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Summary 

Pi nus densiflora and Pi nus thunbergi i are naturally dis tr・ibuted

from Honshu to Kyushu in Japan. In Okinawa, however, it is 

キJfiB米大学j虫学郎附郎総jfl,f本

琉球大学！I!l＂｝主ff哲学術報1'.i・ 31・233～ 278(1984) 



234 
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。bs日rved that the p ！日nled seedlings of these species do not 

grow well. This paper has tried 1.o investigate a cause of 

their poor in Okinawa by means of th日 examination obtain日正1

l h rough phot.operioc! ic and temperature conditions. 

The vegetative growth of first --year seedlings of pine spe-

ci巴日 becomes greater with longer photopcriod. Th巴 photop巴Iiodic 

responses arc some what different in the growth betwe日n the 

first -ye品I and rnor℃ th日n second-year seed! ings. It has been 

reported that the pholoperiodic t I℃a trnent applied during the 

日longating period of main shoot hardly affect巴d the growth in 

th巴 second-year and older seedlings. However, the growth of 

Pinus densi/!ora and Pinus thunbergii is contiuously poor in 

Okinawa. In this paper the plants are therefore ex日mined by 

th巴 second year and older seedlings. 

1. Th巴 day length elm・ing the v巴getative growth period 111 

the northern hemisphere becomes longer as latitude increases 

upward from th巴 vernal 巴quinox on. Ther巴for・e,th日 photoperiodic

tre乱tment of vegetativ日 growth of two pine 日pec1es 日tarted from 

the Vernal Equinox Day. The I℃sull reveals that some inCI℃ー

はse on the shoot growth arises by continuous illumination (see<l-

lings grown under natural day …length and the supplement i 11 u・

mination from sunset ti I I sunriseλOn the contrary, as to shoot 

広rowlh, it appears, there is no notable differ巴nce bet.we日n three 

treatm巴nts; that is, S日記dlings grown under n品lur品i day -length, 

seed! ings はrown under natural day-length and then the supple-

ment illumination in two hours af t巴r sunset, and other seed“ 

Iings grown under natural day-Iength and lhen the suppiement 

illumination in two hours before sumise It is assumed that 

th臼 se臼dlings completely begin to sprout b巴fore lhe vernal 

equinox and then the shoot has almost elongated before th日

photoperiodic treatment starts. 

2. The following became clear after the preliminary investigation 

on v色g巴tative growth of pine species. The time of the beginning 

and cessation of the shoot growth is different between Okinawa 

and Kyoto, which is equivalent to the c巴ntral ar己a of the dト

stributed range of Pinus densi/!ora and Pinus thunbergii. In Ok卜

nawa the shoot had begun and stopp巴d growing about two mo-

nths before in Kyoto. In Okinawa th己 shoot growth by day 

！日ngth far less than 12 hours before vernaI equinox starts ．’fh芭

difference of day-length is about an hour and a half during 

the vegetative growth period be tween Okinawa and Kyoto. 



怒11 ： γ ツ対のli:.:t毛と，！ゴ J乏と気i/,j＼の J；~科I'

Therefor日， photoperiodic treat men ts arc begun from the t l me 

of the beginning of the shoot growth and the experimental 

results between the two photoperiodic conditions 札re cornpar己d.

’fhe seedlings only grow under natural day light from sunrise 

lo S ¥lllS巴t(ND). Other seedlings grow under the sam巴 natural

day light and then supplement i l lurn ination after sunset for 

two hour・s (LD). The LD treatment is under the condition 

close to the vegetative growth period of thes臼 species in Kyoto. 

3. The vegetative growth，巴specially the elongation of main 

shoot and needles under ND treatment is remarkably less than 

tl10sεorgans unde1 the LD treatment. 

'I、he above r巴sults abtainecl reveal th己 fact that apparently 

the ef fεct of photoperioclic treatment of the vegetative growth 

is also recognized in the case of second-year seedlings; and 

t h日 growth of Pinus densiflora and Pi舟us thunbergii grown in 

Okinawa is evidently suppressed by natural day…i ength which is 

on巴 of all environmental factors. But the photoperiodic treatment 

has less effect on Pinus thunbergii than on Pinus densiflora. 

4. 1、he fol lowing year it is inv巴stigat色cl und巴1・ 1he same 

cone! it ions co口tinuously on the 日ffect of pholoperiodic treatment 

of thitcl-y巴ar seedlings which have been used in previous exp・ 

eriment. The results show approximately the same as that 

obtain色d from the second-year seedlings. These pine species 

of poor growth in Okinawa are considered to be influenced by 

short -day during growth period which repeat yearly the same 

process. 

5. The relationship of photoperidic effect on vegetativ巴 growth

of s日concl-year and older seedlings seems lo b巴 greatly infltト

ens eel by warm conditions during the winter in Okinawa. The 

seedlings are divided into two groups for experiments so that 

the seedlings are thoroughly exposed to winter・ chilling and 

the other se巴dlings are not, and then these seedlings respect” 

ively are treated under photop巴riodic condi lions of previous 

experi m己nt.

6. Thεresults a r己 as fol lows. The chi l lecl seedlings ca us日

their great growth and the normal pattern of vegetative growth 

r巴gardless of photopcriodic treatments. 「fhe unchilled se日cllings 

al so cause their grε日i growth and the not・mal pa Hern of 

vegetative growth under LD treat m巴nt (cf. 2) but do not cause 

the normal pattern of veg巴tative growth under ND treatment 

235 
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(cf. 2); lhe vegetative growth is r巴markably I日ss than other 

three expむrimental groups. 

7. I l is ass um巴d that the photop日riodic response of vege-

t品tiv巴 growth of the unchilled seεd lings during wint日r dorm社ncy

is great. 

8. Larix !epto!epis cause the continuous growth undεf long 

day and t hεd or manじy under short day. In this species, th巴

critical day-length on the formation of winter bud is 

recognized to change with temp己rature. 1、he critical day -

length becomes long日r as the temperature rises in the r巴gion

of 15°C～20°C. 

9. The lammas shoot of Pinus densiflora is more formed 

in Okinawa than in the natural range of this species. The 

summer bud is flushed al a temperature above 20°C and with 

a day-length of more than 12 hours. The extension growth 

of main shoot has become longer With a day-length of more 

than 14 hours. 

10. It is conclud巴d from th日日xperiment ι！日scrib也cl above 

that Pinus densijlora and Piηus thunbergii do not grow W巴II in 

Okinawa, b己caus日 of the unchilling durin広 winter dormancy 

and of the effect of short day among growth period and of 

the relative short day of the lime, when lammas shoot is 

flushed; their growth is suppressed by the interaction of 

these factors, which are repeated every y日ar.

t者 苦言F
Zヨ

外［Iii{封泌をftめ，ある樹f<l）をその天然分布地域と犯な勺た環境下lζ導入した滋合，導入j也 Cfu'Ut;U也）

でiま）J完成j也と臼然.l'!;U~の注いによって，その-li'ilfillo）生育がj/jlj；＼＇（＇.）される。その段燃は械や .[l','IJ:J'(t条件によっ

て様々であるが， J'~!J:党約子としては光， ！Ml支，水， ｝：！＼＼， 'cl;{，火気け！の成分，然｜幾：災分，二U;fllの物FHll'J化

常的性笠が，生物的にはllliの刷物，見込l, ＇.各給動物との初 ］i作mがあげられる。それらの閃←rは総合的

lζ，約五iζ；必符しあって1'FIりするものと：与えられる。樹木の分布の北日JJ!,IY4f吸はねfit指数（lj変かさのお

数）の変化によって，例えば 180～240i-i1F.熱；：g：；断、川平， 85～180ぞJf（｛：弘樹林，mとし，出1・紛H；，アグン，

ヤシ主llの分布；／と／i!VJ~ 180線にほぼ…殺するなどうまく i~IVJ されてきた。 Jjj(ii[U也より低似の地域へ移右It し

た助合の桜木の生育は，たいていの場合冬参の低！／，，＼，いし、かえると呼jiJ!!M：によって支配されるものと：Y;;

えられてきた町側，111~ 逆にj抑制よ VJ;,;:j/Ai'tの地域へ制的した場合， ！.~！！／，，＼ による呼吸速度のi科大によ
って光合成速度との淡が次第lζ少なくなり，物質収支のiマ勾{tをまねく給処となるととが予恕されるが，

その仰に EH三の紛れイb，冬学の~＂Siliilなども船木の~t1守を制限ずるものとしてあげられよう7, 74）。 しかし

ζれらの＇.m万の作用は，灸f'I：や科fによってi会うはずで，写,¥:j'f：まで研究仔ljが蕊外iζ少なくほとんど｜切らか

iζさ7,1.ても、なし、。

樹木の分布.IJ主Jこり低必地域へ移すζとlζi立jして／ill!滋となる｛ぼ品illζ対する抵抗n，すなわち鮒波紋につ

いては，カラマツなどの滋議樹において多くの研究があり，秋学臼長の続行化｛ζともなって休11［~1ζ入り

鮒泌性がj役大ずるしくみをもっている乙とがわかっている。一般に；／t}J1＆の樹木は，長く厳しい冬の刀：
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f!riiJ. ・？ツ hf:, の ~Iゴ誌と， U:I乏と災l.ik＼の ）；~~ij,<

2: rι耐えるため冬争体llJN1のnrrJb主主主が大きし」そしてしばしばζ れらの泌については，冬季の低iii.'，条約ー
が科学の1rn1:rゐ lζI例年安与えるζとが勾lられている。伊Iえば，休II民JVJiιI!変かい ill)＼＆条件 ~I乙おかれると 1m

4 88, 102) 
:ij：が怒れたり， IJ誌が不能になるが， dうる！訪問低i/,;lぞうけど〉と正常lζIJ司芥すど》ようにな ＜：：，＇ 。ζのよ

うに冬季の低iii,＼はm1ζそれに紛えるという rl!HiJ!it！：の間切だけでなく 休ll民やIJ抵当1という ζとにも絞淡に

関係しているとすると，それらの天然分布j或より i波かいlW）！幻ζ移！，11'(;:2' れた上品合，£／~{JIζ どのようなが：烈

会もたらすだろう 0 !Jffにとって， II友かし •i/;i\/主：がむしろ＇~J:Jl日｛ねな？イナス＇~tl'I となりは l,,tJ いか，南下

lとともなう短 Fl{とが~l:Jえや形態形成iζ対してどのようにfl:JIJずるのか，など多くの検討するべき！日j紛が

はらんでし、るようにU、われる。

1111起IU;t1Jlift制作間勺必朴L，：；；・にあたるとされていて，一：IUN約24～27°1ζ佼れしている。ク口7 ツは分布の制限

が.It:t; ~令部：アカマツは；！と総約30° であって， L寸＂ J.i も 111冷＇IHζは天然分イIi しない。これらのアカ γツ，ク

口？ツが戸jJ組Jζ 主1'i:ii~ （＿~れてから約 20作になるが，＇U'Jは＇＂＇わめて -1~tt~·てあり， ），：＼；分の結成はほとんど小

口｝伎であると総われ ＜：：， 97しこの li:J！イミ災のお支出については，天然分Mからユ与えて当然の~；／j烈と 3 れ，環
境条flがその住民， ！.J:{fiζ趨していないことによるものとされてきた。しかし，その；主体的なi勾；伐にた

らいってのli\HNの解明は全くなおれておらず，！日！践の解決にほどi'li い lj/,1犬lζある。災郷~Lへの導入，と

くに以必地より前方ヘ移ダlしたJ;g合の樹木の｛Iニfj不良lζ閲する研究はきわめて少なし川本問先は， ii＇事日

におけるアカマツ，ク口？ツのi[:fjイえ1'4.のKi閃そを， 1:1L之およびikltl'立のや紛がjな変化のiffiからlljjらかにし

ようとしたものであみο

トオイ去のIJ:J乏に！；＼；持会およiます多くのj〕立法仏iYーのうち，う℃iま；5

）＼＇’tミ， jニj].;;Ji）三つに分けられ， j色合成や形態形成と与にかかわる。 l'l 彩!JI~形成の Hitlrflilζ 作

Ill寸るとみられる。

l:l jえは l！こl24百年li:JtjiのlijJJUJllJili¥Jのiえさで，主季節約iζ変化し，また＊＇！M立によってき時なる。 t:JJ去の；長短に

よって｛泌物の生育iζ影将司Eおよ lます現奴そ光J別立，または El 及効m と初、し， i[Li1、~ji＇［！紛の＇t:Vi1＇（正Ltぷζl.:ZI し

てのlilfヲピが多い29,90, !12 0 樹木iζ閲しでは栄接投iーについての研究が多く行なわれている？と 船水にお

けるうuな［I／：の存がは， τi三和！内〉撲の住民にとって ~0光系で 1:1 jぇ効県が必められる ζと52），光1j1断によって

対｜ごi効引が約尖する ζ と月・2.!00），光灯によって効c'.flがi@うことjl)，などによって実；(JEされている。はお

樹木の 11:.J去におよばずれ J：~幼!,illま， Ni：本｛甘＇i物のIJIW＇.と向じよう（ζ ， i別 lt!Jll料りより llf1 JD）の持~~＼； ll!j!HJ（））長谷
29, 52.官。）

によってikまる乙とがw合されて七、る 。

樹木の光J/;Jttの係先Lt,l::として当ifll将tWi会材料としたf1J1Jとう7長，諸ilii'I二了の形態形成｛ζ関してiiflめ

られてさた3,¥I, 25, 36, 40, 48, 100）。 、＇＇§＂ド~uド！？！の.：：l?.•I給付l:fけま，｛ljlぬの燐んなll!jJUJIと与える長 iご！あるいは主B絞

え処JJl!iζよって{li!illJ~t れる。ところがこil らの効）~IJ ，~：1 ＋＼三 11:w1ζ烈られ， i年生以上のものではや11 民生たの
;B) 

主主んはII今JVJのたiニI' .\illゐl：う＇t処mu立効；i~/Jl;f｛（められないとおれている 。また季節変化iζ対応したJ[5＠形

成と l:liえとの関係，とくに冬f'の｛ほめ＼Iζ対するj底抗形終として1*11Kjj＇－形成との関係についての研究も従
, 2.•M.45,5甘i 出）， 6~ 62, 69,89, 103) 

んiζなって5うた 。

;111測はアカマツ，クロマツの火然分；｛f]ずる：IUl,¥:30°以jとのJU2iち誌にJi；べると！こijえにおいてllJJらかなj会いが

ある。しかし i1f1叫におけるアカマツ，ク口？ツ OJ~tJ守三i'J込が E! Jえのi全いによるものだとしても，ここで

は、永続的fJ；関与：としてみられ， 1 'Tソ'.t:以ふ二のflH体lζ犬、jしでは l:ljぇ反応会認められないとする従来の明党

結決から泌lljj し燥し、別総である。 Ill毛が関与しているとすれば， ~I年伎のみならず 1 年生以 iーの似体に

とっても fl:I乏が制限的予となっている徴織を俳句jしはければならはいと J考える。そのためには冬手のi/d,

j交の的巡のドでζ の！冷却を？とらえる ζ とが必'!Jiなのではないかと胤われる。このような問的のもとに供

試材料には， i'I 然条例 i；，むの尖l拠ζ約するi'.l~i) l年生以上の11!1i引lJい， J：記のl!iH必の併｜！日を試みたのである。

ふ：，！（；ii火；のとりまとめにあたり，京総大学j足手lj火殺1：~1ζ淑切な語IHrr得ぞいただいた0 ii!l~J\乙の＂＇：行，とりま

とめについては京総大学花木 教教奴，亦Jl'iおクJ!VJ教授，必師寺お！f!i.f!i技京，流Jo）（火学；ft見立13号待t数段，

,;':j知：！大")f:;;jq＇除、泌総数段， lili本r：；；夫教f受，三三m大学永111 il（＂教授に多大なKill数泌をいただいた。 ζζiζ心か
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らJ!lく御礼時1しょげる。

さらに， J){i球大会＇： 1J1峰山数段，ギ[11永二.iV1数綬には｛i1,:i: な誌lll!!J ；＼＇，御従DJJ ぞ刻わり， 1'i'f~本の対lぷ，品，＇，J

1'1' iζ際し球球大会主J;;J学ilili>H以（Jni'I林l出tfJ のl~ll協力会いただいた。明治ti1初公には川irji組以林業試験嵐長

又j!iJじ…l¥2lζi;nJf：史鈎：i-はかつていただし、fこ。 m:r号ーが／iJJj(l研修1l:i，次郎大学1;1Vi':gf）附同僚？？林験LlのiilllJ功

プ＇）；会いただいた。カラマツ 1'i'it;t 絞 IJ\i'il~ ｛ヰジ向。の 1~1i,:・:;l'icによるものである。これらのh の々詰jJP}ぷiζ対し烈

くit長l治したい。

終りに，樹木学の研究への泊司会！日jt＼： ，たえず倣綴jして下さった取締の総児frh）（！＇）主制i1:w：必ず1

今lま亡き iil1 事！W,tl'Lll；古~11~1.t同等学校l~MJ\ill長 ti!.先生iζ i'!#/,i；，のA；ぷぞ111しいずる。

第 l議 自然臼長下で生脊するマツ絡の生長特性

i111新日lttl)jiζ火然分布する γ ツ以は， トカラダIJ!II；以fyj> J涜球各／；，｝Iζ会：nずるリ A ウキュウ γ ツ （Pi刀us
8，百））

!uchuensis Mayr) H11である , 0 

;q1~UYtU:'i ，；並 ifi にある以休；災試験場iljj 治1J1試験林 lとマツ i!J~各Hそを fo'Uえして，その~I:#Jt絞ぞ行なってい

る，ti＼！紛争tz分がある。との料分は！名似羽i斜f!Jjの紘空tJ復lと＼＇.r.J也していて，ニヒJj¥の旦！？学（lJ'lll:伎が必く，地位の

g;る材、j也であるωにこの段、分｛ζ生で？しているアカマツ （P. densiflora S. et Z.), クロマツ （P.

thunbergii Parlator G入テ ダマツ CP.taeda L.），スラッショγ ツ（P.e!!iotii Engelm，入
42, 97,98) 

タイワンアカ γ ツ （P.massoniana Lamb.) のltJ,主主l：をリュウキュウマツとl七4ちどしてみると

材i1災後2年内（ 3～4f］ニ与tJでX：が泌められ，；対応はワコウキコウマツ 43.9cmtζ対し，アカγ ツ26.6cm,

ク口？ツ22.2cm, 5 of /0.1 lζfよみとアカマツ，ク口？ツの住民は三司令しく減少し，総生；i乏肢はリュウキコウ

マツの%にも述しなし＇ o 101 ＼ミ！日！の倒的分： l~l辻は， ＇） ,'J.ウキ L ウγ ツ448cm，スラッシ 1 マツ 44.9cm，タ

イワンアカマツ469cm，テ…夕、γ ツ424cm，アカマツ，ク口マツ 160cmで，アカマツ，クねマツの分ミ｛去は衿i

1::1,iiζ不良である。 ζの試験,j;＼；分i立地位の：泣いv針であるが，それでもスラッシコマツ，タイワンアカγ ツ，

テーダマツの1o>r.1:n1とおける年平均樹；：：：；1Jclぷ誌の42～50cmlζ比べて，アカマツ，クロマツはその約Yzで

ある。

作.lili)l主の林分J!X,fff!;;J/A. 34,98,110）により 20＂下 I~ ！ (ir！＇総のアカマツ，ク口マツのみ io:.r13）の絡f,:':jから険

旅したd与えjLt'3J 鋭的：； ~tl~lil (H/20）ご比較してみると，「fableJ lζ ／Jミすようにi'i'*illにおいてリスウキ ρL

Table 1. Mean annual s t巴m gr ow th for 20 yea rs at each 

f巴gions (cm) 
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I＂品 kl lwat<• 

p,,,,,, ""'""""" t,9 
I句nusdcns1f／οrn IG 

ρ＂＂＂ tiumliaP,ll lG 
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Annual stem growth is the average of total growth for 20 years in each 

regions and for 10 years in Okinawa. Pinus densiflora arrangεthe stem growth 

in order of site quality (high-m日dium-low). Total 出terngrowth is quoted 

from yield table24>, Yamamori110>, Uechi98), Katayama・Ishii34l_

ウマツは：外地域のアカマツの地位r!J以 kであるが，アカ？ツ，クロマツは地位…1.：のさらに%以下にすぎ

ない。

i)lj記の試験十本lζ後して， l河＂Hζ1111f児科iiliのJJiJrn二｜ゃに制裁びれたアカマツ，クロ γ ツがある。 ζのj;f；分

は1Jij;j込み，＼L＼食林より地位がよいとみられるので，乙れとほぼ同じii!H)Lと思われるリュウキコウ？ツの林分
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'[-j広び，それぞれのH分から 2rn休ずつ）J.Utし， iむ

l潔から50cmどとに内板そとり，イ封件解析した。 ？if.4

からおn':jiJ：長ill：宅をもとめ Fi芯1Iζがした。 196下itの

必Ji'.':jiま，アカマツ 3.8,4.6m，クロ γ ツ4.1, 4.1 m 

で， 1）ヱウキコウ？ツの11.8, 1 2.3 m ICJ:七べJ与し

く低いυζれ会ユHo句作樹応住民放（日／19)Iζ換m:
すると，アカ γ ツ20,24cm，ク口？ツ22,22cm，リ

ュウキュウマツ62,65cmとなる。乙れ会Table1と

j：七絞すると，アカ？ツは~tll.i： の故も小さい l'Lf~i］内海

のlili/J'Lド以 iごで，ク口？ツiま；五¥li!;]J1自）j以下， リコウ

キコウマツは会ll<Jのアカマツj制史上の生長i誌を示し

ているo Fig.1から，リュウキュウマツは:S-年とも

良好な~u士会示しているのに対し，アカマツ，ク口

γ ツはlj:J~のややl~好な年もみられるが，慨してIJ:

jえがおそい。

沙くに武村！の1111iぇ形式をみると，アカマツ，クロマ

ツと／f,jじくザコウキ品ウ？ツlま泌；：；n生育WllliHζ1

校階そっくり， frドli毛j虫j支のピ…ク宅！： 1凶もつのが4
10) ' 

官買である 。 しカ〉しY)Jii'ilVHま，アカ γ ツ，クロマ

ツで.u11~干のずと伎がみられるよう iζJS. jg），リュウキ

ュウマツも 1'<fl日HζfiiJ[ri］かの{111J：主ピーク受託えず乙と
110) 

がある。 2:ifL［：二で41双山ノ， 3{f~J::で 3/1-1] 0）ピークがみられたといい， ζのピークのIii］はしばしば迷彩tし

ていて， 1):i ウキュウマツの~t：拘/JflllJおま 1 'Iミ｜！日休止するζとなく行なわれ，冬季でも刊かなf1j1I乏がみら
65) 

れるとの似合もある の＂F-1 liil の j1]1J:~ ピークになるのは 7 ～ 8 'Iげれからである。

乙のζとそ！：111す！かめるため，枚lJ訟に臼'cl:した

6正ドLIゴ1）ユウキ品ウ？ツから 4111；［｛＊イ，jJ!iび’

