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発芽抑制による栗の貯久力増進に廃する研究Ⅳ

黒上泰・拾、森正義、竹松膏夫、高橋電作
（′香川鼎立：典科■大学）ぐ摘順一大学農学部）

Sttldieson thedevelopment ofkeeplng qualityof
Chestnut fhit9bydelαアing紘eiT・geImil−ation
withpllア紬もoT・瓜10ne tr・甲tIne壷斑

TaijiKtブROⅨAM工，MasaァoshトMoRT，
（Labol乱t耶y Of Pomol噌y）

Tetsuo TAKEMATSU，Jusakd TAXAHASH工
（Fact］1ty of Agriculture，Utsunomiya University）
箱4報として植物生長ホ／レモ∴／による雫果の発芽椰別に関する実験威蹟、′巽の踪故後の経過日数と発
芽率との関係．相物生長ホルモン処理繋奥の播隠棲に於けぞ〉発芽及生長、並に2．4・D托依る果の発芽抑
制が生長ホ7レモンの吸収最及び■アミラー・ゼ含義に及ぼす診響打開する研究♂⊃結果を報且サる。

1・植物生長ホルモンに依る葉栗の哉芽抑制に関する賓教戒績

Experimen七Ofret＆rding effbctof phytohormonesolutioh fbr chestnulge｝mination■
（Ⅰ）緒

乗の発芽抑制に依る貯久力増進躍 関する実験澤ついては．著者等により既托その−・部の成観払発表してこ
いるが、次K：昭和24年密に於てα−Naphthaleneacetic acid故に 2小4−D を用ひて施行した実験成
蹟を・報告すると．ととする。

（Ⅰ）材料及方法

愛媛願伊予郡中山町産の「赤中」を・用ひ、探牧後1，000立方尺陀つき5譲f腐の割合を・以て飢時間二硫
化袈素の燻蒸＆・行つlたもの紅絹中から取り即，、放冷L・た後、α・−Naphthaleneacetic acid及び2∫r4−D
の各濃度及以で下記の通りに塀充材料たる鋸屑を・処理し、鋸屑中の水分合食を・紳％として、米国向乗
鞍出端（長外法1尺7寸、隔内法9寸2分、深さ内港1尺）の中に昭和24年12月25日正味6，000gづ
っ牧椚Lへ之等を安物収椚倉庫内に置き、25年2月23臥3月24日、去月12白の8回にわrたり発芽調
査を行ク牢0僑嗣奄の際館府中に水分が50％以下に7降した場合腺必、要水分を祁給L・1、常忙50％ の水

分む維持する様に勉督した。各区の設計第1衆の通りである．
第1衆 植物生長ホルモンによる要具≡発芽抑制契除設計

感
植物生長ホルモンによわ寛果の発芽抑制を・行った実験成績第2表の通用である（第1−、第4図参礁）

（耳）成
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第2東根物生長ホルモンによる傑典発弊抑制実験成績

1．25年2月23日調奄成蹟

備考 発芽せるものはその年均根長を示す

2．25年3月24 日 調三森成績
某芽せるもの

の平均（mm）
率C】限長f芽長

12口 調査成蹟

（∬）考

解1阿各試験区二の券畠芽状況比較（50粒）

察

昭和24年つ終りから25年の初

A芯発芽

め虹掛げて所謂暖冬異変の現
象が発現したが、戸外気腺、
貯蔵庫及び貯蔵緬何の鋸屑中

の濃密、海産等は第5′一策7
図の通りであった。

換準区
ヨ．4・D

OnO5％区
雲．4−D
O川03％区

0く一N．A．A
0．05％区

C′−N．‥久。A．
0．03％区

（昭和25年2月23日≡現在）
臥苛発芽痕跡 じ芯不発茸
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箪2図 各評飴区心魂芽吹況、（50粒う二（噸和25年3月2・細甥在）

Aご宛舞∵B一三轟芽痕跡 Cヒ不発芽

解3図 各試験区の発芽状況比較（代表鼎5粒）
（昭和25年4月11日現在）

第4図 各試験区の発芽状況比較
（昭紬25年4月11日現在）

第5一周7図によ苧と2月中旬以後大束の
温度、倉庫内菊濃、泌仁貯赦箱申の鋸屑湿度等
は、何れも2月中旬から下旬濃かけて100C
を・超えて居り、特に貯描席内最高気温は2月
中旬の始から100cを：超えてこいる。従って無
勉理の慄準区隠勿論、2．4−D．各区、α−Naph・
thaleneaceticacid各区も、共に相当の穫変

