l) 

¥ iJ,/ • LA(z)dz 
(¥tl-43) 

より Trが封tiliできる．

以上，（VI-42), ( VI -39), (VI -43 ）式~Jll t 、て ETかI?Eならびに Trを推定することが

で、きる．

2.モデルの計算方法

2-1・基礎方；限式の益分化（I年ト3参照）

1l!J i11iでiぜられたそデルは複数1!·1~ の~Jli線?XQl!fil徴分方程式の連立系であり，解析j昨もf得るこ

とは不可能である． そこで， ここではmりにな有m言語分近似し，計算機により数Mi仰をf得

た．モデルの絞幹ななす（VI聞 8),( VI -15'), ( VI -28), ( VI -33）の諸式は~I；線.lli!Ji州陶製方組式

であり p 角干の安定｛虫色’満足さぜるため131｝＇完全防｛戦後遺 ll寺INM：分法135l（完全i信仰法）によ

り追う〉股閉した（附－3).II寺11'¥Jll4hは打切誤説。(Llt）のせ；ll!Jl(iMl:::分とし，｛制改qq!Jは境界部でのみ

不うか間Ii併設分宮川いたが 0(.dz2）の打切説話：な満足させた1山．また， i段Wt法であるために，

UくのII寺院ステッヅの鮮な得るII当：に多元 l 次述立ブj腹式な解く必要があるが，係数行列が’•：w

行列ななすという利点をti§かして LU分Wftによる改良クラヴ卜法136）を川いた．これには，

HrfAC数船計算ライヅラリー MSL

の DLINGB137iな利Jljした．また，

丸めの;tt~~むを小さくすべく，全て倍

精度計算で行う．

2-2.詰1・誤＼（＂J'.'li阪（I出向4プ l'.lグラム・

リスト参照）

計算予断の税引i告をノメナため，簡単

なブ日ーチャート：¥J:Fig. VI…8にあ

げた．ゅでは変数.IJJ!.，自己列の大きさ

る．ゅでは Par加 1eter

文， R巴ad ：文｛；~$：で初JWfu'.iを入力し，

（訟で必¥1fなもの合設かせる．ゅでは

11!}1日！とIYJらない；設な計算させる．そ

れは，刻み1J1ra, i泌物体の形態と J設
抗，（ VI-43）式右辺の係数，系の初

期ト…タル水分；鼠；沿どである．ゅで

は！と｜にちな決め， 1:1

jみまれ，ゆで各II寺刻の必：98；弘法j技

i訟な定める．

ぐむでは，それぞれ，の泌さで tの！時

刻の 'IJl'riを組定し，そのIf毒剤のバル

ク土織のγ トリック・ポテンシャノレ

を初期条件として， t～i十.dtてとn等

分じミク口モデル~・解く．この

t十.dtのII寺刻での恨のまわりのぷ＇＇／－ • • Fig. VI-8.計算のブ開｝ず・ャーと｛統的
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ンシャル分iriからゆで放水設な求め， qs(Z,t-1-L/l）とした．したがって，この放水設は t口 t

のものとも考えられ（なぜなら iにおける 7ffriで解L、ているから），＠，ゅに代入される

rf2i. sは般慌にi訟に！民間されてはいない．これは 1ffr!J rJs '{j:決める上で，｝ゴ＇j'{j:決めるの

に他方が必袈となるが，今回の基礎ブJ樹式では仏、と 1Jf凡な独立して決定しており， jjlij殺

な同時に決定しfぜない構造になっているためである．また，ある傑さで、(J)の詰i‘誤｛：な1m始2~ 
せる1111に百rSll （α，0）蜘ト'fjfosm:::; 1f1令，下ijぷるfl

＠で‘は~え水鼓古ど ·l:' p とした．

ゅでは＠で求めた燕i抜競， d訟でオとめた放水設な使い t~ェ t+Llt での7j( ポテンシャルを決

定する．切pでも，＠で求めた蒸発議；，ゆでも求めた吸水裁を用い t=t十Lit の水 ;j~ テンシャ

ノレな決定ずる．

しかる後， Oで系金体のマスパランスをチ品ツクしたが，ここれは，

…（忍企主主組金兆企iニ民自控遡担金主主主と悦金並立性三主主張）一 （四回44)
（系外に1±1大：金水分）

として計算しこれが故大 1%以内となるように試行錯誤で Lit'Lit＊”を決めた．

is.；札尖i怒には Liz口 5cm, Llt=60 sec, Llt*=6 secとし， Llrは深さによる椴箔！交のちがい

から 0.02～0.05cm都度と泌さによってb'~なる. ；どた， j泌物体の掠 i潜方程式（VI-8) (VJ-

15’）式は似体ベースとなっているが， ~＇諜の災！換では 1 ぷットに 2111!1（￥~71'f されている．

これを適合させるにはp 2 (11!1体'{j:J1d－のものと考えp ;J' 'Y トあたりで測定された集部総，

j凶i謀総本数，蒸発散:ffi：それぞれの 1/2合与え Arzとしてポット地公的i棋の 1/2な与えれば

よい．あるいはパVI-8）式において As1に 2As1の飽な与え， -Ystに r,1/2・｛ピ与えれば（ 2 （［~I 

休の地上部を 1ii母体に合1＊~＂lさることに相当），ポットあたりの上記データーなそのまま入

力してさしっかえない．このどちらかなHJI,、ても結束は同じであるが，ここではf走者の方

法で計算した.CPU叩 timeはおITACM”200H, 280H のシステムでは~ll~HllJ 1 Elに対し

1分私ll交であった．

2-3.入力およびl±lブJデーター

日）入力データ…

入力データーとしては，パラメータ－ /3( v卜39式）， r( V!-41式）， il,,(VI-43式）が災測され

ず，また＇ :j伎の水分俗説 Criについても災測できなかったため第臨本3-5で訴したように

C,1==Cst/eとしてパラメーター εによって与えた．その地の入力デ…ターはすべて決・iJlU（［立

に従ったものであり，まとめると次のようになる．

く初JPJ，境界条約二〉

。土壌のγ トリック・ポテンシャルあるいは体積合水準（Fig.11 -12a）等；の:/i)j:7j(36hr) 

α土壌の；以逃ポテンシャル（Fig.]J -21, 22) 

0 iii!！物体の水ポテンシャル（Fig.J]J-36から議選古Iiの水ポテンシャルてと得，その組合法般

にした平衡分布として与えた）

0 r:1蒸発散；設（Fig.ll -6，ただし計算錦 1El日は錦 ]J1{!: Table II -4＠のおlllE総を用いる）

く水移動に関ずる諸物性蝦〉

。土撲の不飽和遊水保数（Fig.V-2a)) 

。土擦の水分特性曲線（Fig.II制 2a))

。恨の単位透過抵抗（第V傘2-5,1'ab=8.1・10°)
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。恨の単位j酪i創設抗（Fig.V-10) 

。茎の単位通滋奴拭（Fig.V-5) 

o~の水分！持ii1U1総（Fig. 盟－38)

。誕の水分特性山総（Fig.lll-28) 

く系の形態〉

。土j必の深さ。純物の尚さ。ポット i切れ(ij:{i~

0 j詮議恨の本数と服1!!11交 a (Table JIト1)

。筏JJIJのl汲水根分布（Fig.Jll-llb）など，ただし筏Y]IJに得られていないものは Fig.Jll-8 

のような全般悦度分布と Table出向1：公JIJ＂、，放水紋の分布比， α古［｛はihjじ乾燥サイクル

のものとFiJーと仮定して推定）

。議径分布（Fig.1ト7)

。架i立i税分布（Fig.斑－5)

くパラメーター〉

。13,r, 1),,, e 

くその他〉

。定数（だ，土機のIHl際比口0.57)

。Llt,.dt*, .dz, .Jrさま；の亥lみ組

E数p 出力11日悩など

b) Ill カデーター

a）のデーターな入力した結;i~ ， rll力されるものとしては，例えばげくのようなものがあ

る．

。ニヒ壊水分分1'11

。ニi二機の水ポテンシャノレ分布

。1汲水速度分布

oニヒ仁↓1（／）流Ji,(par，《

。アト＼~Iゴヒ；からの水分 fill給

。艇の中の水ボデンシ十ノレ分布

の水ポテンシャル分布

。純物体1J3の水分It）＇留や流般の分布

以上のようなものが任；訟のIf制1引くおいて求められる．

3. 諸パラメータ…がモデル！こ及f~す影響

木本拠 2舗で述べたように，入力データ…としてん y，。＂＇ sの4つのパラメ…タ…に

づいてはp 現段階で~illll されぬものである．そこで，この 4 つのパラメーター以外には尖

7Jlllfi訟な与え，パラ Jーターがそデルに及ぼすi俗学翠にゥいて調べてみた．なお，この感度解

析についてJIJ＼，、た災B[llfi立は，錦・3サイクル（Pot6）のものであり， /3=0.0l,r口0.05,（｝，， 口

0.992, eロ0.802と基準とし，調べるパラメーターだけ変化させた．

3-1. i3のもたらす影響

a）戸のとる縄問

全体の濃からの滋i枚i設に立すする:6l:J二嬢表掛からの蒸発泣の比戸のとる純llilな決めてみ

る. Fig. ll-6で主染地ポットからの涼発抵当f見ると 2.5mm・day-1T前後で推移しており，
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また結率i詰：段段階にあると考えられた（第II:t話会2）.一方，椀生ポットの蒸発散が械事段階

に入る煩にはこと機議官ijはi当変しており（第IIfP: 2-2），級生ポットのこと模索活｝からの滋発；設が

髄率段附にあるのは，永く見ても諜発散設が能率段階にある期間と考えられる．したがっ

て，もしも級生ポット土鍛淡而への悶射殺が拠地ポットと開設であるとしたら，この期間

内での総生ポットからのこと壊滋発裁は，大会めに見積っても，杉＊J也ポットからの蒸発殺と

i百j都！立になる．

そこで，このjリ'lmlでの活発散設から撚地:1；ットの燕発紙芝ピ減じたものを涜11x郊：と考え，
Fの(il'l1:-算定してみた．すると， tin, tr~ 2，第3サイクルで，それぞれ0.16,0.13, 0.08 

l''rrl交になる．この的は， j抗生ポットの土imm蒸発の↑良部JUlfl'i]な永めに考え，しかも p 諜な

どの絡による日射散減少な無視して法発散な大きめにJi1載った結果であり， FのJニド民館な

ていると考えられる．…ブJ，ごた壌市17.~発がゼ P となり :f!fJ.ない以上， P は O よりも大き

く， Pのとり得る縄問は，大会めに見積っても Oから0.16となる．

また， P のい！こI［~簡を見ると，サイクルの進肢と共に減少している．これは，サイグルと

共に灘間積が増加し（Fig.]Il-6), 1ftt物体からの滋散殺がj脅した結果と考えられ， Fのffl:tが植

物体の生長に伴って変化することを示している．

b) {3 

Fの簡を 0.1と0.0に変えて士演水分分布な比較したのが Fig.¥1-9である．これな見る

とFがJ;"[;"t揮を及ぼすのは災関 5cm脱皮だ｛ナであり 2GI，それ以外では故大 1%続投＝の水分

もたらすにすぎない．また，表j持の

おがし、な見ると， 64hI・．で3.5%,117 hr.で6.5

%と続時的に大きな治となっていく．これ

はp ごi：機水分の減少に作う土壌の活水性の侭

1ずにより， IT＂！併：の境界条件として与えられる

0 0.-

.'?C 10 
1キC

20' 

さ
30 

(cm) 

40L 117 

本（%）
40 50 60 

…β口 0.0

－β出 0.1

2ま

(cm) 

一一β間 0.1
一一β出 o.o

12:oomお

HOURS AFTE!l IHHIG. 

10 20 30 

ノドポテンシャル（－lO'cm)

Fig. Vfサo.(1が水ボデンシ・＼＂ノ L分布にも

Tこ

活発経~；：.対L，下方からの水分補給が遅れるために生ずるものと考えられよう．

また，この条fl＇下で布 （；｛物体内の水ポテ γシャノレな比較したのが Fig.¥1-10である．これ

は， 7j（ボテ γシャルが救｛民に近づく 12:00頃の倒＊）で比較したものであるが，地上部で

＊〉後述するように，水ポテンシャノレのj後級官民な記録ナるll寺刻は1金繰日数.｛！立j絞により13:（）（）～ 

lG : 00演と変化する（!Jj'}Vlliji:1 - 2 ). 
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1×l03cm，地上郊で 0.8・l03cm程度の議を生じさせるに過ぎず，分布パターンには，ほ

とんど変化が見られない．ただし，詳しく見れば，戸がゼ開のn寺の方が71<ポテンシャル低

下が進み，勾配も者千大きくなる．これはFが小さくたると燕散裁が多くなるためであ

り，燕敢に対する吸水のj壊れ，ならびに，より大きなおft：設をrfiEすのに必要となる句自己な得

るためと盟、われる．

L、ずれにしても， FI土災関の土壌水分のみに影響な及iますが，その他．に関しては大f'!1：日

L、ことヵサフカ、る．

3-2. rのもた

a) r のとる~ro:rm

夜間活散散の割合会f決める r（第九u罪1-7）の斑化q車問な決める.Fig. VI-1から，夜間の

涜発tr支局：~；J：、 0.21mm ・ hr-11混成であり，この日のfr::蒸発散畿は 40.4mm ・ daγ1 純度であ

った．いま， ？！~目立殺のかわり tc.，蒸発殺を用いて r iJ:徽712してみると（Fig.VI-7参j紛，

(i-L）：ヱロ（40.4-0.21・12): 0.21・12
2 I 2 

とたり r:::::o.12と挽：むされる． ところで，燕散査をのかわりに蒸発散；設な用いて推定したj誌

について考えてみると， 3-1 で述べた F が日 1J~で、変革b し沿いとすればベ

( 1:1 rj1の蒸散）：（夜間の滋詩文）

出（ 1÷fJ ）・ (l:M• の？i~ll女） : (l+{J）・（夜間の蒸散）

＝（日中の法発散）：（夜間の蒸発散）

となり，こうした仮定のででは論湾史的強介伎は保たれる．また，夜間｝の？＇.~~l~士殺が~· p とな

ることはあり符ず， 7はO～0.12税度に変化するものと考えられよる．

b) rのもた

Tを0.0と0.1に変化させニi：機水分分；（fiな比較してみると， yが 0.1のH寺のものが，やや

鉛l夜方向に変化の小さな分布となるものの，その設は最大にして体積合水本1%以下であ

り9 ほとんど設は見られない．

また， 12:00での総物体内の水;j；テγシャノレ分布な比較してみると， Fig.VI-11に示し

たように γ口 0.1のものが地上部で設大 1.2・10：日 cm，地下f',j）で般大 1・103cm税｝安小さめ

になるに過ぎずp 分布パターンもほとんど問ーとなっている．ただし，ここでも戸の影響

で見たのと閉じく，今盟関の流殺の多い T口 Oのもののガが勾配，絶対備ともに大きくなっ

ている．一方でp グラブに訴さなかったが，夜間での分布を見ると，夜間の流殺が大きい

r＝ロ0.1のものの方が，均配，絶対備ともに大きめとなる． しかし，水ポテンシャノレの

Ll：，故大にして 0.7・103cm線度であり， より小さくなる．

3-3. i5，， のもTこ

純物体最上部から下方にlfi］つての液散預cUi'J.f京葉節税あたり）の減武本；；，，

る．この｛1aについては， j設大｛ii'｛としてんロ1（どの高さの単依灘間積あたりの蒸散j設も向

じ）が矧；怒されるが，最小搬は今悶の測定からは決まらない．そこで，最下J留の濃からの

蒸散が段上J¥'J:}からの燕散（単｛立築関税あたり）の12%程度となる tJ，， 口 0.979をとってみ

料一般に気子しは夜間に閉鎖し気孔拡1えな増大iHきるため夜間では？.ff:発のr!iめる；1!111すがJttltmずると
考えられ， pi:l:夜間で大きめになると；設定される．
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。 。

-<l'.=1.0 

一－－s.おお0.979

｛立

100 山一＇／＇＝ O.l

…－・ ＇）＇盟 0.0
100 

2ま 2を

以｝ 50 

(c田）
(cm) 

12川Ot!Hll i2:rn1m空i

HOURS AFTEH IHR!G. 
llOUHS AFTEH IHHIG. 

