
「植 物

はじめに

本年8月失礼とは思いましたが、私は突

然阿保さん宅をお訪ねし、その広く深い知

識と長い豊かな山草栽培に対する情熱にふ

れ深く感動致しました。山草に興味をもっ

たばかりの私には御指導いただくにも何か

らお聞きしてよいやら見当もつかず、取あ

えず北方山草の創刊号をいただいて帰宅し

ましたが、その内容が学倒的に探究され又

長い間の豊富な経験から生まれた貴重な記

録等々、その内容より諸氏の山草をこよな

く愛し、人生の糧とされている様子が文中

よりひしひしと伝わってまいりました。早

速私も入門書を開き拾い読みしましたが、

さて私はこれから何をどのようにしたらよ

いか、はたと困りまして振り返えってみま

すと、私の知識としては山草どころか植物

に対しても全くもっていないことに気付き、

遅まきながら横物の基礎的な事柄について

知ることから始めてみました。

植物をつくるもの

植物(動物も基本的構造やはたらきは同

じ)はふつう 10- 50ミクロンの大きさの

細胞からできている。その細胞の中に 5-

10ミクロンほどの球形の核がふつう 1個ず

つある。核は細胞の生命活動の中心をなす

もので、核の中には仁(タンパク質を合成

すると考えられる)と染色糸(細胞の生命

活動、増殖、遺伝など細胞のはたらきの中

心となる)とがある。

その核を包んでいる細胞質基質の中には

27 

入 門 j

小樽市常本 実

ミトコンドリア (0.5-1 p.で細胞のエネ

ルギ一発生の中心)と色素体(葉緑体・白

色体・有色体の三つに大別u)がある。

1 )葉緑体

クロロフィノレを多く含み、光エネルギー

を化学エネJレギーとし糖類に変換する光

合成がおζなわれる。

2)白色体

光のあたらない地下茎や根の細胞、日陰

に生じた組物、斑入りの白色部の細胞で、

ブドウ糖からデンプンを合成して貯蔵す

る。

3)有色体

クロロフィルがな〈、始めからクロロフ

ィルのない、ヒマワリ、タンポポ等の黄

色の花弁、ニンジ:ペの根(燈赤色)と、

葉緑体が退化(秩の黄葉)、果実の青か

ら赤への変化等が見られる。

植物の成長(増殖)

植物の成長とは細胞の数が増えることで

あり、指殖とは細胞分裂(核が二つにわか

れ、ひきつづいて細胞質が二つにわかれる)

で、染色糸の複製(遺伝子の複製〉があり、

これが新しい細胞へ均等に分配される。こ

のことは自分の体の一部から自分と同じ生

物をつくり、また生殖細胞を通じて自分と

同種の子孫を残すことが可能である。

植物の体細胞分裂は、根や茎の先端にあ

る成長点や形成層でさかんにおこなわれ、

その核分裂はふつう有糸分裂による。体細

北方山草 2 (1981)



