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換気（通気）の重要性

～リーフチャンバーから温室まで～

高倉

〔キーワード〕：換気回数 CO豆農度差，単位葉面

積チャンバー法

はじめに

古くから植物の光合成を測定するために，植物を

透明な箱の中に入れて， C伍濃度変化を測定する同

化箱法がある．植物のサイズとしては， 1枚の葉か

ら， 1個体，さらに数個体まであり， 1枚の葉を挟

むものはリーフチャンバー式として市販されてい

る（例えば，メイワフォーシス（株） 2019). 植物

個体を入れるものはグロースチャンバーであり，さ

らに大きいのが温室であり，温室も広い意味で同化

箱とみなすことが出来る．

いずれの同化箱も中の環境が外とは違うことに

注意すべきであり，現在でもやや見過ごされている

点も多い．グロースチャンバーを用いた測定では，

日中時に植物の光合成と蒸散が頭打ちになる現象

から，昼寝現象として議論された頃から，中の環境

条件が注目され，できるだけ，内外の環境条件をそ

ろえる工夫もされ，また大型化も試みられた（武田

ら 1976).グロースチャンバー内の光合成には通気

量が大きな要因であることも報告されている

(Takakura 1966). また，チャンバー内の CO2濃度

変化も加味した測定手法も検討されているが（青木

1983), すべての環境要因についての検討は十分に

はされていない．同化箱の中と外では，見た目には

同じでも，人工光は別として， 日射をはじめ， CO2

濃度，温湿度，気流速などがかなり異なることにな

る．蒸発散測定でも同様な方式が用いられるが同様

な問題がある．

同化箱でも規模が大きい温室を光合成の測定に

使用することはないが，中の植物の生育をモニター

する意味では，特定の植物の情報を得ようと，温室

内にリーフチャンバーや放射温度計などをセット

してモニタリングするシステムもオランダで市販

され，一部では用いられたが，普及していない（高

＊東京大学・長崎大学名誉教授 (TadashiTakakura) 

直＊

倉 2008).最近，温室を大きな同化箱とみなして中

の植物の光合成の算出も試みられている (Takakura

ら 2017;高倉 2017).

市販されているリーフチャンバーシステムは，開

放式 (OpenSystem) と称しているが，他のものと

同様に半閉鎖式 (Semi-closedSystem)である．植物

の光合成や蒸散を測定できる手法としては，チャン

バーなど一切用いない開放式があり（屋外群落では

古くから傾度法，空気力学的手法が知られており），

チャンバーで植物を包み，通気する方式を開放式と

いうのは正しくない．半閉鎖式あるいは通風式と正

しく表記し，それに伴う問題点を明らかにすべきで

ある．詳しい解説書もあるが，通気量の影響につい

てはマニュアル同様，余り触れていない（彦坂

2016). 

このような現状を踏まえて，同化箱のメカニズム

から，その応用としての温室での計測について考え

てみたい．

1. 同化箱の原理

同化箱法には，閉鎖式で，通気をせずに，箱内の

濃度減少から光合成を算定する手法もある．同様な

方法は土壌からの発生量を測定する方法として，測

器が市販されている．どちらもボックス内の CO2

濃度の条件が外とは異なることに注意しなければ

ならない.CO2濃度以外の環境条件の違いにも注意

する必要がある．

通常は医 1に，従来法としてあるように，通気し

て，流入流出の Cむ濃度差に流量を乗じて，光合成

を算出する．通気量が大きければ，濃度差は小さく，

Cむ濃度の測定精度は悪くなるが，箱内のCO2濃度，

温湿度は，外気と大きくは違わない．この場合，通

気量を減らすと測定精度はあがるが，箱内の絶対濃

度が減少し，光合成が低下するし，温湿度の条件も

外気とは違ってくる．いずれにしても箱内の光の低

下だけは避けられない．これは開放式でなく，半閉
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従来法
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図 l 植物群落用の同化箱法（湛倉 1974)

鎖式あるいは通気式というべきものである．

図lに示されている当時のヨーロッパで一般的な

方法とは，入り口の通気量が土壌面から リークする

ことをうまく 利用 し， 箱内の温湿度条件をエアコン

で調節する手法である．いずれにしても，ほぼ濃度

一定の外気を導入するのであれば，疑似定常状態で

箱内の濃度変化は無視できるもちろん箱内の光低

下は免れない リーフチャンバーの原理も同じで，

流入・流出あるいはリ ークの CO2濃度差から光合成

を計算する．チャンバー内が十分拡散されていると ，

流出する濃度と室内濃度は一致する (Takakura

1966). 

