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稲種子の低温発 ZFFEに関する研究

治 3i<1i 傾向の登熟度および!げ蔵が精子ーの

仮 i侃発井一一 i生に及ぼす影響~

学 弘柘 .l~~:J橋高右衛門

(~ヒ海道大学民学ì'\i\n 有!学教史)

Stuclies on the germinability of rice seecls at low temperature 

3. Effect of maturity and storage treatment of rice seeds 

on the seed germinability at low temperature. 

Hong Suk LEE and M. T AKAHASHI 

(Faculty of Agriculture， Hokkaiclo University， Sapporo， Japan) 

Receivecl July :¥1， 1969 

1 緒
号ι
日間

的の附 h.t乏的役 1;也11¥1でl況にそのIj{;(主活見 ijE力てどれ

すること， ，1Ii.:二桶 fとLてはlりI¥mlに収慢するのが貯ま

L いことカ引lられている。 iiIf.型fl)I土木然的 fの発見fiニlilt

純11¥¥;1，~，~があり，その l~t，ぷ時!91i土 IHJ 化後 25~:l5 11ヵ、j白、行

であること，士山出会した。 L7うるし， ニれは収穫 11' (1乏の J~?llIi

JC応YI'.~(，JMペたもので，休IU(I'I;こ対する配!台1工払われて

L りふり、ものと iιわれる。'(刊.fif'，'度の{f}~~仰を ~íiltJl[; ~I\j'

此 L ，従って 1..t: 11氏 It!!.Y:は)lt)c~YI のほとんどなくなった

熟度およひItj'岐によるi出1111.)1色牙ド!の一般的なJH移七品jべ

たので，その概'i.l'ーをニこに被告する。

2 試験材料および方法

1) <UM'，'度と IL~ ìI"")c .!J:.j 'I: との関係を調べるのに用い

られた仏陀は，低Ull\.Jé-~凶の科度に本づいて選定された【

(1)没 J主 (2)~t i
I
 

Y
 

日
以

(4);J( 11 陥 (5)ユーカラ (6)水原 82号

(7)新 栄 (8)ポノレトガノレ (9)ササホナミ

(10) Chinmen-toemen-hongmi 

状態で、低(はたえけを ， J，'，lべ fニ品け~\土今のとニん見 λ，/1 ら の 10のil川Fである。これら，¥，'.f.nは， 1967年4)j24 1Iお

，'(い。 よひ 5) ] :l LI i二冷休日代に始的， 5)j29 11および 6)]5 

frlif中fの11j"1:長iニ11'う fとえのw移Jおよび寿命iニつL、ては IJ i こ11':よ 1 本 llJ! として司北海辺大学民学;';~;附属医I誌の水

いくつ泊、の出行がある。これらのiihれは， ~、ずれも ltj')i:主 Illi二'人じIlr¥された。 作品舶は 1¥'<: 22~ :l:l 株として 3 区制

による完封:1'1:の交化iニ品開1:¥1;干のあるニとを ':~Ii ~!_Î' してい の乱i鬼il;て、配lC{され， rUi'¥il;i土1"J¥!I)lにおげる「土地，q)t稀法

る。 t'，";j怖4)':工ln'，iルl'の条1'¥として， i~，~)えよりも illl\. J~支が，n ニキーじた o ;ltM 伐材料は肉11財判官1により各区において全11;

咲な'i.l' I)~であるニと会，また/ì乙松 10) は WPlltj')i'Rによるだ の :l分の 211¥隙した 11をHII隙!VIとL，九日1純について山

/よけの{氏ド(土品簡のI-*IIKIてtf'，')えと-1'士しないニと合r，jFJ，，' ~!S!9Hを 2011 から 501lj乞 5 L111¥II¥Mの 7回にわたり，主科

しさら に1削fill)はIn'，i:主によって的籾の低n，lJClf l'上が l~lJ および :1'，~!.\lt)Jの主科 i こji，!\する主主fi.'，jの泌をほ1\;1.しこれを

卜ーされるニと合，;'Gべている o'.;v，: r，らも第 1(12)において 何仰のな熱射度としたo t糾1刷、はまJf's'j¥二入れjill主で充分

問 fのliijll十として， {L~ìl，，: )c!.fl'lと最もl立11系の深い要問の に乾燥させたのち， I}~ ;，a;，こ亜鉛似をはりf.1けたtrii二入れ

」つは-!i'!tilllflのIXi')i支であろうことを指摘した。 実験主I}-jに lfi'故 L，1968年九-4)Jに発見式験を実抱

このよう，'(lü~ 川二おいて持者らはのf 先材料の11刈放い Ltニ。

の.1-.での合翌日(!サなl以f受!tJ1および t~tl.c n!jltl]， !tj'，i:主1tJlIttJおよ

ひ!tj'，i:長条1'1々 とを1リ]らカサこすると共i二，実際場面におい

てiはも低似た1f1生の正:jまる条1'1をli'{l認 L，併せて同:仰の

:2) lti'政ぷ~~;二{共試した品 Hfl 工

(1)受 J主 (2)北 斗 (3) 11111辰早生

(4)ユーカラ (5)ササホナミ (6) A~ ひひき
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I}) Chinmen-toemen-hongmi 

