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千葉暖地園試研報. 11・13-19.1980. 

ストックの八重咲個体鑑別後における

八重率の推定法

田中 長雅

Estimating Doubleness Percentage after Selection at the Seedling Stage 

by a Statistical Analysis in Stocks (M.αthiolαinc anαR. Br.) 

Akimasa TANAKA 

I 緒 言 して，それぞれ正規分布すると仮定し，標本から求め

ストックの切花生産では定植前に苗を草丈，子葉の た平均値，分散，標準偏差及び無鑑別時の八重率を代

大きさ，子棄の色彩などで八重咲個体と思われる苗を 表値とした 2組の正規密度関数を利用し，選抜率一

鑑別して定植する．八重切花と一重切花では価格に格 八重率曲線を得て，選抜後の八重率を推定するための

段の差があり，また一般営利栽培での開花時の八重率 方法を考案した．併せて本曲線と実測データとの適合

については80%前後と推定されているので，高八重率 性及ぴ選抜率一八重率曲線を規定するパラメータの役

品種や鑑別容易な品種の育成，あるいは八重率向上の 割について若干検討を加えた．

ための育苗法などが切望されている． II 間接法による選抜率一八重率曲線

一方，鑑別の難易を論ずるには，無鑑別のときの八 先勝の雪のは種後 3週間自の草丈と子葉長（大）のデ

重率と鑑別の対象となる苗の生育状況の両方を加味す ータを用い，岸根（ 1 ）の記述にもとずいて正規確率紙

る必要があるが，これらに関しては解株のための方法 による正規分布へのあてはめを試みたのが第 1図であ

諭すら検討されていない． る．この結果，草丈については全領域について，ほぽ

筆者ら（ 2 , 3 ）は先にいくつかの鑑別形質につい 正規分布にあてはまるようである．しかし子葉長（大）に

て，選抜率と得られた八重率の関係を求めて，鑑別精 ついては累積度数の中位の領域では比較的よくあてはま

度の検討を試みたが，これには八重・一重集団の精密 るが，累積度数の小さい領域と大きい領域ではやゃあ

な分布が得られないと試験精度の低くなる欠点がある． てはまらないように思われた．他の形質についても八

したがって，一度に大量の首を調査したいような場合， 重・一重集団ともに累積度数0.2-0.8くらいの範囲で

労力面での制約をうけることが多い．また鑑別後の八 は比較的よく適合するように思われたが，これ以外の

重率の高低を構成するいくつかの要因や，その要因間 範囲ではあてはまらない例がかなり多かった．しかし

の相互関係を認識したいような場合に，目的とする苗 ながら任意の鑑別形質の八重・一重集団については，

を実際に作り出して実験することは不可能に近い． それぞれ正規分布にあてはまるものとして，以降の論

それゆえ，比較的小数の標本から，かつ簡便に鑑別 理を展開した．

後の八重率を推定する方法があれば，労力的にも軽減 ストックの八重鑑別については，開花時においては

される．さらに要因の水準を諸々に変化させて，その 判別が確実で伶あるが，それ以前の生育ステージにおい

要因の一般的傾向を認識することにより，今後の品種 ては判別不確実である．この時期に混在している異質

改良や育苗方法の改善などいくつかの面で利用可能と 2集団（八重・一重の集団）をある特定形質の値にも

なる． とずき，上位からある点まで選抜を行ったときに，そ

そこで本報では，八重・一重の集団が鑑別形質に関 の選抜強度と異質 2集団のうちの片方（切花栽培の場
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第 1図 先勝の雪における正規分布への当てはめ

0.01 

合には八重集団）の獲得比率との関係を推定するとい

う問題として取り扱うことにした．

以下は解析の手順について述べる．

いま異質 2集団についてはともに正規分布にしたが

う確率変数とし，ある特定形質の代表値に関し，八重

に相当する母集団を N(μA，σA，一重に相当する母集

団を N(μB，σ同，無鑑別のときの母集団の八重率を

≪100 %とする（添字の100は選抜率100%，すなわち無

鑑別を意味する）．

鑑別後の八重率を推定するために，正規密度関数を

用いる．
司 （x μ)2 

〆（x)＝，ム－ e - 2σ2  (1) 
u.,; 2π 

実際には，標本から得られた値から算出するため，

特定形質の八重については XA土SA，一重については

x B土SBとし，またともに正規分布するものとする．

さらに標本集団の八重率については Z100%と記号化す

る．

任意の八重率に対応させるため，（1）式に Z100/lOO

と 1- Z100/lOO とを乗じて，各々八重 f(A）およ

び一重 f（到における正規密度関数とする．

確率変数 f(AOとf(Bi）とを，ある階級における八

重出現度数および一重出現度数とみなすため， j(Ai)