1千t司｛本のJ主：rJi

立i巴ずつI主，び，れ40!iH・mの平均伸長終jj品会剥べ

たいととろ， Fig.2のようであったο

主制IJのf1!1Jsf:IJ/j始は会11tl体とも l）~ 下旬切で，

5月上旬悦までは彼んにj1j1J,えした。 No.1は 5

月中勾lζ生長低下した後， IYJらかな持jljl長は

必められなかったoNo. 2, 3, 4は6JJ 上旬

i況に－n.11ゴj三休dニした後， No.2は7月上旬か

ら11＋び緩やかに伸長し続け，泌3iま9月111イ］，

No. 4は8月卜‘勾にわずかにfljlj乏した後， 10月

中旬闘に，をれぞれ休止した。支給がjl}j1j1J乏し

た部分は，。）i]jjoおよび誕の形成はみられなか

った。すなわち 6iJ'.1=1:.ザュウキコウマツのヨミ

・i1i!Jはほぼ年 111.1fの flushをもっfill長形式を示したが，似｛＊によっては兵（ 7 -8バ） Iζ僚かにイ1111ミをみ

る場合があった。

約必ffjlj.えは：立~~；lj；会合むため泌lいから測定されているが，七:t：鮒！のflj! j~えより巡れて 3 月一l：勾凶からHIJ始し
65) 

7 fl 1j1勾滋まで絞んにf1!1J乏し，その後はほとんどれj!J乏しなかった。

iヨ長と会t~1＼＼の彩平年rrrw .マツ主11,Cl) !J:J乏と，
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JfiLW大学l史学浅）rl:fti:j 十世 ~L' ~p; 3：サ（ 1984) 

6G,U2) 
γ ツ以の：t•l11Jの伸長形式は 3 対iζ六万りされる 。 ＇） ュウキーL ウマツのJこう；ζlllごj")Jl.JJ!/¥JIC1 i支Wi~

つくるものはtjt郊Jl~T, c：の！＼11ζはアカマツ，ク口マツ，タイツンアカ γ ツが？なオれる。 1W!''YJUJ//UIζ 

flush会絞り江返しながら 2 ～ 5 技師号令つくるものは~i~j!J•iであるが，そのうらスラッ γ ュマツ，テータ

7ツの上うなりIUWJ'.Jなものをテーダマツ1＼＇） としている。もう…つのものはパンクス γ ツ(F.banksiana 

Lamb.）のように， ljl.焔烈」：lriJ終 lIJ•'(YJIJJ!!',JIζ1 [uj j1j1長三i←るだけであるが，刃c(i)Iいにすでに多数の校任

あち多｛おとなる ！＼1があり，これぞノてンクスマツ ！＼＇） とよんでいる。

1i1f.i£ したようlζ，＜＇I＇お日！とお｛？と〉アカマツ， ク口 γ ツのli:tftまさわめて・1''J込であお。 ljJ.fii旬以のや11:1ムζJf分＼：

／！： ノJ~ ヂこ 1しらのマツがれま， I} ・＇＇ウギスウ γ ツとlr,jじようにJi'(1＇，＇；＼’U今の [jJえのJえしゅ切りjlとやFiltf!J1Jfi:1トμ、Ji:

・・t ；：；，れ ベ心， 1:1；ぶには HJ乏に ｝）りむしマ冬ぷ形成がi回れたり， il），；；；いは反対｛ζ1,Lめられるという Jtc\~立 ＇：＇..i: ノお

し， f1J1Jf:l•I• 廷の付： 11：が i二i Jiとに •101 く c'Z配：~？. Lているものがある16,JJJ)o Jji.fllロ刊マツヲ：a のペニ J•.i:脱却！と iゴ jえとの
約係はとれらのめU•Ji とは災なったむののように.tU ？.·）れぬ。

アカマツ，ク口マツとはじく ljJi{官引のi1!1JH栄えをもっタイワンアカマツは，バ1裂!lとほiま11,W,¥Jftiζ分布

し， ワュウキパウマツとliYJじような生長続i/fb'flドJ；記長長.titぞノぶした。

-)j~終H切であるテ…ダマツ，スラッシ IL マツ｛ま rllii£の試験材、においてリュウキュウマツとほぼ［i)j じ

f,).J,:':i1Hえ在ノ］ミじた O :Iヒ続28°i:!:Iヒにう〉持；するテ グγ ツ，スラッシュマツがi1l1割uにおし、てかなりiミ好iζ

ノ七百しているのは，アカ γ ツ，ク t:J？ツが不良なのに比してtl:l'lずべき＇Wxであみひこのことが多i)pl¥'}

という｛ljlJ'.i:！＼＇！ 式の将校， m郊必｛ζ比べて｛ljl長期l/¥Jが長いことなどと関係しているかもしれない。多得jl¥')

1立ll:i:：七の述うil!jJVJiζ{liljえと休i上任絞り返すものであるから， ！Jゐ i三の！JIJ始や休 tl:.!c:X•Jずる I] k:反応がti).良b

J＼~ とはi会う ζ とそ／示唆するものと勾えられる。

なおテーダ♂ツのように Isrn討にMlほか flushr るものは，その［11J数 tt-·-!il去に ff~ より JI~ ，，いくほ｝’
ャ 17.3).110) 

また樹If市がl:';jくなるにむ（って｛氏一ドヂるといっ

第五議 アカマツ，ク口マツの栄謎生長！こおよ！ます8長効巣

！）な:iiliしたようにj1j1tJ!lJ:l証方1ζfo'ti&0 ;/Ltこγカマツ，ク口 γ ツのそt:l.i'f、くは，タトIKJ1!i'iのマツやリュウヰュウマ

ツによりえして読しくぶ.flであった。この；；fでは，アカマツ，クロマツの！JJ*'ICおよlます｜ニ！長必・1;+l，とく

に対日交IJm任とりあげ，加えて次年j段の生以への影W+tζついて実i後任行なった。

樹木のとl•.'l~li{!Jllえと [liえとの関係は，すマ！と多くの例？とがあり12,25,32.48,77.93.10！）＇一般に IIjえがl＊＇くな

につれて史的fljlふもj也大ヂることが苅Ji=フれている。 iふlJ/,jj協の実験では 8li{Jli¥J火ドおまたまたは強：；人LH託

制そらえ，その後それぞれの；：lJ;i:ll:]I日Hとあわせての然灯または没光灯なとでおり光ずることが多い。との

j：うな実級条件の 1・・マJア7Jγ ツの｛1j1民生長は， 2411与lilJFl J乏のi史続光阪で11左大11立をぶすという似合ーがある

&J,57と乙こTはilif泌したように l;,r11：以上のflAI体そ供ぷ材料とした。 fllfi:処泊！については州事祉のI＇：！然！こIJえ

~X1i 卜！とし，これをみし然として人工照明で判Ii光ずること iζぶってぷ Fl 条件とした。乙のようは条約a j、で

アカ？ツ，ク口？ツのうに後生長と fI lぇ~lJm について ji)(ci•J した。

1. 春分後の主軸伸長におよiます臼長の彩線

:I仁三ドj次において＇： Uぷ慌のt'l然 Ell:J:Iま:Ithlζいくにつれてjミiヨイとするから，その泌いは滋分以、i勾，すな

わち問的11¥l以j：の！ーljえ条例今 r・・で色！とってくるζと！ζなるのそのためオ，：:kJ後ではまずf'fjみで初日化寸ろヂト

分以降の IIj込先！；Ml忍みた。

1）実験材料と方法

材料i立正〈宇都で河川されたγカマツ Iif!.l=Wiである。これぞ 1973{\'.JO月初日に京都から ~11~i日iこi去り，

内後24cmの治協鉢lζ2:4；ずつ移 1!1＇（した。実験滋所は琉球大学！見学的約!ti~ L j. j}f) tJi :ti'／料 c:仁志！，＇， 2G。 45 ヘ Ij~
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綴 128° 05ヘ筑波予言：で！日］し；）で， 1955"Tーから 1980年までの総il!IJによれば，年三Vl~J気お21.7°C, i改

絞J'J7 JJの＇Iιl＇.＂］気品，t28.5°C, i改 '..J~UJ 1 JJの＇I乙均気品i14.0°C, ;,r降水iit2680.6mmである。

m.:1:.1まJllf!'.J;と森林jニとパークJIU；投与を 3: 2 : 1 の；lfl]f\-で混合したものぞm~ 、 fこ。 El 長処11111まド1 然 El 1込

ぱ， ['j然 [jJミiとl'l没H今から 211寺11¥Jfill光する区と＇ ［］／川1j(ζ2/l~fll\J品目うたしてからドi 然｜こl jえに移すlX' 行役II寺

から！とlJれまで布Ii光する泌絞光rx：の 4［）＜：を設定した。｛jl＜；~i;;j、数 iま名試験iざとも 50本とした。

Mlうも｜時IL¥JIまn然日lミが約10分収減するどとに訓j功、した。光持！）（は100 Wナショナノレ散ヨ！と別レプランプを

Ii)い，材料のiu.む.＇J.H近で2001uxになるよう，¥I，日iめした。処JTJ!JIJJI l¥J 11J ＇鉢の 1・11のi！［分欠乏をflliうためハ

イポ不ツクス（6.5・6.0:19.0 ）を 1000 伐にお釈し，九ぷi百貨 16. とも 1週間どとに U~ ＇3 り約 2dlbiQIJどした。

杯分の 1:1(1974＂ド 3月21l:I) IとFl長処J1J1必開始し，約10Fl どとに各試験IX とも 20似体についてた1l~hの

{111炎治会il!IJ犯した。 10月初日 lζ処jl]jを終了した。

2）結果と考察

お！こl長処Jll！［ヰ：の 15例休、l'・YJM：の：l＇.似111111必I:

｜計五泌をFig.3Iζ示した。 El.災処lWを開始し

た 3JJ 21日において，.：：t:戦11111去はすでに開始

されており，との［3まで｛ζぞtiM1Iまと［＇－J子J2.6 cm 

{ij!J去していた。

日必処刑)IJ始後， iili続：l'tl誕の主1J4jJ{1j1J~Iζ処

.flll究IJmがあらわれ，日没後， 11!Jli]ljの対211年

11¥lfiわた!R,n然 Fllえ！X: との｛tj!J~ltlましだいに

）（ きくなった。ヲミ！＼実のIJl~k命日から ~n 11刻闘の

jljl :0:成長がほぼ休JI:.す？：， 4)13011；までのJ¥lJI日！

の：t<M1{rj1｛返却は，迎絞光ぼ 2.5cm, 1Jt1j 2 II刊号

制i)'（；，以 1.2～1.3cm，自然Eli三区 1.0cmで，i主

総光！；；｛：は似の試験阪の約 21去であった。自然

ヒHミix：と 2つの 2IJJj li¥Jf11l光広そl七絞すると，

.+.1~h の｛rjl民放にほとんどj（＂；は少なく， 211年目立

の必 El 化の）；~符は少なかった。

.iili続光似の主治hiま4月ド11Jl:(jからほとんど

Jil!J誌を休止したが， 8JJ ti•旬tfj Iとfl］＇.びfillI主任

始めた。その成長のIJH!t,今思jはf訟のふt目覚区より

i出く， flj!Jぇiilillt が小さかゥた。 iii~ 211与11¥J紛光

氏およびfrl然 Fli三区は処｝！日開始後， jrjlj乏j主伎

はill.!続光Ii{Iζ比しゆっくりしていたが，自然

!cl j立が最大となる 6J1下旬明から熔んにやjl災

し， 7 凡中旬以後はi沼紛光iえより主総長l立大となり， ~l＝.十~IJ長のj去を ／）.；げていった。 Ci 然日長じまや 11lij 211年

WJMi光収で 21交問の flushがみられたのは， ζのII与JIJJの 1:1J誌が長 H 交11mを示し，＆［＇｝さの｛木 [ij~状態にある

芥をたやすく打破したことによる104）ともいえるが，ーノu；虫絞光Ii{で2&El の flush が~到し， f1t1JHl.i!'
少なかった。述＊＇tUt品川が2011~jl初日長より｛1j1J'<JUlli¥Jが匁く 100≫ 18時Ii¥]F1 長より｛ijlj~j誌が少なくなる .lbl
0がある必）という、従合がある。しかし，本実験ではこの ζ とにa~ く j/＿ちいっていない。 21.支 [j の flush
（：｜二 J!j)j＇〕に淡］係ずる ~JJミの彩鮮については， i車紋；ux:1ま他の 3 試験以と切らかに巡うというが；mをえた

が，その民社主iiまなお切らかでなく， ftH食1討を裂する。

lOJj 20上Jllぢの自然iニl長l攻とi司2ll!jlL¥Jf1ii光じまの 3試験lまの伸長IilIとl切らかなj立は認められなかった。ア

カマツ＋111Wのll:J三釘は縦続している f1支火11/ffJJJJll~jli\J数にほぼ比例して反応し52>, Pinus sylvestris L. 

l:l J乏と気品1の ~fl中tr山l：マツJr1J,のIJ:.l毛と，

〈
関
口
〉

£
E
C
M
M
W

Month /Day 

Fig. 3. Shoot growth of th巴 secand
year seed! ings of Pi nus deか

sijlora Lmder the various 
photoperiods from the Vernal 
Equinox Day. 

Seedlings under natural 
day-length (0), seedlings under 
11丘tural day-I己ngth and sup曲

plement illumination from 
sunset till sunrise(cotinuous 
I ight) （軽量）， seed! ings under 
natural day-length and sup船

plement illumination in two 
hours after sunset([]), seed” 

I ings under natural clay !en” 

gth and supplement i llumina-
t.ion in two hours before 
sunrise＼麟に

判

O
Qぷの
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首（） 31¥J ( 1984 ) 

でも同じようなととが泌められている102>o 1;1ii21l~j,ll\H11l:/1乙 t:8：は lei illと！I役時の処即時ll'iHi；は迷うがほ！倒的

！日j数が｜ほじであるため，｛1j1 長 fillζ渋があらわれ々かったと考え ，；＞~lる0 TI'tこれ実験iよ｛｝づJIζHjえ処I'i！~dJIJ

始している。 ζ のl時点で，：t•F11ii1J1長はすでに始まり， 1 le1J !=I の flush が総1d~tjlで， 4Jr下旬iζIJ.Jえ休止

する昔、で自然iごl災以でも 1211年11¥J以上の｜こil乏がある。従って会試験じくにおいて1211,'fll日以上のほ公条件ドで

のlj:Jミlt絞にな~， o < ・:; !rJ！， の 1lT守 iζ ；；~~：！／ぞおよ lますilJUVEI ：！えが 12～ 141l!JIMJ にあるとすれば日当）， l'I然H

i乏iぎと 211年11¥Jfiilア乙ばl!Wでは， j:_·i~IJ {1j1 f~ M Iζ切らかなX:lま羽われてこないことはト分子；litできることであ

ろう。

アカマツ，クロマツの天然分布のほIJtjic¥(とにある次郎と， i'I】総のsn誌における上liそ；＜Hま45分伎である。

これまでの研究総県から＇ l'IJ断すると， 2～311与ii＇，］以上の ηiυれまこ主治IJJ!il[誌に影鮮を与えるよう

45分という綴いiI Jえの／（：：が，住民iζj又此；＜＞：－あらわずかどうかという ζとは縦！日jである。しかも」；（似で｛j:

例年 6Jj にはいと似のj!fij児休l去ィa1'1上していふのがi’V,・.iD1であぶから， 2つのl11L械における＇W;｝から託子ドーの

11\Jの日 E2（~1ま Ji;(六日 l辺fーの45分よりもっと t{i. いはずでもある。

すでに述べたように，存分のFlから Li然llD：の守主主(i］変化lζ応じて古？に2i1Jjl旬以上の人ー！こト1fl光そt・frなった

が， r1然 [Ij三区と 211'.fll\Jfiil光｜ポとで三t:•M1Ji11f.ぬUcllJJらかなiHま，wめられなかった。このことから；1j1fJHに

むけるアカマツ，クロ？ツの生l'f不良に関与する日i三交iJ外Hま，天然分布j求よりぷ；：j/,',・itのためにrm九リ別が尽

くなる ζと，そのH寺JtiJ（｝）均 El条｛ljι・::i5i1r(Iζいれなければならないととそ示唆しているの

2. 京都と沖縄における臼長，温度変化と生長開始期

1li爪(ijの結以から乙の郊では，京高llとi'l17.ili(JJI）総）でのマツ以のIJ:l乏IJJV1!1JVJ , {111 lえ速度と HJ;2および縦

波条約：との関係について解析する ζ とにした。

まず前郊の実験条件から釘；然条件ドでの！j二f:Y状態そを11.l定すると，アカマツの｝；然分布地域lζ1811.'ill¥J以

上の El1どはないので本研究の目的からえli続光処l'l!は必！廷でなし、。人工fl（｛切の十ill光H判別；；はこれまでの光

J.',JHの研究から，一般に Fl没後 CIVJ間後）fill)＇とを J足jりすることが多I,'o fliJ光ll~j flむについては後lζ2：命じるが，

i1i1%:/IJの自然日必をζζでは矢口El, l~l 然 1:!1えに！ヲ役時から 2114ililJ 人工J!(liリjでtill光して長けとし， IJ:lZi;IJli始

JVJから休JLJIJJまでの生以と社長反応について検討する ζとにした。

1974年12Jjl lη ，；；dillで手rwzされたアカマツ，クロマツの ifドltJ'li( 197 4 {j＇必まきつけ）をとり

切せ，並立 1975年の佼長処lll!IJIJ9flJUJ-'if・ iiとめるための子総災総合行なった。

1975i]?.1J］下旬煩からmil：ーがj反IJMし始めたので， l王j23日から uj込処~11!会開始した。そのま.~~~. l'I 

然、在l災以（九：1I]〕と自然Clf去に常時211寺山人工十Ji)光したtXC長iヨ）とでは，氏物bの｛l!Jl込HUζ；s：が泌めら

れ，自然ElJミiポで｛ljlJ乏況が少なく，続1:1効烈を刀立すζ とがrn立後された。

すなわち，アカマツ，ク口？ツの天然分布のほぼ中央部となるぶ占J¥J也/jにおけるそれらの住民J)fj始JUJ

1ま3凡下旬であり， 5月中旬tj'j;まで嫌んに｛1j1J乏生長するが， m下旬iζは｛1j1fミ.iili皮が低 jごし， 6月！十l勾に

ほぼf1j1j乏生jえを休止する2S)o - }j' i1l1総地}jにおけるアカ？ツ，ク口マツの~l；長lilJ始JUJ は観察X:i;J.l.以jユら，

りュウキ A ウ？ツの場合とほi刻1i]じように， 1975 {f.J交では 1月下旬で， 3月中旬までj長んに｛1j1長し，

4月上旬｛ζ務手の｛1j1j乏生長号をほば休止する。五~ {fjl}fil}j と /ii•斜地方では，マツの生長Im始JVJ dニ休止j切にがj

2か）］ のずれがあるようである。

またこのζ とはH！誌の生iとについても同級で， s；~K!Hli\)jは：t•NIJのfill.民生長がほば終りかける 5 月下旬

l:(j から安Hi~の生長が始まり， 8 月初jめまで続く 0 i'I】純地方は 3バド旬から!l{;;J:,り， 6JJ上旬まで続くよ

うである。従ってi1l1総j也）J1ま』；£fill！也)JJこり主；M1の｛ljlfえと針•!'.i'iの住民終過ががJ 2か月以く進行している ζ

とiζなる。

Fig.41ζ泌すように，それぞれ生長1m始j切にあたる；111朝日（泌おJrl'i)の 1月下旬（（波紋①）と；j（おlr!Yの

3 月下旬 (l波 KJ~＠＞ における内然 EHじをはがJ l il!Ili\J30分で， itJ ＇訓告の）jiJJ]lfi く， ζ の ll~j)UJ の加納での、ドj勾
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'..((i：れま，点目誌でアカ γ ツ， ク口 γ ツが！，~￥，；ん

に！！－jど寸る 4JJ F1:1J～5 JJ 上旬のが）~］公(i,\;t

とほIJ"Hしいζとがわかる。すなわち付1総

は；；（fij）（ζj七ベ~l.tkがいく iJIJ/if；し， l!t く JA'fr. 

ずるので その 1u~JVJ!iiJr!Jの J'.jfe'／？日 j乏が続

くなる。主制hのf1j1J~JVJI日ドjJ の 11£~ （立， i1!1紺

で11～l21i!jl/¥J30分，；；（郊で12～1411寺11¥]30分

{j＇［.；ζfよる。

このように；111朝日における生長！訟の自然！3

jえの）1iいことが，アカマツ，ク lコマツのlj::

長fllHlilHζIじきさ：ζJおよlぎしてし、ること

t:hmから封fIとされたから，さらに材料そ終

えfl＇点1庁ずることにした。

Mo111h D,iv 

Seasonal change of natural day 
length and monthly mean temp-
erature in Kyoto and Naha (Oki闇

nawa) (be based on a chronological 
la bl巴 of science, 1978) 

Fig. 4. 

1年生笥の栄養成長におよぼ

す沼長効果

3. 

1)ljfli）で；£べたように，ぷ郎とiNillli¥Jでアカマツ，クロマツの1tNIJIJ始JVHζ約 2か｝jの泌いがあり，そ

のII守点での日 l~Wま l JI寺！日）30分伎である。本災~貨は天然分布域の白書！ミ条jt ：（ζ:ilI ずけるため， 1ij1裂Hの l~I 然

卜ll乏に 211与11¥Jfこけ人工品n光を行ない，アカマツ，クロマツの栄怒n：’J乏や形！＠）防災におよlます影鮮を，戸，，

おllの［CJ然iオi毛l；のそれと対比させながら， 1ij1絡における！J:.fj／刊誌のIJ;i!tlを切らかにしJ、うとしたもので

ある。

1）実験材料と方法

アカマツsクロ γ ツの 11宇佐wを 19751J'.ll月7ri (CJ；（占asからとり併せ，｛まiま大きさのそろったもの

を内後24c訟の；~~ X！＇~鉢κ： 2 ;4えずつ J11'iえつけ，け J乏処政11m始まで実験場所である琉球大学11Jl~J:ilJ)llHJ14 与）J!l償

問林の野外においた。

LI l主主処J:llHJ:1lfJ述したように， l~I 然 El J~ほと

肉然沢民lζ1:1役から人工j照明によって 2ll~ili\J 

総光した処＠~を設けて行なった。絞り］時の

l:l長反応がまだ切らかにされていないため，

Mi光はげ没II寺の 111,'fl日J/)IJから行なった。

光別r,J!(H交，点滅の泌i¥'.＂，尖 Llcl'i'iの？？？”；；ry；，ま

4式市 l百めの方法lι司t＼じた。

j刃］fがillJJfきIllした 1976年 2JJ18FllζiI i乏

処l＇！！を開始した o ::l.J~IJの伸長生長は，各試験

区291間体について，生長JVJlま1i!IJll¥J （：とに，

J：：：長！本 JU~Jlま2.i/IJllJJどとに測定した。長十ii:;の

1111長~u誌は各試験区 10似体から 1 壷！法ずつ巡

んで l～2i!MIHJどとにiJllJ'.iEした。科学のIJ::J七

がほとんど休！とした，処印後約 4かJHlの

1976 i手SYJ 151ci rと，会試験~から 12111.1 体与を

i怨んで各州休をFig.5のようにほ分し，；t.1M1

：すれishoot 
(increment) 
in Slll11ll1Cl ノ

3rd branchcぉ

2nd shoo l 
( in丈Iemむnl、
1n spring, 

Isl shoot 
( growti; of 
preced 1 ng Ye日r

Name of each part of second-year 
S己巴elling for investigation. 