0発芽を見ているが、2．4−D．0．05％区の発
芽率最も低く、同0．03％区之に歪溜㌧d−Nap−

hthaleneacetic acid各区嫁相当の程度
芽し、3月下旬檻は大部分の発芽を・見ている。

OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ
42

4月12日には2・4−D・、各区′もα−Naphthalene？CeticトaCid各区も簡90％以上隕凝芽を・見て潜り、此
の程度に達すると麺芽抑制による栗奥の実甲時貯蔵性を新得デることは困難と箆るものである。て・か
しながら、各区の発芽個体の頒友野芽甲長芋む英知しで見挙■と、偲準区が著しく伸長を・見ているのに
反し、2・もD各区はそれ等の伸長甚だ抑融怒られ七海りノ、∴明か年額物生長ホルモンの壌酔こ対する抑
制効典を認識せrL／やるものがある。特産豆A心の各区は隼−Naf如halene？Ceticacidの各区より抑

制効果強く、そb中濃慶の高いものは低いも〈め匿此五和融効凛融項東海緑ようである。ブ已ゞ腐敗＝果の
発現路標準区と植物登
長ホルモン各区と√ご問
セこ特別（こ）差を見ること

が出来ないのみなら
ず、各握とも英仁、発現
率はきわめて微少であ
る。
以上の成績確著潜等′D

既に報告している成績
（3小4．5）と完全に−・致
しており、植物生長ホ
ルせ㌢、特に、2．4一−Dは
q：−Naphthaler）eaC占t−

icacid樗比てノその抑
制効果が顧葡登らり、

契用的わ澄場から考え

ると、その憤称左潅痍
を点からもパ銅鉾痺
痴な発顛抑制執とし
て、その将来む期待す
ることが出猟るものと
云ってよいで麿〉ろう。
（Ⅴ）凄

】．粟や発芽抑制剤と
t．て2．4−め及び α
−Naphthaleneaeet−
ic acid を適用しで

実験を・行クーだ占
2．植物生長ホル、右ン
隠栗で発芽抑制剤と
しで有効であるが、

貯蔵掩内気邁及び塀
充材料たる鋸屑内の
東通が100Cを・・超え

ると、相当の程度曙
発芽む見るも′こ・の川
ぐである。
3．2．4−D嫁α−Naph−
thaleneacetic acid
よりも発：欝抑制効果
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が顕著であり、その高濃度のも′二）は、侭濃度①ものに比し、抑制効果が大である。
（黒上泰治、森正義）

2・栗の接収後の経過日数と置芽率との関係

Relationshetweenthetim占afterhavestandthegerminationpercentageofchestnu
￡mts
（Ⅰ）緒

究め典実は抹枚数一定期間休眠常人るため、挽集後経過日数ゐ少い典実は、人工的に好適な條件を輿
ぺてこも孝さ易に発賢しないことが塵ヒ観察せ・られ七いる。即ち牧樺後1−2ケ月む経た11月−12月の菊温
は平均10？C以上で（ギ都富）、乗豪b発芽に必要佐して十分な適度であるに．もかかわらず、適演つ鋸
屑中に保存された棄巣つ発芽率は著しく少く、1000粒申わづかに1−2粒￠発芽を・みるのみであり、わO
C†〇恒涯槽㌣枚崩したものも、約8週間の後少しく発芽率を増加するのみであつ′た。然るに翌年一・月を■過
ぎる頃から之等の栄典は冬季つ侭遁を経過しでその休眠を・酵られる結果、著しく外囲の漁度に対して鋭
敏となり、2月に入ると250Cで4日自他には殆んどそ￠大部分が発芽する。こ（D事実は栄仁：発芽瑚別
に関する研究上障る蟄勢な基礎的問題であるた吼、著者等は巽典の採牧後毎月一一定温変任〉下に発芽試験
を∴再払、収穫後（．ユEj数の痙過と、発芽′〇難易とゐ関係む調奄した。以下はそ￠実験成紡の概嬰む示す−も
のである。

川）材料及方法
栃木願河内別図本村速C鋏寄を用ひて11月中旬から毎月1−8回に患わ、250C（D髭墟器申において
海女7 0，％の砂中に埋没して、寛黒（D発芽状況を定諸静挿入後5日、7日、10日の三郎こ亘り観察及調子藍
を行？た。その鹿央は第3衆に示㌻如くである。
（廻）突 放 結 果
第3表 採収後の経過日数と発芽率との関係

