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京都帝国大串農車部遺停皐研究室

時 報

おち
:7..＞ι fli 之 首宇

京大遺停皐研究室は多年の間細胞遺停率的研究 l℃主力 を注いで来た。

その結果 自賛乍らその方面に於ける幾多の護見は大いに注目 され，その

研究方法 は他 の 作物にも誼 用され る迄と 怒った。 ま互 に於て従来の方針

京都帝園大挙農挙部建停事研究室の一部 （滋浮遼卒氏撮影）

を堅持すると共に林木班3甜茶班及 甘策班の 3研 究班を設け真理探求の

範闘を擁大する運動を起す事と怒った。 各 班 は 夫 k 産業に関係ある作

物を取扱ふから，その膝用的方面をも常に考慮す る。 本時報は各班の調

査結果，観察及放行の備忘録並将来のための仮設を牧録し随時護行され

るものである。 何れも規寄jを整へ，合本の便に供する事とする。寄除叉

は配布の範囲は狭い範囲とし，研究班の後援者及親しい研究圏髄との連

絡機関の役目をも果させる事とする。

昭 和 16年 3月 8 日

木 ．原 均
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右翼

l 各自の材料を用ひて遺傍事，細胞墜及育種撃の進歩に貢献する事

2.周到なる分析を以て研究を始め合成K依って之を完成する事

3. 他に魁けて人魚突然襲異，特に人震倍数性の活用に遁進する事

4. 研究植物に近縁友る野生種の分類，分布及生態を知り，その利用を計る事

5.生物撃を産業の礎たらしむべくー居努力する事．

市岡5 班nモ置
.:tt.. 研

自ら依頼者（叉は命令者〉

〔昭和l十五年）

1. 依頼叉は命ぜられたる仕事の終了後は聞はれる迄もたく，

へその報告を主主すべき事

2. 研究の深さは材料及器械の良否のみが決定するものに非ざる事を記憶せよ

3. 1日1度は研究植物を見廻る事

4. 研究記録の整理はその日の中になすべき事

5.研究の遣には案内者，叉は地固定Eきものと心得ペし
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甘藤開花の季節と日長との関係

木原 均 今村駿一郎

3 

甘蕉の開花期は地方によって著しく異りジヤワでは 3月ポナべでは 9月サイパンでは

10月ハワイでは11月蓋南では12月であるO ジヤワでの経験によれば 5ヶ月に渉る植付時

期の早晩は開花の早晩に僅に 1,2週間の影響を輿ふるに過ぎたいと云ふ。との事置は開

花期が或年週期を有する外的4条件によって決定される事を示して居る。 之の4条件を知る

篤開花前の各地の月平均降水量，関係淑度，日照時聞を比較すると各地何れも]ij'[kであ

って一定の相関関係を認め難い。例入ば開花直前 2ヶ月の月平均降水量はパスルアンで

は306mm，ホノル、では 33mmであれその他の地方も著しい差がある。

南宇球に位すミミジヤワを除く上述各地の開花期を見ると高緯度とたるf'C従って衣第に

開花期が遅れて居る。之の黒占から開花期は緯度に関係のある僚件の支配を受けるもので

は怒いかと想議される。

緯度に従って蜜化する僚件としては温度と可照時聞が考へられる，無温はジヤワ，サ

イパγ，ポナべでは何れも 26℃内外であるに拘ら示、開花期に著しい遣があり，ジャワ

では高温友パスルアンと低温友高地地方とで開花期に殆ど差の無い事賓から考へて25。C

附近では温度の多少の高低は開花期に無関係で、，平均策温が22-3°Cに低下すれば始めて

花芽護達を抑制し開花期を遅延せしめるものと思はれる。南北殆ど同緯度（7。〉にあるジ

ヤワ及ポナべでは気温は僅少汝年費化を示すのみで，殆んど同じであるに拘ら十開花期

に約6ヶ月の差がある事は可照時間が開花期を決定するのではないかとの想像を強める。

甘熊開花と日長との関係は Allard(138）によって始めて研究された。氏はヱユーギエ

ア産のおccliarumspo11ta11e1t1nの 1地方種が 13時聞を中心とする極めて限定された日長

だけで開花するととを観察し，か Lる植物を intermediateday length plantと呼んだ。

叉竹下（139〕によれば裏趨で良く開花する品種 F106の出穂は12時間 8分乃至16分の

日長で最早く， 13時間以上及11時間36分以下の日長では起らぬととを認めた。

今 12時間15分から 12時間45分迄の日長を有する時期が各地の開花期と如何怒る季節

的関係があるかを知る震に各地開花期を同一縦軸に置いて可照時間及気温を園示すれば

第 1国を得る。か Lる日長を有する期聞は何れの地方でも開花期の前に有る，卸ジヤワ及

ポナべでは開花は該期間の末期に，サイパンではその終了後約宇ヶ月後に起り，ハワイ

では該期間経過後 1ヶ月字書余，蓋南では 2ヶ月牛絵で、始めて開花を見る。最後の地方（華

南〕では恐らく温度低下に伴ふ花芽護育の遅滞が開花期を遅延せしめるものであらう，

賓際竹下（139）によれば蔓南では 9月23目前後叉樺藤及吉村（139〕によれば 9月23日から

25日の問削前記期間終了後数日 を艇で花芽形成が起ると云ふ。

情比較的高緯度のサイパン1 ハワイ及裏南では春期にも斯様主主時期があるが，開花を
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第 L国 各地可照時間及温度
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見友いのは植物が若くて開花刺戟感受の内的僚件に於て献くる所があるか，又は業後の

長時間の日長によって花芽形成誘因が消滅するかによって出穂が起らぬのであらう。

該期間ノ長さはジヤワで約 5ヶ月，ポナペで約 4.8ヶ月，サイパンで 1.3ヶ月，ハワイ

で 0.8ヶ月華南で0.7ヶ月であり，：／ヤワ，サイパン，蓋南では開花品種教も之に比例し

て減少する。之の黒i1iに閲してジヤワと南北殆ど問緯度にあるポナペでの開花に関する詳

細を知り得たいのは遺憾で、ある。 ハワイでは上記日長~有する期聞は墓南よ り僅に長い

だけである。然るに華南及サイノミンで－開花を見ない Kassoer,Lahaina, Fidji，等の品種

がハワイで良く出穂すると云ふ。之の事賓は開花の難易を決定するのは上記日長期間の

長短の外2 他に向未知の僚件が存在する事を暗示する（第 l表参照）o I 

第 1表 C. G. Lennox氏調査による布珪に於ける甘鷲の開花歎態

ロ
ロ同

I王assoer

Lahaina 

Fidji 

・Dadila 

EK-2 

EK-28 

POJ 2369 

POJ 2725 

POJ 2883 

穫 開花の度合

多数

多数

多数

僅少

栽培せず

多数

栽培せず

多数

多数

開 花 期

ず生

ず

を

dz 

粉

生

花

を

の

粉花

盆

l
j

多

月

月

月

月

Y
A
y
i
y
i
n話

可止

1
4
1
4
T
i

11月

10 問、
ート花粉を生ぜず

11月 J

甘庶開花lて影響する僚件と L,~水分，柴養，病傷害を上げる事が出来る。 ジヤワでは

乾燥した地方よりも多漁地方に良く開花し，サイパンでもパーパコ附近の多漁地帯lri比

較的開花を多く見ると云ふ3叉株出は新植に比して出穂率高く，セレー病，濃い耕土，石

英砂を含む土壌等種k の原因による護育不良の植物，及び傷を奥へた植物（古里氏談〉は

良く開花すると云ふ。

之等の僚件は何れもif震の新陳代謝を通じて花芽形成の内的僚件を誘導するもので遁

首友操作を加へるととによって人矯的に開花を誘護促進せしめ得るものと思はれる。

三三 要 献交

Allard, H. A., 1939: Complete or partial inhibition of flowering in certain pbnts when days are too 

short or too long. Jour. Agr. Res. Vol. 57. 775 780. 

ファンデブエンテル若柳津秀雄課 1931：爪唾の甘藤栽培（昭和6年）．

権藤安武，吉村武， 1939：甘震の花芽の分化主立にその後育・に関する研究．植物及動物，7.（昭和14年）

竹下武雄， 1930・甘熊に於ける遮光律の特異性に就て．農業及問事事 14.（昭和1.1年〉．
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森林育穫 に 就 て

外山三 郎

（農林省林業試験場）

君主 1 望書

林里美界に森林育種の必要が唱へられるやうに主主ったのは古いととでは友い。林業は農

業の他の部門と比較して種k の賠で異り，叉研究の中心問題も自ら異ってゐ？と。農業部

門に於ては，遺停及育種は重要主主研究部門を形成し，其の進展により農産物の増産に貢

献するととろは極めて大きかったが， 林業に於ては樹木の生長促進，材質の改良は森林

撫育，間伐，施業方法の改善，環境，立地の研究に主力が注がれ，積極的友る品種改良

といふととろ迄には至らなかった。遁傍及育種壊の護達初期l℃於ては，森林樹木は，農

作物や閤劃置物に比し研究材料として，色k の黙で不利なるととが多かったととも森林

育種の護達が遅れた原因である。森林樹木に於ては開花迄に比較的長年月を要し叉莫大

主主経費と贋大友面積を要し，農作物や園事植物l'C比すれば其の研究が甚だ不利なやうに

考へられてゐた。然し友がら長年月を要する鞘では， 開花促進も考へられ，とれは今後

特に森林樹木では大き怒問題であるが3 其他雑種強勢とか倦按性，挿木，接木の利用等

が考へられ，方法によっては寧ろ一般の一年生植物よりは容易で‘あり，興味ある賄も多

い。猶叉森林樹木に於ては百年後に於ける生長を見るととも勿論必要ではあるが，播種

後 1年叉は数年の生長期間に於て改良の目標，研究の封象となる幾多の貼あるを忘れて

は主主らぬ。寧ろ手近なととろから解決してゆくべきで、ある。面積と経費の鮪に就ては固

有林経畿に附随して森林育種事業が行はれるとと L‘なれば，容易に解決される問題であ

．ーる。それには一段と林業技術者全般の森林育種に閲する認識が高められ金髄的協力を仰

がねば怒らぬ。

森林を仕立て高齢樹木を牧穫するに至る長年月の聞には，首然劣悪形質の樹木は間伐

除去されるので最後には倭良木のみ残f干するとと ！..J'J: tJ，従って育種の必要は無いとの

論も行はれたが，現存種以上の新優良品種の創成をも閤襟とする今日に於ては，問題と

はならない。樹木に於ては生長が速か怒れば材質が劣り車債の著しくイまい場合がある。

然しながら現在，或は将来我園の木材需給関係から先づ第ーに生長旺盛なる樹木を育成

し，短伐期を以て多量に生産されるととが要望されてゐる。又育種の結果生長旺盛で材

質優良なる品種も決して望み得無いわけでは主主い。或樹木例へば杉の或系統で、は幼齢期

に成長遅く＇ ~仕齢期以後に速かとなり， 他の或系統では幼齢期には速いが3 先｜：齢期以後

生長が悪く，急；に衰へると云はれてゐる。従って森林樹木の育種に就ては初期の生長比

較は無意味であるから屡k育種の悲観論が唱へられた。 然しながら今後の森林育種に於

ては特殊、なる場合の他は従来の批齢期或はそれ以下の樹齢を以て充分なる生長匙完了す

る速成種を創成し怠ければ主主らぬと考へる。

林業に於ては，育種と関連して母樹林といふ大きな問題がある。園有林経盤’K於ては

年k 多量の種子を必要とするので，優良母樹を選定して其の母樹より種子を採取し，更

に民聞にも掛下げを行ってゐる。母樹は母樹蔓帳に記入され，全圏各管林局に於て母樹

の園勢調査がなされる。今後は森林育種が進歩するに従ひ，益k 母樹蓋帳は貴重なるも
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のとたるわけであるが，林木に於ては一年生植物と異り 一度優良母樹が決定されると，

毎年其の母樹から種子を採取してとれを普及させるととが出来る利黙がある。それだけ

叉母樹の育種及選定が重要で、あり ，叉慎重を要するわけで・ある。林木に於ては挿木，接

木等により無性的に増殖するととが出来るものも多いので優良母樹を見出せば，それを

必やしも「ホモ」にする必要が無い。とれは林木の育種上非常友強みである。

現在我園の森林面積は 45,524,127 haに友び其内閣有林は 18,317,829ha即ち全面

積の40%に及ぶ。園有林は農林省山林局が統括し，内地を六直分して，青森，秋田，東

京，大阪，高知，熊本の 6営林局が置かれてゐる。各営林局の下VClr.t 220徐ケ所に営林

署があり各営林署は更に数ケ所の権首直を有し，措蛍直には原則としてー名の森林技術

者が配属され，森林の管理及諸賓行並に調査に営り， 固有林経替の最前線を捲任して

ゐる。又各告を林局には計霊部の下に調査課があり 3 固有林経管に必要主主る調査研究をな

すのでるるが，営林署とも密接主主連絡の下に調査及研究が進められてゐる。調査課の試

験項目は営林局により夫k特色があるが，原則として昭和9年10月12日付山林局長通牒

『盤L林局署l'C於ける林業試験に閲する件』により規定され，試験項目は 7項目よ り成る

が美内

第 3工員種子試験

採種林試験 母樹品種及産地試験 貯議及護芽試験

たる項が設けられ，品種及育種Ye閲する試験は此の内に包含される。母樹品種及産地に

閲する試験は各倍林局K於て調査研究中であるが，其の成果も若干護表されてゐる。大

阪皆林局では昭和11年より『松外3樹種の品種改良試験』が新たに迫力日された。農林省林

業試験場に於ては阜くより品種1立に産地試験が行はれ，興味ある結果が報告されたが，

今後は更に積極的た品種の改良に全力が注がれるであらう＠猶本年度より日本主要術振興

舎より3 斯方面の研究に援助を仰ぐととに決定，研究に一段の便宜が奥へられるとと L

友った。

以上簡草訟がら森林育種に就て述べたが，今後我園林業護達の矯大いに斯方面の研究

の護達がたさ るべきである。

本誌護刊を慨し敢て拙文を供し，今後森林育種護展の篤諸氏の御指導御援助を乞ひ，

緊密友る連絡研究を御願ひする失第でるる。
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各班の歴史

林 木 ±~1 の ごJ1,
，ロ 革

卒 吉 功

林木班が甘熊・甜菜雨班と共に蛍研究室に於る新しい組織として誕生したのは昭和15

年 8月でるる。併し営研究室に於ては夙に森林植物の遺停接的研究の重要たるととに着

目して居た。昭和8年松本賢三氏は木原教授並に林・撃教室の沼田教授指導の下K研究論

文 『スギ及蓋漕スギの染色韓敢に就きて』を護表した。とれが嘗研究室に於る林木に闘

する最初の研究報告である。本研究はアメリカの SAX夫妻（1933）と時を同うして，墜果

植物に 11=11主主る新しい染色韓基本敢の存在すると とを明かにした黙で劃期的のもので

ある。翌9年松本氏は京都帝大華燭演習林の材料に依て『規那樹の分類と染色骨畳敷』を護

表した。その後山下孝介氏が松本氏に代ってとの方面の研究を引櫨いだ。 山下氏は昭和

9, 10の爾年にわたり，杉品種聞の交雑12組合せ，松種間交雑17組合せを行った。山下氏は

昭和12年華燭組替府へi博じたので，その後を静岡市農舎技師加藤省三氏（昭和7年蛍研

究室卒業〕が弓I櫨ぐとととなった。 山下氏が貰施した杉及松の交雑種子は昭和1含年秋期

播種せられたが，探牧後夏期を経過した矯め護芽不良， 杉の如きは護芽皆無であった。

昭和12年から14年迄木原教授は沼田教授の後を受けて『森林植物の遺俸撃的研究』放る

題目で服部報公舎から研究補助を得， 昭和13年から新たに筆者がとの研究に参加し？と。

昭和13年木原教授は植物及動物誌上に『森林植物の遺体製J怒る綜合抄銭を護表した。昭

和13年改めて杉各品種間交雑を行った。その 九植物は現在首研究室圃場に生育中であ

。。
斯の如く嘗研究室に於る林木の遺惇率的研究は早くから着手せられて居たに拘はら

や，研究者の頻繁友る移動等により研究業績が徐り進んで居友いととは遺憾で言うる。昭

和15年林木班が編成されるに際し，班長以下組織的研究に向って遇進せんとするもので

言うる。

甜菜の研究が始まるまで

松村清

昭和13年の暮木原教授が北海道ヘ宅張された時に， 明治製糖株式合問｜｜見採種圃主任

の岡見聞多氏との聞にコルヒチンによる染色韓倍加の話が出た。甜菜にも是非臆用して

みようと云ふ事にたった。更に翌春，京大でコノレヒチンによる倍数髄を作った時には何

とか賓用化の方法を考へたらどうかと云ふ話が岡見氏と北海道臆農務課衣長 （特用作物

係）の佐藤組ヰ助技師との聞に出来た。佐藤技師は営時の農務課長梁回参技師にその話

をされ， 道臆側でも新しい育種方法として木原敬授の研究を後援したいとの事だった。

扱研究の方は早速着手する事と怒り ，昭和14年の春岡見氏は真駒内種畜場から家畜ピ
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ートの母根をもらはれ，甜菜の母娘と共に京大に詮られた。叉 Kleinwanzlebenの種子

を1升徐り詮られた。母棋は西山市三助敬授によりコルヒチン庭理が行はれ，首時の記

録を見ると既に 1本の校では倍加して 4x re主主って居たととが花粉母細胞の観察巳より

詮明されてゐる。との事賓は世界的にも甜菜のコルヒチン庭理による四倍髄育成の最初

かも知れ主主い。最初に護表された Schwanitz(1938〕の霊験も同春に行はれたものゼある

がp 細胞星第的主主観察は献けてゐる。残念たととにはとの倍数性の個韓は枯死した。

一方北海道臆や明治製轄では木原教授に細胞遺停撃的主主甜袋育種方面の研究を委蝿し

たいと云ふ様主主話も出来てきた。昭和15年早春には木原教授は営時丁度塞漕の嘉義試験

支所を商事めて研究室に鴎られた山下孝介氏を同伴し北海道に出張され，山下氏は今後甜

菜の研究を専心やられる様に主主った。 山下氏は北海道農事試験場多武保守夫技師から

Beta嵐の種k の野生種種子を譲られた。 との種子は試験場が昭和5年に悌園より轍入

したもので， 惜い事にv:J:護茅力を失ってゐたものもあった。 今日吾k が利用してゐる

B. ma1’ztima, B. macrocm抑， B. vn(garis var. Palerme及び var.a再）＇Ssiuica等はそれな

あ乙。その他栽培種の種子や母娘を試験場及び間見氏より分譲されて，山下氏は京都と

北海道（野幌明糖採種圃）とに甜菜を栽培するととと怒った。最初岡見氏より詮られた

Kleinwanzlebenの種子は大ひに利用された。蛍時甜菜の研究に縁の友かった筆者も昭初

14年の末にその種子rcX線照射を行ったものである。との種子は山下氏により播種され

今は京都と野幌とに今夏の開花が待たれてゐる。

X線照射に就て思、ひ出すととは，筆者は卒業後底k X線照射を小薬種子に行ったが雷

研究室のX線装置は小さく更に大き友装置を用ひて大なる照射量を得なければ主主らない

と考へて居た。 丁度その時分reSmithが強力士r.X棋を用ひて一粒小萎に種k の突然襲

異を誘護した研究報告が出？と。其慮で木原教授も理撃部の荒勝文策教授に沿願ひして強

大な装置を借りられるととになった。荒勝研究室のあの大き主主原子崩壊に用ひられる立

誠な装置のごく一部を借りて吾kが愛用してゐ？とあまり大きく主主い LU型 X線管をと接

続して初めてスイツチを入れた時は加熱の震に管が駄目に主主ら主主いかと心配だった。又

一方自分の周固には高電座の搭がいくつもあって恐い様だった。との時照射したのが木

原教授の小委と上記の Kleinwanzlebenの種子である。

山下氏が大きた龍を作らせそれに芽生を入れ，主日露まで汽車vc持ち込んで北海道へ出

張したのは昨年の 5月である。愛宕山の茶店裳に敦坪の畑を借り，大き主主鉢植の母根を

数人の研究室員が運んだのもその頃である。その後研究室で、は木原教授のた考へで研究

班が出来，甜条班は筆者の外Jfr蕗典生（奮姓小津，甘熊班粂任〉及び望月明雨氏が班員と

指定され，山下氏は北満産業舎祉に閥係が出来たので客員と云ふ事に主主った。 7月には

山下，近藤雨氏が野I院で初めて交雑等を行った謹である。

他方明治製糖舎祉では話が進んで木原教授の研究に封し積極的に援助をしようと云ふ

事にたった。との話を岡見氏より聞いたのが8月末筆者が採種の篤北海道へ出張した時

である。踊撃後木原教授と相談して研究項目なり議算たりを作り，筆者が10月末K岡見

氏にとの原案を札幌で手交したのである。北海道試験場の方ででも浦上啓太郎場長及び

多武保技師の厚意により，色k援助を受ける事に主主り， 先づ温室へ20個髄程採種用に預

か勺てもらふ事に友った。明治製糖舎吐では本年初めに清水工場長桐村高尚氏が額議書’
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一氏と交代され， 2月木原教授札幌出張の折頼淳氏及び原料係長豊島忠男氏と懇談され

た。その結果野幌へ温室並びに賓験室を新設する事は資材の不足等の震不可能と主主った。

突然3月初めに岡見氏よ り木原教授に竜話あり 3 甜菜の育種は明治製糖7でけで主主く北

海道製糖にも考へがあると云ふ事7さつた。其庭で吾k の研究項目怒り議算定工りを再吟味

して筆者が打合せに札幌へ護つ？と。 3月15日に試験場（浦上場長，多武保技師，天野技

師），道腰、（佐藤技師，東校手〉，明糖（盟島氏，岡見氏），北糖（農事係長原透氏〉及び京

大（松村〉関係者の顔合せと放った。その翌日試験場側，舎祉側及び京大側が集って育種事

業に閲する試験場案3 北糖案及び京大案の連絡等が熟議された。結局育種事業は試験場

が主躍と怒り従来の方法により研究を進め，京大へは細胞 ・遺俸率的主主部門が委託され，

賞際の栽培試験は十勝の育種圃（北糖案によるもの〉が利用されるべきものであらう と云

ふ事に主主った。3月末木原教授が札幌へ出張され最後の決定が主主された。京都へは経常

費の外に臨時費として圃場賓験室と硝子室が建てられる事に放った。硝子室の利用は 1

年で播種より採種迄を行ふに必要歓く可らさfるもので研究の促進は云ふ迄も主主い。吾k

は1日も早くとれ等の設備が完成し自由に研究出来るととを望んでゐる。

本年初め粂任の近藤氏が甘震班専任となったが今日明峰俊夫氏を新しく班員に迎へ着

点研究を進めて居る。更に心強いのは試験場では場長並びに多武保技師の援助を得，細

川技手が主として吾k の仕事を分権されるととである。叉野幌採種圃では主任以下場員

が御多忙中にも拘らす＝吾k の植物を十分に管理して下さ る事である。 とれ等の方A K吾

ぇ一同哀心感謝するものである。 (5月11日記）

大 実
2〆 の 誕 生

松村 清

吾A の研究室に林木I!D:，甜菜班， 並びに甘策班が出来て夫A仕事をやり 出した頃に『大

要提灯穂の研究』が持ち込まれた。もともと大日本姿酒舎祉には本年智めに立祇主主研究

所が出来る事に友り，吹田には分室があり吾k の先輩？とる山本幸雄博士が居 られる。 そ

れで嘗研究室では猫立の大要班を作る迄もないと云ふので甜菜班が責任を持つと とに主主

つ？と。提灯穂は北海道の特産であり，その研究の職場が甜菜と同様であると云ふのでと

んた始末になった。 引受けた以上は甜菜班一同全力を蓋すととは勿論である。

本年2月木原教授が札幌出張の時に萎酒舎吐の要人から色々と相談を受けられたのが

もとで，同教授指導の下に舎枇側は山本博士が，研究室側は筆者が音頭をとる事になっ

た。幸ひにも 4月から須藤勇氏を北大より迎へ，大変の研究に専念する様に友った。

孤k の聾をあげたのは一番謹いが封構が大日太姿酒合世一つで重うり，京都の近く には

吹田工場あ り3 工場長橋谷義孝博士は以前より吾々を鞭捷して頂いてゐたし，札幌工

場長川村源四郎氏は以前吹田工場に居られた関係等の震か割合に順調K進んで居る。 2

月末には木原教授が研究項目を示され，部いて首研究室側の7象算を練り， 吹田工場長に

手交した。 間もなく本枇よ り返電あり ，吹田分室， 札幌工場製萎所及び蛍研究室が鼎足

して研究する事になった。早速野生種や非主培各品種を入手する様北欧，調逸及び圏内試
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験場に手配した。3月中旬に筆者が札幌へ出帳して札幌に於ける本年の研究地，方法3 材