2nd bi <inches －一一→

い1branches叶

Fig. 5. 
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Iと， Jili提言11¥(i設， 針。＇¥(g数，

2）結果と考察

( 1 ) 主中~Ii と告｜きたのノ＇Ud主泌

実験IJl1itr'l後 6)]1413：までの：）＂.＇!iiiと必然の伸長経泌は Fig.6のようであった。処fl[)を開始した 2汀1811

I!；をのiヲ然け長ll寺lllHま1111寺！日］30分， 6 Pl 211ヨ

U:Ffl llliのj法大社iれま131時！日J50分， flli光i〉〈

lまそれJ合

）＼＇； したもので、品5るO ~治3 ら lljj i与かなよう；ζ’
その｛！：Ff奇状1滋lζ ；f';：しいj~いがj悲められたO

:l:•F11Jの｛ill±必i：ぷは 2 JJ上告］闘に始まり，

処JU!とi寸i切に｛’i然日長区とfflj光氏とのli¥JIζ

{111：！込先がみられるようにはる。｛lillt!;li:長が

ほぼ休11：ーする 3月四日羽1,{:E，ドliミ処111!/JiJl;.{1

後351:113の主制Iiのや11長はは，アカ γ ツ自然

｜ニij乏阪で 4.7cm,MlJtl5主7.9cm，クロマツ自

然日J三[5{で 3.8cm，判n光[5{6.7cmとなり，

LI然El長以での住民は総i光lぎにJ乞し務しく

小ざかったο なおζのillj人なで1111長を7t会lζ

｛本ILしているわけではなく，冬i立をJr;μx:し

ながら緩やかに l!Ii] Elの flushを続けてい

るものや冬"!.jニの生長しているものがみられ

る。しかし，その伸長放はt::わめて少なく，

処l:'il開始後112H l'Iの 6月1413の泌処恕lR

のJ：羽IJ{ll!J~討の~~~は，アカマツ 3.4 cm, ク

口マツ 2.8cmであって， 3JJ 2913 fl~j とほと

んど縫いはなかった。

Tab I 2, 3 Iζ6凡141ヨfl寺のアカ？ツ，ク

口マツの主将1irl1長m：について分散分析の紡

c'.Uそ示した。

そ;/lによると，アカマツ，夕日マツとも

Fl J企処flJ11/lJlζ必しい有必廷がみられた。 i1M

！日vuえ批（Fig.6）の終的変化ぞみてもわ

Shoot and needle growth of secondーかるように. lJ.::Ll:のMも銭んなi時JUJlまrn
year seedlings of two pine species ’ 

under the different photopcriodic ド1J"J～HJj二勾までのJUJ/日lで，乙のときの

treatments (mean of 29 seedlings) 伸長i設が年11\Hrli長悦のほとんど会i\j~そ占め

Se巴dlings und己f natural day る。従ってζのllJjJ切のEljえがアカマツ，ク
light only (ND), 日記巴diings under 

マ Y の .1'.'l~IJ{1!1長iζ ）（きく政t;VP.＇していると
same natural day light and supplement 
illumination呂fter sunset for two いってよいであろう。乙のζとは従三！と行な

hours (LD). われてきたお年生wrζ段！ずる El:Iii:効mの縦
' 28 50 51, 108) 
fコ とほぼ／iJじような傾向そ示し

た。

つぎに最l·Mk；は，その生J~ll/Hf:；の初JUJiま築制のIいにあるため秘主立が泌総で，測定が可能となった 4Jl 

12 IJにはすでに泌処政区li¥JIζj込いがみられたo iUU！とを終了した 6)] 7 El J丸紅，量！：然の仮谷はアカマツ GI然

¥'fl 31号（ 1984) 

および:i'l-B~行の乾tli t.J：そi))tjjムーした。

流｝求大学1111今日w学術判11~f

ハUi
 

同
ハ
V
）

4zshは

ω
二
v
w
む

λ（

に－
u

曜香村D

震調 NI ~ 

戸三三
l'inus denslflora 

l'inus l/11mhe1耳打

l「
隠。

） 

一CC占
的

〈

mhυ
〉
戸
コ
〉
広
）

M
M
M
O
O
F｛
げ

w

h

一4hu
。～JrJ

Fig. 6. 
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HJて［）｛で 5.7cm, Ml光！；；｛ 8.1 cm，クロ

γ ツi’l然汀従！；；｛で 4.5cm，お!l光LX:6.4 

cmとなり色とくにアカマツでJえさなj£色

し、if・泌められた。

’！万ibletJ, 5 iζ針決Jえについて，分

’l'able 2. Variance for shoot growth of 
second…year seedlings of Pinus 
densi/lora 

Source s.器. d.f. M.s. 司、41
 

II＇＜分析の X¥i；よねそぶした。それによると， Photoperiod 

アカマツ，ク U マツとも上lbi:処J11)刊に Error 

J干しい手j,¥'.'.(X:がみられた。 「fotal

ゴた Fig.6からll)jらかなように，！I

j辺処J1j! によるj~鳥IJ の J!ilJ::i;~t.Ll:；の迷いは

if: 長期！日JIζj立を生じたことによって起

こったものではなく， 1111長泌伎の廷に

よるようであるの ζ れに対し針；必の~！：.

i去は， 5Jj rj11fJL氏r1然 IIJ~[X において

はばf~＼ JI. しているが，作ll:ltJX:：では継続

し， 1d;j処J:l!HS~： lilJの校長JUJI；ちにも；告があ

るようである。すなわちね然ill去はは

ヰ：.＇Mlのイ111必:ill；伎が補光氏より小さく，

@h廷の~I:iえは伸長泌伎のみでなく lj:Jえ

も気iかった。

( 2) 1伝 ！［~ におよ lます）；~\ii平

処JJI!終了時における 111/il休止iりの各

BW山の大きさの＇ Ji.J2j似を処:Qi!区見IJIC/JZ 

すと Tat〕！日 6のとおりであった。

IJ 1－＜がj:.•1111 ゃを！：だのMiJ~n：長 1c ；；（；＼~\I/

.;;; :tc>よiますように，そのぷ：11::111乏Miζ 

も大きは沿いがみられ， fl然日必ばは

li!llたiまに上七ベ.1fi:iJrO)l；二以沿カぞかなかっ

fこ。当rs1 ms伎の：：：.%1JJ、去は， II Jぇ処J!!iず

る1)1］の｛j'.O)長さであるから処J'l!/l¥J（と少と

はない。 1tu.際il'H:kは［＇：I然 HJ従長〈ーが矧））＼＇.；

LS＜よ I）｝：＼！＇；う士ノj＼さくなるカり官1'(/JSノトさし、

ため ElDく処JlJU::Jの；f;もそれよ芝大きくは

fよかっfこ。針総務（は IJi三処J![![i[j(ζほと

んど々はなかった。 γカマツ 0)~16］マL

11111やfUiの多くの船木のM}j介と犯なり，

] ii三位以上のマツのJ:J，｝合は，一段｛ζri1J

'Fの冬五形成il!tIζ民政治J•fでに決ま
札101.105.)

ているとされ℃いる 。 そのた

め 2)J 18 IJから開始した！ニlJ~処~l[)fま，

必然の析しい先生そ起こすにとはない

とみられ，：t似！のjfi]H¥JJ誌にのみ；必縛し

ているものと ）！；えられる。そのが2来上1

172.76 1 172.76 

299.62 56 5.35 

472.38 

32.29** 

**Significant at l 5ぢ level

Table 3. Variance for shoot growth of 
second-year seedlings of Pi nus 
thunbergi i 

Source s. s. cl. f. M. s. 

Pho top日riod 130.20 130.20 25.53キ＊

Error 285.66 56 5. 10 

Total 415.86 

＊ネ Significant at 1 9話 level

Table 4. Variance for needle growth of 
second -year s巴edlings of Pi nus 
densiflora 

Source S目 s. d. f. M. s. 

Pholoperiod 29.14 29.14 33.49＊持

Error 15.64 18 0.87 

Total 4 4.78 

**Significant at l悠 lev巴i

Table S. Variance for needle growth of 
second-y日ar seedlings of Pinus 
thunbergi i 

Source s.s. d.f. M.s. 
－
 

p
 

t
 

Photoperiod 1 7.29 

Error 11.91 18 

Total 29.20 

26.20培＊1 7.29 

0.66 

料 Significant at 1 96 level 
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1冶iコ！日 6. Average value of each part per second-year 

seedlings after photoperiodic treatment 

Leng iiち＊

Spe<:1<•s Pholop円山。d ι芯！日hoりi
''"'"' 

l汎edb
l ダ.m• 討’wot

:<:D 行5-2 2 •: 5 .釘，，白 J'.j .J 41 17!tυ7日 IO'i : 2" l'un,;・ dn:siflom 
し口 ニl!t 'H . '!7 J'/ '.l 2 9 ・i:l I) 'IS i店タ十！・1

:¥j) 、1 I:> ・ll l・i 10 I 2 :! •I GO o.:n 9!l Pu1u.i //uwb<erR" 
I.I> れ:l. 15 H 2 1・; 1:>.•I ・ I 3 ぅ：lO IJお HJ2.• .. 

i'otλi d1y W<'lglll ll1 y weight ＇［＇，けはldi y ¥Vl'Lgiil 
とう；＂＇仁 irぉ i斗lOl<lperlりd Ill’edk詰 slwol. a』l(J＂＂＂＂＇＂円 i top本本

'"'" ungJ lrng• 

:¥J) iがiti f) 81JI) 0 i".H 9 ・1il r, 235:l. G I Hi'.i IJ 
／』Inus dn:llfiora 

[,[) ;((l2' •JJ I .J !)!lit 7々 3＇舟 9 1部178 i JG:l •I 

日D 1751 I !l<il、立 671 ! . l'i5 8 2・122.:l ' ・197.8 Pi nus 1hunb1・rg11 
ID !J17•LU 51171 I H2 ! !8!18 '1!>16.0-' ＇同3•I 

*Refer to Fig. 5 ** shoot, branches, needles 

rota! ＂＇℃dk k1 t日ii.
::n《lぉiioot

"<i" 3ニ：矢JI.
175!1.りょ山市9

ドmり二 l!J:l.j 

11216・19附3

I nt.11 dry we1gl1t 

ワIJ.ll.l'i ・ 11¥'ll G 

27以） G T 86G.O 

長効果は， fli込処J1f!後の i.1J2 詰~llな三割IJ.L勺；~'12 tlj）似の総量1us.i;えに認められ，自然 H長lXIまト11JJ¥':i><:1ζ比べ

iりj らかにノト；~ c 、。大き 2ちの正＇tl｛からじて， i百jイヒ f：；；ぶ，ゴlclf~J化 r;111rc の 1fi: lil:tl：主主も自然iヨl:.'.:l:t.t:t相H光15<Iζ！t 

ベノj＼びかった。地 1-'f;j)況は長1然LHえ阪がMi光氏より幾分ノふさくなるが，地上｝＼j）況のような大きな必いはなかった。

J；；，、 Lのれi；県から手全日目＇1：，；のそれぞれの比を1、able7でみてみると，二！日M1J;i:と長u点数のli'..(;J:Fl :lぇ処耳目！；りで

ぶがふなめられ， Ml：）とする ζ とによって主納の白wli¥H、どはj伴大したの告Ii立の形態は，長iSISの•f!: ＇＝＂と j返さのJt

からみると汁長処凶！日liζ必はないが，まl'iijの）立さと数のi七ではz；がみられ，おii光ずることによって告｜史

Table 7. Ratio of int巴T…organs per second-y巴ar secdl1ngs 

after photopεriodic tr日atment 

Total drv Wt Tりtal drv wt. 
時hoot lglhホ Nocdles wt N''edles wt needles top 

日pCCieS Photopcnod 
Needles No :-.lecd iοs I日th Ne日diesNo 口rv wt shoot Total dry wt 

i剖>ls

l'inus dens1/lora 
>ID 0.51 0.13 。！l + 0.0J l0.6(i !l 02 2.3時ど 0.71 J.l8 I IJ.っ。
LD 0.86土0.2:1 。13_r: 0.0l 21.10 ・4.（買う :i .. Jli ・ 0.6~ l. 50 ' 0.11 

ND むもi' 0 09 。16. 0.む3 13.3ヲ土日制｝ 2.6S 士 0.•1l i以j~ 0.24 
Pinus tlw11berg11 

LD 日81 () 13 。17－~ 0.02 2.s Hご 0.3G 180 I 0.02 

市 Shoot ！日ngth is a part expand巴cl needle leaves 

土えがWI火したう}t.こ？？をHi~の 1lt:辻 iN加が必められた。！司化 f\i)•l\：と：：Jl:lr!Hヒ tiil 況の！七マは， rm光長互においては

化f;j5況が幾分大きくなるむHiせがみられた。 lttl上郊況と地下i'i!l1なのi七でみると， Ml光氏は fl然｜ヨ j乏i友より

池上！＇（j5の＇t:I乏が促ill[された。これは均年住民｛ζ述続光処jlj！した似合， j長j化政物の池上l¥1lへの配分が多く
11.世主52)

なるということと同じ級向司会ぷし ，臼 Bi：が相前の形態におよほ・tJ;t;~!J（のうらもっとも特徴（f(Jなも

一一 IC7) のと考えら才Lている 。

以｜占のとおり，日以処fll!Iまヨ：~~hや量1・ Jr＇！の＇iゴ長＇ζ影将司会およ iまず0 .'l沖ihJーや安i立とほの火合さは肉化後）J

lζ11'.[J主的なl!IJ1＊をもつものと：与えられる 0 iJ!i絡の長！然日J:!:hlアカマツ，クロマツの'cLlミ；ζ対しJ:IJ.[J効m
をもち，それらの'lJミが11ll光iズよりノわさい傾向を子J~すことは，その紡然として同化民会少なくし，乙の

iiuからもiJl1利におけるアカマツ，クロマツのf佐FYぞJilliliiJしていくものとf与えらtLる。
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tJrm：γ ツ以のlJcJ之と， LI l~ と会UMの）；（；争中

4. 2年連続して日長処理したときの栄議生長

！日l実験ではi1i1総j也）jでアカマツ，ク口マツの l1 ！＇－~L 1'i'JJJ; 11 j乏に反応し，~！：.しとJUJがJ~；.i El条約二 i；にあおこ

とがIiニ J~~会抑制しているというがl !il任えた。しかしすでに述べたように， 1 if:!j：以上の似体では Lil・七の

j1j1Jぷuえにおよlます影仰は認められはいとする凶作1は多い。一方Pinus strobi品、 L., Pi nus resi-

nosa Ait., Picea g!auca Voss., Picea mariana Mill.はJJ;i必l也より itJのブ口リダへ移して 2

か年行成した糾；県， 11:1えが不良でi長引1'J'iとなったが，その以［1]lま！＇ I 然日 l~の紛れ化にあったという村iflj·
105) • 

があふ 0 it って i'i＇総において f カマツ，ク臼マツのJr!1J~1.1:.uが例年，nHえして住民が少ない ζ と IC,

['.j存在IIAの)i.FJイヒがiJ'¥'ll!な＇ill閃として；；0持しているとしても，それが述絞して彬科しているかどうかそ

倹語、jずる必'illがある。

そζ で2＂＂ニ波紋して Lll::i:処Jlj!〆＂.！：－hない，！日j年の LIJミ処J1Hのjillいによるうlt1!f{U乏の授が， I＜立じような II

長処Jli！そ繰り返したとき，＇（:ili['-O)lj:J乏j誌にどのような ！；0~キをおよ iますのか，以下の尖級夜’行なった。

1)実験材料と方法

本1:-;:2 j~j の予防災忠実（ 1975 'fl0バ5ll lζu i三処Jlj!な終了〉で！｜］いた，アカ γ ツ， ク口？ツの 2"Fニ~t

！？｛そ九処 J'l!lX: とも~るからとり 1'llL 会主品l~l!I及とも絞り返し li\J じ Ilk処測ができるように 10 x lOcm/HJ阪で

1'i'I先立に｛針11＇（して実験材料に供した。 i!t¥j¥/jq吹はお＂式 l.j免じくともお～30fll;J体とした。

Fl 仮処J1l!(;tIFH¥11といjじように， 1:111.：日以［X:と， n然れよ誌に fl没から 211初日だけ人工ii/i：：）＼；した以とした。

i泊先llのJIJI iま， 1冷球大学一う1応泌す／林内u)tな褐色燃料：！二とハ！妙そをi樹立に似合したものであるの光nJ;l,！限

度，ぷ械の波紋， 1'11iの1'r111.!句ーはi]ljffijの刀法l乙派じた。

1976'1'2月1j1 f1J （ι ；）＇j;!j•かが＇J ＞さ 1'1 ＼したので， 2JJ 18けから ElJ;;(!<.J＼怨！をIJIHf：し， l～2 .il.\lll\J ごとに：ti！~むの

jlj1 iミ！J.:J;く任1J!IJ:,j；した。ノトーたがほぼ休il：したとみられた処.Jll'後約 4かJj閉め 1976o[.6Jl 151'ilζ処l'J!を終

fし，れぷ級以とも10似必ずつ、vト：J(!j（ζ11二（：：＇fしているものな i立んで刻りとり，会ilii'r？：の主主主rt.乾ifi：など

外部形態について泌汽したり

2 ）結果と考察

( l ) 七病IJO)jri1｛毛リニJえ

iソM1fit1J誌は平均的なjえさ tきのもの19～201.肉体

についてユ！とJsJ似を求めた。アカマツ，ク Cl？ツ

の：：（＜，.LIj三!1.1¥f'i!l?くにおける虫魚Iiの｛lj1J.;;:1[:長続滋与を

Fig.71ζノi、したの ）；；:JD殺は昨年からの続きで，

実験開始!iiiの試験l8111Jの似体の大0；？；が：R.なる

が， 1J:D:JVJiζHJじ処J.lj!；会行ない，。くのような粘

:'.Jlにな勺fこ。なおえj;::tJ険IJIJ始時のi'1'fホーの火きお

はTablclOrζ ／f：してある。

すなわちアカマツ，ク口マツとも 2JJ 1j1イリ凶

からj.j・：今が1iJJきIllし， 3 J] t111iJt(l になると11111ミ.ii¥

！立をWIし， 4Pl I、~－ 1'1J から s )J 1j i旬にかけて絞や

かとなり， J1!1l.J:~Uえはほぼ材、 ii：した o JiJ1 J-.i:~L：た

がMも；）.：＿きくなるのは 3JJ l-.11Jから HJ…下旬の

1：日で， とのi冷却jのおり7位以の：:t•li/JのlJ:Jd;t Li然｜ヲ

災民よりはるかに大会く， IIk夕日Elま11¥Jにおける

11111;;1,（のz：~はした、いに大きくなった。 6 凡 l.:Hl

H今における当11·二の ；：中i/J.L之はアカマツの l~I 然口 J,.',

[X: 13.6 cm, おll光仮 22.1 cm , ク口マツの！司然

「川イ1:11s

予200ト

Fig. 7. Shoot growth of third-year 
seedlings of 1.wo pine species 
under the different photoperi -
odic treatments 
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II i定以 11.D cm , till>℃以 27.6cmで， い

ずれもおilYL奴のえjが許しく大きかった。

Table 8, 9 iζ6)]141=111与のアカ γ ツ，

クロマツのこかlil1{1!1J:3:（誌について，分散分

析の総；！設をがした。定からl切らかむよう

に，アカマツ，ク ωγ ツとも i:I1込処JWll¥l

iζ ：＂，•＞，＝しい不仁志.（ X'：がみられた。

( 2) Jf~立ちにおよ iまず彩符

処Jlj!終 fl坊における lfl,\］体当りの弁（，~

T¥o；γ人i雪之さのヂl".'Jlfi'[？＂＇： 処J'IHXJllJlζぷす~＝

TablclOのとおりであった。

i〕長交11見1は初年l立のみでなく 2if.II lζ 

{:, ）；＇（；~ぞがみら，h, i:i然行長l双；：ttfll光i設に

j尤，，佼して -x~mnの11・1えが少なかった。み］

6j~伎と同じように，：！シM1 と金｜：！犯の長おお

よびili;J1t ＇~＝.W1~K大きな主主いがみられた o

＋：似たは飢えISのとおりであるが，総量！立5

J，けまアカマツの内然 LIJdX 1994 cm, illl 

j℃IX 3010 cm，ク口 γ ツの IJ然日 J::'::lメ

2 593 cm, t11l:W：区 4907cm, 1f!2' （まJt!U二

illl視でみるとアカマツの l'l1'.！~ ！こ｜長区

21097mg，担ll漁民 33160mg，クロマツ

のl'I然 HJえ!?5:22968 mg, ・lrli)とは 24142

Table 8. Variance for shoot growth of 
third-year s官官dlings of Pinus 
densifora 

Source s. s. d. f. M. s. F 

Photoperiod 628.72 628. 72 20.80** 

Error 1118.45 37 30.23 

Total 1747.17 

判 Significant at 1 % level 

Tab！巴 9. Variance for shoot growth of 
third…year seedlings of Pinus 
thunbergi i 

Source s. s. d. f. M. s. F. 

1コhotop巴riod 1577.54 1577.54 68. 62 ** 

Error 873.74 38 22.99 

’rota! 2451.28 

** Significant at 1 ~ぢ lev日 i

日1gとなり， Ml光じ互に上I::.べ［l然！］長以で小さかった。本実験は1llJi湿の諸災級のようにいj…条例ーから開始し

／こむのとは：院なり， iWドの IJJぇ処f!ilが災なるため，長Hi~数lζ ［ Jjえ処 ~1J!li\Jの泌がでてくることが jうがされ

るが，、I必Ji1i'iでアカ γ ツiζはiまとんどg：がなかった。クロマツの総合は，自然iI jえlX より十1ll:JUX で~く

なるようにあるが，似体li¥Jの変災が大きく lリJらかでない。

’rable!W1斗i,Wr~・の関係争それぞれのJtでぶしたものである。：:t::i！~lt~ と量｜必然数の1:1七から， 1-rlUU起はア

カマツ，ク口？ツとも [I 然 11 長ix: より大きく，主11~11 の f\1Jil\JlえがWI大ずる傾向会／ぶした。安h出まポさと災

S;;m" 

i'uno :fr:'</i"'" 

p.,,,., j)""'&'''"" 

出j)t:llt～ 

/'plJl'i d「＂忠 •f''""

'""'" //""''""" 

1、日ble 10. Averag日 value of 日ach part per third -yeaτ 
自己むdI ings after photop日riodic treatment 
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Tablell. Ratio of inter-organs per lhird-year seedlings 
after pi1otoperiodic treatment 

－
 

（
 z

 

f
 

〉i
 

o
 

o
 

》

Sil的 IlgliJホ

N《＇＜＇di"'No 

；、’

丸じ引lJes lgl h 

トサピ＂＂＇＂＇ 杭 t

l¥eedlt>s No. 