市販の半閉鎖式には精巧で高価なものもある．そ

のマニュアルも大変詳しく理論から使用法まで克

明に記されている (LI-COR2019). その中で，リ ー

フチャンバーからのリークと葉からの蒸散による

水蒸気量が流入流量に加わることが織論されてい

るが，量的なことに関する記述はない

2. リーク

リーフチャンバーでは葉を挟むので，かなり注意

してもリークは常にあると考えなければならない．

その量を出来るだけ小さくすることは当然である

が，図 2で示されているように，チャンバー内は流

c. 

C; → 葉 蒸散蕗 -----+C。

空気淵れ

図2 リーフチャンバーでの空気の流れ

量があるので，外気に比較して正圧となり，チャン

バー内の空気が外へもれる一方的な流れである ．

リークは流出量の全部あるいは一部なので，これを

区別する必要はない流入空気の流量を用いれば，

純光合成量は流入空気の CO2濃度 (C;), 流出空気

の CO汀農度 (C。)，周囲空気の CO叶農度 (C砂とす

ると，

純光合成量＝流入空気流量X(C;-C。)

一蒸散量XC。

となり，流入・流出空気の水蒸気量差から蒸散量も

求められるので，純光合成量を正確に計算できる ．

3. 蒸散量

流入空気量に対して，蒸散量はどの程度のもので

あろうか．流入空気量は可変であり，マニュアルで
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は 3Q0~Llll01/S 以上に設定することが推奨されている．

ここで，流量を 300μmol/sとして，チャンバー内の

葉面積 10cm2, 蒸散量を 20~60mg/葉面積 m刃s(高

倉 2017) として，計算すると，蒸散量による増加

分は流入空気量の数％程度となる．

また，別の計算法として，湿り空気線医から， 30℃

で， 50%の空気が蒸散により 90%になったとすると，

水蒸気増加分は 0.877m刃kgから 0.893になるので，

0.016の増加は 0.016/0.877=2%となる．

4. 流量と光合成量

リーフチャンバーで測定される光合成はチャン

バー内 CO叶農度での光合成であり，すなわち出口で

の濃度で，流入空気の濃度ではないことに注意しな

ければならない

温室の場合は，強制換気では流入口と主な流出口

があるが，自然換気の場合は流入と流出の場所は風

向にも関係して，明確ではない．そのためもあり，

通気量という表現でなく，換気というとらえ方が一

般である．さらに，温室の容積を基準として， 1時

間あたりにその何倍の空気が入れ替わるかという

換気回数と言う表現が用いられてきた．ただ，同じ

換気回数，例えば， 10回 (1/h)の場合，温室の容

積が 500面 では換気量は 5,000m3であり， 1,000m3

の温室では，その 2倍の換気量となる．換気回数は

同じでも入れ替わる空気量は大きく異なる．そのた

め，単位床面積あたりの換気量 (m勺m勺h) が用い

られる場合もある．
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,c 屠' ゴ 19 ． 

18 ↑ ヽ ． 
述!17 

16 L 流入濃度400μUL

栄

15 

゜
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チャンバー内猿度 (μUL)

因 3 リーフチャンバーでの通気量／チャンバー内 CO2
猿度と光合成（玉城ら 2019)