料等を製葵所の民野高巴氏と打合せた。 叉笠原十司顧問から北海道では現在どの字のつ

く作物（ビートとビール大変〉は嫌がられて居ると閉された。甜菜班は前途多事多難であ

。。
北海道の春播は 4月中下旬である。との時分に山本博士，目黒友喜氏（大満洲忽布姿酒

舎祉）及望月明氏は札幌工場のクラブに頑張って，土壌消毒，種子泊、毒，春化庭理，生長

ホルモン慮理等播種期の仕事をやられた謹である。筆者は望河明， 明峰俊夫雨氏左共に

4月末にとれ等のEll櫨ぎを受け，移植その他開花期に備へる用意をした。萎酒工場は便

利で大工さんも鍛治屋さんも色々の職人さんが揃って居るので、驚いた。一人で圃場の仕

事もやれば分析もやると云ふ様た器用友人が居るのも嘗然主主のかもしれぬ。

一方北海道農事試験場では内回， 酒井雨技師が秋播の研究その他に吾k の援助をして

下さ る。 更に鬼に金棒は木原教授の取り計ひで北大の栃内吉彦教授に病害関係の研究を

指導して頂く事である。 最近東京本祉研究所の瀧津遼平氏は木原教授の下に酵母の研究

の矯留撃されるととに怒った。

以上の如く 『提灯穂の研究』は軌道に乗り出した所である。 (5月1注目言己）

甘 葉、 !~I 

木 原 均

昭和 4年（1929）初夏のある日私の部屋を叩く雪が聞えたので返事をしたが，誰も這入

って来る集配が‘ない。廊下に出ると見知らぬ若い外人が一人立ってゐる。部屋に請じ話

したらとの人は布些の A.J. Mangelsdorf博士であった。ジャワに聞かれる園際糖業技

術舎議に出席する途中立寄ったのだと云ふ。

氏は甘熊の専門家だけあって直に甘擦の話を持出し Sacclzarumoffzdnanmz×s.リon-

lanettlll F 1 が雨親の染色韓数の和 40十56=96個に非守、して， 136（恐らく 80十56）を有

する黙について何等細胞接的の定設がない。との黙を研究して見主主いかと云ふ。首時私

は之に封し大き友興味を起さなかった。 併しとのす Lめを肇間の人達には停へて誰か篤

志家の出るのをと希望して居？と。翌日比叡山にMangelsdorf博士を案内した。初夏だった

ので‘京都の町にかへった時は吾k 雨入とも喉が渇いた。何か呑みませんかと聞いた所ビ

ールがよいとの返事である。その頃は米園は禁酒してゐたので酒類には不自由して居る

様子であった。M博士は叡山案内の御植に何か手停って上げるものはないかと云ふので

なはキトロギアの第 1各第 1披巻頭に掲載された拙著論文の英文原稿を見て貰った。布

睦（ホノルル〉は私が初めて蕉固と製糖工場を外遊の蹄塗（1927年〉見？と想、出の地である。

M博士はとの布佳から立寄って央れたので布珪は二重に私と甘擦とを結付けてゐる。

甘蕉の研究に私が多少の関聯玄得たのは之が始まりである。爾来昭和 9年日本撃術協

舎大舎が墓北で開催される迄甘蕉の事同：殆ど念頭になかった。との大舎に出席の舟渡蓋

し，蓋南市で通俗講演を依甥されて甘熊の品種改良IC謝する細胞遺停撃の貢献に就て僅

かに鯛れ？と。同市は糖業試験所の所在地で吾園甘熊研究の中心地であるから，甘蕉の事
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は殆ど何も知らたい私がその方面！℃話を持って行ったのである。その翌年から蓋湾の農

事試験所の瞬託として年に 1回宛渡聾したのでいつも糖業試験所や製糖舎祉を訪ねた。

とんな事から多少は甘際の事は聞き覚えた。けれど未だ自 らとの植物を手がける程の

興味は持てなかった。所が昭和 14年に吾k の研究室出身の鈴木英太郎君が臨水港製糖

舎祉に入世し，翌年内地留製の形式で、甘蕉の細胞率的固定材料を津山持って京都に戻っ

て来7と。 之ではいやでも時々甘熊の染色賠を見る必要が起った。 沿互に接間して勘定し

難い染色髄を度k額徹鏡下で見た。 との時才躍港の Ssρ011ta11e1仰が明re11=48であ

る事を知った。従来 Ssρ011tm1c1tmには8を基本教とする倍数饗種が各地に見出され，

S. of/ici11ar111nの基本盟主10（こ劃して興味まうる研究題目を輿へてゐる。その上 S.rolmst 11m 

の如く 211=84と云はれる野生種も甘薦の組先の一つに数へられ，との植物の起源、は非

常に複雑で興味ある事はグングン分って来？と。そとでとの植物群のゲノム分析をやって

見たら少しは手懸りが得られるだらうと考へる迄になった。それに必要なのは野生種で

ある0 S. sj>01向 7/C/111／ の各襲種， S.1'00//Sfltll/.等である。恰も盟糖黒田専務の御依頼もあ

って S.roL,/fs/11111の蒐集を企てた。

昭和3年（1928）米関農務省の Brandes博士が S.rolmshtm採集に NewGuineaへ

渡った事はよく知られてゐる。 氏等の一行は水上飛行機を用意した程の大がかりの探検

陵であった。同地に位む未聞の人種から紳様かと思、はれたと云ふからその恐怖の有様は

想像がつく 。NewGuineaで数ヶ月熱帯の風土病や原始林と闘って貴重たる品種多数を

得た。米園は再度 NewGuinea その他の南洋の島k へも植物探検｜設をー祇遣してゐる。

その莫大た採集品を持って甘煎の改良re乗出してゐる。

吾k も熱帯， ia熱帯地方に小婆，大要，稲，甘蕉， 甜菜等の蒐集を目的に，植物撃的

探検陵の組織計霊を十数年来持ってゐる。併し未だその蓮びに到らtr.い。止むを得や既

存蒐集品の分譲をうける事とした。 今後吾ノ々が自分で集めた材料を以て研究出来る日の

来る事を期待してゐる。

S. .r olm st m n (rJ:吾闇にそのこ品種が来てゐる。併し吾k の仕事K不可献なのでBrandes

氏にゲノム分析の研究を初めるからとの材料の分興方を交渉した。その聞の泊息は次に

掲げる手紙によって理解出来ると思ふ。現在米聞に居るリ、ヱンフェルト女史は嘗研究

室K：講師として永く滞在（1929ー 1934）し吾k のよい共同研究者であった。 同氏を顕し

て Brandes氏へ第一信を出した。書信はすべて前略後略した。

書翰第1競 St. Thomas Jan. 8, 1940. 

My friend Dr. H. Kihara of the Kyoto University, asks me to send him samples 

of different sugarcanes. Some time ago he started a genom-analysis of Sacc!tamm and 

related genera and he wishes to complete his coll巴ction.He would especially appreciate 

different varieties fτom New Guin巴a. Would it b巴 possibleto obtain such material 

from your quarantine greenhouses? Dr. Kihara will be of course very glad to provide 

you in return with any variety from his collection which you would lik巴 tohave. 

との手紙に謝して Brand巴S氏不在のため代理者から次の返信があった。

書翰第2競 Bureau of Plant Industry Jan. 19, 1940. 

Your l巴tterto Dr. E. W. Brandes dated January 8, will be called to his attention 

when he returns to the office. I am certain that he will reply at the earliest oppor-
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tunity following the elate on which he may I巴turnafter having been on an official trip 
of s巴veralweeks clmation. 

次いで、 Brandes氏よりの返信（第3競〉がリ、エンフェルト女史に届いた。

書翰第3競 Bureau of Plant Industry. Jan. 26, 1940. 

I have your Jett巴T of January 8, containing the request of Mr. Kihara for exam-

pies of New Guinea sugar℃ane vari巴ties. 百八Tehave a large collection of such canes 

and it may be difficult to select just what Dr. Kihara has in mind without a mor巴

specific description of his needs. It would be better to await a more clearly defin巴d

request from him indicating how many vari巴tiesand whether they should be garden 

forms cultivated by the natives, wild-growing forms, primitive forms representing natural 
hybrids, etc. 

We will be happy to cooperate with Mr. Kihara but suggest that you ask him to 

send a direct request along th巴 linessuggested above. 

との Brandes氏の手紙に封し吏℃リ、ェンフェルト女史が衣の手紙を出し？と。

書翰第4競 St. Thomas Feb. 26, 1940. 

On my retmn to St. Thomas, after an absence of three w巴巴ks,I found your letter 

of January 26. 

I thank you very much indeed for・yourwillingness to send samples of New Guinea 

sugarcanes to Dr. Kihara. I shall write to him and tell him to communicate dir巴ctly

with you. However, I would like you to understand why it was I who made the 

request, not Dr. Kihara himself. I am sending to your address under separate cover 

several of our joined papers from which you will se巴 thatI have b巴enquite a long 

time Dr. Kihar a’s collaborator. We still hope sometime to be able to continu巴 our

common work also on sugarcane. During my stay at the University in Kyoto it became 

somehow routine that I had to negotiate in the matter of materials from different 

countries. Therefore, naturally, Dr. Kihara asked 111巴toget the New Guinea mat巴rial.、

Of course he will be very happy to get in touch with you and to cooperate with you. 

・what we would like to obtain from you would be in first place different strains of 

S. robushtm cultivated by the n,=ctives and also, wild-growing varieties of the 1 ob1rstmn 

type. 

Of course, a few other forms different from S. robwtwn would be welcorn巴 for

cytological comparison, especially primitive forms which could perhaps _reveal some 

basic chromosome numbers. ,As to natural hybrids of unknown parentage, I really do 

no1 know if Dr. Kihara has such in mind too, but I will ask him. 

May I ask you for your opinion in the fol lowiug matter. The shipping of the 

sugarcane from Washington to Japan would b巴anaffair of long duration. Is ther巴 no

dang巴rthat the material coul_d be damaged duriug the transport? Would it not be 

better to ship it from Hawaii? I understand that the New Guinea collection is there, 

at the Experirnentai Station. Most probably I shall visit some friends in Honolulu, 

where I could, with your kind permissiou, study th巴 materialand select the samples. 

On th巴 otherhand I realize fully that it would be much more advantag巴ousfor・

Dr. Kihara, and also much safer considering the purpose of his investigations, to obtain 

the material directly from you. You would greatly o_blige me by auswering this ques-

tiou, soon before I write to Dr. Kihara. 

之に封して Brande_s氏は弐の返信を寄せた。
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書翰第5競 Washington March 13, 1940. 

I am very glad to hav巴 yourmore particularized description of the cane material 

desired by Dr. Kihara. W巴 assumethat the material is wanted for a genorn-analysis 

of Sacchmnm to trace the relationships of the chromosomes of different lines of 

descent, or the relationships of the groups of chromosomes forming th巴 basicnumber 

if the polyploids are not of hybrid origin. 

The clones in the 128 New Guinea coll巴ctionhave the following somatic chromo-

some numbers ; 
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28 N. G. 219, Imp. 976 70 
(red flush) 

The chromosome numbers of the cultivated forms have about the same range. 

If 10 is assumed to be the basic number, only 2 of the varieties of S. 1叫 7/St/1171

have exact multiples of it, 28 N. G. 219 and 28 N. G. 253, the .others are off 4-6 

chromosomes. This may not be too great aりivergencefor such high polyploids. 

None of the rolmstum clones ship very well and, therefore, the shipments would 

have to be rather large, that is, abundant material of each kind, and no doubt some 
of the clones would have to be shipped several times. 

For that reason, your suggestion of Hawaii as a source of material should be con-

sidered. Although Hawaii does not have many of the clones collected in New Guinea 

by the Division of Sugar Plant Investigations, they do have a good collection of Sac-

clzamm robuslwn seedlings obtained by bringing in fuzz from New Guinea on expedi-

tions subsequent to our expedition in 1928. The seedlings in Hawaii represent a lange 
range in chromosome numbers and in size of stalk. The time in transit from Hawaii to 

Japan would be about two weeks less and with these wild forms, which are very 

difficult to transport and successfully establish, that is a big advantage. If you plan to 

be Hawaii for a few weeks, it is possible that you would have tim巴 toput up cytolo-

gical material and after study of the material you might select the varieties most 

suitable for the proposed work for establishment in Japan. 

These suggestions are made in the interest of insuring and expediting the work 

you hav巴 inmind, and I am quite sure that Dr. H. V Lyon, Director of the Experi・

ment Station in Honolulu, would be inclined to cooperate. 

If for any reason you would prefer to obtain the varieties from here, Dr. Sartoris, 

who is in charg巴 ofour genetic investigations will be glad to select from our col¥ec-

tion the forms of S. 1’ob11stmn and the garden varieties, using our chi omosome counts 
as basis for selection. 

We will await yo町 pleasure,and assuring you it is our desire to cooperate in the 
interesting project planned by Dr. Kihara. 

私から一度も Brand巴S氏i亡依頼の手紙を書いてたかった。それを出したら直＇ C..:失の返

信が Brandes氏から私宛に来た。

書翰第6競 Washington Apr. 18, 1940. 
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Your letter of March 28, in reference to New Ginea sugarcan巴 varietiesfor genom-
analysis, is acknowledged. 

When the pr百 entsugarcane crop is far enough advanced to furnish cuttings suitable 

for shipping, namely, about September I, we can supply the following varieties: 

Sσcchanmz robustzmz F1 hybrids 

28 New Guinea 251 D. 74× 28 N. G. 251 

28 ,, ,, 105 Louisiana Purple × 28 N. G. 251 

28 ,, '.' 289 Black Fiji× 28 N. G. 251 

28 ,, ,, 290 Crystalina×28 N. G. 251 

New Hebrides l Louisiana Purple × 28 N. G. 105 

Varieties in the above list will provide you with an assortment of clones of th巴

primitive forms and hybrids r巴suitingfrom crosses of these with various cultivated 
forms of the “nobl巴円 type.

If we do not hear from you to the coptrary we will assume that the above selec-
tion is satisfactory. 

之で材料が詮りう る欣態迄まてばよい。11月に失の書面が Sartoris氏から来た。

書翰第7競 Washington Oct. 11, 1940. 

In compliance with your request of March 28 to Dr. Brandes, we are sending in 

today’s mail cuttings of the following cane varieties: 

28 N. G. 251 28 N. G. 289 N. H. 1 

28 N. G. 105 28 N. G. 290 
C. P. 36-124 (parentage La. Purple × 28 N. G. 105) 

C. P. 36-141 (parentage La. Purple×28 N. G. 251) 

C. P. 36-154 (parentage Black Fiji×Hind’s Special) 

C. P. 36-157 (parentage P. 0. J. 2725× 28 N. G. 251) 

いっとの材料が来るかとまった所が来ない。12月2日横i演の植物検査JiJTl'C問合せると

大阪の税関i・c聞けと云ふ，そとで京都の出張所に聞いて見たら禁製品として返還した計

りだと云ふ。 口惜しがっても戻らない。直に LCDで衣の電報を打つ。

To our r巴gretcanes are sent back as prohibited plant by mistake would you kindly 

send new ones to Mr. Kariya h巴adof Yokohama quarantine office Kihara. 

直に再選するとの有難い手紙が Brandes氏より折かへして来る。

書翰第8披 Washington Dec. 17, 194. 

We have your cablegram of D巴cemb巴r16 and I am very sorry that you did not 
receive the cuttings which. were shipped on October 11. 

I have writt巴nto Dr. Sartoris, who is in charge of ouτCanal Point, Florida fi巴ld
station and he will try to duplicate the shipment. I am afraid however that all of 

the cane at this station has been harvested and that it will be several months before 
material is again available. 

We will notify you in advance of any shipment that may be made, and will send 

it through Mr. Kariya in Yokohama. 

昭和16年 2月に材料は届いた。早速横演の検査所に古里副手を汲這てし入手した。併し

芽を泊、毒のため痛められて 3系統より活着したかった。弐にその事を停へる私のBrandes

氏宛の手紙。
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書翰第10競 Kyoto March l, 1941. 

A few days ago I received your letter dated 6th January 1941 and samples of 

Sσccharmn r obus/wノl J巴swietwhich you send to Dr. S. Kariya, Chief of Yokohama 
Quarantine Office. I am ind巴edgrateful to you for your kindness in sending me a 

part of your valuable material. 

The canes were immediately planted. CP 36-151, CP 36 157 and 28NG 290 are 

now healthfully growing in the・ green hous巴. The remaining var允ties,NHI, 28NG 

251, 28NG 105, 28NG 289, and CP 36-141, have failed to develope perhaps owing to 

a somewhat severe quarantine treatment. All of th巴secanes are of considerable in-

terest for my genom巴－analysis. If you will have any samples available in th巴 next

season, I shall be very much. pleased to receive th巴m again. 

之K劃しても衣の如き書面が Brandes氏から来？と。

書翰第11競 Washingson March 27, 1941. 

I have your letter of March I, 1941 regarding the S. robushtm clones. I am very 

sorry that most of them failed to germinate. 

As soon as mature cuttings are available, which will be about the 1st of October, 

1 shall send you cuttings of the varieties that failed to germinate, viz: N. H. 1, 28 

N. G. 251, 2.3 N. G. 105, 28 N. G. 289, and C. P. 36-141. The cutti11gs will be sent 

to you in care of Dr. Kariya, Chief of Yokohama Quarantine Office. 

との手紙が往復した 1年齢は欧洲に第二次世界大鞍が起り，米圏が英園側K参加せん

とする一歩手前迄来てゐる時である。また太平洋を挟んだ日米聞にも暗雲がみたぎった

時代である。にも拘 らや Brandes氏が示した寛大と好意Kは大友る感謝を禁やる事が

出来たい。 との頃よく云はれる如 く科撃には園境は無いが，主要者には 組園が ある。

Brandes氏が甘熊の研究のため科接的の協力を惜またかった事によって， 吾k の側にも

との研究への義理が出来て仕舞った。丁度昨年の五月には奮亥である日糖の;t!Jp津常務と

甘震の研究に闘し大いに共鳴しその細胞遺停撃を研究する決心がついた。 吾k としては

和蘭に封して甘擦の肇術的貢献による返躍の策持ちが多分にある。 すべての企業の前に

科事的調査は附物である。 その調査の方は外園にまかせ直に企業にかLるのが多くの場

合吾園の行き方である。 甘蕉で POJの高貴種育成は瓜珪の数十年閣の苦心の結品であ

る。 その思惑のみを一方的に吾ノ々 がうけてよいものか。

海南島に行かれた基北帝大日比野教授から Sspo1印刷仰が贈られ，大倉永治君によ

tって比島の S.s1-:,onta11eumを入手し少し宛調子が出て来た。

斯様にして昨年度末には別項の如く私と今村君とでサイパン島に赴きそとを基地とし

て将来研究を貫施する事と主主った。それに日精，E製糖，南興の御後援を得？と事は吾k の

最も欣びとする所である。

との仕事が5年IO年の後どん主主張展をするか柴しみでもあり 心配でもある。甘熊班に

は燕姿の細胞遺停で世界の第一人者となった西山市三博士を長とし，新鋭山田，近藤雨

農撃士を配し鈴木3 古里の南星第士も夫A の立場で臆援して央れるから安心で重うる。

時報に甘煎班の誕生記を執筆するに際して御後援下さった方A に深甚の謝意を表し，

併せて吾々がその領域内の努力をして之に酬ゆる畳｜苦を披涯します。
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各 班 の計霊

林木班研究費施計書

平 士
口 功

I 細胞畢的研究

l. 染色韓教の決定

遺倖子の捲架髄である染色髄数の決定が，如何なる生物を研究する場合に於ても先づ

第一義的要件たるととは云ふ迄も主主い。林木中の重要部門を占むる笹巣植物に於ては，

大部分の属が染色韓基本教の決定を見て居る。に も拘らす＝被子植物K属する林木に於て

は基本数すら未決定のものが多い。また近来林木に於ても倦童生性が績k護見せられて居

る。従来から明かにせられて居る Seq1toz"a,Betu!a, Ulmus, Sorbus, Acer, Aesc1tl1tsの外，

Abll!s, Jug/ans, Sa!z;i.:, Pop11!1ts, Robima, Tzlia, Fraxi111ts, LarLr:等vc於て倍数性が見出

された。林木班に於ては昭和 16年3月以来，約 160麗， 300種に就て髄細胞染色盟主主を

決定すべく研究を続行中である。

2. 核形態撃的研究

核形態率的研究或は稜型分析がゲノム分析と並行的関係を示すととが知られて居る。

ゲノム分析は次に述べる雑種の細胞遺停皐的研究によって始めて明確と主主るのであるけ

れども，林木の如く種子より護芽し？と個髄の成熟分裂を観察するに比較的長年月を要す

る材料に於ては，稼型分析を併せ行ふのが賢明であらう。核型分析に閲して特に興味の

あるのは笹果植物である。近来スギ科，ヒノキ科に於て n=111's.る基本数が見出された

が他のマツ科，マキ科，イチヰ科，イヌガ、ヤ科等は n=12が正しい様である。醤果植物に

包含される各科鹿の示す饗異の量は大きい。それ等が何れも 11或は12の基本教を有する

ととは，その核形態に於る多様性を暗示するものではあるまいか。同時に分類纂， 化石

皐，地質撃方面と闘係深き笹果植物の各居間或は種聞の系統的関係を知る手懸りが，と

の謹に潜んで居るかも知れないのである。越果値物に於る核形態撃的研究は少い。その

理由は染色髄が長形怒るため観察に不便たるとと，良好なる固定像の得られ難きとと等

である。併し核形態の研究はとれ等の技術的困難注克服して敢行するだけの事問的債値

を有するものである。

3. 成熟分裂並に雑種の細胞遺惇接的研究

成熟分裂の観察による半数染色骨畳敷 nの決定は暗細胞核分裂による 2n染色艦教の決

定と並行して行ふべきである。 ｝OHNSON氏（1939）によれば28麗404組合せの種間雑種が

北米産林木に於て護見されて居る。その中243組合せは自然交雑である。 との場合恐ら

く外部形態から判断されたものであらうが，との場合その成熟分裂並に稔性を併せ調査

し主主ければ正確訟判断は期し難い。林木は成熟分裂を行ふに到る迄長年月を要するが，

自然欣態に於て存在する雑種を捉へてとれ等の観祭をたすととは賢明主主方法であらう。

林木班に於ては昭和16年2月より各種麗に於て種間及島間交雑を開始し L現在13麗約40
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種聞に交雑を終了した。

II. 謹惇皐 的研究

1. 形態的及生理的諸形質の因子分析

育種的見地よりすれば賓用的意義を有する形質を謝象とし，且つ結果に於て目的とす

る優良形質を具備せる 1個韓を得れば足り る。 育種事業は多くの場合斯の如き方式によ

って行はれて来た。結果だけを掴みさへすればよく，途中の方法や理論等には絵り闘心

が梯はれて居主主い。林木の如き生物率的に基礎附けられるととの濃い材料に於ては特に

然りである。 併し乍ら研究上長年月と力也積M、要とする林木の如き材料に於てとそ，

1日も早くその基礎研宜に着手せねば友らぬ。それには先づ因子型の整理が先決問題で

ある。換言すれば純系の作出である。 自家不稔性或は自家授粉に基く次代の倭イヒ等の障

害が珠想、され友いではないが，それ等の障害はとれを排除して進まねばたらぬ。世代を

重ねるに長年月を要すると云っても，それを短縮する方法を構プ夕、ればよい。林木に於て

は生態的諸国子の影響を受けるととが大きい。特に生長量その他生理的諸形質に於て然

りである。との生態的因子の彰響を分離するためにも，純系を使用した統計的研究が望

ましいととである。

2. 雑種強勢の研究

種間雑種が組合せにより雑種強勢又は弱勢を示すととは Pop11Jwl'C於て知 られて居

る。林木以外の栽培植物に於ては因子型を異にせる品種間交雑の F1が雑種強勢を示し

た報告が多い。併し林木に於ては品種間交雑の F1に於て雑種強勢の現象を利用し得る

可能性は少いと議想される。その理出は林木の因子型が既にヘテロの傾向を強く示して

居ると議想、されるからである。林木班に於て昭和13年賓施した杉品種間交雑の F1植物及

自殖植物を観察したととろでも，とのととは裏書きせられて居る。杉の如き比較的古く

から植林を行はれて来たものに於ては，意識的に又無意識の中に雑種強勢の事置そのも

のが既に利用されて来たものではあるまいか。苗を育てる場合に生育良好怒る母樹より

採種し，叉挿木繁殖によってその形質をその俵利用したであらうととは想像に難くない。

林木班に於ては前述せる如く 13属約40種の聞に種間交雑を賓施した。その F1植物に

就て細胞遺停撃的研究と共に雑種強勢の有無を検する設定である。

3. 個韓護生の過程に於る襲異の研究

笹巣植物の jimipertts,ChamaecJ＇.戸zris属その他re於て個鑓護生の途上に葉形に現はれ

る費異は系統護生と結びつけて興味ある事賓であると思、はれる。 林木は1世代に要する

年月が長いだけに，その護育の過程に於る鐙異の観察には便利で、あらう。一年生植物等

に於て閑却され易い遺倖子の機能強現に闘する時間的追及の如きも，林木に於て大いに

注意せらるべき問題たるを失はぬであらう。

m. 突然箆異の人馬的生成

1. 倍数植物

コルヒチン法の護見以来倍数植物の人詩的育成は比較的容易と主主った。傍動植物の育

種的債値は林木の如き単純怒る生産乞目的とし，且つ改良淘汰の程度潔き材料に於て高
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いであらうと思はれる。 ii来世界各園より林木の人需的倍数館育成に闘する報告が現は