γ01al d rv wt 
needle沿

。：）＇ WI Sil山Jl
and b1川川紀前

γotal dry wt 

日件、刊に
,op 

γotal rlry wt. 
rools 

P1n11s dc11siflora 
ND 。71土0.11; 日il 0.02 l l.45 ••!. 23 1. 15 1 o zq 2.fJ7 I 0.60 
LD 1.0•1 :t 0.祁 り12 o.m 20.日0・7削 1.46 ・'・ 0. 21 :l 18 l 0.G'i 

ND IHO工0.13 自16 0.02 16. 12 ・1.4<1 146 0.；均 :l.98 c 0.61 
Jり111us thu11berg11 l〆j) O.GO IJ.17 0. i(j I) 03 212:3 7.li:l 1・11 ! 0.21 :1 !)7より・10

ネ Shoot length is a part expand日d needle leaves 

さの対二において lニi！）：処Jli!!l¥Jの派はないが， 1立さと数の.l:l二lζEljえ処mwuで泣かみられ，布i］）℃iぎにおいて金l

fえの if＼さがWI大した。 i母イ七泊；m と ~1：ぷj化 l'\il if¥ , J1!U: fli5 !JJ:と地l;fH)1Jl:の比において，アカマツの.fill光以は

!'J然汀長［；；＜：より大会く，！むイヒ浅i1f!：の発主主がゴl:f司イヒ;"fi)1f[より大きいζ と，池上問11設のW1!111がi也jご部況のそ

れより大きいことを示しているが，クロ？ツではそれらの比にほとパノどz:；：がないか， i釦ζ幾分小さく

なっているの＂＇＇1 ＇「·~t1'1'iでは ril1i~S したように，布ll光する乙とによって T/Ri七はiill'li'¥'i・11'1］くなる。 T/Rl七

の乙のような1(0災H，位fl始の主主いより ill!J'.itilijJVJの巡いによるのではなし、かと考えられる。兵学生長休tl:

f'i'）のマツ郊の「l二長は，｛ljljどれえが先行し以の＇ LH:がdじれるから測定的別によって T/RJ:七が変化するζ

とが：fかt;?.L」＇.， o *,-01;!交でT/Iと比が i…H乏にあまり J;\-;l8f. .；をうけなかったのは， :j:J~hi1111誌が終了してから

最｜祭が十分！反問する設で，かなり！呼応l与をおいてからおJ:i'むしている ζ とにもよるであろう。

5. 討論

γ ツ！めをf,;＆うはノ！くの生i去におよlます IJI誌の；；0＼司ijζ協して， 111:1_u辻仁の＇）ば 111'iの伎役と日長の関係iζ

ついてはいくつかの総合があるが21,101,107），これ~で多くの研究がごとに主i"r::tn切について行なわれてき

た。ただし乙れらの多くは［＇ j然 1:1長そ）i~H,« とするものではなく，大関光線あるいは光合成の可能な強光

条件のもとに一定JJ!jll1lおき‘その後i）~j)たおll光してお械の訂以条約会1'F り， l1:JJ －~長打：ても必）切にわたり処J}I!
, ・ 2G,28，出〕.36, 52, 58 '15 76, 86, 1以J,108)

したものがど長い の

しかしある桁なその分：｛jjのけJill~ よりどちらに 1tJ)jへ移紡ずる t弘子？に，その~I.::脊｛ζIYJ 係する •_ill ［おとしての H

jえそ命じる似合， ~I年生前は門誌に反応するとしても 1 年生以上のものはiむむし受flし、とすると， iI j乏の

J；＼－；~；'\i （ま大きな！日H的とならないだろう。とくにマツ減についてとi年生前と l 年生以上の｛肉体では栄後!J~:Eと

に対ずるけ長効栄が災なる ζ とがlh'::)J~ しばしばfil'Jiti され 28,4\1,52, 101, 102. 1on, W H処J1！！とjコ4

ない ζと， 三丸1j三外1'1'jO)J;b；合とj尤f淡して！一］ J;乏処fl》の〉効 ！j：が！）＼ さい ζ と，当王子生！＼＇ifま述;f~＼；）むでM： もよく frji必

ずるのに対し， J't!W~ ）t以ドのあ＜：：，述！［＼＇）＇.な Fl l乏で必大になること， Ef1，主交IJ!i~のあらわれる住民時JD]lζ51；＇：災

がみられることなどがあげられている。

これらのζ とから，！！長効民の影幣をより必然状況に近ずけて：｝;2託する l~l 的で， El 々変化する；111総の

i'f 然日段々を｝＆ 司f［として， m々の~f淡をnなうととが明まじいと法すえた。また災験材料については， l fド

生以上の年齢のものについての El長の）；0~.V,iを検日すする必必があった。

北半球において， J手分以降のuiえは北へいくにつれて長くなあ。アカ？ツ，ク iコマツの天然分布i或で

はおよそ ζ の吹からl:l:Jえがおこる。そ ζ でまず縫う｝の日から栄養生長におよiまず日長効烈ぞ般かめるた

め，アカマツ，ク口 γ ツの 1年＇:l:l'lilζいろいろなお長処却を}Jおした。その結果， 211今！日jというわずかな
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人工十ii））℃では「i然Lll~ ［j（との！日Hζlijj らか tiJ乏いは認められなかった。しかし 1 ff1] iヨの flushにおいて，

j改［絞光下で幾分：！？有Iiの伸長J＜~） JJllがみられた。このことは ζれまでの限£1· と列なり， l 1J71t以上のf洲本に

も！］及効燃のある ζ と司会ぶした。

アカマツ，ク口マツの火然分fljのほぼrj1;Jとfij5となる；；U¥l5（ごi1l1*Jll（泌紛）におけるil11UStとIIjえの年変化

から倹e討すると，；；~fillでアカマツ，クロ？ツが｛l＼？.んに 1111~1u毛をする HJ上旬～5}j 111旬

itll弱uの 1JJ下旬～ 2n 11J勾のそれにほぼ等しし、。告！？割uにおけるアカマツ，クロマツの住民／Jilk/対立 lJJ jご

旬～ 2 バ上旬iζ~ こることがわかった。 －·h>iz r,ちでは 3JJ 下旬！況にn：：：~開始す判るから， iNIUでの11-:l~IJIJ

kl：の品，＼）Sf(J;;( t,j）より幾分，：・：jl、lk年！切にあたっている 0 ;111祁での生長IJllkl；はイト分より約 2か｝］ {;:, 11Lく， ζの

ll~j J切における iJ 長はほぼ10111r11lJ45分である。これに対し」j（犯では 3FJドイ1JIζi I 誌はほぼ1211寺li¥J15分にな

り，その！日jlζ約 lII与！日］30分の汲が，］；｛，＿~められた。このように会戸長IJ/4.W:~が）:<,ill 条件ドで起こる ζ とがアカ γ

ツ，クロ？ツのirl1 おllでの生l'.\:1ζ•l＼＇穏な ；；~~！！／そ与えているのではないかと二与えられたのそ ζ で次のような

実験をりは eってみた。すなわち火然分布j浅の生jミJl!J の日。民として，沖約における~！：：必開始前後かられ｜］の

H没後治的 211寺11¥Jfill:J'とするiぎと，京Ji純のl"I然 11J.H弐を設け， Ll:Jミ状態そを比絞した。

その紡!lむか~li'1＇.＼＇の絶対抗，とくに 1t!l~l1 と量 i司法の伸長および 1fi:I1EI：：長iiは111え処l唱によってlljjらか伝

%f.:t.»~1＝二じ，十1ib＇と（；｛ Iζ比較して！三然日以IX で小さく， 2 年巡絞して｜ほじ日長処Jillを総しでも，初年！交と閉

じような結j誌を示した。上ij乏処耳目iζよって量1・m数lι切らかな授は認められないが，；t十41Jl乏と量I・絞れの比

から判Ii光試で郎！日j長が長くなる修j[li］がみられる。 ~1if.生！りと巡ってアカ γ ツの 1 3宇佐初、 l：の似体の主役

は，すでに！日j作。につくられる一定数の冬ぷi:j:2の始以細胞によって決まっていみといわれている。このζ

とから処望日目立において金1・ 1だの数の変化はみられず， IJ 長効見~Iζ もとづく.＝t納fill£元従の巡い，いいかえる

とi'iilli江戸l!J乏litの途いとなって現われるのであろう。

以上のことから， 1iJ1総ではアカマツ，クロマツの~Iゴぷ開始時の自然日以はtV: Iヨ条件！ごにあり，このこ

とによって総体の生長，とくに節約j長や針葉の伸長ならびにj立役~tl去が小さくなったものと：考ーえてよい。

ζ の結決は同化能力にも彬併をおよ iますものと考えられ，さらに十1IU＼＇：区で~uえがメ；となる ζ とから｜二l l乏

に.XJずるj文此；iまz,q二Elも同じように必ζ ることが認められた。 ζ のようにとi長以fo、が多l,f.にわたって総：

続ずる可能性のあること，！司イヒ~~＇i＇.＼＇ の発i.l'!不良がノ主符不災号をもたらすものと、PJ断された。

第I江主義 生長期の日長効果におよ！まず休眠期の低温条件

アカ？ツ，クロマツの 101ミ生以上の｛肉体のltj止に IJjえが関与していることはがiJ.i<lSのとおりである。－

)j，アカマツ，クロマツの天然分布以内で行なわれた従来の研究はs l年生以上のが1休については生長

期iζll隠究11mはあらわれないとされ，本研究とは務しく〉でなった給月1がえられているo i1l1総とアカマツ，

クロ？ツの犬然分布主主との 1：むには， Ell~のみでなく制度の浅いも手干しし、。川崎iuでのアカマツ，クロマツ

のほ長反応について，さらに新たなJJ;'I筑波．凶，とくに休｜｜民Jti］のi},;l［廷をも加えて考えてみる必要があろう。

樹木の~u~が一時停止している現象与を休眠しているという叩〉。休 Ill~についての分却はいろいろな試み
がある 69,'/3)0休眠は乾燥，；s：さ， !,i?,・さなどの不良滋壌に対する一つの適応である。一般に！波法＂＇＇｝！；・以；｜むの

樹木は秋になると休II民するが，その冬~は毅年のイ人 IJIL!J必ずるための冬のiiil-!Eの低i/;,1そ要求する fillが

多い。休II災JUi!irJt111ζ低ilu¥l渓求伎がおたされないと，イ言の冬Ji＇のj反聞が.i11れたり，不規則になったりする

が！，102），中には低誌il条例：＜£－終なくても長引処lWがζ れにとって代るものがある 41,55）。
。 90）別金

冬Ji＇の !tllKJT！波iζ有効なilii'1伎は一般に O～10Cとされる 。さりに休llJUT般に対する低il11l~＞Jとは， i/,;\

j支だけでなくあるJUJll立総統的iζ低i/n¥にさらされる必裂がある。｛出品嬰コjえtu立総得によって災aなり，アカ

マツは 5℃土l℃で1011li¥J58＞，カラマツは 7°C以下のもrn:i時lf¥Jで isoo n~rll\J以上4» その他：￥くの樹水は
102) 

冬の開 5～8°Cにさらされる必裂があるとされている 。

今，流球大学1没学日~5附11品与｝~l((ti11'1林（実験上Mffr）における 1975l,j'. llfJから 1976t,ド8fjまでのilnll交
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1frW.：γ ツ似の1:Uえと， flj云と気似のJ;t;¥Wt
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Month/Day, 1976 

Fig. 8. Daily changes of temperature at the experimental 
place ( Yona universi ly forest of University of 
the lミyukyus)

変化を Fig. 8（ζ／Jくしたo Fi g‘2, 3からi'i＇朝日における IJ－＂・ウキュウ？ツ，アカマツ，クロマツの生長休

Jl：がIO～llJWilζ入っているものとすれば， ll'.k/Jl1 kitの Iバド勾～2JJ上旬まで，段低気品目が 8℃以下

iζなるのは 1JJ k合jから 2月上旬の20～301:111¥J伎で，そのJUJI日！の段低気温は 5～20°C，平均9.¥i/,ilは8～

2~°C, 1込1::ri気ilirlは13～28°C伎のIii]で変化しているo M低気泌が6。C以ドになるのは l月中旬の15EIli¥J伎

にすぎなし、。その1/ilの炎治i似は大きく，従ってfほし、iJ,1＼！交が.i'.J.l絞するわけではない。

戸／ 1総は休lil~J切に短時間ながらある絞iSf.のjjf／／，れまえられるが，きわめて断続的で， しかもそのIiりのi山：j

京協立が／l’·s~ 、。従ってアカマツ，クロ？ツのfJ£1J,;\.'il!求＆！立内利においては十分泌たすζ とができないかも

しれない。そのζ とがアカマツ， ク口？ツの／)IJ!J'・ゃll:J三にどのような影併を与えるか， r:ll長剣山l~ とどの

ような関係があるのか，などについては十分な研究がないのが現状である。 Y.:.n・にそれらのことを尖験

によって燃かめてみた。

1. 実験 条 件

1 ）実綴条件の検討

｛ほiln'cFlお（のも＇it-;i:交}J烈（fl£／／，；＼必次j支）をみるため以下の予備；），：験をhなった。 liiミ1:1：アカ？ツは，京総

のような気絞のlずでは日月はじめ昔、でにや！1民生以後終了し冬jj'ーを形成する。冬JJ'iま少しずつ大きくなり

ながら， g)J rj:1旬からもj(ll!(JV]lζ入り， 11月中旬から休眠れl政j切となり，現存まで~L::Jミ休止する 59）。アカ
マツ，ク口 γ ツが休11民！引を終え，｛本II氏HIVJiJVJになったと考えらjLる 1976什ゴ11}]22けから 1か）］ どとに

]iJ'.I[;前を；；｛Jillからとり得せ，これそlllii111l処rn日数とみなして11}]f.級品目区， 12月低泌氏， 1 )j低削除：，

2汁低i/,i¥IXとした。 Eliミ処Jll!t~tffi IU~i：と／ 111 じように問然日k!Xと，自然 l'Ij乏に 211寺 /i\J 人一℃；ill~ とした；1il光
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j式び） 2処l)i!そ， IJ:.J之！片山？とともに全低泌阪について行なった。 1'i'iイぇ；i土移;ij1＇［してから Flj去処理J！ずるまで，

：±ぷ験i設とも JC! 然条件 Fで育てた。供ぷ本数LU守口山総伐とも 20JV,J ！；！；でおii)'tll!fl!i] の l総 ·If~ ＇ :1今里p~＇）i：はぜj II J／~ 

iζ司仁じた。

11）］～ 1 JJ低i/,,¥[Rは 19771'f.1 )]27引から， 2Pl低il,,¥LX:Iま3}j l IIから防長処ImそIJIJ!eflした。全低i/,,¥

以について，れ j乏処J1!l ，樹純日ljの3ミ•M1v){1!1J忍u;J主治会 F、 ig. 9 （とぶした。

政rn求大学11！！合！：：＇m＇.＇；在外j限公；

'::1 /{3 
j五記：
tt.~拙一

月

Mω

ゴコ言。
M
U
ω

。。ぷ叫

ω

。。』川
W

Feb. t real ment 

Effects of chi 11 ing and pholoperiodic tr伐llmenton th日 shootgrowth 
’fhe seedlings were cultiva t日d in Kyoto until! November(Nov.treat時

menl ) , Decemb臼r(Dec. treatment入 .January (Jan. treatment) and 
February (Feb. l r日atrnenl) and then transplanted in Okinawa al each 
month. The photoperiodic treatment were started from the time of 
the beginning of th日 shoot growth 

Pinus densiflora ; (0) LD, 
Pinus thunbergii ; （口） LD, 

./an II eλlment 

（鯵） ND （民日fer to Fig. 6) 

（鶴） ND 

Dec. tn itmcnt 

Fig. 9. 

ll)J 低iliiUズの £1)\IJ{1!1J~lrl: はおll)'t!Rl乙比絞し自然1:1長阪で小びく，これまでとll'iJじような紡烈会えたり

12IJ低泌氏はi1)］俄il.i¥12{とlilJじ3Pl 1j1匂～ド旬羽生長を休止したが，ヨ：脅iJの｛ljl民総i必や｛1!11え肢には IIj逗

！日jでlリjらかな：＆が必められなかった。 i凡似ilnllX: ' 2 ）］｛！£品，＼12{Iま災級fjjj始後絞らにj1j1J乏をはじめ急辺HC

IHえした後， i七絞J't'・Jilci.JVJlllJてιら11：したが， 12月低ilnll設と｜イじようには長処J11WUで三をは認めらjLなかった。

すなわち京協でだてられたγカマツ，クロマツは，休縦してから11月下旬～lUJI'、旬の11¥Jiζff£ii，，＼必ボ

伎をほぼii.iJt.こすものと＝与えられる。 fL\iliA 必；］（）交がれiたされると休lli~H肢の状態になり， IJIHiや生長（C_0J

ずる HJ乏依什：N：が減少していると考えてよいであろう。 lll]低i!u¥［浅と 12）］低品ilk{以J>'.f.のもとで，アカマ

ツの｛rj1j迂院にifうがみられ；：＇.，が，処 .llJlillJのi'11fンドの大きさにえとがあったこと，勝jfi'ill主にS4.！ζ納まりやすいよ

う,jHをO'JJ.i.'.したζ となどの影響＼！と思われる。

J'.J,、Jょのように休lll~J切にうけど，｛氏以のJVJlllJiζよって沖料での住民において II長交}J県iζj!fザいがあった。そ

こで没ねてアカマツ，クロマツ｛肉体が休II民JQJI日Jt11chi I I ing接交けているものと叉けていないものに分け，

それぞれに対する栄主主生j乏におよlます η及効1官会消べた。

2）実験材料と方法

材料はJ；~ {,j＼とほぼ同じ紛皮iζ｛立i行する二三汲限鈴！従mよりjきられたアカマツ，クロマツの 1"F~Ui'f-c, 

先送されるまでJJJJUl1'1'i先llの自然条件下でff附されたものである。低iM処j裂はlliJ引のブミ5食品i；烈から，

chilling ｛~＇.~：けていないと ;?j·えられる IlJH'f C 1977年il}j 2311 fl＇総：f'i'，総送Jlilll別立約 31ヨ）と， chill-

ingを党けている ifl l'i'i (1978 iT二ln !OU jりの2［ぎとした。 Ji] こじ：） \';i~；（， !l(｛｝交，点滅。i)tJIJ11", l';'iの

~f.l]l!等は第 JI:Y戸 3 llil Iζ機じた。

的Ltlまば均一なもの会24cm滋品目本lζ44:ずつ移民1＇［した o Utバぶ数はれ試験tz:（ζっき 1201!1.1体とし，そ
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~7i立l: 7 ツ ！11~ の分： Jz\: と，日 J'.i: と会(i/,]lの tfltf.

15 

ヘ
臼
U
J

／

＼

 

のrl1の28～301肉体について 1ihllll¥Jどと

fl. il¥IJ定した。

fl J~処Jl[Uま 1978 iF 1JJ31 i:J rc/JIHft 

し 生よえのほぼ終了したとみられる処

J1I!後177!3JC:Jの 7月27f:I fζ251肉体を任

必に長illll してぬi りとり，：：l~·lぜ11丸 Jill燦

11＇（係，安 Ifl:J;丸名日民約の乾z友情などを

il¥IJIJ:：：した。

ND ザ

C
O
ぷの

験結 果実2, 

0 ~lo ?13ち7}j3 ~7 宇lo 弘%内5

Fig. 10. Shoot growth of Pinus densiflora 
seedlings uncl記f the different chi -
!ling and photoperiodic treatment日

in Okinawa 
Nov.: The s己edling日 wer℃ cultiva-

ted in Mie p1efeじtureuntil 
November 

Jan .. 'J、hes日edlings were cu!Uva-
led l日 Mieprefecture until 
January 

ND : The seed] ings grown under 
natural clay length only 

L D : The seedlings grown under 
natural clay length 日れdsup吟

plemenl illumination by in-
candescent lamps of about 
200 lux in two hours after 
sunset 

Variance for shoot growth of 
f》inusden sift ora after chilling 
and pholoperiodic treatment 

Month/Day 

’i三ible12. 

1 ~ぢ" ()/ リノ。
Average shoot 
growth (cm) 

8.0 

11.8 

13.0 

13.8 

トjD 

ND 

LD 

LD 

Nov. 

Jan. 

Jan. 

Nov 

branches ar日 not
the indic日tecl lev日ls

Valu巴s included in the 
日ignificantly different 註1

Pholoperiod Chillrng 

(1) アカマツ

作成！船長互の主将iの伸長級iめは Fig.10

のようぜあった。 11月l'11H対立！から！リjら

かなように， 日J'.i:条約ーによって生長開

始JUJ；おJ、びLUミitl:IζifilいがみらjtJこ0

-,;-rぷわち自然 IJl~Lぎでは 2月下千ひlζ~l:J三

開始し，ばiJ!l::J初〉｛ノいL・ずる 5月中旬ま

での約 2かJJ21"-ICJ:.告hはわずか 8.0cm

ほどしか｛!Ill！記しなかった。 ζ れに対し

till光l示：では 2)J 111旬iζ1/:_J三IJ!l始 L, 5 

JJ上旬にほぼ生長与を休ILしたが，同じ

2かJJ'I＇－で i'J 存在日長~·の約 2 f点近い

13.8 cm{1j1lえし，その｛1j1公.iili!U！ま｜そl然行

段以iζ比べ務：しく大きかった。 1111割uの
！司然日 l主 i常において；： •1411の i:J:KがOJ;＇る

のは， ζれまでの実験結wと同じだl[iiJ

そヨjミしている。

ーブ1, 1 JJ mの生長flH/lflは11月｝情よ

り約半かJJ吊し、Iiがりjlζtoζ り，またlJ:.

