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桑枝条切除時における残葉が貯蔵物質の

利用におよぽす影響

佐藤光政*

Mitsumasa SATOH Effects of leaves left at the time of stem pruning on the 

utilization of reserve substances in mulberry plants 

生育中に桑枝条をその基部で切除すると，その後の再生長過程において，切除前に

同化され，株や根に蓄えられた物質が新梢(しょう)へ移行し，その構成物質の一部

となることが放射性炭素14Cを用いた実験によって明らかにされている (Satohand 

Ohyama， 1976)。また，新梢重量中に占める貯蔵物質に由来する部分の比率は，再生

長の初期には高いが，その後は次第に低下することも明らかにされている(佐藤，

1981)。一方，枝条切除の際に枝条の基部に数枚の葉を残すと，その後の新梢の生長

は，葉を残さなかった場合に比べ促進され，貯蔵器官重の減少程度は軽減されること

も報告されている(佐藤ら，1980)。

枝条切除後における貯蔵器官の重量は，一方で個体全体の呼吸と新梢の生長のため

に貯蔵物質が消費される結果減少し，一方では残葉や切除後に形成される新葉からの

光合成産物の流入により増加するので，それらの差として表わされ，貯蔵器官の重量

の測定のみによって，貯蔵物質の利用程度を把握することはできなしh そこで，校条

切除時の残葉が，その後の再生長過程における貯蔵物質の利用におよぽす影響を解明

するため，枝条切除前に貯蔵器官に14C一貯蔵物質を蓄積させて切除後に貯蔵器宮へ流

入する光合成産物とは区別できるようにし，切除時の残葉の有無と 14C-貯蔵物質の利

用との関係について検討した。

材料及び方法

用いた材料はポット植の桑幼木(品種:一ノ瀬)である。 1977年 4月下旬に新梢挿

木苗を1/5000aのワグナーポットに植付け，前年に伸長した枝条(苗幹)の基部 5cm 

を残して切除し， 1芽立てとして約 3ヶ月間伸長させたものである。 14Cで標識した二

*現農業環境技術研究所環境生物部
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酸化炭素の同化は 8月1日に行ったが，枝条の長さは平均てす7cm，葉数は18枚であっ

た。

l4C02の同化方法の概要は前報(佐藤，1981)で述べたとおりであるが，この実験で

用いた同化箱は44x 44 x 140cmの透明なアクリ jレ製で，同化箱内の気体をかくはんする

ためのファンを備えており，この中に 4個体ずつ桑幼木を封じ込め 1個体あたり 25

μCi の 14C02 を気温33~380C，照度40klux 以上の条件下で30分間同化させた。同化終了

後は同化箱内に残ったl4C02をアルカリ液に吸収させ，桑幼木を同化箱からとり出し，

屋外で14C一光合成産物の転流を行わせた。

14C02同化後 8日目にあたる 8月9日に，各個体とも基部の 3葉を残して枝条を切

除したのち，その半数については枝条基部の 3葉を葉柄部で切除し(摘葉区と呼ぶ)，

残りの半数については基部に 3葉を付げたままとした(残葉区と呼ぶ)。

校条切除後 O日目， 15日目， 30日目および48日目に両区からそれぞれ 5~6 個体を

採取し，切除後に伸長した新梢，株(切除の際に残した枝条の基部を含む)，根および

切除前に展開した葉(残葉区の場合のみ)に分離し，乾燥して乾物重を測定するとと

もに，粉砕してその一定量をとり，サンプjレオキシダイザで燃焼し，発生した14C02を

カーボソルブにより捕捉し，シンチレータ(パーマフローV)を加え，液体シンチレー

ションカウンタにより 14C一放射能を計測した。
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結果及び考察