れて居る。林木班に於ても有用務路約30届60種に就て倍数瞳育成の貰験をと進めて居る。

2. 遺倖子突然費異

従来人魚的に生成せられた遺停子突然襲異は到底茸用的債値なきゃに考へられる傾向

があった。併し近来諸種の材

木に於ても少くとも有用穆躍に封し花粉叉は種子にX線慮理をt主す等の研究がよ必、要vεあ

る。併し何と云つても突然p護異護生の蓋然芸存は大き く士匡い。との種の研究は大規牒に行

はれたければその数果は期待し得ないであらう。園家百年の計を立てる意味に於て，是

非大地積と経費その他を乗ね備へた研究機関の開設が望ましい。

IV. 世界各地より樹種の蒐集

今日の時局は日本のあらゆる科壌に従事する者に封して，視野を日本内地のみに限定

するととを許さたい。林木に於ても互E寒帯より赤道以南迄，多種多様の立地僚件に封躍す

べき樹種の積極的育成に進まねばたらぬ。それには先づ現在世界各地に存在せる樹種と

云ふよりもその稼躍の具有せる遺倖子を蒐集するととが肝要である。幸ひ各大撃や植物

園その他には世界の有名な穆躍が蒐集されて居る。林木班も種間交雑その他に現在京都

千智大農撃部林製教室に育成中の貴重怒る材料の恩恵を受けて居るものである。併し世界

各地K存在せる棒腫は莫大である。時局は既にとれ等の材料の蒐集に或程度の困難を加

へて来て居るかも知れぬが，種子交換その他の方法によって各大塵，試験場，植物園そ

の他あらゆる機闘がその蒐集に努力されたきものである。

細胞・遺傍皐による甜菜品種改夏貴行計墨書

松村清

I. 序 ・吾吾
国

甜菜の遺停撃的並びに細胞験的研究により，甜菜の育種の基礎を作り，とれによって

品種改良を確置に且つ迅速に行ひ得る様研究を進めたい。とれが震に昭和15年より甜菜

の各品種，甜菜ど同種の他植物並びに同属の野生種を蒐集した。同時に部分的乍ら之等

の聞の交雑を行ったが，大部分は本年以降に行はんとするものである。

n.研究 項 目

1. 各品種の特性調査

種k の品種には特有の性質あり，育種主一長一短あるもので，之等を交雑その他の方

法に使用する場合には各品種の特性を熟知する必要ーがある。とれが需にとの調査を行ふ

もので， 例へば含糖量，牧孟，熟期， mM・病性のー程度等である。

2. 雑種張勢の有無及びその範囲の研究

多くの根菜類には既に雑種強勢が利用されて居る。 甜茶にも との現象があるものと想

像される。 従って品種間又は箆種間雑種に於けるその程度を調査しp 如何怒る程度の護
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縁植物聞の交雑がとの現象を表はすかを研究する。例へば甜菜と恭菜との交雑の如くで

ある。

3. 交雑によるゲンの組換を用ひ？と優良品種の創生

甲形質｛'C優れるが乙形質に劣る品種あり，又とれと反封に甲形質は劣るが乙形質の優

れたものがある。之等相互の交雑により，その子孫又は戻雑種の子孫中に甲乙雨形質が

相嘗優良主主る品種を得るととがある。 例へば含糖量は高いが牧量小たるものと含糖量は

低いカヨj5(量大たるものとの交雑利用の如きものである。

4. 自家不和合性の研究

甜菜は自家不和合性主主りと云はれて居る。との程度を究めるととは採種上又交配技術

上最も必要なととである。雑種強勢が利用されるとすれば，雑種種子を得るには常に優

良母本及び父本を選び交互K栽培して採種したければ友らぬ。自家不和合性はとの場合

便利であり，更に雄性不稔性の母本を選ぶ時は常に均一な雑種種子を得るととが出来

る。

5. 耐病性品種の選揮並びに耐病性の研究

野生種は一般に耐病性である。従ってとれを交雑に用ひ（3〕による優良品種を作る。

叉耐病性そのものの研究も品種改良の一目的を定めるととと怒る。例へば策孔大なるも

の程病菌が犯し易いとすれば，策孔の大主主るものを育成しても無駄である。

6. 庚義の農業薬剤使用による増牧

病姦害f亡封する薬剤l撒布は勿論であるが，一般農家f'C配布する種子治毒の研究は急：務

である。一方生長ホルモン等の使用により増J吹を計る。それが震薬液の種類，濃度及び

使用法を研究する。

7. 生理接的問題特に糖分の蓄積妖態の調査

糖分の蓄積妖態は品種により異るべく土壌，気象との関係は大なるものがある。 とれ

等を調査して，各栽培地方に適し？と品種を選ぶべきである。

s. 人詩倍主主韓の育成

近来種k の作物に於いて倍数臆が育成され3 賓周化されつつある。甜菜にも既に倍数

簡が牧量を増加した報告がある。従ってコルヒチン等により人篤的に各品種及び各饗種

の倍数憶を育成する。倍数韓は叉野生種との交配技術上利用されるべまものである。又

三倍髄も有利に遺ひ士泣い。

9.具蟹種叉は異種聞の複二倍臨の合成

前項による倍数韓は同質倍数轄であって，合糖量及び牧量は増すとも援病性をば増す

慎あり 。斯かる場合は耐病性登種乃至野生種と優良品種との複二倍贈を合成すべきであ

る。複三倍瞳は採種も容易でるらう。又前項による四倍艦相互の交雑により複二倍鯉を

得るととも出来る。叉四倍鯉と二倍髄との交雑による三倍惜の利用も考慮さるべきであ

るととは既述した。

10. X線庭理による雄性不稔性の誘護及び優良形質の選出

X線庭理により雄性不稔性を惹起し得るととは他の作物にその例がある。（4）の如く

雑種強勢を利用する場合には雄性不稔性は必要歓く可らざるものである。母本？とる優良

品種にとの性質を輿へ易いものはX線である。その他X線による突然蜜r異より優良形質
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を得れば，（3）の宣行に利用される。

III. 従来の成果

昭和15年度諌備的に行った研究結果及び研究方法を列察する。

1. 品種の特性

21 

＊蜜種の熟期を調査し，今後の交雑法に便怒らしめんとした。又各蜜、種，各種の自家

不和合性の漁備調査を行った。本育 192競中 2個悼の雄性不稔性個韓を護見し，との遺

停現象の研究並びに育種上の利用の魚種k交雑を行つ？と。

2. 種k の交雑

雑種強勢，ゲンの組換，自家不和合i性の研究又は複二倍韓合成の第一段として昭和15

年に開花した各品種，各蜜種，各種聞の交雑を行つ？と。雑種種子は一部分既に京都で秋

播とし， 5月に北海道に定植の議定である。 とれ等幼植物を京都より北海道に運搬した

のは本年開花せしめんとする震である。

3. コルヒチン鹿理

母根庭理により既に昨夏四倍贈を確認し？と。又芽生庭理よりも四倍踏を得るととが出

来た。とれは丁度今北海道農事試験場温室及び京大硝子室で開花中である。更に種子庭

理よりも倍数簡を得た見込で3 とれも京大硝子室内にあり開花せんとしてゐる。 ζれ等

は採種後直ちに播種し， 1日も早く多数の倍数悼を得るやう努力して居る。

コルヒチンによる四倍踏に就ての報告は既に “甜楽の細胞並びに遺俸接的研究，第 1

報”として潟i'fH農撃舎誌に寄稿した（松村・山下， 1941）。その概要を述べると，コルヒチ

ン液の濃度は母根，芽生及び種子共に 0.4%水溶液が最も有数である。四倍惜の成熟分裂

を観察し，今後の四倍樟決定には他の植物の場合と同様に気孔の大さの比較又は花粉の

検定により出来得るととを確め？と。コルヒチンによる同質四倍艦は策孔大きく時に病菌

に犯され易いととは想像に難くたい。又採種上からも病気に抵抗性ある寵種との複二倍

鰭を作るととが有望と考へられる。との目的の震K前項による雑種種子の一部に芽生の

コルヒチン庭理を行った。その雑種組合せは衣の如くである。

B. maritima×本育 H/2競 家畜ピ｛ト×本育 192競

B. vulgriris Pale1’me× 本育 192披 Half Sugar×本育 192競

更に京都に於て秋播の甜菜品種（本育 48競， 190競， 192競， 390競，398披， Kleinwanz-

］巴ben,Vilmorin Wh巾 French），飼料大根品種（赤長ビー ト， HalfSugar，家畜ビート），

火焔菜品種（エジプテアン〉，恭菜品種（縮綱大葉恭茶，併園自室恭架，ふだんな〉，各鐙

種（B.vulgm’is Pσlcrme, B. vulg. abyssi1tz'ca〕及び各種（B.maritim斤， B.macrocarpa）＿の倍

数悼を得る目的にて多数の芽生にコルヒチン鹿理を行った。とれ等も 5月に北海道に定

植の議定である。

4. X続庭理

X線庭理は初め策乾種子に営研究室の装置を用ひたが，照射量少き需あまり数果主主く，

震に京大理撃部荒勝研究室の強力怒るものを借用’した。その照射量は電底 lOOKVP，電

流 lmA，櫨過板放し，距離 30cm，時間 100分， 200分である。との個f躍は今冬野幌に

貯菰中であるO
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更に京都にて催芽種子に嘗研究室のX紘装置を利用し，庭理種子高と秋擦したが，とれも

5月に北海道に定植の諜定である。とれの照射量は電感 40KVP，電流 2mA,j直過板主主し，

距離 15cm，時間 3時間（皐位約 25000及び6時間（翠位約 5000，）である。

併し催芽種子鹿理は利用範園少く，照射時間の短縮及び強電監の必要等の矯，蛍研究

室の装置をさたの如く改修したい。 X鵠護生装置を整流管 4個使用による全波整流と主主

し， 120KVP,3mA連続むこ耐え得る様にする。

5.種 子 泊毒

京都にて秋播として温湯浸法，ウスプルン，メルクロ ン，炭酸銅による殺菌を行ひ，

賓験室にて護芽試験を行ふと同時に京都近郊柿足に 300坪を借地して播種した。ウスプ

ルンが最も良好主主結果を得，メルクロンとれに弐ぐ。その濃度自；2000倍液 2時間浸漬が

最良である。との影響は今日相首成育せる植物にも明かに見られて居る。併し貰際問題

として農家に配布する場合粉剤に よる種子治毒は最も簡便たる故， 本年更に種止の薬剤

液を用ひ北海道にて試験したい。

一方生長ホルモンに よる増牧を計らんとして，先づナフタレン酷酸を種子に鹿理し？と。

その結果 0.00001%液24時間庭理が最も護根力強く，芽生の成育よきとと を確めた。 併

し殺菌力があるとは云へぬ。昆理種子は本年北海道に播種して今秋Jf:t(量比較試験を行ふ

議定である。又薬液鹿理の時期及び方法等を研究する。

又 B.macroca1アa,・B. lomatogo77a及び B.trigJ仰等の種子は硬賓（HarteSamen〕

らしく，濃硫酸その他の前庭理を考E設置行中である。

6. 蒐集せる品種，鑓種及び野生種

北海道農事試験場，満訓圏ハルピン農事試験場（22品種〉及び北海道製糖舎吐（39品種〉

所有の甜菜品種は全部とれが寄婚を受けた。その他よりの分譲品種も二三あり。飼料大

根，火焔莱及び恭茶は試験場より分譲されたもの，種苗商より購入したものである。 又

野生種は試験場より分譲されたものの外，大部分は諸外閣の研究者，研究所，試験場，

植物園等に交換叉（＇；）：介護方を 依頼したものである。 現在迄に入手せるもの・別表の如し

(55頁参照〉。

IV. 研究年限，研究地並びに捨任者

I. 研 究年限

昭和15年度は議備賓験をしたもので，昭和16年度より 5ヶ年を第 1期とし，組く 5ヶ

年を第2期とする。第 l期は基礎的研究を主として行ひ，第2期には躍用に移る。 イ旦し

第 l期満期までに基礎的研究を完了した研究項目ある場合には直ちに第2期l℃入る。

2. 研 究用’地

京都に於ては京大農拳部遺俸察研究室園場，温室，硝子室の 1部を借用する。更に昨

秋より京都近郊紳足に300坪を借地して甜交を播種したが，本年よりは京都近郊の他に

遁営主主土地を探し，とれを 500坪以上借地するものである。同時にとの土地に貫験室及

び硝子室を建築する， 北海道農事試験場温室と共にとの硝子室を利用して3 1年にて採

種し得る様になし研究を迅速に行はんとする。

北海道では琴似の北海道農事試験場圃場500坪（第 1期），1000坪（第2期〉を，叉野l院
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の明治製糖舎枇採種圃区二於ても略ぇ同面積の園場を借用する。上記試験場の温室は大健

50個躍を栽培し得る面積を提供される。

3. 賓験室及び器械器具

国場試験は主として北海道で行ふ。従ってそれによ必要友る賓験室及び器械，器具の使

用は遁宜その土地の研究室のものを借用する。

細胞撃的研究の如き賓験室内の仕事は主として京都の研究室で行ふ。叉 1部の圃場試

験は紳足の借用土地（又はその他の土地〉に於て行ふ。それ等の場合の器械，器具に閲し

ては北海道の場合と同じ。

X線装置は京大理皐部荒勝研究室のものを随時借用すると とが困難であるから，嘗研

究室のものを甜菜に利用し得る様改修する〈上記“ X線庭理”の項参照、〉。

4. 捲任者

京都帝大農撃部遺停皐研究室甜菜班が凡ての研究を行ふが， 1部必要に降、じて他に委

瞬するととがあるO 甜楽班の構成は第 2頁に見られる。 (4月 27日記）

北 j繭に於ける E甘菜育種上の諸問題

山下 孝介

（北 満産業 株式曾 社長務研究室）

I 絡 日

北浦農業の甜菜栽培を中心とする近代科皐農業化はわれわれの理想、とするととろであ

るが，従来行はれた甜菜に関する試験成績並vc栽培の賓情に鑑み，甜菜育種の諸問題の

考察を行ふととは必要であると思、ふ。満す｜｛の甜菜は従来その種子を主としてドイツの供

給に仰ぎ，その品種はクラインヴアンツレーベン3 ヴイルモーラン，並にティツペ等で

あるO 園立農事試験場には此の外多数の品種が蒐集されてゐるO 最近の事情はドイツ種

子の闇滑主主る職入不可能の欣態と友 り， 公主嶺農試育成の公 12競及北海道農試育成の

本育 192競等の栽培も行はる .＇，.!tC至った。 他方満m・｜園に於ては甜菜種子の圏内生産自給

の目的で原種園経営も進められてゐるO 然し乍ら甜菜は他家授粉により結賓する作物で

品種の純度叉は品位の維持には技術を要するものであるが3 との黙に就いては比較的無

関心である如く取扱はれてゐる。 ドイツ種子の職入に閲しても 3 最近までクラインヴア

ンツ レーベン，ティツペ等が車にドイツで優秀品種主主るの故を以て輸入されてゐるが，

とれらは後に述べる如く環境を異にする満加IK必す＝しも遁営の品種とは言へ友い。

われわれの北安省綬化街近郊劉大詰室に於ける康徳、7年試作成績に徴してみても，漸

く北海道に於て育成せられた本育 192披が耐病性であるために比較的良好た成績を示し

てゐるに過ぎ友い現扶である。

因にドイツ種子債格は新京着 1公斤 1園 50銭であるから・陪嘗播種量36公斤（約 4斗〉

として陪嘗54園の種子費となる。
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E 品 種 の問 題

1. 試験場に於ける試験成積の考察、

会主嶺農事試験場に於ける甜菜品種試験成績Kついて考察するに蒐集せられたる品種

教は約30品種（公主嶺育成品種を含む〉で先づ

耐病性品種としては ピルモーラン系， ブチンスキー系，アレキサンダーヤナツ，ザボ

テイル，ザンドミヤスコ，本育 190，本育 192，本育 48，ウヂツA等を掲げるととが出

来る。クラインヴアンツレ戸ベン，ティツペ，会12競等は耐病性品種とは言へたい。

根中糖分高きものは ブチンスキ戸P，公47 6，本育192，公13，会43-4，ブチンスキ

戸MLR，公12，会57-18，公48-16，アレキサングーヤナツAJ I，ブチンスキー

M，ウヂツA，等である。

純糖率高きものは，ブチンスキーP，公43-4，本育192，ブチンスキーCL R，公57ー

18，アレキサングーヤナツAJ 1 ＇ブチンスキ戸MLR等である。

l技量ーについては ブチンスキーML R，プチンスキーCL R，ブチンスキーNM，ブチ

ンスキーNP，ブチンスキーP，ウヂツAといふ順に高く，ブチンスキー系が断然花

形でまうる。

とれらの賠を綜合して優秀品種の階級を定めるときは

(1）ブチンスキーP (4）本育 192競（とれは梢晩熟のきらびがある〉

(2）ブチンスキーMLR (5〕公 13競（とれは耐病性が弱い猷鮪がある〉

(3）ブチンスキーCLR  

J とたり2 クラインヴアンツレーベン，ティツペ，公12競等はその 5指にも入れられぬ有

様である。殊にクライングアンツレーベン，ヴイルモーラン等は根中糖分に於て著しく

劣る品種である（附表参照）。

最近公主嶺農試に於ては，ウヂツAより 3 ハルピン農試に於ては，ーブチンスキーCLR

より選抜育種が試みられてゐるが，ブチンスキーPの如き品種l'C考肢がはらはれてゐ主主

いのは疑問と言はなければたらぬ。 以上は公主嶺農事試験場試験成績による品種の考察

であるから， とれらの中轍入後年教を経過し，満州に於て複生したる品種については，

そのオリヂナルの品種の特性を云k するととは出来t:r...0。われわれが北満に於て育種を

行はんとする時には新に封照植物として，オリデナルの外園品種を用意しその品種試験

を施行する必要がある。他方既存品種より選抜育種を行ふ場合にもオリヂナルの外園品

種を原として行か友ければ友らない。

2. 現存品種中よりは如何t;r_る品種を採るべきか。

北満に於ける甜菜の主要主主る理想形質としては衣の諸黙を掲げるととが出来る。

a，耐病性たるとと

b, ！枚量大たるとと

c，根中糖分高きとと

d，純糖率高きとと

e，早熟なるとと

満掛1K蒐集されたる品種を見るに，とれらの各形質を粂備するものはたく，就中ブチ

ンスキーPが梢k秀れて居る程度である。

従って現存品種中よりは如何友る品種を採るべきかは慎重なる考慮を要する問題で，
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またξれは育種上の重要主主る問題と言は友ければ台、ら友い。

新に甜菜栽曙を奨闘jせんとするf,J照が原始的農業に1慣れ，集約栽培技術の馴致に猷けs

然も俄にその向上を望まれぬ農民であると とに思を致す時， 先づ栽培容易主主る品種を以

て出護しs 農民の技術習得を待つてはじめて高級友る品種と交替せしむるが良策であら

うと思はれる。根中糖分並に純糖率高く， 早熟怒る品種は工場経皆上極めて皇室むべきも

のであるが3 若しその品種が耐病性弱きときは，王見扶に於ける農ー民tとそめ徹底的防除作

業は望み難く，従って牧量に影響するととろと怒り，農民は自らの技術を顧みるととな

くして， 北浦に於ける甜菜栽培の遁せざるととに蹄する陀至るであちう。との意味に於

て耐病性にして牧量比較的大なるブチンスキ戸系並に本育 192 競等は現般に於け~過渡

的の優良品種といふととが出来るに過ぎ友い。然し斯様主主品種を以て満足すぺきセ主主い

事は論一夕、るまでも主主い。今俵に非常に勝れた品種を得？ととしても長期間栽培のうちには

或は風土に慣れ，又はとれを侵す病菌に生態的の分化を生じてその耐病性を失ひ，ー品種

の交替に迫られるといふ場合が到来する事は想像に難てない。常にその育種に高金の策

を講じて置かなければ怒ら友いのである。蓋し北浦農業の革命的護展を以て使命とする

ととろではあるが，甜菜を中心とする以上比甜菜そのもの L栽培に成果を得てはじめ

て目的が達成せられるものであるととを深く銘記しなければ怒らない。

附記 （』）われわれの劉大詰霊に於ける試作成績に依れば，本育 192鏡はブリツクス

23以上に達した。とれを見ると北浦の環境に於てほ南満に於けるよりも根中糖分が高

まる傾向にある事が知られる。従って北瀦に最適の品種は更に高い根中糖分を示すも

ので士泣ければ怒ら主主い。クライングアンツレーベンは瀦測に於ては，根中糖分が｛まい

が樺太に於ては高く友る様である。

附記 (2〕ティツベに就ては多くの資料を得られ‘なかったが，との品種はクラインヴ

アンツレーベンよりもよいといふ事である。しかしとれは根の頭頚部が大きく，地上

！こ露出するので， 北満の如く牧穫前に酷星雲が来るととがあると，地上露出部が凍柑し，

原料として損傷を うける献賠がある。クラインヴアンツレーベンも地上露出部が多い

方の部類に属する品種である。

Ill. われわれがとるべき育種の方策

l. 方法

育種の目的とする主要形質については前項に掲げた通りである。その方法としての

A. は消極的方法とも言ふペく，現存の品種中より優良系を選抜する禍汰（叉は選抜）育

種法で常に：農家に於ても行はれて居る方法である。アと ＇.：＇'!i甘茶では採種が2年にまたがる

ととし他家授粉により結賓する作物であるために，優良系め選抜と純度の維持に技術

を要するのみである。品種の品位維持はとの方法に準じて行はれるものである。

B. は積極的方法とも言ふべく ，原点種育成の基礎をたすもので，最新細胞皐遺傍肇の

枚撮に立問lし，交配による優良形質の組台せ，雑種強勢（ヘテロシス〉の利用，叉は物理

化事的廃理により生やる突然費異の利用等所謂創成育種法で，とれは専門的知識並K技

術と施設とを必要とする。

既往の甜菜品種は大凡過去 l世京己の聞に（A）に述べ？と選抜法により育成せられたもの
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である。今後の育程上の護展は（B）に述べた積極的方法に依 らねば怒ら主主い。とれに必

要なる事項を掲げると次の如くである。

(1）甜菜栽埼品種並に同鹿野生種を多数蒐集し，品種試験を施行し，利用さるべき形質

を究める。

(2）細胞準的遺傍率的研究を行仏甜条育種の基礎をつく る。

a. 各形質の遺停撃的研究

b. 雑種の細胞撃的研究

c. 純系の獲得（遺停墜上の純系に非f，定範囲の純粋性を維持する品種の意）

d. 純系聞の交配により雑種張勢なる現象を生ぜしめ3 とれが利用を園る

e. 野生形質の利用

f. 飼料甜菜の形質の利用

g. コルヒチン其他薬剤j庭理による倍数値の利用並に生育の促進

h. X線其他物理的鹿理による突然襲異の利用

(3）関係文献の蒐集

甜菜農業先進園，主としてドイツの文献を蒐集し常に彼地に於ける育種の飲況に閥心を

挽はなければたちたい。賓際ドイツに於ける育種法並に採種法に如何主主る技術が用ひら

れて居るかを知らすして， ドイツ種子を過大に又は過小に評債するは無暴の奉と言は主主

ければなら主主いであらう。また衣項に述べんとする施設についても拳ぶべきものが多い

であらう。

2. 研究機関の施設

甜誕の育種は飽迄も細胞撃並に遺停壌の基礎が主艦と友るととは勿論であるが， その

目的遂行のためには，あらゆる農産科撃部門が加味され友ければ怒ら友い。従って研究

施設の将来向ふべきととるは一つの形態を備へた研究所の完成にまで進むととであらね

ば怒らぬ。然し差嘗って急：を要するものは衣の如くである。

(1）育種研究室。甜菜の細胞撃的研究，遺俸撃的研究並に育種研究に必要怒る機棋器具，

薬品類一式の設備を要する。

(2）研究圃場。約20陪。金網圃場若干，農耕具一式，倉庫，堆肥合等の設備を要する。

(3）温室。作物の育種に於ては， 世代を重ねるととが必要であって，年数のか Lるもの

である。殊に甜菜は普通栽培では採種l'C2ヶ年を要ナる。

今｛医に康徳7年栽培母根中より優良母根を選抜した場合の育種韓系を考へてみると，

次の如く なる。

康徳8年 原A種母根栽培 康徳12年 商品種子用母様栽培

・φ 9年 。採種 。13年 商品種子採種

。10年 原種母根栽培 。 14年 原料栽培

チ 11年 チ採種

斯犠に康徳7年に選抜した優良母根の種子は漸く 6ヶ年後，康徳14年に至つてはじめ

て原料栽培に用ひられるものである。原k種育成に至るまでの基礎的研究期聞を考慮に

入れる友らば，知多くの年次を要するとと ！..r.Lる。

さて所要年教は温室の利用に依って短縮される。 自Hち秋牧捜した甜菜母根は，温室栽
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培t亡移すととに依って翌年3,4月には採種され5,6月には圃場に搭種される。 との問 1

年の短紡であるO 北満に於ては育種の早期K於ける世代を進ませ能率を上げ、るために，

湿室は必要紋くべからざる施設であるO

添附の篤真はハルピン植物園の温室で，暖房装置はロシア式壁ペチカ及満洲式温突を

併用し，外気温が零下30度（C）といふ酷寒に際しでも，室内はよく 15度（C）以上に保た

れに温熱帯の植物がよ ・く生育を遂げてゐる。

冬 の 《 yレヒン植物園温室

3. 研究機関は何庭K設くべきか

官甘茶は他家授粉により結賓する作物であるから 3 品位の維持には技術を要するととは

前に述べた通りであるO 従って原々種の育成ともいふべき事業を行ふ育種研究部門は，

採種栽培地帯並に原料栽培地帯よ り隔離されて居る必要がある。また随時試験研究用薬

品を要し，各方面の新知識を求め怠ければ友ら友い。農事試験場との連絡の必要も生や

るO とれらの諸黙よりして，研究機関は北漏に於ける文化の中心地ハルピン市K設けら

れるべきものであると考へる。恰もハノレピン市は北漏に於ける甜茶栽培地帯の中心地帯

ででもあるO

翻って限界を庚く轄守、れば，地を南満小委秋蒔栽培可能地帯に求め，甜菜の秋蒔栽培

を行はじ北満の夏作と相f突って，前項に述べ？と 温室の如き成果を得るととが出来ょ

う。然も北渦・に於ては冬期酷寒にして，甜菜母根の貯蔵re著しき勢力を要し，カ日之甜菜

の開花期種子成熟期は雨期と怠るので，屡々採程上の困難が伴ふものである0 .

