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1. 日 長 効 果

定

∴

､

制す るので絶対収虫は劣るがイモの肥大を促進する効果
が認められています｡

植物の生育す る過程が一 日の 日の長さによって支配さ

以上の ように光周率は坐禅現象や適応性の判断上一般

れ る現象を 光周率 または 日長効果 と呼びます｡ 花芽分

的に重要なことであ りますが ､適品種の選択 ､播種期､

化 ､それに続 く抽苔､開花､又球根の肥大等 日長に支配

育苗法､開花期の調節等､応用融 も広vl
ものです0

されることが多V,
ものですO花芽分化につVl
ていいます

2.春 化 作 用

と一 日の 日長時間が､ある一定時間 よりも短か くな った
時に花芽分化が起るのを矩 目性植物 とvI
Vl
､ある一定時

ある種の植物では低温に感応 して花I
N‑
分 化を起す こと

間 よりも 長 くな った 時に起るのを 長 日性植物 とvI
V､

忠
が知 られてV'
ます . この現象は春化作用と呼ばれてV,

日照時間に不感性の ものを中間性植物 とvI
V,
ます｡短 日

すO この作用は以前 ロシアのルイセンコ学説として政治

性植物には､甘煮､大豆､菊等があ ります｡

これ らの

問題にまで 発展 し､日本で も ｢二つの避転学｣として贋

植物は､ある一定の暗V,
時間が侮 日続 くとある種のホル

9
32
年に麦類の催芽種子
がれた ものです.ルイセンコは1

モンが植物体内に出来て､花芽分化が起るとされてV,
忠

Cの低温に 1
0ない し 1
5口あ わせるこ とによ
を 1‑3o

す｡ある一定の暗い時間は植物の種類に より又品種に よ

り､例えば 春の晩まき ではL
L
'
.
穂 しな い秋瀞性 小麦を出

り感応度が製な ります｡短 日性植物は人工的に暗V,
時間

穂せ しめ､或いは晩生小麦を3
0口なV,し3
5日早 く出穂せ

を長 くすること把 より開花を促進す ることができ､穏燈

しめる等の糞衆を行い､温旺により造伝性を変えるとV,

照明によって暗V,
時間を短か くす るか或V,
は夜中に晴V,
時間を中断することに より､開花を遅 らす ことが氾火ま

うような結論をな し､今までの避伝学説を くつがえす形
成に生で発展 した ものです｡

すO米国では甘煮の開花を抑えるために夜中に磁昭 して

しか し研究が進むにつれ

て､ 春化作用は単な る 生理現象であることが分 りまし

V,る所 もあ ります.沖縄で も最近では菊の栽培は短 日長

た∩

日操作を行vl
過年 自給できるように努めてお ります.近

クマナは茎の匿 径 6mm以上 に達 した時 1
5
oC以下の

年菊の輸入額が減 ったのは喜ば しV,
ことです｡節成 りキ

低温に一カ月以上あ うことにより花I
B
L
分化が起るとされ

‑ウ リも短 日操作することに より雌花を多 くすることが
できますO育苗暗に本葉 2枚ない し4枚展開 した時に‑A

7oC以下の低温
ます｡子
?
把で 育種された灘探 カンランは1

に も感応 して花芽分化を起す と考えられ ､普通のカンラ

日8時間位の 日長にすれば適当です｡カボチャの品種の
中で も短 日に感応 して雌花を多 くつけるのがあ ります n

ンは仲乱で
花か咲かなV,
のに､乱洩実力ンランを挽く播 く

早生品櫛ほど鈍感で晩生種ほど敏感です ｡

と結球せずに花か咲 くことがあ ります｡‑クサイ数 も催

長 日性植物は､ある一定晴間以上の 日照時間にな った

牙種子を一週間種伶蔵匿に入れてお くと､開花し採P.
す

時に花芽分 r
ヒし開花する植物で､植物の硬類､品種に よ

ることが出来ます｡其他 ､低温に感応 して花井分化を起

り感応度は異な ります｡長 日性植物にはダイコン､ニン

す ものに ビー ト､ゴボウ､ノ､
ナヤサイ､パーセ リ､九条

ジン､カラシナ､ホウレンソウ､キンギ ョソウ､キンセ

ネギ､時無ダイコン等があ ります｡又 リンゴやノく
インな

ンカ､エゾギク､ヤグルマ ソウ､‑ル シャギク等多 くの

ど多 くの射 剖類 も低温にあって花卦分化を起 します.7

0ワ ットの電燈を 18
花類があ ります｡長 E
7
操作は普通 6

メ リカの南部のフロリダ州で必要な低温が来なか ったた

m砧に9
0cmの高さか ら照明されますo

め リンゴが開花､結9:
1
せす
ご
､産業に大きな打撃をこうむ

タマネギの球の肥大 もR長 と関係 します｡品種により

ることがあ ります｡

その感応度は輿な りますが ､押紙で現在栽培されてV,
る

l長効果と共に品種や捕柿期
以上の ように春化借用は r

15
時間以上の 日長になった陣に球の肥
グ ラネックスは1

l
/
津n
rと関係の深い関越であ りま
の選択ならひに 採 種 ､L

大が始ま りますOバ レイシヨでは短 口は茎 姫の繁茂を抑

す｡
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