Iと｛本11；も lt•i佼的 .lj:i. く， lj:J;JtJJli\Jは自然

円災以で l月ド勾～ 1JJド11]'till光i文：

で 1JJ F旬～3月下旬であった。この

！日］0）伸長院はfil）光i涯で 13.0cm(C対し，

11然円以lぎで11.8 cmであった。

本実験において， IJJ l'i'iの主的の｛ill

災対は臼然！ヨ lぇi渓で~~分ノトさいが， 1l

JJ il'iの1:1然 El:l誌はよりしγj';/'lも符しく

大きく i材料i光ほのやliJ副長はきわめて

tJずかであった。 Tablel2iま1：制1f111:i:之

i止にi長・J・J-る若干試l検出mの分散分析の結

果＂.£－；；1三したものであふ。 11｝~ 11111-1~1 然

1 ）主総と針誕の生長経過
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Month/Day 

Fig. 11. Needle growth of Pinus densiflora 
日記edling~ under th日 different chi-
11 ing and photoperiodic treatments 

0, Nov. LD, 建議， Nov. -ND 
Jan. LD，×， Jan. -ND 

: Iミ日fer to Fi g.10 

Tab I日1:-l. Variance for needle growth of 
Pinus densiflora after chilling 
and photoperiodic treatment 

Chi II ing Photo period 
Average needle 

5；：？。／ 1 96 ~·~ハ… lh (cm) 

Nov. ND 5.3 

Jan. ND 6.11 

Nov. LD 7.1 

Jan. LD 7.2 
一一一一一

Values included in the branches are not 
日1gnificantly diff巴rentat the indicat日d levels 
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Fig. 12. Shoot growth of Pinus thunbergtz 
seedlings und記f the different chi・

!ling and photoperiodic trealrn巴nts
The treatments are similar to 

Fig. 10 

Fi 片IX と {Iii.の 3 試験i汲の目立にはffZ'.\:;i!~：

がみられたが， l fl百l…自然日必ぽ， 1 

JJ 1(1'i-fiil>tt{, llJJ !'!'i-Ml: t阪の 3試

験以の11¥Jにはね.G；：まはみられなかった。

表I~誌のよiづえii•＇！＼泣11ま F‘ i g. 11 iζ九、ずと

おりである。 i司然日以：［；｛における長U!s

の生以休1U立総光t:iIζi七べ， llrli'i'i,

1 YJNiとも%¥tう〉勾，かった。そのため告l

Ml 光氏でll)J l'i'i. 1 )j l'i'iとも

ほぼ！日jじであったが， llJJWi一自然役

j之i援助cJ;1iく，〆c1rしく Jlllilil];':' ii,t.こ。 l)J 

1'1'f-l~l 然 ill主主iえも M日ctぎに比べて綬分

)i,l fJ、っfこO

1、ablel3は安I・ li';f1flJミ1誌にi長iす2:,1全試

験i沃 Iii］の分散分析のれi;,m~・示したもの

で：dうる。 11）~ 1Yi一寸~1 然日以区と｛告の 3 ぷ

1泌氏。コi!\JIζ 千LG'.\Z~均三みら）， 1fこ。 ζ~L ら 3

斜線以1：リは 196レベノレで{J"ぷkがみら

れはいが， 5 96レベノレで｝月 1'i'i・Li?'!.¥ 

lij'<［ポと， 1UJ111'i-till光ほおよび 1月

！？市…lill:l＼；阪との11¥Jiζギf必法がみら？，・1た。

( 2) クロ γ ツ

J=.•M1の伸長総Jめそ Fig.12：ζノjミした。

1 IJJ 1'11i 0) J.＇.告Iifl¥lJえはこれまでの，y,(;,mと

が］じように自然 I]lえiえで少なく，。jJ長

i止は 4JJ 24 I守山tEで6.5cmであみのに

Mし判ii光［？｛は l3.2c羽iζJ主し，その三をは

6.7cmであった。アカマツと/ilHXi,11 

JJ 1111［の場合fH民｝仰の低必条件後ト分lと

はiたしていないとHlili:'.；＇：＇れ，その1qfe'!?

El l'HX: の 1'i'i ！ま IJiJ.i!＇命後の生長そ c;i~：しく抑

制されていど〉ょうである。 ・ノう， 1 Jl 

1'1'iiまアカマツのぬ合と同じように， 11

YJ 1＇；＇人上り生 lQ:IJ/j始JVJはJjlかった。しか

し件、1UVJIt l l月1'i'iとiまiま［ii］じ 5J~ FifJ 

1廷で巡いはなかった。；i".'i'lliの｛！fl及川は

II j乏処J)l!li¥Ji乙切らかな去はなく，十11l)'C:

以；で 15.6 cm ，自然iヲ:Ji.H反で 14.5cm 

であって， 11)11'1'i－一布nyrn：と切らかな

；；~ l;t t,よかった。

Table14 は i効Ii伸長i.d:Iζ関する各~~t

i倹i笈llJJの分散分lfrの利栄与を示したもので

ある。 11Jj j'i'i一向？＇，／？ Ii長l又と｛訟の 3ぷ
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新1H：マツJa！，，のll::J乏と， El L之と＇.Xtねの；影？日f

Variance for shoot growth of 
Pinus thunbergi i孔fler chi! Ii ng 
and photop巴Iiodic treatm日nt

Tab！日 11.

Average shoot 
growth (cm) 

l ；＇.｛る

l 
J 

Values included in th己 branches are not 
Sl以nif i can l l y di f f日Icnt at the indicat巴d levels 
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Fig 13. Needle growth of Pi nus thunbergz z 
seedlings under the different chill -
ing乱ndphotoperiodic t realm日nts
0, Nov. -LD, 選勢， Nov. -ND 
[),Jan. -LD，×， Jan. -ND 

: Refer to Fig.Hl 

Variance for needl日夜rowthof 
Pi nus thunbergii after chilling 
and photoperiodic treatment 

Table JS. 

1 ?6 5 F活
Average n日付le
g1owth (cm) Chilling--Photoperiod 

4.2 
'1.8 
4.9 
5.1 

Values included in lhc branches arc not 
s1gnifc日ntly differ日ntat the indicated level日

r Q/ ：〉／。

ND 
ND 
LD 
LD 

Nov. 
Jan. 
Jan. 
Nov. 

司会主主の il\J にはイー］，立く ／！：＇： /J~J.夫ら ~LIこが， 11 

月1'1'i－討ilW:lベ， 1J J 1'1'i -CI然 iI j*l><:, 

1 ) J ！？ぃ－Ml光［.＞（（｝） 3心問責［.＞（0)1/¥jには，(J'

.＼~•：；主はみら jLなかった。

刻－~~の 11:1主宰fii\!~i: Fig.13にがした。

以iからわかるように， llJJ 1'1'i一l'.1然｜l 

jユ；t.><:l立｛リiの 3 ぷ~i主 t.><: J二り；弘分安i'ftj~佐Jえ
が；j向i

J，カマツのように flJ去処Jlj!i/¥Jでiリ]i{{!iで

なかった。

’r品ble151まれil'.'i1Llii:Mlζ以！ずるかaむt
ll:iil幻1¥Jの分j孜分析の乱i;m＇を；f；したもの

であoo11月j'i'f…i'l然！こlJえlXと｛訟の 3

ぷ！校以のI!りにはイiぶたがみられたが，

I l月前－fill)¥'.:[){' l j.j l'1'i…1:1然lヨ

1 JJ r'i'i -iiil光はの 3試験t.＞＜：のli¥ilとは｛T

政三をはみられなかった。

以上， lj)] l'i'i…れ然 LlId.＞＜：はアカ γ

ツ，ク口？ツとも J:.iFJ!Jと告｜立：：A:I元が判j

:iii);::_: ~Lていたものと巧えてよいであろ

っ0

2）形慾におよ1ます影器禁

(1) γカマツ

実験終了II与における処川目立 1f!i;Jf;j,:~~I 

1） の Y'.) （，~日の大会さの、Ji-Jさj似そ Table

161ζノjミした。 11)]1':'i-1'..J然日ぬlZlまイ訟

の3，武！段以よりお：しく 1.1:Lとtil:/Jl少なか

式：。とくに主納長，~！： /J ：生以 lti:Iζ大

きな注し、がJ介られた。 J!JlJJi~u'i:l条，創立L

&z lζjりする chi!ling, Hl~のw符は 1J、

おかった。！）なにもidSべたように針・!l);：数

i;tij-でに1Jljijミにがの小で決！i：されてお

り，河年のしi長完全子！のぷはあらわれて

し、なし、ことによみもI})と思われる。 11自

然11'1：係はおll光｛ぎにl七べ自然Fll込｜認で淡

分小さいが，ノえささそのものが小3い

ためiljj終な；：uまでてこない。

Tablel71立件以伐の関係与をそれぞ、れ

の比でコぶしたものでおる。 ！ル~IJJ：；；とをi

!i'Sl'全のi七から， llllWi一向然日j乏lまは

ftlJO) 3試験［Z:より小さし、。｛二才L ；まjミ •F

の｛111Jえが小さく，長＼·~:C~の；{l~i: ＇作rnrが尚

いζ とを，jミしている。 1 (Ui-l立とlりの告1-

8.3 
14.1 

J 4.5 
15.6 

Photoperiod 

？ぜひ

しD

ND 
LD 

Chilling 

Nov. 
Nov. 
j社n.
J日11.



256 

Jfi(j)~ 火’＇）＇： Jlt.! ’＇j': i¥i）学合i:rf長fij・ ?g 31 IJ ( 1984 ) 

.；＇.；：；•！！も 1 l)J 1'i'i・－れだこHJd.＞！.でノトさか）た。｜ぽ化iiil1！＇：とゴlliiJイヒ；取引の関係lζは試験R5:11¥Jでiりjらかな：＆はな

かった。 j践 Ji'(J)•li と j俊…fiル！？のj七から， il )j 1'1'i…j’i然11l乏i迂iζj七べ他の 3以自主tx:u:m対（I’JIζj也上：mの11:

.I ＜が／くさくなった。くこのことはとれまでのが；！~l(：同じようは傾向小ぶした。

1、abi巴 l6. Eff日cts of chi II ing and photoperiod on the growth 

of Pinus deγis if! ora 

Chilling吋ドhotoperiod

Nov 
N lコ
LD 

Jan. 
ND 

L 1コ

Len日lh
Isl shoot 

(cm) 

Length本

2nd shoot 
(c距）

Total length 
shoot 

(cm) 

9.2 ± 1.5 8.0之＇！..7 20.4 J: 3.4 

11.8 :1: 2.7 17.2 J: 5.1 31.2 :I 6.4 

Total cir y wt 

Basal diameter 
shoot No. neeにlies

(mm) 2nd shoot 

4.2土0.8

S. 7土99 

JO(i土28

128 ± 30 

5.8土1.0 135士29

5.9土0.9 138土32

Chi! l i日記－Photoperiod need! es 
(mg) 

Drv wt. shoot 
and branches 

(1日記）

Total dry wt 
top 

Total dry wt. 
roots 

Nov‘ 

Jan. 

ND 

LD 

：サひ

しひ

*Refer to Fig. 5 

1887.6士 728.2 ltl3.1土3905 

3501. 4土 139り3 222G.O .＋.ヲ91.3

3626.5士i193. l 1889.5 

・i 2［）／.（）ょ 139臼4

( l1l日） Cm詰）

3C21.0土1061.3 2651.5 ± 912.0 

5127.tJ ::': 2298.1 3:300.3土 858.1

:34臼9.5土12tJ3.2

3245.2土 1121.8

’I'able 17. Ratio of inter…org品nsper se巴diing of Pi nus densiflora 
after chi 11 ing and photoperiodic treatrn日nts

Shoot lgth水 Needles wt. 

Chi 11 ing Photoperiod 

Needles No. Needles No. 

Nov, 
ND 0.65 :!.: 0.20 11.17 2.22 
LD 1.23 ± 0.52 17.26土5.70

Jan. 
NJ〕 0.85土0.24 13.87 4.60 
LD l.02土0.22 17.18 ± 3.54 

* Shoot ！日ngth is a part expanded needle lea v日S

(2) ク口マツ

’I'otal dry wt. 
needles 

Dry wt. shoot 
and branches 

1.69土0.42

1.66 0.49 

2.00 0.41 

1.86 0.36 

Total dry wt. 
top 
'fotal dry wt. 
roots 

l.15士0.17

1. 75土0.47

1.63土0.39

2.07 0.43 

＇；）！；験終n与における処.Pl!日lj］似体おりの全iBfi'C＇：の大 ＠2'の平均fo'lそTablel81Cぶした。アカマツのJ)，ノ；

イ！？と向じら！i[ii］ぞjf；したが， !111烈！日jのノf：はアカマツより小♂いようであった。似してil)Jl'i'l・ ・i'I然け以i穴

は似の，；i＼験以lζj土絞して，ヨニ科l1k, /iiJ イ~：お iH_ ＇ ゴ！二対イヒ ms 』 It, Ji~ l: /;15 ill O> 11:.b之が小谷く， Jt[l,1r,~1Ml長．針；；1

老女， Jil!TiilllFで彩符が少なかった。
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おい［［： 7 ツ！ti！，の住民と， 1'1lミと気品i＼の；；~判~

Table 18. Effects of chilling and photoperiod on the growth 
of Pi nus thunbergii 

Chilling ~Photop巴riod
Length 
Isl shoot 

(cm) 

Length Total lgth. 
2nd shoot shcxJt 

(cm) (cm) 

Basal diameter 
shoot No. needles 

（臨田1 2nd shoot 

トJD 
Nov. 

LD 

ND 
｝司11,

L D 

11.2土I.G 10.5 3.5 

l L:l 1.3 16.9 3.1 30.3 3.2 6.2 I: 0. 7 

11.8士2.0 14.G土3.1 28.0 :I.: 3.4 G.2土0.G

11.8士2.3 18.8土3.8 32.5土4.5 6.3 0.8 

1'10土＇.i6

154土38

Total dry wt. 
Chill in日 photopetiod needles 

(mg) 

Dry wt. shoot 
and branches 

(mg) 

Total city wt. 
top 

）
 

U
b
 

i
 

Y
A
 

i
 

（
 

t 
uv L 

vd、ノIUわ
dm 

（ lis 
t－ 
t〉

け叫
lr 

州〕v.
ND 

LD 

！抗日．
ND 

LD 

3689. 7土114'.1.6 2（おなO士672.7 57'18. 7 r 1728.臼 2874.1土792.0

5425. 7士1420.2 2711.1士667.5 81:36. 7土2028.3 3383.8よ886.6

6290.l :t 1619.4 

7720. 9土2477.4

’T品ble19. Ratio of inter-organs per seedling of Pinus thunbergit 
品ft日rchilling and photop巴riodic treatments 

Sh閃 llgth* Needles wt. 

Chilling--Photoperiod －－…………ー… …ー…一一一
N日記diesNo. Need！日目 No. 

Total dry wt. 
needles 
Dry wt. shoot 
and branches 

Total dry wt. 

wt. 
roots 

Nov, 
ND 0.60土0.14 12.67士3.62 1.83よ0.39 2.03 J: 0.40 
LD 0.85土0.13 18.14 5.33 2.01 i: 0.26 2.46士0.47

Jan. 
ND 0.86 0.17 17.30 6. 12 1.80土0.33 2.48 ± 0.40 
LD 1.03 0.18 19.HJ 6.30 1. 79土0.28 2.7.S土0.42

和 Shoot 1日ngth is a part expanded needle leaves 

γa blel9(:J: 各？，~’！？（の！対係〆企それぞれの比でぶしたものである。友利11三点金iU'.数のj之から， 11月 i'i'i －－ ~J

然!::I及促は｛自の3試験じまより小浅く，主·1~11の 1111 J誌が小さく創立tのお；伝統伎が1fliい。 1 室 1－ ~~~~J りの斜立~ill: も

I l)J i'i'i-1'.! {!!.; 11 JJ;ばでノト3かった。 il11化：＇iflili.とゴH'U化:J!IIllの関係には試験！ぎli!Jでi切らかは去はなかっfニ。

f1il j一郎•E と j也ト i;l5•Ji:の i七から， 11 IJ 1'11i-Iヨ然日比ばは仰の 3，式験ixrζlt絞して幾分地l二郎のlj：φJ乏が1！、3
かっTこ。

3. 討論

アカマツ，ク口？ツとも， 1lJJi怖の1'.Jおま，111事uの自然臼長iごで 21時11¥Jおn光IXより少なかったo f：］然fl 

j逗lζ2ll~il!JJ 人工長Ii光すると！J:k:bs促進され， llrJ 1'11については日必効県が｜切らかであった。 l}] r'i'iの初
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JJlt 球｝：：＇.＇｝： 11'.l －＇）~fl!）争体！被~＇；·司r~ 31号（ 1984 ) 

fl (J' ［！？！日は必iえでもおll光仮と 1i•,j じようなっ：.J延長ノぶした。このことは f：~ill~J”の似j交条件がfi11J:.uトiどに対

イ3上iM災民、，；1ζ砕け長iζ役H糸しており， 卜分な｛広ir'11＼＇を’：をけると iI iえへの以Fb/Jlff~ 下し降ていくととそ／示して

いる。その低／，＇， lJUJl::JLUizおおまたは鈴！Iむのi/n¥JJ！＇条件…ドで 11)]iごiJJ～12jJト旬以降にあるとみられ， lI )j 1'1'i 

では低ikAIまiづ〉でなく， IFJ 1'1'iはfLUliAが；，，＼＇.jたさjiでも、るとjよu刈l<:, 0 

従主主，アカ γ ツ，ク fJ7 ツの ）~？！.＼分必j成で行なわれた l:J jえに｜対ヂる%後で 11r~t以上の 1'11ilζ ついて i l 

長効県がロぷめられなかったのは，ととくことにぷ間ずるものと｝，！，tわれる。 －－)J, ;111おllのi’J；~~条例では休 Ill~

均JIζ…I・分々低品，＼ぜパ'iける ζとができず， l:ll去に土すするj反応が 1＂ド「i：以上のJl,l;jjドiとも総’ぷ：して残るζ止に

Tよると；；うえられる。

1~） ,f~の材、 i沢ナ！被への条件は（ Q ）長iニi処±!J！か｛II;／／，，＼』l!],J)i!か，どろらかで打i校3れるもの，（ b) lえ！！処J'li

の必21'なもの，（ c）低／／；，＼処f'llの必喫なもの， lζ分けられる55)0 7ド尖級品1i!.llで立命令Ii，針決J!liJぷ1l：，形態彩

1＆からみて，アカ γ ツ，ク口マツは（ a ）にわjずる Tあろう。これはアカマツ休1u~1 rn~ (}) +;1i:;:i:;＇ζ伎！ずる
58) 

氷ILi ノの給与u：…ー殺し， M、llKJDJκ低ii，，＼をふ：1.11.こすことにぐ上って｛本II誌がni淡され， IJIJ!.J l去の＇Llーにおいて iI 

i三反応が低下して，より 1111＼！交依ぶのjえよむになっているものと巧えられる。

また低iM条件は係長開始lUJ やノ＇.L：必JUJliJ]iζ も ！；~~年そおよ iますようで， ll)J 1'1'Uま1}j 1'/iより生長iJIJ始が幾

分jl:f),1，緩やかな／七険会示した。 ζのKil1i.1J IまJizr~i の／／，，＼不内でのアカマツの fJ,zll!Hri波 26），カラマツのil司~＇
88）、，54)

l :/ CLウカイドウのJ)llぷのず告ら にもみら41ど＞o {l~iMのfi.!::1；せは jイ＼ II民そ会，；禿涼し科iJ!tr るだりでなく，

その倒念会低ド 81生， 1,tJ~ ；；！：促進しようとする｛効きそ派iJ させていくものと－~－えられる。 l 月 l'i'fより il 

)J!'i'iでアカマツ，ク口マツとも役二段llltl紛がiii'.いのは， i1I＇結社における低 iii，＼条件併が少ないことによるもの

あろう。そして低／，＼；＼'!J! ;fdO~が 1,:1:1fこされずに！片j九・5した:IJ］；モ？の付jえには， 11ミ1長IJIJ!tfl1去におけるけj乏依らう交が

より！日くなる傾向が必められた。

。イ七における似品，＼必；J<:'f!L‘は，先行の経過lとともなって変化し，なかにはi泌が進ひと低品A'zi!>J<:'tll:が低！、

するものもある。 11£/111＼とかださというのは制対的なもので， EHによっても総々であめ72）。アカマツ，ク

口？ツ桃山にとって，ド11者uの冬やの／，＼ft）］＇.［が chillingの1l1jからl>RWi/,,¥!S!：以上で，持続J¥lil/Uも不ト分である。

l~J i{i'! J iぷ！j9)林のみ＇；引から，；11•制におけるこれ ι》の主伝子Y.:-f'J:i.tlま 19"1三縦続しており，｛泌がある担m：滋んーとも

l1iJ l；灼 li1J;;i'.-総持すると：とをノJ~I廃している。戸I•制の冬子予の II浸かさと住民WJの ）'!ji Fl イヒカ＇ 11J~J11Jil月号をひき 11'1; こ

し，イt符イ＇J込のf)ji[2＿；］になっていみと判断される。

111節ぷiζ伝村山るアカマツ，ク口マツは初］~廷にとuえ；；；：－ H1J：し／こ後，｝羽交 flushしてJ:HJぷをa発生ずるこ

とがある。 iニ!lljj＇.の）＂f\ll：は， Jf）！，むだけでだく次 ；，f)II の！＿LJ~にも何らかの；形終i：およ iますものととよわれる

が， ζ （））ζ とについては次一切でふれてみたい。

第 IV窓 土用芽と冬芸手形成におよ！ます8長と温度の相互関係

樹木の｛1j1J是正u乏のタイプは大きく；jつにう〉けられる5:l.63,69,)Q[))0 i;fl I 1印， ilささに{111：［三位以を休il：する

もの Ul余生長体il:i\~），これらが休t.lニするのはi切らかに深谷；i条件が似たされていないからではなし、前

日l¥')f;tj£j!J乏生長iζj草ii交な条件ドでや11しとと休J］：ぞ断続的lζ総り返す恥もの。おill1¥"',Iは日以や似j江などの21'：烈

が！tJぷζ：Jill駁的lζfl:Jljずるまで！J::lえし続けるもの（波紋生長烈）で、ある。

百fjI 11.＇！はtJi.hlJMのマツ以， mrr1wiまテーダマツタ烈， QuercusIii!, 17）などがあるo ?Ji;m ~wには多くの治：
例えばカラマツやポプラ63）などがある。品，1,:;;;J也)Jでは丘学住民｛ノド1LJ＼ワの樹木が多く {f:{Eずる。 ζ

れらの休ii二しででき上った」j'が廷にllH引lj1J乏生必ずるζとがある。 ζれぞ：i:mぶといい，二Jif.{1j1uの羽
17,39) 

汝l立総長；・や泌総郊でもみられる 。羽染としては第 E般にお(jf£lしてくる。

｛鈴木の｛1!1必然l去のrmM；とf,!,111ζはi:li七がm必ts.関係をもら，ぷ11はイf!iJ辺住k司会仇！准してj1j1l芝生以の｛「；＝
ー匂 10,13,73) 

止を）Ifらせ， 'J,f;J.ηはflji：［乏のW1上与をもたら d 。伸長の付；.rL，冬みの形成は北)J系樹Hrの場合，；尽さ

に対する納応として1聞な滋味ぞもち，均［！によるi*llLUF形成によって；hli別サ引，ylす47とそのことから
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釈明 マツf；誌のIJ:lーと， LIl乏 J：会(i／，；＼の；；~ ~~ljl 

37.38) 
人為的｛ζ ）~j れによる休 Iii（，；元－＇i7·c!xf•イパ〉引の ilhliぷ！？から Ct＇.，殺するぷみもなされている 0 jたf,1]Fftの111

3l.3B.M.68J 
も科目之lζ対応した ）＼＇.；！，可｛！守正i:i[l~l\'1. ( Pholopcriod ic ccotype）イ日i：じることがみる ネ

丘中： ~U~i本 11)\'Iのγ ヵ γ ツは，ど子学 iζ！対応するとむよillfrと：｝了前ltf1l1J.;;G, f1f1 i交正七 1主そ縦、がじしながら SJ~ ι安

形成してし、く。 KU！＇はそのまま冬み＼｛ζ絞る1よj子？と，土JIU!となとiM合とがあり，名、対形成(i)li!jJUJ；ζJ川、

てはぷll)J!lれであふ。波紋iJ:.JLノI,')(i）カラマツは，減反紅会ミf'I:Iごで；十~lffiillとイむ J年以γヂ心が，イベj員j""1 fJ：条刊に

なるとこ切らかに伸長生jえそ付、けして冬j.j{): )f~J点す心。
1,6) 

J':J.i続IJJd¥'Jの樹木iζ土Jしでは， IIi廷が｛ljlj,~lj:Jえのや；＇ 1l.lζj長］｛系があることがよく知られている 。これ

にえすし.u.手作長休tl:.. 1¥'l.のアカマツ，ク口？ツiζ士、jしでは，そのfilll辺住1；去の1.. ;; 1 l：，冬芯の形成， J.JIJ.!jcの