備考（て1） 品 種 嚢 寄

（冥）il射ま15、飢日の幻軋1診月は望0日の1回、ユ月はエロ、15日、ヨ9日の3回、2月呵0日、20日
の2回に行った。本来の数字は′その各月の平均数値を示す○
（3）発芽試験には毎回未発芽栗呆ユ00粒を使用したが、3月のものは撃節の関係上1qP拉中ユ7粒発芽又
は痕跡クものが混合しているものを傍用した0

察
筋一・寂に示す如く覚奥は．採牧後休眠檻入るため碍当期間に亘り発芽に恰適な條件紅敗へても発芽し薙
い状態漉あり、此廿聞更に商況多削失態に保つと普は潜干の、発芽は促されるが、著しく腐敗率を埠す場
合が少くない。斯くの如く発芽し難い状態は1月頃までに及ぶが、日数の凝過と共に漸次に低温の影響
を蒙むり、休眠より覚醒し、容易匡発芽し易い状態に変化し、2月噴からは極めて碑」・な発芽を示すよ
（皿）考

うになる如ぐである。自然状態確ありても2月以後100C以上C適度に／なれば発芽む開始する寛黒も前
年11月−12月つ束温が10〇C以上であるに拘らず殆ど籍芽を見ないことと共に、発芽生理上甚だ興味の流
（8）

い問題ゼある。嘗って森、ノ▲i一間推著者等の研究にならひ、零、鎌谷を用ひ七「10月12日より25〜300C
の定規器た入れて発芽を促進し．たが、停電のため湿度の上昇が行はれなかづたので発芽匠長期間む要
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し、約20日経過後の11月8′日に検しなが、全く発芽が認められず、更に．．22臥問に亘り処理をつづけて52
粒の供武具中18粒や発芽む静めヤ」と報じでおり、此の場合貯裾相当数の開放粒をせじたこ・とを謎めて
レ、る○

かくわ如く栗仁）果実が外観上成熟しているに拘らず、1月二戸㈲以後ミで至るまで株、外囲て、環境條件が
恰噂な償件些皆かれても発芽む見ないのは、濯が探放後休眠町入凱∴直ち匠一胚の内部匿於て遁廼自勺の変
化を・営み、発芽に要する準備行動を篤すためであり、此鰻や後熟作用は．、腺隊、その他つ環境傭件によ
り若干のズレを生ずるも、実の場合にお力、ては、はぽ1月下旬頃に茸了す−るものとノ駄はれる0従って一・
月下句乃室それ以後に於て株、 完全に休眠より覚醒し、100Cを′超えモ⇒と短期日￠憫頼・塞芽す名匠至る
翠のやある。従って植物生長ホルモン処臥そ（ニ他の方法により、発芽印刷仇途を試ぜざる限り、自然
状態に放任する場合は、実の帯赦は100Cを：∴限界として発芽に対し極めで不安一走（〇状態に温かれるもの

と云うと．とが出来るでぁらう。蔵本実験に．・ついて虹更に長期間にわたる写告辞訊廟を行ひ戯終的紡論を∴得

汽こいと思ふ。
（Ⅴ）要

約

1．粟の果実広′休眠終了期−て閲し、11月から3月にわたり定沈着算内！：て■於て短期間の報芽試験む行つ

たも

、ダ 2．栗の果実は療牧後1月下旬まで個通産に対し欽敏な反鯨を声さないが、それ以後に放てほ休眠か
ら覚醒し、濃度に対し鋭敏に反應し、短期間に於て高レ、発芽率を示すも灯の如くである。
（黒上泰治、竹松哲夫）

3丁ノ 植物生長痕ルモン虔理粟果の播種硬における蟄芽及生長

GeminatiQnandgrOWthofchestmtseedage
（Ⅰ）緒

NaphthaleI〕e系或甘Phenoxy系の植物生長ホ｝L／lモ∴／む用ひr7：粟奥の発芽、発根を有効に防止文．は
抑制し得るごと把ついては既に著者等檻より数回に亙り報告が行はれてゐるが：、この楓忙して発芽、苑

