OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ

（注意）この論文には正誤表があります
香川大学農学部学術報告 第９巻第２号 正誤表
URL
http://www.lib.kagawa-u.ac.jp/metadb/up/AN00038339/AN00038339_9_2_e.pdf

Notice
Technical Bulletin of Faculty of Agriculture, Kagawa University
Vol.9 No.2

Errata

URL
http://www.lib.kagawa-u.ac.jp/metadb/up/AN00038339/AN00038339_9_2_e.pdf

OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ
香川大学農学部学楯報告

54

甘藷の生理的特性に関する研究

Ⅷ 生育期間中の地上部並びに地下部における窒素化合物消長の相互関係について
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Ⅰ 緒
前報（8）においては・甘藷の全生育期間を通じ，茎の損部における洪水化物の消長と，地下基部のそれらとを比較検
討すると共に，頂部着生葉身並びにその葉柄，更には地下の基部につながる欄根及び塊根内代謝とも関連させて報
質した
他方生育期間中に．おける新語内窒素化合物含盈の消長に・ワいては既に発表したが（6■，新譜内窒素盈が作物体の他
の部位における含畳と相伴った変化を示すことは鎌谷（3），LEONARDandANDERSON（ヰ），今展・塩島（1），森永・守
屋・高橋（6），労井・畑佐。池ケ谷（2），戸苅・白沢（9）等に・より報告されている… 而して特にLEONARDandANDERSON
（−りほ頂部より5枚の展開菓を10木の甚から合計50枚宛約24日毎に・5回採取し，黄身の絶望家並びに硝駿態窒素の含

盈と他の部位のそれとの間には有意性の高い相関が見られたことを報じている
よつて輩者等は前報（F）に準じて，生育期間中における地上部のみ．ならず，地下部の窒素化合物含盈の変化を放し，

それらの相互関係について二三の結果を得たので報償する
なお木研究に対しては北海道東学田川隆教授より懇切な指導を賜わり，且つ報文の換風を戴いた．ここに謹んで

感謝の忍を表する

‡ 実験材料及び方法
A 供試材料‥実験材料並びに菅生，試料の採取等は前報（S）と．同様である
B 実験方法：窒素化合物の分析は前報（フ）に■準じて行ったが，粗灰分の繁盛ほ食品及び飼料に関する一腰分析法
に．拠った小

腹 実 験 結 果
凍報告においても前報（G）に／準じて，全生育期間を・8月11日頃までの前期，10月6日頃までの中期，11月18日頃ま

での後期と区分する
A 生育状況：前報（8）を参照

B 蛋白態窒素含盈：第1図に見る如く，全期間を通じ頂部集身の含意は常に著しく置かった．．他の部位はこれ
に、比し含盈が極めて低いが，順序的にはⅧ棋がこれに次ぎ，更に茎頂部並びに基部，損部葉柄，塊撮の順に．低い含
盈を示した．而して茎の基部及び糸田掛こおいては中期にやや高い値が見られるに反し，茎損部，仝薬身，築柄並び
に．塊根においてはその含盈に低下が認められた
C 可溶態塵譲合盤：全期間「い，損部葉柄において最大の含盟が見られ，続いて仝葉身，茎の頂部並びに基部，
塊根，細摂の順に含鼓の低下が見られた 而して細析では生育に∴伴いやや増加したが，その他の部位では中期に低
下が認められた（第2図1
D 総窒素倉並‥籍3図に示す如く，常に晩都境身に巌大台蓮が見られ，仝共柄がこれに次ぎ，続いて茎の損部，
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基部の順に含盈の低下を示すが，細緻と塊根は最低で両者の間に朗著な差異が認められなかった．而して殆どすべ
ての部位において中期に署干の液少が見られたことは注目に催する什