50 
o 10 20 :m 

;J<;j1チンシャ J~ (-10' cm) 

Fi再. vト11. yが水ポテγシャノレ分布に及

ハU
A
U
 

P
J
 10 20 

1）＜ボチンシャル（－lO'cm)

Fig. ＼~附12. んが＊ボテ γシャル分布に及

iます彩響

30 

た2判．

au口 0.979および 1.0の2つについて土淡水分分布な比較すると，ほとんど設は生じな

い. :l：た， Fig.VI-12に示すように織物体の水ポテンシャノレな比較すると， IJ11ロ0.979のも

のが， J二部で最大 0.5 ・ rn~cm 税皮小さな般をとるが，その殺f;J:lヴ＇J！こ進むにつれて減少

し 絞J二府から 30cm以下ではほとんど設が見られない咽

o＂ ロ 0.979 のものでは，上部でより多くの7波紋がj~ こるため，水ポテンシャルの｛氏下と均

配の増加が生ずるが，~rlt '1:'水が流れる際のJ創立が小さいために大きなjちにならなし、と

えられ，る．

3-4. eのもた

の水分絞殺におjずる棋の水分絞殺の比 εの変動範問については， ti'SIll殺与5で検討し

た．刊、掲すると， 7j(;j｛チンシャルが…7.14・103cm以上で 0.06l<e<l, -7.14・l03cm
より小さい時に 0.424<e<lである．

そこで， sを0.424と1にかえて計筑.1:'1:行ってみた．すると， zが大きい場合には純物体

の水；ftテγシャノレが小さくなる傾向は持つものの，両者の設は故大でも 0.1・103cm以下

であり，土壌水分分布にもほとんど影響を持たないことがわかった．これはp J恨の休綴が

の25ガ程度であり（Fig.］ト17）棋の水分容殺が系の動態に対して持つ影響が儲かで

あることを訴している．

4.計算憶と実iJUHI直の比較

本lj¥:鰐 3自fi）で調べた4つのパラメータ… ｛＇， r. a, eが系に及ぼす野欝をJ走路として適切

なパラメーター鍛な鍛定し，その般のデーターには全て実測値な代入して以下の計算てと行

った．この時期いたパラメーターの｛肢は，

ホ｝実際の~t・鈴：では怒分による謝w文化のため 8 も：JI! l 、て計算する ml"…8）.ここで 0=1）~Z であり，
tlz=5とす阿ると il=0.90となる．
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P口 o.oi,r=0.05, o，， 口 0.992,e=0.80 

であり，すべての計算において悶起しである．

この計算般を土壌の水分分布，ならびに植物体の7j(ポテンシャルを比較することによっ

て，木主主第 1節で構築したそデルの妥当性を検討してみた．

4-1.土穣水分分；.（μ

ごと機水分分布の計算献と実被lj館主fFig. Vト13～18に示す．すべて出水後36時間の水分分

布を初Wl条件としたものである．この間から見ると，どの段階の計算制もブミ測縦な良好に

近似しており p シグモイ F:i)＼の水分分布な純て｛~＞ U!i合水不12～13克のところにj以来して行

く傾向も良くあらわれている．ま：fニ，会サイクルにおける鉛波方的！の水分芹：の領内（立rn
1 節）も明確にflJ.ffl. されている．すなわち，ここで用いたそデ／しが納~L：.下二i二壊中の7Jc分

移動現穿！なi'H子に再現し得ることがわかった．

しかし， 2下しく見ると，例えばttnサイク／い2(Fig.Vi-14）の 113hr.や第3サイクノ1'-1

(Fig.羽田17）の 70hr.のように，初期If寺n11からその時間までの土機水分総減少i肢が，計算

と実測で切らかに舟な持つ場合がある．また，；］＇~3サイクノトl(Fig.VI-17）の 70hr.や第

3サイクノい2(Fig.VI-18）の 97hr.のように，水分分布の形態が典なるために表情で糸の

~！＝.じているものがある．そこで，この 2 ;.'Xについてお｛問な巧・えてみる．

体 flえ fr lドヰミ｛%）
0 10 20 30 40 50 60 

0・ 

ハ
υ
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Fig. V1-l::l. ひ算と実illllの：｜ニ淡水分の.It殺（1)
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Fig. VJ-H. 計算と災Jnljのこ！二機水分のi七if院（2)
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f事 総 合 水 彩 （ % ）
0 10 20 30 40 50 60 

O• 

10 
Jヲu
t今ミ

20 
さ

よ「 l~~1f~

50 

3註DCYCLEぺ
(POT日）

Fig. ¥1-17. iii’j本と災j)¥IJの土線＊分のl七絞（5)

a）水分減少i訟の諮

。。

1む
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色 3RDCYCLE-2 
(POT 5) 

INITIAL 
CONDlrION 

36 

Fig. VI-18. iii鈴Lと尖測のニ｛ニ淡水分の比絞（6)

尖測と計;v,i:の水分総減少殺の法の！ポ総！としては， i)~（：：分近 i闘による討算のγスバランス

訴法， ii）ポット議議：変化から実測した1:1蒸発散設と土機水分減少；訟の法（入力データー

のj決議）， iii）入力した日蒸発i抜競：合！時間配分する！ゅの斜必，・ iv) ~l~物体のll'i'邸変化がもた

らすi~Ul::の 4 つが＇；，~・えられる．そこで，これらについて，訴法が段も大きくなっている鰐

3サイクル－1,70 hr. ~対象にして大きさな見綴ってみる．

i）の訟法にゥいては（VIぺ4式）の相対記足並が 1%以下の精度となるように計算してい

る．したがって， f;l'.~ 3サイク／いlの 36hr.～70hr.の場合のようにp 体積合水本11%桜度

の減少があった場合には， 11%×0.01=.0.11%以下の体積合水率のi民法主~1:. じさせるに過

ぎない．京大ニ， ii）のf~思惑については，第 H 家 2-4 でも；倹fH したように~q サイクル4で

は1.1%程度の~tlMll!n設を持つだけ-c~ J二と同様にして， 0.12%強度の｛¢：,&li合水中の法が生

じるだけである．

次に， iii）の誤；＆について7診えてみる．ポット浪路；によるお～70hr.の水分減少量：は

1616 gであったのに対し， (W-39),( VJ-42）メ；で与えられる蒸発散；肢は 1909gとなってい

た．これは9 1 J:f I々での蒸散設がIE弦設から大きくはずれ，例えば， Fig.Vl-19のように

なっていたとするならば生ずる誤設である，このような訟法は，ニi二機水分がJr.'JiJ~で蒸発散
澄が多いII与に liヨ｜付でiゴ射がffsA悲した場合などでは大きくなるとjぷわれる．ここでは，こ

： ごこ1616g
I 一一

70hr, 
H 

Fig. Vトl¥J.京発散Iii；のちがい
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Wp 

村1均1 luul物の：＇E:;f;分｝
Wp-<iWp 。

『Ws

議I（織の会水分｝
Ws欄 <iWs

糸からの水分減少が蒸発紋ETのみの場合
で、は

ET=.llHら十AW,

J:tt;物1ff変化~勾・えねばポット 1立；協；変｛とから
ETカ，；；J＜とまる．

Fig. Vl-20. '!Mるi伎とご上場~71'分減少



92 111 J修大学紀袈（淡や）釘~9 巻 fli'H サ別日！｝

の；必が 293g，体桜台水al'~ にして平均2.1%税！交の大きな飽になってあらわれている．

また，第五議 2-4で述べたように土嬢水分減少識が厳衡に蒸発散に等しくなるものでは

ない. Fig. ＼~－20 に示したように植物体内の貯部変化；設が加味されねばならないからであ

る．しかし計算結果によれば， 36～70hr.での椋物体のj狩開変化は 15g税伎であり，蒸

発llx般の0.8%弱，土駿の体積合7tヰ：l’こして3Jl.均0.1%棋院となる．つまり，オニ腹水分減少設

を蒸発散設と等しいと考えたII寺に~I.:.ずるiv）の誤設は1緩めて小さいと議・える＊ I,

以上から考え，~訪問と計算における水分総減少強：の設の主袈な｝京協はp 入力したお蒸発
散設な正弦波でll寺！潟分割したことにあると替えあ． しかし，この誤惑も鰐3サイクルーlの

70111二の場合が 41時間制度のII寺llJJJまになるのな！如ナば，ほぼ 1時間以内樹皮のfi;J:fMJ.l去とな

っているにj劫ぎない．

！〉）分布形の:cl~

！主測と計・ t'it渇の分布形~比較してJもると， Fig. 羽－ 21 に治し

たように，計算絡は上方で減少が進み下方で減少が迫れるJ1i{

向にある．この源開について考えてみると， i）戸の影務， 深

ii）恨から土能への水の逆流， iii）納物恨の活，過抵抗の泌ささ

によるちがい， iv）棋閥土壌郎モデルの初期条件のlj二え方な I 
どが考えられる．そこで，これらについて検討してみたい． J, 

オミポ3-1でも検討・したようにPが大きくなるとよ官官での減
町一一長水分

叩叩－；HW.
輔柵帽崎！兆iJ!rJ

少の進行と下方での減少の溜れがJ%られた． したがってPな

小さくとるならば計算｛伎は~iJ!IJ{11自に近づくものと忠われる．

しかし，ここで定めたPは0.01と小さく，Pな最小｛1自Oとして

Fig. VI-21. 計算と災iJllJのニI:
t.fil水分分；｛jrJr:}

みても，ほとんど効果は現れず，依然として計算飽と災関般の形状の法は解消されない．

次に，根からニ1::1謀への逆流を考えてみる．第N:iTi: 3-2で検討・したように， 1誌と土壌で、の

水ポテンシャノL--,i近’艇が~とじた場合でも，較から土披への逆流は小さなものであると考えら

れ，計算においては，この設定ヶピロとした（水浴ト5）.後述する第四本 1-1などで見られる

ようにp 今回の計算でも水ポテンシャノレの逆転は生じていた．もしもこの時の逆転が予想

する以上に大きかったとするならば，－fゴjの土壌から上ブiのこと機への水分補給が恨の小企

通っても生ずることになり，土機水分はJ二ブJでよ1!i力IIL, 下方では減少するllJ能性がある．

：また，今l!ll の計算ではH立物恨の単．位透過抵抗は傑~方｜匂で変化しないと考－ぇ，平均iドjな

測定能を代入した． しかし Fig.盟のの根街度分布の経lltj:・変化をよるてもわかるように，炎

Jo;r,lでは市い恨の l~lめる割合が多いと考えられる． したがって恨のスペリン化はより逃んで

おり p 単位波地獄抗が大きくなっている可能性もあろう．こうした場合には， itl対的に上

方の吸水は減少して下方の放水が増加することになる． したがって，計算離はより尖証拠能

に似た分布形状な持つものになると推定される．

史にもうひとつの版｜却として，！汲水蕗：右f算定する際の紋隙ゴニ壊奇l)・lとデルの計算における

初期条件の与え方がある．いま，ある時刻の水ポテンシャル分布が Fig.VI-22の破離で，

その時のバルクの水ポテソシャノレが~線のようになっていたとする．本論文における線開

＊｝今iほの 6つの計算で純物の貯留変化が主主も大きかったのは第3サイクノレ必の 186hr.践で 36～
186 hr.までのR!'Wi減少は71gとなる．これは，そのj切開での蒸発散鼠；の L8%Y.出，ニi二嬢の体的
合水率にしてえji.J句0.5%寝込伎であゥt.::..
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くなり 17りしたがって土壌炎！留に近いほど，放水が多めに見駿られる．つまり，境界条件

としてlj：えられる蒸散敢に応答した吸水設は上方で多めに， e 下方で少なめに計算されてし

1：う．

以上，定性的ではあるが，水分分布1惨状の述いな生み出す要閣として，絞から土撲への

水の逆流，般物恨の透過抵抗の採さによる変化，叙i滋ニヒ！~部モデルの初JW条件の与えブjが

えられた．

ι2. 1泌物体内の水ポテンシャル

a）滋成分布のよむii•支

第諜議会4(Fig. 班－27）で集長J~オミ郊のEEポテンシャノレの測定植を示したが，これに泣j毒ポ

テンシャ／レ分－1.5・103cm（銘盟主詳2-2）を力IIえて水ポテンシャルとし，計算総と比較し

た.Fig. VI-23に示すように，各サイクルともまffiTI白方向に変化が小さい分布となることは

良好に表現されている．また，乾燥初期（1-1,

2-1, 3-1）では尖rJlllf1出と非常に良いー設を訴

す． しかし，乾燥後期では他に惑がみられ，

!llJ：に第3サイクルのもの（3-2）では 6・l03cm

:{fil）立， fl-I・z1i:他が小さめ（絶対他大）になって

いる．

b）経時変化のi七！｜泣

植物体の水ボデンシャノレは，ヌj;: うr~，船出方

rf・Jで浪：北するが， Fig.羽目23でも見たよう

に， i認さ似jでのle~~：は小~い．そこで，茎接部

の水；）；テンシャノレ（クラウン・ポテンシャル

1Jf er）で地上郊の水；］；テンシャルな代米させ，

こ；11-と災訓lした＃1の水ボテンシャル＊） '1:-比！院

してみた．高i~よ誌を Fig. VI-24, 25 ,26にぷす．
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Fig. ¥1”22. !J~l綴ニl二主主＇＊＇の水ポテンシャノレ
分布

¥J3 

土機湖11のモデルは，初期条件として titごと

のバルクの水；J'テンシャルなら：えており，放

水が起こるか溶か宮この水ポテンシャル (1Jfa) 

で判断している．したがって，恨の水ポテン

シャル 1/fr1が 1jfbく1jfr 1く'//faの場合には，本

米吸水が生じない（もし逆流'1:-ffl：すなら逆流

が生ずる）はずなのに，モデルの計算では放

水がfl:£じてしまう．こうした誤設は， 1Jfaと

Ifft，の諮が大きくなれば増加する．ところで，

1Jf aと奇rbの議は土壌が乾燥するにつれて大き

向4 。，K

。

さ十 I: 
。 ，唱． 

x g 
、亀 ． 

－・。

(cm~O~ ;t・0 . . 
。1・11酎2・1101 3・11叫 1・2＜耐 2・2的＇ 3・21削

I I I, , 1 ' 11 I I I, I I 
5 10 15 20 25 30 

水ポテンシャル（－lO'cm)

と；~muの組物体氷ポテン
シャノレの比較（1)（鉛自分布）

Fig. ¥1-2:.l. 

計算｛自は，議干支の;1；テンシャノレ変化や経i時的な減少の様子など，実測された水ポテンシ

ヤノレの傾向を良く再現している．また，鍛そのものも Fig.VI-25に示した錦 1サイクノレの

ものは良い一致てと示している． しかし，その能は最大にして 6・103cm程度，計算ff[（が小

＊〉災il!Oデーターは Fig.111-24, 25, 26のものである. l,j-·•J· イクノレとも 2 つのポットからのデータ

ーをあわせて記入してぬる．
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Fig. V1-2'1.計算と災iJllJの11a物体水ポテン
シャノレのよ七絞（2)
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Fig. VJ-26. 青1·鋒とソ＇~iJ\ljの船物

体水ポテンシャノレ
の比絞（4)
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Fig. ¥1-25.詩1・鈴；と災iJ[ijの純物f*;j(;j'1テン
シャノレの比絞り）

さくなる傾向にある．

このJ訳出のひとつとして，織物体の生長による通導

拡抗の変化が考えられる．今l.i?.Iの計算では，測定上の

閥難さから通認紋の掻なサイクノレ問で河ーとし平均

i'l<.Jに0.85mmとして与えた．この箆が生育日数ととも

に増加し，過滞抵抗も減少したとするならば， Fig.

Vl-10などで見られる地下部での水ポテンシャル勾配

が減少する．すると，クラウン・ポテンシャルならび

に:lt!.lJ二部の水ポテンシャルが増加することになろう．

こうした蹴閣による蕊は，生育訓数が増加した時，ま

た通謀根ιj:iのi米設が多い商法j投i時などで:L1Y1すと！よ｛われ

る．こうした閣内はグラフにもあらわれており，過滞

棋の抵抗変化が計到：般のずれの…凶となっていること

を予想される．

また，もうひとつの］~武闘として，植物体の持つ水分容設が小さいという点も考えられ

る.tii物体の地上告11が全体として 6・l03cmのポテンシャル変化な引きおこすには，最大

の場合でも 2ff6H本で 20g怨）Jtの水分JlJ＇樹減少があればよい．これは 3 そうした伐の蒸発

散殺の2～5%:fl1！立でああ．このように，髄かな水分貯留変化が水ポテンシャノレな大きく

変化させるため，儲かな水分パランスのずれが，水ポテンシャルのずれを生むことも充分

考えられる．
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第V1I輩モデ）！，による鰭現象の推定（ I ) 

一 一 ポ ッ ト 土 壌の場合一一

95 

前殺では，それまでに得られた知見，物性値~ベ一九として土壌ー植物系のそデルを構
築し実泌u践との比較からその妥当性を述べた．

そこで本業では，このそデノレを用いることにより，災測の間期：であった諸鼠：の変化につ

いての般窓な行ない，土壌…植物系の水分状態な調べてみた．すなわち，土壊や純物の池

上官11：および11~系の水分状態が位ft!1~：やi時期によって変化する｛栄子， y：創設の変化に対する純物

体の7}(;f;テγシャ；i,や紋による吸水の応答，根による吸7）（の分；｛fi変化とこ｝二仁十

較なとFで、ある．

1.植物体と土壌の水ポテンシャル

純物体の水ポテンシャノレの変化を述統的に測定するのは関難であり，特に扱においては

悶難がi詩す．ここでは組物体の水ポテ γシャルの故援による迷いと続時変化を例らかに

し，土撲の水；J＇テ γ シャルと合わせて土壌…純物系の水；j;テンシャノレの変化な澗べてみ

た．

ト1.位｛誌による7j（ポテγシャルの変化

a) 1償物体池上部

各サイクノレにおける櫛物体の水ポテンシャル，土壌のマト担ック・ポテンシャノレの強烈］

分布右fFig. Vll-1, 2, 3に示す.45-問中の 3つの11刊号は，それぞれt政務期，招待｛から減本へ

の漉移期制，減来期末期の12:00のものである．織物体の水ポテンシャノレは，どのサイク

ノレな見ても j也と部のポテンシャル勾配が大きしゴ二関内で最大 10 ・ l03cm 穏皮の7:￥~があ

100 

｛な

50 

縫

lST CYCLE-2 

(POT 21 

38 I 158 I 254 I HOURS AFTER 
IRRIG. 

12:00総当

』自陣拘の

ホボテ，シ.Jる

．”・土織の
マトリゾタ

＂＇テシシ•＂

5 Hf 15 2025 30 
ポテンシャル（－lO'cm)

Fig. Vll-1.線物とごとさ獲のポテγシャルの，

i凶変（1)

制限本.Jillの絞終尽なとった．

667 
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｛立

50 

畿
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IRltlG. 