の7r\dll~t であり司これらの'\!，H;は(氏{UL)ìとリドj'.を異にする

ものであるつ

Itj"I:北条('¥としては?lll¥.度と ih訂正の 2'Il![J~ を以') ， (1)えて|付

の州l十l¥¥i'i足並， (2) '""，'.1人!の Desiccator¥ii'iI:託， 1:1)低?(ui'.主 (50

C)

の Desiじcat目的行政の :o条('¥とl，そのWW¥Jは大体 lケ

)J‘ 5ヶ)]司 10ヶ)j，15ケ)J， 20ケ)J及び 25ヶ)Jの件

で々あるつ LtJ'Lこの'ji験に!日いられた係自主¥11Jじ条('¥こ

のものではなく， 1ヶ)]Itj'iI剣山手f-li1968"1の附 fを充

分に乾燥させて!日I:!{Lたものであり 5 ケ )J\tj' ，Î似îJ 手~'cr

111968 作、こ itll~右で Pot t\Ji'iしたものを~ 5)];こ収ほして，

充分にI;!L'伐させて宗|人Jiニ¥rj'，政Lたものである。これは

10-11 )J，ニ従えぷ!!W!が尖悩せられたが， 11・ j直 tUì'~の場合

よりも小弘、いが多かった。 10ケj凡jおよび 15ケ)Jlt口j'，I:欣':!{)川日

柿f-一は 1円91訂う汀7'1ド今の l行1j泊岳紋J山i行うνH斤陀[在一仰1似司で，J¥以正穫i後4を刻t討?11I口I

l乾立燥させ、1子主「千七て';1内j什t七h二1川TUiE品岐主しfたニもの，企を lω96ω8'1ド一 2)バjに!脱E悦t必妓tして

?符守々の条i刊l:二二山iUlrt1i川品欣主しtたP三ニものイ企位 19り8斗二 8)J および 1969"1 

1-2 JJ íこだ ~rlt\\!Ð1を実施Ltこ CL のである。 20 ケ Jl と 25

ケ JJltì' ，説 t試験i 二 U"'ぷされた材料のうち，安j主 l工峰\1~IIJ， Itj{

1'1物試験以で， ，1当ひびき;土Jtl冷以来試験JtJで， J比u他也の川
伺iば工」北ヒじiiωi止，l.i泣h心立t渋』正tJ.来Sli.武式lw弱話倹ω:ジjL払;で i昨~:，ì泊!正温f立i1紋;止主\υJ;yμiニよ つた， 1966イ1I)j'附

wであり、それら合 1967{I' 1) J J泊るらそれぞれの条件卜 Mニ

nj' '::R. L "こもの合 1%8"11;-7 J jとI，;J"Iの 11-12)]i二JC

ヨ試験ιiJl、したものである。したがってuYぶされた条('j

ドでlti明主主れにltIW¥Jは 千 々 1:¥ケ)]と 18ヶ)]であるo

i/Ui三ぷ!抗心、 thも，'，:jlズサラシコ溶液 110(剖伐の卜今戸})

.二 10'i}liiJはi!lii'i/:j L，充分i二;J，i;t乾，t!i!させたのち， 2 {( 

J)¥信組Lを11]えいた LiebenbergJC!.j，~\1l&1~~iニ i"1:1よし， 10ぴ)OC; 

dの)¥似1日1iiiLiU川1

41ω(け)1ハlとし喝 f十|メーとも 50pずつの :1)xJ'.Lとした。

3 試験結果および考察

1) 登熟程度と低温発芽性

この'H11:二IゴL、てil¥総iを各段階にほHiした{司i.I"O) 100 

机示をLよると i{O}えのUllくである。

こニて(-1，;己しておくニとは， 1.!2j主の)hl{i ， : IH!L¥ltJlがぜ

かったのて、 tl¥胞後 PotiこI加!り c.lfil，ι〈で0:11¥させた

ことであり司また;j(ltj(82 ~iおよび Chinmen-toεmen

hongmi，二おいても :1¥1'!L¥WIがj巴いので， {'，' H i )iJl'?;~の 100

粒取にj与やっていなし、ことである。 J二のぷで見られる削l

く，係 OUiの jl'D主にほか Jなりの11lI開 l i\ j ，'B:~\泊、ある。し

かし全体としてはると， bニJrH尚した1111稀を|徐いては，

:1¥始後 3011て、段尚泣!止の 90%，UL  35 11でがJ95%， 40 

11でほ，l1t'i r'，::j tTC W( ~ニ )ï している。Ltニがって :11，1'!L\ 40 11 

iO 

cJ 
}
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Fig. 1. Relationship between days 

after heading and coef五cient

of germination. 

