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Synopsis

For prediction of mulberry growth, relationships between temperature and mulberry

growth, and between photoperiod and the growth were investigated, and, based on the re-

sults, shoot elongation and leaf appearance of the longest shoot, and dry matter growth

were simulated by mathematical models.

Shoot elongation and leaf appearance rates increased with temperature increase, and

both rates depended on daily average temperature in spite of difference between day and

night temperature. Meanwhile, short photoperiod caused cessation of shoot growth and this

effect was prominent at low temperature, but growing points were activated at high tem-

perature.

In the shoot elongation and the leaf appearance models, shoot elongation rate and

leaf appearance rate were described as the product of growth activity (GA) of growing

points and potential rates (PR) realized at the maximum GA under a given environmental

condition. GA and PR were determined by temperature and/or photoperiod. The values cal-

culated by both models were similar to the measured values and represented annual fluc-

tuation well. Moreover, the former could be applied to wide area.

Dry matter increment in field mulberry was linear to the amount of intercepted solar

radiation by mulberry canopy. Dry matter production was described as a function of inter-

cepted solar radiation and temperature. Representing shoot dry matter growth as a function

of a shoot elongation rate of the longest shoot, dry matter division to shoot and storage or-

gan was simulated. Estimated dry matter production and division by the models were fitted

with measured values. By the model simulation, it is supposed to be important for getting

stable yield annually to leave enough shoot length at cutting in October and to promote dry

matter accumulation to storage organ.

Key words:mulberry, grouth prediction, temperature, photoperiod, shoot length, leaf number,

dry matter
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緒言

日本における養蚕業は，明治以降，外貨獲得のため

の最重要産業の位置を占めてきた．そのため，国策と

して蚕糸関係の法律が整備され，それと同時に蚕糸関

係の試験研究体制も整備された．それ以降，我が国の

養蚕業に関する研究は世界の先端を走り，現在に至っ

てもその研究の蓄積は世界最高峰のものである．とこ

ろが，第二次大戦後，日本経済の発展に伴う産業構成

の転換の中で第一次産業の重要度は低くなり，特に養

蚕業は，その労働集約的な特質や安価な輸入繭との価

格競争力の低下などの理由によって衰退の一途をたど

った．１９７０年代前半まで繭生産量は１０万 tを越えてい

たが（農林水産省農産園芸局蚕糸課，１９９８），その後

生産量は減少の一途をたどり，２００２年には１千 t弱ま

でに減少した（農畜産業振興機構，２００４）．

一方，世界の繭生産量は景気変動による需給の増減

はあるが戦後ほぼ一貫して増加しており，世界的な視

点から見ると養蚕業の重要性はいささかも衰えていな

い．特に養蚕は穀類や果樹等と違い収穫物である繭の

生産周期が短く換金時期が多様であることや，クワが

樹木であるため一年生作物に比較して耐乾性が強いこ

となどから，開発途上国においては重要な農作物の位

置を占めている．また，多くの開発途上国は温暖地に

位置しているため，日本などに比べてクワの生育期間

も長く蚕の年間の飼育回数も多く設定できることなど

優位点も多い．２００１年の世界の繭生産高の上位国は中

国，インド，ウズベキスタン，ベトナム，タイ，ブラ

ジルの順で全繭生産高のうち中国が約７０％，インドが

約２０％を占めている（農畜産業振興機構，２００４）．

これらの国では日本の養蚕技術を取り入れた，ある

いは日本に養蚕技術指導を要請している．このうち中

国については１９７８年の日中平和友好条約締結以前は養

蚕技術を独自に育んだものであったが，１９８０年代以降

の日本への留学生の派遣や民間レベルでの交流によ

り，現在の中国養蚕業には日本の技術が多く採り入れ

られている．特に品質管理については日本人が現地で

行っていることが多い．一方，インドでは１９９１年から

２００７年まで，タイでは１９６９年から１９８０年まで，経糸の

自給生産を確立する目的で国際協力事業団のプロジェ

クトを通じて日本は技術援助を行っている（加々

井，２００３）．インドについては現在も進行中であるが，

タイについては二化性生糸の生産技術が向上し，その

生産量が１９８３年の４３０俵から１９９０年の３６００俵へと大き

く伸び日本の技術援助が大きな成果として表れている

（農畜産業振興事業団企画情報部，２００３）．ブラジル

の生糸生産高は２００１年では世界５位でそのシェアは約

２％である．しかし，その品質については高い評価を

得ておりその技術導入元が日本であった．２００１年では

ブラジルの生糸生産量の９０％を上位２社が占めてお

り，１社は日本人移民により設立された会社であり，

もう１社は日本企業の現地法人である．両社とも生糸

生産技術を日本から導入し，そこから高品質な生糸生

産技術を発展させた．さらにブラジルでは養蚕農家と

製糸会社が委託関係にあり，養蚕農家もまた製糸会社

を通じて日本の養蚕技術を導入し高品質な繭生産を成

し遂げた（茂原，２００２a，b）．また途上国における養

蚕業への日本の技術導入は栽桑技術面からも大きな意

味がある．例えばインドの桑園では各種品種が混じっ

ており，またクワ株の仕立方法もなく小枝や矮小枝を

そのままにしているため，肥料不足と相まって小枝と

小型の薄い桑葉ばかりとなっている（河上，２００３）．

このような桑園で日本の栽培・育種技術が導入された

なら桑葉の生産量向上が大いに期待できる．さらに世

界第３位の繭生産国であるウズベキスタンもまた日本

に養蚕の技術援助を求めており（平田・町井，２００２），

その他，インドネシア，メキシコ，ネパールなどにも

日本は養蚕技術協力を行ってきた（加々井，２００３）．

このように世界的には日本の養蚕技術が必要とされて

おり，これを維持・発展させていくことが望まれてい

る．

日本の養蚕業は，近年，外国産繭との価格競争力の

確保，他の農産物との労働生産性競争力の確保のため

に，省力化，大規模化が求められてきた．それに伴っ

て，栽桑技術体系も変わり，省力化のために収穫方法

は条桑を基部または中間部から伐採する条桑収穫法が

普及した．また，労働生産性向上のため多回育が奨励

され，年間のクワ収穫回数が増加し収穫時期も多様化

しつつある．その結果，従来の慣行栽培体系に比較し

て現在のクワ生育環境は悪化しているといわざるをえ

ない．しかし経営規模の大規模化によって養蚕による

収入を大きくする一方，安定した収繭量を得ることも

望まれている．このようなクワの樹体にとって厳しい

栽培環境のもとで安定した条桑収穫量を確保していく

ためには，生育状況に応じて伐採収穫時期を的確に決

定していかねばならない．それを実現するには，あら

ゆる時期におけるクワの生育状況を把握し，その後の

生育程度を予測することで，伐採時期，収穫量を予測
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し，その予測に基づいて的確な栽培管理をすることが

必要である．一方，途上国においてもクワの生育予測

技術は利用価値の高い技術と考えられる．一般に途上

国は日本に比べて温暖地域に位置しているため，灌水

設備さえあれば日本より蚕の飼育可能期間が長くな

り，蚕の飼育計画に対する自由度も増し，飼育計画作

成に当たってクワの生育予測技術はより有益なものに

なると考えられる．さらに新規に養蚕適性地を選定す

る場合にも，気象データ等を用いて選定地域の潜在的

なクワの生育能力を予測し適地の選択に資するものと

なろう．以上のような点を踏まえ著者は，第１義的に

は日本の栽桑現場に活用しうる技術開発を目的とし

て，また将来的には本技術を開発途上国にも導入可能

な技術として発展させうるものとなることを目指し

て，クワ生育予測技術の開発のために本研究を執り行

ってきた．

養蚕では収穫したクワを直ちに蚕に餌として与える

ため，収穫物の生重量の予測が最も重要である．現在

の日本の養蚕農家には条桑育が普及して給餌には条桑

が用いられており，条桑量の予測は蚕の飼育計画の策

定に重要である．従ってクワの生育予測技術の開発と

は，究極的には条桑収穫量の予測技術の開発と同義と

いえるであろう．しかし，収穫時の条桑量を予測する

ことは容易なことではない．条桑は一般的な栽培法の

下では春蚕期には古条・新梢枝・正葉から，夏蚕期以

降は枝と正葉で構成されるため，収穫時期や伐採深度

の違いにより条桑構成器官の重量比が異なる．従って，

条桑量の予測には収穫時期や伐採深度を考慮したきめ

細かな予測技術の開発が必要である．このことから，

一般性の高いそのような精緻な条桑量の予測技術を開

発することは，この分野の研究の現状に照らしてきわ

めて困難である．むしろ実用的には，条桑量の指標と

なる生育指標の開発が優先されるべきと考えられる．

従来，クワ生育の良否を判断する生育指標として最

長枝条長が用いられてきた．そのため多くの公立試験

場で，毎年クワの時期別の最長枝条長の推移が報告さ

れてきた（例えば，鹿児島県蚕業試験場，２００１；宮城

県蚕業試験場，２０００）．また，条桑収穫法が一般的と

なった現在では，伐採強度は枝条の高さで決められる

ため，枝条長はクワの栽培管理の指標として重要なも

のとなっており，岩田（１９８１）が，クワの伐採時期を

異にした場合の枝条伸長生長に関する研究をまとめて

いる．さらに最長枝条長が収量と密接な関係にあるこ

とが報告されている（秋山，１９７２；加藤ら，１９８４）．

従って，クワの最長枝条長を予測することが可能であ

れば，最長枝条長を生育指標としてクワの生育予測技

術を普及技術として実用化できるであろう．

これまで，最長枝条長の枝条伸長生長の予測は，気

温・降水量等の気象条件を説明変数とした重回帰式を

用いてなされてきた（鈴木・金谷，１９８１；加藤・井

上，１９９８）．しかし，このような重回帰式を用いた生

長予測式では，広範囲な地域に適用する場合や，異常

気象年などのような予測値を外挿的に推定する場合な

どは，信頼性が著しく低下することが知られている．

そのため，モデルの適用範囲を広げかつ予測精度を向

上させるためには，枝条伸長生長に関与する気温等の

環境要因と生育速度との関係を予測モデルに取り込む

必要がある．一方，葉数増加速度は植物の生育時の気

温や日長などの環境要因と密接な関係があるため，多

くの作物生育モデルで生育指標として葉数が採用され

ている（Vendeland et al．，１９８２；Streck et al．，

２００３）．従って，クワの葉数増加速度と環境要因との

関係を明らかにし葉数増加予測モデルを構築すること

は，クワ生育の生理生態学的な理解を深めることにつ

ながり，枝条伸長予測モデルの予測精度の向上に寄与

することが期待される．また，葉数は収量構成要素の

一つであるため，葉数の予測は将来的には収量予測に

必要な情報として活用されうるものと期待される．そ

こで本研究では，クワ枝条伸長および葉数増加生長と

気温および日長の関数関係を考慮した枝条伸長および

葉数増加生長予測モデルの構築を試みた．

クワ生育予測技術の予測精度を向上させるために

は，クワ生育とそれに関与する要因との関係を定量的

に明らかにし予測式にその関係を導入する必要があ

る．特に，植物の発育速度に影響する環境要因のうち

重要なものは温度，日長，水分条件である（高見，１９９４）

が，日本では降雨量が多く干ばつによる水ストレスが

比較的少ないため，クワ生育の気温と日長に対する反

応を導入することが重要である．これまで作物の温度

に対する生育反応に関して多くの研究がなされてき

た．人工気象室を用いた試験ではWent（１９４４）が先

駆けとなり，トマトの枝条伸長生長の温度反応につい

て 報 告 し て い る．近 年 で は イ ネ（Yin and

Kropff，１９９６），コムギ（Gallagher，１９７９），ダイズ

（Tollenaar et al．，１９７９），トウモロコシ（Warrington

and Kanemasu，１９８３）などの多くの作物で葉数増加

速度と気温の関係が調べられてきた．これらの成果は

イネ（堀江・中川，１９９０），コムギ（Ritchie，１９９１），
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ダイズ（Jones et al．，１９９１），トウモロコシ（Ki-

niry，１９９１）などの発育予測モデルの構築に活用され

てきた．また，樹木の枝条伸長生長に対する日長の影

響に関しては，Pauley and Perry（１９５４）が，ガラ

ス室で育てた Populus属の樹木が日長が短くなるこ

とによって伸長停止し，枝条伸長に対する限界日長が

存在することを示し，Howe et al．（１９９５）は，自生

地を異にするブラック・コットンウッドを用いて，日

長に対する伸長停止反応の種間内変異を明らかにし

た．さらに，Yan and Wallance（１９９８）は植物のフ

ェノロジーに対する気温と日長の交互作用の効果を指

摘し，植物生育予測モデルにこの交互作用の効果を導

入した．樹木植物についてもHeide（１９７４）は日長が

ノルウェートウヒの生長停止に与える影響が生育気温

によって変化することを示し，Junttila（１９８０）はヤ

ナギとシラカンバの生長点の生長停止に対する気温と

日長の交互作用の効果を明らかにした．

一方，クワの植物体全体の温度に対する生育反応に

関しては，濱田（１９６１）が一年生苗を用いて，３０℃付

近が最適生育気温であると報告し，佐藤（１９８２）は同

じく一年生苗を用いて，３０／２０℃（昼／夜）と２５／１５℃

の気温条件下では前者で生育が旺盛であったと報告し

ている．しかし，濱田の実験では５～１０klux，佐藤

の実験では４４～５０kluxと低照度下で行われているた

め，養蚕に用いられるクワにそのままあてはめるには

疑問が残る．さらに，クワ生育予測モデルを構築する

ためには，クワの生育期間中の広範囲の気温条件下で

の生育反応を定量的に把握しなければならず，既存の

報告だけでクワ生育の温度反応を予測することは困難

である．また，クワの生育と日長に関しては，田口・

菊池（１９５１）がクワの枝条伸長速度が日長に影響され

ると報告し，田口ら（１９５６）は長日処理がクワの葉の

落葉期を遅延させると報告している．日本の養蚕現場

で栽培されているクワは，おおむね４月に発芽しその

後栄養生長を続け，９月から１０月にかけて伸長を停止

する．ところが，生育停止期の気温は発芽期の気温よ

りも高く，このことから，クワの生育停止は気温だけ

で決まるものではなく，日長条件が関与しているもの

と考えられる．クワの場合，田口・菊池（１９５１）の報

告から，９月以降の生育鈍化に日長が量的に影響して

いることがうかがわれるが，生育停止に対する日長の

影響に関する報告は見あたらない．このようなことか

ら，本研究では人工気象室を用いてクワ生育の気温に

対する量的反応，および生育停止に対する日長と気温

の交互作用の影響を明らかにし，クワ生育予測技術を

開発するための基礎データを得た．

これまでにもクワの収量予測は試みられてきた．春

蚕期の収量については，池田（１９２３）が１株当りの平

均枝条長と条数から予測し，菅沢（１９６８）は，枝条長，

新梢発育日数，新梢発育期の日照時間を説明変数とし

て重回帰式により予測した．夏秋蚕期の収量について

は，池田は春蚕期と同様１株の平均枝条長と条数から

予測し，菅沢は，夏秋蚕期の収量と最長枝条長の相関

が強いことを明らかにし，最長枝条長を予測すること

で夏秋蚕期の収量予測が可能であると指摘した．しか

し，これらの予測式は，クワ生育に影響を及ぼす温度

や日長条件，乾物生産のエネルギーの源である受光日

射量を考慮したものではなく，一地域における経験的

な関係式にすぎないため，異常気象年や他地域への適

用性などについては疑問が残る．

一方，他の作物の収量予測モデルでは乾物生産量と

作物群落の受光日射量との関係が重要視されており，

イネ（堀江・桜谷，１９８５）やダイズ（Shibles and We-

ber，１９６６）等で両者が比例関係にあることが示され

ている．クワの収量も乾物重量と水分含有量から成っ

ているため，乾物重量を受光日射量によって説明でき

ればクワ収量予測技術開発にも利用できる．このよう

なことを踏まえ，福井・伊藤（１９９９）は関東５都県の

蚕業試験場での普通植桑園の夏切クワの乾物生産量を

受光日射量と気温から予測するモデルを構築した．し

かしこのモデルでは条桑乾物重量のみに着目し，株や

根の貯蔵器官の乾物重量については考慮されていな

い．クワは永年性作物であるため，新たに生産される

枝条には光合成産物だけではなく前年までの貯蔵物質

も利用され，新梢は十分大きくなるとその生産物を貯

蔵器官へと分配する．クワの光合成産物の各器官間の

転流についてはいくつか報告されている．大山（１９７０）

は，クワ苗を用いて植え付け後約３０日間は貯蔵器官で

ある株と根の重量が減少することを示し，佐藤（１９８１）

は１４Cを用いて貯蔵器官の有機物が新梢の生長に利用

され，また逆に同化器官の光合成産物が貯蔵器官へ転

流されることを示した．従って，上記モデルでは乾物

生産予測モデルとしては十分なものとはいえない．予

測精度を向上させるためには貯蔵器官を含めた物質生

産収支を考慮したモデルを構築する必要がある．そこ

で本研究ではクワ群落収量の乾物重量を予測し，その

予測値と収量の水分含有量から将来的に収量予測モデ

ルの開発への道筋をつける目的で，３年間にわたって
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クワを栽培することで地下部も含めた乾物重量を把握

し，このデータと気象データを基に，貯蔵器官への乾

物分配を考慮したクワの乾物生産予測モデルの構築を

試みた．

以上のような論点を踏まえ，本論文は以下のように

進めた．まず，第１章でクワの生育に対する気温・日

長の影響を明らかにし，クワ枝条伸長，葉数増加，乾

物生長モデルを構築するための基礎データを得た．第

２章では第１章の結果に基づいてクワ生育予測モデル

としてクワ枝条伸長予測モデルと葉数増加予測モデル

を構築した．特に枝条伸長予測モデルについてはクワ

生育予測技術を早期に実用化することを目指して構築

した．第３章では圃場条件下でクワを複数年にわたっ

て栽培し，その乾物生産と受光日射量の関係を明らか

にしてクワの乾物生産予測モデルを構築した．第４章

では本研究で構築した予測モデルの実用的な活用方法

を検証した．

なお本論文では，植物体の大きさが時間の経過につ

れて量的に増大することに着目した場合は「生長」，

時間の経過とともに器官を形成し質的に変化すること

に着目した場合は「発育」，両者を含めた植物体の時

間の経過に伴う変化を「生育」と表現した．

本論文をとりまとめるにあたり，懇切な御指導と御

校閲の労を賜った京都大学大学院農学研究科 堀江

武教授に心より感謝いたします．また，常に温かい御

指導と激励をいただいた元蚕糸・昆虫農業技術研究所

桑栽培生理研究室 直井利雄室長，農業生物資源研究

所 市橋隆壽上席研究官，多大なご助言，ご協力をい

ただいた弘前大学農学生命科学部 伊藤大雄助教授，

農業生物資源研究所 小山朗夫主任研究官，山ノ内宏

昭主任研究官，農業環境技術研究所生態系影響ユニッ

ト 長谷川利拡研究リーダーに厚く御礼申し上げま

す．また，クワ枝条伸長データおよび気象データをご

提供いただいた元宮城県産業試験場技師小池修氏，元

福島県蚕業試験場副場長堤和敏氏，福島県農業試験場

専門研究員土井則夫氏，元鹿児島県蚕業試験場主任研

究員遠嶋太志氏，データの収集に多大なご協力をいた

だいた橋野恵子氏に深く感謝の意を表します．

第１章 クワの枝条伸長と葉数増加に及ぼす気温

と日長の影響

クワの生育予測モデルを構築するためには，クワ生

育に影響を及ぼす要因とクワ生育との関係を明らかに

しそれを定量化せねばならない．本章ではポットに植

え付けられたクワを人工気象室内で生育させること

で，クワの生育と気温の関係，クワの生育と日長の関

係を明らかにし，２章以下で構築するクワ生育予測モ

デルにおける，各要因と生育速度との関数関係を決定

するための基礎データを収集した．また，本章では生

育の進行に伴う枝条伸長速度および葉数増加速度の変

遷についても調査した．

１�１節 クワの枝条伸長，葉数増加および乾物生産の

温度反応

クワ生育の温度反応については佐藤（１９８２）と濱田

（１９６１）により報告されているが，広範囲な気温条件

下でクワ生育がどのような反応を示すかは明らかでな

く，クワ生育を予測するためには温度生育反応を定量

化する必要がある．また，クワの地下部を含めた乾物

生産の温度反応は明らかではない．

本節では，クワ枝条伸長，葉数増加および乾物生長

予測モデルを構築するための基礎資料とすべく，ポッ

トに植付けたクワ苗生育の温度反応を調査した．

１�１�１ 恒温条件下におけるクワの枝条伸長，葉数増

加および乾物生産

本小節では広範な温度域でのクワ生育と気温との関

係を明らかにする目的で，人工気象室内で恒温条件下

におけるクワ苗の生育反応を調査した．

材料と方法

自然光型の人工気象室（底面積２�７m２，高さ１�８m）

を用い，１９９５年と１９９６年の２年間にわたりクワ苗（品

種‘しんいちのせ’）生育の温度反応を調査した．人

工気象室は５つあり，４つの恒温条件区２０，２４，２８，３２℃

と３２／２４℃（昼／夜１２時間）の変温条件区を１つ設けた．

人工気象室内の気温は銅－コンスタンタン熱電対を用

い空気排出口内で測定した．温度処理期間中の人工気

象室内の気温は設定温度±２�０℃で推移した．ただし，
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昼夜変温区の気温は昼夜の気温切り替え時，数分間設

定温度から５℃程度外れることがあった．表１に農業

生物資源研究所の気象観測露場における試験期間中の

１０日ごとの日射量を示した．人工気象室内へは光合成

有効放射（４００－７００nm）の約８０％を透過した．

クワ苗は１／２０００aポット（高さ３０cm，直径２５�２cm）

に植付け，土壌は農業生物資源研究所の圃場の火山灰

土を用いた．供試したクワ苗は全て約３０gに切りそろ

えた．両年ともポットにはクワ苗を１本植付け約１４０

個体用意した．１９９５年は温度処理前，ポットクワを温

室で約５０日間生育させた．温室は加温して室内気温が

２０℃以上となるよう設定してあり，晴天日には室内気

温は３０℃を越えた．１９９６年は人工気象室内で２０／１５℃

（昼／夜１２時間）の温度条件に設定して，６０日間生育

させたのち温度処理に供試した．ポットクワは温度処

理前に１ポット１枝に整枝した．それぞれの温度処理

区に１９９５年は１５個体，１９９６年は１７個体供試した．温度

処理期間は６０日で，両年とも５月１２日に開始した．１９９５

年は温度処理開始３０日目に処理個体数を１５から１０個体

へランダムに減らした．温度処理期間中，窒素２�０g，

リン酸０�８g，カリウム０�８gを２週間ごとに施肥し，

潅水は自動潅水装置で適宜行った．

調査は１０日ごとに全ての個体の枝条長と葉数を調べ

た．また温度処理区ごとに生長点の活性が低下し伸長

停止した個体数も調査した．温度処理開始時に５個体

の葉，枝，株と根の乾物重量を，温度処理終了後は各

温度処理区５個体について調査した．ただし，１９９６年

は葉と枝に関しては７個体調査した．乾物重量は８０℃

で１週間以上乾燥させてから測定した．

統計処理に関しては，人工気象室の数が限られてい

るため人工気象室の違いによる誤差はランダム誤差と

見なした．全ての温度処理区の枝条長，葉数に対して

年度ごとに分散分析を行った．また，恒温条件区の株

と根の乾物重量についても分散分析を行い，同区の枝

葉乾物重量に関しては回帰分析を行った．

結果

クワの生長

両年とも，枝条長，葉数とも気温の上昇とともに増

加した（図１）．しかしながら，平均気温が同一の２８℃

区と３２／２４℃区では年度によって反応が異なった．１９９５

年では枝条長，葉数とも１％水準で有意に異なったが

１９９６年は有意差は検出されなかった．

表２は生長点の活性が低下し伸長停止した個体数の

全体に対する割合を処理区ごとに示した．いくつかの

個体が処理期間中に生長停止し，生長停止個体数は気

温の低下とともに増加した．しかし，時間の経過とと

もに生長停止個体数は減少した．

枝条伸長速度と葉数増加速度は時間の経過とともに

変化した（図２）．多くの個体が温度処理期間中生長

を続けた３２，２８，３２／２８℃区では両速度ともほぼ同様

の経過を示した．１９９５年は両速度とも時間の経過とと

もに増加し，枝条伸長速度は温度処理の最終段階で速

度の増加が停止した．一方，１９９６年は両速度とも温度

処理の初期段階では速度が低下したが，その後急激に

増加し温度処理終了時には一定値に達した．

両年とも，気温が上昇するにつれて葉数増加速度は

増加した（図３）．気温と葉数増加速度の関係は１９９５

年は指数関数が，１９９６年は一次関数が当てはまるよう

に思われる．そこで両年の恒温区のデータを下記の一

表１．試験期間中の全日射量と１０日間の積算日射量．

表２．５つの気温条件下で生育したクワ苗の伸長停止個体
の比率の推移．

ND－データなし．

試験開始後の期間
日射量（MJ m－２）

１９９５ １９９６

１－１０ １４９�９ １８６�３
１１－２０ １８１�１ １７８�２
２１－３０ １４９�７ １８５�４
３１－４０ １２３�０ １３２�０
４１－５０ １０１�３ １０９�７
５１－６０ ７７�０ １３５�３
全期間 ７８１�９ ９２６�９

年
処理気温
（℃）

試験開始後日数

１０ ２０ ３０ ４０ ５０ ６０

１９９５ ３２ ND ０�００ ０�００ ０�００ ０�００ ０�００
２８ ND ０�２７ ０�０７ ０�００ ０�００ ０�００
２４ ND ０�６７ ０�２０ ０�３０ ０�１０ ０�００
２０ ND ０�９３ ０�８０ ０�４０ ０�４０ ０�６０
３２／２４ ND ０�０７ ０�００ ０�００ ０�００ ０�００

１９９６ ３２ ０�００ ０�０６ ０�００ ０�００ ０�００ ０�００
２８ ０�００ ０�１２ ０�０６ ０�００ ０�００ ０�００
２４ ０�０６ ０�４７ ０�５３ ０�００ ０�００ ０�００
２０ ０�００ ０�４７ ０�８８ ０�４１ ０�２９ ０�２９
３２／２４ ０�００ ０�０６ ０�０６ ０�００ ０�００ ０�００
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図１．５つの気温条件下で生育したクワ苗の枝条長（Ａ．１９９５，Ｂ．１９９６）と葉数（Ｃ．１９９５，Ｄ．１９９６）の推移．
各記号は処理気温を表す．

図２．５つの気温条件下で生育したクワ苗の枝条伸長速度（Ａ．１９９５，Ｂ．１９９６）と葉数増加速度（Ｃ．１９９５，Ｄ．１９９６）の推移．
各記号は処理気温を表す．
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次回帰式（１）と指数回帰式（２）に当てはめパラメータを

決定した（表３）．

Rl = a１＋b１T （１）
b T２Rl = a２e （２）

ここで Rlは葉数増加速度（枚 day－１），Tは気温，a１，２，

b１，２はパラメータを表す．１９９５年は最初の期間を除い

て指数回帰式の方が一次回帰式に比べて決定係数が高

かった．１９９６年は，どちらの回帰式も決定係数が高く

なるのは６期間のうち３期間づつであったが，温度処

理前の環境条件がほとんど影響しないと思われる処理

後半の２期間では一次回帰式の方が決定係数が高かっ

た．

乾物

両年とも気温が高いほど最終的な総乾物重量は増大

した．しかし，これは主に葉と枝の乾物重量の増大に

よるものであり，各器官の乾物重量の気温に対する反

応は器官によって異なった（表４）．恒温処理区に関

して気温と葉と枝を併せた枝葉乾物重量の関係を年次

別に一次回帰分析したところ，下記のような回帰式と

決定係数が得られ，１９９５年は５％，１９９６年は１％水準

で有意となった．

Y = －４９�０＋３�５２T r２ =０�７２９ in１９９５

Y = －４３�５＋３�０９T r２ =０�６６９ in１９９６

ここで Yは枝葉乾物重量，Tは気温を表す．一方，

同じく恒温処理区の株と根の乾物重量それぞれについ

て気温を処理要因として分散分析したところ，気温の

違いによる乾物重量の有意差は見いだせなかった．

図３．葉数増加速度と処理気温の関係（Ａ．１９９５，Ｂ．１９９６）．グラフには恒温処理区のみ示した．各記号は試験開
始後の期間を表す．

表３．葉数増加速度の気温に対する一次回帰式と指数回帰式の係数と決定係数．

a１�a２�b１�b２は回帰式の係数を，r２は決定係数を表す．

年 試験開始後の期間
一次回帰式の係数 指数回帰式の係数

a１ b１ r２ a２ b２ r２

１９９５

１－１０
１１－２０
２１－３０
３１－４１
４２－５１
５２－６０

－０�４７９
－０�１７６
－０�２３３
－０�７７７
－１�０５１
－１�５９０

０�０２９
０�０２１
０�０２９
０�０５１
０�０６４
０�０８７

０�９７
０�７３
０�９０
０�８９
０�９３
０�９７

０�００８１
０�０６２１
０�１２６９
０�０４５８
０�０３５８
０�０１０６

０�１２８
０�０６６
０�０５４
０�０９２
０�１０５
０�１５１

０�９４
０�７５
０�９３
０�９７
０�９８
０�９７

１９９６

１－１０
１１－２０
２１－３０
３１－４０
４１－５０
５１－６０

－０�０８０
－０�１３６
－０�３０２
－０�５２５
－０�８４５
－０�５６４

０�０１７
０�０１３
０�０２４
０�０４２
０�０５７
０�０４６

０�９７
０�９２
０�７６
０�９８
０�９８
０�９６

０�１００２
０�０３４６
０�０４８４
０�０７６２
０�０４３８
０�０７１６

０�０５０
０�０６６
０�０７１
０�０７５
０�０９９
０�０８１

０�９３
０�９３
０�８０
０�９９
０�９６
０�９４
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考察