昨年は 4月以来既に京都帝園大串農皐部遺停事研究室に於て，木原教授の御指導によ

り， 甜楽研究班の援助を得て野生種栽培品種の蒐集， それらの交配，コノレ ヒチン庭理，

X線庭理，其他育種の基礎とえEるべき研究に着手し？とo

VI. 結

北満の風土は甜菜栽培に好遁にして，甜茶を中心とする北満農業経管形態の科皐化と

いふわれわれの使命はやがて達成されるであらう。 それにしても甜菜の品種の問題につ

いては常K重大なる関心が梯はれ怠ければた ら友い。甜菜の育種研究は年教を要するか

ら，とれが着手は焦眉の急：を要し，然 もとれは永久の問題であるO との事業遂行のため

には，育種研究部門にあらゆる農産科製部門を加へ？と3 綜合研究機関の完成にまで到ら

なければならたい
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甜菜品種の特性 （際得、G年度公主嶺農事試験場成績に依る）

品 緩 名 ｜牧 穫幅陶｜ 純給分（%）｜ 根中糖分開

／一，、 12披 4,530 SS.09 15 31 

'.L, 円、 13披 5,550 90.65 10.7'.l 

公 4G-7放 4,100 88目81 15.51 

公－17-6 ！虎 3,430 sa.rn 17.12 • 

公 1ヨーヨ丹波 3,7cl0 87.58 14.'.lO 

公 43-4盟主 3,380 94.64 lG.51 

公 4816競 3,150 88 35 15.31 

公 57一日盟主 3,8目。 91.01 15.71 

グイ yレモ ー ラン，ホ Pイト， 7ν ンチ 3,950 82.12 12.09 

'f'イ Jレモ ー ラン A 4,180 82.70 12.49 

// B ,!,400 Sl.G7 12.09 

’P C 4,7GO 85.90 l-!.30 

lJラ4ンザアンタ vー ベン E 生，700 83.4.1 12.2ι 

’',I (Hl38) 4,210 8-l.G0 11.88 

，， N 生，600 85 74 13.00 

’',I (1938) ,!,350 86.68 12.6'l 

’P z 3,920 83.2:3 113 09 

ドイ Y 種 M nu ’
J
 

．
 

門
4

・，
 

4
－
 l

 

月1.19 1ヨ.CO

ア νキサンダーヤナY AJl 4,lGO 00.03 15.10 

，， A J 2 3,670 87.10 1-1.0() 

’P AJ3 5,120 83.87 13.07 

’P AJ  -1 
． 

4,170 84.8月 13.!9 

プチンスキ ー CL  I主 (1037) 5,450 82.80 14 00 

’P MLR (1039) G,100 87.57 15.91 

’F 
(1937) 4,180 日6.42 13.70 

’P CLR (1939) 5,500 91.07 14.00 

’7 M 4,550 SG.29 14 30 

’P 
(1939) 5,120 司－158 14.51 

’P N M  5,450 85.52 14.70 

’P 
(1937) 4，月20 8・1.42 13.89 

’F 
(1039) 5，円30 82.20 1ヨ.79

ノノ X P  (1937) 4，円30 月3,l月 12.00 

ノノ (193()) 5,750 82.10 11-19 

ノノ p (H1,39) .J.,flOO 93 39 17.32 

ザンドミヤ λ ヨ E 4,000 • 自（＼'l3 15.00 

サホ子テ ィー Jレ M 5,070 83.70 12日月

勺 チ ツ A (1()3月） 4,750 87.0G 14.70 

’P 
(10D9) 3,670 8月.23 14.52 

本育 190披 生，020 Sli.12 14.10 

’P 
192競 4,0'.lO 91.G2 16.72 
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『大多提灯擦の研究』貴 行計童書

山本幸雄 松村清二

『提灯穂Jli土一種の不稔大喜容の事であって，特に北海道に多い。北海道に栽培される品

種はシパリ ｛が最も多く，京阪地方のゴールデンメロン種と相劃してゐる。京阪地方に

は堤灯穂は少い。叉北海道に於て提灯穏と怒ったものの種子を京阪地方に播種しても提

灯穂は出ない。

先づ大姿の開花並に受粉の機構を調査し，その不稔性の原因を追求する。その結果に

基き提灯穏を1日も早く防除せんとするものである。

I. 研 究項目

1. 開花並に授粉機憐の研究

a 開花（約裂開〉の時間並にその時の気象妖態の調査

b. 降雨と開花，授粉及花粉管伸長との闘係調査

C.裂開せざる荊並K雌薬の解音I］接的研究，更に受胎機構の視察

d.各品種に於ける上記調査の比較

2 提灯穏護生の貰験的研究

a. 降雨時被覆及降雨後水切が及ぼす影響の調査

b. 人工降雨による賓験

c.各品種！こ於ける上記賓験の比較

3.雑種 （F，）と雨親とに於ける提灯穂、登生の比較

4. 異る地方iζ於ける提灯f悪護生の比較

5. 栽培法による提灯穂殻生の多少の比較

a.播種期の早晩による比較

b 春化庭理（Vernalization）の影響

C，採種地の差異による比較

cl. 肥料3要素の影響

e. 土壌消毒による影響

f .種子治毒による影響

6.土壌と提灯穂費生との闘係調査

7. 病原菌と提灯摺琵生との闘係調査

開花並に授粉機構の研究は最も基礎と主主るもので，共の霊験的研究と相侠って提灯穂

の本髄を突留めんとするものである。 純理論的研究怒る事は云ふ迄も主主いが，生理主要的

並！'C内部形態準的研究には特種の技能を要する。又一方種々の精密機械器具を必要とす

る。とれ等の研究は贋汎に亙るか ら重要性re~ じて）I園芸えに行去るつもり である。

II. 研究方法並に分権者

1. 研究期間 との研究が完成する迄続行する。 第 1期に基礎的研究を絡れ第2期に
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は賓行IC移る。但第 1期，第2期共最長5ヶ年とする。昭和lG年度を第 1年目とする。

2. 研究地圃場賓験は主として札幌工場園場（第 1期 1000坪，第 2期 3000坪〉。 吹田

分室園場の大部分並に京大遺傍撃研究室の借用地（桂附近〉の 1部。

貫験室内の研究は京大研究室並lて吹田分室に於て行ふ。

3. 研究用機材L器具新規に購入以外のものは夫々研究地にあるものを利用する。

X線装置は吹田分室に出来る迄は京大研究室のものを改修して使用する。

4.研究分権者

第 2頁に記してある通 りである。 その他必要に1M.じ北海道農事試験場等に委託すると

と治宝ある。

III. 昭和16年度賓行計差 （札幌）

1. 開花並に授ifp｝機構の研究吹田にて琢備賓験を行ひ，札幌！℃て本賓験を行ふ。須藤氏

が主として研究の設定である。

2. 貫験的研究次の 4直を作 り，各医 100個韓を用点、。

a.封 ！照直 b.降雨時被覆匿

c.降雨後水切直 d. 人工降雨匿

供試品種 北海道シパリ ー， 北大 1競，チエッ コ・ モラピア，凡てウスフ．ルン種子消

毒の本の 10cm 間隔に 1粒賠播，4月18日直播。

3.雑種と雨親との比較本年は山本が作れる雑種の一部を播下じて南親との比較をt-;r..

す。潤逸及閣内の試験場より分譲されたもの並に萎酒舎枇各工場の保存種は凡て播種

して提灯穂の多寡を検査する漁定である。叉との内には野生種も含まれ新品種育成に

利用せんとする。本年は多数の交雑を行ふ議定である。

4. 異る地方に於ける提灯穏瑳生の比較（北海道農事試験場委託〉

5. 播種期の早晩試験

播種期 12/IV, 14/IV, 16/IV, 18/IV, 20/IV 

24/IV, 28/IV, 2/V, 9/V, 16/V 

供試品種 上記同様 3品種，各 100粒直播

6.春化庭理 4月12日よ り10日間雪中に埋淡し，その後直播す

供試品種 上記 3品種（無泊、毒種子），各 200粒

7.他地方にて採種せる種子の効果吹田， 札幌並に島根の 3地方のものの比較を行ふ

供試品種ノ、ンナ，ゴーJレデンメ ロン，濠¥ti作メリー，智未JJシパリ ー，垂頭二僚，博多

2披，夫A約 I畝， 4月24日播種

8. 肥料3要素の影響（札幌製褒所， 高野技師〉

供試品種 ；；.パ リー，モラピア

a.封照1亙， b. N 50% 増＆；：，

C P20;; 50%：；噌＆；：， d. K~O 50% 増直，

e. N, P205, K20 50% 増li¥'f, f .無 N &;:, 

g，無 P205&;:, h.無 K20直，

i. 無肥料N[,
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9. 土壌消毒試験

消毒法フォルマリン 100倍液坪SJ十5合E

・ウスプルン 800 チ チ ｝共に4月17日庭理

メルク ロン 800 チ 0 』

供試品種北海道シバリー，北大 1競，モラピア，各300粒， 4月19日播種

10.種子消毒試験

31 

泊毒法 ウスプルン，メルクロン，クポイド，王銅各種子重量の 0.1%・,0.05%', 0.001 

%の粉剤を混和す。

供試品種上記3品種，各 100粒 4月20播種

11. 生長ホルモン庭理

a.ヘテロオーキシン鹿理（Ii－インドール酷酸1m里〕

慮理法 1/40高， 1/200高，水溶液を4月16日午前9時よ り1時間， 3時間， 6時間，

12時間， 24時間浸漬。水油 l0°C，気温 11°C，夫々の時間水に浸漬の封橋匿を作

る。

供試品種北海道シパリー，各 100粒播種箱に播種，5月2日定植す。

b 護根素鹿理（ナフタレン酷酸〉

鹿理法 1/40高， 1/200高，水溶液を 4月23日に24時間浸漬。

供試品種北海道シパリ「北大 1披，モラピア各 100粒 4月24日播種， 5月8日定

植。

12. 移植と提灯穂との関係

4月17日 フロインド式トロンメル浸漬48時間後の北海道シパリー

4月23日 9 9 9 1週間後 チ

夫々 100粒を播種箱K播き， 5月2日定植

13. 温度の激嬰（成熟分裂期及び開花期〉と提灯穂の関係

a. 自然調査 b.賓験的研究

14. 穂字期に於ける薬剤撒布と提灯穏との関係

15. 土壌と提灯穂との闘係（北海道農事試験場委託〉

16. 病原菌と提灯穏との関係（栃内教授指導〕

17. X線鹿理による新品種の育成

庭理 法電塵 lOOKVP，電流 lmA，距離 30cm，櫨過板君主し， LU型タ ングステン極

レントゲン管使用，照射時間 100分及び200分

供試品種京都中生ゴールデンメロン， 北海道シパリ ー，穂揃（六僚大萎〉，野生種

(Hordeumψ仰 ・tanezmふ
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甘議班の研究 10ヶ年計霊

西山市

本斑は設に山田体1¥-1えてF古塁手日失の雨氏を南洋サイパン烏に汲逃ーして （昭和15年10月ーl:.l月），

甘際研究地としての同地の適否を調査せしめた。続いて木原均数授及び今村駿一郎氏等も波南

し， 主として南洋興受株式令市土の良事試験場並K研究施設に就いて， i符来の研究機関としての

可能性に関 して詳細な視察を行った。との爾回の現地調査の結果を以て，本軍圧はサイパン烏を

甘簾の現地研究基地とすると とに決定したのである。

木原教授は直に『甘蕉品種改良の基礎的研究並に優良品種選抜に闘する具位案』と云」、研究計

設を立案して，関係者各位の協賛生得ると共に研究施設増設に関する打合せを行った。土 って，

本研究班は下記の研究計設に基いて昭和loip7月より現地研究に着手する致定である。

甘東品種改良の基礎的研究並に優良品種選抜に

関する具趨案要旨

贋汎主主る甘蕉の細胞撃的並に遺停接的分析を行ひ，以て優良品種の育成経路を明にし，

之によって甘薦育種事業の飛躍的進歩を計ちんとす。

1. 主主主る研究者

研究者氏名は第2頁に列記す

2. 研究を行ふ場所

a. 京都帝園大星第農製部遁傍事研究室

b 南洋興護株式舎祉の試験場の土地及び．設備を使用

C 目 ポナペ島へも随時研究員を波遣す

3. 試験方法の樹略

a 世界各地にある野生甘－蕉及び野生に泣き栽培品種並に優良種の蒐集保存

b 上記植物間， 殊に野生種と菊滞種との交雑を行ひ，それ等を更に高貴化した耐病

性，耐乾性の良品種を獲る組材を作る

C. 高貴化を行ふに営り細胞接的の根撮を得るま需3 花粉母細胞及び匹設母細胞の研究

究を放す

d. ( C）と共に遺体分析を主主して良品種育生の原理主把握せんとす

e 育種とは直接関係主主きも甘煎の起！京に就きて細胞遺停車的見地より研究す

4. 優良品種の選抜

前記試験によって得たる高貴化の進みたる多数系統を陶汰選抜し賓地圃場試験をたす

5 期間

第 1期 （5ヶ年〉 主と して品種の蒐集，開花の調査並にその促進，交雑試験等を行ふ

第 2期（5ヶ年〉 高度の高貴化と優良品種の選抜を行ふ

昭和16年開始， 毎斧8月一12月南洋群島にて調査し，残徐の月は京都にて研究す

6. その他の研究

上記研究の他一般熱帯植物の研究をも行ふ
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綜合 抄 録

Betα 属の細胞遣惇皐

松村清

I. 分類と分布

Bd:I L はアカザ科（G_lienopodiaceae）に麗し， Ulbrich (1934）は4節目種に分類し

て居るo IMち衣の如く である。

Sektion I Vulgcrcs Ulbrich 

1. Bria vulgaris L. 

subsp. I. p円切mz'.,(L.〕Aschers et 

Graebn巴I

var. ma1ぅ'tima(L.) Moquin 

var. aect，τGren.巴tGodr目

var. De』eauxiiClary 

var・pzlosaDel. 

var. bre1Ji{racfeata 0. Ktze. 

var. trigynoides 0. Ktze. 

subsp. II. j叫・osa(Ehrenberg〕

Aschers et Schweinf. 

var. cr,imtalt"s (Roth) Moq. 
var. ／片付，ttaGuss. 7. B. 11111,a Boiss. et Heldr. 

subsp. III. esmle11ta (Salisb.) Gi.irke Sektion IV Proc11mbentes Ulbrich 

var. 11/ba DC. 8. B. ahip!ict/olia Rony 

var. i7ttea DC. 9. B. pσ！ell，庁打SMoq. 

var. 1osea Moquin var. ca11ψσimlata (Coss.) Maire 

var. mbra (L.) Moq. 10. B. 1;rocumbens Clir二

var. altissima Rossig 11. B. 砂＇ebbianaMoq. 

subsp. IV. cicla (L.) Moq. 12. B. patula Aiton 

B. vu令官ris は最も貫く分布するもので， Beta属の第一の護鮮の中心地たる東部地中

海沿岸地方並びに中央アジア，前アジアの荒原 ・沙漠地帯を中心として，東は前インド，

西は北海及びバルト海沿岸に迄損って居る。 B Vlt令σris var. man'tima は一般に B.

man'timaたる濁立種として｝D(.扱はれ，栽培種の原種と考へられて居る。栽培種（家畜用1)

食用幻並びに砂糖用3））は Subsp.esmle1.taに入るもので， ふだんた心は Sulコsp.czdaに

含まれる0 B. macrocarpaは B.VI必・arisの分布の西部地域にb札 と の 2種訴第I節

前

吋

叫

M

M

 

＼

J

1ソ
・

1

0

C

 

以

前

D

I
l
 

T
げ

d

u

／

L

O
 

1

6
 

0

j

k

吋
0

・
ゆ
佐

川

川

V
／
“

t
ι
＃／ 

γ

A

V
白

A

Y

A

a
a
a
 

v
v
v
 var. pmア11r庁sc:11sMoq. 

var. i11can1ata Moq. 

2. B. mσcroc，σrpa Guss. 

Sektion II Cai’ollinae W. Tranzschel 

3. B. trタ・ymWaldst et Kit. 

4. B. lomatogo11a Fisch. et Mey. 

5. B. wtennedia Bunge 

6. B. macrorliiza Steven 

Sektion IIIλlimae Ulbrich 

1) 飼料大根（英 fodderbeet, common beet，自eldbeet ；凋 ：Futterriibe,Gebaute Ru叫，elriibe〕
2) 火焔茶 （tablebeet, red beet; Salatriibe, Rote Riibe) 
3) 鮒菜 （sugarbeet; Zuckerriibe) 
4) 恭菜 （chardbeet, leaf beet; Mangold) 
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に入る。

第E節 Corollz'11aeは小アジアの荒原の植物で， トランスコーカシア，クリミヤ牛島，

ドナウ中流地方にある。 第 III節は 1種のみを有し，ギリシヤの山岳地方に見られる。

第二の護鮮中心地はカナリ ー島から地中海西端地域で，此庭には第IV節 Procumben-

tesが分布する。 Beta属の分布園は大韓第 l園の如きものである。

第 1圏 Beta脇各種の地理的分布（Schneider1938) 

II. 染色龍裁と按型

Beta属の染色館教は9を基本数とする傍敢性を示す。最初 Wi71ge(1917）が B.

v11.lgari"s var. peremzzs ( =B. marz"t仰ので 11=9t;_るととを護見した。それ以前に Mat-

thysen (1912）は B.vulgarisは n=S主主りと唱へたが， とれは誤りである。 その後

B. vuな・arisが 11=9たるととは多数の研究者によって確められた。－更に B.macrocarpσ， 

B.時間crorliiza,B. patellaγ1s, B. pat11la, B. j.wocwnb削除、 11＝も －eあるも入 B. lomatogo1.胞

は11=9及び 18叉 B.trigy11aは 11=18及び 27の夫k高倍数控があるととが護見さ

れた。 Zossimovich( 1938）は 71=18の B tr仰’仰は B carol／；グ！oraZoss.と呼ばるべ

きであると主張した。染色艦教の研究を総括すると次の如くである。

B. mart"!仰 a(n=9): Winge (1917, 1924), Artschwager (1927), I王1

Claus (1933), Sirotina (1934, 1936), Kakhidze (1935），松村・望月（未登表〉．

B. Vtt々 。仰い＝9):Winge (1924), Dudok van Heel (1925), N色mec・（1926),Art-

schwager (1927), Bleier (1927), Kuzmina (1927), Lewitzky (1927), Oksijuk 

(1927），杉浦 (1927),de Vilrmorin & Simonet (1927), Prywer (1931), Claus 

(1933), Sirotina (1934, 1936), Kakhidze (1935), Zaikovskaja (1935, 1938），足

立（1940），松村 ・山下 （1941).
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Bρ庁！el/art's(71=9): Bleier (1930), Sirotina (1934, 1936). 

B. mσcrorh 

B. patノtl.どz(n=9) : Sir叫 ina(1934, 1936). 

B. prommbens (n=9) : Seitz (1935). 

B. m,crocaゆa(n=9）：松村・望月（未護表〉。
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B. lomatogona (n=9): Sirotina (1934, 1936), Seitz (Schneider 1938に依る〕， Zai唱

kovskaja (1938, 1939〕， Zossimovich(1938). 

(11=18〕： Berg(1935), Seitz (1935). 

B. hな＇）/1/a(n=l8): Sirotina (1934), Zossimovich (1934, 1938), Zaikovskaja (1938, 

1939). 

(n=27): N占mec(1916）ベ Dudokvan Heel (1925), Bleier (1928), Sirotina 

(1934), Seitz (1935, 1938), Zossimorich (1938). 