槙を抑制せられた悪果む圃場に播櫨した場合、その後や籍芽並匿重点償如何なる影響を及ぼすかは乗果
①発芽抑制匪蘭ヴる生理の上からも、叉、笛木育成C∵実用的場面か
著者辱は昭和22−・24年の3ケ年に亙り此の問題に∴ついて観察しつつあるが、．裁てその概要を辞儀するこ
ととす亭。
（∬）材料及方法
実感材料として昭和22・・q・24＝年C，問α一Naphthaleneaceticacid又は2．4NDichloropher）0ⅩyaCetic
aeidの各値濃敵ノDも①を以て∴絹年度放から翌春まで贋蔵塀充材料たる鋸屑中に於て長期忙亙り処理し
たものを・、晶観別凱こ欒品濃虔別に閉場に椿捜し（瞳H】60cm、株間3（）cm）、中等慶や溺肥を・均一二・に行
ひ、屡ヒ除草む行ひ、爾後数回：こ亘りその生長状態略ついて調教、観察し。た。
（∬）実 験 成 績
以上の方法忙よ、り昭和221「24年誓亘り得られた実験威捺は、略ゝ同−・の傾向を示してゐ一る。玄には昭
和22年軟から23年3月まで、並に23年欺から24年3月までの問に処理し東電果を、4月15日匠■播捜した
ものの成続を示すこと1する0（第4表〜第5表参照）
第4表（イ） 植物生長ホルモン処理が寮其の蘭場に放ける発芽比率そて及ぼす影響
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鱒考 本末ほα・qNqphthaleneateticacidを用ひ行った昭和2f；串e）成存針〔ある
第4表（ロ）植物年長ホルモン処理が革具の圃場に於ける発芽比率に及ぼす影響

筍5表（イ）植物生長ホルモン処理が粟奥の圃場に於ける生育ピ・・及ぼす影響

備考 A，A 1 ・・：α−Naphtha】eneacetic acid4g区
BtB，l・・ …α1嶋Na■〇hcha王eneacetic acidのMetyleester4g区
C，C′・……標準無処理区
本褒の数字は標準区は20個体の平均倍、処理区は残存発芽個体の平均を示す。なお本表は昭和即年度の
奴酷であろ

第5表（ロ）植物生長ホルモン処理が乗果の圃場「て
於ける発育に及ぼす影響

（Ⅲ）考

察

植物生長ホ7レモン（α−N∂Phthaleneace・

tic acidの鴇願又はエステル、或は2．4−Dq

ichloipophenoxyacetic acidり垢顆を用ひ

備考 本襲は昭利24年慶の成繹である

て長期に亙り発見の籍芽を榊劇するときは
その抑制の末期、即ち四月上旬一下旬竺か
げて、著しく棄果の生長点附近が異常細胞
分裂を起して膨化肥大し、碍濫成果皮む轡
裂せしむることすらある1こ仁）ように著し
レ、影響む蒙つたものは、そのまま枯死腐敗
の途む辿るが、その他の大部分は外部形態

的打は月報芽が抑制されるだけ■で、特別著しい変化嫁認められない。此のような処理を・受けた東泉を・圃
琴控路線し、その発芽並にその後①生長に対し、如何なる影響が及ぼされるかについて、詳細な調奄を
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行？て見た。第5表（イ）（ロ）むよその結果をネす■や√〇で、土塊中佐適当な濃度、7k分、酸素等の供給が行

はれ温と、感知理の標準区は速かに苑顛吏・るのに対卜処唾区の発芽は甚L・く遅れ、播下後1．5→如−
ヶ月夜に漸く発哀しセニくる砲床も認められト全く発芽しない・ものも相当数に上るものであるdこれら①
不発芽個体を7月盛夏の候に掘り出して見ると、粟奥の生長点0部位占ゝら無数わ頒が発生し、典実全体
む被葦してゐるが、芽濾伸長せずしてそ・のまま抑制され、途＝仁巣笑内の貯蔵賽分を・消耗い蓋くして、枯
死するに至るものである。磯臭に対する発芽抑制の程度は、明かに植物生長ホルモンの橿顆により琴な

り＼、2・4−D按d・N叩hthaleneaceticacidに比険し叩静程寛が著しい0倫植物生長ホルモン処理
は腰準区に比して発芽が遅く、而もその賂芽は長期間にわたって行はれ、金棒としての発芽率も鰐皮に
より10〜90％で棲準区−〇90ん100％に比し藩しく低下してゐる。このような発芽状態に由来した植物体
（Dその后の生長嫁、標準区に比較して著しく不良であるととは、弟5表（イ）（ロ）紅示す■通力である。更
に東予表に教示し得ない観察事項を附冒す−ると、先う珊下部の発育について見る−二㌢∴生長ホルモン処現