外部環境が制御された条件下では，葉数増加速度が

一定となることが多くの植物種で示されてきた（トウ

モロコシ，Tollenaar et al．，１９７９；コムギ，ライム

ギ，White et al．，１９９０；ヒマワリ，Villalobos and

Ritchie，１９９２；ジャガイモ，Kirk and Marshall，１９９２；

キュウリ，Milthorpe，１９５９）．一方，Yin and Kropff

（１９９６）はイネの葉数増加速度が気温一定の条件下で

時間とともに漸減することを示し，Warrington and

Kanemasu（１９８３）は，気温が制御された条件下でト

ウモロコシの葉数増加速度が第１２葉の開葉後増加する

ことを示した．Reddy et al�（１９９３）はワタ苗の葉の
分化速度が苗の生長とともに速くなり，その後第９葉

から１８葉までは一定であることを示した．本実験では

クワ苗の葉数は時間とともに指数関数的に増加した

（図１）．一般に圃場に植付けられたクワは，植付け

当年では植付け２年以上経過したものに比べてその生

育が不均一かつ劣ったものとなる．このような植付け

当年のクワの劣った生育は，根系が十分に発達してい

ないためだと思われる．本実験におけるクワの葉数増

加速度は、温度処理初期では根系が十分発達しておら

ず，それが律速要因となって緩慢であり、根系の発達

とともに指数関数的に増加したものと思われる．

１９９５年と１９９６年の実験結果では生長点が生長停止し

た個体の比率に違いが見られ，１９９５年は１９９６年よりも

そのような個体の数が多かった．この違いはおそらく

温度処理前の気温条件が影響したものと思われ

る．１９９５年に処理した個体は温度処理前に１９９６年に比

べて高温条件で生育しており，２０℃や２４℃のような温

度処理区では温度変化に適応しきれず，多くの個体の

生長点の活性が失われたものと思われる．そして低温

処理区におけるこのような生長活性の低下が，１９９５年

のデータの気温と葉数増加速度の関係が指数関数的な

ものとなる原因であると考えられる．このことから，

気温と葉数増加速度の関係は本来的には本実験の温度

範囲では直線関係であるものと推察される．

村上・武田（１９７３a）は，クワの光合成速度の最適

葉温が回帰曲線から２３℃付近であると報告したが，本

実験では気温が高いほど総乾物重量が増加し，３２℃で

最も高かった．しかし，村上と武田のデータからは２０℃

から３０℃では光合成速度はほぼ同一に推移しており，

また，光合成速度の最適葉温が植物の生育気温の違い

によって変化することも知られている．一方，１�１�３
節でも述べるが，クワは３５℃恒温条件下では正常に生

育しない．以上のことからクワの生育最適気温は３２℃

付近であるものと考えられる．

枝葉の乾物生産量が気温によって異なるにも関わら

ず，乾物の貯蔵器官への分配に温度依存性がないこと

は興味深い結果である．井上・原田（１９８８）はウンシ

ュウミカン苗で根部への乾物分配が枝葉への乾物分配

に比べて温度依存性が低いことを示した．また，

Hawkins and Sweet（１９８９）はリム，カヒカティア，

トタラ，カウリマツ，ヤマブナ等の樹木で植物体全体

に対する根の重量比が生育気温の上昇とともに減少す

ることを示した．このような報告から，樹木について

は貯蔵器官への乾物の分配が温度依存性の低いものが

多く存在するものと推察される．

表４．５つの気温条件下で生育したクワ苗の葉，枝，株，根，地上部，個体全体の乾物重量の平均値（±標準誤差）．

地上部とは葉と枝を併せた乾物重量を表す．

年 時期
処理気温
（℃）

乾物重量（g）

葉 枝 株 根 地上部 全体

１９９５ 試験開始時
試験終了時 ３２

２８
２４
２０
３２／２４

３�６５±０�１８
４２�１±１�７５
３６�１±３�１９
２１�２±２�３６
１８�５±２�８１
３６�９±２�７４

０�６０±０�０３
２１�３±１�５２
１７�４±２�６２
７�９±１�７３
６�１±１�１４
１９�８±１�９３

１２�１±０�１９
１６�０±０�４４
１８�８±１�６２
１８�３±１�１０
１９�６±０�６１
１７�８±０�８４

１�０４±０�０９
７�８±０�２６
１０�７±１�４９
１０�５±１�４９
１１�５±１�０１
７�７±０�６７

４�２６±０�２０
６３�４±３�１０
５３�５±５�７８
２９�０±４�０７
２４�６±３�９５
５６�７±４�６４

１７�４±０�３０
８７�２±３�１９
８３�１±８�５８
５７�８±６�５７
５５�７±５�５０
８２�２±５�７２

１９９６ 試験開始時
試験終了時 ３２

２８
２４
２０
３２／２４

１�９８±０�５３
３６�８±３�３９
２８�９±２�０５
２１�１±０�９５
１３�９±１�１６
２８�７±０�９８

０�３６±０�０８
１８�６±２�４２
１４�９±１�７１
８�５±０�７４
５�０±０�６６
１５�５±１�００

１４�３±０�２９
１７�０±０�９０
１７�１±０�１６
１６�６±０�３７
１８�４±０�９０
１７�９±０�８０

０�５３±０�１９
９�１±１�３６
７�８±０�９６
６�７±０�３１
７�５±０�８８
８�５±０�２７

２�３４±０�６１
５５�４±５�８１
４３�９±３�７４
２９�７±１�６７
１８�９±１�８２
４４�２±１�９６

１７�２±０�７３
８２�４±７�６３
７０�０±５�２０
５３�１±１�９８
４５�７±３�５０
７２�８±２�４１
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１�１�２ 変温条件下におけるクワの枝条伸長，葉数増

加および乾物生産

前小節では恒温条件下で生育したクワ苗の生育と気

温の関係を明らかにした．しかし，本研究では圃場条

件下のクワ生育予測が目的であるため，前小節の結果

を変温条件である圃場条件下のクワにそのまま当ては

めてよいか疑問が残る．実際，テッポウユリなどの植

物では昼夜の気温差の違いによって草丈が変化し，こ

の性質を用いた草丈の制御技術が実用化されている

（Greenhouse Grower，１９９２）．従って，クワにおい

ても昼夜の気温差がクワ生育と気温の関係にどのよう

な影響を及ぼすか明らかにせねばならない．本小節で

は，クワ苗を人工気象室内で１日の平均気温は同一だ

が昼夜の気温が異なる変温条件下で生育させること

で，その生育と昼夜の気温差の関係を調査した．

材料と方法

１�１�１節と同様の人工気象室を用い，１９９５年と１９９６
年の２年にわたりクワ苗（品種‘しんいちのせ’）生

育の温度反応を調査した．人工気象室の室内設定気温

は１９９５年が２８，３２℃の恒温条件区２つと３４／２２，３２／

２４，３０／２６℃（昼／夜１２時間）の変温条件区を３つ設け

た．１９９６年は，２６℃恒温区を１つ，３３／１９，３２／２０，３０

／２２，２８／２４℃（昼／夜１２時間）の変温条件区を４つ設

けた．使用したポット，植付け方法，肥培管理方法等

は前小節と同様であった．１９９５年は温度処理前，ポッ

トクワを温室で約５０日間生育させた．温室は室内気温

が加温して２０℃以上となるよう設定してあり，晴天日

には室内の気温は３０℃を越えた．１９９６年は屋外で６０日

間生育させたのち，温度処理に供試した．それぞれの

温度処理区には１７個体を供試した．温度処理は１９９５年

が７月２２日から４７日間，１９９６年が７月２０日から６０日間

行った．１９９５年は温度処理開始３０日目に処理個体数を

１７から１２個体へランダムに減らした．

調査は１０日ごとに全ての個体の枝条長と葉数を調べ

た．温度処理開始時に５個体の葉，枝，株と根の乾物

重量を，温度処理終了後は各温度処理区５個体につい

て調査した．ただし，１９９６年は葉と枝に関しては７個

体調査した．乾物重量は８０℃で１週間以上乾燥させて

から測定した．

統計処理に関しては，人工気象室の数が限られてい

るため人工気象室の違いによる誤差はランダム誤差と

見なした．全ての温度処理区の枝条長，葉数，葉と枝

を併せた枝葉の乾物重量，株と根を併せた貯蔵器官の

乾物重量に対して各年度ごとに分散分析を行った．

結果と考察

図４に枝条長と枝条伸長速度の経時変化を処理年度

別に示した．同一年に処理した処理区間の枝条長は

１９９６年の２６℃区を除くとほぼ同様の経時変化を示し

た．２６℃区の枝条長は処理期間の中ほどから他の処理

区より低くなったが，最終的な枝条長は両年とも処理

区間の違いによる有意差は検出できなかった．前小節

では，２０～３２℃の範囲では気温の上昇とともに枝条長

は増加したが，本小節では１９９５年の処理において２８℃

と３２℃の処理区の間で枝条長に差は見られなかった．

従って，２８℃以上においては枝条長の温度反応は安定

したものではないものと思われる．

葉数と葉数増加速度の経時変化は１９９５年の３２℃区を

除くと同一年に処理した試験区間に差は見られなかっ

た（図５）．多くの植物で葉数増加速度と気温が正の

直線関係にあることが示されている（トウモロコシ，

Tollenaar et al．，１９７９；コムギ，ライムギ，White et

al．，１９９０；ヒマワリ，Villalobos and Ritchie，１９９２；

ジャガイモ，Kirk and Marshall，１９９２；キュウリ，

Milthorpe，１９５９）．クワにおいても前小節で気温の

上昇とともに葉数増加速度が増加することが示され

た．本小節でも最終的な葉数は１９９５年の試験におい

て，３２℃区と１日の平均気温が２８℃である他の処理区

とは１％水準で有意差が検出され（表５），両年の１

日の平均室内気温が同じ処理区内の葉数には有意差は

見られなかった．前小節と本小節の結果から葉数増加

速度は２０℃から３２℃の範囲では気温の上昇とともに増

加し，その速度は１日の平均気温によって決まるもの

と推察される．以上のように葉数の方が枝条長より温

度反応が明確であった．

Erwin et al�（１９９４）はテッポウユリでは昼夜の気

表５．１９９５年に５つの気温条件下で生育したクワ苗の葉数
に関する分散分析表．

＊と＊＊はそれぞれ０�０５と０�０１レベルでの有意差を表す．

自由度 平方和 平均平方 F値
処理区間 ４ ４６９�９ １１７�５ ３�２７５＊
３２℃ vs２８℃ １ ４０１�９ ４０１�９ １１�２０６＊＊
処理区内 ５４ １９３６�７ ３５�９
全体 ５８ ２４０６�６
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図４．５つの気温条件下で生育したクワ苗の枝条長（Ａ．１９９５，Ｂ．１９９６）と枝条伸長速度（Ｃ．１９９５，Ｄ．１９９６）の推移．
各記号は処理気温を表す．

図５．５つの気温条件下で生育したクワ苗の葉数（Ａ．１９９５，Ｂ．１９９６）と葉数増加速度（Ｃ．１９９５，Ｄ．１９９６）の推移．
各記号は処理気温を表す．
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温差が－１０から＋１０℃まで変化すると，それに比例し

て節間長が長くなると報告した．Karlssonet al�
（１９８９）はキクの節間長が１日の生育気温の平均値の

増加に対して，昼間の気温が夜間の気温より高い場合

は増加し，逆に昼間の気温が夜間の気温より低い場合

は減少すると報告した．クワの場合は，平均気温が同

じ場合，昼間と夜間の気温が変わっても枝条長，葉数

ともに変化しないため節間長の変化もないものと考え

られる．

乾物

温度処理終了時における枝葉乾物重量は処理区間に

差が見られなかった（図６）．前小節では枝葉乾物重

量が２０～３２℃の範囲内では気温の上昇とともに増加し

たが，本小節では１９９５年の２８℃区と３２℃区の間に差は

見られなかった．両区には葉数で有意差が見られたが，

枝条長に差がなかったため乾物重量にも差が生じなか

ったものと思われる．本試験の結果からは，平均室内

気温が同じ場合，枝葉乾物重量は１日の温度変化に関

わらず変わらないものと推察される．

株と根を併せた貯蔵器官乾物重量は，１９９５年は５％

水準で有意差が検出されたが１９９６年は差が見られなか

った．１９９５年に差が見られたのは，３４／２２℃区の乾物

重量が他の試験区に比べて重くなったためである．し

かし，前小節の結果と本小節の１９９６年の結果との比較

から，この有意差を合理的に説明する仮説は推察でき

ない．また，ウンシュウミカン（井上・原田，１９８８）

やニュージーランド産の樹木５種（Hawkins and

Sweet，１９８９）で，枝葉に比べて根の乾物重量の温度

依存性が低いとする報告もある．以上のことから，ク

ワの場合も貯蔵器官への乾物の分配量は気温による影

響が少なく，本小節の１９９５年の結果は特異なものであ

ると推察するのが妥当であろう．

１�１�３ 高温条件下におけるクワの生長異常

本小節では高温域でのクワの生育限界温度を明らか

にするために，クワ苗を人工気象室内で３０℃と３５℃の

恒温条件下で生育させ，その生育反応を調査した．

材料と方法

１�１�１節と同様の人工気象室を用い，１９９４年にクワ
苗（品種‘しんいちのせ’）生育の温度反応を調査し

た．人工気象室の室内設定気温は３０，３５℃の恒温条件

区２つであった．クワ苗を１／５０００aポット（高さ２０

cm，直径１６cm）に植付け約４０日間屋外で生育させた

後，６月１日から６２日間人工気象室内で温度処理を行

った．また，対照区としてそのまま屋外で生育させた

図６．５つの気温条件下で生育したクワ苗の温度処理終了時の個体あたりの枝葉乾物重量（Ａ．１９９５，Ｂ．１９９６）と
貯蔵器官乾物重量（Ｃ．１９９５，Ｄ．１９９６）．各棒上端の縦線は標準誤差を表す．
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処理区も設けた．処理個体数は２９個体で温度処理期間

中，窒素０�８g，リン酸０�３２g，カリウム０�３２gを４週

間ごとに施肥し，潅水は自動潅水装置で適宜行った．

調査は１５日ごとに全ての個体の枝条長と葉数を調べ

た．温度処理終了後，３０℃区と３５℃区の３個体につい

て，全ての葉の葉面積，葉長，葉幅，葉柄長と全ての

節の節間長を測定した．また，３５℃区については温度

処理終了後屋外に搬出し，次年度の春にその生長を観

察した．

結果

図７に温度処理期間中の枝条長と葉数の経時変化を

示した．３０℃区のクワは温度処理期間中異常は見られ

なかったが，３５℃区では徐々に生育障害があらわにな

った（図８A）．温度処理開始から１５日間は葉の形状

に変化はないが，薄緑の斑点が葉面に数個現れるよう

になった．その後新しく展開した葉には葉面に薄緑色

部分がモザイク状に入り，形状も奇形となり葉面積は

大きくなった．さらにその後新たに伸長する節は徐々

に短くなり，葉は小さくなった．そして温度処理開始

４５日目以降枝条伸長と葉数増加は徐々に停止した（図

７）．

３５℃の枝条形態の奇形を解析するために新梢を３つ

の部分に分け（図８A），それぞれの部分が形成され

た時期を基準に３０℃区も同様に区分し，対応する区分

同士比較した．３５℃区の Part１は温度処理前に葉が

展開終了した７枚の正常葉から成る部位．Part２は

温度処理開始後１５日間に葉が展開し，葉型は正常だが

薄緑の斑点が表面に見られる葉から成る部位．Part

３は温度処理開始後１５～３０日の間に葉が展開し葉型が

奇形となった葉から成る部位．Part１と Part２には

葉の形状に有意な差は見られなかった（表６）．一方，

Part３では３５℃区の葉面積，葉長，葉幅が３０℃区に比

べて１％水準で有意に大きかった．

１９９５年の春には，３５℃区で育ったクワの枝条の側芽

から多くの新梢が伸長した．Part１から伸長した新

梢は通常のものと変わらなかったが，Part２と Part

３から生育した新梢には前年に人工気象室内で形成さ

れたものと同様の奇形した葉が形成された（図８B）．

考察

本小節で見られたクワの生育障害は，高温条件下で

形成された部位で見られたことから，この生育障害は

高温によってもたらされた生理的な障害であると思わ

れる．しかし，３５℃という条件がクワにとって生育不

能な気温条件とは言い切れない．植物の高温に対する

生育障害の発症の有無は，高温に当てられた時間によ

って異なり（Kappen and Zeidler，１９７７），また本実

験でも対照区として屋外で生育させたクワは，３５℃以

上の気温条件が１日に数時間連続で３日間あったが生

図７．２つの気温条件下で生育したクワ苗の枝条長（Ａ）と葉数（Ｂ）の推移．
各記号上の縦線は標準誤差を表す．
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図８．Ａ．３５℃条件下で生育したクワ．Part１，２，３はそれぞれ生育時期の違いを表す．
Ｂ．３５℃条件下で形成された側芽から次春に開葉した葉．
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育障害は見受けられず，かえって枝条伸長速度はこの

時期が最も高かった（データ示さず）．さらに，３５℃

処理区においても，温度処理以前に展開完了した葉に

は生育障害は一切見られなかった．従って結論として

は，３５℃という気温はクワにとって既存の器官を維持

していくには問題はなく，数時間程度であれば新たに

形成される器官の分化・生長にも問題ないものと思わ

れる．しかし，長時間そのような気温条件下におかれ

た場合，新たに形成された器官は奇形となるものと思

われる．

摘要

クワ苗の枝条伸長速度は，恒温条件下では２０℃から

２８℃まで気温の上昇とともに増加したが，２８℃から

３２℃までは両者の関係に明確な傾向は見いだせなかっ

た．一方，葉数増加速度は，２０℃から３２℃まで気温の

上昇とともに増加した．一日の平均室内気温が同じ条

件下では，昼夜の温度条件が異なっても枝条伸長速度，

葉数増加速度ともにほぼ一定の値を示した．

枝葉乾物は昼夜の温度条件に関係なく，１日の平均

室内気温が高くなるとその生産量も高くなった

が，２８℃以上の気温では気温による違いが明確なもの

ではなかった．一方，同化産物の貯蔵器官である株と

根の乾物増加量は気温によらずほぼ一定の値を示し

た．

クワ苗に３５℃の温度処理をした場合，温度処理期間

中に形態形成した器官が高温障害と思われる奇形症状

を示した．しかし，温度処理以前に器官形成を完了し

た器官には奇形症状は見られなかった．また，温度処

理期間中に形成された側芽から次春に発芽した新梢の

葉も奇形であった．このことから，３５℃はクワが生育

可能な温度領域の高温限界付近の気温であると思われ

た．

１�２節 クワ生育速度の生育進行に伴う変化

クワの生育予測モデルを構築するには，クワ生育速

度と外部要因との関係を定量化するだけでなく，外部

条件が一定の条件下でクワ生育速度自体がどのように

変遷をするのか明らかにせねばならない．外部環境が

制御された条件下では，葉数増加速度が一定となるこ

とが多くの植物種で示されてきた（コムギ，ライムギ，

White et al．，１９９０；ヒマワリ，Villalobos and

Ritchie，１９９２；ジ ャ ガ イ モ，Kirk and Mar-

shall，１９９２；キュウリ，Milthorpe，１９５９）．その一

方，トウモロコシ（Thiagarajah and Hunt，１９８２），

イネ（Yin and Kropff，１９９６），ワタ（Reddy et

al．，１９９３）では，外部条件が一定の下で葉数増加速

度が生育の進行に伴って変化することが報告されてい

る．１�１節ではクワ苗の枝条伸長速度と葉数増加速度
は，両者とも生育の進行に伴い増加することを示した

が，一般に養蚕農家が用いるクワは植付け後２年以上

経ったものであり，クワ苗とは蓄積貯蔵養分量，根系

の発達度が異なるため，１�１節の結果をそのまま栽培
現場のクワに適用するには疑問が残る．そこで本節で

は，植付け後２年以上経過したポットクワを人工気象

室内で生育させ，クワの枝条伸長速度と葉数増加速度

が生育の進行に伴ってどのような変遷を示すのかを明

らかにした．

材料と方法

１９９７年に１／２０００aポットに植付けたクワ苗（品種

表６．異なる気温で生育したクワ苗の３つに分けた地上部位の形態形質に対する気温の効果．

部位の区分は３５℃区の葉の展開時期を基準とし，Part１では温度処理前に葉が展開完了した部位，Part２では葉形は正常だが薄緑
色の斑点が見られる部位，Part３では葉形が奇形となった部位を表す．
＊は両温度区で０�０１水準で有意差があるものを表す．

地上部の部位
気温
（℃）

葉面積
（cm２）

葉長
（cm）

葉幅
（cm）

葉柄長
（cm）

節間長
（cm）

Part１
（初期生育部位）

３０
３５

１２７�６
１１７�３

１４�７
１４�７

１２�１
１１�３

３�０
３�３

２�９
３�２

Part２
（中期生育部位）

３０
３５

１８４�９
１９３�２

１８�３
１８�０

１４�１
１４�７

４�２
４�３

３�０
３�０

Part３
（後期生育部位）

３０
３５

１８６�４
２１７�３＊

１８�１
１９�１＊

１５�１
１６�６＊

４�２
２�５

３�１
２�２
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‘しんいちのせ’）を，人工気象室を用いて定温定日

長条件下で生育させ，生育速度の生育進行に伴う変遷

を調査した．人工気象室（底面積１４�４m２，高さ３�８m）

は２つあり，温度処理区を合計６処理区設けた．各温

度処理区の処理時期，設定気温，供試個体数は表７の

通りであった．温度処理期間中の人工気象室内の気温

は設定温度±５�０℃で推移したが，１日の平均気温は
ほぼ設定温度と同様であった．温度処理期間中，窒素

２�０g，リン酸０�８g，カリウム０�８gを２週間ごとに施

肥し，潅水は自動潅水装置で適宜行った．温度処理開

始時に吸収性の殺虫剤を各ポットに与えた．人工気象

室の光源は自然光であったが，処理期間中，９Ｗの蛍

光灯を５時から７時までと１７時から１９時まで点灯する

ことで１日の日長時間を１４時間一定とした．温度処理

開始後全てのクワが発芽した時点で，全てのポットが

ほぼ同一長の新梢１本となるよう余分な新梢を間引い

た．期間中全ての個体の枝条長と葉数を１週間に１度

もしくは２度測定した．

結果と考察

図９に各処理区の各調査日における平均枝条長と平

均枝条伸長速度の関係，および平均葉数と平均葉数増

加速度の関係を示した．枝条伸長速度は生育初期には

急激に増加し，その後ほぼ一定もしくはわずかに漸減

するように思われた．枝条伸長速度の飽和時の枝条長

を推定するために，枝条伸長速度が飽和点を超えると

一定になるものと見なして，温度処理区ごとに枝条長

と枝条伸長速度の関係を変曲点が原点と一致するシグ

モイド曲線で回帰し，各回帰曲線によって求めた枝条

伸長速度の飽和値の８割と９割の値を表８に示した．

飽和値の９割の値には各温度処理区とも枝条長が５０

cm以下の時点で到達しており，枝条伸長速度は枝条

長がほぼ５０cmあたりまでに飽和値に達するものと思

われた（図９）．

枝条伸長速度の飽和値への到達には生育気温の違い

によって若干違いがあった．すなわち，２０℃処理区で

は２４，２８℃処理区に比べてより短い枝条長で飽和値に

達した．

葉数増加速度は全ての温度処理区で発芽直後は変動

が大きかったが，その後は安定し，葉数に関わらずほ

ぼ一定もしくはわずかに漸減する傾向を示した（図

９）．クワの休眠芽は発芽前に約１０枚ほどの新葉を保

持していることから（片桐，１９９２），このような休眠

芽に保持されている葉の展開が，発芽直後の葉数増加

速度の変動幅が大きくなることの原因であると思われ

る．

本節で示した植付け後２年以上経過したクワの枝条

伸長速度と葉数増加速度の生育の進行に伴う推移は，

第１節で示したクワ苗のものとは異なり，全ての温度

条件下で両速度は飽和した．この違いは，クワ苗では

貯蔵養分が少なく根系も発達しておらず，特に低温条

表７．クワ温度処理試験の各処理区の処理開始日，処理気
温，供試個体数．

図９．５つの気温条件下で生育したクワの枝条長と枝条伸長速度（Ａ），および葉数と葉数増加速度（Ｂ）の関係．記号■，
□，●，○，▲，△はそれぞれ各温度処理区１（２８℃），２（２８℃），３（２４℃），４（２４℃），５（２０℃），６（２０℃）の平均値を表す．

処理区 開始日 処理気温（℃） 供試個体数
１
２
３
４
５
６

１９９９．１２．２６
２０００．１．２３
２００１．１．２１
２００１．２．１８
１９９９．１２．２６
２０００．１．２３

２８
２８
２４
２４
２０
２０

９
１０
７
５
１０
１０
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件下では試験期間中には両速度とも飽和値に達するこ

とが難しかったためだと推測される．この推測は２年

以上経過したクワの両速度の絶対値（図９）とクワ苗

の両速度の絶対値（図２，４，５）との比較からも明

らかであろう．従って，圃場条件下のクワの枝条伸長

および葉数増加予測モデルを構築する際には，本節の

結果に基づくべきものと考えられる．

摘要

外部環境が一定の条件下では，枝条伸長速度は枝条

長が５０cmあたりまでに飽和値に到達し，その後ほぼ

一定もしくはわずかに漸減する傾向を示した．枝条伸

長速度がほぼ飽和点に達する枝条長は生育気温によっ

て異なり，気温が低い場合，その長さが短くなる傾向

を示した．一方，葉数増加速度は発芽直後は変動が大

きかったが，その後は生育進展度に関わらずほぼ一定

もしくはわずかに漸減するものと思われた．

１�３節 クワの枝条伸長に対する日長と気温の交互作

用効果

一般に日本の養蚕現場で用いられるクワは，３月か

ら４月に発芽し９月から１０月にかけて生育停止する．

クワの発芽時期と生育停止時期の気温は後者の方が高

く，クワの生育停止には短日条件が何らかの役割を果

たしていることが予想される．従ってクワ生育の予測

にはクワ生育と短日の関係を明らかにすることが必要

である．しかし，クワ生育の日長反応についての研究

報告は少ない．濱田（１９３３）が実生苗を用いて，また

田口・菊池（１９５１）が‘一ノ瀬’を用いて，長日条件

下では短日条件下よりも枝条伸長が促進されると報告

している程度である．一方，Yan and Wallance（１９９８）

は植物のフェノロジーに対する日長と気温の交互作用

の影響の重要性を強調しており，樹木においても

Heide（１９７４）がノルウェートウヒを用いて，Junttila

（１９８０）がヤナギとシラカンバを用いて，樹木の生長

に対する日長と気温の交互作用の効果について報告し

ている．クワについては日長，気温に対する個別の生

育反応に関する知見は報告されているが，両者の交互

作用の効果に関する報告は皆無である．本節では，ポ

ットクワを人工気象室内で生育させることで，日長と

気温の交互作用効果がもたらすクワの枝条伸長生長へ

の影響について調査した．

材料と方法

試験には１９９６年に１／２０００aポットに植え付けた品

種‘しんいちのせ’を供試した．試験に用いた人工気

象室は１�２節と同じでガラス室は２室あり自然光を光
源とした．それぞれの人工気象室の設定室内気温を変

えることで温度処理を行い，また試験時期を変えるこ

とで日長処理を施した．試験に用いた９つの温度処理

と日長処理の組み合わせと試験期間を表９に示した．

ただし，試験８と９は５：００～７：００と１７：００～１９：

００まで９Ｗの蛍光灯で補光することで１４時間日長処理

とした．試験期間中，窒素２�０g，リン酸０�８g，カリ

ウム０�８gを２週間ごとに施肥し，潅水は自動潅水装

置で適宜行った．試験開始時に吸収性の殺虫剤を各ポ

ットに与えた．

試験１～７までは試験開始時１本仕立てにしたクワ

を各人工気象室に３０個体搬入した．試験１，３，５，７

は春の発芽後６月初旬に基部伐採し，新たに伸長して

きた新梢を１枝に剪定したものを，試験２，４，６は

春の発芽後に伸長した新梢を１枝に剪定したものを用

いた．搬入時の枝条長は５０～１８０cmとばらつきがあ

ったが，人工気象室間で枝条長の平均値と分散がほぼ

同様になるように配置した．試験８と９では古条を基

表８．３つの気温条件下で生育したクワ苗の枝条伸長速度の枝条長に対する回帰曲線と回帰曲線の極限値の８０％と９０％に到
達する枝条長．

処理区 処理気温（℃） 回帰曲線
極限値の８０と９０％に到達する枝条長（cm）

８０％ ９０％

１
２
３
４
５
６

２８
２８
２４
２４
２０
２０

y＝４�１３（１－exp（－０�０４９７x））
y＝４�１６（１－exp（－０�０６９５x））
y＝３�３５（１－exp（－０�０６３６x））
y＝３�８９（１－exp（－０�０５２３x））
y＝２�５７（１－exp（－０�０８５７x））
y＝２�４１（１－exp（－０�０８１７x））