230 

2ND CYCLE・2

1POr 4J 
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Fig. VIl-2.総物体とゴニ機のポテンシャル
の比較（2)
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J:t絞（3)

らわれる．これに対 L,, 地上部では勾配もよ！、

さく p 最大にして 1.5・103cm税皮の惑があ

らわれるに過ぎない．このことは，地上部の

抵抗は小さし地下郊の抵抗が伍倒的にや：越

しており，特に根における鴻滋抵抗が大きな

影響を持っていることを示している．

地上部の分11r形はJニガに向ってほぼ流線的

に減少しているが，よく見ると向さによって

勾斑の変化が見られる．これは上方に！匂って

/JIEi詮が減少して行くことと，出さによっ

の過滞抵抗が変化することが汲なり合った結

果であり，…概にその特撒を論ずることはで

きない． しかし，どhをとってみても， J二ブJ

に向って次第に勾配を増力11＜させた後，次第に

勾配を減少させており，水ポテンシ．γルがシ

グモイド状の分布形状な持っているーまた，

減ヰ＜JVJになると， 7j(；］＂＇テンシャノレ自体は小さ

くなるものの，議II支部：の減少によって流設が減少するため，勾配は小さくなっている，

b）純物体地下部

地下部の分布1診を見ると， jニブ1に進むにしたがって勾配が増加している．これはp 各深

さからi泉水された水が接積し，上部での流騒が大きくなるためである．また， If抑制：経過

ーするにつれて下方での勾配が次第に増加しており，下方での流君主i勢力n.すなわち下方での

i汲水が増加していくことを示している. j成Z判明になると，根においても流鼠：の減少によっ

て全体的に勾配は小さくなっている．

こうした根における水ポテンシャル分布の変化は，ほとんと。測定された仰jがないが，

SoGG）は rootpsychrometerを試作し，これ主：iJllJ定している．それによると，土壌が乾燥す

るにつれて下方での均配が大きくなって行されここでの計算結果と問ーの傾向を持つ． し

かし土壌が乾燥するにつれて全体的には大きな勾配を持つように変化している．この点

にi渇して Soは何も言及していたいが，ここで得られたすi切：結果と相反している. Soの測

定は根の議・磁iで、の水ポテンシャルであり， ~J態管内のものでないために単純な比較はできな

い． しかし，潟智内でも同じ傾向にあるならば，こうした分布変化は，水ポテンシャノレの

低下と共に通滋抵抗が増加しない限りj臨こり得ないと考えられる．すなわち，水ポテンシ

ャルの低下と共に；根諮が減少した時に，滋管径も減少するならば生ずる現象で、ある．水論

文での通謀抵抗は水ポテンシャルに対して独立しているため，こうした現象は起こり得な

かった．今後， j現議抵抗の湖沼，根の7.Kポテ γ シャル分布の測定も合め，さらに検討を，~、

裂とする．

c）土磯部

土壌のマトワック・ポテンシャルは，上方での水分減少が先行する結果， j二万で大きな

勾配を持ち，最大 500線皮の勾献になる．しかしp 次第に下方でのポテンシャルも｛配下し

て勾配も小さくなり，－20・103～－25・l03cm程度の一様なポテンシャル分布に近づく．
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ただしp t(Oサイクルのものは下方での椴が米発迷のため（Fig.閉山llb）），下方での吸水に

よる水分減少が少なく，そこでのポテンシャノレ｛底下も小さい．したがって，減本米期にな

っても大きな勾配合殺している．このことは，逆に，土線中の水移動による水ポテンシャ

ルの乎衡化が小さな効果しか持っていないことな物語っている．また＇ 12: 00の時点；で

は，サイク／レ＇ j；記搬の程度を｜鵠わず＇ t艮の水，r; テン・ン十ルが士.l'J'~ のマトリッグボチンシャ

ルの他~，すくなくとも 1 ・ 103～2 ・ 103cm 以j二は下まわっており，絞とこi二撲の7j（ポテン

シャノレの逆転は~！：：じていない．

<l）減考付制jへの港移JUJ

招待；JtJJから減J判明への滋移j邸主f見ると， 1wi物体の地上加で－13・J03～…17・HPcm 

I変，地下部で－G・10日～－15・l03cm1ぷ：j交の7j(＂＇テ γ シャノレ~記銭する．また，ごl:t授のγ

トリック・ポテンシャノレな見るとp 来日当lf:ilでは…5・J03～－9・l03cm程度であるが，

下関では－0.4・l03cm税疫にとどまっており，；段1、・1m1での吸水がそれ，ほどj並んでしイ；n、

ことな71ミしている．

e）夜間の状態

夜間についての分布な見るため， Fig.¥11-4 

にお’~3 サイクルのi百il7J<:.後 G2hr.(12: OO~：o 当），

と74hr.(24 : 00相当）のものを比ii佼した．こ

の間からもわかるように，夜間では蒸ll主協：が

小さく 1:1：る結果p 納物体「I''I合通過する流鼠：が

小さくなり， 1li'f物体の救命｜二部と投下日lでの水

ポテンシャノレ設が 0.5・103cmという勾配の

小さなTi'T.~Jl！的分布を持つことがわかる．この

i時には， tr~・乱l:t~： ：~－2 でも指摘したような紋と

ニト．擦のポテンシャル逆転がp 半分以上；の土I~／

で~I~ じている．そうして，抑制mf＊の水ポテン

シャノしはこi二壌の水 d°＇テンシャノレの段正Tiff~［に糊

近していることが見てとれるー

ト2.水ポテンシャノレの縦II寺変化

系の水ポテンシャノレの経lli'i変化てと見るため

第3サイクノレ（Pot.5）のものについて，組物
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pduι

。
ハH
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p
h
d
 

日一土岐のマトリゾクボチンシ守ル

10 15 豆o -zs 
ポテンシャル（ーlO'cm)

Fig. VlH.総物と土岐！のポテンシャノLの
比較（4)（段・ 1交の比較）

休地上部の水ポテンシャル~Fig. VJ!“5，代2史的な深さの棋の水；｝；テンシャ／レとオ：壊のマト

リッグ・ポテンシャノレもfFig. VJトG,7, 8に示した．

a) .f泌物イ＊地上部

.ff(:f物体j也i二部の最上；1mc ，投下部であるクラウン日flの水ポテンシャルを比べる．詩~1訟に

起i視した]fl*J の 1fit散の火~い乾燥初J!JJの昼間で般大の裁が~f::. じるが，それで、も 1.5 ・ 103cm

以内であり，乾燥の逃股と共に小さくなる．夜間では；段大にして 0.2・l03cm弱の7＇（：：しか

生じておらず，この時の位決j諮が 120cm程度であることを考・えるとp 7Jc移動の駆動力を

形成するポデンシャル設としては SOcm以下という小さな備になっている．

変化パタ←ンを見ると， m!WJ的な~fi日］の減少とj詩加，夜間での…定に近い推移という傾

向な持ちつつ，全体的には，日ごとに漸減していく. Flごとに漸減して行く様子は夜間の
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滋水後の時間（｝川

Fig. Vlf-8. こiニ撲とtRのポテγシャノレの総
l時変化

7]（ポテンシャノレに顕著である． しかし それは恨本）UJと減本）UJで切らかな述いが見られ

る．すなわちp 夜間の7j(,gテンシャノレは，徳本JVJでは－2・103cm以上で日ごとの変化も

小さいが， i成本JUJに入ると指数11｛］に減少し始め，議終的に－25・103cm前後となってい

る．ここに時期間の大きな設があらわれているものと忠われる．また， t践的］と夜間の水ポ

テンシャ JI.-設は， 7.~~ll文殺の多い乾燥初期で 15 ・ l03cm 程度までになるが， 乾燥が滋み，

法ltil:殺がノj、さくなるにしたがって 5・103cm以下となり，終夜の変化艇も小さなものにな

る．

b）織物体地下部

Fig. VIT-6, 7, 8 の破線で示した根の水 d~ テンシャノレ変化てど見ると，どのほ：さでも a）で見

たj也J::ffflと同様の変化パターンな示す78＞＿すなわち，周期的な疑問の減少と哨力n，夜間で

の…定に近いmi移p flごとの漸減などである．また，本支持： 1-1-e）で見たように，夜間の

7j（ポテンシャノレは深さによる競が小さく，最大でも 0.5・103cm以内の援に樹まっており，

どの深さのものでも同様の変化傾向な示す．すなわち，根本:llJlでは…2・103cm以内の一

定に近い植で推移した後p iH定率j続に入ゥて指数的減少な始め，－25・103cm jjむ後にまで到
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〈‘OM
 

i主ずる．蛤伐の変化111111は派部ほど小さく，それぞれの採さでの変化1p{Jiの故大総は，深さと

ともに， 14 ・ 10acm から 10 ・ 1o~cm 程度へと減少していくことがわかる．

c）土曜~im

Fig. ¥ill-6, 7, 8 r:j1に実線で訴した土羽百のγ トヲッ多・ポテンシャルな見ると，設1日！の大

きな減少と夜間でのj：七絞｛均一定な状態とが交瓦に起こり，踏段状の減少をなしている．

！お！の大きな減少v:l；ヨょに！汲水によって起こるものと考えられる．いま，各採さでこと壌吋トリ

ック・；J＜：テンシャ／しの投開の減少量（6:00～18: 00の日；jの減少j立とする）の変化な見たも

のが Fig.Vll-9 である．減少設のj泣大総~i与

つ深さは｜ゴごとに下方に務って行・く傾向にあ

り，最大級は7.5・10a～3.5・1o:icm程度まで

次第に減少していく，このことは，水分減少

が故大となる加さがElごとに下方に；修勤して

おり，かつp その最大般が小さくなっていく

ことのあらわれと考えられる．

さで， Fig.W-6, 7, 8で夜llJJの水ポテンシ

ャノしの変化に住約してみると， 27.5cmi派左

!Yiにして，その上下でまったく典なった変化

合見せる．すなわち，これよりも上部では，

10ト→ ι

il gト総長ド!Ill
JIU :::1 
U》6

＇！＇ ~7 
テ：6
:; r 

ン＇） 5 

.~； 4 
flF, 3 
. 2 

Hザ1
cm10 

．押..2.S<m 

争問。幻.5cm

0・1 128 !G2 l 'i6 
I I I I I I I 
44 68 ¥l2 llG 140 164 188 

i総水f去のH寺flnlhrl

Fig. Vll-9. 経｜潟のゴ：k裂の；f'テンシャノレ低
時 I;lli：の変化

次11¥JにポテンシャルのJニlfi'・，が見られ，下方か

らのこt機水分の移動によって水分が補給されていることをぶしているのに対し，下方では

上方への水分1移動のために水分設が減少し，ポテンシャルが低下している．こうした夜間

のポテンシャル上JI·ゃ低下は，初期には最大にして 11~｛！，でそれぞれ 0.7 ・ 103 cm, 0.6・1Q3

cm ;ffil皮であるが，乾燥が進むにつれて深さ方向でのポテンシャル法が減少し（水域ト1),

不飽治！？垂水係数も低下するため，然視しf~J. るほどの耐となる．

ところで，但半期と減益r.q拐に分けて変化の様子なくらべると， ・tfile-f"J場では下ブjに行くほ

ど13ijiのγ トリック・ポテンシャノレ低下が小さく， 27.5cmより採して:L:J留では…2・103cm

以上のほぼ一定なマトザッグ・ポテンシャル状態が保たれる．しかし，この下！対も減J判明

には日中に大きなポテンシャルi低下がj{jJ き始め， i憾段:v~の変化を起こす．このようにで胞

でのマトリック・ポテンシャルの変化の少ないことが般本期の特徴となっている．こうし

た現象は次の 2点な)Jj~凶として考えることができる．ひとつには，下限において根惚1立が

小さいことと般の通議抵抗の務撃を受け，日1;・1・認での吸水が遅れること（捕れf本 1－めであ

る．ふたつめに，土J裂の水分特性！沿線の111:紫から，告5¥H是入点以下のマトリッグ・ d＜テン

シャルで、はpγ トリック・ ;J！テンシャルが大きい（飽和に近しうほど水分容設が大きく

（例えば Fig.日切2a）），尚水分域では水分設が減少してもマトジック・ポテンシャノレの変化

が小さいことが考えられる．

d）土騰と純物の7J＜.ポテンシャノレの比較

次に， Fig.官ト5～8から土壌と刷物の水ポテンシャノレの関係を探ってみる．いま Fig.

W-6, 7, 8を見ると， 27.5cmより上方では，夜間になると桜の水ポテンシャノレが土壊の水

ポテンシャノレよりも高い官自立みえしており p 筋!Vfi'i':3-2で述べたようなポテンシャルの逆転
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が生じている’門…）J，これよりも下方ではニiニ壊の水ポテンシャ／レが恨の水ポテンシャノレ

よりも 0.1 ・ 10•～0.5 ・ 103 むrn ほど商い俄な保っている．また，本主主 1-1 でも見たように，

伐聞の純物の;j（ポテンシャルは段上告IICM:.孤）と最下部（紋最先端）で 0.5・l03cm制度

しか持っていない喰これらのこをから，夜間jでは織物体の水ポテンミンャノレl丸それと

接する土壌における水ポテルシャルの最高値，すなわら，ここでは根群域般γ（illの7j(d！テ

ンシ・1，ノレに近づきp 両者の謹は 0.5・103～1.0・l03cm粗皮となるζ とがわかる．このよう

に，植物体の水ポテンシャルIt，日々の滞期的な増減にi到しては滋散の大きさによって支

配されるものの，上限般としては；土：j惑の水，J；テンシャルに制約されており，長期的な~IV!減

(j:、土壌の7j(;J！テンシャルによって支配されていることがわかる78).

ところでp j段下憎のニI:.壌の水ポテンシャノレが悩本1t11で…1・l03cm制度以上であること

えると， ti'~ 盟筑 3-2 で述べた夜1rnでの接続制製s 部品f1露払2 で述べたf夜中期と議後の

!IiH長ずる 11~＇ 1開の一致というお；誌が合理的に説明づけられる．すなわち，税率JtJJでは土！閣内

の水ポテンシャルは続出－1・103cmお！）$.＇.であり，掛物体地上部の水ポテンシャノ Ht,

-2・l03cm税J止にまで閥復しf!;J.る．すると箆と7](ポテンシャルの関係（Fig.盟－:35）の性質

からp ほとんど水メトレスのないII寺の議筏にまで復帰することになる．…ブ＇ "j,t成本JVJに入

るとp ゴニ峨の7j(;fテンシャルは識やドj却でも－6・l03cm以下ιIi&I干し， ~l在物手，f，の水；)-t テン

シャ／レはー7・103cm以下までにしか回復しない．そのために，議簡は夜間になっても復

似し向ないものと考えられる．

また，これらの1'61 を｝もると，炎閥での吸水は土壊と ~1114均の水；j；テンシャノレが逆転してい

ない滋IMJに｜汲られp 夜間での椴物体の水ポテンシャノレ問後や夜間蒸般に促されは日'k.7)(』j叶

下憾においてのみ1:.ずることがわかる‘

e) ~i'l:物体の水ポテンシャノレがj詰器｛点在持つJJ;j：刻

Fig.浦町5,6, 7, 8 i.j:1に， 1 1:1のうちで納物f本の水ポテンシャルがi訟もi日Jドするところじ

矢印と時刻！な付した. IZIからもわかる過仇このH寺灘は蒸散のピーク1時刻（12: 00として

与えられている）よりも遅れている．いま，記者般のピーク時刻な法務とし， j泌物外：の水ボテ

ンシャノレがj凶器JI立をとるH寺刻の混れを“水ポ

テンシャノL，のII寺院Jjfilれ”とIf子ぶことにする．

水ポテンシャルのll;!J'll¥J；＼怒れは，地7j（からの結

j出向IMJや組物体の位般によゥて；{i~ な q てい "" 10' 

る．そこで，位践による7j（ポテンシャノレのll寺 川、

111]崩れの変化を ~I ことにJjj{ り Ill してみたのが

Fig. Vil叩 10である. k.だしP Fig. Vll-5 ~Jlて

もわかる泊り，地上．音Iiについてはiおさ方向で

水ポテンシャノレのi則HJ遅れにほとんど説が見

!?Ad七クラウン部のオじgテンシャルのII寺lllJ

；必れで代炎させてある．

Fig. Vil司 102ど見ると，｝；忠；除のよ陸行に｛ヰiし

ぷうFンシ十ノレの！時閥j盤れは大きくなり，

3RD CYCLE崎2

(POT 51 

え 2,,1 3事散の
、 • ’ 主音大総Ii

12:00 
30トlニ.l~定

ハυ

川
川

4

E
 

（
 

182 

r.n 

1 :oo 2:00 3:00 4:00 s:oo 
＊ポテンシャルのZ寺fillおくれ（hr)

Fig. Vll-10.機物の各部f立が救｛低水ボテン

シャ／レを記録するII寺刻

料開1110こぶしであるのはこiニ擦の吋トリック・，，，テンシャノしであるため， Fi乱立－21,22でぶした汲

法ポテンシャノレ成分（ご：－0.5・l03cm）もかII”とし，水ポテンシャルとして比べる必裂がある．
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！むjで平均 1.2511折口j結成であったのが，減半期米j切では平

