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Hydraulic lift in drought-tolerant and –susceptible maize hybrids 
トウモロコシ雑種の耐乾性の有無によるハイドローリックリフトの違い 
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Abstract 
開花期における乾燥耐性のあるトウモロコシ（Zea mays L.）雑種（TAES176 と P3223）と乾燥に弱い雑種

（P3225）のハイドローリックリフトを温室実験で調べた。根系は、乾燥した上部の土と湿った下層の土と

いう二つの土壌区画の中を伸長した。日中に 3 時間に渡って植物にシェイディングを施した。上のポットの

土壌体積含水率をシェイディングの前と後で TDR を用いて測定した。3 時間のシェイディング後、耐乾性の

雑種では上部ポットの体積含水率が増加していたが、乾燥に弱い雑種では増加していなかった。さらに、根

から滲出する水の量は、より耐乾性のある TAES176 の方が P3223 よりも多かった（489 vs 288 g per pot in 3h, 

P<0.005）。ハイドローリックリフトによる相当な量の水のため、蒸発要求量が多い日には、TAES176 の最大

蒸散速度は乾燥耐性のない P3225 に比べて 27-42%高くなった。我々の知る限りでは、これは日中のシェイデ

ィング後、ハイドローリックリフトにより蒸散が急上昇することを示した最初の実験である。上ポットの水

分量の減少は、TAES176 ではハイドローリックリフトにより妨げられたが、P3223 と P3225 ではそのような

ことはなかった。この 3 つのトウモロコシ雑種におけるハイドローリックリフトの違いは、根の特徴に起因

していると考えられる。深層の湿った土壌中の主根の量は、P3223 と TAES176 の方が P3225 よりも 2.3-3.3

倍多かった。そのことがより速く水分を吸収し輸送することを可能にしているのだろう。したがって、蒸散

がシェイディングにより抑制された時には、より多くの水が上層の乾燥した土壌に滲出することができる。

上の土壌中で、TAES176 と P3223 の主根の方が P3225 よりも太く（直径で 20-28%）量が多いことが、より

高い根の水分コンダクタンスと、根からの水滲出の多さに寄与していると考えられる。P3225 ではハイドロ

ーリックリフトはごくわずかだった。このことは、この品種の夜間の蒸散量が多いことと関係しているかも

しれない。このレポートは、トウモロコシ雑種のハイドローリックリフトに遺伝的差異があることと、乾燥

耐性とハイドローリックリフトに関連があることを初めて述べたものである。トウモロコシにおける耐乾性

のメカニズムの一つは、ハイドローリックリフトの程度にあるかもしれない。 

Introduction 

水が深い湿った土層から浅く乾燥した層へ植物

の根系を通って移動することがあるという証拠が、

室内実験やフィールド実験で次々と見つかってき

ている。この現象は「ハイドローリックリフト」と

して知られており（Richards and Caldwell, 1987）、植

物生態学や植物―水関係を対象とする分野におい

てますます注目されるようになってきている

（Caldwell et al., 1998; Dawson, 1997; Emerman, 1996; 

Horton and Hart, 1998）。ハイドローリックリフトに

関する論文の多くは、低木と木のあるフィールドや

（Caldwell and Richards, 1989; Dawson, 1993, 1996; 

Wan et al., 1993）、放牧地の草（Caldwell, 1900）を対

象としたものである。室内実験の中には、作物やそ

の他の種もハイドローリックリフトを行う可能性

を示唆するものがある（Baker and Van Bavel, 1988; 

Corak et al., 1987; Drinksen and Raats, 1985; Shone and 

Flood, 1980; Topp et al., 1996; Van Bavel and Baker, 

1985）。今のところ作物にハイドローリックリフト

どの程度あり重要なのかは、他の物と比べてほとん

ど分かっていない（Caldwell et al., 1998）。しかし

Caldwell et al. （1998）は、活動のある根系が土壌水

ポテンシャルの様々な領域にまたがっていて根か

らの水分ロスに対する抵抗が少ない限り、作物にお

けるハイドローリックリフトが重要な現象となら

ない本質的な理由は見当たらない、と述べている。

（注：つまり作物おいてもハイドローリックリフト
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は重要である可能性があるということ。） 