３３
２４
２６
３１
１９
２０

４７
３４
３７
４５
２７
２９
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部伐採したものを各人工気象室に１１個体搬入した．そ

の後温度処理によって伸長してくる新梢を適宜間引く

ことで，各人工気象室内のポットがほぼ均一の枝条長

１本から成るように調節した．

全ての個体の枝条長を週に１もしくは２回調査し

た．また調査時に以下に示す基準で生長点の状態を３

段階に分類し調査した．活性状態－生長点の周りを新

たに展開しつつある小さな葉が５，６枚囲み，枝条が

旺盛に伸長している状態．不活性状態－生長点の周り

を展開力を失いつつある小さな葉が１，２枚囲み，枝

条伸長生長が不活発な状態．停止状態－生長点の周り

には新たに展開する葉はなく，枝条伸長生長が停止し

た状態．

結果と考察

図１０A，Bに各温度処理区の枝条長の変化を示した．

枝条長は１�１�１節と同様気温が高いほど長くなった．
試験１，３，５では８月以降枝条伸長速度は時間の経

過とともに低下した．図１０Cに試験４～７の枝条伸長

速度の経時変化を示した．２４℃と２８℃では５月から処

理した試験（４，６）と８月から処理した試験（５，７）

間で枝条伸長速度の差はほとんどみられなかった

が，２０℃では枝条伸長速度の低下が後者で顕著であっ

た．２０００年と２００１年に試験した２０，２４，２８℃の処理区

の生長点の活性度は，８月から処理した区では２４℃や

２８℃でも５月から処理した区に比べて劣っていた（図

１１）．Downs and Borthwick（１９５６）は多くの樹木種

で枝条伸長生長が短日条件下で抑制されることを示

し，田口・菊池（１９５１）はクワで同様のことを示した．

また，本研究では日長時間を延ばした試験８，９では

枝条伸長生長の低下はみられなかった（図１０D）．以

上の結果から，８月から処理開始した試験の枝条伸長

速度の低下や生長点の活性度の低下は短日によって引

き起こされ，さらに室内気温が低い環境下でその低下

がより顕著になるものと推察された．一方，Heide

（１９７４）はノルウェートウヒ苗の枝条伸長生長が短日

によって停止し，さらにその短日の効果が高温によっ

て高められることを示し，Junttila（１９８０）は同じ現

象をヤナギとシラカンバの苗を用いて報告した．また，

Yan and Wallance（１９９６）は植物の生長に対する日

長と気温の交互作用の効果を考察し，日長反応を司る

遺伝子の活性度が高温条件下でより高まるものと推察

した．これらの既存の報告は，本試験のクワの日長と

気温に対する反応とは異なるものである．この違いを

明らかにするために，以下では本試験のクワの個々の

個体の生長についてみていくこととする．

図１０では各温度処理区のクワの枝条長と枝条伸長速

度の平均値を表しているだけで，個々のクワの生長様

式についての情報はない．試験１，３，５，７の２４℃

以上の温度処理区における個々のクワの生長様式には

興味深いものがあった．図１２にそのようなクワのうち

代表的なもの２個体の試験期間中の枝条伸長速度の推

移を例示した．これらのクワの枝条伸長速度は短期的

には急激な増減を繰り返すが，試験期間を通じてみる

と徐々に減少した．短期的な増減については，減少す

る際には生長点付近の色が黄色になり，速度が回復す

る際には色も緑色に回復した．このような短期的な速

度の増減は試験期間中１度か２度みられるクワが多か

った．このような現象を示すクワは２４℃以上の気温で

は多くみられたが，２０℃条件下で生育したクワではほ

とんどみられなかった．また，この速度の増減はクワ

の生育進行程度すなわち枝条長の高低にかかわりなく

みられた．Junttila（１９７６）はヤナギの生長が短日条

件で停止し，長日条件で再開することを示したが，本

試験でのクワは短日条件下で生長が抑制され，高温条

件下で促進されるように思われる．このようなクワの

生長に対する短日と高温の相反する効果が，本試験で

の個別のクワの生長でみられた短期的な枝条伸長速度

の増減をもたらしたのであろう．２０００年の試験５が終

了後，２０℃温度処理で生長が止まったクワ２個体を

２８℃温度条件に移したところ，１個体はその後変化な

く生長停止のままであったが，もう１個体は移動１４日

後生長を再開した．この結果は，ある期間の平均気温

がクワ枝条の生長点の活性度の増減を制御し，高温が

生長点の生長活性を促進する効果があることを示唆し

表９．クワ温度・日長処理試験の試験開始および終了日
時，処理気温，試験期間中の日長．

日長は試験開始から終了までの推移を表す．

試験 試験開始日 試験終了日
処理気温
（℃）

日長
（hours）

１ １９９８�８�２０ １９９８�１１�９ ２７�２０ １３�３－１０�４
２ １９９９�５�２７ １９９９�７�３０ ２７�１９ １４�３－１４�６－１４�０
３ １９９９�８�１３ １９９９�１１�８ ３０�２４ １３�６－１０�４
４ ２０００�５�２７ ２０００�７�２７ ２８�２０ １４�３－１４�６－１４�１
５ ２０００�８�５ ２０００�１１�６ ２８�２０ １３�８－１０�５
６ ２００１�５�２７ ２００１�７�１３ ２８�２４ １４�２－１４�６－１４�４
７ ２００１�８�２４ ２００１�１１�５ ２８�２４ １３�２－１０�５
８ １９９９�１２�２６ ２０００�３�２４ ２８�２０ １４�０
９ ２０００�１�２３ ２０００�３�２４ ２８�２０ １４�０
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ているように思われる．以上のことから，本試験の２４℃

以上の処理区では，高温のクワ生長点の活性促進効果

が短日の活性抑制効果を打ち消したものと推察され，

この結果本試験の結果が既存の報告と相反したものと

推察される．

摘要

ポットクワを人工気象室内で自然光のもとで生育さ

せ，その枝条伸長生長の気温と日長に対する反応を調

査した．短日条件は枝条伸長生長を抑制し，この作用

は２０℃条件下で促進され，２４℃以上の温度条件下では

逆にクワの生長活性度が上昇した．その結果，短日か

つ２４℃以上の温度条件下では個別のクワは生長点の活

性度が増減するため，それに伴って枝条伸長速度も増

減した．

図１０．温度・日長処理試験期間中のクワの枝条長（Ａ，Ｂ）と枝条伸長速度（Ｃ，Ｄ）の推移．各記号は試験番号
と処理気温を表す．１�３�５�７は８月から１１月まで，２�４�６は５月から７月までの自然日長条件．８と９は１４
時間日長条件で試験された．図Ｃの記号は図Ｂのものと同じである．
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図１１．２０，２４，２８℃恒温条件下で生育したクワ個体の生長点の活性状態の変化．

図１２．８月から１１月に２４℃以上で温度処理したクワのうち試験期間中に生長点の活性度が増減したクワの枝条伸長速度の推移．
記号はクワ個体を表し，ここでは代表的なもの２個体を例示した．
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第２章 クワの枝条伸長と葉数増加の動態予

測モデル

本章では，第１章で明らかにしたクワ生育とそれに

影響を及ぼす要因との関係に基づいて，最長枝条の枝

条伸長生長予測モデルを気温，日長，生育進展度の関

数として，葉数増加予測モデルを気温，日長の関数と

して構築した．特に前者については，養蚕現場での伐

採時期を的確に判断するためのクワ生育予測技術とし

て早期に普及技術とするために，その予測精度と広域

適用性を検証した．

２�１節 クワ枝条伸長および葉数増加の温度反応のモ

デル化

１�１節と１�２節ではクワ枝条伸長と葉数増加の気温に
対する反応と，それぞれの速度の生育進行に伴う変遷

を明らかにした．本節ではこれらの結果をもとに，人

工気象室内で気温一定条件下で生育したポットクワの

枝条伸長と葉数増加を，気温と生育を変数とした生長

モデルとしてあらわす．

１�１節でクワ苗をポットで生育させ，その温度反応
を明らかにしたが，乾物生産の温度反応も調査するた

めにクワ苗を用いざるをえなかった．一方，１�２節で
は植付け後２年以上経過したクワの枝条伸長速度と葉

数増加速度の生育の進行に伴う変遷が，クワ苗のそれ

とは異なることを示した．また養蚕現場で用いられる

クワは一般に植付け後２年以上経過したものである．

従って，１�１節の結果を用いてモデルを構築するのは
適切ではない．本研究の最終的な目的が養蚕現場に用

いられるクワの生育予測であるため，本節では新たに

植付け後２年以上経過したポットクワをいくつかの気

温条件下で生育させ，そのデータをもとにクワ生育予

測モデルを構築することとした．

材料と方法

１９９６年に１／２０００aポットに植付けたクワ苗（品種

‘しんいちのせ’）を，１�１節と同様の５つの人工気象
室内で１９９８年と１９９９年の２回にわたって生育させ，そ

の生育温度反応を調査した．１９９８年は春の発芽後に生

育中のポットクワ１１９個体を６月８日に基部伐採し，

上記人工気象室に搬入し１５℃恒温条件下で１ケ月生育

させた．その後，各人工気象室に１７個体を配置し，

３１，２７，２３，２０，１５℃の恒温条件下で３０日間の温度処

理をした．１９９９年は基部伐採したポットクワ１２６個体

を３月２２日に人工気象室へ搬入し，１５℃恒温条件で１

ケ月生育させた後，各人工気象室に１７個体を配置

し，３１，２７，２３，１９，１５℃の恒温条件で３０日間の温度

処理をした．温度処理期間中の人工気象室内の気温は

±２�０℃で推移した．施肥および潅水条件は１�１�１節と
同様であった．温度処理開始後，枝条長と葉数を１９９８

年は５日ごと，１９９９年は６日ごとに調査した．

害虫によって生育停止した個体や極端に生育の劣る

個体のデータは用いなかった．人工気象室の数が限ら

れているため，人工気象室の違いによって生じる誤差

はランダム誤差と見なした．非線形回帰式のパラメー

タの決定にはマルカート法を用いて逐次計算で求め

た．

結果と考察

実験結果

図１３に枝条伸長速度と気温の関係を示した．１�１�１
節ではクワ苗の枝条伸長速度は２０℃から３２℃の温度範

囲では気温の上昇とともに増加し，１�１�２節では２８℃
と３２℃の温度条件下ではクワ苗の枝条伸長速度に差は

なかった．本節では，植付け２年以上経過したクワを

用いたが，２７℃と３１℃区で枝条伸長速度に違いは見ら

れず，１５℃から２７℃の範囲では気温の上昇とともに増

加した．１�１�１節での２８℃区と３２℃区の枝条伸長速度
の違いは小さいものであったので，２７℃付近以上の気

温では枝条伸長速度は気温によらずほぼ一定となるも

のと推察される．

葉数増加速度は枝条伸長速度と同様に気温の上昇と

ともに増加したが，本実験温度の範囲内では枝条伸長

速度とは異なり頭打ちすることなく最高温度の処理区

で最大となった（図１４）．この結果は１�１�１節でのクワ
苗の結果と一致した．葉数増加速度はダイズでは１３℃

から３０℃の間（Hesketh et al．，１９７３）で，ジャガイ

モでは１０℃から２５℃の間（Kirk and Marshall，１９９２）

で気温の上昇とともに直線的に増加するが，本実験で

はクワも同様に１５℃から３１℃の条件下では気温と比例

関係にあった．１�１�３節でのクワの高温障害の結果や
１�１�１節でのクワ苗の葉数増加速度の温度反応から，
クワの葉数増加速度の最適気温は３２～３４℃付近である

ように思われる．
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枝条伸長速度，葉数増加速度とも１９９９年が１９９８年を

上回った（図１３，１４）．１９９８年のクワは実験前の４月

から５月の間に一旦発芽，伸長したものを伐採後試験

に供試したが、１９９９年のクワは春の発芽前に伐採した

ものを供試した。従って，１９９８年に両速度が低かった

のは、１９９８年のクワが試験開始前に貯蔵養分を消費し

ていること、あるいは生育途上中の伐採ストレスによ

る生理的障害などの理由によるものと推察された．

モデリング

本節の結果から，本実験におけるクワの枝条伸長速

度および葉数増加速度と気温の関係を，気温の上昇と

ともに両速度とも上昇し限界気温以上では両速度とも

一定となるものと見なして関数型を決定することとし

た．また１�２節の結果とモデル構造の簡略化の観点か
ら，両速度の生育の進行に伴う変化は，枝条伸長速度

については初期生長時のみ生育の進行とともに速度が

増加しその後一定になると仮定し，葉数増加速度につ

図１３．５つの気温条件下で生育したクワの生育気温と枝条伸長速度の関係（Ａ．１９９８，Ｂ．１９９９）．記号は○は１回
目と２回目の調査間の枝条伸長速度を表し，以下同様に×は２回目と３回目の間，□は３回目と４回目の
間，◆は４回目と５回目の間，△は５回目と６回目の間，●は６回目と７回目の間を表す．最初の調査は
試験開始日であり，その後Ａでは５日ごと，Ｂでは６日ごとに調査した．

図１４．５つの気温条件下で生育したクワの生育気温と葉数増加速度の関係（Ａ．１９９８，Ｂ．１９９９）．記号は○は１回
目と２回目の調査間の葉数増加速度を表し，以下同様に×は２回目と３回目の間，□は３回目と４回目の
間，◆は４回目と５回目の間，△は５回目と６回目の間，●は６回目と７回目の間を表す．最初の調査は
試験開始日であり，その後Ａでは５日ごと，Ｂでは６日ごとに調査した．
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いては生育の進行にかかわらず常に一定であるものと

仮定した．

堀江・中川（１９９０）が構築したイネの発育モデルは

毎日の発育進展度を積み上げるものであった．クワの

枝条伸長および葉数増加モデルも彼らのモデルに倣っ

て，毎日の枝条伸長長と増加葉数を積み上げるかたち

で構築することとする．枝条長を S（cm），葉数を N

（枚）とすると任意の x日における Sと Nは次式で

表せる．

S (x) = S (x−1) + s （１）

N (x) = N (x−1) + n （２）

ここで S (x)と N (x)は温度処理開始から x日目の枝

条長と葉数を表し，sと nはそれぞれ枝条伸長速度

（cm day－１）と葉数増加速度（枚 day－１）を表す．初

期値には実験開始時の枝条長と葉数を用いた．sは x

日の気温と x日の前日の枝条長によって決定され，n

は x日の気温によって決定される．従って，sと nは

以下のように表せる．

s (T, S) = smax • f(T) • g(S) （３）

n (T) = nmax • h(T) （４）

ここで Tは気温，smaxと nmax はそれぞれ枝条伸長速

度の最大値と葉数増加速度の最大値を表す．リチャー

ドの式によって f(T)，g(S)，h(T)は下記のように表せ

る．

（５）

図１５．枝条伸長および葉数増加モデルを構成する関数の推移．ＡとＢはそれぞれ１９９８年と１９９９年の関数 g(S)の推移．
ＣとＤはそれぞれ１９９８年と１９９９年の関数 f(T)の推移．ＥとＦはそれぞれ１９９８年と１９９９年の関数 h(T)の推移．
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（６）

（７）

ここで a１，b１，c１，a２，b２，c２，a３，b３，c３はパラメー

タであり，f(T)，g(S)，h(T)は０から１まで変化する．

貯蔵養分と枝条伸長速度の関係が明らかでないため，

パラメータの決定は年度ごとのデータに対して行っ

た．求めたパラメータは表１０に示した．

図１５に年度別の f(T)，g(S)，h(T)を示した．枝条伸

長速度は１９９９年は７０から８０cmで枝条の伸長に伴う増

加が止まる関数型となったが，１９９８年は枝条の増加と

ともに増加し続ける形となった．これは１９９８年のデー

タは，枝条伸長速度が枝条の伸長に伴って増加し続け

たためであった．枝条伸長速度の気温に対する反応で

は，両年とも気温が１５℃から２５℃の間で直線的に増加

し，その後２７℃付近でほぼ一定となる関数型となった．

また，葉数増加速度と気温の関係では，両年とも気温

が１５℃から３１℃の間では実測値と同様ほぼ比例関係と

図１６．５つの気温条件下で生育したクワの枝条長と葉数の実測値とモデルによる推定値の関係．ＡとＢはそれぞ
れ１９９８年と１９９９年の枝条長を，ＣとＤはそれぞれ１９９８年と１９９９年の葉数を表す．記号○，×，▲，◆，□はそ
れぞれ１９９８年の３１，２７，２３，２０，１５℃処理区と，１９９９年の３１，２７，２３，１９，１５℃処理区の実測値を表す．実線はモ
デルによる推定値を表すが，枝条長の３１℃区と２７℃区は重なっている．

表１０．枝条伸長モデルと葉数増加モデルのパラメータ値と
推定結果の RMSE．

年 １９９８ １９９９
枝条伸長モデル
Smax（cm day－１） ４�３７３ ４�４３９

a１ －５�３６５ ３８�２４
b１（℃－１） －０�００４９７１ －０�２６８５
c１（℃） ３３５�１ －５６�６６

a２ ５�６６６ ８�４１２
b２（hour－１） －０�７１７４ －０�８２２４
c２（hour） －２０�５９ －２１�０３

RMSE（cm） １�２１６ １�８４２

葉数増加モデル
nmax １�１４７ １�２１１
a３ ０�６１５８ ０�６９３７

b３（℃－１） －０�１５８７ －０�１６８５
c３（℃） －２１�６５ －２１�２５

RMSE（cm） ０�５６８６ ０�６５９１
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なった．g(S)，h(T)は両年ともほぼ同様の関数型とな

ったため，両年の両関数のパラメータはほぼ同様の値

となった．図１６にモデルによって推定された枝条長お

よび葉数と実測値を示した．推定値は実測値を良く表

しており，本モデルの構造は適切なものであると考え

られる．

摘要

人工気象室内で生育させたポットクワの枝条伸長と

葉数増加の生長予測モデルを構築した．枝条伸長モデ

ルの構造は日々の枝条伸長速度が日々の気温と生育に

よって決まるものとし，葉数増加モデルの構造は日々

の葉数増加速度が日々の気温によって決まるものと

し，それぞれを生育日数分加算することで枝条長と葉

数を決定するものであった．枝条伸長モデルの生育の

指標には枝条長を用いた．両速度と変数の関数関係を

表す式としてリチャードの式を用いた．モデルによる

推定値は枝条長，葉数とも実測値をよく表すものであ

った．

２�２節 クワの枝条伸長に対する日長の影響のモデル化

前節ではクワ枝条伸長生長を気温と枝条長の関数と

して表した．本節ではこのモデルに１�３節で明らかに
したクワ枝条伸長生長の日長反応を組み込んだ．

材料と方法

モデル化のために用いたデータは１�３節のものであ
った．

モデリング

枝条伸長生長モデルの構築には，１�３節の試験のう
ち８月以降に試験したため短日条件が枝条伸長生長の

低下に影響を及ぼした試験１，３，５，７のデータを

用いた．個々に用いたデータのクワ枝条長は，試験開

始時にほとんどのものが１００cmを超えており，枝条

伸長速度に対する枝条長の影響はほとんど無視できる

ため，本節では前節で構築したモデルから枝条長の項

を省いた関数型を基に枝条伸長生長モデルを構築し

た．本研究の最終的な目的は圃場条件下のクワ枝条長

の平均値を予測することであるため，１�３節で示した

ような個々のクワの枝条伸長生長ではなく各温度処理

区の枝条伸長の平均値をモデル化することとした．

２�１節に倣って，クワの枝条長を次のように表した．
S (x) = S (x−1) + s （１）

ここで S (x)は試験開始後 x日目の枝条長（cm）を，sは

１日の枝条伸長長すなわち枝条伸長速度（cm day－１）

を表す．ただし，枝条長の初期値には各温度処理区の

最初の実測値を用い，枝条伸長速度 sは気温と日長に

よって決まるものと仮定した．

Tollenaar et al�（１９７９）はダイズの葉数増加速度
と気温の関係を３次関数で表し，Jones et al�（１９９１）
はダイズの栄養生長期の発育速度と気温の関係を直線

関係で表した．一方，Roberts et al�（１９８５）はヒヨ
コマメの播種から開花までの日数の逆数，すなわち発

育速度を気温と日長の一次関数で表した．しかしなが

らクワの場合，これらの報告のように単純に枝条伸長

速度を気温と日長の関数として表すわけにはいかな

い．１�３節の図１１で示したように生長点の状態が気温
と日長の違いによって変化し，その変化に応じて伸長

速度が変わることも考慮せねばならない．そこでこの

生長点の状態を生長活性度と定義し，クワの生長点の

生長活性度と気温，日長の関係を表す新しい概念をモ

デルに導入することとする．

１�３節では短日と低温がクワ生長点の生長活性度を
低下させ，高温がそれを上昇させることを示した．こ

の反応を式（１）に環境要因を変数とする growth activ-

ity（以下 GA）という関数として導入する．GAとは

以下のように定義する．GAはクワ生長点の生長活性

度を表し，値域が０から１の無次元値とする．GAが

最大値１の時は，クワは与えられた環境下での最大の

生長を示し，GAが最小値０の時は，いかなる環境下

でも生長しない．GAは前日の値から変化する．１�３
節の実験結果から，GAは低温と短日環境下で減少し，

高温条件下で増加するものと推測される．式（１）の枝

条伸長速度 sは以下のように定義される．

s = PR • GA （２）

PR（potential rate）とは，与えられた環境下で GA

が最大値１の時のクワが示す枝条伸長速度と定義す

る．２�１節でのクワの枝条伸長速度が１５～２７℃では気
温の上昇に比例して上昇し，２７～３１℃では一定となっ

た結果から，PRは気温の関数である．一方，PRと

日長の関係は明確ではない．ヤナギの実生苗

（Junttila，１９８０）や black cottonwoodの北方生態

型の苗（Howe et al．，１９９５）の枝条伸長速度の PRに
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日長は影響を与えていないように思われるが，black

cottonwoodの南方生態型の苗（Howe et al．，１９９５）

の枝条伸長速度は日長によって変化しているように思

われる．従って日長の PRへの影響は種や生態型の違

いによって異なっていると言える．一方，１�３節では
長日条件下の試験４と６の枝条伸長速度は，短日条件

下のクワのそれよりわずかに速く見える．しかしなが

ら，試験４と６の枝条伸長速度は日長時間が長くなっ

ても上昇しなかった．このようにクワの枝条伸長速度

の PRに対する日長の影響は明確でない．そこで本研

究ではモデルを単純化するため，PRに対して日長は

影響を与えないものと仮定した．本実験では施肥，灌

水が十分行われたため，気温と日長以外の要因は枝条

伸長速度 sには影響を与えなかったものとした．

以上のことから PRと GAは以下のように定義し

た．

PR = PRmax • f1(T) （３）

GA(x) = GA(x−1) • f2 (Tave) • g(L) （４）

PRmaxは枝条伸長速度の最大値，Tは日平均気温，

Lは１日の日長時間，Taveはある期間の平均気温を

表す．f1(T)，f2 (Tave)， g(L)は関数である．本実験か

らは GAに対して気温が影響を及ぼすのにどのくら

いの時間が必要であるのか明らかにすることはできな

い．しかし本実験では全てのクワは試験期間中常に同

じ温度条件下であるため，ここでは Taveに対応する

気温として処理温度を設定することとした．２�１節の
結果から f1(T)はシグモイド曲線と仮定した．f2 (Tave)

と g(L)の関数形は明らかではない．また，PRと GA

を分離して測定することは不可能であると考えられる

ので，f2 (Tave)と g(L)の関数形を実験的に測定値から

推測することは困難であると考えられる．しかし本実

験結果から，f2 (Tave)と g(L)は気温もしくは日長があ

る閾値より小さくなると GAを減少させる効果があ

ることが分かっている．また，クワ（２�１節）やヤナ
ギ（Junttila，１９８２）では枝条伸長速度が気温と直線

関係であること，Summerfield et al�（１９９１）が作物
の発育速度と日長の関係を直線関係で表したことなど

も考えあわせて，ここでは f2 (Tave)と g(L)は気温も

しくは日長がある閾値より小さくなると直線的に減少

するものと仮定した．本実験結果から個々のクワに対

しては f2 (Tave)は GAを増加させる効果を持ち，g(L)

に同様の作用が存在するか明らかではない．しかし，

個々のクワの GAの増減は同調してはいないため，

各温度処理区の枝条伸長速度の平均値には周期的な増

減はみられない（図１０）．そこで，ここでは f2 (Tave)

と g(L)には GAを増加させる効果はないものと見な

し，f2 (Tave)と g(L)の値域を０から１の間を取るもの

と仮定した．f2 (Tave)はシグモイド曲線と仮定した．

本実験では８月下旬に GAが減少する兆候が見始め

られたため，関数 g(L)における Lの閾値としてこの

時期の日長時間に相当する１３時間を採用し，Lが１３時

間以下の日長と g(L)との間には直線関係があるもの

と仮定した．

以上のことから関数 f1(T)，f2 (Tave)，g(L)は以下の

ように書ける．

f1(T) = 1 / ( 1 + exp ( − a1 • ( T − b1 ) ) ) （５）

f2 (Tave) = 1 / ( 1 + exp ( − a2 • ( Tave − b2 ) ) )

（６）

g(L) = a3 • ( L − 13 ) + 1 （７）

a１，a２，a３，b１，b２はパラメータであり，また g(L)は

Lが１３以上の場合１となるものとした．パラメータは

マルカート法により逐次計算によって求めた（表１１）．

モデルによって計算した枝条長の推定値と実測値との

関係を図１７に示した．試験１の２７℃を除くと，試験開

始から試験期間中盤までは推定値は実測値とほぼ同じ

であった．この期間の GAはほぼ１であり枝条伸長

速度に影響を与えない．このような結果から式（５）は

枝条伸長速度と気温の関係を良く表しているものと思

われる．試験期間の終わり近くになると，試験５と７

の２４℃と２８℃の推定値が実測値からいくらかそれる傾

向を示した．これは，実験した年度によって枝条伸長

生長の停止する時期が異なったためであったが，この

年度による違いが生じる理由はよくわからない．この

ように個々の推定値には実測値とやや外れたものもあ

ったため，モデルによる推定結果の RMSE（Root

Mean Square Error）が１３�６cm（表１１）とやや大き

な値となったが，全体としてみた場合，モデルによる

推定値はおおむね実測値を良く表した．従って，本節

で構築したモデルの構造は適切なものと思われる．

温帯や寒帯に自生する木本性植物の冬期当来前の枝

条の生長停止は，休眠現象の中の生長反応の一現象と

して扱われ，その生理的機構についても休眠現象の生

理機構の解明という視点からこれまでに多くの研究が

為されてきた．シラカンバの枝条伸長の生長停止が短

日によって誘導され，また短日によって生長点の内生

ABA濃度が増加し，IAA濃度は減少することが報告

されている（Li et al．，２００２；２００３）．また，ポプラ，

ヤナギ，シラカンバを用い，日長条件の違いがもたら
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す枝条伸長生長反応と生長点でのジベレリン代謝の関