区は室根の判然としない個体が多く、略と同大′〇株が数＊発生して：ゐるものが多く認められ、一∵般的に
は地上部に近い部位なこ細根が密生して居り、その数は明かに標準区より多いことが看取された。侍時匠
棟つ特化したも（Dや、地上部、稚■下郎′ニ境界附近に！持異ち腰を形成し、肥大したものも見られたが、之
等￠）事実は腰準区に於竿は全く見ることが出釆なかった。また線上部も標準区に比較して著しく餐弱庵

夢呂育を 示しており、時には三主幹′ごっ判然としない個体も認められた。
植物生・長ホルモン処理区の個体が、この種の不規則な鞄芽と、形鬼紬勺変化を示す・ご偲、既に著者等の
明か漉した如く之等の生長ホルモンは、処理．を■受けた果実中年堺頗され、且つそれ等・ニ果実中で活性状

態㌍偽ろも仁）が相当で億に上るもので、これらが播下恵も引きつづ蛮抑制作用むつづけ・、やがてこれら
（ご車琴ホ）レをンが消耗される鱒及び発芽やミ行はれ′るため、長期間に亙り発芽が営変れるも（〇であり、そ

（宇摩生長ホ′しモンに嘩劉生り強い根の先端又は芽ゐ生息焦が之に犯ざれて障害を受凱岐根又は分埠鱒
を生じ、童碑文は室根つ判然としな回国俸を生じたもやと思はれる。従って以上．3ケ卑に点る哉察を感
じ竿、・生長示ルモンの処理を受けた巣冥は、苗木又は枯木の育成用橡子として偲過当でないことは云ふ
までもない。
（Ⅴ）∵要

約

1．植物年長ホルモ・ンを用ひ発卿帰り処理．む行？陪乗ウ果実を・播侵して、そC後の発芽並に生長た及

ぼす影響を観察Lプヒ。
2．植物生長ホ7レモン妊：より抑制処理を受けた実果は．、無処理区に比し発芽率著しく減じ、かつ発芽
期閣が甚しく硬膏し、そ頗こ由来する嘩物体の生長も不良であり、なぉ乱撃等に層著な形態自勺変
化乞・生ずる個体が多い。 （黒上泰冶、竹松哲夫）

4
及ぼす影響
Influence早Of2．4・D・treat甲entSOhtheabsorptionofgrowthr

egulatingSubstances，

amyla華e鱒Ctivity andsugarcontentsin chestnut huits・
け）∵緒

説

既庭数軌乙亘り報告したように（4）（6）（8）合成生長物質特ヒこ2・4・−Dの速急む処理することにより、粟
典の発芽はある笈耶朗勺嘩乾坤制せられるもでであるが、こ申場合典実内に吸牧せられた生長物質は、、時
間の痙過1「伴ひ如何な畠滑長を・示すか、またそ丁申の糖化酵素は如何に滑長するものセあるか匿ついて

は、之迄明かにせられてある所はきゎめて少いも√ニこの如ぐで怒る。これ等の事実は喪具の発芽生塩の上
から見て甚だ興味が深いのみならず、2．4←・Dの土塊処理忙よる雑草元穿防止つ棟辟を■究明う￣■る上にも貢
献す・る朗があるものと信ずるので二今日までに行ったl−2の実験成績の大要む報告することとする。
（Ⅱ）材料及方法
供試乗典は岸根で、1949年12月、輸出楕（長さ外法1．7′尺ノ院内法．0．92尺、探さ内法l．0尺）1箱ヱ
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対し2・4−Dぐg，8g，10gの割合・を以て嘱売付粗なる靡層と充分混和したものを、曹発展とj混合脛赦し、

翌年3月〜5月に亘り、鋸屑及究具申の2．4r・Dの残存愚及吸収畳むRaf）hanus test阜及Peatestに
j：り渕竃し，（Raphanus t由tの供用品櫻は．時無大根、Pea test（〇供用品種は．綿実）、同席灯東泉の酵素
液を・調製し、大島民法㌍準拠して酵素アミラー・ゼ（こ・測定を行った。これら隕実験成韓の盛衰を示すこと
次の如くである。
（Ⅱ）実 験 域 績
（A）粟泉及び鋸屑申の2．4−D含有恩
RaphanustestA（大敗芋襲の細胞伸長力をI利用し、微最q）合成生長物療を捻出する方法）及び

