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要旨(Abstract)： 

 圃場の土壌水分の経時変化とダイズの気孔コンダクタンスの関係を観測し、水ストレス条件下

の気孔コンダクタンスと非水ストレス条件下の気孔コンダクタンスとの比が、土壌の乾燥・過湿

からダイズが受ける水ストレスの指標となり得ると判断した。また、ダイズの Jarvis モデルを作

成し、非水ストレス条件下の気孔コンダクタンスは Jarvis モデルで推定可能であると判断した。 
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1.はじめに 

圃場での灌漑や排水の効果の指標には作物

収量が用いられる事が多い。経時的な指標とし

ては土壌水分が用いられる事が多いが、土壌水

分は灌漑排水の作物生育に対する効果の直接

的な指標ではない。灌漑排水の作物に対する効

果を経時的に評価するには作物の水ストレス

の測定が一般的であり、水ストレスの測定方法

の中では葉の gs（気孔コンダクタンス）の測

定が比較的容易である。根域の土壌水分が不足

しても過剰でも gs は低下する。どの程度の土

壌水分を作物が不足や過剰と判断するのかは

灌漑排水において有用な情報であるが、作物収

量を指標とした文献が多く、栽培期間を通じて

調査した文献は少ない。本研究ではダイズを対

象として圃場の土壌水分の経時変化と gs の関

係を観測し、水ストレス条件下の gs と非水ス

トレス条件下の gs の比をストレス指標として

利用できるか検討した。また、ダイズの Jarvis

モデルを作成し、非水ストレス条件下の gs を

モデルで推定する事が可能かを検討した。 

２．方法 

 gs は毎日毎時刻に測定した。毎時刻に測定を

行ったのは、土壌の乾燥・過湿による gs の変

化の測定に適した時刻が確定していないため

である。gsは土壌水分の他、気象や病気などに

よっても変化する。本研究では土壌水分のみと

gs の関係を調べるため、隣り合う 2 圃場の内、

片方を水ストレスの掛からない条件にし、水ス

トレス条件下の圃場で測定された gs を非水ス

トレス条件下の圃場で測定された gs で割る事

で、水ストレス条件が非水ストレス条件かつ任

意気象条件下で観測されうる gs をどれだけ低

下させているか（ストレス指数と称す）で示す

事とした。他に気象と土壌水分を測定した。土

壌の乾燥とストレス指数の関係は 8 月に観測

され、片方の圃場は-200cmH2O を指標として

灌漑し、もう片方の圃場は無灌漑とした。土壌

の過湿とストレス指数の関係は梅雨に観測さ

れ、片方の圃場だけに浅層暗渠が埋設されてい

る。過湿については圃場の他にポット栽培によ

る湛水処理試験も行った。以上のようにストレ

ス指数を示すには、水ストレスの掛からない条

件にした圃場（またはポット）をストレス条件

下の圃場の隣に用意する必要がある。そこで、

任意気象条件下における gs をモデルで推定し

て非ストレス条件圃場の代用とすべく、Jarvis

モデル(Jarvis, 1976)を作成した。 

３．結果と考察 

土壌の乾燥とストレス指数の関係には 10 時 
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図 1 吸引圧とストレス指数の関係（13 時） 

を除いて相関が見られた。10 時に相関が見ら

れなかった理由としては、朝から始まる蒸散の

積算量がまだ少なく、葉が土壌水分に応じたス

トレス状態にまだなっていない時刻である可

能性が考えられる。本研究における時刻別の

gs 観測値および Ji et al. (2017)から午前中は

ダイズの gs が高い事が確認されており（他の

植物でも同様）、gs の比較に適した時間帯であ

ると考えられるが、gs に対する土壌水分の影響

を見るには適さない時間帯であると思われる。

11 時～14 時については図 1 に示されたような

相関関係となり、土壌の乾燥に伴ってストレス

指数が加速度的に低下（ストレスが増加）した。

決定係数は 13 時が一番高くなり、gsに対する

土壌水分の影響を見るのに最適な時刻である

と思われる。ダイズに対する畝間灌漑の目安と

される無降雨 7 日目にはストレス指数が 11 時

で 65%以下、13 時と 14 時には最低で 20%に

まで低下しており、蒸散速度もポテンシャル蒸

散速度に対して上記の比率で低下しているも

のと考えられる。現在、深度別根密度分布を反

映した根域土壌水分重み付き平均値とストレ

ス指数の相関を計算中である。 

 土壌の過湿とストレス指数の関係について、

まず圃場の暗渠の有無に応じて土壌水分には

大差が観測されたが、10mm/d 程度の雨が間断

的に降り続き常に 10%程度の含水率の差が見

られた期間には両圃場の gs にも差が見られた

ものの、40mm/d 程度の雨が間断的に降り続き

暗渠整備圃場であっても一時的に飽和に達し

た期間には gs に有意差は見られなかった。 
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図 2 湛水処理とストレス指数の関係 

（播種後 3週間で湛水開始した例） 

湛水処理による過湿とストレス指数の関係に

は図 2 に示されたような経時変化傾向が見ら

れた。曇天時には湛水処理の有無に関わらず

gs が同程度まで低下しストレス指数が 1 に近

づいてしまうため、図 2 の曇天時除去の場合を

見ると、湛水開始 3 日目でストレス指数が低下

し始め、排水から 11 日目にストレス指数が 1

に戻った。現在、条件別（播種から湛水開始ま

での日数、および湛水処理期間）にストレス指

数の経時変化傾向を集計中だが、今後は曇天日

を避けるためにグロースチャンバーの利用を

予定している。以上から、ストレス指数が土壌

の乾燥・過湿からダイズが受ける水ストレスの

指標として利用可能であると判断した。 

Jarvis モデルの作成による gs の推定に関し

ては、時刻別にモデル化すると Ji et al. (2017)

よりも高い決定係数を得られる事が分かった。

14 時の決定係数が一番高くなったが、どの時

刻も R2=0.7～0.9 となり、ストレス条件圃場の

気象観測値と Jarvis モデルから非ストレス条

件圃場のgsを推定する事は可能と考えられる。

Jarvis モデルでは土壌水分サブモデルに S 型

モデル(van Genuchten, 1978)が多用されるが、

図 1 の吸引圧とストレス指数の関係は S 型と

いうよりも加速度的低下である。gsの推定を目

的とする Jarvis モデルにおいては、土壌の乾

燥とストレス指数の関係の観測結果を基に土

壌水分サブモデルを再考する必要があり得る。 