Ui~iこは IT( iitrl'JJ前ilJlllii孟とんどないといってよい。 H¥ぬ

後 11 18:と低i/"l íC月 1 '1:の\)lJ 係~ ~を』よるとむÎ; 2夫および;点 11刈

の1111くである。

Tとえ係&で J乙わしたとこんの低iilげとえ ¥'1二をLよると， F 

|すi'J.iニのが:リミ， 1'I!¥fITL然皮およびニれらのHJid/jlflのし、す

れにもれ立性が認められ，熟度による fl~il"lJIUJ干Eのt'''I立

は川和，riによって異なることがノj、l唆主れた。しカ通し全f本と

Lてはると， ，1，'，NilitjノLのAえも大なる/1¥度はil¥W後日5-40

11である。いま t¥l[総後I1数と)(;え係数との関係をはると

みí~ :l }くでt:!.られる立I1く， ~t ご 1" ;KII ftF1司 ユ一カラl以1夕外トの

川桁iは主主犬;々 j汁1.の千有f¥，芝怠音、な11日川11閃主刈刈J日¥¥l刈jf;係J系E泊が冶J

もつと;汀TしくしlJ山1!['lf阿附i中争nイ合合杉検:乙"は、.tして L見Lとる}と， ':8tJ全のIみi合は:I¥W

tを11o:の経過とともに完封係数も古、i放にIViすが， :1¥組依

4011liIjlをiこ守fって以r".:J¥こJ主L.その{を11，えにやや減少す

る低II:'jがはられる。 1¥¥'，¥1.広'1¥生，ササホナミ，ffl栄はiI¥1'包lolZ

11数iこH¥.、絞慢な完封係数のI14大が見られるが， liij 2行

はtl¥刷、法 45111iij後で，また:$fi'+:は 40fllìij 後で~え l'f.:J\ 二 )t

Lその僚は安'ι した状態になる。 Jt"¥0))劫f，-I1il¥総役 :¥5

115与はほほ[1'(線的?にJC月係数のJ'i:kを示すが，その{をは

むしろ y，'1減少する傾向である。水11稲は， lH総後11えも

'1'.1. ， 1\ 号1\1 1 ，二 íl~ì:'，'，発見川ヵγi.('k化L. l l\他校 2511 で i児に 1\え

r'~Jの発月係数をノ兵し，ユーカラでは IH松lolZ :\511 で ~1r'，:;j の

たリドl:がはられ，その{をは全く J'il!J日がlf-く，むしん-Y;'1

il，長少している。ぶ I~j( 82 .~~-とポノレトガノレ 11 ， :1¥似{乏 5011

に令:る;ζずっと発見係主主力¥J杭I大し，引にA'iI:も川船191ヵ，jl{
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Table 1. Days after heading and dry weight of 100 grains 

40 Days after 
heading 

Varieties 

目
安
)

Aedal 

Hokuto 

Iburiwase 

Minaguchiine 

Yukara 

Sinei 

Suwon no. H2 

Portugal 

Sasahonami 
Chinmen-toe-
men-hongmi 

20 

100wt. % 

O.H67 :37.6 

1.787 62.7 

1.90“68.7 

1.4:35 67.2 

1.9:¥0 75.2 

1.805 72.8 

1.(148 47.6 

2.142 72.8 

1.599 7(>，:¥ 

L1l4 70.7 

1は)wt. 'fも

1.570 68.1 

2.:30:3 HO.8 

2.:102 82.9 

1.764 82.5 

2.269 8:3.4 

2.0H5 84.0 

1.414 り4.2

2.li22 89.9 

1.950 H5.8 

1.445 77.7 

30 

100wt.も

1.734 75.2 

2.652 9:1.1 

2.5:10 91.1 

1.952 91.:3 

2.:380 92.7 

2.:3:39 94.0 

1.7:31¥ 78.8 

2.784 95.5 

2.110 92.H 

l.fi97 91.日

:35 

100 wt. % 

2.:306 100 

2.595 91.1 

2.6011 9:3.9 

2.11:3 98.9 

2.455 95.6 

2.420 97.5 

1.848 83.9 

2.789 95.6 

2.165 95.2 

1.7:35 9:U 

100 wl. % 

2.219 96.2 

2.802 98.4 

2.74H 99.0 

2.100 98.3 

2.517 98.1 

2.434 98.1 

2.091 95.0 

2.9Hi lOO 

2.255 99.2 

1.828 98.:1 

45 

lOO wt. ~千

2.269 98.4 

2.849 100 

2.771i 100 

2.124 99.4 

2.507 97.7 

2.481 100 

2.114 97.4 

2.825 97.0 

2.2:35 98.日

1.735 9:U 

50 

lOOwl. ';'{ 

2.258 97.9 

2.71i2 97.0 

2.7:15 

2.1:37 

2.567 

2.444 

2.202 

2.820 

2.274 

98.5 

100 

lOO 

98.5 

100 

96.7 

100 

100 

Notes; 100 wt. indicate dry weight of lOO grains 作 indicateper ccnt of grain weight to the largest weight in each variety 

1.859 

Table 2. Days after headin耳 andseed germinability at low temperature 

ι門
誌
ば

K
M，
汁
山
明
同
日
特
設
当
一
片
持
白
岡
市

却

叫

斗

隊

法

一

同

Days after 
heading 

Varieties 

Aedal 

I-Iokuto 

Iburiwase 

Minaguchiine 

Yukara 

Sinei 

Suwon no. R2 

Portu日al

Sasahonami 
Chinmen-toe-
men-hongmi 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

72フー of geト c.G. % of 耳er-C-G Pもof， ，ger-C.C;. of iSer-c.G. 'fも， of Fer-C.G. 7もof広er-c.C.~. of tler-C.G. 
mination mination mination mination m111at1On ffi111at1On ffi111at1On 