胞の核の分裂には 1-6時間かかるといわ

れ、その材料や温度によって速度が異なる。

例えばエンドウの根端細胞(加 Oc)で110

分、タマネギの根端細胞の場合 100Cで 97

分、 20 oCで81.5分、 30Tで 58分と混度

が高〈なると核の分裂は早くなる。

植物が成長するときには、細胞が分裂し

てふえることであり、核の中の染色体が重

要なはたらきをもっている。細胞分裂の起

こるしくみはまだよ〈判っていないが、人

工的に細胞分裂を促進したり、抑制したり

することができることは実験的に証明され、

この制御の役割を果たすのが織物ホルモン

である。

植物ホルモン

現在知られている植物ホルモンは 5種類

あり、それが単独あるいは相互に作用しあ

って植物の成長や分化を調節していると考

えられている。

1 )オーキシン

茎や子葉輸の伸長成長、果実などの拡大

成長木部の分化、発綾などに作用。

2)サイトカイニン

細胞分裂の促進、休眠種子の休眠打破、

側芽の成長促進、葉の老化阻止などの作

用。

3) ジベレリン

葉条の伸長促進根の成長抑制、種子の

発芽促進、花芽形成の誘導、着果と果実

の成長促進。

4)アブサイシン酸

落葉の促進、休眠芽の形成誘起や休眠の

延長、発芽の抑制、茎や芽の成長抑制、

花成阻害。
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5) エチレン

果実の成熟促進、茎や根の成長阻害、覗u

芽の成長阻害、落葉の促進などの作用。

上記の中でオーキシンはさし木の発根促

進剤(オキシベロンとして市販されており

既に阿保さんは使用されている)として、

育苗に効果をあげているが一般に最適濃度

以上のオーキシンがあると、葉の萎縮や茎

の割れなどさらに根に達し植物を枯らす。

これを利用して除草剤としても用いられる o

ジベレリンは種なしブドウの生産又植物の

開花、草丈伸長促進剤として「ジベラ錠j

として市叛されている o エチレンは早期収

穫の果実の成熟処理に使われている。

山草等の幾性植物は、遺伝的にジベレリ

ンの合成能力に欠けているらしいといわれ

ている。

組織の形成

個々の細胞は自分勝手に活動しているの

ではなしそこに分化・分業がおこなわれ、

個体のさまざまな生命活動や生理作用の一

部分を分担するようになる。このように、

多細胞生物の体では、ふつう体を構成して

いるたくさんの細胞間で、形態や働きに分

化が生じる。そこで、問じ細胞から分裂に

よって生じ、ある特定の形と働きをもつよ

うに分化した同)種類の細胞の集まりを組

織と云い、組織は更にいくつかに集まって、

一定の形とまとまった働きをもっ器官を形

成するo

植物の組織

植物の組織は分裂組織と永久組織に大別

される。

1 )分裂組織
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細胞がたえず分裂をくり返えしている組

織で、根や茎の成長点や茎の形成層などに

存在し、ここで新しく生じた細胞は、いろ

いろなものに分化していき、各種の永久組

織を形成してそれぞれに特有な形と働きを

営むようになる。

2)永久組織

分裂組織で造られた細胞が、分裂能力を

失って分化して生じた組織で、植物体の大

部分を占めており、それぞれの構造または

機能上の特徴から次のように分けられる。

ア)表皮系組織

植物体の表面をおおう組織で、横物

体内部の保護、水分の余分な発散を防

ぐのに役立つ。

イ)柔組織

植物体に広く分布し、同化作用(葉

緑体による光合成)、貯水、分泌など

の作用を行う。

ウ)機械組織

植物体の各部を機械的に強固にする

組織で根や茎の皮膚や維管束や葉脈に

存在する。

エ)通道組織

水分や養分の通道作用を行う。根・

茎の維管束や葉脈に存在する。

植物の器官

植物の器官は次の三つに分けられる。

1)根

組物体を土撲に固着させ、地中から水分

と無機養分を吸収する栄養器官。

2)茎

葉や花を支持し、水分や同化養分の通路

となる栄養器官。
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3)葉

光合成や蒸散作用を行う栄養器官。

細胞への物質の作用

植物の組織を構成し-cいるのは細胞であ

り、細胞の構成要素はタンパク質・核殴

(C • H ・0 ・N'Pからなる高分子有機

化合物)脂質などの物質からできている。

これらの物質をつくる元素は、根や気孔か

らとり入れられ、細胞の中へは細胞を包む

細胞膜を通してとり入れられ、その物質は

そのまま原形質(細胞の生きている部分を

造っている物質)の中にたまっているので

はなしその大部分が種々の化学変化を受

けて、一部は原形質の構成物質に合成され

て体を造るのに用いられ、他の一部は分解

されてエ平ノレギーを放出し、いろいろな生

命活動に使われる o

物質の交代

物質交代のうち、合成反応すなわち物質

の複雑性を増す反応と同化、分解反応すな

わち物質的単純性を増す反応を異化という。

1 )同化作用

外部からのエ平ノレギーの供給・吸収は

同化作用で盛んに行われる。原形質の葉

緑体部分では、太陽の光エネルギーを吸

収して、水と二酸化炭素とから、ブドウ

糖・デンプンなどの炭水化物を合成する

光合成、または光合成によって合成され

た炭水化物と根から吸い上げた無機化合

物を原料にして、呼吸エネルギーを用い

たタンパク質や脂質・核酸などを合成し、

これらで体物質を造っている。

2)臭化作用

同化した体物質などを分解して消費す
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る働きで、この時には物質中に含まれて