だ1¥:1とlli～その仙の.f'i;!JJ:lt冴子がどのようにかかわっているかについてはまだイ〈切な点が多I,¥0 

H k：とiM/1'.!.：の＋111工作JIJとしては，九＇！.f] {il'i物のアサガオ91≫ l去LIWt物のヒヨス43）のlllfll'.l}l,;i;とについて，

i111l!交lとよってil持派トi:Le::が変化し， i.'u\1交が，~·；j くなるにつれて限界 111えが以くなる ζ とが印公されている 0

＊「；？ではu学生長休止マ！としてγカマツ，波紋l!:h'¥'iとしてカラ γ ツ以のカラマツそ会ITJい， i二)IJ;'.干の発

frillど住民の件、ii：，冬子形成におよlます iI j乏と！Ml交の納Ii.fr'二!Tli:検zはした。

二J:Jljq＇の ！i：投はそれほど i切係勺はないっ ζ こでは £［｝~＇ （日urnmerbudうがlcm以 l:fi11j乏したものとし，

n；加については対ll野 19）の分矧法吾妻主：汚にして Fig.14のJ；うlζ9タイプに分けたη ］ヌヨ干のみ｛ljiJ乏して告i

したもの（La),{J!日三

のみ伸長してをi·J）~-0J淀川したも

の（ Prl, JYl斗＝とfiliJ封切がfl!lJ長し

てそれぞれ安！必ぞ似｜！日したもの

(LaPr），また 11111~く納栓らつがれ

立1そを炭IJIJしていないものそ秋jミ

{-if、L，これが汀i守のみのも

の（Lo),fll!Jj.j＇のみのもの（ Po)

とし，そのfli！のものはそれらの

Ml1守1きとした。：Ull立与を先生し

ていないものを（o）とした。

ζ れらのうH11~をもとに，第 III

ぐLの実線材料につし、で， i〕長処

Jiili~終F した後の 7 月 27 El II寺の

アカマツ，クロマツの件，G＼験［＞：（

lと必けるこl二問弁却の，＇［＼ JJ；状況を：・;illJ 

1守した。その~：，1iEllを1、abl e201ζ 

1. 土飼さ手の出現状況

乃ミし／こ。

I oP。 I of'r Lo La 
。
、Ji
 

－
 

4巴L
 

p。 P1 Lai、g

Fig. lt1 Forms of i品mma日 shoot
La町’［heseedlings elongate the t日rminal bud 

出ncl then grow the needles 
Pr・ The 5日日clling日巴1ongate the lateral bud 

and then grow the needles 
Lo: The s日edlingselongat巴 the terminal bud, 

l〕utdo not grow the needles 
Po Th日 5日edlingselongate th巴 latcral bud, 

but do not g1 ow the n己日d!es 
。司’l'he se〆edlings do not elongate the term 1回

nal and lateral bud 
子とからわかるように，アカマ

ツにおいてニと外LWーのi'ii引状iJlH;t

どの試験阪でもおかった。二U!J'},JユのJf;!mrHfl'},J＇と f![IE!fが｛1j1Jえしたもの， fill山ミのみ｛ljljえしたものが多いが，

それらは針必安民間しない秋徒五三（Lofコo,Po）が二人；i¥j）分である。クロγ ツはアカ γ ツiζj記絞して：l二Ill!J' 

のi'L¥:l}:¥tl'.践はどのふ問責奴でも低かった。ク＼］ γ ツに L.JlJ .!jcがのなかったことは，側の特性によるものか

どうかは今日明らかでなし、今後の徐行リ深総の一つであろう。

アカ？ツについてみると，二l:JIJ;!J：の＇）｛jl.J::はiiJ1xJUで7JLl:13Mi, 111餓（点以｛~I) では lS)8PJt111な！；えにみ
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琉球大学肢とj主 f,15＇予郊外）~な m 31げ（ 1984) 

ぺrablc 20 トlumberof seedlings of lammas shoot under 
the various t日mperatures 品ndphotoperiods 

No. of 
Species E xper i men ts testing しoPo* LoP r La Po Lo La Po Pr LaPr o 

seedlings 

Nov. NDネネ 25 13 2 2 。。3 。4 
Nov -LD 25 13 。。。11 。。。

Pi nus densij!ora Jan._ ND 25 7 。。。。11 。。7 
Ja n目 LD 25 14 。。。。1 l 。。。
Nov. ND 25 。。 。0 18 
Nov. -LD 25 。 2 。2 。5 。1 15 

Pinus thunbergii Jan. ND 25 。。。。。4 0 20 
Jan. LD 25 1 。1 。2 6 0 14 

* Iミ日fer to Fig. 14 ＊キ iミefer to Fig. 10 

れるの t中島＇Uで｛本llJ(JUJl,'l]Iζchi JI ingぞ：j':J：けない以子？のu；然FlJ~t;;<:：における持J 111日！自の｛ijl災｛本Ll:JlJJ（ま 5月

中旬，；；1(; ¥ (IJI力誌はほぼi司HHl'.Uでは?,8〕6Ji L t1Jtnである。従って｛rj1J:~ ＇t Jzそ 休tiニしてから土HJ停の必

／｜までの！日Jli¥Jの｜ぇ＂＇ （ζ ， itl喉l\ （：広徳・｜！刊誌で？？しい~いはみられない。一方， 1 ＂！ミダゴ引の：！： HJ引白羽if¥

iま， Ill奴では多いt｝；合で4896Tilうるのに士、Iし， i1l1*:uc'!:l 11-N P試験以で96俗であって，；1j1測で：UlJ:ii'

の先生が多い傾向がみられた。！日Liliしたようにテ…ダマツ視の11:l:::Ct＼~では flushの数は：II；よりli':iで多く

なるとびれているが30 ）’ i司じ燃 lf1J がアカマツの i:.JIL~＇の発lj:Jζ もみられるようである。
;1Ji測におけるアカマツ，クロマツの立Jl lfll の f1jlj乏生長の！JIJYtl と 1k1l:. は；j~おより lj旬、。伸長11-:l込の（ふJI:.

jる4刃l二～ド旬のけ 1~は l21L1fl日J30分～ 131l!jliiJ ，ミド均気i/，れま 21 ～23℃，日j二m;rのみられる 7 月上告］t況の

Fl lsH:i¥J 13時間30分，、j'.J~：J3'＼創は約27°Cであるのこれらの条件仁川三必ずるのにおljJ\UJせであるとは4えら

~ Lなし、。

ま；f1J)l¥1の？ツ131Ii, 1 1U~JUJl/\J iζ~u三一休止ーぷの形成一生長与を河川か繰り返しても、く o q1.白o！烈の？

ツ ~tHま， [12jf （と伸長生jえを休止すると，通常’そのまま冬：！J'を形成し， 1分：公ltJJli¥Jlζl !IDの事111d:i去を行

なう。しかしlit節i＼＇！の？ツ紛でも， i：述したように迎JS!.；な淑境条件がある滋合， 1 In！のfillJ是正＊長後休11:

した後I円台j交flushナるi出iP:・r11:があるようにd応える。

このような11'.lf稲川γ ツ郊の：tmヨーの発生とその｛市長lζ対して， ElJ毛と泌皮がどのように関係している

かについて，次iζ少しく ；＇！~殺を行なってみたり

2. アカマツのこと用芽の発生におよlます日設と温度の関係

1 ）笑！淡材料と方法
- • 28.5868,104) 

（.［手！ノド ll!(!i＇の IJIJ:ii＇，正j：長はJIN~ な ii'11＼皮下で段上i 処J1！］によっ ι 起こるといっ践をfがある oJ:J!J 

与の:li'A:iまELの尚おII与に似ζるから， m1 iu］の｛1j1長生長が休11:して以後， uの！iむのr)IJ処Jlj!として低ゐuζ

さらされない条件ドでの， 1:11色とtM！交のt1lti.関係与をみることが必嬰である。

[) Jえと品，＼ ffi'. の1干LU.関係令検必ずるための資料の…っとして，；j~ ｛，j）と／ij1測における JJ 平均気llu＼と会JJ の

1j1~ (15EI）の自然Eli立の変化をFig.151ζJぶした。
自，28)

！｝司法したように 3 アカマツのこ｝ニ納涼（21り！［］の flush〉がみられるのは；1£Imでは 8YJ rjJfjjt｝~ 

1111料の 1lnl§のflushは i)] 1~·旬～ 2 月：わ｛i]' 2 111113のflushは 7JJJ:.DJ切である。 Fig, 15のJニで ζ

れらの点与を抗線で紡び， flushlζ対する／／，；lJJ!：による限界、日i交のJ1f：定紋とした。すなわらif，；＼）交変化lζ応じ
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！こiJ丞と気i/,r\ の；；~f／~)¥Ji Ii!：γ ツMのrj二長と，

て， HI波紋以i二のiI jえがあれば flushがnJ(j告には
るものと｛心位した。

日g.161ζぷすように，限界王1.l去のJit<1'.総会以

同｛
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Temperature 

Combination of巴xam111a-
lion of lcmperature and 
pholopcriod for the form” 

at ion of la mm as shoot 

Fig. 16. 

Temperature 

Seasonal changes of natural 
day -length and monthly 
mean t日mpcrature in Kyoto 
and Nairn (Okinawa）自nd the 
r2slirnated line of crical 
clay…length for sprouting 
of the terminal bud of Pi-
nus dens if! ora 

Fig.15. 

1＼たにして，く！）' 〈争入〈②， ①，（必， ⑬， 

Lノf：。

実験 iiま;:r;l In！の flushの終 fしたえH；；子1::Iえ休止111の2年生白i;;;:. J+Jいて， 1979年 8JJ 15日iζコイト

トロン内でFig.Hi I二のくD,cま）， ＠，ゆ， t11ili1i6fi内で（診，R，ゅの処l)J!を行なった。

実験 IIiまchillingを受けないよう，処J1!HJ自始Hicilul定内においた 1年生前をmい，／i'IJerr 11 JJ 26 El 1ζ 

コイトト口ン内で③，＠，⑦，（手）， •15.泌総！付で③の品,a江および iヨ iミ条約合にして行なった。

お試験ほの Ellふと＇icJ'.':Jl/nUJ芝の

条件，および実験終 j'll{flζicm 

以上：！？卜•1!1 ｛~1反した＠I{本の汽分ヰt

忍Table21にまとめた。ゴ：：.llfJlUJ

Ci'i'iオ：允焔郊での切るさは， 3,000

5,000 lux）はs111r11u. im:Jtn寺

ll¥JC120～180 lux）は必必とす

るほ誌に応じて調節した。主｜りj

！日iと弱)'tll年1:uおよびII日JUJのねj史

iHま2°Cとした。災験場日fil;Uf{

郊大学Jli.l.学iij）附！／込（fUjl＇）林4:iHl試

験Jillである。

2）結果と考察

iii，＼）えは司王J~］似を求め，手キぷ総

iぎは砧；＼）交－1ニi10:の駁，例えば31

℃で！日l寺HUFl j乏試験l設は31…15

。（;J:flushしない条件とflushずお条件， φ，じり，（事），

Percent of shoot growth of seedlings 
elongate above 1 cm under the var i” 

。us ternperalures and photo per iocls 

'l、able21‘ 

Pcrcc111 age 

h1l 

:Jo of 
test rng 
自の己dill明日

I cmpcra I ure ドhotopenod

I Cl I hour'' 

i rvarment Expert rncnt 

No 

!l:lS 
:JG.・1 
GG 7 
•I l 7 
25.0 
() 。

ら：u
1:u 
G. 7 
む

I 00 O 

G
G
2
2
6
6
2
 

l
i
l
i
－

－

－

 

5
5
K
5
2
 

l
i
l
i
i
 

0
0
5
5
0
9
5
 

9
3
1
1
3
8
1
 

5
2
3
1
2
O
I
 

l

i
－

－

i
i
i
 
13 :JO 
12 30 
12 :iO 
I J IJU 
JG : Oil 

1
1
5
5
り

9

3

i
3
2
2
i
i
i
 
？
？

i
i
9
 

2
2
2
2
1
 

No. 

’i
っ
1
1
円

U

ハv
e
L
Aノh

1
1
l
 
3
d
7
8
9
 



262 

ヨ＇.J31サ（ 1981) 琉球大学山学総苧；，1:if'fi~＂r
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Month/Day 

Shoot growth of s日cond-
year seedlings of Pinus 
densi/fora under the va同

rious temper al urcs and 
photoperiods (Exam. II) 

Fig. 18. 

Month/Day 

Shoot growth of third-・year 
seedlings of Pinus densi/! -
ora under the various t合m-
peratures and photopcriods 
(Exam. I) 

Fig. 17. 

白00であらわし，〈 ）で試験tx-ifi:なをつけ加えた。

実験 I. 主将！の｛lfll~ltJ三 f1ii/·創立 Fig. 17にええすように，処JIUi友4迎 fllζ31-15 : 00 （（！））はた＼:¥ili（ζ｛1j1

.8:し，おも叶1111乏i誌を示した。他の試験l設の｛1j1j;毛Ji(は31-15: 00 （くり〉の10.1cm （ζi七絞してllJJらかに小3

く， 31-12 30（②）で 2.lcm,25 13: 15 （③）で l.Scmとわずかに1111Aした外＇ 25 -11 : 15 （⑥）で

O.Scm, 19-12:30（＠）でO.Scm,19-10: 00 （⑪）で0.1cm, 1:3-11 : 15 （ゆ）でO.lcmとほとんどfljl；長

しなかった。ぷ然の sn の平均気~1AIま約27°C，自然 IJ jぶま l31h]li:J30分｛立である。従って本尖殺で20℃以

下の試験（ぎではiヨ然状態での気ねに比し自1nlffi：の符しい低Tをともなっており， ζのζとがとIJ乏条件をζ

え℃＇i:Wζ ；；＼； f,•学したことも考えられる。

jニjねえーの形態で，守二羽i!(ljiJ乏泣 1cm以上のものそ l二!ll:!J＇として B 科試験奴どとにその先生本そ求め， ζ

れそ1llJWのTable21iζぶした。すなわち試験ぼ①と＠で向く， ＠， R，⑬でいくらか先生するが，ゆ，

⑬では発生しなかった。

';t!I険II.J:J1l1のや11長経過は Fig.181ζ正式すように＇ 19-16・00（③）で｛1!1:W;frt 5. 7 cmと；；＇Jjく， 27『 13: 

30 （③）で l.3cmといくらか｛ljlj乏したが，他の試

験民27 12 : 30 （①） 0.4cm, 21-12: 30 （①） 

0.2cm, 21-11 : 00 （（船 O.Ocmとほとんど伸長

しなかった。実験 Iと同じく Table21にがし

た icm0、上伸長した｛｜母体の発主主本から Fig.16

の批/Ef~i!をみてみると， 21°CJ夕、 iてでは 1211寺｜旬以

上のは公がないと発伎をみないが， 25℃以上で

は上ijぶζ関係なく発生している。ただζの場合

でも， IIj乏が長くなると発生市はおくなってく

る。どの程j交のiJE~IAと〈を法にして限界日長のx~~

を怖くかということに問泌があるが， 21℃以下

のお皮では12時間以ドのiヨ長で主＇Mlf中長がおζ

らないようであるζと， 25°C以 l二O)i/;A/交では13

ll!i・lilJ30分以上の 11l~で明らかに多くなっている

0

5
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Relations of temperature and 
photoperiod effect on the 
shoot growth of Pinus densキ

iflora seedlings 

Fi g町 19.
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新!j[：γ ツ以の生長と， i'I i毛と気品：iの；；~1伴

ことそ£－j引1XiGえよう。

アカ γ ツ土HJ ；~·：の：t出1Jf1l1J返におよ iまずけ長と品ill庄のおJT.U)l.]係をまとめると Fig.19のようになったο

品，＼）えによる限界七11乏の変化をJ1t注総からjぶいて実験したため，それぞれの日長と似伎に対応した災験iぎ

は一I・分とれなかったが，ばlからMJめられるように，主張！！のjljl長fit＇ζは！とIJ乏が大きく影燃しているようで

ある。すなわら生行逃1~\iUUJ における必ぶi；人気品付＇ 21℃以kあるいは LI長が1211寺IHJ以kであれば関子が

i1Ji1~ となるが，そのMll主主jえは El 1~1ζ 支配され， 1411,'f/ii] ）弐上の n 長でよく 1111 必ずるようである。

年の1mu二， lj:-:J，ぇ，｛本 Ill~はそれぞ引きお ζす外 fHIJ.lil境 lζ弁h！ る内 ill＼的な！ぷ』むや発羽のしくみは後最ff: で，

ノ t:l'J'J必！九いいかえると外mm~坊が変わるζ とにより，＇：l~Jえの終過や形態の形成の君主化をきたすものと

,iJ｝，わjLる。

アカマツのQ;'Jは.i；（仰において 8JJ 1/ i旬闘から／）／：日三し効くなり 59），二七万］茅がみられるが，気ilii¥が乞d乙

｛ほドしていく llljJUJでもらり， iニIJえもしだいに総くなるからやがて冬ぶ！切に入る乙とによって関ぷが附m
lとなっ】亡いくものと忠われる。ーか，抑制においては.ijUiおより ~j::J乏開始JDJ ，科、Jl：が局1 く j誌にり，ごとHJ!ifー

の発生は 7月j二イ'f)tJjからみられる。以後9月まで平均気／,¥;1,1ま25°C以上でおく，日必も1211寺/iiJVJkであっ

て， 卜s川jj・:O)先手iごiζJ砲した条件にあるといえるようである。

1211当Jr',J30分以！二の日長があれば19°C以上のili:l！立でこiニバrnユが発生するが，試験lR③のようにl:11日下でも

2!i°Cの il.i't!\J~ で忠告IJ{ijJJ乏が必 ζ ｛＇.） J;J）；合もあ 0oしかしその時期の日j隠は約131lli'[lll'.10分からしだいにniくな

り，そのためたとえト.JIJ茅が発生したとしても，その｛1/1±えiJUま少なく， J火災:iJ＇のような災＇ ii＼形態径三！ず

るものと7'!;えられる。

川 JJ.J＇の発 J：ュは，その生必沿i:liJJ日してffi'i'iJVJI日jの）：1H~l·ii: はかる C とができるという幻75,76)0 しかし

ながら i1l1総では針。必ぞJBillfJ しない秋災月二が：§；く，その ms分が.'.l~好i'.'i＞をうけ±•M1 がもi；れる場合も多く級者ざ

され， o<"F叩 l虫：はよ千二ii::U：や校がわりがみられる。と：れらのことは住民にとって不平ljとなり，リ：行不良や紛

~W！＇宅 .，：；•； lζつながることがご与えられる。

二上Ji]立ょの9MUζ対しては日以とilu't！交が将U.i.1ζ関係しているものとjぷわれるが，当初JftA包した限界1:1J乏

の検証l：については不lljJU僚のま 3'却である。アカ γ ツの上)j]j,jの発生は，冬」j♂｝~I点の 11;3. JVJ がよ｛~IYJ 阪であると

いうf習の特性や，発生の主主般を｛1/1J乏放でi足分しているζとがそのととぞ一例不明l僚はものにしていると

jよlわれる。

ζ の1問題司会f({iかめるためにはm境条件によって伸長休止と，冬」字形成がきわめてiりJll(i!なfillについて，

限界！=J長と冬労形成の関係を検討する ζ とが辺ましい。そ ζ でつぎに巡＊？＇Ml:長引のカラマツ安材料とし

てζ のJ尽について2た験安行なった。

3. カラマツの冬芽形成！こおよiます臼長と温度の関係

1）実験材料と方法

カラマツ（ larix i吋folepis Gordon）は今iI, :lt,ii.語道にもjよく ),f([t¥tされているが， Jj京総j叡の信州

j世fjとiま気』H

カラマツは．！七ii凶設において：品li容にかかりめいと 3れてい
111) 

1=1:::l0:Wlの制度は天然分布域である信州地hより移似地である北海道の似宗や紋］jljはかなり低いが，仁i

長i才、： I ヒ ii1Ji践のみが長い。 i必·；；＞；カラマツの~UH本JUVHま lOJJ 上旬闘で，このi呼応jの 1:1 1乏は泌lζ北海道の)j

が続い。従って；ltilfii益では乙の時JUJの！／；，＼）交がf尽く， iヨiえがねいから冬!:i＇形成本が100必』ζi主ずるのは信

州より引いと予処｛できるのに士、jし， 1¥lij地方とも｛河内！びjか，むしろ俗州（J込虫nより北海道 C*)()JIJ＇見l」泌

総iJ) でiどれる切合がある 1.5 ）。 ζ のにとが；lt/lij)j立で＇1L ）.~j ；写会iii\ζ し訪し、 c との…つのllH闘にだっているの
ではないかとj土｛われる。

カラマ Yの生長のrmfitlやf¥t上iζ対する 111毛剤J」~はお：しいとされるから 2,36 ）’ 気i!ilの1f:j1,、ffdHJ也)jより
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低い北海道で冬］＇形成が！｛ J_く必こらないことは，

iln'd交の低いζとが冬必形成lζ立すするド｝（Yi-IごiJてを

)/jくしているので、はないかというあれ討jを什二ぜし

める。 ζのζ とを検；f;fするためアカマツの幼合

と打ij じように，信州と－H~':l~における月平均気品i\

とI]:1誌の季節変化そ Fig.20 IC. iJ~ した。

カラ？ツは信州において立ヨさそをはさみ，その

illi後にし 2' 3' 4 i!IJll¥J，それぞれ九HI処却

して iヨ然 [I長ド CJ三1:1）にちとしてみると， l 

泌li\J6'./1加では冬~~·ゅ形成がかなり .i!主れるが， 2 泌

11¥J処閣では自然 H：！乏がjセiiであるlともかかわら

ず一皮100 銘冬刃i：を形成し，その後 2i LQ H'M立で

またIJFJ.ifずるようになる。つまりカラマツの！ごl
2) 

長銀J:U!:による後fl:llJはが02 iJ.'<llllJである。その

ため約・i般にみられる冬3手形成II今月！として，｛三州
1.6) 

はlOJJi：勾～仁jJ1fJ ，北海治は 10fl r/iifJ～下

旬87,95）であるが，これらのll{f別会約2溺！BJ1llJ 

にずらして［1'1]））！でがiび， Fig.20のjjζ冬矛形

成lζ対寸るiM!I!による限界iヲi乏の封t/J：＇.線与を JWiい

fこ。

Fig. 211こ［＼災b¥1-IJJえそ11k織にして';lf！娩そおl:¥Iてた。

すなわちilu¥I史君主化iこ対して推定絞よりi毛いれ長条件

？とは冬.!J形成が~，， ζ り燦いであろうと IN.'ilごした。

材料は災総 I～IIIiζ北海）Jlぷfd（子ーを絞jjj¥CM'f以）

でな l'i'i した 20]ミ生泌を，~！~JVIζ ；ft：海道炎im行政当

主；C:!J:;'1'iそ 1979年lOJ]11上i～1980°1"2 JJ 5 E！まで

f];!J：山HIJfilll'.:'i；》C26°C,161時間 H:1＇：；；）で fl'てたものそそHJい

たの ！！＼｛佼，日Jミ，品AI交の剥終はアカ？ツの実験iζ幣

じた。 ')f ！役目l立jヤ，試験 i足許 i子について，＇~験 i lま

I 9 7 9 sr 6 JJ 20 Fl Iζロイトト口ン内で①と③会？？な

っfこ。

:,ll淡Z，取はわjij'.7 )j 18 El , 7 )] 251'1 IC実験 iの

材料をそのまま！日いて②⑬， G告⑥⑩⑬⑭そ'j:f}jむしTこ。

実験問ま 1980sr 2月61:11ζ④③⑥①をコイトト

口ンドすで，。ゆを·r1Uli.\ ｛，~内で：k;JJおした。

各試験じまについてIJIHF，冬ifJ彩lj立について泌.n干し
た。実験場)frIまJ！~泌大学l災今＇： i\flllHJf.l!，泌対林；｛＼. ilj），試験