トウモロコシは世界で最も重要な作物の一つで

あり、耐乾性のある品種の利用は天水・農業用水利

用を問わず、安定して高い収量をあげるのに重要で

ある。乾燥に弱い品種に比べ、耐乾性品種は通常乾

燥期からの回復が早いが、これはおそらく土壌―植

物システムにおいて、より効率的に水を吸収し輸送

しているからである。根からの水分吸収と輸送はハ

イドローリックリフトによって大きく向上する可

能性がある。なぜなら夜間に湿った土壌から深い根

に吸収された水が上層の乾燥した土壌にしみだす

と、浅い根が利用できる水の量が増えるからである

（Caldwell and Richards, 1989）。ヨモギ（Artemisia）

の群落におけるハイドローリックリフトは、季節に

よって根圏の水不足が生じている時に、蒸発散によ

る日々の変動でさらに水分が減少してしまうのを

緩和しうる（Williams et al., 1993）。サトウカエデ

（Acer saccarum）の苗木にもハイドローリックリフ

トは利益があることが示されている（Dawson, 1997）。

Topp らは（1996）、成長段階のトウモロコシの根か

ら日周期で水分が吸収、滲出することが報告してい

る。以上のことから、ハイドローリックリフトはト

ウモロコシが受ける乾燥によるダメージを和らげ

るのに重要な役割を果たしている可能性がある。し

かし、ハイドローリックリフトは種に基づく性質で

はなく、品種あるいは個体ごとの性質であるかもし

れない（Emerman, 1996）。本研究は、トウモロコシ

のハイドローリックリフト現象を詳細に調べ、トウ

モロコシ雑種の遺伝的差異（注：品種の違いのこと）

によってハイドローリックリフトに差が生じるか

を調べるためにデザインした。もし（注：ハイドロ

ーリックリフトに）遺伝的差異があるとすれば、ハ

イドローリックリフトとトウモロコシ雑種の耐乾

性の程度には何か関係があるのだろうか？ 

Materials and methods 

用いた植物（Plant materials） 

本研究では 3 つの単交雑のトウモロコシ雑種

（TAES176、P3223、P3225）を評価に用いた。TAES176

は 耐 乾 性 の 雑 種 で 、 Texas Agricultural 

Experimental Station（Lubbock, TX）のトウモロ

コシ育種プログラムで作られた。P3223 と P3225 は

市 販 さ れ て い る 雑 種 で 、 Pioneer Hi-Bred 

International Inc.（Des Moines, IA）から出てい

る。Pioneer hybrid 3223（以降 P3223 と呼ぶ）は

耐乾性試験の雑種として広く用いられている。それ

に対し、Pioneer hybrid 3225（以降 P3225 と呼ぶ）

は乾燥に弱い雑種である。いずれも full-season 雑

種で、成熟期間は同じである。 

TAES176 と P3225 に対しては 5 反復で、P3223 は

10 反復で完全無作為化法を適用した。各試料は 25 

kg の土壌を詰めた 25-1 ポット（深さ 0.36 m、直径

0.30 m）に植物 3 個体とした。土壌は 77%がサンデ

ィーローム（fine-loamy, mixed, thermic Aridic 

Paleustalfs）で 23%が鉢植え用の土（Ball Seed Co., 

West Chicago, IL）である。それぞれのポットを 25kg

の同じ土の入った同じ大きさのポットの上に載せ

た。直径 6 mm の穴を 25 個、上のポットの底に空け、

根が下のポットに入れるようにした。植物体は種子

から 1999 年 1 月 4 日に発芽した。上下のポットと

も、定期的に水と肥料を与えた。V-10 成長段階（10

枚の葉が完全に開いた段階）で上のポットへの水や

りを中止し、徐々に水不足の状態にさせていった。

一方下のポットには引き続き給水した（1.5L/日/ポ

ット）。従って、上下のポットの間には水ポテンシ

ャル勾配ができ、それがハイドローリックリフトの

駆動力となった。 

ハイドローリックリフトの測定（Measurement of 

hydraulic lift） 

もしハイドローリックリフトが生じれば、植物を

陰において蒸散を抑制すれば、上のポットの水分が

増えるはずである。シェイディングは 4 層の黒ナイ

ロンメッシュを使って行い、それにより太陽の放射

照 度 を 80% 減 少 さ せ た （ Li-6200 portable 

photosynthesis system, Licor Inc., Lincoln, NE により

測定）。約 3 時間のシェイディングの前（Ø1）後（Ø2）
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で、上のポットの土壌体積含水率（Øυ）を測定した。 