係につい て も 報 告 さ れ て い る（Molmann et

al．，２００３）．しかし，休眠現象に関与する生化学反応

は数多く，一部の反応が明らかにされたのみで，休眠

現象全体を説明できる生理機構自体がわかっていない

（Crabbe and Barnola，１９９６）．また，休眠導入期に

発現する遺伝子についても，耐寒性に関与するデヒド

リン（dehydrin）や，樹皮に蓄積するタンパク（bark

storage proteins）などについては多数報告されてい

るが（Karlson et al．，２００３；Marian et al．，２００４；

Dhanaraj et al．，２００５；Coleman and Chen，１９９６；

Black et al．，２００１），休眠導入に関する遺伝的機構

はよくわかっていない．このように，枝条の生長停止

を含む休眠現象に関する生理的機構については十分解

明されていないが，本節で示した枝条伸長生長の動態

予測モデルは，木本性植物の枝条の生長停止を理解す

るための指針の一つになるものと考えられる．

摘要

自然光型の人工気象室内で生育したポットクワの枝

条伸長生長の気温と日長に対する反応を数学モデルに

よって表した．枝条伸長速度は GA（growth activity）

と PR（potential rate）の積として表した．GAとは

クワ生長点の生長活性度を表し，PRとは与えられた

環境下で GAが最大のときにクワが示す枝条伸長速

度である．GAは気温と日長の関数として，PRは気

温の関数として表し，実験データをもとにモデルのパ

図１７．異なる年度に異なる気温条件下で生育したクワの枝条長の実測値とモデルによる推定値の関係．全ての試
験は８月から１１月までに実施され，試験１，３，５，７はそれぞれ９８，９９，００，０１年に行われた．各温度は人工
気象室内の処理気温を表す．

表１１．枝条伸長モデルのパラメータ値と推定結果のRMSE．

パラメータ
a１ ０�３３１２
a２ ０�２２２７
a３ ０�０１４４

b１（℃） ４�７８
b２（℃） １７�９８

PRmax（cm day－１） ３�９３
RMSE（cm） １３�６０
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ラメータを決定した．モデルによる枝条長の推定値は

いくつかの温度処理区で実測値とやや異なったもの

の，全体を通してみると実測値を良く表した．

２�３節 圃場条件下のクワの枝条伸長と葉数増加のモ

デル化

本節では２�１および２�２節で構築したモデルを統合
し，農業生物資源研究所圃場で生育したクワの生育

データを用いて最長枝条の枝条伸長と葉数増加を気

温，日長，枝条長を説明変数とした数学モデルによっ

て表した．ここで最長枝条とは、１個体のクワから伸

長する枝条の中で最も長い枝条を意味する。

材料と方法

試験は１９９７年から２００２年まで農業生物資源研究所圃

場にて行った．圃場は東経１４０�１度北緯３６�１度に位置
し，縦２０m横１２mの広さであった．土壌は火山灰土

であった．供試品種は‘しんいちのせ’の接ぎ木苗で

あり，畦間２�０m株間０�６mの普通植桑園として植え

付けた．植え付けた１０畦の半分を春切桑園に，残りの

半分を夏切桑園に設定した．春切桑園のクワは春の発

芽前に基部伐採し，夏切桑園のクワは６月初めに基部

伐採，１０月初めに地上１�２mで中間伐採をした．施肥

として春の発芽前３月と夏切後の６月にそれぞれ１０a

あたり窒素１５kg，リン酸６kg，カリウム６kgを与え，

また牛糞堆肥１tも毎年与えた．１９９７年に使用した圃

場は，１９８９年に植え付けたもので各畦は１７個体からな

っていた．他の年１９９８年から２００２年まで使用した圃場

は，１９９６年に植え付けたもので各畦は１９個体からなっ

ていた．調査は各圃場１０個体について各個体の最長枝

条の枝条長と葉数を約１０日ごとに調べた．調査期間は

春切桑園については５月１０日から９月３０日まで，夏切

桑園については６月３０日から９月３０日までであった．

春の発芽時に夏切桑園の１０個体の発芽日時を調査し，

その平均値を春の発芽日とした．日々の気温は実験圃

場から約２００m西へ離れた場所に位置する気象観測露

場で測定した．ここで春切桑園とは春の発芽前に枝条

を株元で伐採する桑園のことを示し、夏切桑園とは５

月下旬から６月上旬にかけて枝条を株元で伐採する桑

園を意味する。

結果

クワの最長枝条の枝条長と葉数の推移を図１８に示し

た．両者の推移はほぼ同様であり，枝条伸長速度と葉

数増加速度は生育当初は徐々に増加し，最終的にはほ

ぼ０となった．最長枝条の枝条長と葉数の予測モデル

を構築するために，ここでは２�１節，２�２節に倣って枝
条伸長速度と葉数増加速度を気温，日長および枝条長

によって表される栄養生長の進展度の関数として表

し，本実験データをもとに関数を決定した．

最長枝条の枝条長を S（cm），葉数を N（枚）とす

ると Sと Nは次のように書ける．

S (x) = S (x−1) + s （１）

N (x) = N (x−1) + n （２）

S (x)と N (x)は春切桑園では春の発芽後 x日目，夏切

図１８．圃場条件で生育したクワの試験期間中の最長枝条の枝条長（Ａ）と葉数（Ｂ）の推移．記号■，●，▲，◆，
▼はそれぞれ春切クワの９７，９８，９９，００，０１年を，記号□，○，△，◇，▽は夏切クワの９７，９８，９９，００，０１年を表す．

福井邦明：クワの生育過程のモデル化と予測に関する研究
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桑園では最初の調査日すなわち６月３０日から x日目

の枝条長と葉数を表す．sと nは日々の枝条伸長長

（cm day－１）と増加葉数（枚 day－１）を表す．前節に

従って sは次のように書ける．

s = PRs • GAs （３）

また同じ概念を nにも適用した．

n = PRn • GAn （４）

PR（potential rate）sと PRnは与えられた環境下で

GA（growth activity）が最大時にクワが示す枝条伸長

速度と葉数増加速度と定義される．GAsと GAnはク

ワ生長点の生長活性度を表す．GAsと GAnは無次元

で値域は０から１であり，前日の値から変化するもの

とする．

前節に従って PRsは気温の関数とする．枝条伸長

速度と葉数増加速度は２�１節で気温が高くなると直線
的に増加することを示した．そこでここでは PRsお

よび PRnと気温の関係を気温がある閾値以下では直

線関係とし，閾値以上では一定であるものとした．

前節の結果から GAsもまた気温の関数である．前

節では高温がクワ生長点の活性度を増加させるのに数

日要したことから，クワ生長点の活性度を増減させる

のにこのような数日間の気温条件が重要な役割を果た

しているものと推察した．しかしその数日間というの

がどのくらいの期間なのか本節では明らかにしなけれ

ばならない．表１２に５年間の春切クワと夏切クワの調

査期間別の枝条伸長速度と葉数増加速度を示した．本

節の試験では生育期間中の各日の平均気温が低い場

合，その日の温度効果のみで GAsを減少させている

ように思われる．８月下旬以降１日の平均気温が２３℃

以下になると枝条伸長速度が顕著に低下した．９月１

日から１０日までの期間では１９９８年と２００１年は他の年に

比べて伸長速度がより大きく低下し，９月１１日から２０

日までの期間では１９９７年が１９９９年や２０００年よりも伸長

速度の低下が大きかった．この９月１１日から２０日まで

の期間の１９９９年と２０００年を比べると，１９９９年の方が

２０００年より平均気温が高いにもかかわらず伸長速度の

低下は大きかった．この理由として，１９９９年にはこの

期間に１日の平均気温が２２℃を下回る日が２日あ

り，２０００年はこの期間の全ての日で２２℃を上回ったこ

とが挙げられ，１９９９年の２２℃を下回った日が伸長速度

の低下に大きく寄与したものと推察される．このよう

なことから本モデルでは，１日の平均気温が低い場合，

即日気温が GAsを低下させるものと仮定した．一

方，９月１１日から２０日までの期間の１９９８年と２００１年で

は平均気温が２３℃以上であるにもかかわらず枝条伸長

速度は上昇しなかった．この結果と１�３節の結果から，
GAsを増加させるにはかなり長い期間の高温条件が必

要であるように推察される．本試験の条件下では，高

温が GAsを上昇させる効果をもつほど長く持続しな

いと考えられるため，高温の GAsに対する上昇効果

を実質的に考慮する必要はないと思われる．従って本

モデルでは気温が GAsを上昇させる効果はないもの

と仮定した．

前節では秋期のクワ枝条伸長の低下が短日のためで

あることを示し，GAsは日長の関数とし PRsは日長

に影響されないものと仮定した．本節でも同じ関係を

枝条伸長速度 s，葉数増加速度 nの両者に適用するこ

ととした．

表１２．春切クワ，夏切クワそれぞれ５年間の調査日間の平均気温，枝条伸長速度，葉数増加速度．

１９９７ １９９８ １９９９ ２０００ ２００１

枝条伸長速度 葉数増加速度 枝条伸長速度 葉数増加速度 枝条伸長速度 葉数増加速度 枝条伸長速度 葉数増加速度 枝条伸長速度 葉数増加速度

期間 気温 春切 夏切 春切 夏切 気温 春切 夏切 春切 夏切 気温 春切 夏切 春切 夏切 気温 春切 夏切 春切 夏切 気温 春切 夏切 春切 夏切

（℃）（cm day－１）（day－１）（℃）（cm day－１）（day－１）（℃）（cm day－１）（day－１）（℃）（cm day－１）（day－１）（℃）（cm day－１）（day－１）

５�１１－５�２０ １７�４１�７８ ０�３０ １８�７２�３９ ０�４９ １６�９１�８７ ０�３３ １６�４１�９３ ０�３０ １８�４２�３２ ０�４６

５�２１－５�３１ １６�４１�５７ ０�３２ １８�９２�５１ ０�５４ １９�３２�２６ ０�４７ １９�５２�７３ ０�５２ １９�３２�４４ ０�５７

６�１－６�１０ １９�４２�１２ ０�５０ １８�０２�３４ ０�５３ ２１�０２�７６ ０�６８ ２０�５２�９７ ０�６８ ２０�０２�７０ ０�５１

６�１１－６�２０ ２０�１２�５８ ０�６８ １９�２２�７６ ０�６０ ２０�５２�６２ ０�５９ １９�６２�１９ ０�６０ １９�８２�２８ ０�６１

６�２１－６�３０ ２３�６２�５１ ０�７１ ２１�７２�６０ ０�７０ ２１�２２�９９ ０�７１ ２１�２２�９０ ０�６２ ２２�７２�９６ ０�６７

７�１－７�１０ ２５�４２�９６２�５９０�９１０�７７２５�５３�５６３�０００�９３０�７５２１�１２�８３２�２４０�７１０�５０２３�６２�７３２�３８０�７４０�５８２５�０３�３６２�４１１�０００�７０

７�１１－７�２０ ２２�７２�７８２�５９０�７３０�６３１９�９２�７７２�４８０�６７０�５２２３�７３�０１２�３４０�８３０�６８２５�９２�７５２�８１１�０３０�８０２６�４３�３０２�９４１�１５０�８８

７�２１－７�３１ ２４�５２�７４３�０７０�９８０�９１２４�０２�９９３�２８１�０００�８１２６�４３�３６３�０００�９７０�７３２５�９３�０６３�４４１�０３０�９０２５�８３�０５３�０５１�１００�９１

８�１－８�１０ ２６�３３�１０３�３６１�０２１�０５２４�０３�２４３�３０１�０００�８５２６�８３�１４３�７５１�１３１�２０２６�３３�２０３�５４１�０８０�９８２４�５２�８１２�８２１�０１０�９５

８�１１－８�２０ ２２�９２�７０２�９３０�８５０�８９２４�９３�１９３�４５１�０５１�０２２６�４２�７７３�２２１�０７１�１７２４�６３�２０３�３６１�１０１�０７２３�２２�２６２�３２０�８４０�９０

８�２１－８�３１ ２４�４２�６４３�２００�９４０�９６２４�７２�１５３�０４０�８７０�８９２５�４３�２０３�８５１�００１�０５２６�０２�７１３�０５１�１１１�２０２３�９２�３９２�４５０�８８０�８５

９�１－９�１０ ２４�２１�９６２�３６０�９８０�９５２１�６１�５８２�４２０�７００�７２２４�７２�１７２�６９０�８９０�９３２４�３１�９８２�２５０�９４０�８７２２�２１�５６２�１００�５７０�６２

９�１１－９�２０ ２０�４０�８５１�３８０�５００�６３２３�３０�８５１�１５０�２３０�４５２４�６１�３３２�２６０�７２０�９３２４�０１�６８２�１００�７６０�８６２３�５０�５１１�０３０�２７０�５６

９�２１－９�３０ １７�４０�１８０�５８０�１８０�２６２１�６０�０３０�４７０�０４０�３４２２�２０�５５１�５８０�２９０�５４２０�１０�８２１�２３０�５２０�５０１７�００�３００�７００�２３０�３２
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１�２節で気温一定の条件下では，枝条伸長速度は生
育が進むと上昇し約５０cmになるまでに最大となり，

その後はほぼ一定もしくはわずかに漸減することを示

し，葉数増加速度については初期生長時は不安定で，

その後はほぼ一定もしくはわずかに漸減することを示

した．表１２の圃場条件下の春切と夏切クワの枝条伸長

速度では，同じ生育時期を比べると夏切クワは生育初

期時期を除くとほとんど常に枝条伸長速度が春切クワ

のそれを上回った．この結果から枝条伸長速度はある

高さまで枝条長が到達すると，それ以降は与えられた

環境下で発揮しうる速度の最大値から徐々に減少する

ものと考えられる．一方，前節では秋期の枝条伸長速

度の低下をクワ生長点の不活性化のためであることを

示した．本節の圃場試験においては，秋期の春切クワ

の枝条伸長速度の低下度合いは夏切クワのそれを上回

り，枝条伸長生長の進んだ春切クワの方が生長点の不

活性化が早いことを示した．以上のような結果から，

本節では枝条長がある高さまで到達するとそれ以降は

徐々に GAsが低下することで枝条伸長速度が低下す

るものと仮定した．表１２の葉数増加速度に関しては，

生育時期が同じなら春切クワと夏切クワに速度の差は

みられなかった．そこで葉数増加速度に関しては，生

育環境が一定であるならば生育進展度が変わっても常

に一定であると仮定した．

本圃場試験では，窒素，リン酸，カリウムの３要素

を十分に施与する施肥条件であったため，肥料要素は

モデルの構築では考慮しなかった．また，試験期間中

灌水はしなかったが，クワには乾燥ストレスによる生

育低下現象が外見上はみられなかったため，水分条件

もモデル構築には考慮しなかった．

前節と本節の考察から PRs，GAs，PRn，GAnは以

下のように定義される．

PRs = PRsmax •f1(T) • h1(S) （５）

GAs(x) = GAs(x−1) • f2(T) • g1(L) • h2(S) （６）

PRn = PRnmax • f3(T) （７）

GAn(x) = GAn(x−1) • f4(T) • g2(L) （８）

PRsmaxと PRnmaxはそれぞれ枝条伸長速度と葉数

増加速度の最大値を，T（℃）は１日の平均気温，L

（時間）は１日の日長時間を表す．f1−4(T)，g1, 2(L)，h1, 2

(S)，f1−4(T)，g1−2(L)は関数を表す．h1(S)を除く全ての

関数を一次関数と仮定し，h1(S)は二次関数とした．

それぞれの関数は次式で表せる．

f1(T) = a1 • ( T − b1 ) + 1 （９）

f2(T) = a2 • ( T − b2 ) + 1 （１０）

g1(L) = a3 • ( L − b3 ) + 1 （１１）

h1(S) = − 0�25 • a4
2 • S2 + a4 • S （１２）

h2(S) = a5 • ( S − b5 ) + 1 （１３）

f3(T) = a6 • ( T − b6 ) + 1 （１４）

f4(T) = a7 • ( T − b7 ) + 1 （１５）

g2(L) = a8 • ( L − b8 ) + 1 （１６）

a１－８，と b１－８はパラメータを表す．１次関数に関して

は，関数が０以下の場合は０，１以上の場合は１とな

るよう定義した．また，h1(S)は Sが２／a4以上の場合

は１となるよう定義した．春切クワの初期生育時の短

日が GAsと GAnに影響しないように，枝条長 Sが５０

cm以下，葉数 Nが３０枚以下の時は GAsと GAnは１

と仮定した．f2(T)と f4(T)は GAsと GAnにおいて日長

と気温との交互作用効果を示すため，ここでは日長時

間が b３もしくは b４以下になった時のみ有効となるよ

うに定義した．

パラメータの決定は１９９７年から２００１年までの５年間

のデータを用いマルカート法により逐次計算によって

求めた．モデルによる推定期間は春切クワは春の発芽

時から最終調査日の９月３０日まで，夏切クワは最初の

調査日の６月３０日から最終調査日までとした．枝条長

と葉数の初期値として，春切クワはそれぞれ１と０を

夏切クワは測定値を用いた．また GAsと GAnの初期

値は１とした．パラメータの推定値は表１３のようであ

った．２�１節では枝条伸長速度が２７℃近辺で最大とな
ることを示したが，b１はそれより１�５℃ほど低くなっ
た．b６も２�１節の結果より低いものであったが，パラ
メータの推定に用いた５年間で b６を超えた日はわず

か６日しかなかったためこの値はそれほど悪くない値

と考えられる．b３と b８の日長時間に相当するのはそれ

ぞれ８月１５日と９月３日であった．この値は妥当であ

るように思われる．a７はほぼ０であったため f4(T)は

ほぼ１であったことから，GAnは日長にのみ依存し

ていた．

枝条伸長モデルによる推定結果の変動係数は葉数増

加モデルに比べて若干大きくなった（表１３）．両モデ

ルによる枝条長と葉数の推定値は実測値を良く表し

（図１９），最終的な枝条長，葉数の年次変動もよく表

した（図２０）．図２１に GAsの推移を示した．９月以降

の GAs値の急減時は b２以下の低温日と一致し，GAs

に対する枝条長と日長の効果は少しづつ表れた．この

ような GAsの変化は秋期の枝条伸長速度の低下をよ

く表すものであった．図１９にはパラメータの推定には

用いなかった２００２年の枝条長と葉数の実測値と予測値
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図１９．圃場条件で生育したクワの試験期間中の最長枝条の枝条長（Ａ，Ｂ）と葉数（Ｃ，Ｄ）の実測値とモデルによる推定値の関係．
ＡとＣは春切クワを，ＢとＤは夏切クワを表す．記号□，○，△，◇，▽，■はそれぞれ９７，９８，９９，００，０１，０２年を表す．

図２０．圃場条件で生育したクワの各年の最終調査時の最長枝条の枝条長（Ａ）と葉数（Ｂ）の実測値とモデルによる推定値の関係．
記号■，□は春切クワの実測値と推定値を表し，記号▲，△は夏切クワの実測値と推定値を表す．
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の関係も示した．モデルによる予測値は実測値とよく

合致しており，本モデルが実践的であることが明らか

となった．

考察

枝条伸長速度と葉数増加速度の内部と外部要因に対

する反応が異なるため，両者のモデルの構造も異なっ

た．枝条伸長速度は枝条長つまり栄養生長の進展度に

依存したが，葉数増加速度はそうではなかった．圃場

条件下では春切クワの秋期の枝条伸長速度の低下は夏

切クワのそれに比して大きかったが，葉数増加速度に

関しては両者に大きな差は認められなかった．この違

いのため枝条伸長モデルは葉数増加モデルより複雑な

構造となった．葉数増加速度が定常環境下では一定で

あることが多くの植物で明らかにされ，温度の上昇に

つれて速度も直線的に上昇するという報告も多数あ

る．Warrington and Kanemasu（１９８３）は，定常環

境下でトウモロコシの葉数増加速度が一定であるのは

葉の分化速度が一定であることを反映していると報告

した．この事実がクワにも当てはまるのなら，葉数増

加モデルが単純な構造なのは，葉の分化の外部要因に

対する反応が単純であるためである．一方，枝条伸長

速度は細胞分裂だけでなく細胞伸長にも影響される．

この細胞伸長が枝条伸長モデルのより複雑な構造の原

因であるものと推察される．仮に葉数増加速度が細胞

分裂のみに関係しているのなら，枝条伸長モデルを構

成する関数のなかで葉数増加モデルに含まれない部

分，すなわち f2(T)，h1(S)，h2(S)は細胞伸長に関係す

ることになり，この部分が枝条伸長モデルが葉数増加

モデルに比べて精度が低い原因になっているものと推

察される．

これまでクワの最長枝条長の予測を試みた報告は少

ない（鈴木・金谷，１９８１；加藤・井上，１９９８）．これ

らの報告では，ある特定の日の枝条長を気象要因で回

帰することで予測しており，任意の日の枝条長を予測

することはできなかった．しかし，本節で構築したモ

デルでは，任意の日の最長枝条長を予測することが可

能であるため，栽培期間中のあらゆる時期の最長枝条

長を予測することが可能である．また２００２年の枝条長

の予測では，どの時期の予測値も実測値に近いもので

あった．従って，本モデルはこれまでのモデルに比べ

てより実践的で利用価値が高いものといえるであろ

う．

枝条伸長モデルの推定値の誤差の最大の原因は風の

影響であると推察される．２００１年の夏切クワの生育後

期は実測値が推定値を２０cm（８�０％）ほど下回った．
この年は生育期間中に強風を伴った台風に遭い多くの

クワ枝条が倒伏し，特に夏切クワの被害が大きかった．

一方，夏切クワの葉数に関しては，最終調査日の実測

値は推定値から４枚（４�９％）低いのみであった．こ
のような事実から，枝条の倒伏は葉数増加速度より枝

条伸長速度に大きく影響することを示している．枝条

長に対する風の影響を予測することは難しく，またそ

の影響を定量化することも困難であるため，枝条伸長

モデルの精度を上げるためにはこのような風によって

倒伏した枝条のデータの扱い方も重要な問題点であ

る．

将来的にはここで構築したモデルを他の地域や他の

図２１．枝条伸長モデルにより予測された GASの変化．記
号■，▲，●は春切クワの９７，９８，９９年を表し，記号□，
△，○は夏切クワの９７，９８，９９年を表す．

表１３．枝条伸長モデルと葉数増加モデルのパラメータの推
定値および推定結果の RMSEと変動係数．

枝条伸長モデル
パラメータ

葉数増加モデル
パラメータ

PRsmax（cm day－１） ３�２０ PRnmax（day－１） １�１２
a１（℃－１） ４�１８E－０２ a６（℃－１） ５�４８E－０２
a２（℃－１） ３�９６E－０２ a７（℃－１） ０

a３（hour－１） １�８１E－０２ a８（hour－１） ３�４４E－０２
a４（cm－１） ６�５２E－０２ b６（℃） ２８�４
a５（cm－１） －４�５５E－０５ b７（℃） －
b１（℃） ２５�４ b８（hour） １２�９
b２（℃） ２１�９

b３（hour） １３�５
b５（cm） ２０６�５

RMSE（cm） ９�２０ RMSE（cm） ２�６５
変動係数 ５�２４ 変動係数 ４�９７
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栽培方法にも適用することが望まれる．そのためには

ここでは扱わなかったクワの生育に影響する他の要因

もモデルに組み込む必要があろう．特に貯蔵養分と水

分条件が重要であるように考えられる．大山（１９７０）

は伐採強度が強いとその後のクワ生長が抑制されるこ

とを示し，本論文でも１�１�１節のクワ苗の枝条伸長速
度は，それより貯蔵養分が多い２�１節の植え付け後２
年以上経過したクワの枝条伸長速度を大きく下回っ

た．これらの事実は枝条伸長速度が内部の貯蔵養分量

に依存していることを示している．本節の試験では，

夏切クワが春切クワに比べて伐採強度が強く貯蔵養分

が少ないと考えられるが，夏切クワの枝条伸長速度が

春切クワのそれに劣ることはなく，この程度の伐採強

度による貯蔵養分量の違いはクワの生育には影響しな

かったのであろう．しかし，伐採強度がさらに強い栽

培条件下，例えば晩秋期の中伐時に深切りする場合な

どでは，貯蔵養分量がクワの生育において重要な役割

を果たすものと考えられる．貯蔵養分要因を本モデル

に組み込むためには，クワの貯蔵養分量の評価方法を

確立し，貯蔵養分量と枝条伸長速度の関係を定量化す

る必要がある．

クワ生育と水分条件の関係については，大山（１９６６）

がポットクワを用いて試験し，枝条伸長速度が低水分

条件下で低下することを示した．直井（１９７７）の圃場

条件下のクワ生育データをみると，クワは樹木である

ため根系の発達とともに年々耐乾性が増すように思わ

れる．本節の試験では，外見上クワに乾燥による生育

低下現象はみられなったが，外見上では見分けのつか

ない軽い水分ストレスが存在した可能性はある．一方，

茶の枝条伸長モデルでは飽差の効果を導入しているが

（Matthews and Stephens，１９９８），クワの枝条伸長

生長と飽差の関係は分かっていない．本モデルを広域

に適用する場合，特にクワ生育に対する水分条件の効

果が問題になってくると思われる．今後，クワの生育

と水分条件の効果を定量的に明らかにすることが求め

られる．

摘要

クワの栄養生長を予測する目的で，圃場条件下で生

育させたクワの最長枝条の枝条長と葉数予測モデルを

構築した．枝条伸長速度と葉数増加速度は growth ac-

tivity（GA）と potential rate（PR）の積によって

決まるものと定義した． 枝条伸長速度の GAは気温，

日長，枝条長，PRは気温と枝条長の関数とした．葉

数増加速度の GAは温度と日長の関数，PRは気温の

関数とした．モデルのパラメータは５年間の生育デー

タをもとにマルカート法による逐次計算で求めた．両

モデルによる推定値は実測値をよく表し，また最終的

な枝条長と葉数の年次変動も再現した．ただし決定さ

れたパラメータから，葉数増加速度の GAは日長の

みの関数で表された．モデルのパラメータの決定には

用いなかった年の枝条長と葉数の予測値も実測値を良

く表した．以上の結果から本モデルはクワの栄養生長

の気温と日長に対する反応を良く表しているものと考

えられ，予測精度に関しても実践的なものであった．

２�４節 枝条伸長生長モデルの予測精度と広域適用性

の検証

前節では農業生物資源研究所のクワ枝条伸長調査

データを用いてクワ枝条伸長予測モデルを構築した．

本節では，旧宮城県蚕業試験場，旧福島県蚕業試験場，

鹿児島県蚕業試験場および，農業生物資源研究所にお

ける１９９７年から２０００年までの４カ年のクワ枝条伸長調

査データと気象データを基に，クワ枝条伸長予測モデ

ルの予測精度と広域適用性を検証した．

材料と方法

枝条伸長生長予測モデルの構築と検証には，各試験

場で１９９７年から２０００年までに調査されたクワの枝条伸

長データを用い，最低２ヶ所以上で調査されている‘一

ノ瀬’，‘改良鼠返’，‘しんいちのせ’の３品種につい

て構築した．各試験場の圃場の概要，使用品種および

肥培管理法は表１４の通りであった．各試験場とも各品

種に対して春切・夏切桑園が設定された．各桑園の伐

採方法は表１５の通りであり，各試験場ともクワは根刈

りに仕立てられた．枝条伸長調査は，１０日ごとに行わ

れ，宮城は１５個体，それ以外の場所では１０個体調査さ

れた．調査期間は表１５に示した．各調査日の代表値と

して平均値を用いた．気象データは，つくばでは農業

生物資源研究所の気象観測露場のデータを，各県の試

験場では各試験場に設置されたアメダス観測器のデー

タを用いた．
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モデル

枝条伸長モデルの構造は２�３節に従った．すなわち，
任意の日（x）における最長枝条長 Sは

S (x) = S (x−1) + s （１）

で表される．ここで sは１日の枝条の伸びである．枝

条伸長速度 s（cm day－１）は，生長活性度と活性

度最大時の伸長速度によって次式のように表せる．

s = PR • GA （２）

ここで GA（growth activity）は生長活性度を表し，

PR（potential rate）は生長活性度が最大時の枝条伸

長速度を表す．生長活性度 GAは生長点の生長活性

を表し，活性度が最大時にクワの伸長生長は与えられ

た環境下でなしうる最大のものとなり，活性度が無く

なった場合はいかなる環境下においても伸長すること

がない．従って，０≦GA≦１となる．また GAは前

日の値から外部および内部要因によって変化するもの

である．PRと GAは気温（T），日長（L），最長枝条

長（S）によって決まる関数であり，

PR = PRmax • f1(T) • h1(S) （３）

GA(x) = GA(x−1) • f2(T) • g(L) • h2(S) （４）

と表せる．PRmaxは PRの最大値，f1(T)，h1(S)，f2(T)，

g(L)，h2(S)は関数であり，次のように表せる．

f1(T) = a1 • ( T − b1 ) + 1 （５）

f2(T) = a2 • ( T − b2 ) + 1 （６）

g(L) = a3 • ( L − b3 ) + 1 （７）

h1(S) = − 0�25 • a4
2 • S2 + a4 • S （８）

h2(S) = a5 • ( S − b5 ) + 1 （９）

ここで，a1−5と b1−5はパラメータである． f1(T)， f2(T)，

g(L)，h2(S)に関しては，関数が０未満の場合は０，１

を越えた場合は１と定める．また，夏至にいたるまで

の日長時間が短い期間に GAが１未満となることを

防ぐため，その期間の g(L)は１と定める．f2(T)は g(L)