19.070 0.97 

71.0 :3.67 

8:l.O 4.10 

8:1.O :3.43 

84.0 4.04 

82.0 3.47 

18.0 O.fiO 

81.0 2.li1 

52.0 1.li6 

11 

51.0% :¥.21i 

98.0 6.:n 

9:l.O 5.:30 

97.0 6.0り

9:l.O 5.2“ 
9:l.0 4.20 

47.0 1.91 

94.0 :l.OR 

H2.0 2.72 

o 

Notc..・ L 仁.じ Inc..・;:¥n:--心川liciιntofじern"l111川 ion

8:l.0% 6.26 

99.0 8.1:3 

99.0 り42

99.0 6.04 

99.0 6.06 

96.0 4.66 

65.0 :3.1“ 

97.0 :3.1¥5 

94.0 :3.26 

o 

99.0% 11.06 

99.0 8.82 

97.0 り41

97.0 5.98 

99.0 5.59 

95.0 4.84 

91.0 4.10 

97.0 :3“0 

91.0 :¥.19 

o 

100% 12.42 

99.0 8.82 

98.0 7.10 

100 6.17 

99.0 5.71 

99.0 5.25 

98.0 4.:¥9 

99.0 :¥.96 

9:l.O :3.40 

o 

99.0% 11.76 

99.0 8.:36 

99.0 7.48 

99.0 5.98 

97.0 5.1i7 

97.0 5.15 

99.0 5.17 

98.0 :3.29 

96.0 :l.(iO 

。

98.0% 10.04 

99.0 S.18 

98.0 7.:39 

99.0 1;.07 

97.0 4.9:3 

99.0 5.24 

97.0 (i.m 

lOO 4.25 

94.0 :3.52 

o 

、旬
、，-
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Correlation among days after heading， dry weight of 

100 grains， and coefficient of伊 rmination
Table 3. 

Yukara Iburiwase Minaguchiine Hokuto Aedal Varieties 

r=0.886** r二 0.87:¥*r=0.895料r二 0.85:¥*r=0.869ネ
between days after 

heading and lOO wt 

between days after 
heading and C.G 

between 100 wt. ancl c.G. 

r=(U6~N.S r=O.614N.S r~ O.9:l5** f 二 O.75:lN.Sr--0.861持

r=0.710N.S r=0.854ネr二 0.988キ*rc~0.959料r~ 0.954** 

Sasahonami Portugal Suwon no. 8~ Sinei 

rニ 0.877*ネ

r~().85~ 本

r=0.760ギ

r=0.8~7本

r~ 0.958*ホ

f二 0.985**

f二 0.86:い

r=O.918*水

Varieties 

between【!aysafter 
heading and lOO wt. 

between clays after 
headi日記 andC.G 

between lOO wt. and C.C F二 0.988キネr= 0.815* r二一 0.980件r~0.97(j*斗

Partial regression of days after heading (Xj) and dry 

weight of耳rains(X21 on germination coefficient (Y) 

Table 4. 

Yukara 

-0.07688キ

孔1inaguchiine

-O.05144N.S 

5.0747 N.S 

Iburiwase 

O.f)~90:lN.S 

~.9719*米

Hokuto 

一一O.0417N.S

5.7977ネ*

Aedal 

O.05477N.S 

7.051:ゲ

Varieties 

ク

臼

司

A

1

2

 

}

1

2

 

t
h
u
'
h
u
 

5.508~:\* 

Sasahonami 

-0.00:185N.S 

2.9~67 キキ

Portugal 

0.0248 N.S 

0.92424N.S 

Suwon no. ~Q 

0.0175 N.S 

11.:l0225N.S 

Sinei 

O.0l794N.S 

1.88607** 

Varieties 

2

1

 

唱

L

9

4

3

}
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く，比較的低1I11t 下で f以!\した JJ， lt;~ 8~ りにおいては， :1'，1jg 

ぬ 50I1 に十一る j乙\1'(線的な J';'/IJ\1~ノJ、し，しかもその W/IJIH，:

1/， 大であった。したがって，な熟度の!と度としての :I\f~

筏111&と低11"l)C分 -1'1，との関係li，品納の1'jl'l以外にもな

爪n~fの'^~匁条f'lとニれに反応する稀 fの'íC1ii七度にも l )tl

係のあるニとヵ;}，l!像される。 Chinmen-toemen-hongmi

iニf孔、ては，いずれの場合においても全然発リーがはられ

-'cい。，tiニ/¥11他?を111&による低nu.発月刊の変異が係切の

'íW何度の HI'J'~によるか rfかを時めるために、熟度の)と

伎を'かえ，やrm:10)，:引1".0，10立のi廿/111とのIxJ{:おこおいてはた

のカ必.~ :l 1<およひ;:n~ l-;clである。

'" ，Aeda/ e ; Hokuto 
~ ; Iburiwase 
• ; MinaguctJiine 
孤，め'kara
0; S，nel 
ロ;Suwon No.82 
0;ρ'oril~Qa/ 
メ ;Sasa汚onaml

10 

定と
司
.;::; 

'" Eご

E 、
'" h 

'13 
暗唱

~ sト5

苦
" Q 

すなわち乾1':¥1100 P'ftと経片係数との[:ilにはユーカラ

ィを1;1)';いた全lilt符nこおいて行百、なtlJl珂Ixlf系がはられ，ほと

んどのllJt稀においてtH組依 11数とのI)l，l係よりもι:J¥.、+111民l

|民l係がJ、められた。 ずなわち本11陥以外の全品H(は，乾

1'J，l1O()~;Ul1ーの川大に(下い，大(村山穴J'屯 l止の 95%lìíj後iニ

ヤるまでiまi王¥I'(i県的iこJ'i/lJ¥1L， しかも各品約:i{氏lI"l'ic丸一
1'1:のjミなる11J1係ほとそのJ(l/IJ¥1I]tが大である。そのぬはユ