いたエネルギーが放出される。これはい

ろいろの生長活動に用いられるほかに、

肉化作用の原動力ともなる。

光合成(光エネノレギーの吸収)

光合成は、緑色縞物では細胞の葉緑体の

中ですべて行われる。光エネノレギーを吸収

する物質は、葉緑体の中にあるグロロフィ

ノレとカロチノイドと言う色素である。光合

成は無機物から有機物を合成するとともに、

光エネノレギーを化学エネノレギーに変換する

働きであり、植物のエ不ノレギーの源となる

ものである。

光合成に有効な光は可視光線で、赤~赤

燈色の光と、青~青紫色の光が最も良〈利

用される。(緑色や黄色光は吸収が少なく、

波長の長い赤色光が大きい)

光合成の量

光合成量(光合成速度)を決定するもの

は、二酸化炭素の濃度、光の強さ、温度で

ある。 C0，と光の強さはある程度まで増

すと光合成も盛んになるが、ある点で飽和

する。温度は光の弱い時は殆んど無関係で

あるが、光を強くすると多くの植物の場合、

5 ~25"Cの範簡で10 "C上昇するごとに約 2

倍になるが、一般に30"C付近を越えると減

少する。又o"C以下または40"C以上になる

と光合成はおこなわれなくなる。

植物の栄 養

緑色植物は、体外から簡単な無機物をと

り入れ同化し、有機物を造って生活してい

る独立栄養生活をしているが、組物がとり

入れる無機物の種類はたくさんあるが、こ

れについては北方山草の創刊号で阿保さん
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が詳し〈説明されておられるので、それを

参考にしたいと思います。

植物体内での物質輸送

植物は、地中の水分とその中に溶けこん

でいる無機養分とを、主に根の根毛から吸

収する。吸収された水液は、皮層の組織を

通って中心柱内の道管の中に入り、茎を上

昇して葉へ運ばれるが、このような水液の

吸収と移動には、根毛の吸水作用、葉の蒸

散作用、水孔の排水作用、根庄、水分子の

凝集力などいろいろな作用が組み合わされ

て働き、このような根から葉への水の流れ

は、根の先から葉まで続いており、その水

液の上昇はかなり早〈、ヒマワリで70cm/

時、ブドウ98叩/時、タバコ 118/時、で

植物によっては20~40 m /時にも達するも

のもあるo

同化物質の輸送と貯蔵

同化物質は酵素作用を受けて、移動しや

すい物質(デンプンは主f<::/ョ糖などの水

溶性糖類に、タンパク質はアミノ般に分解)

に変えられ、葉などの向化器官から、茎の

師管内を通って芽などの成長部や根・地下

茎・花・種子などの貯蔵組織へと移動する。

本の一部を、形成層から外側の皮を環状

にはぐと、除皮した残りの部分の上側の組

織がしだいに大きくふくれだし、こぶ状の

肥厚した組織になる。これは、自市部が除か

れた為に葉で造られた養分が木の下の万に

移動できず、除皮部の上世uにたまるからで

取り木などに用いられている。

植物の外呼吸

植物は体の表面全体で外呼吸を行ってお

り、内部の細胞間隙を通じて細胞組織へ0，

北方山草 2 (1981)