体積含水率は時間領域反射計（TDR）によって測

定した（Dalton and Poss, 1990; Topp et al., 1980）。直

径 3.2 mm、長さ 0.3 m のステンレスロッドを 2 本、

50 mm の間隔をおいて上のポットの中心に鉛直に

挿入した。下のポットには同様の 0.25 m 2 本ロッド

を水平に挿入した。ロッドに接続した Tektronix 

1502C ケーブルテスター（Tektronix, Beaverton OR, 

USA）を用いて、土壌の静電容量と反射パターンを

測定した。 

Dalton and Poss（1990）の方法によってケーブルテ

スターの測定値を比誘電率（K）に変換した。Øυは

Topp（1980）の経験式を用いて計算した。Øυ が既

知の土壌カラムを使った TDR のキャリブレーショ

ンによれば、この校正は 1 対 1 の関係にあることが

示されている（r2=0.95, n=27）（Wan et al., 1993）。 

蒸散流の測定（Measurement of sap flow） 

ハイドローリックリフトが蒸散に及ぼす影響を

調べるため、4 月 9 日から 11 日まで茎熱平衡法（stem 

heat balance technique）（Baker and Van Bavel, 1987）

により TAES176 と P3225 雑種の蒸散流量を測定し

た。蒸散流は Flow 32TM sap flow system（Dynamax Inc., 

Houston, TX）に接続した DynagageTM sap flow sensors

（SGB 16-WS と SGB 19-WS, Dynamax Inc., Houston, 

TX）で測定した。センサーゲージは土壌表面から

0.1 m ほど上の、植物の下部の節間に取り付けた。

下部の枯死した葉は、茎と蒸散流センサーの接触を

よくするために取り除いた。センサーを茎に取り付

ける前に、シリコンベースの G4 絶縁化合物をセン

サーの発熱素子、密閉用オーリングとセンサーを取

り付ける部分の茎に塗布した。これはセンサー内部

で周囲の水分が結露するのを防ぐのに役立つ。シリ

コン化合物を塗布した後、茎に薄いビニールのラッ

プをし、センサーゲージはその上から設置した。こ

のラップは茎から蒸散した水分によってセンサー

ゲージが腐食するのを防ぐのに役立つ。次にオーリ

ングをセンサーゲージの下と上に取り付けた。最後

に、アルミメッキを施したシールドで上下のリング

を覆い、パッキングテープで確実に固定した。ゲー

ジは TAES176 四個体と P3225 五個体に取り付けた。

センサーゲージからのシグナルは 15 秒ごとに記録

され（CR10, Campbell Scientific, Logan, NT）、4 月 9

日から 11 日の間の値を 30 分単位で平均した。試験

個体の葉面積は葉面積メーター（Model Li-3100, 

Licor Inc., Lincoln, NE）で測定した。 

根系の解析（analyses of root systems） 

1999 年 4 月 23 日にすべての植物体を刈り取った。

上と下のポットの根系を洗い、生の根を水の充満し

たシリンダーに入れることによって根量を測定し

た。根によって置き換えられた水の量をもって根の

体積とした。その後、主根として（直径 0.8mm 以

上）、あるいは細かい根として根を保存した。主根

の数を数え、一本ずつ主根の中点の直径をノギスで

測定した。 

データ解析（Data analyses） 

シェイディング前後のポットの Øυ を反復測定分

析し、対応のある t 検定（注：等母分散を仮定した

Student の t 検定）にかけた。根からの水の滲出量は

ポットの Øυ の変化と土壌体積から計算した。根の

体積と主根の数の差を Student の t 検定で分析した。

根の直径の分布はカイ 2 乗検定で分析した。 

Results and discussion 

反復測定分析の結果によれば、シェイディング前

後の上層土の Øυ には品種による差はありそうにな

い（P>0.22）。どの品種でも上下のポットの初期 Øυ

は同じ程度である（Table 1）。しかし、上層土のシ

ェイディング前後の Øυ変化量（∆Ø(=Ø2–Ø1)）は品

種によってはっきりと異なった（P<0.0009）。日に

よる ∆Ø の違いは有意でなかった（P>0.95）ことか

ら、異なるサンプリング日であっても ∆Ø には一貫

したパターンがあることが示唆された。平均値分離

検定（？）（Mean separation tests）によれば ∆Ø は

TAES176 > P3223 > P3225（P<0.05）の順にランク付
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けされることが示唆された。 