E 粗灰分含盈：第4図に見られる如く，生育全期を通じ細棋，頂部薫身並びに茎の基部に比較的高い含盈が認
められるに対し，茎演部，仝莫柄及び塊根では低い＝而して興味あることほ地上の各部において何れも前期に高く，
中卿こ劇時減退した後，末期に激増する傾向を示したが，これほ座長度と逆此閲係あるものの如く，ここに見る金
魚の消長は，生長度に対する相対的濃度の変化と解され，殊に宋掛こ見る含盈の激増は生長の低下に基ずく相対的
増加と考えられる 以上に対比して地下の各部で概して中間に大なる含意が認められたことほ，中期では地上部の
乃が地下部よりも生長度が旺盛なることを示すものであろうい同様な関係は可溶態窒素及び絶望素食盈の場合にも
見られるり

Ⅳ 考

察

甘藷の生育に伴う各部位窒素含盈の変化について従来発表された処を屠るに，先ず鎌谷（勘が5月刀日に癖筒して
調査した報告によれば，1株平均含有率は地上部において生育初期に高く，後卿こ至るに従って湛少したが，8月24
日までの減少著しく，それ以後は比較的減少度が小さかったと記しているまた茎と葵とを比較すると其の後度高
く，凡そ茎の25倍から3倍位の含有率を示したが，更に地下部の含有率は茎葵に比し最も低く，生育当初より8
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月3日まで漸減し，それ以降殆ど大差がなかったと述べ，9月下旬以降は地上部の窒素は一部鞄下部に移行するも
のと論じているい 次に．今泉・塩島（1）によれば，各部位における窒素含有率ほ初期最も高く，後漸滅し，10月1日以
降は大差が認められず，且つ地上部においては菓身最も含有率高く，葉柄と甚と．では大差なく，地下茎は基よりも
殆ど常に優り，糸田掛ま初斯こおいては地下茎よりも優づているが，後期にほ大差が認められなかったと報告してい
る… また岩井・畑佐・池ケ谷（2）は憩茎，塊根の1陳平均全窒素について検し，その含有畳は執′こ最も多く，次い
で茎，塊棍の順となるが，他方生育時間別に見れば各部位とも初期に含有盈が多く，間もなく急激に低下し以後徐
々に淑少を示すことを報じている．更に戸苅・白沢（9）に・よれほ，地上部の各器官の1株平均窒素含有率は，挿簡後
情意のため一喝濁少を示すが，以後漸増し7月中旬極大を示すこと，また1株当り窒素含有盈より見ても莫身にお
いて8月20日，葉柄で8月30日，茎では9月9日に極大を示し，以後漸拭の傾向を辿るが，塊根の窒素盈は葉身の
窒素恩が拭少する8月20日以降においてもなお増加することより，生育と共に名器官に一旦貯えられた窒素の一部
は塊根へ移行するものと解しているなおまた森本・守屋・高橋（5）は生育の中期以降に・おける1株平均粗蛋白質並
びに．純蛋白質含盟について追求し，その値ほ菓が最も多く，地下部がこれに次ぎ，茎は少く，且つ各部位共に生育

に伴い漸減することを報貸している‖
いま本英験の成墳に・ついて考察するに際し，■前記の如く3期に区分して旨己述することとする．
A 前期：弟1図の如く蛋白態窒素が他の部位に比し，より活溌な蛋白合成の座と．も見られる頂部其身において
特に．大であったのほ，当然のことと思われる．次いで蛋白合成の粛料或は移動形窒素と考えられる可溶靡窒素が，
第2因に見る如く茎損部及び仝葉身，葉柄において可なり高い含選を有するのに対し，地下の各部で比較的低い値
を示したことは，鰯部が生長上しめる役割の重要さを物語るものであろう… かくて第3因に示す如く，絵窒素の含
塵より見れば頂部秦身が最大で，これに続いては仝葉柄，茎政弘仝基瓢塊根，欄棋の順に小であり，茎掲部並
びに仝莫身，葉柄でほ地下の各部に優っていたが，特に損部糞身の含盈が極めて商いことほ注目に値する