を送り、発生したC0，を外部に排出する。

緑色植物では昼間は呼吸と光合成を同時に

行う為、葉緑体で発生する 0，が細胞呼吸

に使われ、呼吸の結果生じたC0，は光合

成につかわれる。従って気孔や皮目から C

0，を多量に含んだ空気が出ていくのは夜

間だけで、昼間呼吸によって C0，を放出

するのは、光合成量が呼吸量を下まわる明

石さの時である。

植物の成長と調節

発芽した植物の苗が成長する時、茎の伸

び方や根の伸び方、葉のつき方などが、光

や重力や水分などの刺激に対して敏速に反

応していく。更に木では多数の芽がついて

も、先端の芽だけが伸びて低木になるもの

もある。このように植物体内には調節する

何らかの物質(植物ホノレモン)がミ存在し、

外部の刺激を受けて反応しながら成長して

いることが知られている。

光周性

植物の中には、花芽の形成が 1日の日照

時間の長さ(日長)によって支配され、き

まった季節しか花を咲かせないものがある。

1 )長日植物

日照時間が一定時間以上になると花を

咲かせる植物で、ふつう陪期が10時間以下

にならないと開花しない。多くは春から初

夏にかけて開花する、いわゆる春咲き植物

であるo

2)短日植物

ふつう暗期が12~14時間以上にならな

いと開花しない、多〈は夏から秋にかけて

花を咲かせる、秋咲き植物である。

3 )中性植物
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光周性には無関係で、主に温度変化な

どによって花芽を形成して開花させる植物

e'ある。

温度と開花期

花芽を形成するのに、一定の期間低組に

あわせることが必要な現象を春化(パーナ

リゼーション)といい、春化現象は光周性

と同様に、植物ホノレモンの働きによるとい

われている。ニンジンにジベレリンを与え

ておいて長日条件におくと、低温処理をし

なくても花芽の形成が起こることが実験で

行われている。

環境への適応

植物も動物と同様に、外界の環境要素に

変化が起こっても光合成や呼吸などのよう

な体内への反応を大きく変化させないよう

に、また外界の刺激を生命現象に利用でき

るように、形態を変えたり、生理作用を変

えたり、生活場所を選んだりする。

1 )光に対する適応、

同じ植物のー個体でも、日のよくあた

る場所につく葉(陽葉)と、日陰にある

葉(陰葉)とでは、形態的にも生理的に

も異なる。

ア)欄状組織

陽葉で発達し、陰葉ではうすい。

イ)薬面積

陽葉で小さくかたく、陰葉は大きく

てやわらかい。

ウ)補償点(光合成を始める明るさ)

陽葉二子 700- 1， 500 e x、

陰葉宇 100-500 e x 

エ)呼吸量

陽葉で大きし陰葉では少ない。
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2 )温度に対する適応

一般に植物は動物より生活範囲が 0-45

℃と広いが、最適温度の範囲外になると、

種々の適応現象を示す。

ア)落葉

冬になると低温のため、根の吸水作用

が弱くなるのに応じて、水分の蒸散量を

少なくするとともに、葉にたまった老廃

物を排出する意味をもっている。

常緑樹は、デンプンを糖に変えて浸透

圧を高め、細胞液の氷点を降下させて、

細胞の氷結を防ぐのに役立つ。

イ)冬芽や種子の形成

冬越しの為冬芽や種子をつくり、翌春

温度が上ってくると発芽し、成長して開

花する。

3)水に対する適応

水は髄物の生活に欠かせず、生育する場

所によって、保水量や水量が異なるので、

水分維持の為植物の形態や生活が大きく変

化する。

ア)援が地中深く発達して水分を吸うもの。

ダイコンソウ、タカネタンポポ

イ)葉の気孔の数が少なく、気子Lの}笥辺に

毛がついて蒸散を防ぐもの

ウスユキソウ

ウ)葉が裏側に巻き、葉の裏にしわができ

て蒸散を防ぐもの。

シャクナゲ

エ)葉が針状に変形し、蒸散を防ぐもの。

サボテン、ハイ 7 ツ

オ)葉や茎に貯水組織をもち、淡水を貯え

るもの。

サボテン、イワレンゲ、マンネングサ
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土と植物

土は砂土、粘土、嬢土の三つに大別され、

そこに生育する植物の形態K影響をおよぽ

す。

通気性のよい砂土や壌土に生育する植物

は、根がよく{申びて生育がよい。水分を多

〈含む壌土には根が浅く広〈伸びるが、乾

燥して水分の少ない砂土には、根が深〈狭

い範囲に伸びる。

風 と 植 物

風は植物の蒸散量を高め、温度を下げる

とともに、種子や花粉の運搬もする。

高山のような土地では夙に対する変形が

みられ、葉が小形や針状になり、樹形が地

上をはったり、枝が風下K片寄って発達し

たりする。

以上は生物の参考書を要約し、植物の概

嬰について素通り的なまとめJjになりまし

たが、今後更に先輩諸氏の御指導を受けな

がら、実践活動でも経験を深め、山草を愛

し愛されるように楕養育成にあたりたいと

思っております。

?ハ

通
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