Jli~である。

2）絡祭と考察

試験阪の処則条件，実験経治および給兵uまTab！巴

0 tl..<D / 0 
Ji(，、車／ 0
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I五!JI.：マツ！11！，のイl:J三と， ！；｜長と会（／／，，＇，の ！；~ f<ij~ 

Tab！巴 22. Relation of temperature and photoperiocl effects 
on the sprou tin反乱ncl format ion of、 th巴 wintむr
bud of Larix ! e戸to!e/;is
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22のようであった。実験結保の試験Kの記絞は品：¥J支－ ll J乏の阪 3 例えば29°C,1311.'i'/i¥J20分HL之l?<J;J:29-

13 00であらわし， （ ）でぷ！験16.ifr干；そつけ加えた。

実験 i，’l'able221ζボすように， 29-l:3 : 20 （①）， 19-1:3: 20 （③）は処j出会4i担！日jでも冬子司会形

！戊しはかったの

実験 lI＇実験 l終f後のH*'Iそ必i立与むその設立にして l:l1乏を1211、刊；J45分lζJMくしたのそのど3県， 29-

12 45 （③） は21了長をあ.＇~（＇） たが， 19 12 : 45 （ゆ）は体長そ日本ti二し始め，処11]11灸l地！；？と2t!il日体1[1'17 

@)(1'が冬社会）彩色x:した。

実験m.実検証終了後の材料をmいてTab！日22のようにけ長と1/ul/11：妥当主え，得llff!i二と冬えド｝［＇.：lj見を訓.fl

した。処J1U後3.il,',jlC! ( 8 JJ Hi II) iC".Efl母体会野外へii'/！，、fこ。 Cれは1rn述したようにカラマツの光J?;J！邸む

には約 2~，＇Jll:Jの後作 Jl1がある ζ とに必づいている。結.~~は’rat〕 le22のとおりで， 29-12: 00 （③）とお

12’00 （忠告）はし、ずれも冬:!J＇を形成するが⑬のプ'j（ま冬ii'任早く形成し，③はいくらかil.'Eれlるようであ

た。 19-13:20（③）は冬子を形成していたものはIJfl:iJ二しないが，とt長i:j1のものも冬芥与を形成しなか

った。この条nで（；t冬.！F会形成し燥し、と判断される。 15…13. 30 （＠）は冬よJーを形成していたものは処

Ff!後4.t同院でIJ日立やし， 1+:1~111 のものは多分i}lj処Jlllrζ よる後作例で冬子安形成す，（＇.，が，すぐ IJIUFがお ζ る

ため冬一子｝［；1＆の条約ーではないとjよLわれる。 15 -12 : 45 （ゆ）は冬」干名形成していたものはIJlJ:fしない

が， 11：土6-;rjiのものは冬ぷを形成した後手}IJIJ;!J＇ずる例｛本がみられた。この条例ーは冬 J手形成のおよそi!JUVで

はないかとi立わjLる。

1iij処Jll！の後f1:11Jなども考えられ主主計rtーであるが，これらの絞烈から 冬えそ形成し型車い条約二与を(j)(?)@R

限界 IIAぎりぎりの条件を③⑭，冬立石形成しめい条件与を＠Rとサれば，概してドig. 21の｛波紋で
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ぷすようts.限界1:1lミの打ti立総を改めて巧今えるととがでーさるようである。 ζの舵波紋iζ従って実験IV与をわ

った。 ζ の投『？｜はilii述のとおりである。

実験IV.結決金TabI日 22（ζノ〕えした。 25-13・00（（！））は一日J）冬がを形成するが，ほとんどの！洲本は

生長会継続する。 25-12:30 （③）， 21-13:30 （ゆ）は約50忽の！肉体が冬がを形成した。 ζれらの条

件は冬一ザ形成を幾分注怨するか，限界II必ぎりぎりの条件にあるようである。 21-13: 00 （①）は冬子

形成が幾分繰れるが，処f1j！後5j湿！二！っとほとんどが冬；!i＇形成した。 17-13:00（ゆ）， 17-12:30（⑩）は

処.[lj！後 2i!.¥lll IUJ::長会 j.•;itl：し始め， 5.iJ!.,J凶 iζi立公的体が冬；!jo：奇形成した。この結m1ま，納付；／：＼］で多少のば

らつ会がみられるが， IJIHJ'や冬一広形成iζPig町 21の｛波紋による約定線のようなllJU平日lえがある ζとぞう

かがわせる。

f江本H1'i物の1Ji·HEJ5」象でみられる lil~JIよ fl 長の変化や l~l 然状態での11:長休1UUJから，カラマツの1111 」j や冬

子形成iζ文j匂ずる限界Fliミはiiii't＆がおくなるに従って於くはる総を封｛：位した。 Fig.れからわかるように，

との関係がみられるのは 15～20℃の！日lで， ζ のlilJではiM＆が向くなると限界Hl去も長くなる傾向jを示し

た。しかし21℃I'Li二になるとili¥tl交が向くなるにつれて逆に限界 11Jミは続くなっていく給与1となった。

HH必地より，｜七，あるいは陶へ位j＊在移申立するとき，それらの卵子， ~l·:lむ休 ti：と｜二i i毛および似伎とは

イ~c!J分な関係にある。カラマツの場合，｛幻H から；jt/iijiJ授に移すことはそHミ休止JVJ には'r-12！ニ！と低i/nlの1iitlh

が作用するととになる。 ζのIIきJV］の気制は21°C以下で， iln¥l交の低下とともに限界1:1j去が紛くなる総UHに

ある。 ζ の ζ とが信州と；11'..iii.ii立との ril~J愈j戒において，冬3fJf%x:JOJlζiii'.:いを少なくしている｝Jji[Z¥jになって

いるのだろう。 21°CB、｜二の；＼＇；ji/Jllでほぼ！こiiぷζ関係なく IJlJ;iJ：，生j乏していみが， c：の地域ではJ:Jしろ1211年

11¥J以ドのil i毛になって，冬子形成した後の低i11nl不足が時閣となってくるだろう。

4. 討論

丘学生jえf,J\JU＼~の？ツ郊のゴ：Jjj!jーの発ll:.(ま，·，：；＼·1ζ必ずJi\ζ るものではなく，条件によって変わる。し

かしその発生や伎j誌に関係する後l/;IについてはJ：くわかっていなし、。本実験ではi：別手のずと伎はアカマ

ツがク口 γ ツより多く， f1n：のiii'.:いがlijjらかて、あった。またアカマツについてみると休II則的lζffh/;1＼をう芝け

ていない，自然条件ドで生ffしたi'i'i本でもかなりのニiニllJ芥の発生与をみた。土Jりがの発生が必iJn＼地域でき多

くなるという事尖からみて， lj二首WJl:Uの泌伎は iJi:必なぷl沫告もっと思われる。

アカマツのopj~IJ の ft11L.Uままに i)ij:l引ζ抗泌されたll'i'11：去後分そ ilH!i: してnなわれる。従って」；ミ占誌での総；4:1:

iζよればs‘1tr11；主デンプンlil:Iま7月下勾から 8JJ上1.i]i:Jjlζ紙ノトとなり，その後徐々に抗泌がiffiむという66)0

従って京都でこ｜ニIllぷがみられるのは 8)J中旬以降となる 0 i'i1総では杯争の，すなわち第 1Iii！闘の住民の

IJIHt：，休JJニがぶ似より 'ftいH告別 iζ必 tこみので， 111i~ された縫う〉の；，zHi'l も j戸く Jをむと札lわれる 0 ；；：~分布i約

がある松皮iffiみ， ll1]1lljIζmみの分化がiをむと,£.L!j・：の flushが：iJli告となり， 7)] 上旬明からゴ：Illおいがみら

れた。そのllijJ\Jj の主•M1f!j1J乏 Cl：別当めは chilling ぞ受けていないので，日公依存m：が~｝ji, 、と封htされる。

iニ)f];;J'の発生iζ必号l!はi'l i対立，従兄ミした限界！二iJ乏の変化からみると1211ijli¥J以上である。尖験結烈から，

気泌が約19℃以上で約1211寺ll¥J30分の日占えがあればある続皮主戦l1f1j1：［三が必こる。 i1l1総でニt.JIJJFが先生する

7 月の自然 iヨ j誌はf（~ 1311寺Ii司30分であり，／）首謀のTi]有をな日長である。以後9Fl t(j まで月－＇f均気~；＼は約25°C

以上であるから，生手1遊説u¥JVJが比絞的j乏し＇oCれらのζとが戸11ri誌で，とくにアカマツにおいて：jニJfEl＇の

発伎の多かった ζ との以泌と考えてよいだろう。

しかし問茅したとしても，その伸長引＇ .lえには li 長11.~ll\Jが関係しており， 14時間以上の IHえのときには

じめて平均 5cm£Uニのf1j1J乏がみられた。またアカマツの必wri1,rn手）Jえを停止させるのは約1411今l:IJを限界El
63） ψ ＇・＇ -i乏とする綴iゴ条件である といっ。ほっ Ci1i1剣ではその時期の日長は主1N1Jflj1.L~とやmmu，~形成にとって 1-

分でなく， fljlJ>i::肢が小さく，あるいは秋長;¥jqζなみなどy4・，：止な形態形成を起こすζとの照的となってい

ると考えられる。
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カラマツの冬：WJf'SI仰ζ土、Iずる似伎と限界iヨ必の関係は，多少ばらつきはあるがお～20℃の純閉では

iiH伎がil'ij く ！，（ るほど限界仁l 長が長くなり，休Ill~説JF;(Iζ は品，［！交の低いところでより Wll ぞ必！！）！ とする。 ζ

れt:U七の々で限界上lj迂が）i5.くなるζとを；＼：：（I沫しているといえよう。 －）］， 21℃を1法えると逆iζ iMiStが 1 ：·~j く

なるとllJt'Rlllえは続くなる傾向がみられる。間じような刻象は:fE必形成や樹木の｛1!11去にもみられ
22,23, 33, 

,71,91自甘1113) 
，ぬによっても光Jl;JJUJJX:応lζ対する品，＼ !Stのかかわり方が］11なり，また l~I 然条件ドでは， Fl

j毛とill:l!交がえli!l:UJしてfJoJIJしており，生j誌に｜刻してこの相以関係は1/lt視できない。

このζとは？ツId！，のf1J1EEU；之の休Ji-.，土汗HFの先生にも関係しているであろう。従ってアカマツ，カ

ラマツとも ζれらが足首？に~Ll"fずるためには， HJ乏や i!iilL\[lζ迎伎な総聞があり，その中MMぞM＆えると＇ I:

符不良のfjjil心になっていくものと：与えられる。

第V怠総合討論

Yく然分布地J成会はなれて似ノドを移~［！＇［した年；)1丸とくに；｜七の方へ移納し，人民I；林会治ろうとする場合；ぶ

さに対して巡応しうるかどうかが！［（嬰な条件となろう。逆に併の）Jへ移右1'lする場合，どのようなlJ;i境悶

どのようにはたらきかけるのだろうか。

~JJ ；／去の 1111 民生長引は；＇千滋 3 つのタイプiとほ分されている。 1 （主役符JUJ治］i:Jllijj らかな生長休11:与をもたな

いもの， 2f幻l::J去とにもJi：をfiij[ffiか繰り返すもの， 3Iまよiまでに一定の~u毛そすると，その後1111長生長を

休1）：ずるものがある。 lはJ'l!絞っ：災担， 2（ま flush烈， 3はfl学生長休1H¥1とし，こ ζではJ'l!総生長l¥2

と fj_ 守主 1:Uii:i1'1I：：援について考えてみたい。一般に述続＇Uセよ＼~（ましだいに続くなっていく秋本のトl i誌や低

iJfi¥Iと！ぷ必しながら冬立を形成する。 ζれに対し，マツのようなfl争予H主体JUI＇！.はど手 lζIJl-J5:iょして冬芽ゅの

f)1j［日］をや111えし終えると，まだ十分にi/,,l/交がよ・：；く， Hi毛が長いU'l主lζ｛ljl長引：：lえを休止する。冬3干のJf;;J山立

生長IJIJlif;ft：しばらくして始まるか， f1j1J出！：：：！乏が休止して以降lij］らかに冬芽形成期lζ入り，秋lζは休Ill（均j
12, 14 15 3骨698889,103) 

lζ移って冬の；起さに対応していくことが知られている 。

冬］＇v）形成，体llKによるI磁波性のJ¥11火は， i必'il¥1援，m：・以北から］限定作；の冬の低泌がかなり！殺しい地域iζ

分 (jjす0mの環境iζ女Iずる巡応とみられる。このような性質ぞもった係， Tカマツ，ク口マツが戸ji測の

ように比絞的i授かい冬Jをもっj古城では，その生i誌やザメムにどういう路傍を与えているであろうか。例

えばアカマツ，クロマツ同級，兵学生長休止型lζ以ずるリニt ウキュウマツは， l)J下旬切にIJ/-j'i;j＇し初五 L

lcA-:J~休止した後，そのまま冬非を形成する ζ となく， j)Ji'i'i!羽にはfiiJ凶かの f lush を~ζす例｛本が多い
110) 

。 ζれtHl1朝日において生以JUJのilril!l!.'.が，：＇；jく， tj:c:J;'(JOJll¥Jも長いこと，冬の制l交が向いため尚し、耐dH1l:ー

を必必としないとと，またそンスーン地上去のように長j切にわたる乾JUJがぶ釈しないことなどと対応した

現象のようになlわれる。

川市uにおいてJ：＿；：｛；・のリュウキ A ウマツや，その他タト｜五｜必γ ツでもMi車社とほぼ向車仰l.¥[J!!.ll或i乙分布するタ

イワンアカマツ， flushLi'Jでl¥21.l1l.lぬといわjL る 67 ）テーダーマツ，スラッシュマツの生J~iま良好である。
しかし 11li児！~）以J:Lltlζ分布するアカマツ，クロマツ会mi仕lζ移j111fずると ~trrはきわめて弓C::jjミとなる。同

じようなζとが，例えば千五691JIみに分布するグイマツを北海道へ移航したとされI）’ Wisconsinと

Minnesota d誌の Pinusstrobus L., P. resinosa Ait., Picea g/auca Voss., P. mariana 

Mi 11.くE’Florida iζ移航したとき 105）などでも泌められている。

樹木の，とりわけ丘学生長休L!:b＼~11ζ Jrs.Jするアカマツ，クロマツの分布の陶！浪とその制限悶うこは何であ

ろうか。どのようなj京成以Ffが佐行liW;l；.に関与ーするのだろう。本liJf究は，アカマツ， ク口マツの~I：下？年J

i誌の以凶lζl'fl与する磁波間二子みその＇：I：：即tr~~1mそ究明する ζ とによって，天然分布や外)JとおJ綴の導入l'f

成｛ζ！対する lilJM去を:15~；~ しようとしたものである。

アカマツ，クロマツの天然分布I浅の生長JUJのJl；＇！成条件と； 111絡のそれとを比較すると，岡地域11¥Jで樹木

の生長lζ絞殺2をおよlまずJ:;;lJ党l羽子中， lりjらかにi!tいのあるものの一つは口長であるo ~Zfi El条件はjjlj述し
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たよう lζ ｛！； Ill~司会Vめ似iJJU玄ぞ必めるが，／j:長期！日Jcji の丸l iごI~ゑ {LI:lま，！とhim+uイミのi対hでのl:Uえにとってボ

ヂlj(ζ作｝ねする ζ とがゴ~·えられる。すなわち，樹木の），.：’後住民はー忠告に El lえがLふく心るにしたがってWI大
12.101) 

するが ' ljゴ長！日！の l~I 然日以はJとから！？］へいくにつれて均くなるからであふ。

3長年にわたって生長，休日誌を絞り返す樹木へのη長反応、は， JJIJ/l結ゾJによってfドドすに一生そ終る一年

生i/1/j三和1物のIJlf/E現段 lζ対する効保と泌って，コドjζ栄 ii~~iニ長への；与野について総務されたものがさ5い 28.
1112白JC日）

。したがって桜木のlj:J去にjりするけ必拶J県安llJJらかにヂる ζとは，樹イ〈の天然；、分布］O}W(.ffrや年；〔人
伊 47,52司89,111) 

好手i!の11J1JU'I：を；寸ぢえるj二T'if（必な泌]if；であろっ 。

樹木のと11ど効 !.Rfζ ！刻する｛引先i立， f',;'l.IJ~ili1Jili1J主や野外で一定的仰の光合成系の＇）t; （ザ1）えば 7～8ll~Jli',J の

太初J日~~） をうsえた後，低fl.世伎の人工光線任いろいろな ll!yH\Hfl'に，係々 II与 ll\J1:·変えてその反応与を；（l/,Jベる

とがさ与し、。また J~J＼~材料は，小3 くてぬいJるく s jむ絞的 [i.Iぷζ敏h＆な均年iJ:]'i'j 与を・ JlJ いたわ1jjlj::J]J!"f:(I＇~な

研究が多し、。このような糸約：トーとの’＇.J.i~決のが，~Hま［＇.JR~ [I J乏条件下でのそれとは必ずしも一殺しないとと

があるという。例えばノ｜ニ長JJ.＇抽出について， l~l fe:.~ iニ1l~IZ f;t l611!f／日1[! j誌はより 11；誌が紛いのにかかわら

地 l:i¥J) jfl （立川］じくらいか，なしろg;くなる乙ともある52）。またアカ γ ツの l{jソjニ以上の｛｜母体では，長信｜｜
28) . B へ4

j1j1JぇIUJiζ長｜…i犯1)1{!しでもそのよdJ；誌はみられないとされている 。 3~~宍ぷ内と注い自然条例下では季節の

変化につれて気品，＼と LIi七はi則的して変化する。 IIJ込の効月lがiliil!.立と1':く5'.l(¥f. iζf'Hll寸るのではなく，ね！

I[ Iζ関係1:· もっているとすると，予防(I＇~ Iと変化寸る［＇.j然条件ドマ？の Fll~の交b見~1:-il,\\J.lt条件とのj具Li'li の 1,·

で j 宇析することが必•)J! であろう。

Nrの分布の 1\'W!~ ，外；j(f!ffの導入にかかわる nuζ市内実験のみならずCl然条約ことの対応関係｛ζ
おいて ,j命じなiすればならない0 ;qq；：誌におけるアカマツ，ク臼 γ ツのように永年にわたって｛l:fiイくj込であ

る幼合，栄'iil''cl.：：£えに Uhが関係しているとすれば，そのえ｝］~！！：は議事続的，京阪的なものでなければならむ

いと ＇！＇； える。したがって本研究のl:::l的，な千えからilll総の自然削除が，アカマツ，夕日マツのi／：叫ん例JililJIζ

;;t;終ずるほど）；0,H ；効~があるのか，とくに 1 年生以上のflbli本の5史認；生誌にもけ長効泉があり，そ，Hは.i:l!

絞伎があるか，などの助会主そ追求する必！渓があった。そのため災験は！こl々 変化するの然条件下で行ない，

材料は i"f'U夕、i：の1'r1;1;；を！日いたのである。

j)IJ；誌が｛f.l;}O＞頃，またはそれ以［¥(flζ起ζる地域ではIJ;:JぷUJにおける自然口氏のぷ[ij変化〈会みると，：it

、同長では， IJj返~K~Wl':佼II判官が 1211当日誌になる点分から，I記 ζ る。そのほから｛十1:1との！二i 長去は人：さく心り，

~·：J五年l)tJ世）；ほど II jえがいくなる。総j交による αi之のj£己いと：＇.！：主主 fしたのj！］）；いはそのli.'iJtlJからf¥Ai'L,I代半年j久

jむブJでは）！，l 凶イじに J：り初 11 効長~~をあらわすはずである。

JJLIニの乙とから， f/,t球タljg，）より：ltlζ分布寸る γ カマツ s ク口マツの：~~:ji!'引：長iζ ；111測で九i leiの抑制効よれ

がみられるかやJ食品！，］ザるため，まずーっにはi1l1刻。＇） l~l 然釘必そ紛けとし，仰は人工j[(li引を flJ いて II 没後

あるも、（;tIJ i'll 1iiJ lζ211!.fli¥J，および述続光という災LI処llj]与を作分の 11からHIHI：した。その総長：， 11主初のヨ：

'i111J{1j1Jえは自然 LIJ.WIとH：絞して.i:l!絞）℃はでj匂火がみられたが， 2ll~fl日Hr日光l?5: ではほとんど注がはかった。

アカ γ ツ，ク口マツの天然分布地域では I5!1Jr1L¥J以上の日必はないので，えli続光という条件を戸I＇総におけ

るアカマツ，クロマツの~u止と結びつけるのは附？m である。しかし連続光処.L11！における主中~IJ{ijlJ乏のWik

は， 1 iJ::':lょの似体でも日長効烈のあるととを示すものだろう。

ボ占~iにおいT ，外iバぷ：；；：；含めて？ツ Iiえの主 1J41J の｛illJミIJH!t11JUJ には f<T[[iリの渋が泌められるが，そのjさいは
妙。2)

2 il,IJI日mu肢のもので，どく火まかにはほぼ｜初日'.fl院に生長llfl!のが;fl;ζ るとみ Cよいようである 。このζ

とはγ ツ泌の！Jcぷllltl始が気制｛ζ燦く依存していることそぶしている。あるi也I戒での？ツ泌の生長／Jf1!<f:；が

比絞がjそろい幼いものとすれば，，，，，総におけるアカマツ，クロ γ ツもリ J ウキュウ γ ツとli1Jt二時JU]' 1 

）］ド合］羽 F： ~tt屯！泌総しているものと思われる。災燦ζれらはが分までかなりの.nu交に｛1/1Jえしているのが

総察された。とのととは主幅IiのIJ持jj＇は 1211年Ill]以下のけ長1ごで必ζり，その後，二｝：紺！の{111i叱が必こるが，

それは税分 ~t て、のfi\JW211年 IHJ以下のぬ： El 条件下でねーなわれている ζ とになる。

火然分布i!Rではlllt対ーが1211料品以上の l二iJ乏で起こる。このとJr‘実は ;it1総におけるアカマツ，ク口 γツの~t
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jミ；1;1J/;JjJ （ζ11\'l.ll な；必然をもつのではなし、かと Y-jえられた υ ＇ffo'/i 約制~~の長11m, iii•総におけるり 1 ウヰコウ

マツ，アカ γ ツ，クロマツのノjklllJ!lft IUJをみると， l)] f ll］～2 JJ qi勾凶で，アカ？ツ，クロ γ ツの天

然分イfJ械のほぼ中央総と六よる泌総地)Jでは 3 月下旬悦である。その｛去の：t.•M1や虫14~の伸長絡i効において

も11l1H11i1淡の！日11ζlま2か月iiiの波がみらjL Tニ。そのためJiliiJiliJ淡l!¥Jのll:lミ!JIJ!thJ訟の日 l~とえJは l Jlljl:',]30分｛長江