染色悼の形態に関する研究も二三報告されて居る。 Sirotina(1934, 1936）に依れば，

染色鰭の最も長いものは B.mσC1’orlnzaで， B. loノノzatogo?1aと B.trigy?1aがとれに衣

ぐ。 B.Vllセ-art'sの数鑓種は中庸の長さであり，最短のものは B.pat1tla2）でるる。各染

色鰻の大さ及び南腕の長さの比等より考へて， B.111acrorlnza, B. lomatogo仰， B.tr必こ，ma

は第 l群をなし， B.vulgaris及び B.patitlaは夫k 第 2群及び第3群を完工すものとし

た。との黙は Ulbrichの分類とよく一致して居る。

B.v1必art'sの各費種聞の核型の比較は Kakhidze( 1935）及びZaikovskaja(1935, 1938) 

等により行はれた。 Zaikovskajal'C依ると 7蜜種は核型の上から var.crassa, var. dclq 

及び自家和合性の 1系統（1頼 l種子のもの〕の 3群に直別し得ると云ふ。

III.種 間雑 種

B. 111なm’i'sと B.marz'timaとの交雑は容易に行はれる。前者は自家不和合性であり，

後者は自家和合性である。従って雨者の聞の交雑は自家不和合性の遺停撃的研究の上か

ら興味あるものである。育種撃的には自家稔性の栽培種を得る震にとの雑種が研究され

て居る（Schwanitz1940）。

B. procmnbensは線設 （Nematoda）に抵抗性を有する。とれと栽培種との交雑に よ

り， B. proc？仰bensの優良形質を栽培種に移さんとして居る（Schneider1935, 1937）。

一般に野生種は病菌に犯され難いから，耐病性栽培品種の育成の目的にて野生種と栽

培種との交雑が古くから行はれて居る。 Tschermak(1927〕及び、 Bleier(1928）等は栽

培種 平×B.trigyna o の雑種を作り， F1は 2n=36で不稔性たるととを報じ？と。逆雑

種は Schneider(1935〕により得られたが， 2n=36で、雄性不稔性であった。その後Bleier

(1936）はとの F1の成熟分裂で 9rn+9rを観察し， 9rnはB.trぽynaのゲノム（B1BョB:i〕

の同質接合によるもので， B.7mlgarisのゲノム（A）が9rになると考へた。従って B

1) Berg (1935)に依ったが， Nemec(1916）の原論文は見賞らなかった。或は’ Bergの引用が誤

ヲたのではなからうか。

2) Sirotinaは B.patul，α を B.v1tlgm・isの1鑓種として居る。 併し核型が他のものと著しく

異るから第3群に狽立させた。
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lrigJ’na は同質六倍鰹たりとした。筆者はとの考へは直ちに受け入れるととは出来ない

と思ふ。 Seitz(1935, 1936, 1938）は B.trigyuaのディアキネシス期で 27立 を観察し，

同質六倍韓でないと考へ？と。叉 F1の観察から不稔性は成熟分裂の異常によると想像し

た。更に F,ire B. V?tセarisを戻交雑して 2n=27,36等の個樟を得？と。2n=36は F1

の自家授粉によるものと考へて居る。

Zaiko，叫；：aja(1938）によれば B目 lomrrtogona(11=9）×B. trigyna (11=18）の F1では

9n+9rカ王夢見察され3 (1-3)mが見られると云ふ。 B. 111acrorliiz(l (11=9）×B. tr必：！＇1/(l 

.(1t=l8）では（4-8)nで時に lmも存在する。 叉 B.11wcrorltiza (11=9）×B. lo11mtogo11a 

(n=9）でも（4-8〕H カ王夢見察された。 併し B.VI企庁ris(1t=9）×B. lo川庁togη7/G (11＝め

では（2-3)nが見られるに過ぎ友い。 第一分裂後期や第二分裂で異常な分裂が屡k 見

られ，一債染色髄が消失するととが多い。叉四分胞子の時期に二分胞子等も見られ，不

良花粉の多いのはとれ等の異常によるものであらう。

Zossimovich ( 1938）は B.lo111atogo11a (11=9）×B. ti色l’71a(n=27）より完全に稔性

ある F1(211=36）を得た。その結果 B.lo111atogo11a lti LL, B. trigy71aは LLCCCC

1-J..るゲノム式を有し，稔性の Fiは LLCCrt.りとした。とれに反し B.lomrrhgo仰い＝
9）×B. trigy叩（n=18）の F1は殆んど不稔で 2n=27である。叉ζの交雑より（211=

54｝.主る複二倍種を合成した。とれは B.trigJ’仰い＝27）と同ーのものであった。との

鮪から B trigyna （四倍種〉は cccc tI..るグノム式を有するもので B coroll!Jl01η と

命名すべきもの怒りと主張した。 とれを細脇撃的に Zaikovskaja(1939）が説明した。

同氏は B.lomatogona (11=9）×B. corolliflom (11= 18）の F1では 9rr+9r を観察した。

一方 B.corol!tf Iaraでは屡々四債染色髄が護見されるととから， B cor,Jli1jloraは同質

四倍髄で② P，又合成種は成熟分裂の観察から複二倍種たるととを詩明し？と。

IV. 染色龍異常（異数賠）

Kharetchko・Savitzki(1934）は甜菜に於いて異教性の 2植物を鷲見した。 即ち 211=26

及び 28のもので言うる。 とれに正常種を戻交雑して， 2x+1(2n=l9), 2:1：十2(211=20),

2. u十3(2n=21),3.:i:・ー1(211=26), 3.む（2u=27),3.＼：十1(2n=28),4x(2u=36), 5:¥:(211=45) 

の如き種k の染色髄教の個躍を得た。 叉 Seitz（未護表）の研究によれば， 2n=19,20, 

22, 26, 27及び、34の個曜が鷲見されて居る（Schneider1938）。

V. 倍重量腫

前項にも二三倍数慌が護見されて居るが，栽培種は組織の一部が四倍性に怒って居る

場合が往k ある。 Bleier(1936）は高温により二倍性の花粉を得たと云ふ。Kovalevskaja

(1938）はカルス法，X線照射，薬品慮理等により， 2. .-, 4：，：叉はむの組織を存するキ

メラ個髄を得て居る。所謂“Trotzer(fizzler）円は病菌に犯されて四倍性の根端をキメ

ラとして有するものである（Popoff1938）。

最近にはコルヒチン庭理により四倍韓が育成された。Schwanitz(1938）は母根に 0.5彪

水溶液を噴霧して，大主主る花粉を有するものを得た。染色韓の決定は友いが倍数瞳？とると

とは明かである。自家不稔性なるととは倍数轄に怒っても盟、りは主主い。次いで、 Frandsen
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(1939）は母棋に 1% コルヒチンのラノリン法により四倍悼を得，成熟分裂で 11=18を

親祭した。 足立（1940）も種子並びに幼花芽の 1% 液底理によ り倍数髄を得た。一方

Rasmusson及び Levan(1939）は幼花芽乞 1% コルヒチン液l℃鹿理して四倍龍を育成

し，成熟分裂の観察！とよ り（0-4)rvがあるととを確め？と。松村 ・山下（1941）及び松

村・ 望月（未護表〉ば 0.2,0.4, 0.8% の水博液を芽生又は母根に鹿理した。0.4屈の場合

が最も有数であり，成熟分裂の観察では Rasmusson及び Levanと略A 同様の結果を

得？と。 Rasmusson及び Levanは四億賭より採った種子を播いて， 4:i:・を 3個悼， 3.Tを

13個賠， h を58個賠を得？と。

Peto及び Boyes(1940）も幼花芽を 0.5又は 1% コルヒチン液κて慮理し，大形の

花粉を有ナる五つの枝を護見し，その種子を播いて 206個悼の染色鰹裁を決定し 4:l＇ を

2個開とむを 69個惜得るととが出来た。との 3:i:と標準？とる わとを夫,k7個韓宛を1列

にして交互に定植し， 8列として合計56個髄を比較した。 3.＼，＇の方が成育が よく大であ

った。葉片や策孔も大であったが，最も興味あるのは砂糖の牧主主（yieldof sugar）の黙

である。 含糖量（sugar%）と根の重さとの関係は 2.-i:では 100瓦の重さの増加に従ひ

0.34% の含糖量の低下を見るが， 3‘uでは 0.17% の減少で 3:1；の方が良好であった。

砂粧の牧量と根の重さとの闘係を見ると，900五以上の根ではおの方が失第に牧量が多く

主主る。従って含糖孟の著しい減少のたい程度で大きなむを作るととが有利な謹となる。

VI.結 論

最後に以上に綜設した結果の育種接的の躍用に就いて筆者の考へを述べよう。吾kが

甜袋の育種IC利用されうる方法は次の如く大別するととが出来る。

1) 近縁の野生種との交雑により，その優良形質を栽培種に移すとと。病菌に封する

抵抗性や害轟に射する抵抗性等を増す震に B.trな"Yna,B.川 aritima又は B.proc111nbe11s 

等が用ひられて居るととは既越した。との範園を横げて今日迄交雑困難叉は不可能とさ

れてゐたものをも容易に可能ならしめねば主主らぬ。

2) 倍数悼の人魚的育成。 Bleier( 1936）は倍数躍の利用すべをととを提唱し， その

育成法を考へ？と。併し今日コルヒチンが護見せられて，甜采にも隈用される様に友った。

更に Peto及び Boyes(1940）の研究の如く 3.τが育種的に債値あると とを賓設したも

のもある。従ってとの方面の研究も主主々今後輩展させねば主主らぬ。

3）上記2方法を組合せたもの。との方法が吾々が最も有数と恩はれるものである。

例へば直接野生種との交雑が困雑主主る場合，一方を染色鰭倍加を行って後交配に用ふる。

B. lomntogo仰（11.=18〕と栽培種（11=9）とを交配する場合，栽培種を倍加して後用ひる

が如きものである。叉優良栽培種の直接の染色韓倍加は耐病性その他採種上の方法から

直ちに利用されるとは考へられたい黙がある（松村 ・山下 1941）。斯かる場合には野生

種との複二倍種を作るとともー使法であらう。叉複二倍種を作る場Iも雨親の染色瞳を

倍加して後交雑するのがよいか，雑種の染色韓倍加が有利怒るかは問題である。コルヒ

チンの利用も今後に残されたもの L方が多い謹である。

以上の如くとれ等の方法を賓行するには，野生種の蒐集とか雑種の細胞墜とかの如く

一見質際に役立たたい様な事柄をも研究し，その原理を明かにせねば友らぬ。
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切抜帖より

此の欄は諸家の文章の抜書きであるO 色々の

本から研究者の座右の銘となり，指導方針とも

なる様な文章を切抜いて轄載したものであるO

米関農務省農業年鑑の文章は宣惇文としてやr~ 々

上手なので三つ採用した（編！障者）。

植物の蒐集と保存

人類の文化は農業に基礎を置いてゐるO 大昔

から現代まで苦々の祖先は，野草であった植物j

を栽培し，その愛化性を利用して立汲な作物と

した。玉萄黍の如きは南米を設生地としコ ロジ

プスによって奮大陸に賛されて約450年であるO

その短かし、聞に世界中のどこかに玉萄黍が熟ら

ぬ時はないと云ふ程績がった。ロシアやカナダ、

では北緯58度まで，南緯40度にも達して居る。

牛砂農の地帯にも多雨の地方にも，標高の低い

地方にも高い地方にも作られてゐるO アメリカ

人は云ふに及ばずあらゆる人種に栽培され，そ

の生活のエネルギーを興へてゐるO かくの如く

気候風土の具った地方に践く栽培されるため，

玉萄黍には何千と云ふ品種（最早上の分類の車

｛立）が存在する。作物の生育期間の短い地方に

は早熱陸が乾燥地には耐乾性の品種が存在す

るo故に作物の改良を計るものにとって品種の

蒐集が重要な事は甚だ明瞭であるO 苦々人活的

に遺体子を獲化せしめて新しし、形質を創る事に

成功した。併しある7皮質を特定の方向に愛へる

事は未だ出来なL、。全ぐ偶然に饗化が起るだけ

であるO 筆者はこの方面の準歩が将来必ずや人

類に貢献する時が来る事を信ずる。けれども現

在に於ては各地に栽培されてゐる色々の品種を

蒐集するのが一番賢い方法であるO 特に作物の

饗異のE豊富なる地方に於ける採集が重要硯され

る諜であるO 1J＼姿ではアフガニスタヘ玉萄黍

では南米及中米が饗異の蓄積地であるO 故に各

図が競って大規模の植物J探険除を組織してか L

る地方に送り，栽培tD剖釦のみならず，それに近

践の雑草をも蒐集する。

栽培植物に近い雑草は栽培植物の起源を知る手

懸りを輿へるのみならず，栽培植物に失はれた

性質を再び獲得するに役立つ。 ~uへば病原菌に

到する抵抗性の如き之であるO 雑草は必ずしも

病菌に強L、とは云へなL、。併し強いものが多い

と云ふ事は自然界の淘汰を考慮に入れると了解

しうる所である。 一種の病原菌が多数の異った

系統に分化してゐるから，病気に強L、と云はれ

る品種で－もその二三に強いだけで‘大抵残絵の菌

には犯されるのであるO 底で野生種はそれ等の

全部又ほ大部分lこ強L、ことが往々ある。かう云

ふ謬で野生植物と雄も苦々にとって無くてはな

らぬものであるO

吾々が摘物の研究にも叉作物の改良にもあら

ゆる植物の愛：異形質を集めて置て事が大切であ

る。一つの形質は現在では不必要に見えても，後

に必要な時が来るO 芸差異影質は夫々の遺倖子に

よって起るものであるから，今述べた植物採集

は遺倖子の苑集であるO 遺体こTは之を無生物に

瞥へる と金や援に匹敵する重要なものであるO

筆者は栽培植物の探険践が吾閣にも組織され

る事を望んで止まない，さうして集めた種子や

苗を生かしたま L保存する研究所が欲しし、。生

きた「金」の貯臓は生命のない金の保存より困難

であるが，大切ではあ名まいかo C採集と飼育，

第3巻，第5競，木原均）

甜菜の晩熟種と早熟種

北安省一帯の地域は，北漏に於ても所謂穀倉

地帯と稿せらら土壊の盟沃なるを以て有名であ

るO 線、面積約 700高町歩を占め， 基控警の約 2f音

弱に蛍り耕地面積500高町歩に蓬す。又蓋海の

甘際耕作適地方； 687,000町歩に劉’し，北安省の

甜菜栽培越地は現在の晩熱琶を基礎として算定

するも尚 70蔦町歩に謹してゐるO 今後平熱種

の育成に成功し新品種を設見するに至れば其泊

地は著しく北部に進出し得るを以て，将来の泊

地面積は遁に120高町歩を凌駕すること L想ふ。

（北京高と甜菜糖業黒田秀博）



-10 時

甘韓育種事業の遁地

甘擦の開花結主主に就いては現在尚充分なる知

識が得られて居なL、。ヱスウイトはジヤパのパ

スルアγにて開花良好なりし1917年と不良なり

し1919年の開花現象を比較し『良き花穂、の護主主

及び良き結宜の僚イ牛はパスルア γで‘は平均‘こ分

布した過度に強からざる雨が開招待の日照と交

代する事なり』叉『パスルアンでは最初生育期の

小雨の時各品種共開花期医hにして更に開花期

の不都合な降水分布に際しては結宜困難なり』

(Archie[, Med. 1925. No. 13.）。開花期には日照

が必要なれども同時に主主首な降雨を必要とする

結より考ふれば事長築地としての好遁僚件である

充分なる乾燥は甘擦の育種には却って弓週首な

らずやと考へられる。ジヤパの交配闘がパスル

アンより雨多きマーラγ高地に移されたる事

資，叉パスルアンで多年頑固なる不開花種が雨

多き中部叉(t_f~部のボイゾテ γゾルグに移され

て~に開花するに至りし事.ffは是れを暗示する

ものと云ふべし。西部瓜庄は往昔の智E楽地なり

しが乾燥不充分の篤めに東部に糖業を奪はる L

に歪りし事貨は，相牒の泡i也必ずしも育種の述j

t也に非ざる事を知る可〈，此撒より見て長峰，サ

イパ Y及び海南島等は育種地として更に考慮す

べきものと考へられる。

余は吾園の現在努力閣内に於ける育種事業は

之を東西カロ リγ群島中の越地に求むるを穏首

と考ふるものである。（柳津秀雄〉

大萎品種の賓庫

In the great laboratory of Asia, Europe and 

Africa, unguided barley breeding bas been go-

ing on for thousands of years. Types without 

number bave arisen over an enormous area. 

The better ones have survived. Many of出e

surviving types are old. Spikes from EgypLan 

ruins can often be matched with ones still grow-

ing in出εbasinsalong the Nile. The Egypt 

of the Pyramids, however, is probably recent 

in出ehistory of barley. In the hinterland of 

Asia there were probably barley fields when 

man was yonng. The progenies of these而elds

with all their surviving variations co口stitute出e

world’s priceless reservoir of germ plasm. It 

報 気S 1 盟主

has waited through long centuries. Unfortm,a・ 

tely, fro'm 出ebreeder’s standpoint, it is now 

being imperiled. Vlhen uew barleys rep］叩e

those grown by fa, mers・ of Ethiopia or Tibet, 

the world will have lost something irreplaceable. 

(U. S. Yearbook of Agriculture. l!l36より）ー

甘幕モザ4ク病と美の封策

Lack of resistance to mosaic in varieties of 

sugarcau巴 formerlygrown in Louisiana b, ought 

the industry to白ebrink of rnin a dozen years 

ago. Production of sugar fell fr。manaverage 

of over 200,000 tons to a low of 47,000 tons 

a year, and it is estimated tliat losses to出e

sugar a日dsirup industries of the Sou出 amount-

eel to $ 100,000,000. Plant breeders began a 

world－、.viclesearch for resistant varieties and in-

stituted a program of selection and breeding. 

Results have exceeded expectations. After be-

i口gforsaken as a business risk by almost all 

自nancinginstitutions, the sugar industry in tlie 

South has been restored, and yields per acr号

are now higher and are o bt≫ined at less cost 

than before the mosaic epidemic. T、heplant 

breeder has demonstrated that he can not only 

meet the challenge of diseases, but turn it to 

advantage (U. S. Yearbook of Agriculture 

1936より）目

甘麓品種の逗11::と育種

Throughout the long history of sugarca日記 cul-

ture出erehas been a continuous procession of 

varieties. A variety attained commercial pro-

minence, was successful for a few years，出m

failed because of chan ged conditions, diminish句

ing soil fertility, or disease . to be replaced 

by something new and superior. There seems 

to be no encl to出isprocess. It must be re-

membered出at也eSl屯arcaneplant is a living, 

dynamic thing出atcan be molded into an al-

most infinite number of forms目 itis essential 

for fnrther improvement that a world collec-

tion be made of all cultivated and wild 5pecies 

and closely related grasses. For more thaa 15 

years也eDepartment of Agriculture has been 

making such a co llectio且 ＼Vithsuch material 

available，出eproblem is placed on a new foot-

ing, since it will be possible to determine thε 

full range of natural variation within a spe-

cies and也epossibilities for developing usdul 

new types by hybndizatiou. (U. S. Yearbook 

of Agriculture 1936より）．
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サイ・パシ車己行田

今村俊一良II

昨年の冬期休暇を利用して吾委任統治下にあ

る南洋群島中のマリアナ群島に短かい旅行を し

た。その目的は甘熊の細胞主主停挙的研究を行ふ

べき試験地を賀地に踏査選定するにあった。本

旅行のf縫合を奥へられた南洋興援棚木重役に深

謝します。

本文を印刷するに笛って私語多少の加筆をな

した（木原）。

昭和15年12月22日 今I:l)］はきびしい霜であ

ったっ債償に下車した木原激変とT:l、はニューグ

ランド・ホテルで其の朝iサイパ Yから騎港した

山国，古里WJ君を待って居た。前もって打合し

ておいた件、井君L京大植物生理撃研究室）が訪ね

て来たか雨君はなかなか来なL、。植物調査に手

間取って居る事が分ったので雨君の方へこちら

から合ひに出かける。一緒に東京へ出て南洋Jleil

設曾祉に行き打合せを済ませ，夕方機器きへ蹄つ

テニアシのタカ 族遺跡

41 

随 筆

て島の模様を聞く 。山田，古里雨君は夜汽車で

京都へ出主主。吾々は明朝出主主力；早いので早〈休

んだ。

23日 午前 4時ホテルを出て杉田の日航事

務所に着〈。気象状態は良い相で子供同手J！の婦

人謹もある。5時海軍飛行場着，岡田分離7.K,

生設のロックヒ ード機で同乗18人，町々 の灯油；

見える。悶乗の 1人は慣れた航路と見えて江の

島ヒ容で海に出ると委主へてくれるO 6時海上に

出て約2時間，機は雲海の上をヲfL；；， 日の出と

共に雲海が一時に色づいて美しL、。下では多曇

りの2きであらうが雲のヒは全く晴れてF舗法の動

揺は少しもなし、。同乗の士宮漣は碁を始め子供

達もおとなしく遊んでゐる。

雲が次第に切れて海が見え始める。8時鳥島

の上をヲJV;び10日寺北liiictti島，おtc；定島， 11時南硫黄

島を見る。高度は3000米内外でひどく寒い，午

後 2時南洋諸島最北端のウラカス火山方凄聞に

一寸見える，弐いでアグリガ γ，パガン等の島

々が現れ4時半サイパンに着7.K。｜親指7）＜.共全く

静かで何の街倣も感じなL、。たr窓に激する水

でそれと分るだけである。艇内は怒いのに陸揚

作業の矯水中で働いてゐる人を見ると鑓な感じ

がするが扉を排して一歩外に出ると全く暑L、。

早速外套を脱ぐ。飛行場には興設の岡本課長が

お迎へ下さった。京大病理出身の青木嘉夫君も

見えて京都から持って来た植物j険査に閲してお

｜止話になった。早速ガラパソの町をlID.ってチヤ

ランカの南洋具設舎前Lのグラフぜに落着き本社に

行って］擦問常務にお闘にか Lる。ガラパンの町

は謁盈りに見える島民の家主ピ除いては全く内地

の町と鐙らなL、。気.illlは内地の 9月末fなで時々

やって来るスコーJしが内地の二百二十日前後を

聯想させる。

24日 終日宿舎で古里，山国雨君の集めた

気象記録其他を諮湿して甘際開花を支配する（践

的ーについて一日産の考へを緩める。夜興授のお招

きに輿り，藤田常務以下吉野，中西， jfilf森氏，南
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洋庭、製；糟産業研究所支所の中山氏，税関の青木

君から色々なお話を承った。

25日 アスゴYの試験場の島村討の案内で

同場を見事し，京都から持参した植物の培養を

側提する。同所では黄色螺訟を天敵赤！民卵蜂に

よって脇除する仕事を主として居る。次いで線

帯箆室長研究所を訪問する。木原教授の来島を件：

へ聞いて来たとて小笠原金亮氏が光客として居

られた。 中山所長の案内でー所内を見事する。同

所は甘擦を主とし，柏，熱帯来lit主喜多方面に捗

って研究が行はれて居る。近年始めて栽域に成

功したと云ふトマトの御馳走になって滋去し，

笠食を小笠原氏と共にする。同氏［主木原教授と

同窓で南洋拓殖曾祉の事業で島々を飛び担って

忙しL、身世だと云ふ。色々北i毎週寺代の話が出

た。午後チヤラゾカの池に京都からの水車を入

れに行った。71'1主割合に締盟で‘ムジナモなどの

生育はおぼつかないと思はれた。工場ーではこの

池からJ'IMくを号1，、て居る。

26日 島村君の案内で島の東宇都の甘熊闘

を見撃した。曾I止直営農湯を緩てラウラウに出

る。見渡す限り際闘で，際撃を満載した堰使軌

道が勤いて居る。東村農場事務所で笠食をす

る。事務所は所嵐長緋者に濁する指導甘店主牧納

等の仕事をなし，日用品の版質所も並置されて

ある。北上してタラホホ迄行きガラパγ開Iへ出

て競った。

27日 チヤラ Yカを朝8時出主主ガラパγを

経て北上し西宇部のW.i作を見墜しカラベラの鐙

乳洞を見る。カラベラとは土語で師l践の意， ス

ベイ Y領時代土民を殺激し澗内に投入したのか

ら出て居ると云ふ。小形の鐙筑洞は至る所に見

られる。切通しなどで土地のffiffiiを見ると石友

炭の部に大小無数のささ洞がありその上を:fit)(岩

を母岩とする渇色土壊の｝i)i'.，、府が被って居る。

之のおに本島では乾燥期にも相官言の雨量があり

乍ら甚しく土地方；乾燥する。甘擦も耐乾性品径

が要求されて居る。

28日 午後1時，2時間の航程でテニアンに

渡る。海の色がffに美しL、。之の島はサイパン

よりー居低く殆んど全部龍作地として開拓さ

れ，現在では作付面積でも生産額でもサイパン

者i 第 1 披

を凌符して居ると云ふ。

29日 島内を見事した。光づ本島で米耕地

の比絞的多いカロリナス豆地に登る。 展望所へ

行って島の烏隊をする。この展望所は僅かに差是

された林の中に在る。林の樹にはBalanophora

の 1 種が~多しく寄生して底る。 雌雄著しく形を

梨iこし貨色のものと紅色のものと 2品種ある。

1部採集して降る。直管長場に行き北上してラ

ソ一公閣に行って障る。no日は工場閉水を採っ

て居る池の附近の説菜園を見，小原製糖所長，中

川，阿武雨課長をお訪ねしてアルコ ール工協を

見易午後サイパンへ寄った。

31日 年末年始lま休養する事として31日午

後ガラパン町へ買物に出かける。 回Iの家々は〆

織を張って門~去を立て h ある。 此島には；mはな

いので木麻黄の技を立てる。皆この松に似た感

じの木を立て L遥かに故郷を偲ぶのであらう。

蔚途カレータ（牛車）に乗って今年の最後の落日

を背に受け乍ら家路を念ぐ島民の幾組かに曾

ふ。紀元ヨ600年最後の入日をこの海岸で見送

った。
昭和16年1月1日 今日は工場も休みで街路

は!PJ~かになった。 朝同社に参詣して隊出常務，

中西所長，岡本，吉野， Z単l森各課長等合祉幹部

の方々の宅に名刺を置きに行く ，午後常務其他

が見える。同氏はso年以上も寒い正月を迦へた

~＇｝がないと云ふ。内地は騒がしくてとも云って

居られた。テニスをして海に逗入る。

2日 夕ヅポーチョウに登った。 山複は耕

作不能地多〈僅かにタピオカ，コーヒ一等を作

って居る。 Pa＂ぬnαsが多〈特殊な長1@1を輿へ

て居る。 山頂からは島全位を一撃の下に見渡す

事が出来る。西の方は海岸に沿って瑚瑚燃がよ

く設達し，眼下にガラパYの悶I，南方にチヤラ

シカの工場が見える。珊瑚礁の内側の海は淡級

色で，外側は深い青色で美しし、。東の方l士三段

のテレースが蕗達して居る。鼠路スコールに曾

って民家に雨宿りする，子供濯が拳大の嫡牛を

玩貝．にして遊んで居る。聞けば以前食用として

移入したものか藷しく繁擁して作物を害するの

で嫡獲を奨闘して居るのだと云，勾

8日 夜曾祉の希望で耕｛怖導員の鰐に木
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原教ー凌が『栽培植物の起原』と云ふ題で話をされ