Table 2 に 8 回のサンプリング日の上ポット ∆Ø を

対応のある t 検定で分析した結果をまとめた。二つ

の耐乾性雑種では Ø2 は Ø1 よりも有意に大きかっ

たが、乾燥に弱い雑種では Ø2 と Ø1は同程度であっ

た。Baker and Van Bavel（1986）によって、TDR で

は根からの滲出過程は Øυの差が 0.0017m3 m-3以下

では検出できないであろうことが分かっている。こ

の研究では、TDR の分解能は TAES176 の平均 ∆Ø

の 8%にすぎない（注：つまり十分 TDR で検知可能

ということ）。根からの滲出量が有意に多いこと

（489±42 vs. 288±27 g per pot, P<0.005）から示唆さ

れるように、TAES176 は P3223 よりハイドローリッ

クリフトが多く生じている。根からの滲出量はトウ

モロコシ 3 個体からの量であり、したがって植物 1

個体あたりの平均滲出量はそれぞれ TAES176 が

163g、P3223 が 96g となる。上層土の Øυ はシェイ

ディング終了後3時間でシェイディング前のレベル

に下がることから、ハイドローリックリフトされた

水は根により吸収され、蒸散に使われたと考えられ

る（Figure 1）。 

Figure 2 に TAES176 と P3225 の蒸散流のデータを

示す。この二つの品種を選んだのは、それぞれ高い

ハイドローリックリフト能力と低い能力を示すか

らである。シェイディングによって 4 月 9 日の 9:30

から 12:30 まで両方の品種で蒸散は抑制されたが、

シェイディング後の蒸散量は TAES176 の方が

P3225 よりも多かった。このような単位葉面積あた

りのデータに基づいた蒸散流の急激な上昇は、3 測

定日の間、繰り返し見られた。TAES176 のピーク蒸

散量は 4 月 9 日と 4 月 10 日において、それぞれ 42%

と 27%、P3225 よりも多かった。4 月 11 日には 2 雑

種のピーク蒸散量の差は小さくなったが、この日は

特に曇りがちの日であり、おそらく蒸発要求量が小

さかったためだと考えられる。4 月 9 日の蒸散流は

8:00 から 9:30 までと 12:30 にシェイディングが除か

れた後の 13:00 から 14:00 の間では 2 雑種間で違い

はなかった。蒸散要求量は 14:00 以前は緩やかであ

り、深い層の根は蒸散要求量に見合う水を吸収でき

ていたと考えられる。2 雑種間の蒸散流量は、蒸散

要求量が高まった 14:00 以降に有意に異なった。上

のポットにハイドローリックリフトによりもたら

された水が存在した15:00のTAES176の蒸散量ピー

クは、P3225 のピークよりも有意に大きかった

（P<0.01）。P3225 ではハイドローリックリフトがほ

とんど生じなかったため、根の水コンダクタンスが

不十分となり、15:00 の蒸散要求量の増大について

いけなかったように見える。これはヨモギ

（Artemisia）に夜間光を照射することによって根か

ら土壌への水の滲出を抑制すると、翌日の蒸散が

25-50%減少することを示した Caldwell and Richards

（1989）の結果と一致する。夜間に光を与えなけれ

ば蒸散量は予想されるレベルに回復した。しかし、

ハイドローリックリフトによる上層の水の滲出に

よって、日中のシェイディング後に通常よりも蒸散

量が多くなるかどうかはわかっていない（Williams 

et al., 1993）。仮にハイドローリックリフトがないこ

とを理由に P3225 のシェイディング後の蒸散速度

を「通常」と考えるならば、TAES176 の蒸散速度は

「シェイディング後の突発」と特徴づけられるだろ

う（Williams et al., 1993）。TAES176 に見られるこの

蒸散の増大は、上層土壌へ水が滲出し、それが引き

金となって気孔コンダクタンスが高まった結果だ

と考えられる。気孔コンダクタンスに影響を与える

放射強度、飽差、気温などの他の要因は、雑種間で

異ならなかった。このことから、雑種間の蒸散速度

の違いは、土壌水分量すなわち水ポテンシャルに対

する反応（Bates and Hall, 1981）か、もしくは土壌・

根の水分コンダクタンスに対する反応（Meinzer and 

Grantz, 1991）（あるいはその両方）（注：の違い）で

ある可能性が極めて高いと言える。 

土壌の水分特性曲線から、湿った土壌中の水分量

変化は土壌の水ポテンシャルをほとんど変化させ

ない一方、乾燥した土壌では、同じ水分量の変化が

大きな水ポテンシャルの変化をもたらすことが分

かる。本実験で用いた fine sandy loam の土壌水分特

性曲線（Wan et al., 1993）によれば、Øυが 0.14 から

0.16 m3 m-3に変化する時に、水ポテンシャルは大き

 4



く増加する（-0.21 から-0.14 M Pa）。一方、Øυが 0.30

から 0.28 m3 m-3に変化しても、水ポテンシャルはわ