而してこれらの点は甘藷箇の漕壱忙引続く董の伸長と塊根形成の初期における養分移宥の一塊を兼敏するもので
あろうが，このことは更に粕灰分含盈の上にも認められる．即ち粗灰分は茎の臍部では概して低い含意を示すのに
対し，基部では可なり高かったが，損部集身及び和掛こて−は相当に大であるに反し，葉柄では小であると．共に，塊
根においては最低値が認められた（第4図参照）．．また前報（6）によれば，本期将にその初期における塊根ほ髄部，
皮層部を通じ可なりの蛋白態窒素並びに多義の可溶態窒素が含泰されるが，本期の終頃までほそれぞれ液少の様相
を量したい

即ち本期においてほ地上部の生育ほ相当旺盛であり，撮より吸収された窒素は，菜内で合成される洪水化物と．共
に，主として地上部の生長に用いられるため，上述の如き傾向を示すものと解される．．
B 中期：茎頂部，仝某・身，葉柄並びに塊根における蛋白態窒素に・それぞれ若干の拭少が見られたのに反し，茎
基部の含盈に．はやや増加が認められたが，可溶態窒素は殆どすべての部位において小なる含意を示した．．従って絶
望素の含盈より見るも，殆どすべての部位において全期間中の最低値が認められた（第1′・一3図参照），．
而してこれらの事実は，本期が前期に．比し諸生理的情動が清流化の過程にあり，旺盛な生長をなすために新器官
の新生に伴い，相対的に見かけ上の含意の低下を嘉すものと解される一ノ この点は常に粗灰分含盈の上にも認められ
る．．即ち籍4因に示す如く，粗灰分は茎の頂部では水期間中滅少が朗著であると共に，頂部菓身並び忙仝菜柄にお
いても漸減の慣向を示したが，その階は薬身の刀が葉柄より可なり高かったい また紺摂では前期よりも若干高く，
且つ塊根に・比して遠かに優っていた．このことは本期間，地上部の生長が地下部のそれに比し優ること．を示すと思
われる‖他方前報（6）によれば，塊根においてほ隠瓢皮層部を通じ蛋白態窒素ほ多少の増薪を示しながらも全体
として増加の様相を呈すると共に．，可溶態窒素も肥大に．伴い僅かな増加を示すことが明かにされている．．
従って本期間においてほ地上部の生育が清流化するに伴い，棍罪の吸収に由来する無機窒熟よ菜内で合成される
洪水化物と共に，有機可溶性物質となつで大部分地上部の生長に用いられると同時に，・叫・部は塊根へ移動し来るも
のと思われる小
C 後期‥第1〜3因に・示す如く，各部位とも蛋白態窒素に・増加の幌向を認めると共に，可溶態窒素にもそれぞ
れ高い値が見られたが，特に塀部の韮身及び葉柄における含盈は可なり大となった．従って総窒素の含畳より見る
も各部位共に可なり大であったが，特に頂部の集身並びに其柄においては極めで大であった．
而してこれらの変化は地上部の汚力減退，生長停止に伴い，作物体が漸次枯凋に向う変化と見られるが，更忙粗
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灰分の倉盈を検すると，茎の頂部では依然として基部に劣りつつも特に．末期における増加が著しく，且つ菓身，葉
柄共に激増して同様な傾向を示したのに対し，地下部に．おいては維限の含急に中期よりも低い値が見られた外は，
著しい変動を認めなかった（寛4図参照）い また前報〈6）に．よれば，塊根においてほ髄臥 皮層部を通じ蛋白態窒莱
は引続き増加の傾向を示すが，他力可溶誤窒素に．も多少の増加が見られた…
即ち本期に．おいては作物体の生長停止と相まって，殆どすべての部位における蛋白態窒素の増加のみならず，−・
部可溶態窒素の増減が見られたものと思考する．．
而して玖上の如き諸点は既述せる報賃（ト・＄｝6，9）