枝条切除後に伸長した新梢のうち，各個体の最長新梢長の平均値は第 1図に示すと

おり残葉区の方が長かったが，新梢数は，摘葉区では 3~6 本(平均4.4本)，残葉区

では 2~4 本(平均2.4本)であったので，個体あたりの総新梢長は，両区の間で大差

がなかった。

新梢乾物重は，残葉区が摘葉区に比べ高かった。一方，株と根の乾物重は両区とも

枝条切除後に一時減少し，切除後30日目ごろを境として回復へ向かったが，残葉区で

は減少の程度が摘葉区に比べて少なしまた切除時の値に早く回復した(第 2図)。こ

の結果は前報(佐藤ら， 1980) とよく一致した。

枝条切除後における新梢と貯蔵器官(株と根)のl'C 放射能の変化は第 3図に示す

とおりであり，新梢のl'C一放射能は切除後48日固まで次第に増加したが， 30日固まで

は摘葉区の方が残葉区より高く， 48日目には両区の聞に差がほとんど認められなかっ

た。一方，貯蔵器官の14C一放射能は両区とも切除後30日固までは急激に減少し，摘葉

区ではその後も減少を続けたが，残葉区ではほとんど変化しなかった。貯蔵器官のl'C
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第2図 枝条切除後における摘葉区 (0) と残葉区 (e)の新梢の乾物重(上

段)および貯蔵器官(株と根)の乾物重(下段)の変化.
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第 3図 校条切除後における摘葉区 (0)と残葉区(・)の新梢の14C放射能

(上段)および貯蔵器官(株と根)の14C放射能(下段)の変化.

一放射能の減少程度は残葉区が摘葉区より大であった。
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貯蔵器官の乾物重と 1.C一放射能の変化を両区の問で比較すると，乾物重の減少程度

は摘葉区の方が残葉区より大きいのに， 14C 放射能の減少程度では逆に残葉区の方が

楕葉区より大きかった。これは，残葉区では残葉の光合成産物が新梢の生長に直接利

用されることにより，新檎の生長が促進され，そのことがまた枝条切除前に蓄積され

た貯蔵物質の地上部への転流を促進するためではないかと考えられる。そしてこのよ

うに貯蔵物質を利用した生長が行われている時期にも，一方では残葉や新葉の光合成

産物が貯蔵器官へ転流し，上下二方向への転流が同時に進行しているものと考えられ

る。また，枝条切除後3D日聞は残葉区の貯蔵器官の14Cの減少程度は摘葉区に比べて大

きいのに，新梢の14C一放射能は摘葉区より低い傾向にあった。これは前述のように，

残葉区では新梢の形成が早く起こり，貯蔵器官から新梢へ移行した14Cー貯蔵物質が新

梢の旺盛な呼吸により摘葉区の場合に比べ多く消耗されるためではないかと推察され

る。

以上の結果にもとづいて，新梢の重量中に占める貯蔵物質由来部分の比率，すなわ
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第4図 校条切除後における摘葉区 (0) と残葉区(・)の新梢の貯蔵物質
依存度の変化.
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ち貯蔵物質依存度を前報(佐藤， 1981)と同様の前提にもとづき推定した。推定の結

果は第4図に示すとおりであり，枝条切除後15日目における貯蔵物質依存度は摘葉区

では計算上は100%以上，すなわち新梢重はすべて貯蔵物質に由来すると考えられるの

に対し，残葉区では25%程度であった。切除後30日目では摘葉区21%に対し，残葉区

7%で，残葉区の新梢の貯蔵物質依存度は摘葉区に比べ低いことが明らかである。こ

れは前述のように，残葉区では残葉の光合成産物が新梢の形成に直接利用されること

を示すものと考えられる。

枝条切除時における残葉の効果は，残葉の光合成産物を新梢の形成に振り向けると

ともに，株や根の貯蔵物質の地上部への転流を促進し，速やかに同化態勢を確立する

ことにあると考えられる。

要

校条切除時の残葉がその後の再生長過程における貯蔵物質の利用におよぽす影響を

明らかにするために，貯蔵器官に14C一貯蔵物質を蓄積させた後に校条の基部に 3葉を

付けて切除し，半数は基部の 3葉を摘除し(摘葉区)，半数は基部の 3葉を付けたまま

とし(残葉区)，再生長過程における両区の器官別の乾物重と1.C一放射能の変化を比較

した。残葉区は摘葉区に比べ，新梢乾物重が多く，貯蔵器官(株と根)乾物重の減少

程度が少なく，校条切除後30日間の新梢の1.C 放射能が低く，貯蔵器官の14Cの減少

程度が大きかった。また，残葉区の新梢の貯蔵物質依存度は摘葉区より低かった。枝

条切除時における残葉の効果は，残葉の光合成産物を新梢の生長に振り向けつつ，貯

蔵物質の地上部への転流を促進し，より速やかに同化態勢を確立することにあると推

察された。

摘
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