ずかしか減少しない（-0.020 から-0.025 M Pa）。ハ

イドローリックリフトにより上層の乾燥した土壌

に水がもたらされると、水ポテンシャルは大きく増

加し、土壌から根への水分移動を助ける。Figure 1

から、シェイディング後 TAES176 と P3223 では、

上層土のリフトされた水が大多数の根（注：大部分

の根が上層に存在するということ）により、すぐに

吸収されることが示唆される。湿った下層土からは

ハイドローリックリフトにより上層にもたらされ

るのと同じ量の水が減少するが、これはわずかな水

ポテンシャルの減少しかもたらさず、気孔コンダク

タンスや蒸散にはほとんど影響を与えないだろう。

以上のことから、シェイディング終了後の TAES176

における蒸散の急激な上昇は、乾燥した根からの滲

出によって上層土で土壌水分が増加し、それにより

気孔コンダクタンスが高まった結果であると考え

られる。我々の結果は、蒸散量の変化が乾燥した土

層の水ポテンシャルとより関連が深いことを示し

た Williams et al.（1993）や Phillips and Riha（1994）

の結果と一致する。 

4 月 9 日の葉面積 1 m2 あたりの積算日蒸散量は

TAES176で 1002g、P3225では 861gであり、TAES176

の方が 16%多かった。これらの蒸散速度は Gavloski 

et al. （1992）が行ったコンテナで育てたトウモロ

コシの蒸散量の 50から 58%に相当する。彼らは我々

と同様の大きさのコンテナを用い、コンテナの半分

のセクションに対して給水を制限した。TAES176 は

P3225 よりも葉面積が大きいため（0.5019 vs. 0.3697 

m2、P<0.001）、1 ポットセットあたりの日蒸散量は

TAES176 が 1508 g なのに対し P3225 は 955 g となり、

58% TAES176 の方が多い。TAES176 の日蒸散量は

下のポットに与える量の水（1.5L/day）と等しかっ

たことから、下のポットにおける初期の高含水率は

維持されていたと思われる。葉面積 1 m2あたりの夜

間の積算蒸散量は TAES176 で 176 g、P3225 で 297 g

であり、113% P3225 の方が多かった。P3225 の高い

クチクラ蒸散速度は乾性草本のレベル（250-300 

g/m2/night）に入る（Larcher, 1980）。ポットあたりの

P3225 のクチクラ蒸散は 329 g で、TAES176 よりも

120 g 多かった。P3225 で夜間の蒸散量が多いこと

は、ハイドローリックリフトを抑制するかもしれな

い。なぜならより多くの水が上層の土壌に滲出する

ことなく失われてしまうからである。夜間蒸散量が

少ないことから TAES176 ではクチクラの拡散抵抗

が大きく、クチクラが蒸散防止に効果的に働いてい

ることが示唆される。これはこの雑種の乾燥適応特

性の一つである。 

P3225とP3223の上ポットの土壌水分量は 18日間

の実験期間中、徐々に減少していった（Figure 3b, c）。

一方で TAES176 では比較的変化がなかった（Figure 

3a）。Williams et al.（1993）によって、ハイドローリ

ックリフトが土壌水ポテンシャルを緩衝する作用

が報告されている。TAES176 では、上のポットで日

中に減少した水分は夜間に補給され、その結果朝の

水分量にはほとんど変化がない。P3223 では根が上

の土壌に滲出する量は、おそらく日々浅い層の根に

よって吸収される水分を補うには不十分であり、そ

のため Øυ が減少したと考えられる。P3225 では夜

間の補給はほとんどないため、蒸散によって Øυ は

持続的に減少した。TAES176 の葉面積が P3225 より

も36%大きく、日々のポットあたりの蒸散が35-58%

多いことを考慮すれば、TAES176 がハイドローリッ

クリフトによって上の土層の Øυ を比較的一定に保

つ能力は少なからぬものだと考えられる。 

根の分布データ（Table 3 と 4）から、根量と主根

の数は上のポットの方が下のポットよりも有意に

多いことは明らかである。このポット試験の根の分

布パターンは、フィールドにおけるもの（Laboski et 

al., 1998）と似ている。トウモロコシの根は深さ 12 m

まで達することがあるものの、およそ根の全長の

85%は上層 0.30 m までの土壌に存在し、深さととも

に根の長さは減少する（Laboski et al., 1998）。この

分布パターンはハイドローリックリフトの重要性

を浮き彫りにする。なぜなら夜間に根の密度が低い

土層から高い土層への水が移動すれば、深い根の働

きにより水分吸収の効率が大きく高められること
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になるからである。例えば、TAES176 では、一日の