るO 雨のはげしい中にも拘らずゲートルを着け

た若い人達が熱心に話に聞き入って居た。

4日 苦々の殻定は1コタ島見墜を残すのみ

となった。小笠原氏は未だ本島に止って居られ

るの 4日午後同氏と夕食を共にし度いと電話を

かけると只今の宿所は藍燭逸領時代の建物だか

ら見に来ないかとのお話で島村君と 3人出かけ

るO 南洋臆の聖書官のお宅で主人は出張中だと云

ふ。隣りの家には植込の上から美じいγ‘シダが

咲いて居た。洋式に島民の家の建築様式を取入

れたものと思はれるO 監が厚く床下が非常に高

〈取ってあって，人が自由に立って歩ける程で

あるO 雨もよひの空であったが吾々の宿舎より

も除程通風もよく涼しし、様だ。徴細気象的に随

分違ふかと思はれた。

5日 朝 7時曾祉のテニアシ丸でロタ島へ

向ふ。途中しきりに飛魚が飛ぶ。午後4時頃着

いた。小西所長が出迎へて下．さって宿舎に入る。

室は池のある［｛~＼， 、庭を控えて東にサパナ裏地を

望んで居る。庭の樹々は花盛りで色々な蝶が集

って居るので捕虫網を借りて捕った。

G日 ロタ島の滞在は短かし、ので，忙しく

島内を見皐する。島内大演課長の御案内を得

て非常に能率を上げた。宿舎を出てタタチョの

島民部落を経，南洋蘇鍛の多い海岸を通り試験

場を訪問する。ロタ島は 3島中最後に開拓に着

手されたのでサイパンでの経験に基いて島民と

邦人との混住によって起る無用の交渉，摩擦を

[tfjぐ魚島民全部をタタチヨに移住せしめたと云

ふ。製糖所も大きく，道路も立汲であるO 遺憾

乍ら 3ヶ年で甘熊作を放棄したと云ふ。従って

未開拓地も多く色々な貼で苦々には最も興味の

ある島であった。際作不成功の原因は表土の浅

L、のに基く成育不良とコガネムシの被害にある

と云ふ。他の 2島が殆ιど甘龍一色に塗りつぶ

されて 居るのに釣し此庭には色々の作物があ

り，それ等も多くは試作の程度を出なし、。従っ

て試験場でも Sisal,J1巾， Citro町 11a,Moringa 

Derr is等色々の作物の試験をして居る。僻して

耕作用の牛－の牧場，サパナの羊飼育所を見る。

此庭は島の最高地で冷穏なので説菜枕暗に泊し

て居ると云ふ。南は数十米の崖でブJく回i也方と呼

ばれる斜面に鏡〈 。崖の上からは遣の、にグアム

島が見えるO

午後水田地方を見墜した。水田と云ふのは以

前島民が此地で稲を耕作した事によると云ふo

止と島は殊にサノくナ壷地は降水量が多いのでブkに

不足はなし、。 苦々の宿舎で－も~力の関係でー水道

栓を開放しである程であった。此地方は崖で分

たれた上下2段の斜面になって居て立波な道路

が開けて居る。唯 1ケ所トラッ クの遁はね筒！？？

がある由で軽使軌道にトラックを途中迄積んで

行く 。本島内で最肥沃な土地で，疏菜， Jute等

が作られて居る。豪海烏を数羽見かけた。 2年

前筆活きから移入したのが蕃殖したのだと云ふ。

ロタには野難が住んでゐると云ふけれど家鶏が

野生化したのか否か不明であるO

夕方テルノ γの燐鏡庭理所に着〈 。舟便が 1

日延期された由なので－同所見墜は翌日にゆづっ

て踊った。苦々は新年に入ってからの内地の新

聞を見て居ないので所望すると昨年11月末のが

一番新しl，、のだと云ふ。ラヂオは比較的良く入

るのでラチオ新聞と云ふのがサイパンで設行さ

れては居るが，飛行使もある事だからせめて新

聞だけは何となかならぬものだらうかと思っ

た。海外に出る人々にとって必要なものは健全

なる娯楽設備（運動場，映童館等），教育版関と

衛生施設（住宅， 1京院等）の充賓であらう 。この

3つに鈎して必要以上と思はれる｛立lこ充寅させ

て欲しいと思った。

吾が南洋の島々は首局の努力で之等の姑に不

足はないが，植民地にはこんな黙を景も考慮し

てよいと思った。

食物は内地と殆ど幾らなし、。米英他疏菜の大

部分に至る迄移入に仰L、で居る と云ふ。米作を

見たのは唯サイパン築港附近の低源地だけであ

った。現在は甘龍一本立で良い様なものの最低

食糧を現地で確保する企輩だけは立てておいた

方が良いのではあるまいか，天候其他の関係で

移入の不｜出骨となる場合も，亦有り得るから。

7日 隣鑓慮理所を見るO サパナで採掘さ

れた燐鎖は索道で‘テノレノンに運ばれ乾燥貯賊さ

れる。丁度；主主命舶が入・港した所なので－積込が開
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始される。燐型店は秤盆されコンベーキーで荷役

舶に積まれ木舶に向ふ，夕刻迄に税込を終へて，

吾々もこの般に便乗してサイパンへ向ふのであ

る。午後11時抜銭。

8日 午前サイパ γ着。 9日午前11時藤出

常務外多数の方々のお見塗を受けてパラオ丸で

蹄途につく 。ロタ島の小西所長も東京へ所f日あ

って同総だった。ウラカス火山が見える空白ーから

次第に涼しくなって風後の海が少し予定れて居た

が食堂へ凶られね程の~Jもな＜ ＇ 13日夕安lj横慣

に入港。 H日朝上限した。

南洋諸島はそれ自位の産業l二の意義からだけ

ではなく南進来地と して往々重大性を加へつ h

ある。此秋にあたって多数同胞の方々が不便を

忍んで－元気に活動されて照るのを見問して深〈

感激させられた。

抜行中は南洋興設合註l：の多数の方々 の御配慮：

を厚うした。止tll/&に深〈感謝のg：を表し御健康

を祈ってやまない次第である。

萎の 歳時記

山本 幸雄

姿蒔の影法師長き夕日かな 書官制

11月の中旬より下旬にかけて察時が行はれ

る。此頃はぽかぽかと駁い日もあるが，概して

寒い頃である。殊に自治；綬〈，日淡間近になる

と念に室長〈なる。 ~匿を跨いて居る人の影法師

が長くさして，日が正に西山に淡せんとして居

る。今朝から一生懸命姿匿を蒔いて残った肢は

もうほんの少しだ。農夫は無言の長い影をひき

ながら，せっせっと姿置を蒔き続けて居る。

委の芽に絡の脅おこり遠ざかる 汀女

蒔かれた委l土間もなく，良県な土を割って青

L、芽を出して来た。熱々としたtlUの土に無数の

青い線が走って居る。この青い線が速くの方で

一つに集って見える。多の日が照って絡の色が

鮮に締麗だ。堤の上に｛守んて姿i聞を眺めて居る

と，何時の聞にか背商の川に舟がやって来たら

しL、。ぎいぎいと云ふ餓の脅が耳に問えて来た。

がそれもまた寸ぐ過ぎ、去って，もとの初多の静

かな委畑の景色になった。

事長 第 I 昔話

委路ゃ7写の守ーもしたる朗被木母寺

霊祭E容は多矧霜のため浮き上った根を踏んで，

おきへ鎮める儒に行ふが，普通は早春姿が加え

伸びる頃，株張りを良くする篤，延び過ぎた姿

の芽を踏むのを言ふのである。山には零が残り，

頬を打つ風は甚だ冷L、。1凶姓のお主婦さんも夫

と共に感んにtillの土を踏んで居る。お主婦さん

は7-'fに子供を負ぶって居る。良〈見るとこの子

供にも頬かむりがしてある。

青姿に走穂、一つ見ゆるかな 康子

ヨ月から生月にかけて， 差益は段々 に成長して

till一回lこ反青になって来るρ 所々に度黄色な菜

の花が咲いて，手手は今闘である。東風が吹L、て

姿の葉を心地よくゆさぶって居る。ふと見ると

裂の架のそよぐ中に， 背L、ものが 1木突き出て

風にゆらjLて居る。不思議に思ってよく見ると，

それは室長の穏が一つぽつつりと山て居るのであ

った。

くろんぽになりかけて居る穂漆かな 手窓

反脊な姿の穂の中で，長黙な黒穂、は貨によ〈

目立つものである。何気なしに差益畑の側を透っ

た時には，それ程気が付かなL、がよく注意して

見ると無数に見出される場合がある。百姓はさi’L

穏を抜き取って焼き捨てるやうにして居るがf没

閣が繁殖し切ってI貫主尽になったものは，一寸ふ

れでも胞子が致放して作物にとっては極めて危

険である。この作者は反熱にならない中に，早

く抜をとれば良いにと思ったか何うか。

~ri'iゃ雨上りた る垣のそと 秋楼子

男：~fitfiを抜きとった主主で子供蓬が姿笛を作って

吹き鳴らす。室を1寸伎に切って， ちょっと噛

んで吹いても鳴るし叉長い i節をとって節近く

のところを少し割って吹L、ても良〈 鳴る。作J庭

かで衡の音がするので，ふと外を見るとf明寺の

聞にか5月の雨は上って，子供濯が姿簡を吹き

乍ら垣の外を湿りすがるのが見られた。

姿の穂はのびて文幅茶釜道 風生

5月に入ると姿の穏がすくすくと止装を抜い
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て出始めるO 今まで一聞の青い姿の菓を見るの

みであったが，穂、が出ると大霊祭小姿ライ姿とは

っきり区別が出来る。

群馬将埼玉1陶工小姿の名蓮池として夙に有名

である。秋元氏6高石の醤城下館林の南郊六郷

村には，文踊茶釜で有名な古利茂林寺があるO

会聞東平野の唯中に茂林寺に遁ふ一筋の村道があ

る。右も左も見渡す限り一面の＊＇tmt.：：。

馬車治ふてことづてものや塁手の秋 比古

秋は稲を首と して百穀の笈る ときである。霊祭

は之に反して 6月に資る。黄色に笈って居る探

はちょっと秋を想はすものがある。減目新総の

中に姿の黄黙して居る景色は美しいが， 一抹の

表愁が漂うて居－るのを見逃すことは出来ない。

姿の稔；の黙した田舎道を行〈知合の馬IfI屋

に，遁ひすがりながらことづてものを して居る。

それは町に出て居る息か，娘か或は夫か兄かに

答するl話物かfiiJかであらう 。

姿刈の一人を践者へと飛ばしけり 紅々

6月のヒ旬治、ら中旬にカミけて室E

る。もうそろそろ梅雨に入る頃だ。天候の兵い

日を見計って）せいに裟を刈らな〈てはならな

¥, 'o子供の手も借り度い程忙しし、。それに家の

ものが病気になって了った。むし暑い惑い天候

！こ賞てられてへたばったのか，豆町は伴柴1おの如

きものにやられたのかも知れなL、。米からの9:n

らせに選手を刈って居った 1人がその場からE若者

へと飛んで＇ frった。

姿扱く’やとかげの渡る廷縁 湘i毎

刈りとった姿の穏をZさより扱いで落す、のであ

る。白目の下に良夫は変を扱ぐのに懸命である。

夏の強烈な日に照らされて庭鋼の如き光を放っ

とかげが，径の縁を渡って居っても気にも止め

ない。

室長を打ほこりの先の髭.yJ 大J祇

扱ぎ落した~－の穂、を打って ：i竺を取り脱穀す

る。着通芋の先に板を着けて打つのであるが，

IJlt穀務は地方によって色々のものがある。さが

1放置しし，擦のものは存が挨の如く立ちー上る。ょこ

れを姿挨とmして居る。

姿の穏を打って立ち上る姿挨の先に，主主と認

が共に挨まみれになって営々と働いて居る援が

うかがはれる。姿を打って居るのは恐らく彼等

の妻女であらう。

姿誌を束ねる足をあてにけり 鹿耳目

穏を扱ぎ落した姿の主主は色々なものに使町jさ

れる。百姓はこれをそろへ，大切に束ねて残し

て置〈のである。整の中が三きである柔方式、霊祭主主

を束ねるのであるから，自らその締め具合も要

領を要するであらう 。

*'9!1の火に人影の立ちにけり 敬子

屑の務主主はこれを焼いて肥料にする。これを

荻予2焚とfilJ,して居る。そろそろ閏植の始まらう

とする頃である。夕暮になると方々の村々で，

婆実や菜種殻を焼〈火の手が上るのをよく見受

ける。長い日がすっかり昏れるまで，終日働き

遜しのお百姓に（主主主際政の下る恩ひがする。袋

詰の火に人影が見える程あたりは暗くなって3!ミ

た。彼等の蹄る道には蛍が飛び交って居ること

であらう。

繍みあがる姿＆1/i'童の光かな 烏王

百姓の守f共が姿誌で殺を作って滋んで居る。

黄金色の胞やかな裟誌の屈折l土編まれるに従っ

て，ある一雨が特！こ輝いて紡践に見える。

炉Lを敷いて新委を干す琵の家 天風

脱穀をした許りのやはらかL、草野l主天日に干し

て干燥せな〈てはならぬ。室長は恐ら〈牛農宇漁

で小さな畑を所有しで居るのであらう。廷の代

りに帆を利用してEぎるところが面白L、。

裟慨に汁まだ冷えずありにけり 星光

15姓は姿がとれると裂さを食ひ米がとれるまで

の繋ぎとして居るし，又高い米を貰って成べく

安い姿を食うやうにして居る。姿のJ!t穫は 6月

の中頃であるから，自然姿飯も夏食べるやうに

なる。ー寸主に夏は日制慌にか L り易いと言ふので，

健康上姿阪を食ふ人もある。漆飯は冷えると貨

に食ひづらL、。せめて汁でも暖かければと思つ
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たであのらう。

風通る天幕の下の姿湯かな 掬霊長

霊祭湯も亦夏の飲糾である。何かの接待に天幕

が張つである。南風が吹いて天幕がはためいて

居る，如何にも涼しさうである。が外は焼けつ

くやうに著L、。姿湯のサービスは熱いが，又喉

の干いた時には如何にも有難L、。

冷姿や嵐のわたる踏の上 支考

冷姿は切姿を茄でて冷水又は氷で冷したもの

で，夏の食慾をそ hる食物である。浴衣に着換

へて踏に向った時，夕立がさっとやって来た。

涼しいはげしい風か座敷の中まで踏の上まで吹

いて来た。

i官二ゃ裸の膝にこぼれけり 下灯

大姿を紗って粉にひL、たものを通常聖堂と稿し

て居るが，むぎこがし，霊祭妙粉又は姿香fo.11とも

言って居る。 砂糖を交ぜて食し，叉湯でねって

食べる。 匙ですくって食べるが，必ず多少とも

こ（ましてあはてる。

齢、けて桁のぐらつく姿溜かな 京童

裂さ循は夏が一帯うまL、。汗の一日を終って食

卓に着き飲み干す姿澗の［米は叉絡別で為る。ビ

ヤホールも今は作り雨などしてあったり，スF

Y ドが出来たりして立汲になって居るが， 昔の

ビヤホールは簡単な卓と締干ーがあるだけであっ

た。それも大侭の綿子は坐ればぐらつくやうな

粗末なものであった。

以上で還さの歳時記を終るコ立主べて見ると姿に

闘する季語は姿蒔のも羽、ら，参与酒の夏に至るま

で存夏吠若手もれな〈あるわけである。我々にと

って，姿は 1つの重要な研究材料で主，るに過ぎ

ないが，かうして考へて見ると一般の人々にと

っても亦甚だ符綾な関係のあるものであること

がl停る。こ、で・は俳句の季語に限ったが，この

外に姿の付く言集を集めれば相首の数に主主する

であらう。

報 第 1 量定

甘震を 語る

西 山市 三

『設は閣の基なり』とは言ひ古した言葉である

が，現在程この言葉の身近に感じられることは

なからう。 113330瓦のう！との配給を受ける度に

つくづくお百姓の有難さが身に浸みる。お菓子

1つ買ふのにさへ長い行列を作らなければなら

ないとなってみると，今まで何とも思はなかっ

た1塊のお砂獄にも頭がさがる。

云ふまでもなく農業の第q主ー素は土地であ

る。ところが地球の面積には自ら限りがあり，

・11上界の人口は限りもなく増加して行く 。或る

愚者の計算によるとlit界の耕作面積は約133倍

エーカーを以て限度と見ねばならなL、。文化人

1人 1年聞の食糧を生産する震に平均2.5エー

カーを必安ーとするとすれば， 地球の面積は慌に

53白人分にしか蛍らなL、。若しも現在の様な剖

合で人口が培加して行くならば地球の後力は今

後湾rrく百後年後の人口を支へるに過ぎなし、。勿

論これは極〈大殺把な話であって首になる擦

な，ならない擦な計算であるが， Eまl策の大計を

案ずるとなれば有力な琴考資料となるであら

う。

吾 川主百年後に多ぐの1喰死人を出すに忍びな

L、。之そ救ふ大策l土唯， 科撃の力あるのみであ

る。嘗て甘際協業がセレー病の鴛に正に全滅せ

ん£した危機を救ひ，来ljへ今日の擦な隆昌に導

いたものは全く科撃のお蔭であったことは今更

申述べるまでもないであらう。

娩近の機業界の大恩人である POJ系大室種

も近年頓に老朽して昔日の悌もなく，笛業者等

l主躍起となって針策を講じて居る様であるが未

だに遡賞の後滋者さへも得られて居なL、。そこ

で徒に暗中を模索し廻るのは骨折り損であるか

ら， 提灯でも姑けてから探さうと云ふのが木原

教授の提案である。その県灯の一役を苦笑って京

大差是製部木原研究室に甘際研究班なるものが組

織されるに至った。班員は山田，近藤及び小生

の3名の他に客員として今村C京大理墜部），鈴

木（盤水港製糖耕試合前t）及び古里 （南洋~！~菱株
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式曾祉〉の3氏を加へた6名で固いスクラムを

組んで‘立ち上った。木原純白111の作戦計萱に基い

て，若々班員l土第 I,Bl：に立ち各々の職域に向っ

てj運命の努力を挑って居る。 班員は夫々の専門

により，叉はその他の事情によって各自の能力

を 100，%＇護憶し得る様，所調、通 j者自所主義を採

って居る。即ち今村氏には植物5三理墜の雑蓄を

傾けて甘践の開花，授精生理等の問題を解決し

て頂く漁定である。山田，；田容i雨氏及び小生等

は主として野生主主に栽培甘熊， 或は甘熊近縁槌

前毎年をM＜世界に求めて，夫等の細胞遺体準的

研究を行ひ，将来の甘諜品種改良上の指針を輿

へんとするものであるO 鈴木及び古里の雨氏に

は各現地にあって甘熊細胞墾，交雑試験，栽培

試験，並にその他一切の諸問題を分携して戴く

ことになって居る。

女に甘Wi班が何故に蓋i符と南洋の雨島に闘聯

を求めたかと云ふことに就いて一言したL、。

由来討を3は自他共に許した糠業王閣であり乍

ら甘熊育種上の泊地でないと云ふことは，直Eに

指摘されて居る所であるっ貧際ジヤバ島などに

絞べると主主に緯度，気象その他の天然要素が劣

って居る。天然要素と云ふものは塁手間にでも，

或はその他の事業にでも，それを大成する上に

極めて重大な役割をもつものである。この見地

からして研究地として南洋群島に白羽の矢を立

てた玉虫である。 勿論苦々はこの群島を.t~て満足

して居るものではなL、が， :IJ1ほの撲な国際情勢

では蓋し止むを得ないことである。t,',:r我閣では

豪部を度外観した甘熊育生t喋と云ふものが成

立しない事は申ず迄もなL、。

以上の如〈して壁紀2600年日月，我が甘際研

究班は誕生した。勿論これは京大の研究班では

なく，亦一合祉の麗侃戸虫でもなし、。我々はこれ

をtu：界の檎舞筆に塗るまでに生長させたL、と念

＼ 願して居る。或は誇大妄想とか幡製1の斧とか云

ふ人もあるか知れないが， 須らく理想は遠大に

もった方が1劫き甲斐がある。

それにしても班員の大部分が甘i.＼：誌に全くの素

人であると云ふ事は前途楽観を許さないものが

ある。私は一昨年末始めて蓋慢に渡り，その足

で合数山まで踏み荒して競って来た。首時私は

甘擦には特に深い闘心を懐いて行ったのである

が，最初に見た際闘には恐し〈失望して終った。

内地で想像して居たものとは絵りに大きな隔り

があったからである。然し汽車が南方に溢むに

つれて段々と立汲な牒闘が見られる様になり漸

〈希望をとり戻した。これが払の甘熊を見た長

初である。こんな班長であるから泊に綴りない

話である。

之に加ふるに我が班員ft甚だしL、地理的不使

を忍ばねばならなL、。甘10.tの顔を見ることが年

に幾日あるであらうか？側々行って久｝闘の挨拶

を交してのみ居る様なことになっては大援だと

限れて居る。

光年東北地方がひどい銭箆に見舞はれた時莱

新聞記者の現地報告に次の様な意味の記事があ

ったのを記憶して居る。『東北地方の百姓は食ふ

に米なく，着るに衣なく厩の内で馬と共に援を

被って寝起きして居る』と。この記事は事情を

知らぬ者II舎人に大きな街勤を輿へたものであ

る。然しこれは全く 記者の認、衆不足によるもの

であって，名馬を育て上げる蔭には馬と寝食を

共にすると云った底の愛情と熱心さとは不断に

必曜なのである。彼等には馬とか人間とか云ふ

差別は全然念頭になく，馬も立汲な家族の 1員

なのである。ざればこそ名にし負~，J空馬も多い

理でーある。何争によらず此の民地に入ることが

成功の泌訣であるとお、は信じて居る。

閑話休題， ;f:L、共l士一昨年の主主渇校行によって

甘擦を語る資絡を得た懇であるが，我が友とし

て甘w.wと語り合ふのは何時ーの日であらうか？若

しも甘庶と自由に諮り合ふことが出来る擦にな

ったならば吾々の研究も大半成功したと見てよ

からう。

甘熊班の誕生に際しては踏水港製踏株式合祉，

日本製踏株式会社設に南洋興設株式曾市上に多大

な御支援を仰き．ました。滋にJH.心より感謝の意

を表します。術本班の生長のために一層の御高

援と御機健を御願ひ申上げます。

（昭和1G年 5月於洛北）
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南洋の或る日

古里和夫

I. 南洋の産業と開拓

時

葱まれた自然の中に育って来た島民には衣食

住の心配がないのでそのため怠惰の生活に日を

塗る事となり何等蓬業と栴す可きものを持つて

は居らなL、。

叉過去数百年のスペイン領有時代を纏てドイ

ツ領と統治者が鑓つては来たがこの聞の産業と

してl主ドイツ領有時代にアンガウルの燐鎖事業

があったのみでー繭図の統治者は只だ統治にのみ

終止しジヨカージ事姿等の島民の反乱或は島民

摩：伎の隠史を作ったに過ぎなかった。

然るに大正3年に吾が園で本群島を占領する

やその蛍時の財界の好況に乗じて各種の企業が

試みられ僅々20数年後の今日，現在の如計段

を始めとし其他多〈の隆盛なる産業を礎き上げ

た惑は吾々民族の大きな誇である。

この今日の隆盛なる姿を見る時その裏面に且

って惑まれず‘して失敗の苦盃を嘗め非i！！！なる生

涯に終った最初の開拓者西村氏等に釣し一掬の

涙をそ hるものがある。

南洋の防強が今日の如〈成功した一因には開

拓者絵江春次氏を始め開設にま主力されたる一部

指導者の努力は勿論であるが尚ほ尖他に十部に

泣き移民の力のある惑を忘れてはならなL、。

南洋に於て産業設展の原動力をなしたものは，

又現在原動力として働きつ Lあるものはこの移

民者逮である。

南洋の移民は土着民族たる島民の倍近〈 の数，

であり土着民族より移住民の方が多いと言ふ｜止

界に珍らしL、植民地風景aを差して居る。

この南洋明拓の館い使命を全うせんがために

泣く i毎を~:Eて酷着と闘ひ種与の困難を排しつ L

開拓に従事する人主主のために且っこの人的資源

をE支度させんがために此等の人々に経済的な基

礎を輿へる事は勿論であるが其他に文化，花田生，

娯楽，敬育の諸施設を完備する事l主叉重安ーなる

M'if<i：で‘ある。

開拓首初jはそれ程文化抱設を欲求しなかった

報 第 I 盟主

かも知れないが，生活が固定して来るに従ひ文

化的欲求の高まり＊るは箆‘然の惑でこれを充た

すための施設は醤然必要となって来るのであ

る。

斯様にして支配者が高き文化を持つ高は一面

に於て他民族を支配する最も大きな健全な力と

なる所以を銘記す可きである。

止t等文化的施設は往々にしてそれ程重要脱さ

れない惑もあるが移民者のために玖は統治のた

めに延いては勉民地の永絞性ある鼓展を期する

ために吾が民族の特；こ考慮す可き問也ではある

まL、方、。

2.島民の農業技術

島民が特別の農業技術を持って居ると言ふ懇

ではないが自分等の食糾とする甘言語やキヤツサ

パ等を栽培するためにお円、事を知って居る。

斯う言へばfnjだr司t-すJ;)J！~iかと思ふ人が為るか

も知れない，勿論こんな選法は設も原始拘な形

態のものではあるが，然し南洋へ来てこの耕す

事の意義を再認訴~させられた感がある。

今迄内地で‘考へ或l主後験したもの以上の事貨

を此庭で顕著に感じさせられるからである。

!il在南洋の最も大~な産業で、ある甘mt栽培で

さへ土地が肥沃であったと言ふ事が一因ではあ

ったがlli頃まで只だ耕すのみでこれ迄の大なる

助穫を翠げて来たのである。

紗1：やさぬ場合の作物の立弱さを哲｜ゼ‘考へる時

原始の時代にtJfす事を入額が知ったのはその笛

時の大きな設見で‘あったて‘あらう。

南洋へ来てパンの木を見ると将に？チテ（鉛

の擦な器具） て‘傷をつけたり皮を剥L、だりして

居るので、その理由を彼等に尋ねると結賞を平め

るためだと言ふ，斯様に只だ習・ii.t的に環；iえ剥皮

を行って居る。

これなど撃浬が笛験により合l与された仰とし

て而白い，又安さ義務官のみが特に設育する傾向

を持っこの熱帯地でかうした結貨を早める操作

を考へる事もこの土地らしい思ひっきである。

榔干にも芽傷の様な足助を彫つであるが，こ

れも単に木に登るためのみで‘なく前同様の意味

も含まれて居るのださうである。
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3. 未調号室小島群の農業的第一次開設