均 4.511寺ll司鶴1立にまで増加している． また， yブJにilliむ
にしたがって水ポテンシャルの時！日］；！出れは増加し，クラ

ウン部と恨の最下部では，総本閣で 11時間総l丸減量~q訟

で 1.25～l.51U刊誌jおり立の裁が見られる．

こうした水ポテンシャルの！｜寺！日j~語れのお（｜会1は， i ）おi伎

に対する吸水の巡れ7UIおよびii）土壊の水；J'iテンシャノレ

低下による効果が考えられる．

f)水ポテンシャルのlf,];jお,j）出；れと土壌の水ポテンシャ

ノレ低下の関係

いま， Fig.¥ill“Ila）に訴したようなIE弦状の球散が:t

じているとする．ここで，恭散に対する放水の遅れがま

ったくなく，かつ植物体のJtj＇弱変化のない状態な仮想的

てみる．ここで a）のような王者散に見合った吸水

合起こすのに必袈となるニfニ壊と艇の水；〆テンシャ

j立r7j: 

::11/f ニ二 α•Sinbt (¥1[-1) 

と':15・える．いま， b）のようにこi二壊の水ポテンシャルが泣く

イじしなL、（1J! s 口 － d ） ならば， fl~ の;dz ポテンシャル IJf， は，

1ff r ＝ ーα •sinbl-d (Vト2)

となって議訟のど…クと水ポテンシャノレのj段｛出1;3;vc.ll;]'IMJ 

巡れは生じない．ところが，尖際にはFig.W-6, 7, 8で

も見たようにp 経llJJ，ニ！二壊のγ トジ y グ・ぷテンシャノレ

はff！｝.激に減少しており F これに法活ボテンシ十ノレさと加え

た水；）｛ テンシャルもII司慌の変化なする．そこで，ゴ二機の

水cJ＇テンシャノレ変化毛 ：，

1Jf,,'= -ct-cl (VJト3)
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Fig. ¥1[-11.純物体の水ボデー

ンシャノレ変化の

！時!Ill滋れに対す

る説明JJ:i¥I

と｛反＇.'1ミしてみる．すると，恨の水ポテンシャノレは，

ljf r口 1Jfs'-.:J1Jf = －α・sinbt-ct-d (VJl-4) 

のように変化することになる糾．すなわち，このll寺ljfr が最低純益f記長•J~ずるのはp

1 • cos-1( -・cfz;-）＞る5- （.α，b，φ0) 

のII寺刻であり，

.:lt ＝－~ ・｛ cos-1（ーム）－~｝ （制）

だけ，恨の水；J－＜テンシャルのi時：関連れが生ずることになる．ここで， .:Jtの大きさを；Ill持々 p

見積るため，第3サイク／レ86hr.慣の平均的な｛誌として， a=7・103(cm),b＝η／43200(s-1) 

( Vlf-5) 

ホ】ここではニi二段抵抗の変化を考えていないため， dグが b）と111］じになる．土l裂の水ポテンシャノレ

減少により土tf!I紙抗がJt:jすと考えれば， !l~illJ］が総泌するほど，ここで与えた .：JIF との1££がJl\iJ:
り（大きくなる），以下で、；！）！ベる議論以上にU!i!BJおくれは大きくなる．

673 



102 111 J汐大学紀製（淡学）第9：（！： 第4f：）・別Int

C出 5.5・103I 43200 (cm・s-1）をf＼＇；入してみると， L1t::::3.5・W1(sec）ど0.97(hr.）となる．こ止し

は，いくつもの仮定~おいた概Ill告の計算であるが，少くとも， i汲水による土壌の水ポテン

シャル｛民下（主にγ トワッグ成分）が，植物体の水ポテンシャノレの｜待iおj遅れに，かなり大

きなJi！~饗なもたらしていることがわかる. ~吉川こ，（ VJト6）式から計算される7j(;J' テンシャノレ

のII初出遅れは， Cの似が火きくなるほど地加する．いま，あるこI::li,'i;,lから一定設の7j（が！淡水

される場合な考えれば，土壌が乾燥する:flilcの｛［If；）；大きくなりベ このことが乾燥に伴う

水ポテンシャルのlk'JIMJ.i握れの…凶と考えられよう．植物体のJl':l'fl./変化や吸水の連れな考慮

していないそデル（例えば26））でも巡ll立に対し水ポテンシャルのl時11:¥J怒れが生ずることが

あるが，これは，まさにここで述べたことが係国になっていると考えられる．

2.植物根による吸水

1-2-e）で， ilrlill均体の水ポテンシャノレのj泣低｜時刻が蒸散のど…クか ることな

~ベ（水ポテンシャルのlllillJJ避Jc), 1－ふf）では，その…践としての土壌の水ポテンシャル

｛低限！ずの影響を見た．ここでは，もうひとづのlli:!Jさな袈闘である蒸散に対する放水の混れに

ついて見る．また，錦Nlii:l回 3, コド~： 1 .if!）で根締域内下部での！汲水がjニflilよりも怒れるこ

とな指摘した．この点についても考える．

2-1.蒸散に対・ずる吸水の遅れ

a）深さによる！淡水ピ…クi時刻の蕊

tinサイクル（Pot.5）の投機J品般において泌さごとの吸水のi時間変化合見たものが Fig.

Wト12である． この悶から見ると，吸水がど…クとなる｜！寺刻（間中の矢印）は議散のど…

クi時刻（［議11：ドに 1点鎖総でぶした12:00）よりも怒れている．そこでp この時間j巡れてど

“放水ピークのIJ寺H¥J.i竪れ”とIIヂぶことにし，憾の一部会問中の表に示したーこれから見る

と，！汲水ピークのfl寺llU遅れの絶対fr皮は，乾燥の逃fj-と共に小さくなる傾向にある．また，

3陥 3840 42 44 46 84 86 88 90 92 94 96 132 134136138 140 J.12 144146 ｛減水i去の時l悶hr.)

10 12 14 16 18 20 10 12 14 16 18 20 22 10 12 14 16 18 20 22 21 ｛！？与郊）

’II I I I I I I I I i”I 111111111111＂軍掴

I. 5 

i段

* 2.5 

i宝
1.0 

3抗DCYCLE”2 (POTS) 

~ 1主
27料

,. 一世甲・一四五を火滋般的

噌一一間関々 の深さの
同l~＜ピーク

0.5 

(% • hr-1) 

。
Fig. VJI-12. ~泌さでの！汲水迷！交の法

ホ】土岐が乾燥するお！，水分終itl:7； ~1J、さくなるためである．
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36 38 40 42 80 82 84 86 88 90 92似 96 132134136138140 （滋水後の時間hr.)

10 12 14 16 .. 6 8 10 12 14 16 18 20 22 ,, 10 12 14 16 18 (II純~）
Z 軍＂ z 霊冨冒＇＂ I I I ' I・1':I  i’i • I I i” I' l’i I I I I 

一一一一線 j投
一一一”総l及水幾
一一－一一波紋のピーク
一一“一一水ポテンシャル

の綴小型宇
噌同総吸水のピーク

:l： ~r·r一事（［物系における水分移動に関ずる研究…一石 m

3RD CYCLE剛 2
(PO’f5) ／］~ヘ

「~r''
i時！ ¥¥ 

:r.~Iλ 水水ヤ＼＼

j-Jレテ J('Iい
~ f昭 ｛!JU ¥ ¥ 

10む

50 

波
放
・
総
吸
水
品
川

4 

3 

2 

。。
Fig. ¥11-13. ?ti.I伎に対ずる！汲／｝（の波れ

深部に進なにしたがってfl祁n巡れが増すが，設終的には 0.25hr.税j交で一様になる．

b）日創設に対する吸水の不足と水ポテンシャノレ

Fig. \ll[-12 で見た｛悶々の深さでの！淡水設な合計した総吸水洗と法n文：肢の続時変化~Fig.

¥ll[-13に訴した． これを見ると，総吸水盤がピークとなる時刻（！な｜中の矢印）はp 蒸散の

ピ…ク昨年（ぼJrjctにl,i!,(J波紋で示した12:00）から 0.2511寺関前後おくれてあらわれている．

またp 燕散のピ…ク般に対する総吸水殺のピーク｛肢の割合は，｝詑煉の進行（潜水からのIWJ

ll[J静地）に伴って減少し 98.6%から92.6%程度までになる．

ところで，問中に2点鎖線を付した！時刻までは，それぞれの Elで球数泣が総i汲水設を上

Iii[ っており， 7.~~散に対ーする i汲水の不足は，この時刻で経大となる．こうした不足哉の議火

怖を計算してみると，問中の中央の日の場合 53g，その時刻家での燕散f設に対し8.3%税！立

にも述する．こうした吸水殺の不足分は11rr物体自身からの水分減少によって:fHiわれている

ことになる．

さで，純物体の水ポテンシャノレ低下は燕散去をに対ずる総級水洗の71'足781, すなわち，純

物体自身からの水分減少によって~I：.すd る． したがって，植物体全体の水分収支をあらわし

たこの閃によってp if［［物1＊のγ＇ :l~； n甘な水ポテンシャノレの括i：移を判断し得る．例えば，それ

ぞれの日で 2／！，＼；鎖線を付したnキ亥IJまでは溶散が！汲水も：J::ii11札結柴として櫛物体の7j(ポテ

ンシャルは低下の一途をたどる．…方，これ以降の時刻ではi汲水路：が燕Md設をよiヨ！り，純

物体の水；）－（テンシャルは上昇 (IITJ1却することになる．つまり p 純物体の7j(ポテンシャル

低下な＇ ?1~散に対する吸水の不足だけをl京閣として考えた時には，この 2,r!i-,鱗総な付した

！時刻で7j（ポテンシャノレの最低艇を記録することになる．このi時実！Jを見ると p 乾燥の進行に

伴って， 12: 45, 13 : 45, 14 : 30と遅れていく．すなわち“;ffM弱体の水ポテンシャルの時

！日i遅れ”としては0.75,1.75, 2.5 hr.ということになる．

こうして得られた植物体の水ポテンシャルのII寺制連れも：， 先に掲げた，純物体各部位の

水ポテンシャノレのi時打u；握れを示す Fig.Vll-10 rp~こ矢印であらわした．矢印で示した櫛物体
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の水ポテンシャノレのi時間遅れはj純物体全体の水収支か たもので，平均的な遅れなあ

らわず，したがって，各々の位践での7j(;t; 7ンシ・γノレの時関連れが矢印の両側に存夜し

地上部では 0.25hr，税i史小さめに，地下部では 1hr.税肢の縄問内で大きめにあらわれて

いる．地下部での水ポテンシャノレのII寺町J;i箆れは a）で述べた深~方向での吸水ピークのi時

lllli竪れの増加に加えて， 1-2イ）で述べたゴ二機の水；fテンシャノレ抵下の影響が加わった結果

としてあらわれるど考えられ， 3fl;h悦泣からのズレを生み出している．

このように，吸水と蒸散のズレが椴物体の水；J'7－ンシャノレの低下な生み，｛何々の深さで

のi汲水と土壌のノjくポテンシ・l，ノレ｛1~T とが深さによる変化てと与えている. 7j(ポテンシャノレの

j間交の低卜‘ f;J：光合成能力の｛L~下なも引きj臨こし00)' 1純物体にとって好ましいものとは設え

ない． しかし，…方で，航物体内に水移動J則元が存在し，それ，に対する7j（の流れが必袈と

なる以 L:，駅動力としての水ポテンシャノレ勾配な仰るために水；J'テンシャノレな｛A:下2:-11働る

のは1ifffrirとも営えるのである．

2-2. I吸水と水分変化

a）吸水の変化

第N:i'詩1-3で1£bj(がJ二万で子計子することな般犯しその駅間として根惰j交の多さと艇の

地；；母；jJ~i克の彩慨を考・えた． また， tnv'i?i:3-1では，

苅：j’1｛］に考祭した．そこで，ここでは吸水般の

深さによるi倒的変化な絢べてみ、る．

をブミj乱IJfrtUニぷづいて＇.l'i:::'.

if/I水からの時間（hr.)。50 74 98 122 146 170 194 
i” I I 

Fig. Vll-14 に第 3 サイクノレのm~さごとのTi完

封〔 i汲水:lf~：（手1':fi1i合水不誕ぷ）主ごあらわした． 30 

11¥Jの大きい放水と夜間の小さな吸水の繰り；i接 被

しの結果，積算i汲水殺は階段状に増加してい 繁

るが，大気から強制される燕散裁の減少にfl" 1汲20

って（Fig.II -6），次第に増加11揺が減少してい 71' 

0・探~ごとに北i院してみると，恒率j加えある 綾

間は表！認での！放水が卓越しているものの，減 10 

*WIに入ると誕｝認での吸水は部かとなり，税

'.t11〔勝、7j（郊：のj労力行はi緩めて小さくなる． まi'ニ，
（%） 

0 

:m日CYC!.1'・2(POT 5) 

-o司 5crn 

m ・同20-25cm
---15目 50cm

乾燥が進むにつれ，相対的に下j認の積算吸水

鼠：の増加が大きくなり，下関での吸水の影響 Fig. Vll-H i祭~ごみの:jjl('i,i(l汲水率：変化

がj脅していることがわかる．そこで，深さ

による吸水速度の分布の続時変化~Fig. Vll-15a), 16a), 17a）に示した（体総合水不の変化

としてあらわすトそれぞれ錦 l～錦3サイクルのものである．災線で訴した1汲水述肢

は，し、ずれのサイクルでも最大船主f持つ深さが経時nヲに下ブ1へ移動しており，ひとつの乾

燥サイクル内では，上方ほど吸水が先行してあらわれることを示している．こうした照的

については， J艮撚｝交の裁と過滞抵抗の路孝撃が考えられることを述べたがF 根憐皮の影響な

銭外するために吸水速度さと根桜度で除してみた．これは，単位長きあたりの根が吸水ずる

述皮であり，単位以水〕密度制限称し， Fig‘刊－18,19, 20に示した．

このμg1からも切らかなように，単位！汲水速度のど…ク深さは級！時的に下ブJに移動してい

る．このことは， kガでの吸＊の先行が根宇野茂の症だけによるのでなく p
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i議 1支 (%・dayゅう
8 10 12 

I)<分減少速度（%・day-1)

6 8 10 12 

36・113

HOURS AFT忠良
IRRIG. 

一一”i投本i車俊
一一暢Jrr官官変化

~I丘、l ST CYCL詑駒2
、く 0"•·-.. (POT 2) 

A
U
 

l
 t事 I ¥ I o o '.)iii時
201 

50 50 

1十1
Fig. VTI-15.日）吸水迷皮とJr1'WI変化i毛皮 目立.，，十15. l》）水分減少述Ill

迷
-4 -2 0 
0 

8 10 12 
i--r-i 

-l汲11，巡l)t

一・J狩官1変化
i車成

‘＇＇・＂ 
《待《

2ND CYCLE-I 
(POT 1) 

108-164 

HOURS AFTER 
IRRIG. 

Fig. ¥1!-Hi. h）水分減少述皮

水分減少i車1主｛宇4・day・')

さ

判，，，、

仕掛）
40, 

50 
貯
官1
1骨．縦

Fig. Vll-17. 日）吸水速度とJtHll変化述！支 Fig. ¥lll-17. b）水分減少mu詑

が｛効いていることを示すものである．すなわちp i泉水は，線の：鈴：が多くしかも過3引なJti:が

小さいためにエネルギ…（J｛］に有利となる上ブjで先行する．しかしp そこでの水分減少によ

り水ポテンシャル低下が起こると， zιネルギーiめに有利段下方の水;f-テンシャルの高L

j留からの1脱水が摘すことになる．

ここで得られた単位吸水述度を見ると， 0.5・10-2～2.0・10-2(cm3 •cm·寸 ιday-1）都度に

変化している.－こうした棋はヲイグラスな苅いた Hansen1271vこよる 0.2・10即日～0.5・10-2
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ijlf立！吸水迷1立 llO~ ＇cm' • day-1J 

!.O 2.0 

Fig‘ vTI-18. .qt佼吸7]cjfil／交分::{ji(l)

崎lf主i段水i道成 (10'c冊2・day")
0 LO 2.0 

汁u》cn:u;.1
お I ¥. .. ¥ d'OT al 

20 
I: 

30 
(crnl 

!() 

以j

Fi日. ¥111-20. tjl.{なl汲水巡！交分布（3)