とも符合する点が多いが，就中岩井・畑佐・池ケ′谷く2）によれば集

中の窒素含意が塊根の形成並びに肥大と関連する処大なることを認めると共に，他の無機成分も・一・肢に初期に多く
生育の進むにつれて減少することを報じているい また森永・守屋・高橋（う）は各部位成分の変化にについて考察し，
甘藷の其における窒素同化作用は他の緑色植物軋比して決して能力の高いものでなく，従って生長が末期に．近づく
につれて茎と共に其の蛋白質が減少する事契になって現れるものと解している．更に戸苅・白沢（9）によれば，甘藷
に仁おける含有窒素消長の特徴は菓において最も著しいこと．を認め，1株当り含有患に．ついてその極大値と収穫期の
値との差を塊根への移行盈と見徹す場合に．ほ，その盈ほ葉身において最大，次に葉柄，茎の順であり，三者の合計
と．して見る時には塊横内窒素の約50％ほ地上部主として菓身に一月．貯えられた鎮，塊根に送られるものと解してい
る・他力LE？NARDandANDERSON（4）は既述やる如く莫身の無機成分と他の部位のそれとの問には高度の相野があ

り，一厳に薬身と茎におけるよりも集身と葉柄における含盈間の方に高い相関が認められ，且つ葉身と塊根の間に・
おける無機成分の相調は絶望素，硝酸態窒素，燐酸及び加盈については比較的高いのに刻し，石灰或は菅土合看率
の問には低いものしか見られないことを報告している而してこの事実は上述の諸点と．共に，甘藷の地上部と地下
部における窒素代謝の相互関係につきその一億を示変するものとして誠に・興味深く，本実験の成掛こ対する考察と．
関連する処極めで大なることが窺われる．．

Ⅴ 摘

要

本研究ほ甘藷の生育期間中における体内窒素化合物の消長について考究するため，「讃国語」を実験材料として

茎の損部（10節）における含盈の変化と地下基部（5節）のそれらとを対比すると共に・，浜部着生葉身及びその葉
柄，吏にほ地下の基部につながる維摂並びに．塊根における変化とも閑適させて追求したものであるが，結果の大要

を列記すれば次の如くであるり
1生育の前期では蛋白態窒素が塀部の薬身において特に大であったが，可溶儲窒素ほ茎損部並びに・その藻草，
蛮柄において可なり高い舎監を有するのに対し，地下の各部では比較的低い値を示した．．
2．中期には茎頂部，仝英身，葉柄並び忙塊卿こおける蛋白態窒素にそれぞれ若干の鮮少が見られた．これに反
し茎基部の蛋白態窒素含量にほやや増加が認められたが，可溶懇望索は殆どすべての部位を通じ本期間中その舎監
は少い一．

3．後期においては各部位を通じ蛋白態窒素に増加の傾向を認めると共に・，可溶態窒素にもそれぞれ高い値が見
られたが，特に塀部の葵身及び葉柄における含量は可なり大となったが，これは生長停止に伴う相対的含盈の増加
と考えられる．

4。生育期間を通じ給窒素畳としては頒部の菓身が最大で，仝葉柄がこれに次ぎ，続いて茎の損部，基部の順に
小なる値を示すが，細根と塊摂は最低で両者の間には麒著な差異が見られなかった∴而して殆どすべての部位濫．お
いてその含急が前期と後期に高く，中期に低くなる傾向が認められたことは，中期に・おける栄養生長が旺盛で，こ

れら窒素が新細胞組織の構成に用いられることむ千草ると思わかるい
（凍研究の要旨は昭和31年4月8日，日本作物学会第111同前演会において発表した）り
引 用 文 顧
（1）今泉吾郎，塩島角次郎：甘藷の生育並に養分吸
収利用に関する時期別調査研究，静岡農試創立50周
年記念論文集，49一フ0（1950）．
（2）岩井輝，畑佐邦男，池ケ谷野次郎：施用窒素最