が１未満の時に働く関数とする．パラメータは

９７，９８，９９年のデータを用いて，マルカート法による

逐次計算によって品種ごとに求めた．パラメータ決定

に際し，春切クワは各試験場で毎年行われている各品

種の発芽調査の発芽日から調査終了時までの気象デー

タを用い，初期値として発芽日の最長枝条長を１cm

とした．夏切クワと鹿児島県の春切クワの再発枝につ

いては調査期間中の気象データを用い，初期値には最

初の調査データを用いた．GAは全てのデータに対し

て初期値を１とした．

上記のモデルは，地域間の枝条伸長速度の差が気温

と日長の違いによってのみ生じることを前提としたも

のである．しかし，地域ごとの枝条伸長の違いが気象

要因以外，すなわち土壌の生産力の違いによって生じ

ることも考えられる．そこで PRmaxを地域ごとに異な

る地力を表すパラメータとした場合についても，各パ

ラメータの値を上記と同様の方法で求めた．

結果

PRmaxを各地域共通のパラメータとした場合の各パ

ラメータの値と，モデルによる推定結果の RMSEを

表１６に，モデルによる推定値と実測値との関係を図

表１４．クワ枝条伸長調査地点の圃場概要，調査品種，肥培管理方法．

表１５．クワ枝条伸長調査地点の春切桑園�夏切桑園の伐採時期と伐採高．

鹿児島県の晩秋蚕期は古条あたり１本の新梢を３０cm残し他の新梢は基部から伐採�
鹿児島県の春切の夏蚕期までの調査期間は１９９９年のみ５�３０～６�３０�
鹿児島県の夏切の初秋蚕期までの調査期間は１９９８年は６�３０～８�７�１９９９年は７�１０～７�３０�２０００年は６�３０～７�３１�

畦間 株間 土壌 品種 春肥（kg１０a－１） 夏肥（kg１０a－１） 堆肥 （kg１０a－１）

（m）（m） 一ノ瀬 改良鼠返 しんいちのせ 窒素 燐酸 カリウム 窒素 燐酸 カリウム

宮城 １�６ ０�７ 沖積層壌土 ○ ○ １８ ７�２ ７�２ １２ ４�８ ４�８ 廃条堆肥を３年ごとに１０００～１５００

福島 ２�４ ０�７ 砂壌土 ○ ○ １８ ７�２ ７�２ １２ ４�８ ４�８ 稲ワラ８００

つくば ２�０ ０�６ 火山灰土 ○ ○ ○ １５ ６ ６ １５ ６ ６ 木くずと牛糞１０００～１２００

鹿児島 ２�０ ０�５ 硬質火山灰土 ○ ○ ２８ ２０ ２０ ５�６ ３�２ ４�８ 家畜糞尿１５００

春切桑園 夏切桑園

発芽前 夏蚕期 晩秋蚕期 調査期間 春蚕期 初秋蚕期 晩秋蚕期 調査期間

宮城 基部伐採 なし 株高１００cm ６／２０～９／３０ 基部伐採 なし 株高４０cm ６�３０～９�３０
福島 基部伐採 なし なし ５／３１～９／３０ 基部伐採 なし なし ７�１０～９�３０
つくば 基部伐採 なし なし ５／２０～９／３０ 基部伐採 なし 地上高１２０cm ６�３０～９�３０
鹿児島 基部伐採 株高５０～６０cm 株高８０～９０cm ５／３０～７／１０�８／３０～９／２０ 基部伐採 株高６０～７０cm 株高９０～１００cm ６�２０～８�１０�８�３０～９�２０
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２２，２３に示した．モデルによる推定結果の RMSEは

品種間で異なり‘しんいちのせ’で約９cm，‘一ノ瀬’，

‘改良鼠返’で約１３cmであった．‘しんいちのせ’

は推定値がおおむね実測値をよく表した．‘改良鼠返’

は９７年の福島県のデータを除くと推定値はおおむね実

測値をよく表した．９７年の福島県では８月２０日以降の

枝条伸長速度が急速に低下した．この速度低下は同年

同所における‘一ノ瀬’においても見られ，干ばつに

よって引き起こされたものである．‘一ノ瀬’は宮城

県を除くとモデルによる推定値はおおむね実測値をよ

く表した．宮城県は９８年の‘一ノ瀬’の伸びが春切，

夏切とも生育後期に悪かった．同年同所における‘改

良鼠返’の生育は生育後期にも落ちてないため，気象

以外の要因によるものと思われる．

品種ごとのパラメータでは，伸長速度が最大となる

気温 b１は‘しんいちのせ’で高く，次いで‘一ノ瀬’，

‘改良鼠返’の順，生長点の活性が低下し始める日長

b３を示すパラメータは‘改良鼠返’が大きく，次いで

‘一ノ瀬’，‘しんいちのせ’の順となったが，両パラ

メータとも品種間で値に大きな違いはなかった．また，

短日の生長活性度低下を促進し始める気温を示すパラ

メータ b２は，‘一ノ瀬’で高く，次いで‘改良鼠返’，

‘しんいちのせ’の順であり，‘改良鼠返’と‘しん

いちのせ’では差はあまりなかったが，‘一ノ瀬’は

両品種に比べて１℃以上高かった．枝条伸長活性度が

低下し始める最長枝条長を表すパラメータ b５は，‘し

んいちのせ’で高く，次いで‘一ノ瀬’，‘改良鼠返’

の順であった．また，その効果の大きさを表すパラメー

タ a５は‘しんいちのせ’と‘一ノ瀬’ではほぼ同等

であったが，‘改良鼠返’は両者の３０分の１以下とか

なり小さい値であった．モデルによる最終的な最長枝

条長の推定値は，全ての地域，品種で実測値の年次変

動の傾向をよく表したものであった（図２４）．‘しんい

ちのせ’のパラメータを２�３節のものと比較すると
PRmaxはほぼ等しかった．また各一次関数が折れる時

の独立変数の値を表す b１－５についてもほぼ同様であっ

た．

PRmaxを地域ごとに異なるパラメータとした場合

の，各パラメータの値とモデルによる推定結果の

RMSEを表１６に，モデルによる推定値と実測値との

関係を図２５，２６に示した．モデルによる推定結果の

RMSEは，PRmaxを各地域共通のパラメータとした場

合に比べて‘しんいちのせ’では改善がみられなかっ

たが，‘改良鼠返’，‘一ノ瀬’では両品種とも約９cm

となり，‘しんいちのせ’程度まで改善が見られた．

各地域における PRmaxは宮城（PRmaxM），つくば

（PRmaxT），鹿児島（PRmaxK）でほぼ同じ値であった

が，福島（PRmaxF）は低い値を示した．そのため，PRmax

を各地域共通のパラメータとした場合，福島を含まな

い‘しんいちのせ’の RMSEが他の品種より小さく

なった．品種ごとのパラメータについては，PRmaxを

各地域共通のパラメータとした場合と大きな違いは見

られなかった．ただし，‘改良鼠返’の a５は０となり

‘改良鼠返’では枝条の伸長に伴う伸長速度の低下が

起こらないことを示唆するものである．また，モデル

による最終的な最長枝条長の推定値は，PRmaxを地域

共通とした場合と同様，全ての地域，品種で実測値の

年次変動の傾向をよく表したものであった（図２７）．

モデルのパラメータの決定には用いなかった２０００年

のデータを用いて予測された最長枝条長は，PRmaxを

表１６．枝条伸長モデルの品種ごとのパラメータ値と推定結果の RMSE．

PRmaxを地域共通とした場合 PRmaxを地域ごとに設定した場合
一ノ瀬 改良鼠返 しんいちのせ 一ノ瀬 改良鼠返 しんいちのせ

a１（℃－１） ４�５７E－０２ ４�３７E－０２ ４�５４E－０２ a１（℃－１） ４�６４E－０２ ４�６８E－０２ ４�３５E－０２
a２（℃－１） ８�０５E－０２ ６�５５E－０２ ６�９４E－０２ a２（℃－１） ７�９４E－０２ ９�４４E－０２ ７�１２E－０２

a３（hour－１） １�４８E－０２ １�７４E－０２ １�０７E－０２ a３（hour－１） １�８３E－０２ ８�７３E－０３ １�４０E－０２
a４（cm－１） ３�０７E－０２ ５�７６E－０２ ５�０４E－０２ a４（cm－１） ２�９９E－０２ ６�０２E－０２ ３�６６E－０２
a５（cm－１） －５�６２E－０５ －１�５９E－０６ －５�０８E－０５ a５（cm－１） －６�９４E－０５ ０ －４�３１E－０５

b１（℃） ２４�７ ２４�６ ２５�１ b１（℃） ２４�８ ２５�０ ２５�５
b２（℃） ２３�７ ２２�２ ２１�９ b２（℃） ２３�３ ２２�１ ２１�９

b３（hour） １３�７ １３�７ １３�５ b３（hour） １３�６ １３�６ １３�５
b５（cm） １４７�９ １１７�４ １９０�８ b５（cm） １４９�７ １３０�５ １８８�９

PRmax（cm day－１） ２�９６ ２�９２ ３�２０ PRmaxM（cm day－１） ３�０４ ２�９３
PRmaxF（cm day－１） ２�７６ ２�６７
PRmaxT（cm day－１） ３�１１ ２�９３ ３�２０
PRmaxK（cm day－１） ３�１０ ３�２０

RMSE（cm） １２�７９ １２�８９ ９�０３ RMSE（cm） ９�７５ ９�３６ ９�１７
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図２２．枝条伸長モデルのパラメータ PRmaxを地域共通とした場合の春切クワの最長枝条長の実測値とモデルによる
推定値の関係．記号□，△，▽，◆はそれぞれ１９９７，１９９８，１９９９，２０００年のデータを表す．
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図２３．枝条伸長モデルのパラメータ PRmaxを地域共通とした場合の夏切クワの最長枝条長の実測値とモデルによる
推定値の関係．記号□，△，▽，◆はそれぞれ１９９７，１９９８，１９９９，２０００年のデータを表す．
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図２４．枝条伸長モデルのパラメータ PRmaxを地域共通とした場合のクワの最終的な最長枝条長の実測値とモデルに
よる推定値．記号■，▲は春切クワの実測値，記号□，△は春切クワの推定値，記号●，▼は夏切クワの実測値，
記号○，▽は夏切クワの推定値を表す．
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図２５．枝条伸長モデルのパラメータ PRmaxを地域ごとに求めた場合の春切クワの最長枝条長の実測値とモデルによ
る推定値の関係．記号□，△，▽，◆はそれぞれ１９９７，１９９８，１９９９，２０００年のデータを表す．
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図２６．枝条伸長モデルのパラメータ PRmaxを地域ごとに求めた場合の夏切クワの最長枝条長の実測値とモデルによ
る推定値の関係．記号□，△，▽，◆はそれぞれ１９９７，１９９８，１９９９，２０００年のデータを表す．
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図２７．枝条伸長モデルのパラメータ PRmaxを地域ごとに求めた場合のクワの最終的な最長枝条長の実測値とモデル
による推定値．記号■，▲は春切クワの実測値，記号□，△は春切クワの推定値，記号●，▼は夏切クワの実測
値，記号○，▽は夏切クワの推定値を表す．
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各地域共通にした場合，地域ごとに定めた場合のどち

らの場合も実測値をよく表したものとなった（図

２２，２３，２５，２６）．

考察

２�３節では枝条伸長モデルは品種‘しんいちのせ’
のつくばのデータを用いて構築したが，そのモデルに

よる推定結果の RMSEは９�２０であり，年ごとの最長
枝条長の変動をある程度説明できるものであった．本

節では同様のモデルを用いて複数の地域，品種の枝条

伸長の推定を行ったわけだが，PRmaxを地域ごとに異

なるパラメータとした場合には２�３節と同程度の推定
精度となり，最長枝条長の年次変動もある程度説明で

きた．また，パラメータの決定に用いなかった２０００年

のデータの最長枝条長の同モデルによる予測値は実測

値をよく表すものとなった．従って，本モデルはクワ

枝条伸長生長の気温・日長反応を端的に表した広域に

適用可能な実践的なモデルといえるであろう．以下，

本モデルによって考えられるクワの枝条伸長生長の生

理的意味，本モデルの改良すべき点と活用方法につい

て考察を加える．

本モデルでは PRmaxを地域ごとのパラメータとした

場合，福島県以外のパラメータ値は全ての品種で地域

ごとの差が見られなかった．従来，クワの栽培におい

ては窒素肥料は年１０a当たり３０～４０kg投入すること

が一般的である（南澤吉三郎，１９７４b；全養連・蚕糸

の光，１９９０）．この量は１年生の穀類の施肥量に比べ

てはるかに多い量であるが，これは、クワが多年性で

春期の生育が早く年間を通じた生産量が大きく栄養素

の需要が大きいためである．また樹木であり，穀類の

ように収穫物が枝先に集約することもなく比較的倒伏

耐性が強いため，施肥量は必要量以上に過剰となって

も生育に支障はきたし難い．従って試験圃場のように

多量に施肥される条件下では，肥料条件がクワ枝条伸

長生長の律速条件となるとは考えにくい．福島県の土

壌は砂質のため水分保持力が弱く干害が起こりやす

い．本節に用いたデータでも福島県では１９９７年に干ば

つがあり，枝条の伸長が著しく低下した（図２２，２３，

２５，２６）．このことから，福島県の PRmaxの値が他地

域に比べて低かったのは，主に水分条件の悪化のため

ではないかと推察される．一方，施肥条件，水分条件

が律速条件ではないと考えられる宮城県，鹿児島県，

つくばの PRmaxがほぼ同様の値を示したことは，この

値がそれぞれの品種の普遍的な PRmax値に近いためで

はないかと推察される．仮にこの推測が正しいなら，

任意の地域でこの PRmax値と気温，日長データを用い

ることで，各品種の潜在的な枝条伸長生長能力を推測

することが可能となる．

気温および日長感応を表すパラメータ値は，各品種

間で大きな違いが見られなかった．今回用いた品種は，

‘しんいちのせ’の交配親が‘一ノ瀬’であり（南澤

吉三郎，１９７４a），‘一ノ瀬’と‘改良鼠返’は‘鼠返’

の変異体との説があることなど（鶴田，１９３４），お互

いに遺伝的に近い関係にあると考えられる．このこと

がパラメータ値の類似性の要因の一つと推察される．

一方，最長枝条長がある値を越えた時に，枝条伸長活

性を低下させる効果の大きさを表すパラメータa５が

‘改良鼠返’でほぼ０になったことは興味深い．関数

h2(S)は２�３節で‘しんいちのせ’の生育特性から導入
した．しかし，本節でこの関数の効果が‘改良鼠返’

でほぼ０となったことから，品種によっては枝条伸長

に伴う枝条伸長活性の低下が起こらないものがあるこ

とを示唆している．

本モデルの改良点としては，２�３節でも指摘した通
り，貯蔵養分と水分条件をモデルに組み込むことが必

要と考えられ，そのためにそれぞれの要因の枝条伸長

に対する影響を定量化することが望まれる．しかし，

それ以外に本節のデータを用いてパラメータを決定す

る過程で１つの課題が明らかとなった．本モデルでは

日々の生長活性度を常に把握しておかなければ最長枝

条長を予測することは出来ない．夏切の時期までに伐

採されるクワの場合，その後の日長の推移から伐採後

発芽する新梢の初期生長段階における生長活性度は１

と考えられる．ところが，鹿児島県の栽培体系のよう

な７，８月以降に伐採しその後に発芽，伸長する新梢

では，その生育初期段階から生長活性度を低下させる

日長条件であるため，その生長活性度を把握すること

が困難である．仮にクワの発芽時の生長活性度を１と

した場合においても，伐採後の発芽時期を特定しなけ

れば生長活性度を特定することは出来ない．本節では，

鹿児島県の春切桑園の夏蚕期以降と夏切桑園の初秋蚕

期以降は，調査開始時の生長活性度を１としてパラ

メータを求めたが，このことがモデルによる推定値と

実測値との誤差の一部となったと考えられる．晩秋蚕

期の伐採後のクワ側芽は，帯青後，発芽することなく

生長停止することがあるため，クワの生理面から考え

た場合，生長活性度は発芽時に常に１というわけでは
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ない．しかし実際に再発枝を利用する栽培条件下では，

発芽時の生長活性度を１と見なしても問題ないであろ

う．このことから伐採後の再発芽時期さえ予測出来れ

ば，このような条件下においても本モデルが利用可能

となる．従って，伐採後の再発芽モデルを組み込むこ

とが今後の本モデルの改良点である．

本モデルは最長枝条長を予測することができるた

め，生育予測，新規導入地での生育特性の予測等に用

いられるものと考えられる．また，本モデルでは最長

枝条長以外にクワの日々の生長活性度も推定している

が，生長活性度は気温と日長の関数としてのみ扱った．

しかし，生長活性度には水条件，栄養条件，病虫害等

も影響を及ぼすことが予想される．これら生長活性度

に影響を及ぼす主要な要因と生長活性度の関係が定量

化され，日々の生長活性度を把握できればクワの生育

診断が可能となる．さらに，この生長活性度を増減さ

せる肥培管理技術が開発されたなら，将来的にはクワ

の生長をコントロールし，コスト管理も含めたきめ細

かなクワの肥培管理が可能となろう．

摘要

宮城，福島，茨城，鹿児島各県における３品種‘一

ノ瀬’，‘改良鼠返’，‘しんいちのせ’の４カ年のクワ

枝条伸長調査データを用いて，気温，日長，最長枝条

長を説明変数としたクワ枝条伸長予測モデルの広域適

用性と予測精度の検証を行った．枝条伸長速度の最大

値を表すパラメータ PRmaxを，各県共通とした場合と

各県独自とした場合とでは，後者の方がモデルの推定

精度が向上した．これは同一品種内での PRmaxの値が，

福島県でのみ他県に比べて低くなったためであり，福

島県では他県に比べて水条件が悪かったのがその原因

であると推測された．モデルによる推定値と実測値と

の誤差は，PRmaxを各県独自とした場合でどの品種と

も約９cmであり．また，推定値は実測値の年次変動

をよく表したものであった．

第３章 クワ乾物生産過程のモデル化と予測

クワの収量は乾物重量と含有水分量から成ってい

る．従って乾物重量，含有水分量それぞれについて予

測できれば収量予測も可能となる．本章ではこのうち

乾物重量に関する予測を行うことで，収量予測技術の

開発に資することを目的とした．クワ乾物重量を予測

するために，３�１節で乾物生産に直接関係するクワ個
葉の光合成と温度の関係を調査し，３�２と３�３節では圃
場条件下のクワの地下部も含めた３年間の乾物増加重

量と受光日射量の関係を明らかにし，乾物生産予測モ

デルを構築した．

３�１節 生育気温とクワ個葉の葉温－光合成速度曲線

の関係

クワの物質生産能力を解明するために，それに大き

く影響する個葉の光合成に関する研究が，Tazaki

（１９５９），田崎・牛島（１９６０），村上らにより多数報告

されている．特に村上は，ポットクワの個葉の光合成

速度を同化箱内で赤外線分析装置によって測定し，光

合成速度に及ぼす，葉温（村上・武田，１９７３a），光

（村上・武田，１９７３b），二酸化炭素濃度（村上，１９７５）

の影響を定量的に明らかにした．光合成速度は，２３℃

付近で最大になり，２５～３５kluxで光飽和に達し，ま

た，二酸化炭素濃度は１００～５００ppmの範囲では光合

成速度と正の直線関係にあることを報告している．

しかしながら，光合成速度と葉温の関係に関しては，

多数の植物で生育気温の違いによって葉温－光合成速

度曲線の関係が変わることが報告されている（Berry

and Bjorkman，１９８０）．また，クワにおいても，伊

藤ら（１９９２）が圃場条件下で生育したクワ葉片の酸素

放出速度をメスピペット法により測定したとこ

ろ，３８℃付近で最大となったと報告している．従って，

クワの場合も生育気温が変化した時，葉温－光合成速

度曲線が生育気温に応じて変化することが予想され

る．そこで，本節では種々の温度環境に設定した人工

気象室内で生育させたクワを用いて，各生育気温条件

下でのクワ個葉の光合成速度を調査することによっ

て，クワの生育気温別の葉温－光合成速度曲線を明ら

かにした．

材料と方法

試験にはクワ品種‘しんいちのせ’を用い，１／２０００
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aポットに１９９５年に植え付けたものを供試した．温度

試験は４回行った．１回目は，基部伐採後，前処理と

して２０℃恒温条件下で約５０日間生育させ，各ポット１

本の枝条に整枝した後，１９９８年４月３０日から２６℃，２８

℃，３０℃，３２℃，３４℃の恒温条件下で生育させた．２

回目は，基部伐採後，約６０日間１５℃恒温条件下で前処

理し，整枝後同年７月２０日から１５℃，２０℃，２３℃，２７

℃，３１℃の恒温条件下で生育させた．３回目は，２回

目と同様の前処理後，１９９９年４月２５日から１５℃，１９℃，

２３℃，２７℃，３１℃の恒温条件下で生育させた．４回目

は，基部伐採後，前処理として２０℃恒温条件下で約５０

日間生育させ，整枝後，２０００年４月２２日から３１／１７℃

（昼／夜，各１２時間），２８／２０℃の変温条件下で生育さ

せた．温度処理には１�１節で用いたものと同じ自然光
型人工気象室を用いた．同施設は，晴天下で約８０％の

光合成有効放射を透過した．全ての処理区で人工気象

室内の湿度は制御しなかった．温度処理期間中，約２

週間ごとに１ポット当り窒素２�０g，リン酸０�８g，カ

リウム０�８gを施肥した．また，適宜潅水を行った．

光合成速度の測定には Li−cor社製 LI−６４００を用い，

測定は，１回目の温度処理では５月２１，２２，２８日の３

日間，２回目の処理では８月１２，１３，１７日の３日間，３

回目の処理では５月１４，１５日の２日間，４回目の処理

では５月１６，１７，１８日の３日間に行った．測定日の日

射日照状況は表１７のようであった．リーフチャンバー

内の個葉の光合成測定面積は６cm２であった．光合成

の測定条件は，二酸化炭素濃度は約３６０ppm，光の強

さは約１８００µmolm－２とした．ただし，３回目の測定時

の光の強さは約１５００µmolm－２とした．本装置は，チャ

ンバー内の気温を外気吸入後に制御するため，外気よ

りも高い気温で測定する場合に湿度条件を高湿度に制

御することが困難であり，チャンバー内の湿度は加湿

による制御は行わなかった．測定する個葉には，光合

成活性の高い葉を用いるために，展開葉のうち生長点

から１０番目前後のものを用いた（村上，１９７８）．葉温

は，チャンバー内の空気の温度を変化させることで調

整し，葉温の設定範囲は生育気温を起点として－７℃

～＋１３℃とした．ただし，葉温の変化は同一測定葉に

対する測定時に，上昇過程と下降過程の両過程で行う

ことで，葉温変化過程の違いによる光合成速度の変化

の測定結果への影響が小さくなるよう配慮した．１葉

の測定時間は約３０分であった．

結果と考察

温度処理別の各個葉の光合成速度の測定結果のうち

主要なもの１０区について図２８に示した．各温度処理区

の最大光合成速度は１７～２４µmolm－２s－１までの値をと

った．この値は，村上（１９７８）が報告した，１／２０００a

のポットに植え付けた品種‘一ノ瀬’の光合成速度や，

伊藤（１９９５）の報告による，圃場条件下の品種‘しん

いちのせ’の光合成速度とほぼ同様であった．

村上・武田（１９７３a）は，光合成速度を相対値で表

し，その葉温に対する反応を二次式を用いて回帰する

ことで，桑葉の光合成速度の最適葉温が２３℃付近であ

ることを明らかにした．本試験でも，測定葉ごとの光

合成速度の温度反応は，最適葉温を中心にその値から

離れるほど速度が低下する傾向を示したため（図２８），

村上らと同様，光合成の最適葉温の推定には二次の回

帰曲線を用いた．ただし理由は明らかではないが，１５℃

区と２８／２０℃区でそれぞれ１葉，逆に最適葉温を中心

にその値から離れるほど速度が増大する傾向を示すも

のがあった．また，光合成速度の絶対値は測定した個

葉ごとに異なるため，最適葉温は各温度処理区の測定

個葉ごとに求めた．求めた各温度処理区の最適葉温の

平均値を，横軸を生育気温，縦軸を最適葉温として図

２９に示した．ただし，測定個葉のうち葉温－光合成速

度曲線が下に凸となった１５℃区と２８／２０℃区の各１葉

と，最適葉温が外挿的に求まることとなった１５℃区４

葉と２０℃区２葉の合計８葉のデータについては除外し

て平均値を求めた．図から明らかなように，生育気温

の違いによって光合成速度の最適葉温は異なってお

り，クワにおいても他の植物と同様，生育気温の違い

によって葉温－光合成速度曲線の関係が変わることが

明らかとなった．

表１７．個葉の光合成測定日の日射量と日照時間．

暦日
日射量

（MJ m－２）
日照時間
（min）

１９９８�５�２１ ２６�５５ ７１７�６
１９９８�５�２２ ２６�５９ ７０２�３
１９９８�５�２８ ２７�０３ ７２８�３

１９９８�８�１２ ８�９４ ５４�９
１９９８�８�１３ １３�１６ ２７７�３
１９９８�８�１７ １６�０２ ３２５�８

１９９９�５�１４ ２１�９２ ５５８�４
１９９９�５�１５ １２�９４ ３８３�６

２０００�５�１６ ２５�１１ ４９１�６
２０００�５�１７ １２�１０ １５１�５
２０００�５�１８ １２�１１ ３２１�２
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図２８．異なる気温条件下で生育したクワの生育気温別の個葉の葉温－光合成速度曲線．曲線は葉温に対する光合
成速度の２次回帰曲線を，各記号は個別の測定葉を，図中の温度は生育気温を表す．
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Sawada（１９７０）はコムギの幼植物を室外で生育さ