川I測はj1j1民生長のJUJll¥JLjl' ;j~ /J!51ζl:!ニベで）'!ilH＇条件下にある ζとになる。とのζとがll:Jえならびに Jrc:;imJr~

1主に di：必な，；t;~~＂司会与えていることが子組される。

そこでi当然iIJぶζ士、Iして＇ 1:1没後 2JI寺！”の人工照明によるil¥J)t補光というjえ1:1処JJI!会れない， i'11MUで

のう＇f外でみられる 2 月以降のfト.r誌にどのよう！と以応寸るかを；U/;Jべてみた。 ~＜1i 1-i~I主計rn じ＇i:ci主べたように，

2 ii年！日！ねIUY；！父では処型IHJIJit,'11£七：l'.'1~ ！ 1 lれたんにfill必ずるのに立すし， 1'1然 iildXーのjlillえはきわめて絞似で，

主制Ii伸長は少なかった。斜淡の川長終ぬも同じような傾向がみられ， 211寺11¥Hill光lXiζLi：べ i’i 然 II ［~［玄で

少なかった o ;¥i(ii分の設以l1lそをみると， 11/i)と｛まは自然11民16:ICli：絞して池上mばi：，とくにIi引と初公の＜t

lえがおーしく，また節｜！社長も火 f': くなったo とれらはさ1i"F-~I~出とほぼ吋じ傾向ふ告示し 28,52» 1 ＂＇ドIJ'.f[母体の

栄？を1t1~1ζ対寸る 111三効烈が：L’，iiE 2'れたり

このように戸，，京誌のl対応， ~LL七切における［＇ j 然日長lζ2 Jl!jll¥Jの人工科ll光をするfごけでアカマツ，ク口 γ

ツの＇ l::J誌が促進された。このととは i1l1測の El 然 H:U：がt~ El 効！l~ としてそtl＇誌に士、j し， 1111;Ji1J1刊にfFJねしてい

るものと勾えてよいだろう。 fこだ永綴 52）によればs 光合成系による~U::f:と lfil化frlijfi入試VJ、 i干の弱光系によ
るfltl111iのなづえむ；：には！l:J.ふJ1Y1IJIJ ）~；皮 lζ2去があり， I］＼）光系における生よくl土いくらかノトさくなるという。したが

って必・）＇（：系による l1:1 2 ll!JI”の 1:1t~の総長は，実際じろ！，：l,t/Ji：の主主いによる光合成系による 11:1えとは多少J1l

なるかもしれなし、。

また第五1;';:4で述べたように， 1Wドi…liミ処到したlf1Jじill;！休iζ次のij＇.同じ処匁！症絞り返しでも同じよう

な給弘司会ぷしたことは， leiJ K効架が,¥ijj絞ずる 11Jfit悦司会示唆している o M•組ではII：ぷllli~f；が 1 月下旬～ 2

)J rf• 1リlζ起こり，そのj1f1長生長期の自然日！乏は121!年11¥J以）下であって， γヵマツ，ク口？ツの生！毛をJrililil]

1“る幼引があり，しかもそれが1n勺＇.Jf李総してj己とる可 Ii~＇伎のある ζ とが；出潟さjiるのこの乙とが符しい

生長不良i：· もたらす ！Wt!の一つにな •:J ているとユ与えられた。

天然分布械では l年生以上の釧体lζi三れ処J1［！しでも 11J三効ti~Iまlljjらかにあらわれないのに， i1l1総では

なぜ 1"F.!J:以ーとのii/iiゃいζ，しかも連続してえIJ県があるのだろうか。

？ツ同の.tg；含，一fifllと14リj：以J.の似体のj：長は 1)ljij~の JFの lいですでに決まっている l！＼＼担を lli!I；討する
9, 101, 106) 

だけであるが ， そのよれまつ長開始までlぷ、冬を滋どびなければならないom犯はアカマツ，ク

ロマツの天然分布域より冬挙のiii，＼／立がおく，乙の ζ とが立イJ)i!•の1.l:Jljl(ドJ1:幾li~fζfiiJ らかの変化与を与えてい

るのかもしれなし、。
102) 

…般に払Lt；の；；Jは，秋iζ休IK<tると必の休II則T般の1)ijlとああWJIHJ冬の低ii:,¥iζδらさjLる必ガJがある 。

冬ij·：ゐの｜本 lllUT ！~.lilcH効なこの低ilnl ＇及：求JStはいろいろだ制阪で， 0 ～l0°Cの総i測にあり 4刈＇ 90, 102），アカマ
58) 

ツは 50 土l℃の40El I日j処月.I!で休llJ(fJ!1浅されるといわれている 0 ＇.）.；＇.験地のi/11＼肢の年変化そみでみると，

日必低気泌が 8°C以 Fになる日数は30けほどあるが，それらは矧続的でi'l!r,,tしておらず，その11¥Jのl:IJ1芝

山i気品iは 1 ：~～28°Cにもなる。 El ii主総Q¥ili:'tが 6°Cになるのは 3仁iだけである。

したがって休｜問。w日！｛！の泌J交はアカ γ ツ，ク口 γ ツの低記1＼吹けどをiをト分泌たしてはいないとど唱えられ

る。とのJ：うな低illll波ーボドf:O）不足が， γヵγ ツ，クロ？ツのu持；；j:' t！：：必｛とどのような；；~~~＂をおよほし，

ii/•事i1における口長効mとどのように関係するのか，生長｝り！の栄i:EUおとおよ lますけ長効果と休lll~JOJの低

ii，，＼＇｝，制作i：との関i選性会先手折してみた。

{J,l;i/；，＼＇起オミl立を検＂すするため，｛木 ll則的lζ入ったlJJ'Jから 1かJ:Jととiζ；jUおからl'i'iをとり得せ，その後IJU

.~rするまでiNIUの野外におさ， s;u;111ζ おける 11fタLて？の低品料列島 11 絞と戸I•割uにおける IJM;!J'i.去の史的の｛ljl長

生iととの関係を淵べてみたりその結果，；；｛taiの野外という条件下では低ii必求内はnnr、利j～12凡下旬

のIii]でほぼ以17こされ，それよ；~jr.f:tま休lilHr般の状態にあるととが認められた。そのK,,i;m与をふまえて， fj五 ii'1il
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条例ニが不十分な，体｜｜災」よそJf5iぶしたばかりのiIJJ23 Iー！と，ぱiま低iii.¥条fl:ノう＇i1:1'.j！，こされていると思われと） 1 

)J 101 1に；；（(]jiとほkl'.Ji1Jtli¥I立にあるえ.'1¥0よから 1'H交111'j;j：を修似し，それぞれの生以IJllkf；初から；jfjf11］のお殺

と111]-!>Iiな；…lj三処却を寸・j・tj：ってーみた。

処f11!Ltニキi11w ，低ilu＼＇皮ぷ)J)：を似たした lX: ＇ま：E'il＼な itJ~え経治安ノドし，ぞj:長約＇ ili·l やlj:.J之 !il:iζII長の迎いに

よるJ去は必められなかった。似点nlのふが卜分えckについては 1)ijlr1］の’:JDl!kれlj!j~ と l<i].j;f( （ζ ， 21日＇.i'lllJおn光した処

l11!l去のノ｜τjりま低iilll!)jf ;jミ伎やii:1:11こしたほと同じようは生以料治，ノ：uぷjJ:::t-》J；したのに.X'Jし， l~I 然 ！： I jぇ~ts: 0) 

ノu~u汚：しく少fよかった。したがっ℃jJJ;//,,l ガ~；jミ !ll: ＜をお fこした例休のIJ!Hi や1cU~は H l~iζ ｜！社係む：く ilu\!ll:fi<

nの反応にはり， ftiiititの（ぬた3れない｛肉体はflJ毛先IJJぷがノえさいというが；烈になっていふ。このことは休

111(1引にill似合路公ナるj乙然分布域でtJ:,'l'r外における 1"V 生以ょの似体の！日l~ーや~u去に IJ J：七支IJ!_f!:Iζよる

影紛が犬よくなる IJ;i凶となり， j~； ilJ(Jl!i lζ卜分な似品，＼i・f政党rることができはい;ij1総では Illぇ依4子げがあ：；く

ことになるものといえよう。
• 14) 

すはわらアカマツ七tlLJぇ!Ji］始後しばらくしと冬手形成JVJiζ人る 。冬J!%1I以内後の休日1~1;trr1政されず，
58) 

休日伏してから｛改ii，山ζ3らさjLる！I与初カ心的fJliずるにつjLてHI波されるようになみ 。そして｛j五iH，＼必ボ俊一治、

。むたびれるIi年切になると， IJ目立ザ，生以iζ対する i二lL七依J長女I:ti品izilきしてくる。秋から冬にかけての低んuま
;tJtj!j だけで！なく，校くのノ｜二.k!UJの ~I~.込iζ も J；~！／Nj会与えるが，戸11総の冬季の品.l!J色 l立 7’カ γ ツ，

ク口 γ ツlζとづvどjl〔‘if，，＼条f!I'ム治主i

fr'H.」会f立iば） , J:i.i. Fl条約ニドで！1川、時JU]k関：ザすふことによって11：泌が5'{'.'i¥'iζ抑制され，それを年々絞りiば

すことによって，総統的につ：k:不良与をもたらしやといるといえる。

戸 11測における住民のイ~RU，低泌イ~）j~や匁 i〕効史 iとよみ IJ~f~jJIJii;リだけでなく，生長のi本 j上， UIJUの

先生々との1f1iにおいても鋭持しているようである。 il学生k:休JJニ恨の？ツ！日；のfrJ1tQ:'Iミ長は， J"i.のfil!Jと1本

JL i左， 1]lj）：£したリュウキ J ウマツの！＇JJI鈴！日'flζ.J；.りiL心ように， 11H立Ilushずる U.JlJ茅）ことがある。

11j1制におけるアカマツのJニil1午の先生は 7月下五りであみが， .UIJJ!ミ発生＊は天然分布））主よりおいo

＃のIll凶にには料、ii民知jのf1Ul11l:6s関係ヂるが， J手の｛1j1j；主~uえが終了した i去に起こるjニ)IJ}!: O） 夕立l.UJ:i!l/M，そ Iii~

しだいでよI~ とるの f1l1 L<:llc伐のタイゾはjij［によってiR;い， したがってその発＇ Lについては冬守主体II民間0）｛.ト

lllUTi波とは迷ったしくみイS，もつことが子怨される。ここではJ'W党渡仏lとして iヨj乏とii.A＆をとりあげ， J・.

JIJ Jiの先生について検；；ナした。

Ullぷの発生やli::J~Iζ関係する a足~lJ.,Iについては羽｛どまだよくわかっていなし、。またl兵々は冬分二形成か

ら七l1Jjj：；までj之与がi1!絞していて，その定ぷえについてlljjらかでなし、。 ζζでは Icm以上の切らかな伸長

告示した3子会一i二Ji]よjょとした。ー絞lζ二UlJ.牙の先生はlj:.1七休rU去に起こることから，ある｛＇,jjトEにとっては
10, 

1J三l:.t~ftl：のWI大 lζ，辺lζ ＇U立がlぇびくことから，ある樹絡にとっては111.1.\l'J;.の JJ；（凶になることがある
13白1'1,3札，17)

0 i1l1指uにおける γカマツのJニJiJ芯のほとんどは針必そJJ(i)iJしない秋jえよJーである。これらのJ火災

ぶは .rtt'.u；＇.などの議符に対する H~JJd:tが弱く， ti'iれJ るお合がさ与し、 0 '{-;!i.j三は伎がわりかイ：；＼じえなどによって

ll:Jえするため，%＇／ j¥J与を号となっていく。

伝燃や／J\(Jlfi.地とす｛）カラ？ツは，えJ.l続11:,[i主 :ll~.T', .ltil出滋iζもJl；く総決されている。カラ γ ツの.ILii1J J'[i 

におけるそさな羽形成Ii,ih.¥!ltがかなり低いのにもかかわらず依州と｜司じ10)].UTJ切で，むしろf.JJHよりい

くらカ必れる的合があり， iJJi'.J；：へのlllli泌がお古話されているペヵラ 7 ＇／の住民が休比する il!iJUJにおける

II jえは信州よりj七街道で幾分続I,'0 このことは1tlくの件、11:（冬Ji＇形成）が IJ1込のみでi).とまるのではなく，
43,91) 

il11l伎によってi；民派iニiiえが変化ヂることをボ唆している。 Wi:4丈島t'[i協のIJlJ:IE"Q』設に泌められるように

iii.¥！交が，：・1；くなるにつれて；：HWHlとは反くなり， iW!tが｛氏いととろで駁j♀IIj乏は）l;i.くなる。したがってカ

ラγ ツの脱会にもiln＼伎の似し、；ll:il証滋マむしろ冬'!j:Jf51,.X:;0；｛汚州Jt!J)jより怒れるということが似ζるのT'Iま

なし、かということが；与えられる。

ζ のような行i：：むのもとに日長とilnl＆とを変えた条件のiごでの冬U＇の形成について尖殺をりなってみる

と，多少のばらずコさはあるが 15～20°CのaiUUHで冬ぶ形成にかかわる lilU~ ！ l 長は， iii山立の上川lζ ともなっ



271 

おi!iJ. ：？ツj日はの11::1えと， ll i去と！.：＼iiulの J；~~c9,i

必くなる傾向があった。すなわち環境制約三f内での実験であるが， 15°Cから20℃のli¥JT～カラマツの冬

ヰ形成；ζ対ずる，制度による以W.11L之の変化が：lミ：リE~ れたといえよう。 l<iJ.trus尖験与を γ カマツの土rnぶ

の発~L：.について行なうと， l/nl/l［が21 ℃以←｜二ご i:11誌が 1211~fi!IJJ.:l IこJうれば lliJ浮か•iHf~ となるが，主義Ii そある

絞！虫：fll1j::f:；：：；ぜるlζは1411年11¥J以上の 11長会必'2'とするようであるの

アカマツはj~J. jごITでも 25°Ci立のil:A!Q；があればIJIJ 芸が 1iJfj~ とはる。 γ カマツの生］ぶij 立t~tsil心党問 Ii日は J;z

1;11よりィ＇＇I＇総の k!J'lえく， lj:JえCiJfj設なiliii＆のJtiJH'rJのjえさによってIJ詰51：γずるζともあるからω， i'l1制ではζ

の1ui11・,1の長さによって l.illがを発生すA ると：とも〆Y:；えられる。しかしl!fJ51がefElj;4九 6切の i11'1~社の自然 Fl

iえは， 1311!ji/¥J30分から）1Jくなっていくため， トJjjjj：の発生~Fは！日Jいが，十分な正i一段，形態形成はよL； ζ ら

ず， ｛）；、！淀芹になど〉 ζ とが多い。

以上述べてきたように，樹木の正u去や形態形成lζ対して日長とi/,,l/l[lま約 Ji.Iζ！お:cl!している。天然分泌

総から；｜じのプiへ持制すると，気iMの｛広ドとくに冬のi!ul ！.交f~~ ドがfiJJN息となり，そのE私自誌のための冬；.!j·形成

がl¥Jtfi.El j誌の変化によってi!l:'.01-9ることもdうる。このことは111・議l~；1；：の ))j（悶となるとあろう。また天然分

{j)J＼以、らほ］の)Jへ彩.fo'i したと会， j),-(llJ~Jtllの｛民総必ぷ肢が泌たされなくなり，その後のllfJ よ人 11.:J乏に士、｝ず

る日以依作性が正；1くなるため，！幻！ごによるX<J.11-1ごがその斗.n任問r:i ；. していく。：iゴロヨーの発生による ）＇~常

生長も多くなる o m水の分｛IJ:{2・文~Iょしている！民間として，休lll~JUI の f1~iMや 11:.J::f:WIの迎iMtl ど，！，＇，，［伎の；；；~

ドHまゴlべi誌に大会く，それiこ符Kが役！係

したがってi''i＇関のアカマツ，クロマツの｛ 1=.n不良は，天然分布j浅から市iへ修似した ζ とによって休llK

JI]] 0) {t£ i/nl/J土｜づケでなく， IHぇ！VJ の沢民が勾け化するため， ~！＝んの抑制が似{j＇.）.出絞してお約されていくこ

とによって似こると紡：泌された。乙のような1込書立は，メく然分街地総与を ~JU れて人工む本＼： 9・ る上V;-;}';J＜分，
l:idt"h，父汝告などのほか，！ーij主およびf),(111~10；の低il!US ども 1立裂は！知子：をもっとと会ぶしている。

しかも ζれらの'kl.'約iζ対する以応r:ttil!によってJf1'うから やnの特引とお1政j也のn;l.t貨をよく J:lH併しておく

とがf【小ki•）も市 'ii~ である。

摘 要

ぶliJIヲ＼＇.［;l:, i'11iitllζおけるアカ γ ツ，クロマツの生l'f不良のJ1;ilJ~ i:-, II f.去と品，，＼）交条件の！｛誌から究明しよ

うとしたものである。

主1千f1tアカマツ，ク口 γ ツの＇.~~'.i'lA－：£之は， l:J Jえがjえくなるほど的大するが， 1 iド生以上の総体Jま当sr
Aト，['i'jO)Fl j込先！！県とは b＇~なり， ltJぷVJのi三 El 処J)IHま効·~.~がないとされている。しかし州事uにおいてアカマ

ツ，ク口マツの止t[.:ff!:!j針み：して不良でおる。この；.＇＇；，を考慮し，供以材料l立会以験~：で l 年生以上の立母体

をJIJいた。

Cl) ;j七三j':j;f.；では必分以降，仏＼f立が地すほどLj：長JUJの！ニlJえは長くなる。そこで点分から Ell:.i:処耳目した

と乙ろ，：：t•lihfljllえは；~irt~光区で後分WI火したが， I~！然円必lポと自然日 EHζiごi 没後およびH1i'11jij211!jli¥if11J 

Y乙区の 3 【；点検ば刊ではz~がなかった。これは杯分i誌にすでに聞がし，実験IJlJ 始J でτ＝r·1111が火 ；＇；］ 5分1111 長し

でいたことによるものと判断3れた。

( 2) fi1ili総祭のがJ兵1から， γカマツ，クロマツの天然分自城のほぼ111央r¥j)になる京都とiHJU・’ζii,

11:lkll日k6＇，体化の i口rJ!JJiζif.iiいがあり， i1l1終iでは 2か月l'f1.く産品ζるo iNJ立では点分以1jijlζll:J胡IJ~I；するた

め 1211/Jll\J以下の！？長条件T生J：.~c:t·W；めることになる ο このll!jの i1l1fJ日の日以と s;\'1!11での生出VJにおける H

lて2：：は約 lll{ji/\]30分位である。そ ζ で IHえ処f!I!は生長lliJ!thW；から iJIJilf• し， i1[1制の自然仁l jえそE以時（：として

これにド！？叉i砕から 2iiJjlllJ品目光して天然分布淡の ElJ；とに.iiiずけたものとでi七絞した。

( 3) 11ll}処翌日以における5制定住民，とくにーニ！二•I的と安 I·~誌の~ti乏i誌に記長：汗な｝，：：が認められ， iヨ然 FlJ~じまで

少なかった。

この対外iは栄'i:'t~U乏におよ｛ます iごl 誌の！；0持が i年生以上のii~！体でも効wのある ζ とを／J~ したもので，
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i11•riuo) 1当然日以が）＼l1:1効mとしてアカマツ，ク口マツの生長与を{DJ;[;IJし， 11::-.'°f不良の）)ji[泊になっているも

のと Jうえられたりただク日 γ ツはアカ γ ツ lと Jt.•I佼して日以効月~I立小ざかった。

(I] ) liiJじような｜：｝長処想｜！壱 2年連続してfj fよっても，初｛f'.J.交とj五Jt_:; vti1i1rをぶした。したがって M•総

におけるitnイ＇J込は，！［：＿J叱郊jlζ おけどii"I 然 i司 J ；~cMi,i. II 々絞りょ忽されていくとと lζよるものでは

fぷいかと Y；えられた。

(5）とのよう ICl 年生以上の 1'1'iの栄滋~LJ誌に 1:1 :k/J＇関係する ζ と lζついて， i'11~JUの冬のi授かさが何

らかの）；t;f.ij,<i：もっているのマ7はないかと与え， I －分tsf.氏以条件をi'1j泊したWiと， ;:rq分なi'!'iについてそ

れぞれIUI：災lllHf;lltJから1liJlu］の’実験とliiJ.f.主な η長処.JlJ！をねーなった。

( 6）低／／；，＼条件そ似たした1'1'HJ氏？誌な住民i寝泊や爪し， ii:_：［乏終ii&－＇？＇ノj:J~lil: IC I] ［三の込山、による；（~Iま泌

められなかった。｛氏以条件のィ、十分な ii'iはがil••I の ")Z!ffQ と山総iζ ， l~I 然什長十 211寺li\Hlii：犯し 7こものは低ilr.l

条件そi,:1:jたしたがi と／；＇IJ じような~u三，Vf>i飴， l!:J,f:Iitをがしたのlζ土、j し， I'！然 FIJi:[::{o)Llc長は沼しく少なかったの

( 7）とjLらのζとから，材、II郎UJiζ紙ilir\:J止符が不！一分な .ll_,l ｛~は， 11二長lζ！到して什長依存lJ[ が！日jい状態

になっていると総定できる 0 M1~JllではIJIUf紛が←lyl く， ~LWOJの l'I 然 Iゴ iえが 1211!f!l\JJ: I:)総いため， 11l~i去

作伎が刊し、ζとによって｝｝ーしL,1[::Li:fJEド司会i3tこ寸ものと却すえられた。 ζ の ζ とがii[•刈で l {jC!J:以上の在i

lとおいて J:i長効烈のみられたl]l!1J1であり，出向iとえH止の1n1;1;1Jが述絞ずるζとの!Jfi悶であるといえよう。

c 8 ) .ti1Hif.:1J:Fd＼＇！の冬九・n:-11文iζ｜晃iして，／ir.l皮による i>l~'R [! Jての変化が.fr-1今：ずみ乙とはほぼi切らかで，

カラマツは 15～20℃の：l'ulJH で制度が；~：j く心るに従って ii］~界 Ll iては 1'~ くなった。

( 9 ） γ ヵ γ ツの十~nm＇の 1c~i::I土， Jミ然分布域J：り i1I明llで~くなる傾向にあ弓が，そのj[O:I，立H立秋 Jぇ:U'

がほとんどであるの』J.J.jl;t，気泌が21℃以J-., lei j乏が121L'fl日］以上でll/j;!j＇が .:IJ後となるが， :l'.'l引けまltlll{iliiJ

i手、j：のFlfえでよく｛1[1Jえずみようになる。

(10）州事IIにおけるアカマツ，ク日？ツのノl::fY不良（；t' ｛本 i郎VJ の低／／；，＼条約＋の不足，その i去に起こる~！

長期O) ）~J. f］効；J'., l.Jll:iJO)発生！坊の的対的知げなどが， 111j表的にそれらの生｜去を抑制 L,，しかもそれら

が年々総υ返：きれていくととによるものと結論された。
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