:土ユ/

60 70 80 90 Ia')彰

Per cent of grain weight to the largest welght 

Relationship between grain weight 

and coefficient of germination 

Fig.2. 
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ーカラと愛達においては，かえって{'，:l減少し 1111.娠'1'

'1:" 水 ilí~ 82りはその筏もなおlit大することがはられ，そ

の他の品千五においては免イヒがない。{氏ilnt)c月I'l:の品村llt:l

j'(e%もな熟初ltJl;二は小であるが， r正月J¥するにしたがって

明大 L， 100 P!T(が 95%liij後に全って紋大に)iしてい

る。 liijjJiの却lく低iI，，[Je別生は給wの熟度と深い関係のあ

ることが認められたが， {f1~~\の尺度としてIl~総後 11 数と

100 Pif(o)f吋れが段も{氏nA発見 1'1:と街Jおな関係にあるか

合I，{Iめるため，発;:j係数 iY)iこえJするIH松筏11主主 (XJiと

乾f)j100 N杭 (X2) の多弔問九!i l主Ji:系を見 fニ。そのれ'i~W:坑

Table 5. EKect of length and conditions of seed storage on the seed 

germinability at low temperature 

E面百五7
stor乱記e

1 month 5 months 10 months 15 months 20 months 25 months 

Varieties 

Aeclal 

in lab11 

in cles，21 of 
lab. 

in des. of 
lo¥V temp 

in lab 

in des. of 
Hokuto lab. 

in c¥es. of 
low temp. 

in lab. 

in c¥es. of 
lburiwase lab 

in cles. of 
low temp. 

in lab 

in c¥es. of 
Yukara lab. 

in c¥es. of 
low temp. 

Sasaho-
naml 

in lab. 

in cles. of 
lab 

in des. of 
low temp 

Koshi-
hibiki 

in lab. 

in c¥es. of 
lab. 

in cles. of 
low temp. 

Chinmen-
toemen-
hongmi 

in lab. 

in des. of 
lab. 

in des. of 
low temp. 

れロ れロ 計ロ ~ c: ~口 出口
Eゐ25b2Et.25止25b.25K2。d 】】】

4-<同4:<<ó巴→~ ，ぢ同::<ct 匂::' ct '"'=' 
O.e コー.8 cj 0.8 rj 0.8 :j 0.8 :..) 0.5 。
己主 g υ ぶ g υ じえ E υ t'( E υ 氏 E :j t"-E υ 

100 8.2(i 95.0 9.61 91.0 8.15 :17.0 2.22 10.0 0.95 

99.0 9.48 97.0 9.:14 99.0 10.10 48.0 2.78 :10.0 2.02 

96.0 6.12 97.0 6.6:1 95.0 7.50 日!i.O 8.19 90.0 8.16 

97.0 6.70 85.0 7.29 97.0 7.78 5:-).0 :1.2付 8.0 0.90 

97.0 8.2:1 81.0 7.82 95.0 8.24 7:l.O :¥.84 4:-).0 :-).14 

65.0 :1ι9 81.0 6.6‘ 91.0 7.8:1 91.0 8.:11 85.0 8.時5

9
 

1
よ.、，)

 

ー 99.0 7.:16 9:l.O 6付2 77.0 4.82 :¥0.0 2.12 

94.0 7.92 99.0 7.22 99.0 7.90 8:土o5.55 78.0 5.52 

50.0 2.:19 98.0 (j.:-)8 97.0 (i.9li 85.0 7.25 95.0 9.00 

87.0 4.07 91.0 4.4(i 69.0 4.01 :36.0 1.71 

89.0 1.:1:1 91.0 4り 8:¥.0 4.76 54.0 :U7 

86.0 :1.66 97.0 4.H9 87.0 5日8 8fi.O fi.07 

95.0 :1.86 75.0 :U9 81.0 :1.57 80.0 4.05 60.0 2.28 

92.0 :-).65 79.0 :1.49 91.0 4.58 85.0 :1.87 61.0 :Hil 

42.0 1.40 84.0 :U2 89.0 4.01 81.0 4.06 75.0 4.48 

29.0 0.81 ← 5(i.O 2.64 97.0 4.45 81.0 :1.44 m.o 2.:17 

付7.0 2.4:1 5fi.0 2.67 96.0 4.56 85.0 4.45 8:l.O 4.08 

ハvi
 

15.0 0.49 (j(j.0 2.14 2;:).0 1.45 51.0 1.74 

)
 

(
 

)
 

(
 

() 0 12.0 0.44 14.0 0.5(i 9.0 0.48 

。 17.0 0.52 9.0 0.46 。 o o 15.0 0.42 

。 o :l.O 0.09 5.0 0.:12 o o 4.0 0.22 

1) laboratory room， 2) desiccator of low temperature room 
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4夫の如くで， 11-¥隙後 11数の場合はユーカラを除いた全 jilli発見性に1)司し比較的安'ぶであり，この.l.!，i，収穫It(後に検