これは笈に難しい問題である。それ故に只だ

一側面から見た部分的な一つの卑見を吐いてみ

よう。

群島は他物の生育｛附牛にこそ恵まれて居るが

弱m閥錦に悪まれず千数百の島々の中舶の往き

通ふ島なんて数へる位しかない，尤も般の通は

ないのも男韓国ーのないことでそれ等の島々は小さ

〈もあり又特別意裂な産業がその島今にある議

でもなし、から致し方のない事ではあるが，かう

した小島で‘も図家的の見地より何とか生かして

{.¥Eひたいものである。

ζんな島々ではあるが高温多雨の恵みを承け

て植物l土良〈生育するのだから最も簡単な方法

でソミルプ用部I等の有用樹掻の楠林をなし，叉そ

の中に家畜でも放牧して完空いたら ，－年後には相

蛍のものになるであらう。
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植林なれば例へ耕土が浅からうと傾斜が念で

あらうと問題は少な〈かうする事に依り牧草も

良〈繁茂することになるであらう。

却ってテニアン防強官時自然に繁殖した牛豚

が非常に多く居て肉の加工業まで・行はれた事資

より推してこの種放牧の可龍l由主凝ふ険地がな

いであらう。

4湖水も牧畜も一小島では生君主も限られ軍猪て、

l主将湾上或は怒皆上間離も多L、からこれ等全島

艇を綜合し各島を室長楽的に連絡せしめ各島の産

物を或る一定の島に集め其慮iこ於て加工庭理す

るとすれば験送 tの問題も自ら解決出来得るで

あらう。勿論このために特別の小舶を用意する

必要がある。

J折j羨な簡単な経営：方法により第一次開拓をな

しこの時代を：符過し土壊が肥沃となるに及び更

に第二次開拓へと移行するのも一法であらう。

長岡 圏場 の開設

昭和15年11月初f~巴主には京者；，i:i/i:郊長岡の地に

約1500.lipの研究闘場を新設しました。 現在止t~

では研究月jの小裟，叫袋，大麻，制等の外に大

豆， 小豆，着拐Jj，南瓜全半をも僅か裁泊して底り

ます。盟かに買った小裟は銃に大部分J改盤ずる

事か出来ました。作物の掲種移値の終った，昨

年12月には 1夜長岡刃前lの茶寮に於て回場開き

の小宴を催しました。叉本年6月21日にはその

1角に木原先生始め研究員総動員で山植えを行

ひました。この臼は｜州知こ窓てれ愉快な 1日で

した0 11真左は開墾常時のi伏況で右はー粒小姿

が美事に或育して居る所です（松本賢三）。



50 時 報 第 1 銑

List of the Contributions from the Laboratory of Genetics, 

Biological Institute, Kyoto Imperial University 

(No. 72-No. 121) 

72. KIHARA, H. und LILIENFELD, F. 1936. Riesenpollenkorner bei den FcBastarden 

A宇野lo1~s squarrosa X Eα＇.y77aldz"a villosa un＜込 Aeg,lops ca11d(lta X Aegilops speltoides‘ 

Japan. Journ. Gen. 12: 239-256. 
73. LILIENFELD, F. 1936. Iζaryologische und genetische Studien an Fragaria. III. 

Geschlechtsverhaltnisse in der F2-und weiteren Folgegenerationen des Bastards 

zwischen der getrenntgeschlechtigen .F. ektz"oi’und der zwittrigen F. nippo11ica. 

Mero. Coll. Agric., Kyoto Imp. Univ. 38: 1-58. 

74. YAMAMOTO, Y. 1936. Ein l 

Bot. Mag. 50: 573-581. 
75. YAMAMOTO, Y. 1936. Uber das Vorkommen von triploiden Pflanzen bei 

Mehrlingskeimlingen von Ti’山Clt1/l v11/g1問 V1LL. Cytologia 7: 431-436. 

76. MATSUMURA, S. 1936. Weitere Untersuchungen uber die pentaploiden Triticum-. 

Bastarde. VI. Haufigkeit der verschiedenchromosomigen Pollenkorner bei dem 

Bastard T. polonic11m× T.ψeita. Japan. Joun 

77. MATSUMURA, S. 1936. Idem. VII. Beziehung zwischen Chromosomenzahlen und 

Fruchtbarkeit in den Ruckkreuzungen des Bastards T. polonimm × T. spelta 

zu den Eltern. Ibid. 8: 205-214. 

78. MATSUMURA, S. 1936. Genetische Studien uber die pentaploiden羽Teizenbastarde.

II. Vererbung der von den Chromosomenzahlen unabhangigen morphologischen 

Eigenschaften bei der Verbindung Y子治・cumpolouicum× T. spe.'t!.r. Japan. Journ. 

Gen. 12 : 289-306. 
79. YAMAMOTO, Y. 1936. Karyogenetische Untersuchungen bei ber Gattung Rwnex. 

V. Nachkomm巴nschaftder in bezug auf eine einfache Translokation hetero-

zygotischer Pflanzen bei Rume.,; acd.泊。 L. Japan. Journ. Bot. 8: 295 301. 

83. YAMAMOTO, Y. 1937. Beitrag zum Intersexualitatsproblem bei A11cl/.ba japonz"ca 

THUNE. Cytologia Fu111-Jubilaumsband: 181-187. 

81. MATSUMURA, S. 1937. Zwei unerwartete 36・chromosomigePflanzen in der Ruck-

kreuzung T. polon£cum×（ T. polouimm× Z spe!ta). Cytologia Fu111-Jubi-
laumsband : 293・298.

82. K!HARA, H. and NISHIYAMA, I. 1937. Possibility of crossing-over between semi-

homologous chromosomes from two different genoms. Cytologia. Fu311 Jub. 

Vol.: 654-666. 

83. YAMASHITA, K. 1937. Uber eine diplo-tetraploide Chimare bei Ti,1ンicum.Cyto-

logia Fu111-Jubilaumsband: 1062-1069. 

84. TANAKA, M. 1937. Th巴 applicationof ringing and wiring to interspecific crosses 

of the genus Gossypium. Mem. Coll. Agric., Kyoto Imp. U凶v.39:17.

85. YAMASHITA, K. 1937. Genetische U ntersuchungen i.iber den Markgehalt der 

Weiz巴n-Halme. Mem. Coll. Agric., Kyoto Imp. Univ. 39: 9-38. 

86. KIHARA, H. 1937. Genetic studies on the chlorophyll defective segregates ari・

sing from interspecific hybrids. I. 幻・it山anj'ersicum×z：刀moρ.／1eev1.(Japanese 

with English resume). Bot. Mag. 51 : 584-589. 



1941年 7月 List of the Contributions from the Laloratory of Genetics・υ ・・・・・・ 51 

87. Y..i.MASHITA, K. 1937. Ei1uge genetische Eigenschaften der vVeizen・Halme.(Ja-

panisch mit deutscher Zusammenfassung). Agric. & Hortic. 12: 2535-2593. 
88. KrnARA, H. 1937. Genomanalyse bei Trilt・rnmund Aegdops. VII. Kurze Uber-

sicht ftber die Ergebnisse der Jahre 1934-36. Mem. Coll. Agric., Kyoto Imp. 
Univ. 41：ト61.

89. Ku-IARA, H. und Y AMASHJTA, K. 1938. Kunstliche Erzeugung haploider und 

triploider Einkornweizen durch Besta山uugmit rδはgenbestrahltenPo!leu. (J;:ipa-

nisch mit deutscher Zusammenfassung). Commem. Papers on Agron. prepared 

in Honour of Prof. AKEMJNE : 9-20. 

90. MATSUMURA, S. 1938. Genetische Studien bei Amarantlzus tr/color L. II. Weitere 

U凶 erschungeni.i.ber Blattfarbung. (Japanisch mit deutscher Zusammenfassung). 

Japan. Jourm. Gen. 13: 289-305. 
91. YAMAMOTO, Y. 1938. Karyogenetische Untersuchungen bei der Gattung Rumex. 

VI. Geschlechtsbestimmung bei eu-und aneuploiden Pflanzen von Rwne.ぷ

σcetosa L. Mem. Coll. Agric., Kyoto Imp. Univ. 43: 1-59. 

92. KISHIMOTO, E. 1938. Chromosomenzahlen in den Gattungen Panz'cwn und 

Sトtan・a.I. Chromosomen戸ahleneiniger Setσr/a-Arte1〕. Cytologia 9 : 23-27. 
93. IWATA, K. 1938. Karyogenetische Uutersuchungen der Bastarde zwischen 

Varietaten der Art Aegilops trizmcialz・s.(Japanisch mit deutscher Zusammen-

fassung). Japan. Journ. Gen. 14: 159-171. 

94. N1SH1YAMA, I. 1938. Polyploid plants induced by the colchicine method. (Japa-

nese with English resume). Bot. & Zool. 6: 1404-1406. 

95. ・MATSUMURA, S. 1938. Weitere Untersuchungen uber die pentaploiden Tritzαm・

Bastarde. VIII. Die Entwicklung der verschiedenchromosomigen Endospermen 

in den Ruckk-reuzungen des Bastards T. polonz'cwn× T spe/ta zu den Eltern. 

Japan. Journ. Bot. 9: 259-275. 

96. KIHARA, H. und KISHIMOTO, E. 1938. Erzeugung polyploider Individuen durch 

Colchicin bei Celost；σcrist・1ta. (Japanisch mit deutscher Zusammenfassung). 

Agric. & Hortic. 13 : 2623-2628. 

97. MATSUMURA, S. 1939. vVeitere Untersuchungen i.'tber die pentaploiden Triticum-

Bastarde. IX. .A.quations-und Zertationsl主reuzur〕gendes Bastards T d11rm ／ l 

× T. zn必．「77'

98. NISf王IYAMA,I. 1939. Chromosome number of a Chinese Lycons. (Japanese 

with English resume). Japan. Journ. Gen. 15: 83-85. 

99. NISHIYAMA, I. 1939. Studies on artificial polyploid plants. I. Production of 

tetraploids by treatment with colchicine. (Japanese with English resume). 

Agric. & Hortic. 14 : 141ト 1422.

100. NISHIYAMA, I., FURUSATO, K., MOTIZUKI, A. and YASUMOTO, T. 1939. Studies 

on artificial polyploid plants.• II. The effect of colchicine on germinating seeds. 

(Japanese with English resume). Bot & Zool. 7: 1241-1246. 

101. MATSUMURA, S., MATSUMOTO, K., YAMASHITA, K. und NAKAMURA, Y. 1939. 

Hau日gkeitder verschiedenchromosomigen F2-Pflanzen bei den pentaploiden 

W eizenbastarde孔 (Japanischmit deutscher Zusammenfassung). Bot. & Zool. 

7: 1719-1725. 

102. 1VIATST:J1叩 RA,S. 1939. 20jahrige zytogenetische Untersuchung des pentaploiden 

Weizenbastards zwischen Emmer-und Dinkelreihen. Zo.chter 11 : 289-301. 
103. NISHIYAMA, I. 1939. Cytogenetical studjes in A21ena. II. On the progenies of 

penta:ploid A,venσh;>1brids. Cytologia 10; 88-1001 



52 時 幸R 負吉 I 披

104. N1SH1YAMA, I. 1939. Idem. III. Experimentally produced eu-and hyperhex::i.-

ploid aberrants in oats. Jbi'd. 10: 101-104. 

105. KISHIMOTO, E. 1939. Chromosomenzahlen einiger Gerbera-Arten. (Japanisch 

mit deutscher Zusammenfassung). Bot. & Zoo！目7:1877 1878. 

106. YAMAMOTO, Y. 1939. Genetical investigations on Saccharomycetes. I. Segrega-

tions in Sσccltrrrοm’ces Srrki Y ABE白 (Japanes巴 withEnglish resume), Bot. Mag. 

53: 449-459 
107. KrHARA, H. 1940. Verwaucltschaft der AegiinJ;s-Arten irn Lichte der Genom-

analyse. Ein UberbliclιZi.ichter 12 49 62. 

108. NISHIYAMA, I. 1940. Studies on artificial polyploid plants.日I :Meiosis of tetra-

ploid h巴mp. (Japan巴sewith English resume). Bot. & Zoo!. 8・47-52.
10::l. MATSUMURA, S. 1940. Weitere Untersuchungen i.iber die pentaploiden 刀γhc11111-

Bastarde. X. Kreuzungsversuche mit gemischtem Pollen. Japan. Journ. Bot. 

10: 477-487. 

110. KIHARA, H. 1940. Formation of haploids by means of delay巴dpollination in 

幻γtic1,1111110ノJ山 occ11111. (Japanese with English rふume). Bot. Mc:.g. 54・178-

185. 

111. N1sr・HYAMA, I. 1940. Studies on artificial polyploicl plants. IV. Comparative 

stucli es on 1. t:」4：~·－plants in Caps1c11111 rrmn河川IL. (Japanese with English resume). 

Bot. & Znol. 8: 905-913. 

112. KIHARA, H. 1940. Genetische Stuclien an gestreiften Sippen von CeloSt庁。ηlet，ロ

L. II. (Japanisch mit cleutscher Zusammeufassm1g). Bot. & Zoo!. 8: 975 990. 
113. FURUSATO, K. 1940. Polyploid plants produced by colchicine. (Japanese with 

English resume). Bot. & Zoo!. 8 : 1303-1311. 
114. MATSUMURA, S. 1940. W巴itereUnt巴rsuchungeniiber die peutaploiclen 刀叫C?t/11-

Bastarde. XI. Japan. Journ. Bot. 11: 17-25. 

115. KrriARA, H. und MATSUMURA, S. 1940. Weitere Untersuchuegen iiber die pen-

taploiden 7iγ'tirn711-Bastarcle. XII. Schlussmitteilung. Japan. Jour Bot. 11 : 
27-39目

116. MATSUMURA, S. 1940. Incluzierte Haploidie und Autotctraploidie bei Aegi！.ザ』 ovata 

L. (Japanisch mit deutscher Zusammenfassung). Bot. Mag. 54・404-413.

117. KONDO, N. 1941. Chromosom巴 doublingin Secaie, 17<の’7!aldiaand A守山＞／；S by 

colchicine treatment. (Japanese with English resume). Japan. Journ. G巴n.17: 
46-54. 

118. UCHJKAWA, I. l!Hl. Genetic and cytological studies of sp巴ltoidwh巴at.JI. Origin 

of speltoicl wheat. Mero. Coll. Agric., Kyoto Imp. Univ. 50・1-64.

119. YAMADA, I. and SuzuKr, E. 1941. The behavior of tetravalent chromosomes 

and its bear’ing on sterility in Aeg1lo;,s .Heんirciclii1×Ac.co川 osa and its 

offsprings. (Japanese with English resumケ）ー Jap,m.Journ. Gen. 17・83-96.
120. KrHARA, H. und MATSUMURA, S. 1941. Ri.ickkr巴uzungdes Bastards Ae. Cil?i-

dr:'tc1×Ae.にl'li71dt川 rzu den E!t巴rnund seine Nach］ζommen. (K!HAR.～H.: 
Genomanalyse b巴iJi・itiwm und Aegilo1幻 VIII).Cytologia 11 493-506. 

121. SuzUKI, E. 1941 Cytological studies of sugr,r cane. I. Observations on som巴

PO] vari巴ties.Cytologia 11 : 507-514. 
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資 料

サイパシ島に於ける甘薦品種の消長（南興試験場調査 木原均ij!c~）
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甘薦甜菜便覧

目：本甘産主甜菜植付面積 (la39-,i0) 

「一一 甘 際 ｜ 甜 菜

｜豪＿ i引戸苧｜沖縄｜大島｜合計｜ 北海遁 ｜隣太｜合計

柄 付 図 積 149,056町 10，ヨ12 14,856 3,718 177，再生ヨ

原料I炊量（町蛍） 99,04（）庁 。0,000 90,703 60,500 85,063 

砂 糠（I／ 〕 12,348庁 9,499 10,172 6,033 9.513 

歩 留（ゲ 〕 12.46% 10.55 11.21 9.97 

qo－DQげv
nひの語、i

YEAF44nhu ，，， 。oqaOA
yinv白

007 nupd－nO4企
ounununの’s，． 

可ムρunο可ι
の1“守E

内δ
n可υ07， d 

q】Qυ，． 
nv司A

yi噌i

砂糖世界生産高 （l!l38-39組緒計算） 工場能力に童話すQ言者要素の 1i1J （甘際甜菜比較）

ア メ リ カ 8,065千｜頓 』甘 μ： 百H E定

南 ，ヨlt ヨ，ヨCl

ヨ ー ロヲ パ 吊，590
工場能力 1,500耳 1,200 

ア 工ノ ア 8 334［爪日本睦 1,663 牧 穫面積 3,709.19町 9,o.12.15 
’ 1,525 

ア ブ リ カ 1,25() 原料 J炊盆 335,340,000斤 265,923,180 

大 洋 969 産 糠 高 420,247ピク2レ 302,343 

F息 計 ｜制 78 歩 留 12.35% 12.20 
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甘 蔭 品 種 別 手直付面 積

豪 糧 南 洋 爪 住

2725POJ 30.3,% 2725POJ 65.% 2878POJ 約70,%

2878POJ 11.5 EK  28 1ヨ 301GPOJ 

28月3POJ 26.7 S 17 11 2a67POJ 

F 107 0.3 29GIPOJ 

F 108 30.4 

F 109 0.05 

度 量衝換算表

1携ー100斤－16貰－60kg

英噸－1693.-il斤 （償問1,680斤）ーヨ70.9504質

刑咳－1512斤（1質問 1,500斤）－2,!1.916賞 1町－1用 （0段7畝 24歩）－1ヘグ タール（1町内.33歩〕

例峨－l66G1斤 （1000kg)-266.666民 1 ＂インタル－100砥－0.1噸〔メ ートル噸〕

主要作物 iへクタール蛍生産高

米（附 ）lノ胤1920)I 甘 際 ｜ 服 （193日 9)

｜ ｜原苧附｜蓬 締高｜原科J陥 ｜震 糖高
キソターノレ キンタール キ＇.／ !l-Jレ

日 本 33 9 1() 9 。85,063斤 。0,513斤 。1853 

ア メ リ カ
(2G.¥'))l 

+10.6 22.7 

ド イ 'Y 20.9 316.0 

イ タ リ ー 持40.1 14.8 236.2 

フラ てノ ス 16.9 203.7 

スペイ ン 義62.0 9.8 

英 領 印 度 1生9 6.7 

イ弗領印皮支那 10.7 

7 イリピン 12.3 

問領東印度 15.6 220,324 27,230 

エヂ プ 32.4 

ラf ンマーグ 30.8 331.2 

カ ナ ll' 15.8 

アルゼ γ チ γ +10.3 

玖 王¥!',j 67,125 8,572 
一一一一一

世界平均 ，~
註 1日本内外地全世の平均

袋小部分の最も肥沃地に栽培するのみにて他の統計とは比較甜常ならず
+ 1928年

。但町常（1ヘクタール＝＝ 1町0反0畝 8.33iめ
米，小室長の統計l主的築賢次者『日本の設業』より
キンタル＝＝100妊＝＝26.666賀：

米（玄米1石の重量 38貫600匁）

キンタール
。22.4生

47.40 

30.00 

35.17 

49.09 
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ゴt 海 i＇且I: 

様 太

豪 J怒

南 洋

主主 料

本邦p>］；糖生産地の耕地に謝する植付面積と生産高

耕 地 面積 ｜草委植村面積 ｜総牧量

958,500町 16,720 357,434,635 

19,980 1,8!)!) 4!J,537,113 

8月J,40!) 15古，409 +15,4月7,490,000

22,39G 10,127 870,641,450 

＋｛旦甲首 （1.0225申＝l町）

55 

砂糖生蓬高

415,320ピクJレ

58,638 

18,879,571 

l,02.Jc,736 

（古里和夫縛記）

甜菜蒐集品種名

I.甜薬品種 本育 JS抗ゲ 190説 。 192競， miersko (Polland), Schreiber S.S., Strube E, 

。390放，If 398披，ゲ 400挽ゲ 401競， U<lycz A (Polland), U.S. 3-! (U.S. A箆）

。402披， 公 1坊主， 西鮮 2/l成，F合系 2披， Vilmorin 'Nhite French, Zapotil N., 11 Z. 

I/ 55皮， I/S]l皮， I/ 11銑， I/15披， I/21競， 2.飼料大根 赤長ピー ト， パーレスス トリ ーネ

I/ 225虎， I/ 52~虎， I/ G3)l皮， ゲ 67競， ェ 7, マリエンリスト， HalfSugar Mangold, 

リ テ s.o,I/ SK¥Vt， チス トブテ 7，ス 家畜ピー ト， SugarM‘angold. 

トJvツベ，ウオア ンカ Z.R, Aleksancler Ja- 3.火焔菜 エジプテアγ， クリム ソニー グロ

nasz A.J.1. (highest sugar co日tent),11 A.J.2. 一ス．

(fair suger content），ゲ A.]. 3. (high yield), 4.恭菜俳図自室恭菜， ふだんな，縮緬大集

。A.].4. (highest yield), Buszczynski, 11 恭茶．

C.L.R., // M., // M.L.R., I/ N.M., I/ N.P., 5.野性種 Betαvulg-arispalerme hybridee, B. 

