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蚕糸研究第96号 1975年11月

Sansi-Kenkyu (Acta Sericologica) 

No_ 96， Nov.， 1975 

桑幼苗の先端部切除後における残葉の

生長および光合成機能について

佐藤光政

桑の校条の先端部を摘芯したり，下部に葉を残して枝条を切除した場合，これらの枝条

に残された葉の形態や機能に変化の生じることが知られている.すなわち残葉の厚さおよ

びクロロフィノレ含量が増加することペ さらに窒素， リシ酸の含有率も増加することが認

められ，また生理的機能の面では残葉の光合成速度が一時的に増加することも報告されて

いる 8)

校条の先端部や若葉がオーキシシの生産の場であること 5)から判断して，先に述べた残

葉における形態や機能の変化は校条先端部切除にともなう桑樹体内のオーキシンレベルの

変化とも関係があろうと考えられる.そこで，桑幼苗の先端部を切除した後に，切除面か

らイシドーノレ居士宮支(IAA)を供与することによって体内のオーキシンレベルを人為的に調節

し，残葉の面積および光合成機能の変化について調査した.

材料と方法

実験は 3固にわたって実施した.第 lおよび第 2実験においてはカタネオの種子を砂床

に播種し‘波多野氏の水耕液9)を用いてグロースキャビネット (床面の照度約10Klux) 

の中で育成した実生苗を供試した.また第 3実験においては，剣持の古条を水中に挿して

発根させ，その後，波多野氏の水耕液を用いてガラス室内にて水耕して育成した幼木を供

試した.

第 l実験においては，残葉の生長に対する実生首の先端部切除処理の影響を調査するた

めに，本葉が 2枚展開した時に摘芯処理を行ない，その後の葉長および葉幅の伸長量を摘

芯処理をしなかった無処理の実生苗と比較した.なお摘芯後に伸長した側枝は速やかにピ

シセットで摘除した.

第2実験においては， :1商芯処理後に切除面から与えた IAAの葉の生長に対する効果を

調査するために，本葉が 2枚展開した時に摘芯処理を行なし、，その直後に IAAを溶解し

たラノリンを切除面に塗布した.ラノリ γ1gに含有される IAAの量は0.2，1および 5

mgの3種であった. (それぞれIAA200ppm， 1， OOOppm， 5，000ppmと呼ぶ).なお摘

芯処理後 IAAをまったく含有しないラノリンを切除面に塗布する区も設けた.これらの

ラノリンは約 4日ごとに更新した.また摘芯後に伸長した側枝は速やかiこピンセットで抱
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除した.

第 3実験においては，茎の先端部から与えた IAAの葉の生長および光合成機能に対す

る影響を明らかにするためにー葉が12~14枚開葉したときFに摘芯処理を行ない，その直後

に IAAを溶解したラノリシを切除面に塗布した.その後約4日ごとにラノリシの塗り更

えを行なった.なおラノリン中の IAAの濃度は第 2実験の場合と同様である.また側芽

は摘芯処理と同時にカミソリで摘芯した.このように処理した桑の最ヒ葉(無処理の桑に

おいては同じ葉位の葉〉の葉長，葉幅を経時的に測定するとともに，処理後13日自には，

それらの葉の光合成度を赤外線炭酸ガス分析計を用いて測定した.光合成速度は葉柄をつ

けて校条から切断した葉にその葉柄を通じて給水しつつ， 19x25xO.8cmの大きさの同化

箱中にこの葉を固定し，照度40k1ux ，温度2TC，同化箱中の通気量 3l/minの条件下で

通気法によって炭酸ガスの消費量を測定し，単位葉面積あたりの炭酸ガス消費量として表

示した.

実験結果と考察

第 1実験の結果は第 1図に示すとおりである.調査開始時における葉長および葉幅はそ

れぞれ13.4および 9.9mmであり，調査葉は旺盛な生長期をほぼ終了した段階にあった.そ

の後14日聞にお(ナる葉長の伸長量は無処理の場合には1.3mm，摘芯処理をした場合には2.66

mで2倍の差があった.葉幅の伸長量で比較すると 両者の間の差はさらに著しくなり，
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第 1図 桑実生在[に摘芯処盟をした後における葉長(左〉および葉幅〔右〕の伸長
0，無処理区e，摘芯区，各点、は12枚の葉の測定結果についての平均値で
あり，上下の縦線の長さはそれぞれ標準誤差を示す.
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第 2図桑実生前に摘芯処理し，さらに茎の先端部から IAAを供与し

た後における残葉の葉幅の伸長.
.，摘芯区(JAA 0 ppm) ム， IAA 200ppm区
口， IAA 1， OOOppm区 X，IAA 5， OOOppm区
各点は12枚の葉についての測定結果の平均値であり，上下の縦
線の長さはそれぞれ標準誤差を示す.