をDi,j(Bi）をSiに置換し，各々（2), (3）式で表わす．

，唱 （Ri XA)2 

Di~ f百台子e~ ｝×Z1田／100 (2) 

噌 （Ri Xn)2 (3) 
回 一一回

Si~~0っとェe 2S2B ｝×（ l -Z  I凹／100)
' ._, B. '" ' 

Dz.及びSiの分布における階級幅，各階級値（Ri）を決

める（分布範囲が20以上の階級にわたるほうが好まし

い）．

通常，任意の形質の値に関しては，一重集団より八

重集団のほうが大きい （XA>XB） ため，八重率を高

めるためには，大きい苗から選抜することを前提とす

る．したがって計算の都合上，度数分布表の階級につ

いて，上位の値の階級から並べるように階級を逆転さ

せる．

ある形質の八重の代表値（XA, SA, S 2 A），一重の代

表値（XB,SB, S2B）および無鑑別のときの八重率（Z100) 

をそれぞれ（2), (3）式に代入した後，階級値（Ri）をi= 

1 ・・・nまで逐次代入し，各階級ごとに八重出現度数

(Di ）及び一重出現度数（Si）の値を得る．

以下，各階級ごとの選抜率とそのときの八重率の計

算手順について示したのが第 1表である．

次に後述の計算のため，（4）式の計算を行い， i = 1 

…nまでの八重累積度数（ XD i ）と八重と一重の合計

計の累積度数（L:Ti）を算出する．

Ti= Di+ Si （人 i= 1…π） (4) 



必要とする選抜率に対応する八重率の値を読みとる

ことにより，近似値が得られる．

III 間接法による選抜率一八重率曲線と直接法によ

る選抜率一八重率曲線

前記の手法（間接法）による選抜率一八重率曲線が

実測データ（直接法）による同曲線にあてはまるか検

討を行なった．

供試データとしては，前報において測定した（ 3' 4) 

もののうち，先勝の雪のは種後 2週間自における子葉

長（大）と子葉幅（大）及ぴは種後 3週間目における草丈，

子葉長（大），子葉幅（大）を用いた．各々のデータにつ

いては直接度数分布表を作成し，以下第 1表と同手続

きで，：：m,~T を算出し，各選抜率点の八重率を得た．

また，これらの形質の代表値から間接法によって選抜

率八重率曲線を得た．結果は第 2図であり，いずれ

の形質についても選抜率 5～40%の領域では直接法は

プラスの差が生じ，選抜率50%付近の領域では差が少

なし選抜率60-95%の領域で、はマイナスの差として

生ずる例が多かった．しかし差の絶対値としては最大

15 

首の大きい順から任意のパーセントまで，選抜を行

ったときの八重率を得たいため，これを最上位の階級

(R1）からある階級（Ri）まで選抜したときの八重率を計

算するという方法で代用することにする．すなわち，

R1からおまで選抜したときの八重率については（5）式に

よって表わす．

田中：ストックの八重咲個体鑑別後における八重率の推定法

(5) 

最下位（Rn）までの八重率については八重累積度数を

八重と一重の合計の累積総度数で除すので，無鑑別の

ときの八重率（Z100）を示す．

R1からRiまで選抜したときの選抜率については（6）式

によって表わす．

選抜率 （x軸）の八重率 （Y軸）に対する関係を求

めるため， 2次元グラフ上に i= 1… nごとに選抜率

[ x ( il］，八重率［ y ( il］の交点をプロットし，これを結

んで，間接法による選抜率一八重率曲線とする．

(6) 

百＜ i) = (XDi /XTi）×100 

x < ;) = (XTi / XTi）×100 

各階級ごとの選抜率とそのときの八重率の計算手順第 1表

X
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Ti =Di十Si 

(XA・・・任意の形質についての八重の平均値，

(XB・・・任意の形質についての一重の平均値，

(Z刷…無鑑別のときの八重率）
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2週間目の子葉幅における 4%程度であり，多くは 1

-2%の範囲内であった．第 2表は直接法が間接法に

適合するか否かについて，第 2図のデータを用いて，

x2検定を行なったものである．この結果，いずれの

形質においても，かなり高い確率て”適合するものと思

われた．

以上から，幼苗時の草丈，子葉長及ぴ子葉幅に関し

ては，実用的には間接法による選抜率一八重率曲線を

用いることができるものと思われる．ただし，最良の

推定方法を得るために，さらに検討する必要性も若干

残されよう．

N 選抜率一八重率曲線を規定するパラメータの変

化が八震率に及ぽす影響

ここでは直接法による選抜率一八重率曲線について

第 2図 先勝の雪において，間接法による選抜率一八重率曲線と直接法より導いた各選抜率点の八重率

第 2表 間接法より導いた八重率に対する直接法
より導いた八重率の適合度の検定

形質 x 21i直 dいf. p 

は穫後 2週間目

子葉長（大） 0.605 3 0.80-0.90 

子葉幅（大） 0.366 3 0.90～ 0.95 

は種後 3週間目

草 丈 0.278 5 >0.99 

子葉長（大） .0.221 4 >0.99 

子葉幅（大） 0.489 4 0.95-0. 98 
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第 3図 無鑑別のときの八重率を変えた場合