リーフチャンバーの通期量を変化させた場合の

光合成速度の変化を示したのが，図 3である．供試

作物はニガウリで，光強度(PPFD)は 1600μmol/m刃s,

流入 C伍濃度は 400μL/L, リーフチャンバー内の気

温は 35℃の条件下である．横軸には通気量と比例し

て変化するチャンバー内の CO吋農度も記してある．

図 4は，ここで新たに提案するリーフチャンバー

から温室まで適用できるもので，同化箱内の植物の

単位葉面積あたりの換気（通気）量を横軸にとった

ものである.Takakura (1966) のたばこのデータか

ら，同化箱内の植物の単位葉面積あたりの換気（通

気）量を横軸に光合成をプロットしたものである．

そうすることで，同化箱の大きさが異なっても，内

の植物量が異なっても 1本の曲線と表されることが

わかる.Takakura (1966) の Fig.3では横軸に換気

回数をとっているため， LAI別に 3本の曲線となっ

ている．図 3の矢印は，マニュアルで推奨されてい

る通気量であり ，それを単位葉面積あたりでみると，

図 4の矢印となる．

5. 温室は大きな同化箱

温室の最大の利点は温室が同化箱とみなせるこ

とで，同化箱すなわち，温室内の環境条件での光合

成蒸散を測定するのが本来の目的であるので，温

室外との環境条件の違いを問題にする必要がない．

そのままの条件で計測すればよい

図5は温室の主なガス環境のメカニズムを示して

いる.CO2と水蒸気 H20の流れである．日射のある
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図 4 単位用面栢あたりの換気量と光合成
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昼間では，植物の光合成による CO2の吸収，葉から

比0の蒸散，土壌からの CO2発生と比0の蒸発，

さらに，換気による CO2と比0の内外の流れであ

る．この 2つのガスについて，温室全体の収支を考

えて，収支式を組み立てる．その式の中の蒸発散量

の計測はかなり正確に行えるので，最終的に未知数

は光合成量と換気量になり， 2つの収支式を解くこ

とで光合成量を求めることが出来る (Takakura ら

2017; 高倉 2017).

6. 必要なセンサと計測法

温室内の植物群落の蒸発散量は温室内の純日射

（群落が受け取る日射量）に比例することが立証さ

れ，安価な純日射計測センサで正確に計測できるこ

とが報告されている（高倉 2017). 従って，温室内

の植物群落の蒸発散量の測定にはこのセンサを用

いればよい．

光合成の計測に必要なセンサと計測法のうち，特

に重要なものは，温室内外の CO2濃度差と水蒸気濃

度差の測定センサと計測法である．濃度差を直接計

測する手法もあるが，計測器が高価であることから，

絶対値測定用センサ l台を短時間に切り替えて， 2

つの濃度を測ることで， ドリフトを最小限に抑え，

濃度差測定の精度をあげる手法がよいであろう．こ

の手法はすでに温室内外ゼロ濃度差制御方式でも

採用されている．センサは温室外に置き，ポンプと

切り替えバルブで内外の空気を交互にセンサヘ送

るが，ポンプ流量は僅かであり，温室内濃度への影

響を最小限にするために，センサでの測定後の排気

はすべて温室外へ出せばよい．

水蒸気濃度差は空気中の絶対湿度差であるが，直

接は測定できないので，測定可能な他の指標，相対

湿度，露点温度，湿球温度，乾球温度のうちの 2つ

の測定から，内外の絶対値を測定し，それをもとに

計算する．一般的に湿度センサより温度センサのほ

うが，精度が高く，温度測定のうち，露点温度を直

接測定するセンサは簡単ではないが，乾湿球温度測

定方式は比較的に安価で精度が高いので，温度セン

サとしては精度が高い白金抵抗式を用いて測定す

れば，高い精度での計測が可能である．温度条件で

異なるが， 30℃付近で，温度誤差 0.1℃が相対湿度

1%, 絶対湿度 0.2g/m汀こ相当する．

温室の場合は，空気の流入流出口が一つではなく，

また，温室内の平均値をどのように測定するかも難

しい問題である．

おわりに

植物の光合成や蒸散測定のためのものから，栽培

施設の温室まで，原理的には同化箱とみなせること

から，これらに共通でしかもあまり問題視されてい

ない換気（通気）量を中心に検討し，それに関連す

る計測法についても実用的という観点から議論し

た．これからさらに検討すべき問題点としては，温

室の場合は室内の平均値をどのように計測するか，

リーフチャンバーの場合は，チャンバー内の CO2

濃度は外より低くなっているので，外の濃度での光

合成を測定したければ，流入空気の濃度を上げてお

く必要がある．また，葉周辺の気流速が早く，境界

層は薄くなっており，外とは異なることにも注意す

る必要がある．
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