蒸散量の 32%が、3 時間のシェイディングの間に乾

燥した上層土に根から滲出した水によって供給さ

れたものであった。これは夜間の上層土への水分補

給が平均日蒸発散量の 30%にのぼっていたという

ヨモギ群落の結果（Richards and Caldwell, 1987）に

匹敵する。蒸散は真昼のシェイディングによって部

分的に抑制されるため、積算の日水分損失量は過小

評価されている。しかし、シェイディングは3時間、

蒸散を部分的に抑制しただけであるので、根からの

滲出量もまた夜間のハイドローリックリフトの量

を過小評価した値である。トウモロコシはコンテナ

で生育したため、ハイドローリックリフトの能力は

下のポットの限られた土の量により制限されてい

るかもしれない。とはいえ、ハイドローリックリフ

トによりもたらされる水が日蒸散量に占める割合

は極めて大きいだろう。 

本研究では、3 つの雑種のいずれに対しても同じ

量の水を与えた。TAES176 ではハイドローリックリ

フトによる水の再分配によって根密度の高いゾー

ンの吸水可能量が増加し、P3225 と比べてはるかに

蒸散速度が速く、葉面積が広いという結果になった。

植物―水関係は土壌プロファイルの全吸水可能量

のみによって決まるものではないようである。根の

分布がことなるゾーン間の水の再分配や、水の再分

配の動態もまた、全給水可能量と同じくらい重要で

あるかもしれない。ハイドローリックリフトによっ

て乾燥した上層土に水が再分配されるにともない、

大部分の根系は水との接触が増え、根―土壌界面の

抵抗が減少する。上のポットの土壌が乾燥していく

と、根が収縮するため根―土壌接点と土壌の水コン

ダクタンスが急激に減少する（Faiz and Weatherley, 

1978, 1982; Nobel and Cui, 1992a）。そして水分の補給

により収縮は完全に元に戻り、土壌の水コンダクタ

ンスは増加する（Nobel and Cui, 1992a,b）。根の水コ

ンダクタンスの総量は、根系の大部分が高い水ポテ

ンシャルに置かれることからもやはり増加する。さ

らに、Emerman and Dawson（1995, 1996）が示唆す

るように、植物の根は、マトリックポテンシャルが

周囲の水よりも高い、ハイドローリックリフトされ

た水を選択的に吸収する（根から滲出する水は主に

土壌のマクロポアに存在する）。したがって、根系

の水分吸収の効率はより良くなる。加えて、ハイド

ローリックリフトされた上層土の水は、シェイディ

ング後の急激な蒸散によって消費される。上層土の

水分減少（Figure 1）は、上層土と下層土の水ポテ

ンシャル勾配を急にし、夜間の再涵養を引き起こす。

このサイクルはずっと続くと考えられ、根のまばら

な深層土から根密度の高い上層土への水の再分配

を引き起こす。その結果、水利用速度が上昇し、乾

物生産が高まる（Williams et al., 1993）。 

トウモロコシの雑種間でハイドローリックリフ

トの程度が異なる理由はよくわからない。しかし、

我々のデータからいくつかの手がかりは得られる。

ハイドローリックリフトの大きさは、土壌の動水抵

抗にたいする根の動水抵抗に大きく依存する

（Williams et al., 1993）。深層土では水は容易に手に

入るため、土壌の動水抵抗は植物の根の抵抗に比べ

て無視できる。したがって、水を吸収し輸送する能

力は根の抵抗によって決まるはずである。根の抵抗

の一つとして主根の軸方向の抵抗がある（Passioura, 

1972）。深層土の主根の数が多いため（Table 4）、

TAES176とP3223の根系の動水抵抗はP3225よりも

小さいのだろう。なぜなら直径の太い主根は木部の

導管の数が多く太いため、軸方向の抵抗が小さい傾

向があるからである（Yambao et al., 1992）。小麦の

動水抵抗は根軸の数を減らすことにより大きくな

りうる（Belford et al., 1987）。湿った深層土の主根の

数は TAES176 の方が P3223 よりも多かったことか

ら、P3223 と比べて TAES176 の方が（注：両方とも

耐乾性であるがその中でも TAES176 の方が）ハイ

ドローリックリフトを行う導管が多いと考えられ

る。 

上ポット中の TAES176 と P3223 の平均主根直径

は、それぞれ 1.79±0.025 と 1.68±0.028 mm であり、

P3225 の直径（1.40±0.034 mm、Firgure 4）よりもか

なり大きかった。このことは TAES176 と P3223 の

水分コンダクタンスが高く、ハイドローリックリフ
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トの能力がより大きいことに寄与しているだろう。