処理後14日自には摘芯処理をした桑の伸長量は無処理の場合の倍以上になっている.無処

理の場合には調査開始後6日目以後には葉幅の伸長がほぼ頭打ちの状態になるのに対し

て，摘芯処理をした場合には 6日目以後にもかなりの伸長を示している

つぎに第 2実験の結果を第2図に示す.調査開始時における葉幅の長さは約 5.2rnlllであ

り，第 1実験の場合と同様に調査葉は旺盛な生長期をほぼ終了した段階にあった.摘芯

後，茎の先端の切除面に IAAを含まないラノリンを塗布した場合にはその後14日間で

1. 8rnmの仰長がみられた なお摘芯処理後ラノリンを塗布しなかった場合の生長もほとん

どこれと差がなかった.摘芯後200ppmのIAAを塗布した場合には実験の前半では葉幅

の伸長を抑制したが，後半では抑制効果があまりみられず，摘芯のみを施した場合 (IAA

Oppm) の伸長霊とほとんど等しくなった. これに対して， 摘芯後 1，000ppmまたは

5，000ppmの IAAを塗布した場合にはは，その後の葉幅の伸長が抑制され，とくに5，000

ppmのIAAを塗布した場合には摘芯処理後 5日目以後における伸長はほとんどみられな

カミった.

つぎに古条さし木法により育成した幼木を用いた第 3実験の結果を第 3図に示す.調査

開始時における葉長および葉隠は平均で4.2cmおよび2.7cmであり，調査葉は旺盛な生長期

にあった 調査開始後 16日間における無処理の桑の葉幅の伸長室は9.6cmであったが，摘

芯処理をした場合には12.2cmであった.摘芯処理後 IAAを塗布した場合には葉幅の伸長

量は摘芯のみを施した場合より小さくなり， 200ppmの場合でも葉幅の伸長に対しでかな
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第3図 古条さし木により育成した桑幼木に摘芯処理し，さらに茎の先端部か
ら IAAを供与した後における残葉の葉惰の伸長.
0，無処理 .摘芯区 (IAA0 ppm) 6， IAA 200 ppm区
口， IAA 1， OOOppm区 X， IAA 5，000 ppm区各点は 5枚の葉の
測定結果の平均値である.

りの抑制効果を示した. IAA 1， OOOppmおよび 5，OOOppmの場合には無処理の桑の葉幅

の伸長室とほとんど同程度の伸長を示した.

主主幅の伸長において以上に述べた変化を示した桑葉の摘芯処理!後13日自における光合成

速度は第 4図に示すとおりである.摘芯処理をした場合には，無処理の桑葉の光合成速度

より高い値を示した.摘芯処理後 IAAを含むラノリンを塗布した場合には， 200ppmで

は摘芯のみの場合の光合成速度とほとんど差がみられなかったが， 1，000ppmまたは5，000

ppm IAA塗布の場合には，光合成速度は摘芯のみを施した場合より小さくなって，無処

理の場合と同程度の光合成速度を示し，葉幅のflfl長における変化の傾向と同様の傾向が示

された.

さて，作物の茎の先端部を切除した後に残葉の面積が無処浬の場合にくらべて拡大し，

この葉面積の拡大にはオーキシシ，ジペレリンなどの植物生長調節物質が関与しているこ

とについて，これまでにいくつかの研究が行なわれている.古くは Avery1lがタバコを用

いて実験をしているが，摘芯処理をした場合には葉長が無処理にくらべて32%も大きくな

り，この葉長の伸長は細胞の伸長のためで、あることを明らかにしている. さらに Good

win3
)はキク科の野草の一種であるアキノキリンソウの基部から数えて第5葉台切除した
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第 4図 古条さし木により育成した幼木に摘芯処理し，さらに茎の先端部から
IAAを供与した後における残葉の光合成速度，照度40k1ux，温度27"C，
同化箱内の)]i気量 3ljminの条件下で測定した.

場合には第 6葉の伸長のi時期jが早められ，葉長も長くなること，この第 6葉の伸長のl時期が

早くなり，葉長の増大する現象は切除した第 5葉の切除面から 5gのラノリシ咋』に 1mg 

の IAAを含むラノリンペーストを供与すると抑制されることを報告し また葉:長の伸長

の抑制は細胞数の減少て、はなく，細胞の大ぎさの減少に原因があると述べている.さらに

同氏は葉中に含まれるオーキシンと次葉の生長との関係について調査しているが， 第 5

葉中のオーキシン含量が高い問は第6葉の生長が抑制されることから，第 6葉の生長が

抑制されるのは第 5葉中で生産されるオーキシンのためであろうと結論づけている.ま

たLove1l6)はジャガイモの茎の先端部を切除した場合に残棄の面積の拡大が起るが，この

拡大は茎の先端部切除後に切除面から与えたジベレリシによってさらに促進され， IAAに

よって抑制されたと報告している.このように茎の先端部または葉を切除した後におい

て，残葉の面積が増大すること，および切除面から与えた IAAによって葉面積の増大が

抑制される現象は本実験における結果とよく一致している.

