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はじめに
ヤナギ属(Salix)の樹木は遷移初期に見られ，成長速度
が速く，挿し木でも簡単に増殖でき，さらに収穫後も容
易に萌芽する(8, 13)。このような性質からバイオ燃料資
源としての利用を目的としたヤナギ属樹木の育種や栽培
実験が行われている(3, 14)。また環境変動に応じた育種
選抜を効率的に進めるため，ポット苗を用いた温室実験
から野外における収量の推定も試みられている(14)。こ
のため，ヤナギ属樹木のポット苗の高 CO2 応答を明らか
にすることは，将来の高 CO2 下に適した品種の育種選抜
や野外における収量予測に貢献できる可能性がある。
高 CO2 下において光合成特性の低下(負の制御現象: 6,
7, 10, 12)が生じる理由のひとつに，光合成生産(ソース)
と光合成産物の貯蔵や成長による消費(シンク)の関係の
崩れがある(5, 7, 10)。特にシンク器官である根の生長空
間が限られるポット苗では，ポットサイズ効果と呼ばれ
る現象が指摘されている(1)。ポットサイズ効果とは容量
5 L 以下のポットで材料を生育させると，負の制御現象
が生じて光合成特性の低下が見られるが，容量が 5 L よ
り大きいポットでは負の制御現象が生じず，光合成速度
は低下しない現象のことである(1)。しかしながら，容量
5 L 以下のポットでも充分な施肥を与えて生育させると，
ポットサイズ効果はみられないという報告もある(6, 7,
10)。
ヤナギ属樹木のポット苗を用いた CO2 付加実験におい
て栽培に用いるポットサイズの違いが生理応答に与える
影響は明らかにされていない。そこで本研究はヤナギ属
樹木であるエゾノキヌヤナギ(Salix pet-susu Kimura)の高
CO2 に対する生理応答に，ポットサイズの違いが与える
影響を評価することを目的に実験を行った。

材料と方法
2012 年 5 月上旬にエゾノキヌヤナギの挿し穂を洗浄し
た川砂で満たしたポットに挿しつけた。ポットは 0.5 L, 5
L, 10 L の 3 サイズ用意した。植え付けた苗は森林総合研
究所北海道支所の自然光人工気象室(気温昼 25 oC /夜 16
o
C)で 120 日間育成した。CO2 濃度は 370 ppm，720 ppm
の 2 条件とした。
施肥は先行研究を参考にしておこなった (4,5)。元肥と
して 250 mgN 相当の窒素を緩効性の固形肥料で材料に与
えた。また成長に伴う養分不足が懸念されたため，追肥
として液肥を週 1 回 50 mgN づつ 10 週間計 500 mgN 与え
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た。展葉開始後 90 日目に先端より 10 枚目の成熟した葉
を対象として，生育 CO2 濃度における光合成速度(Pgrowth)
と二酸化炭素-光合成関係の測定を行った。測定は
LI-6400(Li-cor 社 米国)を用い，測定手順は Long and
Bernacchi (9)に従った。最大 Rubisco 活性(Vcmax)と最大電
子伝達速度(Jmax)(2)は Onoda et al. (11)を参考に算出した。
光合成速度を測定した葉を採取したのち，1cm2 のディ
スクを 5 枚打ち抜き，80oC で 48 時間乾燥させ，LMA の
測定と窒素含有量(N)の分析に供した。窒素含有量の分析
は 全 自 動 元 素 分 析 装 置 vario MAX (Elementar
Analysensysteme GmbH, 独国)を用いた。統計解析は分散
分析を用いて，高 CO2 とポットサイズ効果の有無を 5％
水準で検定した。効果がみられた場合には，多重比較(テ
ューキー法)を行って各処理間の差を検定した。
結果と考察
Jmax を除いた各パラメーターの高 CO2 に対する応答に，
ポットサイズによる違いは見られなかった(表-1)。すな
わち，いずれのポットサイズにおいても Narea, Vcmax は 720
ppm で有意に低下し(p < 0.01)，LMA, 幹乾重は 720 ppm
で有意に増加した(表-1，p < 0.01)。
720 ppm の Pgrowth, Vcmax において負の制御現象(6, 7, 10,
12)がみられた(表-1)。720 ppm で LMA が 370 ppm よりも
有意に増加し，葉の窒素量が減少していることから(表
-1)，高 CO2 処理によって代謝バランスが崩れ，炭水化物
が葉に蓄積することによって葉の窒素濃度が希釈されて
いることが推察される(5)。また 720 ppm において幹乾重
が 370 ppm よりも有意に増加していることから(表-1)，
成長増加によって樹体内の窒素濃度が希釈されたことも
Pgrowth, Vcmax で負の制御現象がみられた要因のひとつと
考える。
本研究では，ポットサイズの違いが高 CO2 応答に与え
る影響にのみ着目したが，ポットサイズの影響は与える
施肥量によっても異なる(6, 10)。今後異なるポットサイ
ズと施肥量の組み合わせ試験を行って明らかにしていき
たいと考える。
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表-1 異なるポットサイズと CO2 濃度で育てたエゾノキヌヤナギの光合成および葉の特性と成長量

( )内は標準誤差を示す。栽培条件の効果は一元配置の分散分析(ANOVA)で検定した。有意水準 5%とし，p 値を示した。
各処理の反復数は n = 6 である。
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