Jjl佼j謀略A<i事攻 oo-’cm'• d町“’j

0o !.O 2.0 

10 

2~0 CYCL；；寸
<1'01' l』

在

(c問｝
'H<町民SAFTEH lHHIG, 

40 
l•対·llii

so 

Fi符. ¥ill叩 l!l. Jjl.{l'EI汲水巡Jl}~分布（2)

cm3 • cm-1・d.aγ1,Lawlor12niによる 0.6・

io略 2cm3• cm"-1・day“1などの・4f常務肢の艇

となっているが，！後部てど刑いて；良好JI13・1 Iが求

めた0:5～2.9・10・・2cm3 • cm附 1・day→とlfil純

度ーになっている．水論文の実験では，アドベ

グシ 3 ：；＇のJlla議室f受けて滋散:m：が多めにあら

われており（Fig.II :-6），計算されたl.j1.(j'[.12k_水

述！立も大きめになっていると考えられる． し

かし，その｛if.I.は Garclner101や Cowan111がごと

撰抵抗の影響を見積るII寺に仮定した0.1～0.16

cm3 • cm-1 •day l な 1 ォ…〆－ ~H\Jtt下 IT司っている. Newman1161は彼らがI+¥した結論に九j・

L, I汲水速度な大きく取り過ぎたためにこ1：：~3J~J立を過大に詳細していると指摘している

が，ここで得らhた純も，こうした Newmanの指摘も＇~見付けている，

b）吸水と水分減少

ニi二機ゅでは， ＋r~ による！汲水に加え，ゴ二銭水 f~f身のポテンシャ／しのおに程関した水務lfv1が
:if::.ずる．そのた均，土鍛仁，，の水分減少は吸水による効来に加え，土懐中の水移動蕗：の摂rin
的変化が影響する．この7］＼.移動もfNewman1161にならってパラライザル・ブロー（pararhi-

zal flow）と呼び，これに起関した水分変化（＼ト33式お辺第1般に相当）な貯間変化述皮と

仮称する．この裁の分布古fFig. Vll・・15a), 16a), 17a）中に破線であらわした（体積合水不の

変化放としてあらわず）．ここから見ると，下方では古？にパラライザノレ・ブ民…によりよブJ

への水分布lJ給な行うため！？？留減少な起こしており p 上方ではj設に水分布II給てと受けて貯留増

加がもたらされている．こうした散は，乾燥初期には減少， j斡方IIとも成大4% • day-1税

肢となるが，乾燥の進行とともに小さな変化となり，ほぼ 1%・day-1以内に収支るよう

になるJ また，土壌淡！習部では初期に充分な貯f現地力11がみとめられるものの，乾燥の進行

と共に茨！設からの蒸発設が下方からの補給をよ：閉り，貯留減少に転ずる．以上のよう伝乾

燥に伴う貯様変化述良＝の減少（絶対織として）は，ボポテンシャノレ勾配が 102以上（Table

II -6）にもかかわらず，それ以j二！心不純手fl議水係数の｛底下が卒織するがらである．

土壌水分の減少速度は， i汲水速度に加え，こうしたj給関変化速度との手flとしてあらわさ

れる．そこで附者左手flし，減少速度ぜな求めたものが Fig.刊明15b),16b), 17b）の史線であ
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る．｜ぎJ1j:1 に付した人~Ut'.:M測した減少速度であり，第 VI殺でも述べたように， Bミ弦波として

蒸散な与えたことなどから部3サイクルでズレが見られるがjその｛也は桜めて良好な一致

3公示す．減少述伎と 1汲水速度とを比：院してみるとし乾燥が進んだ時点；では，投下 I•設な除

き，大きな結は見られない．しかし，乾燥初期では剖者に大きな悩たりが見られる．すな

わ、ら，放水述皮では探さによって5～8%・day-1という大きな設が有：犯していたのに対

しp ニiニM1水分の減少法成では，上方での迷｝立が大きいもののP 泌さ11,u-c、1～2%・daγl~佳

成の71~ となっている．これは， l汲7Jく速度の放により拡大ずる泌さ方向でのボテンシャ

をと均一化ずるようにバラライザル・ツローが~ずるからであり，初期のfl,ljはこの効J誌が火

きいこ二とな訴している．このことは， Fig.百四15a),16a), 17a）で，初期の放水i密度と Jtl'J，認

変化述！立が線対称に近い分布1惨ななすことにあらわれている．また， q守に錦lサイクル

(Fig. Vll-15）において吸水述肢とゴニ機水分の減少速度の法が大きくなっている．乙れはm
1サイクルにおいて下関のj誌の発迷が巡れており（Fig.諮問llb)),I汲水に対する抵抗も大

きし 1淡水速度が極めて小さく留っているためである＂

さで，木本 1-2-c）において，下方のニi二機の水ポテンシャルがi匂く創まる；山市として，

i''JJでのl汲水の混れと水分：i守：J11lli線の11:10l：なあげた．しかしここで見たニlニ機水分の減少

述出では，主J)JUjにおこる＇f}jの脱水越れが，パラライザ；L--.ヅ凶…にjよえb械少で、布ll:lコft

j主！一一な’減少述）Jtに近くなつている， したがって，こタした状態では；下方での放水混れが水

ポテンシャルな向く長IIめる効果は小さく，主に土峻水分特性1111線の性到にy組閣すると考え

られる．例えばF tinサイクル（Pot.5）の排水 36hrべFig.ll ” 14b ））で、は， 2.5cm 出の土ii~

ぷ分容；肢が 6.9・10寸（cm-1）.であるのにえすし， 47.Scm移民では 2.5・10-3(cm-1）である． よ

って，！日i］~水分議減少に対するマトリ γ ク・，g テンシャノレの変化設の比は（6.9 ・ 10－；）“1:

(2.5・10-3γ1::::::36:1となり， 叩 fブJではぷテンシャノレ低下が小さくなる．

ところで〆ここで｜サ｜惑い，.，の地水 36hr.の水分分布形に校図してみる.[ZSJ 1j1に彼線でぷし

たのは段＇ fFi~ のγ トリッグ・ポテンシャルな 0 cmとしたII寺のふJl衡水分分布であり， 潜水

した！的去には，これに近い水分分；｛jjになっていたと般定される．ずると， 36hr.までには

上部でパラライザノレ・ブ将ーによるポテンシャルの均一化なlyi.越した！以7.Kが存在していた

と考－えられ，下方に多くの水分>k7Jrした分布な生んだと考えられる．このよう。に潜水後

36hr.；脱皮訟では，上方での！汲水の注－TL1協と下方での返れが顕著な影響＊持っと予想され

る．

第v朗章 モデルによる諸現象の推定（狂）

一一ー下方に土層の統く場合一一

これまではp ;Jミット土機てと対象として尖験を行い，それなベースとしてそデノしな織築

しその妥当性な検討・したよで，，i;：ットニi二壊における諸説皐~＊ Hfi均した．そこではp
の全：てが根若手域と見倣せるもので・あつだが，実際の踊場では，桜軒i械下方にゴ二｝留が述統し

ている．そこで，本家では，こうした条件を持つ仮相的な場を設定して本論の論燥な適用

し，水分変化の特徴~調べてみたJ

なお，通常では，表ゴこがAJ関，下時点が BJ溺 13臨｝といったように鉛底力l合jでニL:l~！：が然なる

が，ここでは仮りに全て均…なこと性な持つものとして考えてみた．
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1.設定条件と計算方法

いま， 150cm深まで神奈川:ll!!:H式炎土が均質にお：（£ずるJ必てと考える．そこに，一般的な火

立の栽i奇形態として， 1 i掛とあたりの専有地表出駿 800cm2, 1株 2本立ての状態引で栽培

されている場合を怨躍する．すると，これは，扱鮮械に13唱しては，オ＞：ffl命の尖！換におけるポ

ット水平i鋭的i；般が 284cm2から 800cm2に拡大した場合として考えられる．ここで，この

地炎出獄 800cm2 のニlニ~::J;1:jt には，｜決後する土柱内に生育ずる大互のt誌が佼入すると jぷわれ

るが，水平方向に均一な栽培であるならば，いま考えている土柱内から隣按ニl:H:1J3への恨

の佼入とiね殺される．

さて，ここにtfS3サイグノト2(Pot.5）と判じ生育状態（淡の伸長期）にある大躍が在った

とする. f;a\l[J!~：：でも述べたように，本論文のモデルは，織物体に関してす~l体ベース，！以水

資IIに関して単位二iニ壊体積ベースとなっている． したがって，縦物体形態の入力デ…ターと

しては，絞術皮だけな変換すればよい．ここでも水平方向の根機度が均…であるとすれ

ばp 総儲｝立データーは Fig.期時13b)O～3,3～6mmのものもとそれぞれ（284/800）倍すれば

良いことになる．

基礎方程式は錦V1芸誌のものと全く l!iJーであるが，被11下城下方では (Vl-33）式のi汲水損 S

はゼ口となる．初期条件としては(Vl-35）式で O～Zb（根群域傑さ）で、与えたものな O～Zb1

（今考唱えている下部境界に相当し 150cm）まで与える．境界条件は (Vl-37）式の Z=Zbにお

ける不逃水条例：な，

z=Zb1 V!s附（zb', t) =const (VJII.:.l) 

としてがにおけるこiニ憾のマト担ック・ポテンシャルが一定｛践となるようにおいてみ

た13引．共体的には－50cmの一定｛伎とした．その他の初期，境界条件の艇は第Vl11誌の計算

にJFJ＼，、たものな使い，バラメーターも，そこで決めた殺j宙船：'d:'fl1L、た．また，蒸発ll主査をに

ついては踊場レベルの5mm・day-1を認定し， ET＝ぉ5・10-1• 800=400 cm3 • day-1 （第V1

1主ト7）としてみた．

2.水分状態の変化

1Jfj)fi'iで）filベた糸約2によって計算した水分分

布な Fig.¥11[-lに示す． 淑i作域内の水分変化

な見ると，；J＇ッ卜の場合と問機に，上方での

減少が本i惑い経ll~j(IZ] にMl白：方向での水分法

が増加しその:tr：：は10%1'fil1立にまでなってい

る．これは，上ゴjでの！放水が能先されている

ことに加え，ポットの場合にはお在しなかっ

た奴彬j点F':Jiからの水分補給が根鮮減内下部

の水分殺を尚く保っているため之忠われる．

以1tN点下方での水分変化はバラライザル・

ブローによるものだけであり p 下方に進むに

したがって小さくなる．すなわち＇ 14日IHJで

の変化経は50cm深で6%, lOOcm j策ではl

%以下となっている．特に85cm以下では 1

1:1あたり 0.1%以下の能かな変化しかみ4主な
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またp 植物体の水分状態を代表するクラウン・ポテンシャルは Fig.¥11-5などと同様の

変化な持ち＇ i:11+1の段近値はEごとに低下していく．しかし，その変化範聞は－4.4・10"

cmから－8.0・103cm －£でである． trn部卒1-1でも見たように，法散の1豆半期vt，植物

休地上部の水ポテンシャルが示ナ段｛底的が－13・103cm恕皮になる支で継続すると忠わ

れる．したがって，この計算を行った植物体も税率j棋にあると忠われ，蒸発散殺を…定結

(5mm・day→）としたのも，ほぽ妥当で‘あろう．夜！日！の純物体の水ポテンシャルは， 141ヨ

mでJfH£純一1.6・lO:lcmをJc/j:っ税皮であり，そのII与の綴群域ニt：壊の水ポテンシャ／レの最

高紘一1.1•103cmに近い悩となっている．

3.吸水と水分捕給

3-1.吸水速度とJtj＇樹変化速度

Fig.湖町lでぶした水分変化な起こす際の

放水迷1立とパラライザノレ・フローによるJl'j＇留

変化速度をfFig. VlI卜2に示した．

吸水速度は， lごにこ色弱がない場合とjriJ様に

上方で先行し総I!寺的に下方の放水が卓越し

ている．！汲水述m:のi栄さ方向での変化範聞

は， 1～413で 2～0.45%・day-1,13～141：！で

0.80～1.50% • day-1となり，単位；j返さの狼あ

たりでは，それぞれ 0.65・10-2～0.21・10-2

cm2. day-1, 0.26・10拍 2～0.71・10-2cm2 • 
day-1となる．

総j間＇.J:成1Iうの貯WI変化述J].t'1!:'みると， 1～4 

f:J I叫 :J:20～45cm 深さで故大 0.15%・day-1

までの水分減少が生じており，。～20cm移民

では 0.6%• daγI以内の水分増加わ協こし

速度（ヲ4・day-1)

~Jt.~ 
印

さ

lOOt- 11 ＿，，帥湯浅

町 による貯鰐変化i虫／！！；

(cm）~ f 
! A: 1”4DAYS 
i B: 13・14DAYS

側

1
4

150 

水分栂加…I－水分減少

Fig. ¥1ll-2.下関ニlュが存ゐl待の！淡水!fill皮と

J~）＇ WI変化迷！支
ている．また， 45～50cmでは，根i洋城下方

からの水分補給により 0.05%• day-1程度の水分増加がみられる. 13～141：！になると，桜

j洋域全体で水分地主Itが見られ，その範聞は0.2～1.0%・day-1都｝立である．また，どちら

のIJでも，貯留変化の純対的が最大となる泌さは＇ lぐに土j詩がない場合と｜対じく， l汲水迷

皮のどーク｛位置と一致しており，放水)iJiI立と線対称的な分布を見せている．

1災l洋；1$'nごブiニi二熔では1汲水がないため，水分減少述皮とj昨樹変化連度は等しく仕る．ここ

で、の貯悦変化述皮は，mに減少側にあらわれ，上方への水分締結を行・ってし、る. 1～4臼9

13～141ヨともによ方で、の水分減少が大きしそれぞれ 0.3%• daγ1, 0.5% • day-1 都j立の

飽をとるが，下方に進むにしたがって， 85cm 傑では 0.1%・daγ1以下となる．このよう

に下部においては，その場所での水分変化による上方・への水分補給は小さいが， 150cm以

深からの水分補給に対・ずるblEれの通路としての可能性が考えられる9).

また， :t.lU；手城下方にニ！ニj習がなかった場合には，経時的にj討z留変化の大きさが減少してい

った．しかし総若手城下方に土！留がある場合には，少なくとも 1413 までは，根~If域内およ

び下方ごとJi;~ ともに経時的に変化が大きくなっている．これは下方土掛から根i削減への水分
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フラックスが1m1111してし、るためと考えられ

；る.，そこで，次に，こうしたパラライザノレ・

ブ口…による水分ブラックスの変化を見る．

3-2. t則洋l淡と下部境界での水分フラックス

恨il手j点ならびに 150cmj淡の下部境界に流

入する水分ブラックスの紘ll寺変化右fFig. ¥illト

3にぶした．水分ブラックスは鉛路上ガ

にとって！対ぶしてあるー

j創作j或への流入フラックスの大きさなJもる
と， 』王子支で 0.3～0.6111111• day-1の消滅な繰

り返しながら総lk＇町内に淑 i押しており，初UJ現に

は平衡状態でブラックスがゼ口であったもの

2.51 
iift 
人
ツ2.0
ツ

day ') 

。勺
O'I 

I l t~ (days) 
2 a 4 5 6 7 s g 10 11 1213 14 15 

ド；百；境界からの流入
ツヲヅクえ

Fi¥・ ¥IIll-3. t:災併Jl!<・T;ii~JJ~y,tでの水の流入

が， 2.0mm・day-1脱皮にj；る．また， r去散のど…ク｜時IMJと根1n’：域へのおk入ツラックスの

ピ…ク111}[1¥Jな比較すると＇ 3 ～ 41時IMJ 担ill支のII抗日j溜れが~Iとじており，流入ツラックスの段

ftS,11寺刻は蒸散のrm始！！寺と…‘殺している．

;!f. て，ここで， iirl年J成流入アジックスの紙時的地力11 の )Jf(闘として，下方ニiニ 11~1では！収水が

生じないためにv トリック・ポテンシャルの減少が小さいこと，ならびにIJ&7j（］主i立の分布

変化の 2点が考えられる. Fig. 噛－2 の放水迷｝立を見てもわかる通り，！汲＊は上告1~で先行

し，経lliJ'Iめに一f:JjがJyL;i:1&してくる．たとえば， 47.5cm放水述撲を見ると 1～413で 0.5%・

day→:fhll去であったものが13～141］では 1.5%・clay-1と地主IIしている．したがってp この

泌さでの！汲水に起iきiしたマトリック・ポテンシャル減少は経時的に大きくなり，水分減少

の少ない明子:Jj土：l設とのIBJのポテンシャノレ勾艇も火きくなる．ーブj，不飽和湯水係数は勾配

のよ＼~）JI！ほどは減少せず，こうした結果，流入ブラ γ グスの増力II としてあらわれる．具体的

にp 根'tr下域政下端の 50cmt楽における状態合調べてみる．ここでの不飽和道水係数と水Jfil

;J'テンシャル勾自己は31:1m12: ooで 6.7・10附 7c111・8叶と1.5であり， 13El ITl 12 : 00で 1.0・

10…7c111 ・s-1と33である．このように何日な比較してみると，不飽和域水係数が0.15倍脱

皮にしかならないのに勾配は22的となり，結果としておI]mのフラックスが3.3的制度にな

づている．またp 1 1:1 内での桟夜の増減も，慰問の＇－＊7J（により生ずる大きな勾I~己と〉ブラ

ックスによるぷテンシャノレの均一化による勾配の減少から期解される．

い1~m1拭'Nにおけるブラックス増加も，まったくよ記と j司様の耳目iねによる．すなわち，初

期には平衡分布であり勾niG・ピ凶であったものが，上方への水分供給によるγ トワック・ぷ

テンシャ JI,,減少により勾配が大きくなっていくからである．また， IJIよjの変化はまったく

見られない．これは， 50～~50c111 制がパッツアーとしての効果id;'持ち，変化会f減泌させ

ているからである．なお， 141:111\Jでのブラックメの合計・~ミjとめると， 1似削減流入ブラック

メが 19.0mm，”ド部境界での流入フラッ μスが 5.0111111である．したがって， 50～150cm

！日jでの水分減少は 14.0111m分，ナなわち， 14:f'!!t合水率にして平均1.4%, 1 J:Iあたり 0.1%

の五ドj勾水分減少が生じていることになる，

ふ3.水分消殺について

対ljj也浩司真においては，撚水f訟の算定のために水分消費型がよく能われる．これは土｝国1:j:i

の水分減少割合てと泌さごとに炎わずもので，本論文におけること！Ji~水分の減少述皮の~{l:XJ他
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しし、．

そこで， Fig.Vlff-2における吸水述13£ と！行c

摺変化球躍を加え合わせた減少i樹立な求め，

7j(分消費2践にjぼした．ここで，有効土j認とし

ては，水分の変化速度が 0.1%・daγI以下

となる 85cm深までなとってみた．

Fig. ¥111-4 a), b）にそれぞれ1～41:1,13～11 

日の結果~！＇.＇訴す．消費；!f!Jf'I としては 5cm ご

との消費渋から？ため，実彩ij（で水分前型（~むあら

わずとともU，破j践であらわした吸水述rn：の
ti~対前な付した．水分的資と級7j（てど比較する

と， Fig.Vlll-2に示したパ汐ライザル・フロー

による貯留礎化の総務を受け，さまざまな相

述な見せる．すなわ札 1～38ではパラライ

ザル・ブ刊…の影持が相対的に小さいため，

ji句者とも上ブJで般大｛肢を持つ類似の分布を訴

す．一方， 13～14日では，パラライザノレ・ブ

世ーによる影替が根群域内の下部で大きくな

り，！汲水が下方で、 t:::＂ークな持つに対し，水分

/l'l1MJは根群i域内で深さブハr<Dvこ変化の小ざい分

布となっている．また，悶ブJの悶ともに， j依

iPi iそWIJ合 （%）

。~ 10 20 
I I - I •十”

2ゆ

j策

40 

さ

60 

a) 
I -"" ...，・

・:: ~~；：； ~ ( i i llPh 

>Y-－：；み－：~
! －－一対i総合む

引は.¥illト1.水分消波；lflJ合

111 

物体はElfilで・1fkf1¥;-8・103cm以上の比較的71くストレ久カ川、ざい段閉であったが，乾燥の

進行とともに的資曜に変化が見られp 主主＿，，間消 11Ji:の傾向が~JsJ まっていく．

さ七， 1urr物による吸7Jく金，土壌mil！.~発一散：合力11え合わぜたものが土壌中からの:J:jl'j殺7J<i詰：

である．そこで，この裁な 100% とおき，土問の各部位が1寄与する；l.llJ合~椀べてみたのが

Fig.V車－5である. 1～4 1:1 のものではp 有効ご｜二 I~？よ

100 100 り下方のごと壌が得ーがする郁子了は 1.2%であり， 金的

。
90.8 

；！ 
.1 I llf,行

3成効

50 

8. 0 I I 18. 4 

80 
1. 2 I (cm) I 21. 