サトウキビの品種による全根系の輸送特性の違い

は、一本の根に備わっている動水特性の違いに起因

する。後生木部面積の大きい品種は根軸のコンダク

タンスが高かった（Saliendra and Meinzer, 1992）。

Gallardo et al.（1996）はルピナスの水分コンダクタ

ンスが小麦よりも高いのは、ルピナスの根の直径が

太いことと関連しているのを発見した（1.28 vs. 0.42 

mm）。後生木部導管が太く数が多いことが、おそら

くルピナスの根の軸方向コンダクタンスを高くす

るのに寄与しているのであろう（Hamblin and 

Tennant, 1987）。Gutierrezia sarothrae では南の生態型

の水コンダクタンスが高いが、それは側根が北の生

態型よりも大きいことに起因している、という同様

の観測もある（Wan et al., 1996）。しかし、サトウカ

エデ（Acer saccharum）の半径方向のコンダクタン

スは直径の小さい根の方が高いことが分かってい

る（Dawson, 1997）。 

他の要素もまたトウモロコシ雑種のハイドロー

リックリフトの違いに影響しているだろう。P3225

は上層土で根量が少ないために、それほど急激に水

分が吸収されず、（Lascano and Van Bavel, 1984）ま

た日々の土壌水ポテンシャルの低下が緩やかなの

かもしれない。それらはハイドローリックリフトを

引き起こす方向に作用しない。2 番目に、TAES176

と P3223 は上層土の根量が多いため、水分滲出を行

う根の表面積が大きい。3 番目に、P3225 は夜間の

蒸散が TAES176 よりも 120 g 大きく、それは

TAES176 の根からの平均滲出量の 25%に相当する。

TAES176 と P3223 の浅い根は、その代わり（注：蒸

散しない代わりに）、より水が出やすいのかもしれ

ない。Emerman（1996）のストレス応答説によれば、

木本植物にとって水の出やすい浅い根は競争に対

しなにも利益にならならず、単なるストレスに対す

る応答であるとされる。この説は、ハイドローリッ

クリフトは、木本植物が根からのリークを防ぐのに

必要な浸透圧調整に失敗した結果生じるものだ、と

いうことを暗に示す。 

トウモロコシの乾燥耐性のメカニズムに対する

過去の研究は、浸透圧調整に注目を置いてきた

（Guei and Wasson, 1993; Premachandra et al., 1992）。

品種によって浸透圧調節がいくらか異なることが

明らかにされてきた。しかしストレス環境下では、

高い浸透圧調整を持つ品種が低い調整能の品種よ

りも気孔コンダクタンスを高く維持することはな

かった（Premachandra et al., 1992）。Guei and Wasson

（1993）はトウモロコシ雑種間では遺伝子に違いは

ほとんどなく、効率的な浸透圧調整と収量特性の間

の関連は弱く、一貫したものではないことを明らか

にしている。したがって彼らは、これらの雑種間で

浸透圧調整を対象とした選抜を行っても、遺伝的利

益はあまり得られないだろうと結論している。この