品傾において，各々の11，J同九li係数が釘15:でないが，乾切 返される或る締の{木IU(I'I:とは異ったけ質のものであると

lω粒重の場合は;J(II nn，水1点目り，ポルトガノレ以外の いってよいであろら。

全l川lVJI帝符傾紘，f[私i九M乙二二グIおfすいて{倒1，川1首4同灼川j係数にf有J芝意、i性生が11♂t
芹引l性生匂iは工買烈熟1¥度としての乾1末紋籾:司htlω00粒司竜Zと惜J妓安な閑{係系にあるこ 1陀4長l千の!肘F竹竹叩j'，故i鼠主j烈矧別0切山1I間i珂q汀引IおTお占よびその条l'刊'1と1低瓜i温L品i発一1分l司Jよ判引一刊引羽l'刊イサ|との関係

とか知られた。以上の結果から見ると， IU li!H没収穫lI ~fJ切 は第 5夫および第 31z1の/，(¥¥くである。まず!YJ'脱却l問との

ιよる低iluiSE苛性の差は主として， H~隙後 \1 数による同 関係を tt!.ると，低n山tj'!I:主の J&J合は~xJ主役 25 ヶ月に烹るま

刊の発行程度によって生じるものであって，稀仰の乾物 で Itj'!I:まにより各，''''Jfíf( の IL~illll)，色片目は明大 L ，減少現象は

革か各々 *ir'，1jポl止の 95%前後にさ長ったのちの採Hfi工， {，氏 はられl，f:い。 (Ilし，IAひひきのJi!j{Tのλは 20ケJj， 25ケ

世~'

10 

5 

b， HokutO 
a， Aedal 

4 

3 

C， lburi仲ase d，ト'ukara

ド
ー
ド
l
M

tロ
ミ
b
h
ミミ
k
田
町
u
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o : 510re in desiccalor of lab. ro，仰・;5tore in lab. room 
o iStoreind!.町広田loroflowか'm-

perat{jre room 

5 10 15 20 25mo.局+
Length rtf storage 

5 10 /5 20 J5monlh 

f. Koshihibikl 
e， Sasahonami 

Fig. 3. E任ectof storage length and its condition on the seed 

germinability at low temperature. 
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Ji l[j'I，:主により 15ケ)J I!'j'ii:去のJJ);合よりもた封係数が低下

Lているが，ょこれらは極 f条1'1の村Inによるものであん

う。 IÎ Íi 1告は北大 t11学 I，'~i~の illlt三V<:Jì'~P(係 fで， 1愛者は北|バt

t21長試験場の一般紋J(~.的 f であり，もしも 1，;]じ条 1'1 の N(

fのJL;fTには他の，¥i，HiとJ<ijじ傾向になるのではな泊、ろう

か。 不内lti'll:主のjめ合をはると低制定見1'1:のlif'今うは，'l1'，fi[(に

より異なる。すなわち低illlt:i:色分子1:のがJい安達， ;It 、|およ

び1111)辰'f川ーなとは収陸後 1ヶ)]のlti'j;:主で!ltに，'，::j¥， 、{氏illll.完

封1'1，を;ij~ l， 5ヶ)]IIijj受i二寸:ると川純の1'(1'1ーとしてのよじ

絞(¥'-YZミ"こした'JC別生仕込iわすが，収陛iを15ケJIliii1却よし

のItj'j十郎こより 111(，11，，[発月1'1ーは，包、放にfl1(，干 L，25ケ)]にヤる

と大川分の的自主fl1(，il，，[ドのJC!.f))をほとんとう〈っている

ことが見られる O ユーカラは 10ヶ)J以iをの域紛だけで

あるが 10ヶ)]でl!正におおむね'久ぷ刊を心しており，以陸

後 20ケ)]liij後の!?i'械により二.'，(放な泥月刊の低下がはら

れ liij，¥己 :1川Hi上りも免月 1'1二の{氏干11~j ! tl 1が}tい。ササホ

ナミのl弘fTは収穫iを1ケ)Jから 20ケ)]までほぼ J人とで

あ1)，_人との発応1'1:を利i付する WIJ:¥]がどのllJ1的よりもjと

く， 25ヶ)]のIlj'，;:主でr，'1ーの低ドがはられる引度である 0

，1立ひびきのよ払{;-liltj'械とともにfl1(，iI，，[JC別似主的大l， 15 

ケ}J で1r~r'， ':j; こ述 L ，その僚は徐々に低下している。 しか

しChinmen-toemen-hongmiの場合は 15ケ)J以後iこf';

1の住外がはられるが， (~tllヵ、であって，長JtIWj' ，;:1<， iこよっ

ても淀川はほとんとはられない。全{小と LてtUl{flをWI

{氏i:"Utj'，ほの場合がL、ずれの場合よりも低i!lIl5iとえ 'l'u/:，'::jい

が，tこだ凶ひびきにおいての人'主|人J!tj'械の場合lこもっと

l沿い。これはニの rlllld~ifiが fL\;ìI，，\lti'蔵された助合に， f，f;Ili(I'I: 