( 1～4 !:1) (13～14臼
（単位%）

こt
↓1議

Fig. Vl~－ 5. さな水分約YJ~に対し各泌
伎が答：与する溺合

~1{7J(:!J1：と有効土j授の的資＊哉はほぼ~~しいと見なせ

る．これに対し13～14f::Jで見ると，有効ごi二隠より下

方の土問が！寄与する割合は21.5%となり，無視し？惨

ない：設となる． したがってp 全？荷主主i設な100とおい

て有効土胸中の消費割合を計算lさせた Fig.Vll!-4 a), 

b ）の－；！~（ ill謀総では＇ 13～14日の場合， 史線の 78.5

%の飽にしかならない．こうした鯵警警はp ±に 150

CJη 以深からの水分補給によるものである．すなわ

ち，共体的には， 200cm程度の深さに地下水加が

存在していた場合における地下水稲からの水分補給

などがここでの 21.5%にあたり， 85～150cmの土

どでは見かけ上，ほとんど氷分減少が見られない．こうした状況下では，有効土問の

いが消費割合てと大きく変化~－lt::f> ；；＇：＼；に光分間窓する必要がある．
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第K輩結 諾

1. SPACへの展開とその解明に向けて

本研究は，植物の水環境を適切に詳｛附するための基織として， SPACの…部であるこl二

機一織物系に住隠し，水ポテンシャルの述統l~l：と移動論に立）出l して系 P'-3 の水移動現象な切

らかにしたものである．成学に需品せられた最も滋袈な器μ.閣は作物の生肢を向上させること

にあり，そのためには，作物にとって設適な環境を維持することが必額となる．畑作物の

水環境について見れば，それは作物体内の水分状態を適切に保つことに尽きると替える．

un 釈でも述べたように，これは，土壌，植物，大気の 3~号の仁j::i に~I：.ずる水移動のj目立関

連の中から決定されるものであり，ゴ二壊物理のみならず，純物形態学＇ 1ll＇（物生隈学，徴気
といゥた様々な研究分野との接点をなす．これは，本米， j災学というものが.lj3.vこ｛伊IJJIJ

の分野の学の接続‘として葬るのではなく，相まの学の術接なえl1携の中で成立する伊｜際的な

拡がりを持った学問であることのあらわれと営えよう．木研究は，そうしたや際色淡い対・

象に土壌物政学が接近するn寺の，ひとつの有り得ベき姿を求めようとしたものでもあり，

地水のふるまいを研究対象とするi良識地水学の展開の一方向を求めるものであった．

水研究の特徴はp 純物体内の水移動に対しても積綴的に移動織の知見を適用して分布定

数系タイプの移動式を切らかにし，それとの結合によって土線中の水移動をそデル化（コ

ンパインド・モデル）して抱えたJ誌にある．その結果，智頭の研究史の中で述べたような

土壌からの吸水の不明瞭さを除くことができ，より般宇野な形で土壌ー純物系の＊移動な捉

えることができたと考える．

このように，総物体内の分布系タイプの移動式を取り入れた上での解折の必~i~tは，従

来から指摘されていたものの，実際に試みられたがIJはほとんどなかった．椀物体内の移動

式は，木研究の様なこ｜二機一級物系にのみ有効なだけではない．作物税務内での微気象芸空間

のき設問分布や気孔開聞のメカニズムが解析されたならば，それらをも結びつけたSPAC{i'!:

体像を構成する上でも不可欠な存殺となるからで、ある．そうした意味でも，本研究は

SPACにおける水移動の抱擁に大きく武献し，植物の水環境を許f1Iliするための礎となり得

ょう．

さて，木研究はi浪られた条件下での土壌一椀物系の水移動を切らかにしたものであり p

混突のi瑚場において溜苅ずる上では， ]I!にすすめて， i湖場レベノレで本論の論取を牒rw1，検

討する必嬰がある．しかし，木研究で得られたモデルが，移動涼恕に忠実に従って構築さ

れ，たものであることを踏えると，そうした場合で、も根本的な変化はない．それは，謀水l'l(J

には，適奴｝な境界条件と物性総が与えられるならば， tn刊i市：で行ったような形で誤聞する

ことにより適用llT能なものと考えられる．

こうした検討を経た上で，京研究は更に展開され，作物の水環境を適正に保つための毅

i弱点jな人為である糠瓶技術に対しでも提設定行い得るものとなろう．そのひとつとして，

踊場容水査をや作物体の水分状態を指標として捉えた生長期工潜水分,if5,，永久シオレj：げ£どの

諸f訟を繍々の環境，土機条件や作物の生長レベルで見聴ることが考えられる．これらは，

モデルにより容易に算定し得るものである．また，穂々の条件下における土壌水分分布や

水分消費裂な算定することから，それに見合った適切な濃税方法な知ることも不可能では

ない．これらは，いずれも畑地糊瓶詰f遂行する上での不可欠な謀礎資料であり，こうした
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形への展開が本研究な次のステッブに進めて行・く i磁の大きな段~惑のひとつとなる．

また，大きくi浪を絃じてみると，余地球規段．での継物生態系の破壊と砂液化の進行とい

った地球の存亡なかけた事態の進行・が，久しく Ill！・ばれつづけている．こうした事態の直接

的な袈悶が，ニ上；機，純物，大気の水移動と水分状態の劣化にあるという j誌な考えてみて

も， SPACの更なる展開が必要とされる．そうして，それは，植物という生命活動体のよ

り;I＠切なる発速のために；諸学が集合してある法学の分日！？においてこそ，解決されるべきも

のでなければならなL～ 

こうした方向へのTrJF究の践開も合め，水研究な深化，展開されるには， SPACが持つ学

際的色彩"id::1疋映して，史に5企くの研究な，~!Z,J

宅ピ Ill発j江とし9 そj’Lにより生越したが［物体の7j(;f テンシャル低下が土壌一櫛物系11~

され，水移動な説記する盗も： nr~べたものである．しかしF そこに関与す“

全く無視したものであり，例えば浸透翻fil'i(osmotic adjustm巴nt）による

維持や気孔IJH関による水ストレスへのフィードパック機能など，秀れた！:f::_i1fr活動の発現た

る諸機構を考慮、していない．また， SPAC~系の水移動念切らかにし＇ 'iJミり多設ものにす

るためには，これらに加えて織物11宇部内の胤9 日射，槻t!illl笠といった諸構造'<l:；；号越：ずる必

要がある．こうした諸分野の研究な， mに定性的な形でなく，定i言：的に3 しかも水の移動

とし、う巡動論的な観点に立って取り込んで、行くことが浪芸さな課題であり，それは，空会分野

における研究の相互深化と統一化てど進め， Physical& Physiological crop ecology1401と

も営うべき研究分野の形成の必要な迫るものである‘

2. 残された問題

llH節では，一部，木研究すと克に弘げて？？く上で必袈となる訪問題について述べた． しか

し，本研究の純IJJl内でも残された問題は少なくない．ここでは，その点に限って，こと撰，

縞物それぞれでの現象抱擁とそデノレ化の百五分にわけてまとめておく．

2-1.土壌中での現象把ms.
総生下こi二機での＊移動のr.!:1で最も司王磁実iJ:.;11部分fi土撲と恨の撹界部に存：（fずる．従来，

この部分の取り扱いはミク四・モデノレによるものがほとんどであり，それは述統体内で・の

line sinkの問題として拠えたものである．しかし鈴・yJ:立与2でも触れたように棋とごと壌の

！お｝に air-gap(orvapor-gap）が存夜した場合には，こうした取り扱いによる水ポテンシャ

ル勾配の見積札土壌抵抗の都側は意味を減ずる．すなわち， air-gapによる犯抗が連続

休としてのゴ：：撲の掠抗を大きく本越する可能性があるからである．本研究では9 土壌と艇

の拡＇il~lなこと壊の水分飽和皮のみによってあらわしたが， air-gapの発生形態p ムシゲ／しの

彩鴛i, 4J~E｛§の Jj多穏なと衡の不明確ts:,iA~を明らかにしつつ，史に研究会f進める必袈がある．

また， j艮との撹界郊では 0.lmm 前後の:tr~ のまわりの水移動をヨ号えるものであり，こう

した領域に連続休としてのこと中水移動のf，ラえ方な適用することの是非も，水:iiとは検討・しな
ければならない．加えて，その近務では昼夜に乾n誌と淑潤てとくりかえすためにヒ久テワシ

スが生じていると考えられ，根からの逆流の問題も含めて検討を袈する．

パノレクの水の流れにじても多くの問題が残る. i務質の存芸誌による浸透ポデンシ・＼，ルが7j(

移動に及ぼす際替の樹皮は，今だに現象の把鋸も例が少なく切らかでない．粒子炎簡での

ff(,;j{rから始めて“パノレf’として扱える水のよιネノレギ…状態のt担保，水移動の駅動力とな

り ｛~j. るか引か，その透過111:の測定等々の関閣が残る．
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この溶jf自体にしても水移動と拡散とによって移動しているが，分散としてとらえられ

ている何者の相互作用の粗皮，構造化の進んだま：機や粒子との吸清交換な食む1移動など今

だに明磁な解析方法が与えられていない．加えて， j誌の近傍では，根による吸収も付加さ

れて分布状況も変化し， i汲水に及ぼす、野警警も後維となろう．

またp 木研究では全て号事組系を仮定して解析を進めているが，水来，水移動のIいにもf&l

litが2次i切な従属変数として含まれるものである．こうした影響のみならずp 水分特性1111

総や不飽和活水部数のj純度従属i'I：も合めた検討が1TI't~I＇.の有無にかかわらず必要とたってい

る．

2-2. 1rcc物体内での現象犯掠

植物体内での水移動で＇ ・it,n::.x黒川句作用'ii:除いても多くの問題が考えられる．それはJ底
抗，水分特性といった物性似の間j沼， ~l'.:ff~ による形態変化の問問などである．

棋の通過紙抗については，流速によるi汲水部位の変化や抵抗の変化の脱皮， ageによる

の桜i史， tliill支による変化（低慌になると増加）なと。を定量的に評師せねばならない．

j通噂抵抗に関しては，イ立践による導管の太さの変化およびその平均化の方法てと合めて定

般的な検討な行い， I匂g色n-Poiseulle式の適用般を切らかにする必要がある．加えて，通

，，事il~抗：公約易に見積る上で， tH1.混とえ呼管f査の関絡を綴々の条件下で切らかにする必袈があ

る．また，水；）f テンシャル低下・による過滞Jl~抗のJ持主11が，導管1去の減少や気泡の析iねな介

して~I＇.ずる可能性もある．こうした点本f吏に培法的に検討する必喪がある．

jj（｛物の水分！l'liM:1ll1総は，側々の調fill包が持つ水;j；テンシャルのうちの配力成分と指JI胞織が

Yrつ少lifl：本の関係からll：.ずるものである．したがって，楽や草といった問…の組織でも，

依般によって卵性本が典なった場合や， 7)(;Jiテンシャ／しが同じでも庇力成分に設があった

ならばJ~なった水分特性になる．こうした述－いが，本研究のrj·1で符られた水分特ltl:11柱線下！？

での；，＇，（のパラツキともなってあらわれている．こうした治などのように考えて抜ったら災

いのか，検討もf袈ずるところである．児に，；誌の7j（分特M：のぷ礎となる議筏と水；Jfテγシ

ャルのIHJ には第 Ill 京シ3 で見たようにヒステリシスが~I~ じている．これは，水分特性1111総

にもヒステリシスが 11~包されていることな若；i月としており，その処耳P.は今後の諮り践として残

る．

また，純物体の生長についても問題が残る. ~1~.長による諸J:L!J;tや水分特例：の変化はもと

よりのこと，植物体の境界をなす形態の時IW依存jtl：も考慮せねばならない．たとえば，根

の伸長はilW.11V,jな線終械なi持加i:'-l金水ストレスの前i避に役tt：ち，根儲1S£の増加はこと壌J創立の

減少なはかる.SivakumarらHl）の大立を月JI,、た実験では根1閉山土 1f:l 4cm粗皮ずつ

)iに移動していた. ;J;た，根術！交のJ持1111も：;ij（ポテンシャノレの｜対数などとしてそデル化ずる

こと1421も試みられてはいるが悶燥が多い同7). こうした形態の変化を終易にHf：定し得Q方

法がき長女J1,る．

また， ~1貨物がさl.:Jミしているということはtm1.胞が非卵性的な変化をしているわけであり，

この点な合めて根物の水分4~；性を考える必袈があるかも知れない．力nえてP 1l自

ている段i潜で、は，たとえ夜間に蒸散がゼロとなり， 7j（ストレスが解除された時でも吸水が

起こる．この時には，土壌の7)(;1.;7ンシャノレより小さい;ij(ポテンシャルになっている必要

がある（growth-relatedwater potential1°011431）.こうした点の勾・［~：も必要となるかも知れ

なし、．
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2-3. モデル化での!HJ）組

水研究のよとデノレij;'):tに股IJl1ずる上でもL、くつかの間組がある．

本研究では，総務1*1j:1 の水1渉進bの駆動力として，常に水，g7 ンシャノレ勾I~~を与えてき

た．しかし肢の存従しない持管111-cf主任ボデンシャルこそメインの駆動力である. -fm 

に蛙ll!J の諸般！！与の場,I泣＇ rj~tでは泣)ti ；）＇テンシーγ ルの影移i；.は小さく，このような；j及いも 21·~ な

ものとゴ？えられる． しかし，乾燥初期の夜間などでは路警が大きいと考えられる．そうし

た場合には，駆動力成分てと分けて考える必裂がある．このH、？には＇ ),'ij聞のおi織による出資

の取り込みが~む場管の｛fl/丘による以述ポテンシャルの変化も考える必要が山て，いっそ

う；＇！！： ~rfU：にモデルとなる、

また，悲惨なは横ブ＇JI［せの水ポテンシャル変化なι－えていない． しかし，部lJ1本 3-3でも述

べたように，導管と JNJIIHの組織のfDJ の平衡は日｜！践に述成ずるものではなく， ll!JIHE握れが~.