せ，生育期間中の平均気温と光合成の最適葉温が直線

関係であることを示した．本研究でも１５～３４℃の恒温

条件下で生育したクワについては，生育気温の上昇と

ともに光合成速度の最適葉温もほぼ直線的に増加する

結果が得られ，生育気温（x）に対する最適葉温（y）

の回帰直線は，y＝０�６９０x＋１２�６であった（図２９）．
ただし，回帰直線を求めるに当たって最適葉温の等分

散性が確保されていないが，このような場合でも等分

散を仮定して推定された回帰式が母回帰式の不偏推定

になっているので（芳賀ら，１９９６），等分散を仮定し

た回帰直線をあてはめた．生育気温に対して最適葉温

が高めに推移することの生態的意義としては，日本の

ような温帯地域においては，萌芽後外部温度条件は時

間の経過とともに常に上昇し，その温度変化に対する

適応ということが考えられる．また，昼夜の気温を異

にする試験区では，１日の平均気温ではなく昼の気温

と光合成の最適葉温との関係が，恒温条件下での生育

気温と光合成の最適葉温の直線関係と一致した（図

２９）．このことは，光合成器官が昼夜間１日をとおし

た生育気温環境に順応するのではなく，昼間の実際に

光合成を行う温度域においてその能力が発揮できるよ

うに順応することを示唆するものである．

Mooney et al�（１９７８）は，常緑潅木 Larrea divari-

cataを野外で生育させ，葉温－光合成速度曲線の関

係が季節によって変わることを示し，また，それぞれ

の季節における最適葉温での光合成速度の絶対値がほ

ぼ一定であることを見いだした．本試験の各生育気温

における最適葉温下での光合成速度の最大値を生育気

温別に示したのが図３０である．クワにおいても生育気

温が２０℃以上ではMooneyらの実験と同様，光合成

能力に差がないものと推察された．一方，本試験で供

試したクワ品種をはじめ，シマグワを除く日本の養蚕

で用いられるクワ品種は，おおむね４月に発芽し，９

月あたりまで伸長生長を続け，１１月以降落葉して３月

までは休眠状態となる．農業生物資源研究所におけ

る，４月から９月までの旬別の平均気温，最高気温，

最低気温の過去５年間（１９９５年から１９９９年）の平均値

を図３１に示した．農業生物資源研究所では，おおむね

５月中旬からクワの枝条伸長が旺盛となり，９月中旬

頃に伸長停止する．この期間中の日中の気温は，図３１

からほぼ２０℃以上であることがうかがわれる．これは，

図２９．異なる気温条件下で生育したクワの生育気温と光合
成の最適葉温との関係．記号○は恒温区，記号■は
変温区を表し，変温区の生育気温は昼間の気温であ
る．各記号上の縦線は標準誤差を表す．

図３０．異なる気温条件下で生育したクワの生育気温と最適
葉温での光合成速度の最大値との関係．

図３１．農業生物資源研究所における１９９５年から１９９９年まで
の５年間の旬別の平均気温（■），最高気温（●），最
低気温（▲）．
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図３２．異なる気温条件下で生育したクワの生育気温別の個葉の葉面飽差と気孔伝導度の関係．
記号は個別の測定葉を表し，図中の温度は生育気温を表す．
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この時期における桑の最大光合成速度が変わらないこ

とを示唆している．

温度や光などの要因による個葉の光合成速度への影

響は，これら要因の光合成反応そのものへの直接的影

響以外に，気孔の開閉運動による二酸化炭素拡散速度

の変化を通じた影響が加わる（戸苅，１９７１）．そこで，

上記光合成速度の温度反応が気孔の開閉の影響による

ものかを調べた．まず，本試験の測定データにおける

生育気温別の葉面飽差と気孔伝導度の関係を図３２に示

した．測定葉ごとにみると，全ての温度区で葉面飽差

が大きくなると気孔伝導度が低くなる傾向が見られ

た．一方，生育気温別に比べた場合，葉面飽差の大き

さに関係なく気温が高くなると気孔伝導度が高くなる

傾向を示した．このことは，気温が低い処理区におけ

る光合成速度の絶対値の低下に気孔開度が影響してい

ることを示している．同様のことはブドウにおいても

報告されている（白石ら，１９９６）．図３３に，２８℃恒温

条件下での測定個葉ごとの葉温変化に対する光合成速

度と気孔伝導度の反応を示した．他の気温条件でも両

者はほぼ同様の反応を示した．斉藤・石原（１９８７）は，

イネを用いて同化箱内の気温が一定の条件下で，光合

成速度と気孔伝導度との間に密接な関係のあることを

明らかにした．本試験でのクワは，葉温を変化させる

条件であるためか，両者に関連性は見受けられなかっ

た．しかし，個別の個葉の光合成速度と気孔伝導度の

反応を見た場合，光合成速度が葉温の上昇とともに上

昇する時は，気孔伝導度はおおむね下降しているため，

この光合成速度の上昇は二酸化炭素固定系が葉温の上

昇で活発化したことに帰せ得るものと推察される．一

方，光合成速度が葉温の上昇とともに下降するときは，

気孔伝導度はおおむね下降しているため，この光合成

速度の下降が気孔伝導度の下降によるものかどうかは

明らかではない．これを明らかにするためには，定葉

温条件下での光合成速度と気孔伝導度の関係を明らか

にせねばならない．

摘要

１／２０００aポットに植え付けられたクワ（Morus alba

L.）品種‘しんいちのせ’を，１５℃から３４℃までのさ

まざまな気温条件下で生育させ，その個葉の光合成速

度の葉温に対する反応を調査した．その結果，生育気

温の違いによって葉温－光合成速度曲線が変化するこ

とが明らかとなった．光合成速度の温度反応は，最適

葉温を中心にその値から離れるほど速度が低下する傾

向を示した．クワの生育気温が高いほど光合成速度が

最大となる温度（最適葉温）も高くなり，本試験の恒

温条件下の試験区では，生育気温と最適葉温との関係

は直線関係を示した．また，昼夜の気温が異なる条件

下の試験区では，昼間の気温と最適葉温の関係がこの

直線関係と一致した．また，２０℃以上の気温で生育し

たクワの光合成速度の最大値はほぼ等しかった．気孔

伝導度はおおむね生育気温が高いほど高くなる傾向を

示した．葉温が最適葉温に向かって上昇する際，気孔

伝導度は低下していたことから，この葉温上昇による

光合成速度の上昇は，二酸化炭素固定系の活発化によ

るものであると推察された．

３�２節 伐採強度を異にする桑園のクワ乾物生産と受

光日射量の関係

作物の生育については，その乾物生産が生育期間中

の受光日射量と密接な関係にあることが多くの作物で

報告されてきた（堀江・桜谷，１９８５；Shibles and We-

ber，１９６６）．従ってクワについてもクワの乾物生産と

図３３．２８℃で生育したクワの個葉の光合成速度と気孔伝導
度の葉温に対する反応．記号は個別の測定葉を表す．
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受光日射量との関係を明らかにすることが，クワ乾物

生産を予測する上で重要なことといえる．これまで桑

園内の日射分布を調査した研究は数多くある．秋山

（１９６３），高野（１９７５），増田・高野（１９７９）等の報告

では，桑園内の生産構造図が明らかにされている．し

かし，これらの研究ではクワの受光日射量と乾物生産

の関係は明らかにされていない．伊藤（１９９５）は桑園

の日射分布を明らかにし，その結果と光合成速度，呼

吸速度などのデータを基にクワ群落の生長をシミュ

レートしたが，実際の群落の生長データを用いたもの

ではない．また，福井・伊藤（１９９９）は桑園の乾物生

産が受光日射量に比例すると仮定して枝葉の乾物生長

を予測したが，乾物生産と受光日射量の関係を実測し

たわけではない．このように，これまで桑園の受光日

射量と乾物生産の関係は明らかにされていない．

一方，一般に栽培現場では伐採強度や伐採回数を調

整することで条桑収量が決められている．クワは多年

性であり多収を目的として伐採強度と伐採回数を増や

すと，貯蔵養分量が減少し次年度以降の収量が減少す

るため，毎年安定した収量を得るには的確な伐採強度

と伐採回数を採択せねばならない．特に伐採強度の違

いは収穫物の乾物重量と桑園の受光日射量に直接影響

を及ぼすため，受光日射量と乾物生産の関係を究明す

る上で最も重要な要因である．

以上のような点をふまえ本節では，３年間にわたり

伐採強度を異にする処理区を設けて，伐採強度と貯蔵

器官を含めた乾物増加重量との関係を明らかにした．

また，同桑園内での日射状況を観測し受光日射量と乾

物増加重量との関係を調査した．さらに得られた結果

を基に伐採強度と伐採回数に関する新たな栽培方法の

可能性を論じた．

材料と方法

供試材料は農業生物資源研究所圃場に２０００年に植え

付けられた品種‘せんしん’と‘しんいちのせ’であ

った．栽植距離は畦間２�０m，株間０�５mであった．仕

立ては根刈り仕立てとした．肥培管理法は毎年同じで

あり，春の発芽前に１０aあたり窒素１５kg，リン酸６kg，

カリウム６kgを，また夏切基部伐採後に同量を施肥

した．冬季に木くずと牛糞堆肥を１０aあたり１０００～

１２００kg施与した．

試験は２００１年から２００３年まで伐採強度を異にする処

理区を‘せんしん’４区，‘しんいちのせ’２区を設

けて行った．各処理区は両品種ともブロック数２の乱

塊法として配置し合計１２の試験区を設けた．各処理区

の伐採方法は表１８に示した．ただし処理区名には中伐

時の高さを用いた．伐採時に各試験区６個体を夏切基

部伐採時は新梢と古条に，中伐時は葉（葉身と葉柄）

と枝に解体して新鮮重を測定した．このうち全試験区

とも２個体を夏切時は葉身，葉身以外の新梢部位，古

条に，中伐時は葉身，葉柄，枝に解体してそれぞれの

乾物重量を測定した．また，この２個体の新鮮重と乾

物重の関係から残りの４個体の各部位の乾物重量を推

定した．各年度初霜時に各試験区６個体の残葉を収穫

しその乾物重量を測定した．各試験区一定面積の落葉

を適宜回収し，単位面積あたりの落葉乾物重量を把握

した．

２００１年の試験開始前と２００３年の落葉後，根の掘り取

り調査を行い枝条，株，根の乾物重量を測定した．２００１

年は試験区あたり２個体を‘せんしん’は２試験区に

ついて，‘しんいちのせ’は１試験区について調査し，

各品種の全ての処理区に対する初期乾物重量値とし

た．２００３年は両品種とも試験区あたり２個体を全試験

区について調査した．

春の発芽後と夏切基部伐採の後，２００１年は各試験区

６個体，２００２年と２００３年は５個体について最長枝条長

をほぼ１０日間隔で調査した．また春の発芽日と夏切後

および７月の中伐後の発芽日についても各試験区それ

ぞれ５個体について調査した．

表１８．伐採強度を異にする試験桑園の伐採時期と伐採高．

２００１年 ２００２年 ２００３年

発芽前 ５�２５ ７�２６ １０�６ ５�２４ ７�２６ １０�４ ５�２３ ７�２５ １０�３
せんしん５０ 株高１１０cm 基部伐採 株高５０cm 基部伐採 株高５０cm 基部伐採 株高５０cm
せんしん８０ 株高１１０cm 基部伐採 株高８０cm 基部伐採 株高８０cm 基部伐採 株高８０cm
せんしん１１０ 株高１１０cm 基部伐採 株高１１０cm 基部伐採 株高１１０cm 基部伐採 株高１１０cm
せんしん４０／８０ 株高１１０cm 基部伐採 株高４０cm 株高８０cm 基部伐採 株高４０cm 株高８０cm 基部伐採 株高４０cm 株高８０cm

発芽前 ５�２５ ７�２６ １０�５ ５�２５ ７�２６ １０�４ ５�２４ ７�２５ １０�３
しんいちのせ５０ 株高１１０cm 基部伐採 株高５０cm 基部伐採 株高５０cm 基部伐採 株高５０cm
しんいちのせ１１０ 株高１１０cm 基部伐採 株高１１０cm 基部伐採 株高１１０cm 基部伐採 株高１１０cm
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桑園内での受光日射量を測定するために群落上に光

量子センサー（小糸工業社製 IKS－２５－３０）を，群

落最下部にロング光量子センサー（Li-cor社製 LI-１９１

SB）を配置した．両者の比率を農業生物資源研究所

の気象観測露場で観測した日射量に乗じて受光日射量

とした．ロング光量子センサー数には限りがあるため

適宜，設置場所を移動した．各試験区の日々の日射受

光率は福井・伊藤（１９９９）の方法に倣い，日射受光率

と最長枝条長との関係を任意の関数式を用いて回帰

し，求めた回帰式と日々の最長枝条長から推定した．

ただし，発芽時の最長枝条長を１cmと仮定し，日々

の最長枝条長は各最長枝条長調査日の間の枝条伸長速

度が等速であるものと仮定して推定した．

結果と考察

試験期間中の各年度の春期の発芽日と初霜観測日，

および３月から１１月までの月別平均気温を表１９に示し

た．２００２年は暖冬のため平年に比べてかなり早く発芽

した．前年晩秋期に伐採強度が異なった２００２年と２００３

年の春期の発芽日は枝条先端の枝の細い処理区ほど発

芽日が早まる傾向を示した．２００３年は冷夏で特に７月

の気温が低かった．２００２年は他の年に比べて初霜が早

かった．図３４に最長枝条長の経時変化を年度ごとに示

した．２００１年の枝条長が低かったのは，植え付け２年

目であったためである．夏切り以降の２００２年の枝条長

が２００３年の枝条長を上回ったのは２００３年の冷夏のため

と思われる．２００３年は両品種とも伐採深度が浅い区ほ

ど枝条長が長くなった．

２００３年‘せんしん’各処理区の晩秋中伐までの最長

枝条長と日射受光率の関係と，晩秋中伐以降の日射受

光率の推移を図３５に示した．春の発芽から夏切り基部

伐採までの両者の関係は，枝条長が伸びるにつれて受

光率が指数関数的に増加した．増加率は伐採深度の浅

いものほど高かった．夏切り基部伐採後から晩秋蚕期

までの両者の関係は，発芽直後の枝条長が短い時期は

枝条伸長に伴う受光率の増加率はそれほど高くなかっ

たが，枝条長が３０～５０cmを超える頃から増加率は急

激に上昇した．晩秋蚕期の中間伐採以降の受光率は時

間の経過とともに漸減する傾向を示した．他の年度お

よび‘しんいちのせ’の日射受光率の推移もほぼ同様

であった．以上のような結果から，各処理区の日射受

光率は，次のように推定した．春の発芽から夏切り基

部伐採までは最長枝条長と受光率の関係を指数関数，

夏切りから晩秋蚕期の中間伐採まではリチャードの式

を用いて年度ごとに回帰し，回帰式から日々の最長枝

条長を用いて日射受光率を推定した．晩秋蚕期の中間

伐採以降は伐採日以降の日数と受光率を一次回帰する

ことで受光率を推定した．回帰式によって推定した各

処理区の積算受光日射量を表２０に示した．両品種とも

伐採深度の浅い区ほど受光日射量は多かった．期間別

にみると全ての処理区，全ての年で生育日数が最も長

い夏切りから晩秋期中伐までの期間の受光日射量が最

も多かった．両品種とも５０区の受光日射量は１１０区に

比べて，２００２年より２００３年の方が相対的に低い値を示

した．晩秋蚕期の中伐以降では４０／８０区の受光日射量

が最も多かった．これは同区の葉が他区に比べて新し

く落葉し難かったことと，株高４０cm以上では枝条が

多く残葉が多かったためと思われる．

各処理区の各年および３年間合計の収量を表２１に示

した．‘せんしん’では３年間を合計した収量に関し

ては伐採深度の浅い１１０区が最も高い値を示したが，

区間差に５％レベルでの有意差は検知できなかっ

た．４０／８０区は７月にも伐採するため枝条伸長生長期

間が他区に比べて短くなるにもかかわらず，新梢と葉

の合計重量は５０区および８０区と比べても遜色なく，最

終年度では両区を上回った．‘しんいちのせ’では逆

に伐採深度の深い５０区が１１０区より３年間合計の収量

がまさった．しかし，試験１年目は夏切時は全ての処

理区で古条の高さが１１０cmであったため，１年間の

収量は晩秋蚕期に深切りとなる５０区で必然的に高くな

る．１年目の特殊な条件を排除した２年目３年目の合

計収量を比べると，両品種とも伐採深度の浅い１１０区

で収量が高くなった．２年目と３年目の５０区と８０区の

収量を１１０区を基準に比較すると両品種とも３年目の

方が収量の落ち込みが相対的に大きかった．これは，

茶木（１９６３；１９６４），秋野（１９６５），小島（１９６５）等の

報告と同様であった．

表２２に試験期間３年間の各処理区の乾物増加量を示

した．両品種とも伐採深度が浅い区で乾物増加量が高

くなり，‘せんしん’では５％水準で処理区間に有意

差が検出された．株と根をあわせた貯蔵器官の乾物重

量は伐採深度が浅いほど増加した．‘せんしん’では

４０／８０区の貯蔵器官の乾物重量は５０区と８０区のそれを

上回った．試験期間３年間の両品種，各処理区の乾物

増加量と受光日射量の関係は直線関係となり，両品種

の両者の関係はほぼ同一直線であった（図３６）．これ

まで堀江・桜谷（１９８５）や Shibles and Weber（１９６６）
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表１９．伐採強度を異にする試験桑園の各処理区，各年の春の発芽日，および各年の初霜日と月平均気温．

図３４．伐採強度が異なる圃場試験期間中のクワの最長枝条長の推移．

せんしん しんいちのせ
春の発芽日 ５０ ８０ １１０ ４０／８０ ５０ １１０ 初霜
２００１ ４�８ ４�９ ４�９ ４�９ ４�９ ４�９ １１�１９
２００２ ３�３０ ３�２７ ３�２６ ３�２４ ３�３１ ３�２９ １１�３
２００３ ４�１３ ４�１３ ４�１６ ４�１７ ４�１３ ４�１３ １１�１８

月別平均気温（℃） ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月
２００１ ７�５ １３�３ １７�５ ２０�９ ２５�９ ２３�７ ２０�７ １５�９ ９�２
２００２ １０�０ １４�０ １６�４ １９�４ ２５�３ ２５�５ ２０�７ １６�２ ８�５
２００３ ６�５ １３�０ １６�７ ２０�７ ２０�４ ２３�６ ２１�５ １５�１ １２�２
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図３５．伐採強度が異なる圃場試験の２００３年の品種‘せんしん’の各処理区の日射受光率の推移．Ａ．発芽から夏切までと夏
切から晩秋中伐までの最長枝条長と日射受光率の関係．Ｂ．晩秋中伐以降の日射受光率の経時変化．各記号はＡでは
発芽から夏切までは□－５０区，○－８０区，△－１１０区，◇－４０／８０区を表し，夏切から晩秋中伐までは■－５０区，●－８０区，▲－１１０
区，◆－４０／８０区７月中伐まで，▼－４０／８０区７月中伐以降を表す． Ｂでは■－５０区，●－８０区，▲－１１０区，◆－４０／８０区を表す．
処理区名は伐採高を表す．

表２０．伐採強度を異にする試験桑園の各処理区の期間別積算受光日射量（MJ m－２）．

表２１．伐採強度を異にする試験桑園の各処理区の年別および３年間合計の収量（g m－２）．

せんしん しんいちのせ
５０ ８０ １１０ ４０／８０ ５０ １１０

２００１ 発芽～夏切 ２５１�９ ２５７�７ ２６１�０ ２４８�７ ２３８�２ ２３８�２
夏切～中伐 ９５２�４ ９８６�４ ９６８�８ ７５８�７ １００７�１ １００７�１
中伐以降 ５４�９ １６９�９ ２７７�７ ２８７�５ ５２�９ ３２０�５

２００２ 発芽～夏切 ２６２�７ ３９２�９ ５６０�１ ４９３�１ ２２６�９ ４４９�１
夏切～中伐 １２１５�７ １２５２�７ １２６２�３ ９２６�９ １１９６�９ １０８４�０
中伐以降 ４５�７ １３６�２ ２１３�２ ２２２�０ ５２�２ ２３９�３

２００３ 発芽～夏切 ９２�８ ２２１�２ ２９９�５ ２７５�９ １０７�８ ２７２�９
夏切～中伐 ９０８�１ １０３１�０ １１７４�８ ８９４�０ ８３３�７ １０３７�１
中伐以降 １４８�６ ２５２�８ ３３３�７ ３３５�９ ８３�３ ３２８�６

せんしん しんいちのせ
５０ ８０ １１０ ４０／８０ ５０ １１０

２００１ 全体重 ２８８５�７ ２６９８�３ ２３６２�２ ２２６６�６ ２８５３�６ ２１０４�０
新梢と葉重 １８９９�８ １６８６�２ １５１５�８ １４２０�４ １８３６�７ １３７５�１
古条と枝重 ９８５�９ １０１２�１ ８４６�４ ８４６�３ １０１６�９ ７２８�９

２００２ 全体重 ３４０９�９ ３６７９�８ ３９１９�８ ３３２８�３ ３２０８�４ ３１２１�９
新梢と葉重 ２３１３�９ ２４７８�６ ２６００�９ ２２８２�７ ２１０６�９ ２０４０�４
古条と枝重 １０９６�０ １２０１�３ １３１８�９ １０４５�６ １１０１�５ １０８１�５

２００３ 全体重 ２６３２�３ ２７２３�０ ３２７２�２ ２７２９�３ ２２４４�３ ２８７１�８
新梢と葉重 １６８３�０ １６７７�３ １９４４�１ １７４９�４ １３４４�６ １７０６�４
古条と枝重 ９４９�３ １０４５�８ １３２８�１ ９７９�９ ８９９�７ １１６５�３

３年間の合計 全体重 ８９２７�８ ９１０１�１ ９５５４�２ ８３２４�２ ８３０６�３ ８０９７�７
新梢と葉重 ５８９６�７ ５８４２�０ ６０６０�８ ５４５２�４ ５２８８�２ ５１２１�９
古条と枝重 ３０３１�２ ３２５９�１ ３４９３�４ ２８７１�８ ３０１８�１ ２９７５�８
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等によって，作物の受光日射量と乾物生長が比例関係

にあると報告されてきたが，クワでも同様の結果とな

った．８０区と４０／８０区を比べると３年間の全乾物増加

量は８０区の方が大きかったが，貯蔵器官である株と根

の乾物増加量は４０／８０区の方が大きかった．一方，受

光日射量は春の発芽から晩秋期の中伐までは８０区の方

が大きかったが，晩秋期以降は４０／８０区の方が大きか

った．この結果から，貯蔵器官への乾物の蓄積には晩

秋期以降のクワの受光日射量が重要な役割を果たして

いるものと推察された．両品種の５０区の乾物増加量と

受光日射量は１１０区に対して，２００２年に比べて２００３年

の方が相対的に低い値となった．これはデータはない

が，２００３年の５０区は株あたりの枝条数が減少した結果

だと思われる．目視の観察でも２００３年の両品種の５０区

の群落の繁茂度が他区に比べて低いことは明瞭であっ

た．また両品種の２００３年の５０区の晩秋期中伐時の最長

枝条長の１１０区に対する低下率は‘せんしん’で４�５％，
‘しんいちのせ’で４�１％であったが，夏切から晩秋
期中伐までの受光日射量の低下率は‘せんしん’で２２

�７％，‘しんいちのせ’で１９�６％であったことからも
５０区での枝条数の減少は明らかであろう．２００３年の両

品種の５０区の生長の落ち込みは，貯蔵養分の蓄積が１１０

区に比べて少なく発芽後の初期生長が劣ったためであ

ると推察される．佐藤（１９８１）はポットクワを用いて

クワが伐採後約１０日間は貯蔵養分にほぼ１００％依存し

て生長し，３４日目では新梢重量の１２％が貯蔵器官由来

であることを示した．また佐藤・大山（１９７４）は同じ

くポットクワを用いて，発芽後３０日ぐらいまで新梢に

貯蔵器官由来の炭素分が蓄積されることを示した．こ

れらの報告はクワの初期生長が貯蔵物質に大きく依存

していることを示している．本試験においても２００３年

の両品種の５０区と１１０区の最長枝条長差が，発芽後５０

日ぐらいまでに大きく開いた事実は（図３４），この推

測を支持するものである．

以上のように本節の結果から，クワの乾物生産が受

光日射量に比例して増加すること，安定した収量を得

ていくためには貯蔵器官である株と根への乾物蓄積を

促進させること，年間の高収量を得るためには晩秋蚕

期に深切りしないことが重要であることが明らかとな

った．現在，日本の養蚕現場では年間の飼育回数を増

やした多回育と桑園の機械化収穫体系の導入が図ら

れ，それを実現するための収穫体系試験が行われてき

た（直井・小林，１９９５；大山ら，１９９８）．しかし，こ

表２２．伐採強度を異にする試験桑園の各処理区の乾物重量（g m－２）．

図３６．伐採強度が異なる圃場試験期間中の桑園の受光日射
量と乾物増加量の関係．

せんしん しんいちのせ
５０ ８０ １１０ ４０／８０ ５０ １１０

試験開始前全乾物重量 ４６３�０ ４６３�０ ４６３�０ ４６３�０ ４４６�５ ４４６�５
同枝葉乾物重量 １９１�５ １９１�５ １９１�５ １９１�５ １６６�３ １６６�３
同貯蔵器官乾物重量 ２７１�５ ２７１�５ ２７１�５ ２７１�５ ２８０�２ ２８０�２

２００１年乾物重量 ８２８�６ ８４８�５ ８２５�４ ７７０�８ ８６４�９ ７３４�２
２００２年乾物重量 １０８３�１ １２０８�２ １３５２�２ １１２２�４ １０４５�６ １１５１�５
２００３年乾物重量 ８７６�８ １０１０�１ １２２８�２ ９５６�０ ８２４�８ １１２２�３

試験終了後全乾物重量 １００５�８ １２３６�０ １５９３�５ １２２７�１ ９６２�３ １４７６�０
同枝葉乾物重量 ２３６�０ ３５４�５ ４５１�８ ３０７�９ ２１６�９ ４２２�１
同貯蔵器官乾物重量 ７６９�９ ８８１�６ １１４１�８ ９１９�３ ７４５�５ １０５４�０

試験期間中全乾物増加量 ３３３１�３ ３８３９�８ ４５３６�３ ３６１３�３ ３２５１�１ ４０３７�６
同枝葉乾物増加量 ２８３３�０ ３２２９�７ ３６６６�０ ２９６５�６ ２７８５�８ ３２６３�８
同貯蔵器官乾物増加量 ４９８�３ ６１０�１ ８７０�２ ６４７�７ ４６５�３ ７７３�８
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れらの試験では高収穫量を目指すため，秋期の伐採が

深くなりがちで樹勢の低下が心配される．坂本（１９９３）

は，樹勢の低下を防ぐ栽培法としてローラー収穫法を

提唱した．この方法では晩秋期に少なくとも１枝条に

２，３枚の葉を残すことが推奨されている．しかし本

試験の結果からみた時，この程度の残葉数では本試験

の５０区とかわらず８０区よりも少ないため，樹勢の低下

を防ぐには不十分であることが推察される．多回育養

蚕が奨励されあらゆる時期に伐採することが要求され

る今日では，本試験の４０／８０区のような深切りを伴わ

ない年３回伐採方法を導入することも１つの方法であ

ると考えられる．年３回伐採自体は春の発芽が早く生

育期間が長く設定できる鹿児島県や宮崎県で実用的に

行われているが，本試験の結果からは他の地域におい

ても有効であるように思われる．４０／８０区は年間の葉

と新梢の収量も５０区や８０区と変わらなかったことか

ら，土地の利用効率の面からも有効な方法であろう．

ただし，本試験は普通植桑園で行われたためクワの株

形成には有利な条件であり，年３回の伐採にクワ株が

耐えうる１つの重要な要因と考えられる．機械化収穫

体系で推奨されている密植栽培では株が小さいため，

本試験のような伐採条件で安定した収量を確保できる

か疑問が残る．さらに密植桑園における試験も必要で

あろう．

摘要

伐採強度の違いが桑園の乾物生産力に及ぼす影響を

明らかにするために，伐採強度を異にする桑園を設定

し，試験期間中の乾物増加量と受光日射量の関係を調

査した．夏切普通植桑園に植え付けられた品種‘せん

しん’と‘しんいちのせ’を供試し，植付け２年目か

ら３年間試験した．伐採強度を異にする処理区を‘せ

んしん’は４処理区‘しんいちのせ’は２処理区設け，

‘せんしん’は晩秋中伐時に株高５０，８０，１１０cmで

伐採するものと，７月末に株高４０cm晩秋中伐時に株

高８０cmの２度中伐するもの，‘しんいちのせ’は晩

秋中伐時に株高５０，１１０cmで伐採するものがあり，

両品種とも夏切時は基部伐採をした．桑園の受光日射

量は両品種とも伐採深度が浅いほど多くなった．特に

‘せんしん’では晩秋中伐以降は４０／８０区が最大であ

った．３年間の伐採時の収量は‘せんしん’では伐採

深度が浅いほど多くなり，４０／８０区は葉と新梢の合計

収量に関しては５０区や８０区と同等であった．‘しんい

ちのせ’では２００２年と２００３年の合計収量では１１０区が

５０区を上回った．また両品種とも最終年の５０区の収量

の落ち込みが激しかった．３年間の全乾物増加量は両

品種とも伐採深度が浅いものほど高くなり，‘せんし

ん’では５％水準で有意差が検出された．株と根をあ

わせた貯蔵器官の乾物重量も同様の傾向であったが，

‘せんしん’の４０／８０区は５０区と８０区を上回った．両

品種とも３年間の受光日射量と乾物増加量は直線関係

を示し，貯蔵器官への乾物蓄積には晩秋中伐以降の受

光日射量が重要であるものと推察された．また毎年安

定した収量を得るためには，晩秋期に深切りせず貯蔵

器官への乾物蓄積を促進させることが重要であるもの

と推察された．

３�３節 クワ乾物生産と乾物分配のモデル化と予測

前節までに生育気温を異にするクワ個葉の光合成速

度と葉温の関係，伐採強度を異にする桑園の乾物生産

力と受光日射量の関係を明らかにした．本節ではこれ

らの結果に基づいて将来的なクワの収量予測技術の開

発に資する目的で，伐採強度を異にする普通桑園のク

ワ乾物生長予測モデルを構築した．さらに枝葉と貯蔵

器官への乾物分配の予測モデルも構築した．

材料と方法

供試材料，栽培方法，伐採方法は前節と同様のもの

であったが，モデル構築に使用したデータは品種‘せ

んしん’のみであった．本節ではまずクワの乾物生長

モデルを構築し，その後その結果に基づいて乾物分配

モデルを構築した．モデルのパラメータは実測値との

誤差が最小となるようマルカート法を用いて逐次計算

で求めた．

結果

乾物生長のモデル化

前節で報告したようにクワの乾物生長は生育期間中

の受光日射量と高い相関関係を示した．一方，クワの

乾物生産には温度要因も影響する．１�１節では乾物生
長速度および枝条伸長生長速度が気温の上昇とともに

増加することを示し，３�１節ではクワ個葉の光合成速
度の最適葉温がクワの生育気温によって変わり，生育
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気温が２０℃以上の温度域ではクワ光合成速度の最大値