!.'xは;Jt)C引生のii'i失がJぜいためであることが予想主れ

る。また'ギ|付の :!~Wlltj首長の場合はf1fll，，[)8jJ二1'1:の山)¥，、AJ1同一

において発立性の低下がj三なので，作品開問の芥:呉カυト

とJなるニとがlりlらかである。 ItI'政条1'1とLては :1条1'1で

あるが， 'tJ内の¥JlIlItj'械と DesiccatorItJ'政カミら位校!廷の

彩子~;~とト三内の Desiccator Itj'，;:主と{氏nlll玄の Desiccator

/tj'J;長からiil!¥.度の影響が検"、Iせられる。 fiiL 20ケJJ司25

ケ )Jltì'j;:!i.係 fは'j~1努 i 工作々1:\ケ )J ， 18ケ)J!tll¥:ijだ(ナヵ、，

:1条1'1干MこItj・政されたのでもっと'f'101からこれらの条n
h二Itj'，;:永した場fTには宮内Itj'，;:!i.とf1¥:.1I，，['ギItj'，;:!i.の発見係数

の/下l主より小さく互い!の川IItj'"主と Desiccatorlti'品主と

の発見守係数の主はより大となることが子組されるが，傾

向としては制度が絞も ~T(Lllーな要凶であって，的iI山Tit岐の

):!，¥合は比較的}'.iWJIほのlfi首長により，休Irr(I'1二L交はi佳子Eヨ1'1

が iì"l 'Jとされ低{Ill!t 発見性力、!'，O~l くなる。し力、しその)えlÍlÍ低下

11 ~í 1明l も '1' く，およそ 15~20 ヶ )Jltj' ，;i，むこより 11i (l，，\)8月刊主

.~I，Ô.止にす?って米る。二れに対しfJI;ili，\ltj'I;:主の助合 I i，休IU(

1'/，日立は)iJIUJ性のii'i矢は徐々でItj'政とともに{氏illll発!Jli

も徐々にI竹大 L，且っその料i持1P1問も長く、収穫後 25ヶ

)Jに宅るj乞発えI'¥:.の低下がはられ往い。乾燥!支の影科を

見ると， IlII¥.度の;彩色1二比べればかなり小ではあるが，低

iI，，[ 'IC jJ'l'l，にlN:;'~~'~i L ，比一jEfiのtヂIJ-jIti'Ji:ii.よりも'ギIJ-jの Desic-

cator乾燥状態ItJ'械のlめfTvこ11i:il，，[発3fltが正:)く司 nっそ
の低下する時期lが)1{く，また低下皮も小である。 Lかし

沼 1Niで組制物の.t~J;''íJ~l境の彩子~'Iニイ j:~I'I:のあるニとを

;殺行し， ここで I「 i:政'j~!\<íH二!刊いた陀 f は l司ーのものでな

いことがn'， l~1i!と Jなるが， 1)1""え，'， I ， Hi の大部分は~Uilf，立大'1

tstγ: (jijlí付属 e'lJめで 'W1: Mi'í ~I'liこより Ji(析したものであ

り，お 1Niの紋lff条1'1の!万字laも愛j主と，IAひひ、き以外:.tJi

怠けはあるものの，それは大したfh異ではない。受注の

I，lil場紋Ifi符(fのたな Itの低かったのはや.fijWの不充分fc先

達によるもので，はひひきの場{fli採HU也の f~1t~'í条 ('1 の

，1~;こ主によるものである。主に紋抗原肢の t;}~1~( :t lti波町こ

より小となるものと考えれば.ここで'V.次のHJ異hこよる

的 f 条 ('1 の i'l l異;土大した問題iこならないものと考~~~ ~，h 

る。以ヒのれ日以はこれをIli:il，，[たえ I'EのllJI的j:¥]ぷ異から眺

めると，府:仰のノf:J.1t1的1'1:.'i主力、ら人て，長ltIJI1:j'，;:北i二よ 1)休

11)(1生成はil{;i[見 1'11土徐々にii円、され，完全にii'iLJくされた

一五~WII:\l後 iこは徐々に発見 1'1:全失って行くものと寸h

ば， lrif政，/&引において紋尚の完封一係数をIJ~すIl ~f削を (f朕

tl: !.'x I工;1{)cJJI'J が完全に ìì'í~たざれた11 ~j' ltllとλなすニと;ト

できのn~f /，î，~こお;十るÝt r'1I1J 符Iの発見係数をその品村lの

本質的な低{IIl~ )1色応陀といってよいであろう。したがって

九日，H¥の低VIII完封 l'lのIrl，'，;i !ti'[をノJ;すII~WJにおL 、ての )c !，f

係数を比}絞してみると， 11til，，[fc'I，J性の高い品傾である霊

y主， ~ヒ''1-， IIIJjli'Il!I，はJIソlitwこ(;j¥， 、が，その小なる Chin，

men-toemen-hongmi ::tいずれもほとんと完].J':が見られ

ず， ，IAひびきは比較的J主1tJmj'械iこよる{，f;IIK¥'t!.l史li)出発事

刊のii'i'Jとにより，カりな iJr日]くはなったもののなおまだ'1、

であり，ユーカラ，ササホナミは'I'f'，!ffi:である。似i品是

非¥/1:の1:iZ'JEにi工不IJ、]ltj'械の場{1'5ヶ)Jliijf受カ‘ら 15ヶ1]

IIiiiを迄i二， f仏低i氏¥:i計侃!iL品HA川ltl

ものであれlぽ王，ほとんと、の品何百二おいて比較的'氏'J.EL '; 