ずる．また，混と架の水分：lk ！設を i斗ーと凡なしたことも，来脈や~~＇土jでの移動J底抗をz母え

たならばIBJJWがあるかも女uれない．

児に，本研究での11~系のそデルは大Mの以系、にtlU したものであるが，むしろ“とゲ根系”

のものに良く j即日される．主恨の肥大がIJ!j縦な恨系で、は，さらに加のモデノレ化な行う必裂

がある．

ニl:b:llt.il分で問題となるのは1民間三二1ltrn1での初期条件の与え方である．本研究では， :f)Jj切
糸（ll：~ ::Jtごとに一定の水ポテンシャルとして与えているため，表if1i近部での勾i日の発述

にあいまいさを錯す．この点なItに改良して行くことがコンパインド・モデノレの完成にと

って必裂となる．

また，パラメータ－ (3, r，むのII占J均的変化や蒸発散の正弦波;!¥'l入力なども問題となる

が，これらは，それ自身としての解決でなく，純物…大気系な組み込んだ SPACとして

の燥1mの中で自然にfo/('¥/'jさせるべきものと考える．

附－1.インターセクシ語ン法（intersectionmethod ）の公式の誘導67)6B) 

いま，長さ lの正方形のfll'iJIXに等ゴ＇Ji症の11!1線終（総長

A）が存御するII；）：：，おi法！の倣総とlilj方向で一般に分；｛11し

ている試験忠良（総長日）と交わる確率な考える. 1ll1K~1U二の

出~R;{·g dAが試験ill！線と交わる場合の有効長は， d,{jcosOI 

であり p l社i線71下がと~＇ブj性であることな二号えると，有効jえ

のj出i州在 ixは

恥；；x以 IcosOI dO ／~~rrdO （附ト1)

出 2dA／π 

となる．したがゥて， （／，｛ が試験線、と持つ交点数のJVJNj:

1肢はp

Fig. JIH 1”1.インターセクシ

ョンiRの1l路線

dl H 
dN口 l ・“γ （附.1-2) 

と定まる．これはf&i域内のJ徐々の線楽についてJili:l!：し， 1ll1総鮮全体の交点数の期待能 N

tヱ，
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N口 lh在＼佐山1_・} • H (I；持 1-3)
) .lπ ・／2π f2

としてオとまる．今， J.ji｛立if1i般あたりの1IJI総長ん，単位試験長あたりの交点数 Nuとする

と，

N -2.λ 
It －－ π ［2 1r 

よって

（｜対 1-4)

（｜｛丹 l“5)

したがっ－c，試験:LtH(cm）な持つ｛災以 A(cmりで交点 NなJ守つilll線鮮の長さ Lは，

(I：付 1-6)

これは全てのmi栄に対して成立し，従って，炎i必；蹴 Sなる11!1 治i{本のlE~~t拶のJVWd1((S は，

1 ( ・ dA 1 
¥ s－＂一口.，s (I部2-3)

(ELし＇ ;f'i'.{分のj]ljの1/2は1:.i11必体のために dAが；泣臨して計算されることな紡ぐものであ

る．

次に， i竺1ifilf:本1:j:1に一線ランダムに（ ~~＇；方的に）｛：｛：な

す沿線分の期待値な求める1111.炎／［Jj-O!i s, ｛；本樹Vの

11!1 fl百｛ノド合唱・えpf壬i患のゴ＇JJ(ijのiれ｛立ベクトルnと

な王子函iに対ずるJ五斜影なS*(n）とする. 1!_11泊j体1.j11こ

合まれる， n と平行な線分のj関付：総~ L(n）とする

となる．

開－2. 凸商休中に含まれ~線分長の期待値

;1:-r, i\Hvill のために~I凶｛本のIIミ斜影前i績の）VJ待似

な求めておく．今， 1:.i1船体の閣議 dAをゆ心とする

単位球~；／§·・える，球の1!Ql1~ l本決め，これと 0；危な

して妓ずる平樹立とる．これに対ーする dAの正斜影

は dAcosOとなり，ーゴJ，このふi勺泌がtf'.ifずる総本

Pは，

（｜：丹、2叩 1)

よって dAの期待1立(lfIft, 

泊出2¥1t仙

出 dA/2 (I柑2劫 2)

と，

2(n）ロい＂＂ L(n, a)da /L*"" cf，σ 

=V/S*(n) (l:fJ 2-4) 

ベクトル llの集合な Q とすると，全方向に対ずる
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Fig‘liH 2-1. どdid体の.IE斜~~rm絞

のJVJf M1il1f% i!1: 

s 

回γつ：万
Fig. I；付与2.1:11l(Jiゃいいの線分のJ¥:Jj

t!i'｛出誠議
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JUJ r年組 Lは，

~ 0S*(n) ・工（n)d ；ρS＊（股M

詰；υV峨／；υS*(n)d

ロv／（；υS*(n)dQ／；υω） 
出 VJS

=4V/S （γ1;f・J 2-3式より） （問。込町

つまり， I~耐休中の線分の期待砲は（関与別式から求まる．

また，今，出tl白i手j,:r:j:tに一様ランダムな N本の線分が存在すると考える．すると単位体

街中の線分の；長さ Lvは，

L.=N・L/Vロ 4N/S (lifJ 2-6) 

また炎jfJiにあらわれる点の数は 2Nであり，単位炎阪j；般あたりにあらわれる点の数凡 f;I:,

N.=2 N/S (lf(J 2-7) 

よって，

凡→• Lv (1~1· 2-8) 

となる．

なお，これらの関部は1!..'iiill体1:1:1の分校したrlb線分併でも成立するが， i洋議!If；！：，例えば

67）などを参照されたい．

附－3.モデルの差分展開

附－4.プログラム・ワスト

ベージ数の11lU約J二，割愛する．なお，ブ t:lグラムは Fortranによる 1,000行犯疫のもの

である．

附－5.記号表（主なもの）

A(cm2) インターセクション法の試験鎖j或f~lli ＇蹴

ん（cm2) 誠治i絞
A問（cm2) 1 Ml体のtRI翻断i泌総

A,1(cm2) 水ポテンシャノレOにおけ・る議院J[1泌総

A,1(cm2） 通i附:R断Wi桜（Wri::::O)

Cp(cm→） 槌物体の水分容；掻：

C1（一） 誕の水分容量

Cs1(cnγI) 議の水分布袋；数

C,(cm“1) 根の水分年筆致

Cs,(cm) LA・C1十Ast• G',, 

c,.1(cm四 l) 3ll1滋絞の水分容滋

心（cm) C,1 ・（ A,• t~ － 1 •凡l十V,2 ・んz)

G~ ， C.*(cm-1) 土協の水分':{j；泣
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D(cm2・s-1) 土擦の；水分拡散係数

E(cm・ぶ1) 土搬出蒸発設

ET(cma • day--1) 1111母体につき lIJあたりの蒸発散蛍

H(cm) インターセグシ立ン法における試験法線民

fm(cm・s-1) 土機~11の水ブラックメ

K, ］｛水（cm・s-1) 土壊の不飽和透水係数

Kρ（cm・s-1) 純物体1:j:1の水分透.Ii¥.¥!係数

Kw：；水の蹴i乱r,',(i）令n交
Lυ（cm・cm→）根¥'l'iL支
L,,(cm・8-1) p7Jr，， に対する現象係数

L川，，，（cm－ぶJ) p'//f OS 111 に対する現象係数

L（αn) インターセグシ日ン法における1ll1*Jil 1ffi総長

LA(cm2 • cm-1) 単位向ささ当りの禁断続

ん（cm) 過導艇につながる吸水根の平均:t之さ
Nv（ー） 土塊中の棋の本数

Na( cm…2) 土壌i折miにあらわれる恨の本数

N（ー） インタ…セクシ臼ン？んにおける交点数

Ni（ー） 1次絞のみ；護士

N2（…） l次以 1;;jミあたりの 2次般の本数

凡 1（一） 111~1体のj詮議般本数

N,2(cm→） lii｛立土壌（4；脳t:j=lのi汲水j誌の本数

P(cm) 水足lU五

Q(s-t) ！放水鼓（体般会水中ベ…；；＂）

Q,(cm3 • s-1) 椀物からの波1:1:¥絞j話；（抵抗測定時）

Qx( cm3 • s-1) 導管中の流議：

R,1,(cm・s) 土娘一根系の全吸水拡1J'[(i別立体積土披なべ…ス）

R,(cm ・s) R，ρ1:j=1の土機iJif／［成分

Rab( cm• s) Rsv中のfltの通過抵抗成分

九ou(cm・s) 凡ρ1=j=1 の絞の）ill~創設抗成分

R：気体定数

R1,s(S・cm-2) 土！裂と線系の全体の1放水祇抗（全根閣をベ…九， r/J>s.に対応する）

R1(S・cmぺ） lJll系の全体抵抗（Rps1=j=tの一成分）

Rs'1(s) 土機の（恨関）！吸水抵抗（t/i位水平断脱獄ベース）

R12(cm•s) 単位土壊体積1:j:1の放水棋が持つ通謀抵抗

S(s-1) 吸い込み項

T,.(cm・s-1) 単位地表問ベースの議散盤：

7~ ＊（cm • s-1) ポテンシャルZ者散
T(K) φ絶対蹴皮

T(s) @86,400s合c. 

.dTl(deg) 凝i造｜定降下甑！立

690 



ごi二機…布［（物系における水分移動に関する研究一一お附

T,(cm・s-1) 再生依梁i自殺あたりの諜散鼓

T, 101a1 ( cm3 • s-1) 1 fl母体の蒸散盈（ lr:J、あたり）
V,2( cm3 • cm-3) 単位土L寝中の吸水総体積

W1(g) 11在40
W2(g) （メスシザングー）嗣ト（7j（）十（W1)

Ws(g) （メスシリングー）十（水）

W1(g) 業の生m；郊：
Wd(g) 誕の｝；車市最

α（cm) ∞吸水線の半径

α（cm2) 窃IT:J牧民同総

b(cm) φ吸水根

b(cm2) ②門柱｛fUJITii税

c(mol・1→） 終梢モル濃度

d，。（cm) 7）＼.ポテンシャノi,::::::QのII寺の2f;;筏

d(cm) 選筏

Llds1 （一） (do-d)/do 2f;;のJIJZ納得：

どん（cm) 誕の｝＇／.みClfr1::::::0)

d吋（cm) 平均選箆

d;(cm) i恨の導管箆

め（cm) 根の守；{iIJj潟．管箆

dr(cm) 狼のJ的主

め（cm) 根のwγ.;1今目立1~

dρ（cm) Iconより計算した poiseulle探

defパ（cm) l水の通謀tJV1：持つ｛信繁；間前筏
'i/(cm ・s-2) 筑［J）加速度

Lll1(cm) l次棋の3fi.均長

Lll2( cm) 2次根の3f1.均長

m(mol・kg-I) 没強：モル濃度

？？？（ー） 恨の分岐数

q, q,2( cm3 • cm-1・s-1) ⑦lj'i.｛立長恨の吸7J¥.:lf.:,R吸水不

q(cm3・8日 I) 添付叩，，の流；絞

q1,,(cm3 • s-1) 土壊からのl汲7j(j設（1:i:民間）

rJ,u(cm・s-1) こいいの水フラックス

(fab (cm・s-1) Liz区間での総吸7j（致

r/co11(cm ・s-1) </abにつづき主主接部まで濯ばれる氷殺

f/1>"(cm3 • cm-1 • s-1) 単位向さあたりの葉樹から楽への流入経

如何ma• s-1) 議のilij!J方向の流殺

</r1(Cm3 • s-1) 全通謀般の合計流銑

r/21(s-1) 11"-{ft土壌から放水された水で過滞根に流札込む係：

q_,(cm2・s-1) lj'i.(立公のfJ~に向う土壌水分移動議
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r(cm) 円筒鹿擦のilqh

r,, (s・cm→） 議の単位通議J出先
1'co11 (s・cm-3) 棋の単位通滋抵抗

1'ao(S・cm“1) 艇の単位透過抵抗

らげ（s・cm-1) 1次根の仮想の単位透過紙抗

t*, t(s) ll年期

z(cm) 鈴i庭料i

z1(cm) 最上梨の7.~i さ（く0)

ゐ（cm) 根若手域深さ

α（ー） 過滞恨の照rt11皮

戸（一） 蒸発と議散の比

r（ー） 夜間諜般の比

。It（ー） 灘隠におけるよれ位向さあたりの燕散の減殺ネ

e（一） 議と根の水分終置の北

ザ（cm-2) 1'con/1~品

0, O*(cm3 • cm-3) 土壌の体積合7j(王将

Os 

監O,(cm3 •cm叩宮） 諜の［泌積合水：

。，，（cm3•cm•) 議の体積合水不

Ori(cm3 • cm-3) 過滞椴の体積合氷水

ν（一） 絞の317.J勾分蚊数

ρ，p'(cm・s-1) 系の透過it

p<1(g・cm“3) 土壌の乾燥街｝交

ρw(g・cm“3) 水の鰐皮

σ（ー） reflection coefficient：あるし、は Osmoticefficiency coefficient 

'lfl'.,,,, '/[r,,,,,*(cm) 二七機マトリック・ポテンシャル

事ら（cm) 純物の水ポテンシャル

'l[f,(cm) 土畿の水ポテンシャル

'lfJ',(cm) 棋の7j（；！｛テンシャル

21/f sm (cm) ポテンシャル蒸散終了時の 'lfJ's制

31ff ""' ( cm ) 吸水停止時の ＇／fl,,,.

LIW,(cm) 斑：から深さ zまでの水；gテンシャノレ議

'/[f OS剖（cm) 浸透ポテンシャル

Wl!(cm) 汲カポテンシャノレ

'lfJ',,(cm) 水3illポテンシャル（ =Wsm十'lfJ'I!) 

'lf1'1(cm) 3誌の水ポテンシャル

'lfl' .. , 'lfl'st (cm) 慈の水ポテンシャノレ

'lfJ'ρp(cm) R1測定時のffカポテンシャノレ

'lfJ'ρ。（cm) 九測定時の授遜ポテγシャル

1Jfo111(cm) 均一培地の水；f（テンシャノレ
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?/T,1(cm) ；！：［！若手11~滋管中の水ぷテンシャル

?fT cパcm) クラウン・ポテンシャノレ

lffr2(cm) 1吸水線中の水;-J；テンシャル

y-r s剖♂（cm) 根と抜ーする部分でのこt擦のマトワック・ポテンシャノL

?!Tdry(cm) 瓜乾土壌の；d¥.d-1テンシャノレ
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摘 要

本研究は， 1rri物の水涼境を適切に評価する選磁として， SPACの一部である土桜一植物

系に住 I~ し，そこでの水移動現象玄関らかにしたものである．共体的な目的としてCDi級生

下土艇と縦物体内の水移動現象抱擁·®水移動に関わる物i~t悩のil!IJJ:包·®現象地掘に基づ

く純物休と土壌中での7j(移動の定式化．＠全系の詳細な水分情報の把誕の 4｝尽な設定し

た．

水研究の4~1徴は，織物体内の水移動 v：：：対しても積極的に移動論を滴m しp そこでの分布

定数系裂の移動式との総合から土壌jやの水移動をより厳街な形でモデル化（コンパイン

ド・モデル）して土壌…植物系の水移動を抱えた点にある．従来・9 こうした解析の必要性

が指摘されていたものの，実際に試みられた例はほとんどなく p SPACの水移動｛象の5CJ次
に大きくお：献するものと考えられた．また，解析のために必袈な物性能てど， tJllj定法の1311発

も含めて究・7JllJしており p 通常のそデルに見られるような不縦突なパラメーターな可能なi誕

り少なくしていることも，本研究の!11:要な特徴である．

第 Jj殺では，櫛物の水環境評和Iivこ対する SPACの必要性を述べ，その中でのこi二機，線物

体内の水移動に関する研究を整盟した．その結~ミ，こと壌，純物ji1ij ドメインでの分布系タイ

プの移動式の磁立と総合の必要性な述べ，本研究の践的とすべきところな設定した．

第Il：£誌でトは，制御環境下での大立をmいたポ γ ト実験で櫛性下ニi二線中の水移動を翻ベ

た．土機水分の減少の指標となる臼蒸発散設は，大気環境に追随する留権j剖と指数i刊に減

少する減ヰ~j！り｝に分離され，その遜移Wl前後では楽にシオレの徴候が現れ始めた. ;]: fニ， f!lt
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J也で、のi的義的な水分分称変化に対し，総11: 下二！こ~r+1では，乾燥j島根でシグモイド状の水分

分布をとり，最終的には pF4.3～4.4税l究の一様な水分：伏鱒に到述した．まずこ，土壌r:j:1での

テンシャル分布は略々－0.5・1Q3～－1.0・103cm税皮であったが，：i二にいの7j（移動

ほぽ然観し得ることがわかった．

第 Ill:fi立では，市j主訟のポット~験における総務の形態と，そこでの水移動に関わる諸問予

の変化をj担えた. ~露関税，議筏， f送別のJ投機i度今季の分布は綬II寺的に増加し，特に線千~rn芝は

0.3mm能以下のものが70%以上も占める．総灘間続・， ;j除、1央公はi知的、1'11＇.）にポット（ 2 f附休の

あたり 4000～9000cm2, 350～1200 mへと指数的に増加し最大茶話は 0.6～0.7cm

に増加していた司 また，大王子：の議議；jlfil(crowni知）付近から発生する，主iRといnm皮の太さ

の 1 次fllil恨の数は， ~Wl間金f通じ60～70本（ポット~り）純度であった．この根と：：：t:I災

わせたものが 0.6mm設以上の根締役立なlj二え，そのj吊1111庶伐は0.91JliT後であることが判っ

た. :l：たp 土壌水平断mn：：：.現れる根の水数は， ster邑olo郎Fの理論とjミく一政 L,0.6mm 

以下のj誌の向きが一機ランダムに近いものとiff；恕された．

誕の水cH チンシャノレは滋政方的！での拾が小さく，来 1:1~ の移動1J日立の小さいことが子組ざ

わ，経ln'r変化はi=111:1の減少と夜間の復帰という 1i:imlWJの変化を持ち叩つ科再減L, Fl i:j:i 

はp 一7・103～－25・103cm総皮の備なと l.S.？（.，；の慌変化は水cHテンシャル変化会f良く追

随し El 仁！？の減少と夜間の 111]復がJi! られた．加えて，夜間の~；認とその；Hf：定純が織物の佐

子会 1111線な去し，首長瓶ll宇部等を選定するJ二で有効な~I：：.休7Jく分·11~＇ 11'li と伐ることを指捕した．

話変化による繍物体の水ポテンシャノレ111；泡に改良を加えたが， それでも土 5・103cm純

度の；t~が桟った．また， :fl~，議の水分特·1'1:Jiit線0.:業の生!It：お：，謹様変化から求めたJ河者

とも水ポテンシャルが…7.14 ・ 103cm な境に 2 本のif~I線で泣 （bi, ＇されp 水分務f訟は－ 7.14 ・

103cm以上で燕 1.34・10ぺ－）， ~ 4.46・10-1(cm叶）， -7.14・103cm以下で葉 3.11・10→
（…），茶 7.21・10-a(cm叶）となった．これらを問…ベースで比較すると，茶の水分科散は