に差は見られなかったが，１５℃条件下で生育したクワ

の光合成速度の最大値は２０℃以上の条件下のクワに比

べて低くなった．このような結果から，２０℃以上の条

件下では乾物生長速度の生育気温の上昇に伴う上昇

は，枝条伸長生長速度の上昇によるものであるが，２０℃

以下の条件ではこれに光合成速度の温度依存性の効果

が加わるものと推測される．すなわち，低温域ではク

ワの乾物生長が枝条の生長に伴う受光日射量の変化の

みではなく，生育気温によっても影響されることが予

想される．そこで２つのモデル式，すなわち乾物生長

を受光日射量のみで表す式（１），および受光日射量と

気温によって表す式（２）を考案し，両モデルの推定値

と実測値との誤差の違いから両モデルを比較した．

前節の結果に従って乾物生長は受光日射量に比例す

るものとした．式（２）における乾物生長と気温の関係

は，３�１節の生育気温と光合成速度の関係を参考にし
て，気温がある閾値以下では気温と比例するものとし，

それ以上では気温にかかわらず一定であるものとし

た．

ある任意の x日の単位面積あたりの乾物重量 DM

（g m－２）は前日までの乾物重量にその日の乾物増加

重量 ∆DM（g m－２）を加えて以下のように書ける．

DM(x) = DM(x−1) + ∆DM(x)

（１）式ではある任意の x日の単位面積あたりの乾物

増加重量 ∆DM（g m－２）はその日の受光日射量を S

（MJ m－２）とすると以下のように定まるものとする．

∆DM(x) = a1 • S(x) （１）

ここで，a1はクワが単位面積あたりに受光した日射

量を乾物へ変換する日射変換効率を表す．一方，（２）

式ではある任意の x日の単位面積あたりの乾物増加

重量 ∆DM（g m－２）はその日のクワの受光日射量 S

（MJ m－２）と平均気温 T（℃）の関数 f(T)によって次

のように表せる．

∆DM(x) = a2 • S(x) • f(T) （２）

ここで a2は日射変換効率を表し，f(T)は無次元の気

温に関する一次関数で次のように表せる．

f(T) = b2 • ( T − c2 ) + 1 （２－１）

ここで b2と c2はパラメータであり，f(T)の値域は０≦

f(T)≦１である．

堀江・桜谷（１９８５）や Gallagher and Biscoe（１９７８）

のように，多くの作物で受光日射量は門司・佐伯式を

用いて日々の葉面積指数から推定されている．しかし，

広畦で栽培されるクワは，生育期間中の桑葉の空間分

布が門司・佐伯式を用いる場合の前提条件であるラン

ダム分布とは到底みなせないため，日々の葉面積指数

から受光日射量を推定することはできない（伊藤，

１９９５）．実際，増田・高野（１９７９）が，層別刈り取り

法によりクワの吸光係数が生育時期によって変化する

ことを示している．あらゆる桑園の乾物重量を予測す

るためには，クワの受光日射量を容易に予測する手段

の確立が望まれるが，現状ではそのような手段がない

ため本報告では前節で用いた実測した値を用いた．す

なわち福井・伊藤（１９９９）の方法に倣って，実測した

日射受光率と最長枝条長の関係から日々の受光日射量

を推定した．

各モデルの推定したパラメータ値と実測値との誤差

を表２３に示した．モデル（２）式が（１）式に比べて誤差が

９％少なくなった．この結果を踏まえ本報告では乾物

生長モデルとして（２）式を採用し，クワの乾物生長を

受光日射量と気温の関数として推定することとした．

乾物分配のモデル化

前節で報告したように，晩秋期の伐採強度が強けれ

ば貯蔵器官への乾物蓄積が少なくなり，その結果次年

度の乾物生長は伐採強度が強いものほど低下するもの

と推察された．従って，貯蔵器官である株と根，およ

び収穫部位を含む貯蔵器官以外の部位（以下，枝葉）

との乾物の分配を定量化することは，次年度の乾物生

表２３．乾物生長および乾物分配モデルのパラメータの推定値とモデルによる乾物重の推定結果の RMSE．

モデル式 パラメータ 採用した関係式 RMSE（g m－２）
（１） a１（g m２ MJ－１） ８７�０

０�８３１
（２） a２（g m－２ MJ－１） b２（℃－１） c２（℃） ８１�７

０�８７１ ０�０１９１ ２１�０
（３） a３（g day cm－１ m－２） b３（cm－１） ∆DMshoot（n）の式 １３１�８

３�２４ ０�００５７８ （３－１a）
（４） a４（g day２ cm－２ m－２） b４（cm－１） ∆DMshoot-v（n）の式 ５８�３

１�３７ ０�００３４４ （４－１b）
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長予測には必要な情報であり，クワの収量予測技術を

開発する上で重要な要素であると考えられる．また，

収穫されるのは枝葉のみであるため，収量予測モデル

への利用という面からも，枝葉と貯蔵器官への乾物分

配を予測することは重要なことである．ここでは，先

に構築した乾物生長モデルの結果を基に乾物分配モデ

ルを構築することとする．

加藤ら（１９８４）は春蚕期の新梢葉量が最長枝条長と

密接な関係にあることを示し，秋山（１９７２）は夏秋期

の収量と最長枝条長の関係が深いことを言及した．そ

こで枝葉の乾物生産量については最長枝条長によって

決まるものと仮定し，枝葉乾物生産量を最長枝条長の

関数として表すことで，クワ乾物生産量の枝葉と貯蔵

器官への分配を決定することとした．表２４に各年の処

理区別に，夏切時は最長枝条の単位枝条長あたりの単

位面積あたり全新梢乾物重量を，晩秋期の中伐時は最

長枝条長から伐採高を減じた枝条長の単位枝条長あた

りの単位面積あたり全収穫枝葉乾物重量を示した．こ

の表から分かるように，夏切時と晩秋期の中伐時では

単位枝条長あたりの乾物重量が大きく異なる．これは

夏切基部伐採前では休眠芽が空間に広く分布している

ため各新梢の発育も旺盛となるが，夏切基部伐採後で

は休眠芽が株に集中しているため各新梢間の生長競合

が激しく発芽後生長停止する新梢が数多く出現するた

めである．従って新梢の乾物生長を最長枝条長の関数

として表す場合，夏切前と夏切から晩秋期の中伐まで

の両者の関係を１つの式で表すことはできない．

夏切以降に関しては２度中伐を行う４０／８０区を除く

と，全ての年で５０区が単位枝条長あたりの乾物重量が

最大となった．これは枝条の基部ほど単位枝条長あた

りの枝の乾物重量が重くなるため当然の結果といえ

る．しかし，８０区と１１０区では２００２，２００３年で値にそ

れほど差はなく，また夏切基部伐採以降は基本的に全

ての区で枝条の展開は同一であるため，新梢の伸長生

長部位への乾物分配速度は，処理区によらず最長枝条

長の伸長速度によって決まるものと仮定する．一方，

夏切前に関しては前年の残存古条の高さが全処理区で

同じ１１０cmである２００１年に関しては，処理区間差に

大きな違いはなかったが，前年の古条の高さが異なる

２００２年と２００３年では，伐採深度の浅いものほど最長枝

条の単位枝条長あたりの乾物重量が重くなった．これ

は前年の残存古条長が長いほど個体あたりの芽数が多

くなり新たに伸長する新梢数もまた多くなるためであ

る．そこで夏切前は，新梢の伸長生長部位への乾物分

配速度は，最長枝条長の伸長速度に任意の係数を乗じ

たものによって決まるものと仮定した．２００１年に関し

ては，夏切前の全ての処理区の単位枝条長あたりの乾

物重量の平均を，晩秋期中伐時の５０，８０，１１０区の単

位枝条長あたりの乾物重量の平均値で除したものをそ

の係数とした（表２４）．２００２，２００３年に関しては，年

ごとに夏切時の単位枝条長あたりの乾物重量を，晩秋

期中伐時の５０，８０，１１０区の単位枝条長あたりの乾物

重量の平均値で除すことで，それぞれの処理区につい

ての係数を算出し，２００２年と２００３年の処理区ごとの平

均値を求め処理区ごとの係数とした（表２４）．以上の

ような方法で収穫時期，伐採高の違いによって生じる

枝葉乾物と最長枝条長の関係の違いを係数によって表

すことで，両者の関係を示す関数を１つの関係式で表

すこととした．

貯蔵器官への乾物の蓄積は１�１節で生育気温には依
存しないものと推察した．そのためここでは乾物の貯

蔵器官への分配には気温条件は影響しないものと仮定

表２４．伐採強度を異にする試験桑園の各年各処理区の単位最長枝条長あたりの単位面積あたり全新梢乾物重量および，最長
枝条伸長速度と新梢乾物分配との関係式の係数．

年 ５０区 ８０区 １１０区 ４０／８０区 全平均
５０�８０�１１０
区の平均

最長枝条の単位枝条
長・単位面積あたりの
乾物重（g cm－１ m－２）

２００１ 夏切時 ３�３９９ ３�１３３ ３�５２６ ２�９７７ ３�２５９
晩秋期中伐時 ２�５９９ ２�０４４ １�７７９ １�８７９ ２�１４１

２００２ 夏切時 ４�２９６ ５�４８２ ６�６８４ ５�９５０
晩秋期中伐時 ３�１３９ ２�８４６ ２�９４８ ２�０９２ ２�９７８

２００３ 夏切時 ３�６７２ ４�２４６ ６�０３２ ５�４９２
晩秋期中伐時 ２�５９７ ２�４０５ ２�４２９ １�９４０ ２�４７７

最長枝条伸長速度と乾
物分配の関係を表す係
数

２００１ 夏切前 １�５２２ １�５２２ １�５２２ １�５２２
夏切以降 １ １ １ １

２００２及
び２００３

夏切前 １�４６３ １�７７８ ２�３４０ ２�１０８
夏切以降 １ １ １ １
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し，貯蔵器官への乾物分配は枝葉への乾物分配量によ

ってのみ決まるものと仮定した．

分配モデルを構築する際も２つのモデルを構築し，

より誤差の少ない方を採用した．式（３）で表すモデル

では枝葉への乾物の分配は，日々の最長枝条の伸長速

度によって決まり，貯蔵器官へは乾物全体の増加量か

ら枝葉乾物増加量を差し引いた量が分配されるものと

する．晩秋蚕期の中間伐採までは，ある任意の x日

の単位面積あたりの乾物増加重量 ∆DM（g m－２）は，

枝葉乾物増加重量 ∆DMshoot（g m－２）と貯蔵器官の

乾物増加重量 ∆DMstore（g m－２）に分配され下記の

式で表せる．

∆DM(x) = ∆DMshoot(x) + ∆DMstore(x) （３）

∆DMshootは上記の仮定から，その日の最長枝条

の伸長速度 R（cm day－１）によって下記のように書

ける．

∆DMshoot(x) = a3 • co • R(x) （３－１a）

∆DMshoot(x) = a3 • co • R(x)2 （３－１b）

∆DMshoot(x) = a3 • co • R(x)−2 （３－１c）

ここで，a3はパラメータである．coは生育時期によ

って異なる係数でその値は表２４に示されている．

∆DMshoot(x)と R(x)の関係式は定かではないので上

記の３式のうち最も誤差の小さいものを選択する．

∆DMstoreは（３－１）式を（３）式に代入することによって

求まる．ただし，∆DMshootが ∆DMを上回る日は

∆DMstoreは負の値をとる．晩秋蚕期の中間伐採以降

は，残った枝条長の長さによって ∆DMshoot（g m－２）

と ∆DMstore（g m－２）への乾物の分配率が決まり，

枝葉への乾物の分配量は次の式で表せるものとする．

∆DMshoot(x) = b3 • L • ∆DM(x) （３－２）

ここで b3はパラメータ，Lは残存枝条長を表し，b3・

Lの値域は０以上１以下とする．

一方，式（４）で表すモデルでは枝葉への乾物分配を

さらに二分し，新たに伸長生長する部位と水平方向へ

肥大生長する既存の部位の２つに分割した．従って単

位面積あたりの乾物増加重量 ∆DM（g m－２）は，

∆DM(x) = ∆DMshoot-v(x) + ∆DMshoot-h(x)

+ ∆DMstore(x) （４）

と書ける．ここで ∆DMshoot-vは新たに伸長生長す

る部位への乾物分配量，∆DMshoot-hは水平方向へ肥

大生長する既存の部位への乾物分配量を表す．各部位

への乾物の分配は伸長部位への分配が優先されるもの

とした．伸長部位が必要とする乾物増加量は（３）式と

同様に最長枝条の伸長速度 R（cm day－１）によって

決まるものとし，∆DMshoot-vが ∆DMを上回る日は

その不足分は貯蔵器官から分配される，すなわち

∆DMstoreが負の値をとるものとした．∆DMが

∆DMshoot-vを上回る日は，∆DMから ∆DMshoot-v

を減じた分を ∆DMshoot-hと ∆DMstoreに分配する

ものとする．∆DMshoot-hと ∆DMstoreへの分配比

率はその日の最長枝条長 L（cm）によって決まるも

のとする．以上のような仮定のもとで ∆DMshoot-v，

∆DMshoot-h，∆DMstoreは次式のように書ける．

∆DMshoot−v(x) = a4 • co • R(x) （４－１a）

∆DMshoot−v(x) = a4 • co • R(x)2 （４－１b）

∆DMshoot−v(x) = a4 • co • R(x)−2 （４－１c）

∆DMshoot−h(x) = b4 • L • {∆DM(x)

−∆DMshoot-v(x)} （４－２）

∆DMstore(x) = ∆DM(x)−∆DMshoot-v(x)

−∆DMshoot-h(x) （４－３）

ここで a4と b4はパラメータである．また b4・Lの値

域 は０以 上１以 下 と す る．ま た，（３）式 と 同 様

∆DMshoot-v(x)と R(x)の関係式は（４－１a），（４－１b），（４

－１c）のうち最も誤差の小さいものを選択する．

両モデルとも最長枝条の伸長速度は約１０日ごとの実

測値に基づいて計算し，各調査日間は日々等速で伸長

するものと仮定した．ただし新梢の発芽時は最長枝条

長を１cmと仮定した．夏切り時に全枝葉の乾物重量

が測定できるため，パラメータを推定するための実測

値として，前年の夏切時から当該年の夏切時までの積

算した枝葉乾物重量を用いた．モデルの推定したパラ

メータ値と実測値との誤差を表２３に示した．（４）式が

（３）式に比べて誤差が小さかったため，乾物分配モデ

ルとして（４）式を用いることとした．

モデルによる乾物生産・分配の推定

表２５に各処理区における３年間の全乾物，枝葉乾物，

貯蔵器官乾物それぞれの増加量のモデルによる推定値

と実測値を示した．全乾物増加量の推定値はどの処理

区も実測値と近い値でありその差は実測値の３％以内

の値となったが，これは本モデルがクワの乾物増加量

と受光日射量の直線関係に基づいて構築されたため当

然の結果と言える．試験開始時からの枝葉乾物増加量

のモデルによる推定値と実測値の関係を図３７Aに示し

た．２００１年夏切時の８０区と１１０区，２００３年の夏切り時

の１１０区，試験終了時の５０区以外は推定値は実測値に

近いものであった．また推定値は全ての区で発芽後下
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図３７．Ａ．伐採強度が異なる圃場試験期間中の枝葉乾物重量のモデルによる推定値と実測値の推移．記号は実測
値を表し，実線および破線はモデルによる推定値を表す．Ｂ．モデルによる貯蔵器官乾物重量の年度ごと
の増減を年度始めを０として示した場合の推移．矢印は伐採時期を示す．

表２５．伐採強度を異にする試験桑園の各処理区の全乾物，枝葉乾物，貯蔵器
官乾物それぞれの増加量の実測値とモデルによる推定値．

実測値
（g m－２）

推定値
（g m－２）

推定値の実測値
に対する比率

全乾物増加量 ３３３１�３ ３３１７�５ ０�９９６
５０区 枝葉乾物増加量 ２８３３�０ ２９５５�５ １�０４３

貯蔵器官乾物増加量 ４９８�３ ３６２�０ ０�７２６

全乾物増加量 ３８３９�８ ３９２７�６ １�０２３
８０区 枝葉乾物増加量 ３２２９�７ ３２９０�４ １�０１９

貯蔵器官乾物増加量 ６１０�１ ６３７�２ １�０４５

全乾物増加量 ４５３６�３ ４４３４�７ ０�９７８
１１０区 枝葉乾物増加量 ３６６６�０ ３６０６�１ ０�９８４

貯蔵器官乾物増加量 ８７０�２ ８２８�６ ０�９５２

全乾物増加量 ３６１３�３ ３６５５�８ １�０１２
４０／８０区 枝葉乾物増加量 ２９６５�６ ２９６５�４ １�０００

貯蔵器官乾物増加量 ６４７�７ ６９０�４ １�０６６
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に凸の放物線状に増加した．貯蔵器官乾物重量のモデ

ルによる推定精度は枝葉に比べて劣った（表２５）．こ

れは５０区の推定値が実測値を大きく下回ったためであ

った．枝葉の実測値と推定値の推移からみて，この大

きな差は３年目の夏切以降，モデルが貯蔵器官への乾

物分配を過小評価したため生じたものと思われる．し

かし他の３区の推定値は実測値から７％以内であっ

た．図３７Bにモデルによる貯蔵器官乾物重量の推定値

の増減を年度ごとに年度始めを０として示した．全て

の処理区，全ての年度で夏切り後貯蔵器官乾物重量が

大きく減少するものと推定された．春の発芽後は減少

量は小さく夏切りまでに全ての処理区，全ての年度で

発芽前以上に増加した．４０／８０区では７月の中伐の６

～１２日後に再び減少するものと推定された．晩秋期の

中伐以降は，１１０，４０／８０区で乾物増加速度が早く５０区

で遅くなると推定された．

考察

本節では全乾物生長を予測するために変数として受

光日射量と気温を採用した．構築したモデルでも乾物

生産量の推定値の精度は十分高いものであったが，さ

らに精度を上げるためには葉齢を考慮する必要がある

と考えられる．村上（１９８１a，b）や佐藤（１９８１）の

報告にあるように，桑葉の光合成速度は葉齢の違いに

よって異なり，葉齢の進行に伴って低下することが示

されている．クワの栽培期間中では晩秋期中伐までの

ような新梢が伸長している期間では，どのような伐採

方法でも群落の上部を若い葉が占め下位ほど葉齢が高

くなるため，葉齢の効果は大きくないと考えられる．

一方，新しい葉の展開がなくなる晩秋期の中伐以降に

はその影響が表れるものと推察される．本試験におい

ては４０／８０区は夏切りの約２ヶ月後にさらに中伐して

いるため，他区に比べて生育時期が遅く株から同じ高

さの葉の葉齢が約２ヶ月若い．実際，晩秋期の中伐以

降の残葉は，他区に比べて明らかに新鮮であり光合成

能力が高いものと推察される．仮に光合成能力に差が

ある場合，本モデルでは４０／８０区の晩秋期中伐以降の

乾物生産能力を過小評価し，他の期間を過大評価した

ことになる．Mäkelä（１９８６）や Perttunen et al�（２００１）
の様なより還元的な生長予測モデルでは，光合成速度

そのものに葉齢の効果を加えることで葉齢の効果を容

易に導入できるが，本モデルに葉齢の効果を変数とし

て導入するのは現状では難しい．熱収支法などにより

群落上の光合成速度を測定することで，中伐以降の群

落の葉齢の違いによる光合成能力の差を明らかにし，

日射変換効率を表す係数にこの効果を組み込む必要が

あろう．

圃場条件下での貯蔵器官の乾物重量を調査するには

莫大な労力が必要であるため，これまでに圃場条件下

での貯蔵器官の乾物重量の変遷を調べた報告は，小林

ら（１９７６）や蚕糸試験場が全国４支場で行ったもの（桑

園の太陽エネルギー利用効率研究班，１９８４）などのみ

である．しかも，これらの報告では基部伐採後の桑園

の各器官の乾物重量の推移を調べているのみで，夏切

前の春蚕期の桑園や晩秋期中伐後の桑園における各器

官の乾物重量の推移は明らかにされておらず，年間を

通した貯蔵器官の重量の変遷を知ることは困難であっ

た．従って本モデルでの貯蔵器官の乾物重量の推定値

の変遷は非常に興味深いものである．

小林ら（１９７６）のデータによると基部伐採状態から

枝条伸長生長を開始する春切りクワでは，春の発芽約

１ヶ月後の貯蔵器官の乾物重量は発芽以前に比べて負

の値であり，約４ヶ月後では正の値となっていた．ま

た，夏切りクワでは夏切り基部伐採約２ヶ月半後の貯

蔵器官の乾物重量は伐採以前とほぼ同じ水準であっ

た．小林ら（１９７６）の試験条件に最も近い１１０区の本

モデルによる推定では，基部伐採１ヶ月後では伐採以

前に比べて乾物重量は負の値であり，２ヶ月半から３

ヶ月後にほぼ伐採前の水準に戻る結果となっており，

小林ら（１９７６）のデータとよく一致した結果であった．

従って，本モデルはクワの乾物の枝葉と貯蔵器官への

分配をよく表したものであると考えられる．一方，佐

藤（１９８１）は新梢挿し木苗をポットに植え付けて貯蔵

器官の乾物重量の変遷を調査した結果，基部伐採状態

から約３０日後に貯蔵器官の乾物重量は伐採前の水準に

戻ることを示した．佐藤の結果は小林ら（１９７６）のデー

タや本モデルの結果に比べて，貯蔵器官の乾物重量が

伐採前の水準に戻るのが非常に早い．しかしこの差は

おそらく圃場条件下のクワとポット植えの苗との間の

クワ個体の大きさの違いで生じたものと思われる．一

般に圃場条件下のクワは苗に比べて個体当りの新梢数

は圧倒的に多く，発芽後の貯蔵器官の乾物消費量は苗

に比べてかなり多いことが予想される．そのため前者

では伐採前の水準まで貯蔵器官の乾物重量が戻るのに

より多くの時間を必要とし，両者にこのような差が生

じたものと推察される．

本モデルによる貯蔵器官への乾物蓄積の推定では，
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試験２年目は他の年に比べて春の発芽から夏切りまで

の寄与度が大きく，晩秋期中伐以降の蓄積量を上回っ

た（図３７）．これはこの年の春期の発芽が例年に比べ

て早まったことと，例年に比べて初霜が早く晩秋期中

伐以降の受光日射量が少なくなったためであった．し

かし１年目と３年目の結果は晩秋期中伐以降の期間の

乾物蓄積の寄与度が最も大きいことを示しており，３

年間合計した値を比較した場合も同様であった．また，

貯蔵器官の最終乾物増加重量の処理区間差，すなわち

５０区が少なく１１０区と４０／８０区が多いという傾向（表

２５），もこの期間の乾物蓄積量の区間差と同様であっ

た．従って，前節で貯蔵器官への乾物の蓄積を考察し

た結果と同様，モデルによる推定によっても晩秋期中

伐以降が貯蔵器官への乾物蓄積に重要な期間であるこ

とが示された．

本モデルでは貯蔵器官乾物重量の推定値が５０区で実

測値を大きく下回った．結果でも指摘したように，これ

は２００３年の貯蔵器官への乾物分配予測を過小評価した

ためだと思われる．本モデルでは伸長部位への乾物分

配は最長枝条の伸長速度によって決まるものと仮定し

た．前節で推察したように２００３年の５０区は他区などに

比べて枝条数が少ないと考えられる．このような場合

本モデルでは，最長枝条の伸長速度が同じなら枝条数

が少ない区は枝葉へ過大に乾物が分配されることにな

る．このことが貯蔵器官乾物重量の推定値が５０区で実

測値を大きく下回った原因ではないかと考えられる．

摘要

品種‘せんしん’の夏切普通植桑園に伐採強度を異

にする４つの処理区すなわち，晩秋中伐時に株高

５０，８０，１１０cmで伐採する区と，７月末に株高４０cm

晩秋中伐時に株高８０cmで伐採する区を設け，各処理

区の３年間の乾物増加量のデータからクワ乾物生長・

乾物分配の予測モデルを構築した．クワ乾物生長モデ

ルは日々の桑園の受光日射量と気温を変数として構築

した．モデルによる各処理区の乾物増加量の推定値と

実測値との差は全ての処理区で実測値の３％以内であ

った．一方，クワ乾物分配モデルでは枝葉への乾物分

配を最長枝条の伸長速度の関数として表すことで，枝

葉と株と根で構成される貯蔵器官への乾物の分配を推

定した．５０区を除くと枝葉と貯蔵器官への乾物分配の

モデルによる推定値は実測値をよく表すものであっ

た．５０区のモデルによる貯蔵器官への乾物分配の推定

値は実測値を大きく下回るものであったが，これは試

験３年目の５０区の枝葉への乾物分配を過大評価した結

果であると推察された．モデルによる貯蔵器官の乾物

重量の推定値の推移は，全ての処理区で春の発芽後の

減少量は小さく夏切りまでに発芽前以上に増加し，夏

切り後貯蔵器官乾物重量が大きく減少するものと推定

された．晩秋中伐以降は，１１０，４０／８０区で乾物増加速

度が早く５０区で遅くなると推定され，晩秋期中伐以降

が貯蔵器官への乾物蓄積に重要な期間であると推察さ

れた．
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第４章 総合考察

本研究ではクワ生育の気温・日長・受光日射量に対

する反応を定量的に調査し，その生育反応データに基

づいて最長枝条の枝条伸長生長予測モデル，乾物生長・

分配予測モデルを構築した．枝条伸長生長予測モデル

に関しては，モデルによる予測値をクワの生育指標と

して用いることで，直ちに活用されうるため実用的な

成果といえる．一方，乾物生長・分配予測モデルに関

しても，その適用範囲は限られたものであるが，本モ

デルを用いることでクワの乾物生産能力の予測が可能

であり，今後収量予測モデルへ発展させていくことが

期待される．本章では両モデルの実用的な観点からみ

た活用方法を検証した．

４�１節 最長枝条長と収量の関係

本研究では最長枝条長を用いることで実用的なクワ

の生育予測技術の開発を目指した．これまで秋山

（１９７２）や加藤ら（１９８４）が報告してきたように，最

長枝条長と収量には高い相関関係が見いだされてき

た．そこで，本研究で用いた圃場における最長枝条長

とクワの収量値との関係を検証した．

用いたデータは，最長枝条長の調査桑園と同一桑園

の収量データが存在する，１９９７年から２０００年の農業生

物資源研究所における品種‘しんいちのせ’と‘一ノ

瀬’の夏切桑園のものであった．図３８に上記の桑園の

１９９７年から２０００年までの晩秋期中間伐採時の収量と最

長枝条長の年次変動を示した．１９９７年の‘しんいちの

せ’では他の年に比べて収量の相対値が最長枝条長の

それに比べて高くなったが，これを除くと両品種とも

収量と最長枝条長の年次変動はよく一致した．従って，

最長枝条長を生育指標とすることで収量の増減の目安

となることが本研究に用いた圃場においても成立し

た．一方，本研究で開発した最長枝条長の枝条伸長生

長モデルによる推定値は実測値の年次変動をよく表す

ものであった（図２０，２４，２７）．以上のようなことか

ら，本研究で開発した枝条伸長生長モデルによる最長

枝条長の予測値を，条桑収量を予測するための指標と

して活用していくことも実用的には可能であろう．

４�２節 枝条伸長モデルによる枝条伸長生長の地域間

差の予測

緒言においてクワの生育モデルをクワの生育適地の

選定に活用し得ると言及した．ここでは具体的にどの

ように活用し得るか検証した．

枝条伸長生長モデルと日本各地における気象データ

を用いることで，地域の違いによって生じるクワの生

育状況の違いを予測した．用いた品種は‘しんいちの

せ’であり，予測した地域は表２６に示した全国１３ヶ所，

予測に用いた気象データは１９９７年から２０００年までの４

年間である．夏切桑園を想定し，夏切基部伐採後６月

１日に発芽した場合の９月３０日時点における最長枝条

長を予測した．４年間の予測値の平均は，青森の２３８�
１cmから京都の３１３�７cmまでと地域によって大きく

異なった．枝条長はおおむね南にいくほど高くなるも

のと予測された．表２６には上記期間中の平均気温と９

月３０日時点における GAの平均値も示した． 両者と，

最終枝条長との相関係数はそれぞれ０�９９０と０�９６８であ
り，両者とも高い相関であったが，気温の効果がより

大きいことが明らかとなった．静岡以西の太平洋側の

地域では，最長枝条長は３００cm以上で地域間差も小

さかった．この期間の平均気温が２４℃を超える新潟，

松江でも最長枝条長は３００cmにわずかに届かないだ

けであった．一方，２４℃以下の気温の地域では，気温

の変動による最長枝条長の変動が大きかった．京都と

新潟では平均気温の差が１�９℃で最長枝条長の差が１７�
１cmであったが，新潟とつくばでは平均気温の差が

１�０℃で最長枝条長の差が１９�４cmも生じた．このよ

うに，品種‘しんいちのせ’ではこの期間の平均気温

が２４℃以下になると，気温の低下とともに最長枝条長

の落ち込みも大きくなることが明らかとなった．従っ

て，‘しんいちのせ’では導入地域として６月から９

月までの平均気温が２４℃以上であることが望ましいも

のと思われた．

このように，本モデルを用いてパラメータを決定し

た品種については，その生育特性の地域間差が予測可

能であった．このような地域間差は品種によって異な

ることが予想されるため，あらかじめ各品種のパラ

メータが明らかとなっている場合は，導入品種選定に

際して実際に植付けて検証する前に，選定品種を絞る

ことが可能である．現在行われているクワの育種事業

では，複数の地域において系統の適応性検定試験が行

われている．この試験期間中に各系統の旬別の最長枝
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条長を調査し，そのデータからモデルのパラメータを