さらに今回の実験で摘芯処理を行なうと葉長や葉幅の伸長が促進されることを述べたが

この場合，桑葉の光合成機能にも変化が生じ，摘芯処理をした桑の葉の光合成速度は無処

理の桑の光合成速度より高くなるが摘芯処理と同H寺に切除面から IAAを供与すると，光
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合成速度は減少し， 1，000ppmまたは5，000ppmの場合には無処理の桑の光合成速度と大

差のないものとなった.このような現象に関連して Turnerと Bidwell10
) は Phase-

olus叩 19arisの葉に15ppmの IAAを撒布すると， 30分以内に光合成速度が増大する

ことを報告し，この光合成速度の増大は切断葉に IAAを撒布した場合にもみられたと述

べている また Boothら2) はオーキシンが物質の転流に影響をおよぼし，オーキシシ濃

度の高い部分へ物質が移動することを報告している Boothら2)はオーキシシの転流に

対する影響は間接的なものであり，オ{キシンを与えた部分の生長が促進されることがそ

の原因であろうと述べている.しかしオーキシンの作用性が広く，またその作用はオ{キ

シシの濃度によって異なった方向をとることもあること 5)等を考えるならば，オーキシン

と光合成機能の関係についてその詳細を明らかにするためには，さらに検討を加える必要

があるものと考えられる.

以上に述べたように，桑幼苗の先端部を切除すると残葉の生長が促進されるが，茎の先

端部から IAAを供与すると残葉の生長は抑制されることが明らかになったが，このこと

は茎の先端部で合成されているオーキシンが葉の生長にも関与していることを示すものと

いえよう.

摘要

桑の枝条先端部を切除すると，残葉の形態や機能に変化の生じることが知られている.

この変化は茎の先端部切除処理にともなって起る桑樹体内のオーキシンレペノレの変化とも

関係があろうと考えられたので，切除した茎の先端部から濃度を異にする IAAを供与

し残葉の生長と光合成機能におよぼす影響を調査した.

1. 桑実生苗に摘芯処理し，その後伸長した側枝も摘除すると，残葉の葉長，葉幅とも

無処理の場合より長くなった.また葉が伸長する期間が延長された.

2. 茎の先端部切除後に切除面からラノリンに溶解した IAAを供与すると，残葉の生

長が抑制され，この効果は IAA1，OOOppmまたは 5，OOOppmの場合に著しかった.

3. 古条さし木により育成した幼木に摘芯処理をし，同時に側芽を摘除して，茎の先端

部から IAAを供与した場合，実生首の場合ほど著しくはないが， 残葉の生長に対する

IAAの抑制効果が観察された.また残葉の光合成速度は摘芯処理によって無処理の場合

より増大し，切除面から IAAを与えることによって低下した.

4. これらの結果は茎の先端部で合成されているオーキシンが葉の生長に関与している

ことを示唆するものと考えられる.
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Summary 

The Effect of shoot Topping on Growth and Photosynthetic 

Activity of Remained Leaves in Young Mulberry Plants 

By 

Mitsumasa SATOH 

It has been reported that the morphological and physiological charact. 

eristics of the remained leaves were changed after shoot topping. The effect 

-of shoot topping on growth and photosynthetic activity of the remained 

leaves was studied supplying indole-3-acetic acid (IAA) in different con. 

centrations from the cut end of 8hoot， on the assumption that the changes 

in the remained leaves of topped plants might have some connection with 

the lowered level of auxin in the plants. 

1. When the shoot tip and lateral shoots that developed later were 

removed in seedlings， both the length and width of remained leaved were 

lengthened than in untreated seedlings. And the period while the remained 

leaves grew was also prolonged. 

2. Supply of IAA dissolved in lanoline from the cut end of shoot dep-
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ressed the expansion of remained leaves in topped seedlings. The deprssing 

e宜ectof IAA on the expansion was marked in 1000 or 5000 ppm. 

3. When the shoot tip and lateral buds were removed in young trees 

raised from hard.wood cuttings， supply of IAA from the cut end of shoot 

also depressed the expansion of remained leaves. The effect of IAA was， 

however， not so effective as in the seedlings. Photosynthetic rate of rem-

ained leaves was increased in topped plants and decreased by the supply of 

IAA immediately after shoot topping. 

4. These results obtained will suggest the participation of auxins that 

are synthesized in the apical region of stem on the expansion of leaves. 
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