誕の簡に対し0.061倍（一7.14・103cm 以J:),0.424的（ー7.14・103cm以下）であった．ま

た，測定されぬ恨の水分容：船主［議長と諜の髄の間に存殺することが挽定された．

第!VJ'誌では， H，盟主堂の矢口Ji!にi!itづき土壌と椴物のキm1Efr; m 0.:把H去した．土機水分分布

形の変化は， j良i済成分布，伐蒸発散：設ならびにこi二壊1:j:111)水ポテンシャノレの均…指向性から

説明された．また，燕発散弾：の恨：本から減策への遊移JVJと，後IMJの芸能がfllJ彼の｛仰にまで

間復しなくなる日が…致し，この自が縞物体の生長にとって提要な窓；味を持：つことが分っ

た．このfl~fのこと壊のγ トリック・ cJ＇テンシャルは，悶~.j<q視の iヨ蒸発散f設が大きいll~lや深さ

方向での根精度援が大きい時ほど大きな｛庇をとり，線＇M'1波1:j:10)j｛完治l{I況は－1.0・1Q3～－2.7・

103cm税皮に変わる．

純物体の夜間の水ポテンシャルはp ご｜二撲の水ポテンシャノレの段高備に漸近す /.S. この

II寺，土j関内の…部で土撲と恨の水ポテンシャノレの逆転が生じているが，水の土控訴rn：，土壌

の水分特性1111線のヒステリシスの景~~切などで無線しf怒ると推定した．

部V'J~：ではごと壊－11i1物系における水移動物性備な測定し比較な行った．土壌の不飽和

議7j(係数は乾燥過積に非建省n去を趨月jし，その対数離がこと機水分と磁線関係にあることを

示した．議，恨の過滞扱抗はf遣の4梁によって良く近桜された．加えて，根能と務管慌の

比例関係から，日開港n-Poiseulle則に近い流れと推定されたが，計算備の6t自宅iU交の111:抗

が波u怒された．供系の全体J則立は流綾瀬により減少するが，通常の滋散f!f｛成では…IEと見
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なして良いことが示された．また， J二で淑I］定された通導抵抗，全体J底抗から根の透過抵抗

は 8.1・ions・cm-1と計算された．こうして得られたfill:なもとに3方法で棋の鴻鴻抵抗の

ったところ，いずれも根の通謀紙抗が無説し得ぬと結論された．また，オニ壊の

l放水抵抗の影響を見:f:ll｛ったが， Gardner盟の抵抗による｜絞り，通常の栽培ででの土鍛抵抗

は無視し得ることがわかった．

第羽涼：では，ごi二機…~｛［［物系の水移動を定式化し，その妥当性な述べた．モデルは拡散？I~

のfl百微分ブJ和式ななすCD1nU物体地上部， Gお通母線部，＠1設問ごと捜部， ωパノレグこと綾部の 4

っと，それらを綴続ずる CI・own部， i汲水線部の合計6つからなり，土機部はミクロ・モ

デノしと γ クロ・モデルなふうびつけたコンパイン F＇・モデルななすーここに IE弦波で、時間分

告Jjした滋；j支速度と蒸発速度， P長の形態と水移動物性官！＇（，初期・撲界条件を与えて系内の水

分状態が把服される．

5足掛されぬ (3（滋H女／法発）， r（夜間の浪It：女北），ん（鉛政方向の諜散の減袋持；），

棋の水分科哉の比）の 4ゥのパラメ…ターは， Pが表備のゴ二機水分に最大5

な~~：っ｛illは感JS£が鈍かった．適切な耐として戸口0.01, r 口0.05，。II ：ヱ 0.992， ε ＝ 0.80 も~iill

び，その他には従測1fi'tを lJ.えた結果，土~~水分分布は~ll!JJデーターなi込好に刊現し得た．

純物体の水ポテンシャルも ~illlJの倒向てど良く再現し，組についても一部で良好な一致な見

た．しかしP 災lJl.Jj離をでFTIる場合も多く，最大にして 6・l03cm続肢の設な持ち，恨の地

i引JWCのIf抗日j変化停の考慮が必袈と考えられた．

筋暗殺では， l)Jj:lj'.i：で得られたそデノレにより実測悶！／！~Iiな諸絞の長｛：犯な行しりポ γ トにおけ

る土壌…椴物来、の＇F1i々 の水分：状態な把絡した．

ニ｜二撲の水ポテンシャルは土間内で大きな分場Hど持ち，設大500;ft!¥tltの勾配ななすが，乾

燥に｛＇I＂＂、－ 20・J03～－25・103cmの…様分布に近づく．また， J即日！の大きな減少と夜rliJ
の緩やかな変化から111;r段状の続打者変化なするが，夜間では上方土j設で増加，下方土問で減

少していた．また，下方こと壊の水；J；テンシャルはp 蒸発散の恨l-f-¥j閉では－2.0・103cm以

上で変化も小~い．これらは， j二万での吸7Jくの先行と土壌の水分l見守！： Jiil線のi<J:質にilli悶ず

るものであった．

械物体の＊ポテンシャノレてど見ると，地上部に比して地下f.ilで非常に火きな勾配てど持ち，

線の通謀J制定が大きな際轡な持つことが分った． しかし，夜間は＇ ~ま故金減少のため9 椀

物fr'?：休の水ボテンシャ も 0.5・103cm以内の成総f'l<.l分布となっていた．このIf寺の7j（ボ

テンシャル｛~（はこi二！静内の最 j＇.~j7j（；ドテンシャノレ鍛と ii佼ベ 1 ・ 103cm ;ffiH交の識に臨まる． そ

のため，般本期の夜間には－2・103～－3・l03cmの高い水ポテンシャルが保たれてい

た．これは，夜間に土！乱i二部で、生ずる， j民と土壌の水：Hテンシャル逆i訟のj筑間ともなって

いた．また， J恨の7j(;1；テンシャノvの凝夜の変化輸は，｛立．慨やIf寺fHJにより；誌なるが，乾燥の

j並行に伴い減少していった．

~立大燕故fl寺刻に対するクラウン部の；段｛！£7]( :l；テンシャルi時刻の遅れは， j日本JV］での0.511寺

rmから減本末期の3.511寺開に精力11ずる．地上部での遮れはこれにほぼ等しいものの，根の1投

下部では更に1～1.51時間連れていた．この返れの捺水部分は燕fl文に対するl汲水の不足から

生ずるが根の深さでの裁はこと機の水ポテンシャノレが昼間j急激に減少することによると

られた．

1授による吸水述伎はp 11l？誇！交の.l＼＇~：と通務；｝JlJJ'Cの際警察により p 最大値てとJすの深さが経H制I.]
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にT:JJ・へ移動する．同時に， i汲水により生じた土問1J~ IJ)水ポテンシャノレの不均一さ予3.:'緩和

するようにパラライザル・ブローによるl~H習変化が起こ Q. これは乾燥初期で大きな効果

念持つが，乾燥に｛＇！＇って減少していった．

第鴫訟ではp 本論文の論~Jl なI!;! に股IJHずる！時のひとつの例として，仮想的な！踊場状態を

設定し下関心の2影響も含めた場合の計算なした．このIIふ上方での変化が激しく， UH洋
域から 35cm以慌では 113 0.1%以下の水分減少しか生じぬ水分分布が得らjL，。！汲水や

j民iii'＇域内の Jtj'lfil変化はポットの場合とII百般の傾向にある， φ絞若手ti1CF音nl，系のTfiii境界

(150cm 1:1~ ）での水ブラックスは， rlli::J!i·が蒸散ピ…クから 3 ～ 411寺関連れのピーク合~11：ち議

夜のJlfWR~ど？？うのに対し後者では提夜のi時械はみられない，などが予恕された．また，

有効土問、全線111：城下35cm~どでと決め；；i二機水分消費全求めると，パラライザル・フ口ーの

路線のため，実際のl汲水j設の割合よりも一様化される．加えて，布効ニi二府下方での水分減

少が，場合によっては食器）~＂（7j（抵の20%以上な占めることが予恕された．

~~IX主主は＊C:iびの設であり，主主された問題点なまとめるとともに日》AC全｛村設への股開と

解明に向けて，本研究の総括と燦認を述べた．これは単なる既存のさまb間分野の的別的発展

だけでなく， Jそれらが融合してある新たな学rm体系の形成を；jとめるものであった．

Summary 

In order to 1・ealizethe water environment for plants, the water mov巴ment

through soil-plant system, which is a suかsystemof the Soil-Plant自 Atmosphere

Continuum, was res巴arched.And the main purposes of this study were summarized 

as follows; 

1) Experimentally investigating the water transport phenomena through the 

soil, from the soil into roots, and through plants, quantitatively. 

2) Measuring the conductances, capacities, or other pr・opertiesconcerning the 

water transport through the system. 

3) Designing the mathematical model which would express the water tran-

sport through the system. 

4) Realizing the detailed transport phenomena through the system. 

There were two main advantages in this research. The first one was that 

the transport laws were positively adopted even for a plant. And the water 

transport model through the plant domain, newly designed in this 1・esear℃h,was 

not a lumped system type (i. e. Ohm's law analogy type) but a distributed 

system type. The model made it possible to design a new type model for the soil 

domain (named“combined model"). And they resulted in the close realization of 

the water movement through the soil”plant system. The necessity of the approach 

and analysis of this type had been pointed out ; preceding studies had never 

succeeded, however. The second one was the determination of the input values 

for the model. Almost all input data were experimentally determined ; some of 

them were by new experimental methods. And thus, there weren't“obscure fitting 
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parameters”which would influence the calculated results. 

じhapterI : It was described that the concept of SPAC was necessary to 

realize the plant water environment. The purposes of this study were 凶器o

described; which were led from past researches. 

Chapter II : This chapter dealt with soil moisture moven淀川 inthe presence 

of roots of transpiring plants. Poトexperimentswere conducted in a phytotron with 

soybeans (Glycine 1nax, Merill), without the presence of water table. The results 

obtained were summarized as follows : 

1) Drying process could be divided into two stag間； constant-evapotranspira・

tion-rate stage and falling-evapotranspiration叩 ratestage. 

2) Soil water p1ofiles showed sigmoid curves and then finally reached to 

uniform ( pF4.3～4.4) as the drying proceeded. 

3) Osmotic potential in the soil ranged from -0.5×103 to -1.0×l03cm and 

was assεssed to be negligible for the water movement in the soil profile. 

Chapter III : Some factors・ affecting the water movement in the plant domain 

wer℃ investigated through the preceding pot-experiments. 

1) Total leaf area and root length per pot (with two stands ぱ soybean)

incr間関dfrom 4000 cm2 to 9000 cm2 and from 350 m to 1200 m, respe正式；ively.

2) .Root density ranged from . 0.2 cm/cm3 to 10 cm/cm3. The number・ofthe 

firちt.order laterals, which branched near the crown (or bottle neck), was approx・

imately from 60 to 70 pet'. pot. And the tortousity of them was about 0.91. The 

direction of roots, except for a main root and the first order laterals, appeared to 

distribute uniformly random. 

3) Stem diameter changed almost simultaneously with the leaf water poten鳳

tial, and plant water status and plant growth rate could be easily determined from 

the change in stem diameter. 

4) Water capacities of the leaf and stem changed their values at…7×lO"cm 

in water potential. Over -7x103 cm the values were 1.34x10イ（一） for the leaf 

and 4.46×10-1(cmぺ） for. the stem, while below -7×lO?cm th巴ywere 3.11 x 10-1 

（ー） and 7.21×10-0( cm叶） for the leaf and the stem 1℃specti、rely.’fhewater capac・

ity of the root could be estimated to be between,those of the leaf and the詰tem.

Chapter IV : This chapter・describedthe soil and plant interrelations on the 

basis of exper‘imental results discussed in the preceding chapter. 

1) The change in the shape of the soil. moisture pr叫ileswas attributed to root 

density profiles, evapotranspiration rates, and the change in the soil water potential 

toward the uniformalizaiton. 

2) The day wh巴nthe evapotranspiration rate came to the falling7rate stage 

approximately agreed with the day, when the stem diameter just before the 

sunris芯 becamethinner than , that of ti被 previousday. And the. soil matric poten-

tial ・ profiles at that day varied with evapotranspiration rates and root density 
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i〕i叫iles; the maxima varied fr・0111-1.0×103 cm to -2. 7 x 10'3 cm. 

3) At night, the plant water potential approached to the maxima of the 

soil water potential in the root zone ; some parts of the root system consequently 

got larger water potential than that ofぉthesur‘rounding soil. The negative water 

Jlow (from root to soil) wa日， however,presumed to be negligible owing to a 

hysteぅretieand unsaturated soil water Jlow. 

Chapter V : This chapter d色altwith the mea日urementsand discussions con-

cerning the water conductances in the system. 

1) Semiloga1 ithmic plot of the unsaturated soil hydraulic conductivity as a 

function of the soil water content showed a straight line. 

2) Conductive （之江axial)resistances in a stem or a root were nearly propoト

tional to their diameters raised to the fourth power. This result sug・gestedthat the 

water tlow in xylem vessels followed Hagen-Poiseulle＇品 law.

3) Total問自istancein the root system dec1・easedas the water flow increased. 

It could be regarded as constant, however, in a normal transpiration rate range. 

4) Using the conductive resistance in a root and the total resistance in the 

root日ystem,the absorptive （口radial)resistance per unit root length could be 

estimated to be 8.10×io-0( s/cm). 

5) Conductive resistance in the root could not be neglected. The soil resist；相

ance for water absorption, however, was almost negligible below the range of pF3.5. 

Chapter VI : New mathematical model for water transport through the soiト

plant system was designed and the validity was tested. 

1) This model, assuming a quasi-steady condition of the plant growth and an 

isothermal condition, consisted of six sub-models. Th日ywere a) the leaves and 

stem model, b) the condctive roots model, c) the rhizosphere model, d) the bulk 

soil model, e) the crown model, and f) the absorpive roots model. a), b), c),and d) 

could be expressed in terms of parabolic partial differ℃ntial equations. e) connected 

a) and b). f) connected b) and c). c) and e) were connected by extraction term 

contained in e) ; They were named“combined model”． 

2) Input data consisted of transpiration rate, evaporation rate, some geomet-

rical values of the system, initial conditions, and boundry conditions. Using these 

data, close informations about the water condtion in the system could be obtained. 

討すh日rewere four parameters which could not be determined in the expe1～ 

iment conducted here ; they were not sensitive to the water conditon in the system, 

however. They were /3(Transpiration/Evaporation), r(Transpiration during a night/ 

Transpiration during a clay), o,, (decreasing rate of the transpiration rate per unit leaf 
area toward the vertical direction), andξ（root water capacity per unit volume/stem 

water capacity per unit volume). These parameters were estimated as follows; (3口

O.Ql, y山 0.05,o，， ニニ0.992,and 辛口0.80.

4) Correspondence between experimentally determined and simulated soil 
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water profiles was sufficiently good. 

5) Simulated plant water potentials wer・efrequently smaller than experimen-

tally determined ones. And the maximal difference was approximately 6 x 10" cm. 

Th巴seresults suggested the necessity to take the change of root resistance with 

growth into account. 

Chapter VII : Using the model obtained, water conditions in any parts of the 

system could be estimated, which were difficult to be measur℃d in the pot-

experiment. 

1) Soil water potential showed a significant decrease during the daytime. On 

the other hand, during the nighttime it showed a slight increase in the upper layer 

in contt・astwith a slight decrease in the lower layer. Soil water potential in the 

lowest layer changed least during the constant-evapotranspiration-rate stage, and 

remained over‘ －  2.0 x 103 cm. All of these facts attributed to the gradual deepening 

of the main water extraction zone and the character of the soil water retentivity 

curve. 

2) Plant-water potential profile in the conductive root contained a much larger 

gradient than that in the stem. 

3) During the nighttime, the plant water potential profile had a slight 

gradient and approached toward the maxnnum s01l water potential in the root 

zone. Consequently, the water potential gradient was reversed between th色 roots

and the rhizosphere soil in a drying zone. 

ti) A time-lag was present between the maximum transpiration rate and 

the minimum plant→vater potential in a day.’rhe lag increased as the soil dried 

and as the position of the plant came dowm九rare

increased from 0.5 hour‘s to 3.5 hours in the leaf or stem, and from 1.5 hours to 

as much as 5.0 hours in the deepest root. This fact was explained in terms of 

a) the time凶 lagbetween the transpiration and water absorption, and b) the signifi帽

cant depletion of soil water potential during the daytime. 

5) Water extraciton rate profiles gradually shifted their maximum zones, 

decreasing their maxima. 

6) Pararhizal water flow intended to uniformize the soil water potential 

p1・ofileswhichも;verecaused by the water extraction by roots. The flow had appre-

ciable effect on the soil water profiles at the l児ginningof the drying stage; it 

became, however, nearly negligible comparing with the extraction rate as the soil 

dried. 

Chapter・VIII: Using the model, water conditions in the soil-plant system with 

untapp巴dsubsoil were simulated. 

1) The wetness below the root zone changed moderately comparing with 

that within the root zone ; the reduciton in water content below 35 cm from the 

root zone was less than 0.1 % per day. 
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2) The water extraction patterns and pararhizal flow showed a similar 

tendency to those estimated in the pot. 

3) The pararhizal flow from the subsoil to the root zone gradually increas-

ed, with daily maximum and minimum fluxes, as the drying process pro』；ress芭d.

The maximum flux lagged behind the maximum tIヨnspiraiton1・ate.And the time-

lag was approxim呂tely3 or 4 hours. 

4) The upward water flux into effective soil layer would ocasionally be 

significant in the case of high water table level (for example -200 cm or so). 

Chapter IX : This chapter dealt with the views and r日mainingp1・oblemsto be 

solv日cltoward the completion of SPAC. 
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