P壱atestにより測定した供試凌の軸出方迭は次の如ぐである。党づi2．4p・D6g．8g．10g．模
準の各区から喋充材料たる鋸屑80gを・秤最して取り出L．、之に50c仙d．′ご′蒸増水を．加へ、200qで24
時間浸出し、その后吸引濾過し、R袖hanus testの場合は滑液を濃縮することなく直ちに0‖01
CC■づつ大根の子英に塗布し、またPeatestの・場合濾10ccご）濾液を加へた。栗農より生長ホルモ
ンをj由出するには凝集60gを・試料として株果し、鬼皮を除去した后、ぬ皮を創り取って細切し、乳

鉢監て臍砕した後、煮沸・濾過した濾液を使用した。
第8図粟野戚儲屑及び粟泉 第9開 架貯赦鋸屑及び粟具申の2．4−・D合盈（Pea testK：よ
もの）

欄零点中の2．4D含量

Aに．よるもの）

郊一偏 撼調 一YYY＼†■ Y

柑′叫（射J Y■γ 、「f ＿ H」
管しlサl （21言 甥 ？Yアヤ■ヤ

≠症 （2昔 ），， て、ァー下1つ 下

戚那 ぐ了電力）； YIP下、pて
弔．ガ （等如芸）ト Y、YYTY
ゼ喪 鍔 ？i Tl？TTY

と．1・・l （州；∴，；，5 て YY￣ァ■Y
（B）2．4−D処理栗尭申￠ニアミ▲ラ←ゼの測定

果皮を除去した乗典6C舵細切L．、鉄製朗鉢申で約30分野鵡砕してアaste状となし、そのぅ0gを鮮魚
して英栓壕に移し、蒸溜水200cc，l、ルオール2cc計加へ、擬盗后密栓して200cの定温着昏内に収納
し、20時好浸出后喝過して得た濾液を酵素液とし、アミラー・ゼの定畳は大島氏変法により行らた。
即ち2％可溶澱粉液】00c．c．を三角頓に採り、400．Cの恒淀槽忙納め、10分許后に酵素液10ccを■加
へ正確に30分間経過後、0．2究新患苛性層達液10ccを：加へて洞化作用を停止せしめる。次いで訊験管
に油化液を一億の割合に採り、各評験管にフエ・←・リング氏液む5q．c．宛加へてよく撮盗し、沸騰水
中性10分間浸濁した后取出し、辞荘して憩酸化銅を十分沈澱せしめ、鋼液を・査都道元ナるに∴要する
洞化澱粉液の最小最を簸めた。錆盲槍定として軍略酵素液10ccに0二2規定苛性曹達液10c．c、を加へ
て后、2兇澱粉液100c、C．に加へて上述の方法と同様処理L．て、銅線還元に要する澱粉液の最少最を
定め、その結果を本実験により得た数字から差引いた。侭栗具申の酵素アミラー∴ゼの抽出やミよく行
捻れ、その筋素カか一定となる時間を求め、次のような成続を．僚た。
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第∴6来 聴其のアミーラ←・ゼ抽出時間と・アミラー・ゼカ

幣 間（時）】
乙nふ品蒜ゼカ！

6】

2・か1

1う

・：朋

第7■表 2．4−・D処理濃寒が寛果のアミラー・ゼカに及ぼす影響

備考（1）擦嘩無処鱒革の釈巣は、3月下旬測定婆時平均級長7cm、4月F旬平均根長11小5ごm鼠に生長していた
（2）雲・4−06・8・・10虔処理区は何れも若干催晋傾阿を認めたが、未だ発芽せず花押制されていた
（C）2．4←・D処理が頚奥の糖分含蚤に及ぼ卓−影身
東泉の果皮を去り、揖解して糊状物と卑し、その叩gに蒸潜水150c・C・を添加し、300cの恒漁槽匿
激て2時日聯化作用を・行接しめ、黎に30分・間沸騰せしめ∴濾過して得た濾液を・250c．c．の筋に抹りノ、
加水して充し、その中1ミ9c．cを徹り、へBeltI・∂nd宅法により数分を検定し、グルコ∴スとしての．％を
革めた。別に酔夢作家帝蜂ふめない場合の糖分を同時卵嘩し、その差忙依って、基質を潤いな
や場合のア．ミ
廃8表 2．重←、D処理奥の陳分合恵に及ぼす影響