研究で我々は耐乾性のない雑種とある雑種でハイ

ドローリックリフトに大きな遺伝的差異があるこ

と、そしてさらに重要なことに、耐乾性とハイドロ

ーリックリフトに強い関連があることを示した。ハ

イドローリックリフトのランクと耐乾性のランク

は一致していたのである。ハイドローリックリフト

はいくつかの植物種で観察されているが、遺伝的差

異やハイドローリックリフトと耐乾性の関連は、ど

の植物種、作物種においても報告されてこなかった。 

データから我々は、トウモロコシの耐乾性にハイ

ドローリックリフトは重要な役割を果たしている

可能性があると結論する。ハイドローリックリフト

を行うトウモロコシ雑種では、渇水の間、上の土壌

水分は比較的一定に保たれたかあるいはゆっくり

と減少し、浅い土壌中の根は水に囲まれ機能し続け

ることができた（Caldwell et al., 1998）。ハイドロー

リックリフトされた上層土の水はまた、新しい根の

成長を刺激するかもしれない（Dawson, 1997）。それ

は耐乾性のトウモロコシ雑種で根量が多いことに

示唆される。耐乾性雑種では上層土の根量が多いた

め、西テキサスではしばしばある 10 mm 以下の降

雨の水も利用できる。一方、P3225 は TAES176 や

P3223 ほど効率的に水を利用する根系を持っておら

ず、そのため降った雨のうち土壌から蒸発してしま

う割合が多いのかもしれない。ハイドローリックリ

フトのおかげで植物は 1 日の炭素獲得が多くなり
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（Dawson, 1997）、その結果、成長がよくなるのだろ

う（TAES176 の葉面積は P3225 よりも 3 分の 1 多い）。

渇水時、雲量が多い時間の後では表層土の水が涵養

されるため、TAES176 は P3225 よりも早く回復する

ことができる。我々の発見がもしフィールドで実証

されたならば、灌漑スケジュール、施肥、間作

（Caldwell et al., 1998）や作物育種などに対して様々

な示唆をもたらしてくれることだろう。

用語説明 

Vapor pressure deficit (VPD)、飽差：葉温における飽和水蒸気分圧と大気の水蒸気分圧の差 

VPD と気孔調節：VPD と蒸散速度の影響を分離する実験の結果（Mott & Parkhurst, 1991）、蒸散速度に反応

して気孔が開閉することが示された。つまり気孔は直接 VPD を関知しているわけではないらしい。 

参考となるホームページ 

Mean separation tests について 

http://www.ndsu.nodak.edu/ndsu/horsley/MNSepTst.pdf 

気孔が開閉する要因について 

http://hostgk3.biology.tohoku.ac.jp/Hikosaka/CO2-diffusion.html 

http://bombus.kais.kyoto-u.ac.jp/~makizoh/PPE/Chap3B/node1.html 
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