Brawne, Delit出 chE., 11 N.，ゲ S.,Dippe E., vulg-ansαbyss,iuca (hybriclee), B. ma件

。G.D 271，ゲ G.Dヨ72(Cer印。orαニ強シ）， tima, B. 11writima? (Indian spinach), B. 

ゲ G.D272 （化率的庭理店1),11 "¥V1, Heinlich macrocarpa hybriclee, B. lo11ntngona (Miin-

Mette，ゲ （landclimate), 11 (see climate), cheberg蓬）, B. trig;ma (llfoncheberg及び

Hillesh凸g,Italy産， Kleinwa

Kuhn, Kuhn P., Rossleben, H. S., Sandor- （古日英班 昭和 16年 6月現在）

大事蒐 集 品 種 名

1. フィンランド Pesola氏より 獄図B，濁閤C，ケニン G，ケニγ36-3，コ

Binder (Danish var.), Maja （ゲ〕，Opal(,,), 一ジヤ， マンチユ リ一，オノξ一ル B，スワ

Lonhi (Fim】

VankLミuri（ゲ）. Vega (Swedish var.) 4.島根県華農試 より

2. ドイツ Kattermann氏よ り ゾーラン G, Bethge, Canada Soap, E.C.R. 

Haclostreng, Hanna Kar;;:yn, Isaria, St. XIII, 5-4, E.C.R. 765ー 7,Gold G, Heils Fran-

"¥Veihenstephaner Mehltauresistante I，、Wei- ken, Nephelo, Nobarb, Primus, Sieger Bin-

he出 tephanerMehltauresistante II. cler，島根プール．

3.ハルビン喜多酒舎前土より 5. 鴻巣試j韓地より
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霊頭二｛氏 濁 u；庭，ゲ 22競，ゲ 46放， O

51！］党， 。 595九 7レデリクゾ γ， 仰 1披，

コ。－ ）レデン埼 1競， 香川平生ゴール，早生

プール 13競，ゴールデゾメロン，三重コ、－

JIヘ

6 吹田工場より

コーカサス，畿内 l!J皮，ゲ 5披，ゲGヨ披， プ

ケ，露 3!1党，，；10競， ゲ 13銃， ，，20放，

ゲ 33競，ゲ 37競， ,, 4ヨ競， ,, ciG!J皮， ゲ

50虫記－，。 76披，ザ ル トン，栃木コ均一ノレ，大

六角．

7.ヰU俣工場より

ゼタ サンデル，E針1-1シパリ ー，博多ヨ銃， ハ

γナ吹出，ハルピン二憐，飛弾，奉天白，印

度大姿，長岡，沖縄二憐，早生 13放，智利

シパ リー，米国1披，。ョ放，，； 3鋭， ゲ 4

2皮， ぷヘミ アン，パタチ大姿， ボヘミヤ 1

披，ゲ 2競，ゲ 3/l皮，，， 4競， ゲ 5放， O

6競，ヴ 7競， ,, 8盟主， ,, 9放， ヴ 10抗

。 ll!J党，デシマータゲルステ，デンマーク

ケニア，予rンマークマイヤ， 〆ツタ ピール，

！／ニヅシユシパリ ー，俳閣プリンス，例閣

シバ リ－ F，フランケ：／， ゴールデソ目主県

205皮，プール ドソープ， ハイネハy ナ， ハ

イネゴール ドソープ， ハンナ， ハンヘソ，

報 第 1 盟主

北大 1披， ホルスタイ ン， イγ ペリアノL-,

インピソシ 7'1L-, 月寒シパ リー， モラピヤ

1競， ゲ：ll），皮，ゲ 3披，ゲ 4!1虎， ゲ 55皮，
ゲ 65/)t, ,, 7競，。 S)l虎，，， 9R虎，ゲ 10

2皮，ゲ ll競， ,, 12務， ミユワ yハルヘ

ニー〆ーパイエル：／，パール， プリマス，

青島1競， 。ョ競， ,, 3銃，f育英布シバ リ

ー， スロ パキア 1競， ,, 2競， ゲ 3銃，

ゲ 4!1底， 。 5披，，，6競，ゲ 7競， スタy ド

ウイIL-,:f；，品rr住フ’レーチ＼ 五百典プリンセス，

瑞典シパ リー，瑞典0190，ザールゲヤステ，

寺島教授； チエツコモラピア，在来シパ リ

ー，山崎六角．

8. ドイツ Freisleben氏より

A2ヨ'.l,EP !J73 D. 

31WJ, l'王E.S.1，ゲ 4， ゲ 5，ゲ l:l, ,, 3 

3, ,, 3!.l, Hordewn spontanewn mgrum. 

9. 嘗研究室所有，

Hordezt1nψontαneum （野生二倍種），Hor-

d仰 m mtw11ut11ι（野生四倍種）．

以ーヒの品種は二三の例外を除き凡て姿澗間二

｛際大姿である。 苦々が集めた六（燥大姿の品種目名

（土尖の機合に援枕する。

（大変都昭和 16年5月説在）

研究 室 諸記録

昭和15年までの歴史

大正13年（1924) 4月2日，木原均助教授に

仔．ぜられ，研究室創立す． 7月28日，木原助激

変禾穀類の細胞遺体撃的研究によ り理皐博士の

きさ｛立を授興せらる．8月ll日，若桑俊二郎助手

に任ぜらる.l'.l月16日， 木原助教授文部省在外

研究員として遺鮎嘩及植物生理事研究のため満

ヨヶ年間前英米へ在留を命せらる．

大正14年（1925) 3 Fl 15日，木原助教授欧米

へ山苦手… ． 

昭和 2年（1927) 3月ヨ0日，土問阿蘇雄箆字

生を命ぜ；らる．3月31日，第一回塁手生西山市三

（助教授）卒業，直に副手を腐託せらる． 6月大

劇混入穆． 6月9日，木原助教授欧米留摩よ り

騎1p)l.7月 1日，助教授木原均敷援に任せーらる．

昭和5年（1928) 4月1日， 西山市三助手に

任ぜらる.4月9日.H.I王凶ep氏 （Berlin）来

訪lj. 4 月間山市三事f-. 研究室業鎖第1競~·刊さ

る.ll)12!J日， Sinskaia嬢 （Instituteof applied 

Botany, Leningrad）来訪．

昭和4年（1929) 8月31日，森谷幹雄（京都府

立第一高女敬語t）卒業.5月8日，山本幸雄（北大
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長製部卒業〉大島院に入車 II月15日， Fraulein

Dr.F. L山cnfeld講師着任. 21臼， N I. Vavilov 

氏 （Ii titt1te of applied Bota且y,Leni 

賓として来訪，講演す．

昭和5年（1930) 2月1日より 4月9日まで

木原被援文部省在外研究員として迫｛事墜研究の

ため諾y~聞に在留を命ぜらる 3月31日，細野

重雄 （満がH闘典主主合作祉中央曾指導部指導課

長），木lご正位（京大法墜部大劇院準生），内川勇

（京都府立-b:.苓数授粂長翠部副手），大井ヨ欠三郎

(!@/cl］植物製専攻，王現墜部講師）卒業．

昭和 6年（1931) 3月31日，片山義男 （漏iH 

悶;fJjlll孫決着L試験場罷霊長課長），重；flと疋俊 （妄語孫自

替）fo氷室長詩習所数議）卒業．

昭和7年（1952) 3月31日， .Zp吉功f助手占，加

藤省三（静岡係長倉技師i），絵本賢三（副手），大

倉永治（託北帝大助教授），足立発太郎（ff／］用拠物

墜事政：， J:J.JJ救援）卒業． 足立昇治（最善生存l卒業，

i繭洲闘恰爾僚議事試験湯技佐）高IJ手を賜託せら

る．

昭和8年（1933) Dr. C. D. Darlington 5丹

より 7月中旬まで Rockfeller研究員として滞

在研究， 6月 16日議決23日標本供覧を夫々行

ふ. E. vV. Erlanson妓来訪．

昭和9年（1934) 3月20日，高木7 ミ （京こ！七

帝大卒業，宮城I！，係立女主主教授）副手を賜託せら

る． 3月31日， I矧芥小太郎（葦北川世；長率試験

場技手），山口淑（京都府立宮法高女数日ね，山 f

孝介「北減産業株式曾枇）卒業．

昭和IO年（1935) l Pl 11日，若桑助手it[去．

1月31日副手平吉功助手に任ぜらる.3月31日，

岩田邦一（京大f~.嬰部大与院準生），絵；寸清二（助

手）卒糸． 5月15日， l&山助手燕姿の細胞遺体

感的研究により長準博士の摩（て［を疫興せらる．

I) JjJ:lJJ手間山市三講師を命ぜらる． 30日教務煩

託足立56太郎助手に任ぜらる. 1ヨ月IO日， E出典

出体型合（MenclelscheGesellschaft〕25),',J年記

念日に木JJ.H教授は，日of.T.H.Mυrgan (Pasa-

de回），Prof. E. von T、schermack(Vvicn), Prof. 

I-I. Fercle巾 y (He lsingfo凶），Prof. R. Gold-

schmidt (Berlin）と共に同命名型合員に推薦せ

るら．

昭和11年（1936) 3月5日， IN. Sblyl凶作氏

(Institute of Plant Cultivation, Leningrad）来

訪.3月31日，回中正雄 (!1医用植物翠専攻，満

洲図J!,互煙草株式曾祉）卒業．中村有一（理撃部tm:
物j撃科卒業）副手を賜託せらるー

昭和12年（1937) 3月16日， C.van Dilliwijn 

氏来訪. 3月日日，土問阿蘇雄助手lこ償ぜらる．

3月31日中平良一（！酪ll純物塑専攻，静岡野、女子

師範準校教議）卒業． 5 P)I5日，講師f§山市三

助被授に任ぜらる. 5月初日土問助手依願菟官，

満洲悶（佳木所長事試験場投手）に出向す. 6月

1・日，岸本艶教務を！属託せらる． 6月25日， 高

木副手賜託を！砕かる．

昭和14年（1939) 1月13日，山本幸紘スヰパ

の該準的研究により義理博士の墜Mすーを授wせら

る． 3月31日，鈴木英太郎 （隠水溶製糠株式曾

霞t)，山出偉卒（高1手）卒業． 5月2G日助手足立

発太郎助教授に任ぜらる. 27日， 近藤H往生 （東

京農業大堅助手）副手をl賜託せらる. 6月 1日，

佐野南都子涯を命ぜらる． 6月10日，副手絵村

清二助手に任ぜらる．

萎祭及主要なる祝賀曾

日間日 4年夏（lll21J），上京，各地見墜，第1回

姿祭．同 5年（lll30），京都（白糸瀧〉， リリエン

プエルト氏1歓迎合，幹事若桑．同 7年（1932)7月，

隊所（金波楼），第2回姿祭，幹事平吉．同吊年

(1933) 7月，高野山（光明院），自演（長l良飛），第

3回姿祭， Darlington氏参加液行を粂ねる．幹

事山本，足立昇．同 D年 （IIJ34)7月，清瀧 （マス

ヤ），第4回委祭，幹事細野，山下．同10年7月，

大津（相官），第5回選手祭，西山博士号f',f＜，：主是正4祝

賀舎を策ねる，幹事山本． 同 II年（1036〕7月，

嵐山（勘挟舘），第6回姿祭，幹事怒付． 9月20

日，築友曾舘， リリエンフェルト氏没別禽，幹

事平青，松村． 同1ヨ年（1037)7月，腐J時（出入宿）, 

第 7回姿祭， l作当山本，平吉． 岡山年（l'J38)7 

J'J ，前寺 （新一力），告’：~s回若手祭，幹事平吉，松

村.s月， 1111楽園，『小裟の研究』出版記念訓貿

曾，幹事西山，平吉．同1生年（1030)7月，近江

舞子Ci温泉ホテル），第9回姿主主， 山本博士接f守

授輿祝賀舎を策ねる．幹事絵本，古旦．同15年
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(1940) 7月， 13, 14日，伊勢演烏（的島ホテ

Jレ），第10回安祭，幹事山下，，NJ.向。凡｛山築

国，木原教授第1四日本治体準立佼'1'.＼記念祝賀

舎，幹事西山，松本，望月，古里同12月10日，長

岡（鉛i水），国場開キ胡引合，幹事，松本， 山下，

皇室月．同16年（1041)G月17,Ii,日，天ノ矯立（な

かや），第11回裟祭，幹事松村，主主凡

昭和十五年以 の 記 録

来訪者

昭和15年 1 凡 10iJ ，占I二向元同氏（~Ef.!r~務）．

23日，長谷川浩氏（満州民煙車m:l；長），米山盟氏

（岐阜高設校長）.24 i::I，樋浦誠氏 （岐阜商議敬

愛）.4月生日， M.B. Helman氏（Zoo techinca l 

institute, Arge日出〉 8日，長尾正人氏（北大数

授）.12日， JII原利作氏（盟主水縫製糖）.22日， E長

永俊太郎氏（ブL大教授）. 5 J-j 71ヨ久笥差益夫氏（内

閣情報部）.8日，佐藤林三氏（六高救援＇）. 27日，

野口蛸吉氏α4大救援）.ti月4日，高嶺好氏（入

高敏夜、）. 5日，大久保恭氏（熊本佳林局）. 7汁

6日，積制垣氏（飽J.k港製諒取締役）． 15日，柳

津秀雄氏（大日本製溶等溺）－ 22[::I, Ka<lam氏

（｝王arjat,luclia). :24日，小谷武治氏. :35 f::I，外

山三郎氏（東京林栄試験場｝）.BO日，山口向夫氏

（華北農事試験場技師）.8Jj7 f::I，総務安武氏

（北浦産業） ・8Jj 15日，大森南二三郎氏（室長北帝

大助数長）． 23日，寺田甚じ氏， （寺間決闘主），

森出繁氏（堕7)1：港：製溜）． 0 JjSO日，後燦一雄氏

（長北帝大助教授＇）. 10月l¥)日，吉同点雄氏（阪

大激授）． 11月7日，大会水治氏 （霊長北帝大日）J

紋授）.11月初1::1，森臼ニi繁氏及大腸，期耐氏（盟主

水港記l主主）． l¥) 1::1，鈴木精氏（二三I笥滋授），新池

保氏（住吉中態主主同），足立井浩氏 （恰術的長ぷ

試験場投佐）ー

昭和16年 1J-j 8 1::1，制野豆雄氏（減洲嗣公主

主誌長試技佐），長主主JIi泊こ二三郎氏（1/i帰農試技手）. 

1月:33日，桂lト 氏 （i酬 i園設弘〈司），細野重雄

氏（主~農合作市上中央合指括部），土凶削減l;JIJ疋 （1t

木斯議事試験湯）． 2-1日， L上i中賎犬氏（匂ti製
剤』）.25 f::I，山本幸雄，織淳,;g.,1三i似（大日本公

酒税~：合枇技Hili) . ::19日，ノj、rlli越ーじ氏Cili単民主主

ロタ製随所長）． 31日，橋谷議ぷ氏，山本E同住

報 景写 1 品E

氏（大日本ピール合枇吹同工湯長及技師）． 2月

17日，棚木箔氏（南洋輿譲取締役）. 3月3日，川

上おお氏仲間小姿試験場主任〕. 14日，字賀和

彦氏（高知営林局）.18日，松浦一氏（北大教授）．

19日，外山三郎氏 （東京林業試験場川原利作氏

（北浦産業）．ヨ0日，牧野佐二郎氏（北大助放援）．

22日， JII口知雄氏（京都博物館長），同令息正雄

氏（大日本ピール合祉研究所）. 22日，麻生憲之

氏（糾戸山林諜技師）.3月ヨ5日，今村利雄氏（蓋

;,,1製淵研究所）． 29日，後藤一雄氏，志佐誠氏

（，芸北帝大切J歓授〉． 4月2日，石川j間一氏 （鳥

取高良教授），菊地武直夫氏（北大教授）.3日，

唐岸光太f」il氏（東京府立酎玉Q.15日，川上次郎

氏（中園小変i詩吟地主任）． 17日，棚木泣氏（南

．洋典芸誌取締役），山田嬰一氏（中園小委試験地技

手）. 5月17日，長尾正人氏（北大数疫）.22日，

島善隣氏（北大教授），大和正次氏）京都府農水

震設地方農林技師）• 

異動・留畢等

昭和15年昭和14年9月一15年3月，熊本営

林局技手大久保恭氏， I翠樹；話題鑑別Y却庁究のた

めf迫感．ヨ月末－9月：34日盤水港製涜株式曾祉

鈴木~定太郎氏，廿l.f；の絞接的研究のお留皐． 3 

JjSJ f::I，古坐和夫，皇室月明，安本1設卒業，安本

filt例鮮￥fir皆、府米議調査所投手に任ぜらる，山ーf

孝介，古里和夫，釜月明，副手を賜託せらる．

4月 1日，熊谷晶子｝穫を命ぜらる 9 J-j 1日， 狩

野乙夫副γ創作かる．今井義夫， 山本なつ困ア

及び常婦に夫々命ぜらる．9対14日，保谷一二

二三涯をWrかる．

昭和16年 2片13日， 古車副手南洋輿護保式

占枇に人最t.S月31LJ, bl以友￥，谷川義夫卒

業， bl然友芸大満州・｜忽布重要泊株式曾枇，谷川義

夫ヨケf-製紙株式合jj;［：に夫々 入社 4月 1日，m
珠玉母，明峯｛変犬副手を蕗託せらる.10日，毛利

洋一鹿を月初、る.11日，八木治雇を命ぜらる．

1-1日， ＇ilj=.J凶F置を命ぜらる. 31日， 山本なつ常

婦をm：かる. 5片3日，木町〈数疫日本嬰術払｛W!

合手術部第生特別委員曾委員を委泌さる.5月

lGHより，大日本姿満株式合祉オ司辻研究所瀧洋

遼平技師活字問の該撃的研究の潟留事． 5月 17



1941年 7月 3を

日，今井義雄図了を解かる． 5月31日，反家信

篤氏雇を命ぜ；らる．

動 静

昭和15年 6月13日－－:l3日，木原敬愛，山下

副手，北海道へ苅楽研究のため出張．7月15日

30日，山下，小法雨副手，副菜郊をのため野

幌へ出張. 7月17日－9月14日，望月間手，北満

開拓地調査際員として北浦に出張． 8月22日－

29日，筏村助手， tu突の採種及交雑のため北海

道へ出張． s Pl23日－9月4日，木原数民凶

山助教授，松本副手，山下孝介氏，鈴木英対話

氏， 遺（1/J準金出席のため京城に出張a木原敬授，

山下孝介氏l土引絞き渡瀬，木原教授は望月副手

と共に 9月14日野挙， 山下孝介氏11月5日腸皐．

10月19日－12月23日，山田，古里悶副手，甘熊

開花調査，染色1也；Ji.II祭及交雑のため南洋サイパ

y島，テニアン烏，ロタ島へ出張. 10）ヲ16日－

21日，中村副手，林木種子採集のため芦生演習

林へ出張. 11月 6日，平吉助手，中村，総本，雨

副手，毛利麗，榊戸森林植物園観察のため出張．

12月21日－16年1月15日，望月副手，紅茶筒交

料 59 

雑結果調査のため蓋濁へ出張. 12月21日一16年

1月14日，木原教授，今村議師甘直言研究設備調

査及一般農業状態鵡察のため南洋サイパン島，

テェアy島，ロタ島へ出張．

昭和16年 1月12日－6月16日，山下孝介氏，甜

薬事業調査のため満洲閣へ出張ー1月31日－2月

17日，木原教授紺楽育種研究打合せのため札幌

市へ出張. 3月13日－20日，絵付助手紛菜育種

研究打合せのため北海道へ出張．3月22日－29

日，木原教疫紺楽育種研究方針決定のため札幌

市へ出張. 4月7日－19日，望月副手，大姿採種

及附菜鋭察のため札幌市へ出張． 3月25日－27

日，平吉助手，林木の幼花採集及交維のため芦生

草摺林へ出張.4月8日－30日， 山本幸雄技師，

目黒友喜氏，大委採匿のため北海道へ出猿.4月

23日－25日，平吉助手，カラマツ鵡準備のため

高山市へ出張.4月28日－5月7日，；｛%村助手，

望月副手，甜英首定植のため北海道へ出張. 5月

3,4日， 2r・吉助手， カラマツ交雑のため高山市

へ出張． 6月13日－16日，木原教授甘際組研究

銭授領挨拶のため東京に出張．



只今以総も無事終り，みんな新しい気持で仕

事に向って居ります。

今年の乾燥期後宇は泊度の水分に恵まれ，＃J

甘撲はii三脊旺~，これからの気象t併！二さへよけ

れば盟作だらうと栽治家を集ませて居ります。

この度研究室では新たに有山植物の研究に御

出主主の御事，叉それらについての時報を御設行

の往凶そて，私共都から遠ざかってゐる若準にと

りましてもまこ とに御同慶にたへぬところでご

ざいます。

最近ジヤパ副操より競りましたご．三の人のお

話によりますと彼地に於ては新たに 0016P 0 

J , 2%7 P O J , 2961 P 0 I等の鋭良品種が育成

せられ， Jj1(主主ヘク；， -)l,蛍叫－5h~斤，歩留1

制 S分乃三笠1制4分の間の成績を示して居り，

イnjれも試作中の民子でーあります。もっとも彼地

裁 ．

にては現在ヨ8'i8POJが際闘の70%を占め牧量

はヘクタール酋20~if,から長ー高 30}.'Q:斤を示L,

24-5 目ii斤とれる区域は珍しくないといふ話で

す。

今まで篤すべくして篤されなかったこの作物

に闘する根こそぎの研究特に担保的鱗成の探究

について甘際班に期待するところ多大でありま

す。武志なる御研究の 1端をおもらし下されば

幸ひです。

研究盆時報室主刊を枕して

（於新管

1 第

－一＝ロ遁

60 

鈴木英太郎）

界i反
往fl手紙拝受平J：雄う。本日（りわ日日）古ll茶色安保槌

ゑ終る。

L、ろfolきRt'.ikt＊も居り母根鎚ゑ ！欽千

（於 ρJレピン 足立昇造）

創j浩l土法しL、が完成すれば喜びがある。去る 5

月31日夜，木原先生宅に於て，先生にf.L~:I'サ君と

彩、の3人で時報制限の具位的相談を行ってから

約 1ヶFJ：ド今設刊を前にして感慨一入深いもの

がある。γ度その頃は研究室にとっては 1年中

の此も忙しL崎 である。最初直々の問中Ifに書か

れた原誌が各方面から机l二lこ置かれた時は，何

んなものが出来るかと不安にさへ思って居た。

この小さい詰~EiこあれIiけ具った内容を短時日

に椅滋に~る事は窓際｛1ド々むつかしかった。併

し此庭に時報を手にして感ずる惑は，只だ創造

が元成した喜びのみである。始めての編怖の割

にしては中I司誌な出来栄であると思ふ。記事の内

容に就ては今夏申上げる事はあるまL、。

日々搬は今後主主々 内科を担存にして研究班｛1J1F,j-J

のよさ？指導者，よき相談相手，よき辿絡係りとし

たL、と念願して居る。主主行の没定は年2回（前

期締切5月末日， 後期締切 11月末日），校五色内

容に就ては特に制限は設けなし‘けれど，第l/l虎

に準じて 卜ーされば結構です。どうか来年始めに

は，叉立汲な第2放が霊童刊される篠!JF究室の方

々は勿論の王将各地の｛却後援者及客員の方々に御

協力を街l願ひ致す次第です。f;',Jオd寺報はその性

・Tat上門外不出にして下さるやう御願ひ致ひま

す。

本時＝報が術院者の自負する如〈成功した姑が

ありとすれば，それは木原先生始め御寄；＊iドさ

った方々 の？制旨主主御協力に負ふものと思ふ。上

記の方々にこの姑深＜！感謝欽します。叉｝fif掲の

占理校正答：に詰って助力して下さったご．三の方

々及印刷所の方にも厚〈御趨申します。

（松本賢三）

言E後
ーゐ白

草耳繍

昭和16年7月15日印刷

昭和1G年7月初日設行
〔非萱品〕

編輯奇「
緩行者松本賢二

京都市左京区北白川温分
京都帝国大挙段卒音fl

印刷 者加際勘兵 f:tj
京都市下京医北小路新聞J西

印 刷 所 内外出版印刷株式合社
京都市下京区西i同！院七僚南
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