備考 本袈に於ける糖分含囁は溜湯抽出故による藩校起元糖を示す

察
解8図〜第9図に於て明かな如く、粟の貯躍環発根料中佐含有される生長ホ′レモンの畳は相当濃厚で

（Ⅱ）考

率り、、．処理（前年11月）后5ケ月以上に亙り、備活性変の高いことを明示レてこゐるカ何これらのホルモ
rが東泉の体内に浸入L・て

6宰，8g，10壷や畳は2．4−・D忙より実の宛芽を抑制するに必罫な分膚以上の高濃愛であり■、之に・より発
芽肱完全砿防止せられるが、柱頭痕附近は5月上旬から著しく異常細胞分裂を起して膨イ已するちのが認め

られたpこのような2・4−Dの品濃塵常より堪現さ叫た粟典は−全く発芽能力を■失ふか、又は発芽后腐
鱒するものが多く、正常な生育を完うし得ないものの如くであるふ、このように強く発芽を抑制やられ強

細勺な休眠乳鱒年休降伏態にある東泉と、正常な無処理の粟典との、典巽中における酵象アざラー・ゼの
蕗性愛並忙それヰ琴づく潜分合有意の測定を行つ一た成蹟は、第6、第7、第8表の如くであり、何れの
場合にも発芽む・開始し生育中①無処理の粟廉・に此して∴発芽を抑制された状態の下に生存中の2．4−D
高濃安処理の雫県内のアミラーゼカが大であり、糖分の含有畳も多いことが明か吃示されてゐる。
約
1．喋充材料たる朗屑に2．4−Pを：・処理して貯蔵した東泉中の生長ホルモン畳の滑長ぃ並にこの種の

（
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処理を・受け夜具実申のアミラ∵ゼカ並に・含糖蚤に・ついて測定を待つた。
2．2．4．←・Dをこ以て細年ユ2月把処理した零典は、翌年5月初旬に至る1も高濃度に」生長ホルモンを含有
し、その活性度も高いことが証明された。

8．苑芽生長した処理の東泉は、発芽を■抑制せられた2．4←・D処理のものに比し、典巽中のアミラー
ゼカ並■に合板童が著しく少い。

（竹松哲夫、高橋豊作）
（Ⅵ）参 考 女 敢
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（6）森英男、片岡竃：生長ホル・モンの粟異に対する発芽防止効果、凱園、24（2）127，昭24年
（7）竹松哲夫う 2．4・Dンこよる粟の発芽抑制効果、臥臥24（10）17・18ク
（8）F．1V．went：Phytoho‡mOne3N−Y・1937・
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2．4−Dtrealm印tSOfchestnuthuitswe‡eCarriedopandthe誓tultsaIeSummalizedasfbllows；
1・Theretardingeffもctofphytohormone、SOlution for chestnutgcrminatiohsfemStbhemore
StrOngin2・4▲・D than o￥・Naphlalcneacctic acid・
2．Thetemperature oflOOC wasde6med to bethe criticalperiod′iorretardingche＄tnut

germination by phytohormone比eatmCntS・
3．Thehighertheconcentrationof2・4−D，thestrongeT・the retaTding e蝕ctsunder tempcrature
oflO〇C．on more

4．Th￠一bIeaking oftheIeStpぐricd ofclleStnut肋ils se細StObelkefnd ofェextJa肌aI■y
whenlargepcr ccntageofthem germinatesundぐⅠlempratureaL・OVe′1UCC・
5・Chcstnutfruits′tvhichⅥ？r61reated、byhighぐ（）nCe蛸ati、0′nof2・4・DshowedlowFerぐenta紆

ofgerminationin7hefield，andtheirgrowth strik】nglyinhibited・・They also accompanied
muchmorpho16gicaldefbrmations on stem＄androots・
6．Chestnutf士uit占and sawdustsas fheirfillingmalerialwhieh weIe tT亡左ted wi−h 241・D・On
DeccmbeIJlastyear，keep high concenlration of plant hormones and stIOng aClivlly tlnlil

next Mav．．
ラ．FmitsofcheckLplotwhichalready germinatedandmadeslronggrowthhaveloweranlylas
actlVltyandsugaICOntent＄thanthoseof 2・4・D・treatedandcorlSequeムtlygIOWthinhibit（dp・lot＄・