¥，¥:'ftとしてこhイをとらえられるものと!.!}Jオ1る。

4 摘要

{氏NrlJCぇI'¥:~を異にする 10 川 Hiを対象に tU 的?を~~)日

から?手段階のな熟れI度と 11¥:11，，[J'色リド1:との関係. および自

怪から 25ケ)1迄の各¥tj'，h1<，¥洲市と貯蔵条1'¥が1出品発浮世

におよばす}~r;1'~l-~ t灸へた。その*h~~を ~íli~:'jすれば次し渇

くである。
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11 Hlt日のf}熟f'ilj{とjj¥;i!"l)f.!}ミド!との関係金はると，

1、~I\な伸子;主ど1氏i!日?を}J :I't 1 土低L 、 c しかし， ，山隠iニよっ

てtl¥隙筏 2511， :10 11， :15 11， 40 11， 45 11， 50 11で作々

品開の1'11'1:としてそれは'il;';ム化するが，より [1:併iには乾

fiJl川)P1[(とHlも桁J主な悶係にあり，大!日;うfの品Hl;ニ[5

.、て 100P，立のl将加lとともにほほ1¥'1線的な先月係数のm
U孔られ司J改['，-:1屯祉の 95S<[jij筏iこでれば出土・;えとにな

る 3 低lilt?と月二 1 '1:の lllI や~\Ii:P:'~民はよ熟11:[にも認められる

.米兵:¥11:[の，'，!，ii1¥1はたは'J、であり， 1正夫1¥カリ住むにつれて

その月三も大となり， 100 P，Tiヵ‘ 95)'も[jij僚に予:って此大と

ふーア

ム包J

2 係仰のIlj'II:1(と11¥:illll完封 1'1二とのIl!JIぷを見ると， Itj'h;長

長引と LてほHIll皮とMNO)c、ずれも{出品発対性iこ影響す

い'.t'll-IUifの影?1Jがより大きく， 11つ!日lじIl1uiJ!t条('1では

乾燥度の lj[~刊は小である。 Itj'li:RJtJlli tJとの関係を見ると，

低品目「i・!ほのi訪fTi工大川;うよの品同におL、て 25ヶJJにヂーる

j~ ;rJti'放ととも i二完封係数泊 ~tN大L，その減少、カ‘はられ

三いが、宮内 IIJ'li:li.の i易 fTMこは 1[Il'lf IHI二よって ~l( なるものの，

kH収I生後 5ケJliiijlJ.tから 15-20ケ)J 11' j' I，~主の J;l，j {i i二(LC

~fc立性l工比較 I'J'J安'ぶであり， 15-20 ケ Jl 企Ji&ぎると二1、

弘二減少するコ日j'li:R JtJ I Ii ~'I' Y守々故大の低illlt発見 1'1:合iJ;-j-

再品怖の7亡汗(!{，数合比較Lても川純Ii¥J;(;は大てーあり， 1'1 

ιChinmen-toemen-hongmi I主L、j一れのI訪台Mニ[5c、て

い三とんど?とせがはられなヵ、った。
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Summary 

Storage of the seeds is the most important factor 

in the貯 rminabilityat low temperature as sug耳目ted

by the authors in their report 1， and seed maturity 

is al討o one of the {actors to be considered for 

日llnplingand for good seeds in the可iewof seed 

日erminal】ilityat low temperature. 

1n this respect， the authors studied the e妊ec¥of 

seed maturity and storage duration anι1 its condi-

tion of the seeds on theμerminability at low tem-

perature using 7 to 10 varieties in the year from 

19(i(i to 191;9， 

The rcsulls of lhis eXjJerirnenl may be surnma-

rized as follows; 

1. The 同 ed 日目 minability at low temperature 

¥vas increa~ぽd in each variety with progress of seed 

maturity， but lhcrc were varietal differences in the 

days after headin只 toshow the largest日ermlnatlo日

coefficient; they were 25， :10， :¥5、40，45 and 50 days 

after heacling， respeじtively

2， There was morc close relationship bet町 een

seed maturity and seed germinability at low tem-

perature when the degree of sced maturity is rep-

resented by "the increase of記rainweight" rather 

than “the days a{ter heading"， :'vfost of varieties 

used in this experiment showed almost liniar in-

crease in germination coeflicient with increase of 

grain ¥¥'eiεht by the time showin記around95%民間rn

weight of fully developed話rains，and then main-
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tained rather stable seed germinability at low tem- but small in each variety. 1n the case of storage 

perature in each variety. under the condition of low temperature， the germi-

3. Varietal difference of seed germinability at low nation coe自cienthad been increassed by 25 months， 

temperature was relatively small in the seeds har- while in the case of laboratory room， the germina-

vested at early part of maturation and become large tion coefficient ¥Vas rather stable during 10 to 15 

with grain development， ancl inclicated the largest months from 5 months to 15-20 months after har-

differences in each variety at the time of sho¥Ving vest with varieties， and then decreased by further 

95% of fully cleveloped grains in clry ¥Veight. storage of the seed lots 

4. Temperature as a factor of seed storage that 5. ¥Vhen the seed貯 rminabilityat low tempera-

is detected from the difference between low tem- ture was tested at the time of showing the largest 

perature room (50C) ancl laboratory room indicatecl germination coefficient of each variety through stor-

Sl民nt五cante妊ecton the seed germinability at lowア age，there were also significant varietal cli妊erences

temperature， though drying condition that is de- among varieties， particurally Chinmen-toemen-hon-

tectecl from the di妊erencebetween clesiccation and gmi dicl not germinate at low temperature in any 

non-clesiccation in laboratory room had also e妊ect case of storage. 