甘藷の生育並びに無機成分の含肩盈に及ぼす影が
智，肢早大袋研究敵告，No．2，113−119（1953）‖
（3）鎌谷栄次：甘藷の生理的特性と肥培管理〔1〕，
盛及園，20（9），373一−376（1945）．．

OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ
58

香川大学農学部学術報常
Ⅵ 育苗期間中における道内成分の消長について，翠

（4）

P工Obleminsampling the sweetpotatoplant

川最大学術報告，7（2），160一一185（1956）

タγ〃CいA桝βγ．．5♂C小助γfい5√才．り50，299−301（、1947）

（5）森本宏，守屋直助，高橋正也：甘藷の生育時に

（8） 一岬Ⅶ，佃hコ・−】−岬：脚¶椚「叩耶Ⅶ−，

Ⅶ 生育期間中の地上部並びに地下部における歩き水

おける養分の分布について，良枝研報告，G，No6，
151−157（1953）．

化物消長の相互関係について，香川大農学術報告，
9（2），47−53（1957）．

（6）中潤三郎，大森活：甘藷の生理的特性に．関する

（9）戸苅義次，白沢義信：甘藷の生育に．伴う体内成

研究，（鶉3報）生育期間中に．おける新藷内窒素化

分の消長，日一作紀，24（2），99〜10．2（1955）

合物の消長について，日作紀，22（い−2），107
ー108（19S3）．

（7）¶，玉置秩：
R占sum占
Inthe presentinvestigation inextending the workon nitrogen metabolismofsweetpotatoplants，Par−
ticularattention was given to the s血dies on the variations of nitrogen compoumds both at the apical
and basalpartsof the vines．′Ib do班istoge七herthefluctuatonsof nitrogen contentsinthe】eaf−blades
and petioles attachedtotheapicalpaTtSOf the vines，andin the fib工OuS rOOtSand roottubersattached
tothebasalpartsofthevinesweret士aCeユthr・Oughout anentire growing pe‡iod．The variety
imo

Gokoku−

was11Sed as material The experimentalresults oて）tained were as follows：

1 At the early stageof growtb，the protein−N contentsin theleaf−blades attachedtotheapicalparts
of the vines were strikingly abundant as compared to thosein the other paTtS Of the plants‥ The
soluble・N contentsinthe apicalpartsof thevineっ，theleafNblades and petioles attached tothem were
COnSiderably high，but thosein the parts of unまer ground were comparativelylow．
2。Being accompanied with the vigorous growth of the vinesin themiddle stage of growth，the
protein・・N contentsinthe apicalpartsofthevines，1eaf−blades，P（）tiolesand root tubersdecreasedslight−
1y，butin the basalpartsof the vines theyincreasedalittle．Whilethe solublel・N content＄inalmost
Ofa1lof the parts ofthe plants werelow，Showingthe similarlevelsofthe soluble・Ncontents
3。With thetermination of the growing season，Certainincreasing tendenciesof theprotein−N contents
inallof the parts of the plants were recogni2；ed，and the considerable highcontent＄Of soiuble−Nin
them，particulaIlyintheleaf−bladesand petiolesof theapicalpartsofthevineswereascertained．
4OnthetotaトN contents throughout an entire growing period，inleadis the content in theleaf−
blades，followingin orderare thoseinthepetiolesandthentheapicalpartsand basalonesof the vines，
andfina11ythefibrousrootsandroottube‡S‖Atth占sametimenoremarkalbledifferencesonthetotaトN
contents betweenthe fib‡OuS rOOtS and root tdbers were tracedMoreover，it may be pointed out that
theamount of the nitrOgen COmpOundsinalmost of allofthe parts of the plants wereabundant at the
earlyandfinals†agesoftheirgrowingperiods，Showingalittle depressionsat themiddlestagesof them．