決定すれば，育成品種の最長枝条長を地域別に予測可

能となり，その生育特性の地域間差を早期に明らかに

することができる．これを実用化すれば，新品種の生

育適性地の選定が容易になり，新品種の普及に大いに

資することとなろう．

４�３節 伐採時期を異にした場合のクワの生育予測

クワの収穫物は同化器官の葉であるため，生育期間

中であればいつでも収穫可能である．しかし，３�２節
で示したように伐採強度は次年度以降のクワの生育に

大きく影響するため，的確な伐採時期を選択すること

が重要である．ここでは，晩秋期前の収穫時期の違い

によって晩秋期のクワの生育がどのように変化する

か，モデルを用いて検証した．

まず，枝条伸長予測モデル（品種‘しんいちのせ’）

を用いて，９月３０日に最長枝条長が１００，１５０，２００cm

を超えるのに必要な日数をモデルによって求め，地域

の違いによって生じる伐採時期の違いを予測した．予

測した地域は４�２節と同様であり，それぞれの長さに
到達するのに必要な日数を，１９９７年から２０００年まで計

算し４年間の平均値を表２６に示した．どの高さに到達

する場合でも，北の地域ほど必要日数は多くなった．

図３８．農業生物資源研究所の夏切桑園における晩秋中伐時の条桑収量と最長枝条長の推移．

表２６．全国１３ヶ所の気象データと枝条伸長モデルによって計算された，６月１日に発芽したクワの９月３０日時点の最長枝条
長の予測値の１９９７～２０００年の平均値，GAの平均値，期間中の平均気温，ならびに９月３０日時点で最長枝条長が
１００，１５０，２００cmに到達するのに必要な日数の予測値の１９９７～２０００年の平均値．

都市 府県 最長枝条長の予測値（cm） 平均気温（℃） 最終 GA １００cm（日） １５０cm（日） ２００cm（日）
青森 青森 ２３８�１ ２１�０ ０�０４３６ ６５�５０ ８３�２５ １０３�７５
亘理 宮城 ２５３�６ ２１�７ ０�０９２５ ６２�５０ ８０�００ ９８�００
梁川 福島 ２６９�６ ２２�８ ０�１１１８ ６０�００ ７６�２５ ９３�５０
新潟 新潟 ２９６�６ ２４�１ ０�３２４９ ５２�７５ ６８�７５ ８５�００
つくば 茨城 ２７７�２ ２３�１ ０�２０１０ ５８�２５ ７４�２５ ９１�２５
松本 長野 ２６８�３ ２２�５ ０�０７２８ ６０�７５ ７６�７５ ９４�００
静岡 静岡 ３０８�５ ２５�０ ０�４２７８ ５１�００ ６６�５０ ８２�５０
京都 京都 ３１３�７ ２６�０ ０�３９１９ ５０�７５ ６６�７５ ８２�００
松江 島根 ２９９�７ ２４�４ ０�３２７９ ５３�００ ６８�７５ ８５�００
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しかし，各高さに到達するのに必要な日数は各高さに

よって地域差が生じた．すなわち，北の地域ほど高い

枝条長に到達するのに必要な日数は多くなるが，低い

枝条長への到達日数については南北差が縮小した．モ

デルの構造から本モデルは気温が高いと枝条伸長速度

が上昇する．従って，北の地域では気温の高い期間の

日数が少ないため，高い枝条長へ到達する日数が多く

必要になるのであろう．一方，４�２節で９月３０日時点
の最長枝条長が３００cmを超えると推定された地域内

では，各高さに到達する日数がほぼ同様であった．こ

のような結果から，特に北の地域では気温の高い時期

をクワの生育に有効に活用するために，伐採時期は慎

重に決定されなければならず，本モデルは伐採時期を

決定する際に有効利用されうるものと思われる．南の

地域では気温の高い時期が長いためクワの生育時期の

設定の自由度が高い．これらの地域ではつくばよりも

クワ枝条伸長生長が良好であると予測されていること

もあり，むしろ３�２節で示した年３回伐採が有効であ
るように思われる．年３回伐採する場合の伐採時期の

選定には本モデルの活用は有益なものとなろう．

本研究で開発したクワ乾物生長・分配モデルは，３�
２節の試験にのみ基づいて構築したため，伐採高が異

なる桑園に用いることができないなど，その適用範囲

は限られるが，基部伐採後の乾物生長は本モデルを用

いて十分予測可能である．そこで，このモデルを用い

て，基部伐採時期が変わった場合に晩秋中伐時の枝葉

乾物重量がどのように変化するかを，宮城，福島，鹿

児島の各蚕業試験場とつくばの気象データを用いて予

測し，最長枝条長と枝葉乾物重量の推移の相違を検証

した．

乾物生長・分配モデルは品種‘せんしん’について

のみパラメータが決定されているが，‘せんしん’に

ついては枝条伸長モデルのパラメータは求めていな

い．乾物生長・分配モデルには枝条伸長データが必要

であるため，このままでは乾物生長の予測ができない．

そこで枝条伸長モデルのパラメータについては‘しん

いちのせ’のものを用いることで，仮想的に枝条伸長

生長は‘しんいちのせ’で，乾物生長については‘せ

んしん’であるようなクワを想定して，６月から８月

まで毎月１日と１５日に発芽したクワの，９月３０日時点

の最長枝条長と枝葉乾物重量がどのようなものとなる

か，モデルおよび１９９７～２０００年の気象データを用いて

予測した．６月１日に発芽したクワの９月３０日時点で

の最長枝条長もしくは枝葉乾物重量の４年間の平均値

に対する，各発芽日から発芽したクワの９月３０日時点

での最長枝条長もしくは枝葉乾物重量の４年間の平均

値の比率を図３９に示した．全ての地域において発芽時

期が遅くなると，９月３０日時点の最長枝条長，枝葉乾

物重量はともに低下するが，枝葉乾物重量の低下程度

は最長枝条長のそれを上回った．枝葉乾物重量は収量

その物ではないが，枝葉乾物重量の推移は最長枝条長

よりも収量の推移により近いものと考えられる．従っ

てこの結果から，最長枝条長を生育指標としてクワの

生育予測をした場合，最長枝条長の変化率と収量の変

化率が異なり，最長枝条長の低下率に比べて収量の低

下率はより大きくなるものと予想される．枝条伸長予

測モデルを用いて生育予測する際には，この点に注意

する必要がある．

４�４節 乾物生産モデルの樹体管理への適用

クワの収量は伐採高，伐採回数，伐採時期を変える

ことで容易に調整できる．しかし，第３章でも示した

ように，伐採強度が強くなると樹勢が低下し次年度以

降の収量が落ちる．従って，毎年安定して高収量を得

るためには伐採方法を的確に決定しなければならな

い．そこで，第３章で構築した伐採強度および伐採回

数を異にする桑園でのクワ乾物生産・分配予測モデル

を用いて，的確な伐採強度と伐採回数をどのように決

定するべきか考察した．

クワの収量は以下の式で表わすことができる．

収量 ＝ k × 最大可能収量

ここで収量とは伐採して得られる条桑収量，最大可能

収量とは株を除く枝葉重量すなわち基部伐採した時に

得られる条桑収量，kは伐採高と収量との関係を表わ

す係数である．収量を上げるためには kの値を上げ

る，もしくは最大可能収量を上げる必要がある．慣行

栽培法の夏切桑園においては，k値は晩秋期の深切り

によって上昇するが，深切りは樹勢の低下による次年

度のクワ生育の低下，すなわち最大可能収量の低下を

まねく．従って，毎年安定して高収量を得るためには，

k値と最大可能収量が最適値となるように伐採高を決

める必要がある．本研究のモデルでは乾物重量の予測

のみ行ったため，ここでは生重量ではなく乾物重量を

用いて考察する．モデルによって推定される年間の枝

葉乾物重量すなわち最大可能乾物収量と，条桑乾物収

量に関する k値の試験２年目と３年目の値は表２７の

ようであった．収穫年の違いによって最大可能乾物収
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量は大きく変動し，５０区と８０区の１１０区に対する比率

は３年目が２年目に比べて大きく低下した．一方，k

値は年による変動が小さかった．特に５０区の k値は

３年目の方が大きく，２年目に比べて３年目の収量を

増加させる効果があることを示した．従って，試験３

年目の５０区と８０区の収量の落ち込みの理由は主に最大

可能乾物収量の低下に帰せられ，樹勢の低下は k値

に影響しないものと思われた．

３�２節で指摘したように，クワの初期生長が貯蔵養
分に大きく依存していることが報告されている（佐

藤，１９８１；佐藤・大山，１９７４）．試験３年目の５０区と

８０区は貯蔵養分が少なく樹勢が低下し初期生長が劣っ

たため，最大可能収量の低下をまねいたものと考えら

れる．最大可能収量を大きくするためには，貯蔵器官

への乾物蓄積量がある程度確保されなければならな

い．３年目の５０区と８０区の収量の落ち込みについては，

夏切時よりも晩秋中伐時の落ち込みが大きかったこと

から，モデルによって推定される夏切から晩秋中伐ま

での枝葉乾物重量と前年の晩秋中伐から夏切までの貯

蔵器官への蓄積乾物重量の関係について考察する．両

者の推定値は表２７の通りであった．枝葉乾物重量は２

年目では５０，８０，１１０区間で差はみられなかったが，３

年目では５０，８０区が１１０区に比べて小さくなり樹勢の

低下による生育の低下が示された．一方，貯蔵器官の

蓄積乾物重量は２年目，３年目とも処理区の違いによ

る差があるが，その絶対量は２年目が上回った．ただ

図３９．宮城，福島，つくば，鹿児島での６～８月まで各月１日と１５日に発芽したクワの９月３０日時点における最長枝条長と
枝葉乾物重量をモデルによって予測し，１９９７～２０００年までの平均値を求め，６月１日に発芽したクワの最長枝条長と
枝葉乾物重量に対する，他の日に発芽したクワの最長枝条長と枝葉乾物重量の比率を示した．

表２７．３�３節の伐採強度を異にする試験桑園の各処理区のモデルによって計算される２年目と３年目の最大可能乾物収量，
条桑乾物収量の最大可能乾物収量に対する比率 k，夏切から晩秋中伐までの枝葉乾物重量，前年晩秋中伐以降夏切ま
での貯蔵器官蓄積乾物重量，葉と新梢乾物収量の最大可能乾物収量に対する比率 k，それぞれの推定値．

最大可能乾物収量
（g m－２）

条桑収量の k 夏切から晩秋中伐までの
枝葉乾物重量（g m－２）

前年晩秋以降夏切までの貯
蔵器官蓄積乾物重量（g m－２）

葉と新梢の k

処理区 ２年目 ３年目 ２年目 ３年目 ２年目 ３年目 ２年目 ３年目 ２年目 ３年目
５０ １１２３�８ ８８５�２ ０�８６７ ０�８８７ １００２�４ ８０２�４ １２４�１ ３９�０ ０�４８４ ０�４５０
８０ １２４０�３ １０００�９ ０�８３５ ０�８２６ １０２６�６ ８３４�７ ２１３�５ １３６�７ ０�４５９ ０�３８３
１１０ １３６７�３ １１９２�４ ０�７９６ ０�８２０ １０１９�３ ９１５�７ ２７７�８ １５６�２ ０�４４０ ０�３６９
４０／８０ １１２７�８ ９２１�１ ０�７６９ ０�７９５ ８６３�８ ７１７�０ ３２１�２ ２０６�８ ０�４６０ ０�４１１
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し５０区の試験全期間を通じた貯蔵器官の乾物増加量の

モデルによる推定値は約２７％過小評価されている．３

年目の５０区と８０区以外については伐採による樹勢の低

下が生じていないと思われるので，枝葉乾物重量と蓄

積乾物重量の関係から，３年目の８０区と１１０区の蓄積

乾物重量値の間に，夏切以降のクワの生育が低下し始

める蓄積乾物重量値が存在するものと推定される．仮

にこの推定が正しいとするならば，本試験の３年目の

ように前年の初霜が早く，貯蔵養分が十分に蓄積され

ていない場合には，春蚕期の飼育時期を遅らせること

で貯蔵養分量を確保し，夏切以降のクワの生育低下を

防ぐことが可能である．また，夏切時点で貯蔵器官へ

の乾物蓄積が十分なされていないと予測される場合

は，晩秋中伐時に伐採強度を弱めることで次年度以降

の樹勢の低下を防ぐことも可能である．

年３回伐採を行った４０／８０区では条桑乾物収量の k

値が他区に比べて小さく，また３回伐採による短い生

育期間のために最大可能乾物収量も小さくなることか

ら，総収量では５０区や８０区に及ばなかった．しかし，

新梢葉量については両区とそれほど違わなかった．こ

れは収量を条桑ではなく葉と新梢に限定した場合の k

値が相対的に他区に比べて高くなり，その値が５０区に

は及ばないが８０区よりも上回ったためである（表２７）．

年３回伐採では枝条の生育期間が短く枝が他区に比べ

て細いため，k値にこのような違いが生じたものと思

われる．また，４０／８０区では貯蔵器官への乾物蓄積も

十分行われるため，試験３年目の５０区や８０区のように

生育低下が起こらず，最大可能収量の低下を最小限に

止めたものと推察される．年３回伐採の４０／８０区では，

条桑収量だけでなく新梢葉量についても１１０区に比べ

れば劣るが，伐採回数が増えることにより蚕の飼育時

期の設定の自由度が増し，また，樹勢の低下による最

大可能収量の低下も起こらず毎年安定した収量を確保

できるなど利点も多いため，５０区や８０区のような晩秋

に深切りする２回伐採法に比べて，より有効な栽桑技

術と考えられる．今後，この３回伐採方法の活用が期

待される．
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Summary

Studies on modeling and prediction of mulberry

growth processes

Fukui Kuniaki

Since the number of silkworm rearing times

has increased in resent Japanese sericulture, mul-

berry cutting time have become various. However,

stable yield of mulberry shoots has to be got in the

cultivation situation, and cutting time has to be

decided appropriately. For appropriate cutting,

mulberry growth need be evaluated after cutting.

Therefore, the author intended to construct a way

of prediction of mulberry growth in this study.

For prediction of mulberry growth, shoot

growth and dry matter growth of mulberry were

simulated by mathematical models. The former

was constructed for early building up as practical

technique, and the later was done as base tech-

nique for a shoot yield prediction.

At first, the author investigated relationship

between temperature and mulberry growth, and

between photoperiod and growth (Chapter 1).

Based on the results, shoot elongation and leaf ap-

pearance models of the longest shoot were con-

structed (Chapter 2), and dry matter production

model was made up (Chapter 3). At last, how to

apply the models to the mulberry cultivation was

discussed (Chapter 4).

Chapter 1 Effects of temperature and photop-

eriod on mulberry shoot elongation and leaf

appearance

1.1 Effects of temperature on mulberry shoot

elongation, leaf appearance and dry matter

production

To investigate mulberry growth response to

temperature, mulberry saplings were grown at

various temperature conditions in phytotrons un-

der natural sunlight. At constant temperature con-

農業生物資源研究所研究資料 第６号（２００７）

７０



ditions, shoot elongation rate increased with tem-

perature increase from 20℃ to 28℃, while leaf ap-

pearance rate increased from 20℃ to 32℃. At diur-

nally fluctuating temperature conditions, both rate

depended on daily average temperature in spite of

difference between day and night temperature.

Also, shoot dry matter increased with temperature

increase from 20℃ to 28℃, while dry matter of

stump and root was independent of growth tem-

perature.

At 35℃, mulberry saplings were injured and

developed malformed leaves. This injury appeared

in parts developing during the treatment but not

in parts developing before the treatment. The de-

gree of injury depended on the developmental

stage of each part at the beginning of the treat-

ment. Leaves unfolding during the treatment be-

came remarkably mosaic and malformed. In next

spring, the shoots sprouted from the lateral buds

which were formed at 35℃ developed malformed

leaves.

1.2 Changes in shoot elongation rate and leaf

appearance rate with growing

Potted mulberry plants were grown at con-

stant temperature and photoperiod. Shoot elonga-

tion rate increased until about 50cm shoot length.

After that, its rate became constant. Shoot length

at which the rate reached saturated values de-

pended on growth temperature. The higher tem-

perature, the longer the length became at which

the rate reached saturated values. Leaf appearance

rate was almost constant in spite of any degree of

vegetative growth.

1.3 Interactive effect of photoperiod and tem-

perature on mulberry shoot elongation

Potted mulberry plants were grown in phy-

totrons under natural sunlight, and their shoot

growth response to temperature and photoperiod

was investigated. A short photoperiod caused ces-

sation of shoot growth, and this effect was promi-

nent at 20℃. On the contrary, temperatures higher

than 24℃ activated the growth activity for mul-

berry shoot growth.

Opposite effects of short photoperiod and high

temperature on the shoot growth might have

brought about periodical increase and decrease of

shoot elongation rate for individual mulberry plant

.

Chapter 2 Modeling mulberry shoot elonga-

tion and leaf appearance

2.1 Modeling temperature effect on mulberry

shoot elongation and leaf appearance

Potted mulberries were grown in temperature-

controlled phytotrons and their shoot elongation

and leaf appearance were simulated by mathe-

matical models. The shoot elongation rate in an ar-

bitrary day was decided by growth temperature

and shoot length in that day in the shoot elonga-

tion model, while leaf appearance rate in an arbi-

trary day was decided by growth temperature in

that day in the leaf appearance model. Shoot

length and appeared leaf number were calculated

by summation of shoot elongation rate and leaf ap-

pearance rate of each day in experimental period.

Shoot length and leaf number estimated by the

models were in concurrence with the actual meas-

ured values.

2.2 Modeling photoperiod effect on mulberry

shoot elongation

Potted mulberry plants were grown in phy-

totrons under natural sunlight, and the effect of

temperature and photoperiod on the cessation of

mulberry shoot elongation was simulated in a non-

linear regression model. Temperature had two ef-

fects on mulberry shoot elongation. One was to

control the growth activity (GA) of mulberry shoots

apex. The other was to determine the potential

rate (PR) of shoot elongation, which is realized at

the maximum growth activity under a given envi-

ronmental condition. Shoot elongation rate was de-
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scribed as product of GA and PR. GA is dimension-

less and ranges from 0 to 1. GA and PR were rep-

resented by functions of temperature and photope-

riod, and temperature, respectively, The values of

shoot length estimated by the model differed some-

what from the measured values in some plots,

most likely because the timing of shoot growth ces-

sation differed with the year. However, on the

whole, shoot length estimated by the model seems

to fit the measured values well.

2.3 Modeling mulberry shoot elongation and

leaf appearance in field condition

The shoot elongation rate and leaf appearance

rate were decided by the product of growth activity

(GA) and potential rates (PR). GA and PR of shoot

elongation rate were determined by temperature,

photoperiod and shoot length, and temperature

and shoot length, respectively. GA and PR of leaf

appearance rate were determined by temperature

and photoperiod, and temperature, respectively.

Model parameters were estimated by an iterative

method using five-year mulberry growth data. The

values calculated by both models were similar to

the measured values and represented annual fluc-

tuation well. These models also showed good esti-

mation of data, which were not used for determin-

ing parameters. Therefore, it seems that these

models well represent mulberry vegetative growth

response to temperature and photoperiod, and are

practical.

2.4 Application of a prediction model of mul-

berry shoot elongation to wide area

A prediction model of shoot elongation was ap-

plied to wide area in Japan, and its fitness was

evaluated. Parameters of the model were deter-

mined for shoot elongation data of three cultivars

(‘Ichinose’, ‘Kairyou-nezumigaeshi’ and ‘Shin-

ichinose’) in four prefectures, Miyagi, Fukushima,

Ibaraki and Kagoshima. When maximal potential

rate (PRmax) , which means maximal shoot elonga-

tion rate, was determined independently for all

prefectures, standard errors of the models were

about 9 cm for all cultivars. Fitted values by the

models represented annual fluctuation well. The

models also showed good estimation for data which

were not used for determining parameters. There-

fore, it seems that the shoot elongation model can

be applied to wide area in Japan, practically.

Chapter 3 Modeling and prediction of mul-

berry dry matter production processes

3.1 The effects of growth temperature on the

relationship between the photosynthetic rate

of mulberry leaves and leaf temperature

Potted mulberry trees were grown in various

temperature ranges from 15 to 34℃ in phytotrons

under sunlight. I investigated their leaf photosyn-

thetic response to leaf temperature change in each

growth temperature plot. The photosynthetic re-

sponse to leaf temperature depended on growth

temperature conditions. The further away leaf tem-

perature was from the optimum temperature for

photosynthesis, the more leaf photosynthesis rate

decreased. The optimum photosynthetic leaf tem-

perature increased linearly with an increase of

growth temperature in constant growth tempera-

ture conditions. In fluctuating growth temperature

conditions, the relationship between day growth

temperature and optimum photosynthetic leaf tem-

perature was in accordance with this linear rela-

tionship. The maximum photosynthesis rate at the

optimum leaf temperature was almost the same as

when mulberry grew in higher than 20℃ growth

temperature conditions. Stomata conductance in-

creased with an increase of growth temperature.

When leaf temperature increased to optimum tem-

perature, the leaf photosynthesis rate increased

with a decrease of stomata conductance. Therefore,

the increase of the photosynthesis rate was due to

activation of carbon dioxide fixation system by leaf

temperature increase.
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3.2 A relationship between amount of inter-

cepted solar radiation and dry matter pro-

duction for field mulberry pruned at various

height.

To clarify the ability of dry matter production

for field mulberry pruned at various height, the re-

lationship between dry matter production and

amount of intercepted radiation was investigated

in a mulberry field.

Cultivars ‘Senshin’ and ‘Shin-ichinose’ were

planted in 2000 at inter-row and inter-plant dis-

tances of 2.0 and 0.6 m, respectively. Experimental

period was from 2001 to 2003. All experimental

plots were pruned at the base in late of May. Sen-

shin plot 50, 80, 110 and Shin-ichinose plot 50, 110

were cut in early of October at 50, 80, 110, 50 and

110 cm height from the stumps, respectively. Sen-

shin plot 40/80 was cut in late of July at 40 cm

height and in early of October at 80 cm height.

The higher the cutting height became, the

more intercepted radiation became. After cutting in

October, the amount of intercepted radiation was

the most in 40/80 plot of Senshin. The higher the

cutting height became, the more shoot yield in ex-

perimental period became. The sum of three years’

yield of young shoots of plot 40/80 in May and of

leaves in July and October were as much as of 50

and 80 Senshin plots. Yield of both cultivars 50

plots decreased in 2003 remarkably. The higher the

cutting height became, the more all dry matter

production during experimental period became,

and a significant difference at 5% level was de-

tected in Senshin cultivar. Dry matter of stump

and root was also the most in 110 plots. Dry mat-

ter of stump and root of the 40/80 plot was more

than of the 50 and 80 plots. The relationship be-

tween the amount of intercepted solar radiation

and dry matter increment in the experimental pe-

riod was linear. Intercepted radiation after cutting

in October was supposed to be important for dry

matter accumulation to stump and root. To get sta-

ble yield annually, it is important to leave enough

shoot length at cutting in October and to promote

dry matter accumulation to stump and root.

3.3 Modeling and prediction of mulberry dry

matter production and dry matter division in

field conditions

Mulberry dry matter production and dry mat-

ter division were simulated by mathematical mod-

els with dry matter growth data of ‘Senshin’ culti-

var in previous paragraph. Daily intercepted radia-

tion and average temperature were variables in

the dry matter production model. Differences be-

tween measured values and estimated values by

the model were less than 3% for all experimental

plots. In the dry matter division model, dry matter

division to newly developed shoots was represented

as a function of the longest shoot elongation rate,

and dry matter division to shoot and to storage or-

gan was simulated. Except for the 50 plot, the esti-

mated values of dry matter division were similar

to the measured values. The dry matter division in

storage organ in the 50 plot was underestimated

remarkably due to overestimation of the dry mat-

ter division in shoot in 2003. Estimated dry matter

weight of the storage organs by the model de-

creased slightly after spring sprouting in all plots

and, before cutting in June, exceeded the weight at

spring sprouting. The model estimated the weight

of the storage organ decreasing steeply after the

cutting in June. After the cutting in October, the

model estimated rapid dry matter accumulation in

the storage organs in the 110 and 40/80 plots and

slow accumulation in the 50 plot. Therefore, the

period after cutting in October was supposed to be

important for dry matter accumulation in storage

organs.

Chapter 4 Discussion

4.1 A relationship between the longest shoot

length and yield

Mulberry yield had strong correlation with the

longest shoot length in this article, as like previous
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reports. This relationship will be used for mulberry

yield prediction.

4.2 Prediction of shoot growth variation

among areas by the shoot elongation model

Shoot elongation growth of ‘Shin-ichi’ cultivar

from June to September was calculated in 13 pre-

fectures by the shoot elongation model. Estimated

shoot length depended on growth average tempera-

ture at that period. Since sensitivity of shoot

length to temperature was small at areas above 24

℃, this cultivar is supposed to be suitable for such

areas. According to such a way, appropriate areas

for mulberry cultivars will be able to be decided by

the model.

4.3 Prediction of mulberry growth after cut-

ting at various time

Mulberry growth after cutting at various time

was predicted by the shoot elongation model and

the dry matter production model. Both of shoot

elongation and dry matter production were pre-

dicted to decrease at later cutting. However, a de-

gree of the decrease in dry matter production is

was larger than in shoot elongation.

4.4 Application of dry matter production

model to mulberry cultivation

Mulberry yield is described as product of

newly developed shoot weight and a coefficient

which was decided by cutting height. In low yield

mulberry field by low cutting height, the former

was depressed but the later did not change.

A low amount of dry matter accumulation to

storage organ in low cutting height mulberry was

supposed to relate to depression of vitality of mul-

berry tree. Therefore, cutting height can be decided

rationally by predicted amount of dry matter in

storage organ by the dry matter division model.
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