の選抜率一八重率曲線（八重の平均

値l.29cm標準偏差0.14cm，一重の平

均値l.06cm標準偏差o.12cmとして算

出した）

注：点、線の曲線については，品種間

差異のデータ（1979）をもとにして

算出した

は間接法による同曲線にあてはまるという前提のもと

に，同曲線を規定する母集団のパラメータ （μA,μB, 

σA，σB, awo）の果たす役割について知ろうとした．

したがって前記（2), (3）式については各々，次のように

書き換えた．
噌 （Ri-μA)2

・一一Di~ ｛~台子 e 2σ2A j×日，／100 (2）’ 

噌 （Riー μB)2 (3）’ 

Si~~ ーで三二Q 2σ28 ｝× (1-a間／100)
' 0 B‘.， ＂＇’  

また，選抜率冊%のときに八重率がN %であった場

合，これを lrm→ N%で表現することにした．

まず無鑑別のときの八重率を変化させる例として，

予め得られていた子葉長のデータを用い， μA=l.29 

om, σA =0.1や隅， μn=1.06om及 び σn=0.12omに固

定し，無鑑別のときの八重率を40%～ 90%まで（ α100

→40%から aIO「→90%まで） 6段階に変化させた（第

3図）． この結果， a100のときの八重率を高めるにつ

れて， m%選抜時（ただし O＜叩＜100）の八重率は常

に高くなる傾向が見られた．すなわち， a100 

については，各々の選抜率一八重率曲線の

店 100点の立ち上がりを規定しているパラメー

タではないかと思われた．

次に第 4図については八重集団と一重集団

の平均値を変化させた例である．算定の基礎

としては a100= 58. 9%, σA =0.14om, σB 

=0.12叩及びμB =1.0仰に固定し， μA=

l.16-l.28omまで4段階に変化させた．この

結果 μAとμBの差が小さいときには選抜を

強めるにつれ，八重率は直線的に増加する傾

向であったが，平均値の差を大きくすると，

しだいに弧を搭きながら増加する傾向を示し

た．すなわち μAとμBの差はある任意の点

での傾きを規定しているものと思われた．し

たがって μAと μBの差の影響は選抜率の領

域によってかなり異なり，選抜率の中位の領

域においては，平均値の差の大きいほど，同

一選抜率の八重率は高くなり， E 100及び a0 

近傍では八重率の差は小きくなる傾向であっ

fこ．

へ80

八重l.16cm

重 ｜ 八重l.20cm

率

ハunb
 （

%
 

40 
0 50 75 

選抜率（%）

第4図 八重の平均値を変えた場合の選抜率

一八重率曲線（八重の標準偏差0.14

cm，一重の標準偏差0.12cm，一重の

の平均値l.06cm，八重率58.9%とし

算出した）

25 100 
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標準偏差を変化させた例 100 

として， μA = 1.29 cm, 

μ n=l.06仰， ≪100=58.9%

に固定し，八重と一重の

標準偏差を同一比率で変化

させた場合（第 5図 ）及び八 80

八重の標準偏差のみ変化さ

せた場合（第 6図）につい 重

て示した．第 5図において

は σA及びσBの値の小さい 率

曲線のほうが，同一選抜率
""""60 

における八重率の高い傾向 % 

が見られ，第 6図において

は選抜率32%近傍において，

3曲線聞の八重率に逆転現

400 

千葉県暖地園芸試験場

一ー一八重1.290±0.100，一重1.060土0.100

一一一八重1.290±0.125，一重1.060土0.125

－一一八重1.290±0.150，一重1.060±0.150

25 50 75 100 

選抜率（%）

象が見られた．すなわち，

σA' σBの変化について

は曲線の型を規定している

のと思われた．

したカぎって， 第 3～ 6図

で見られるように， a o , 

(μAー μB)' （σA，σB) 

第 5図標準偏差を変えた場合の選抜率八

重率曲線(I) （八重の平均値l.29cm,

一重の平均値l.06cm，八重率58.9%

として算出した）

は全く異なった性格のパラメータで

あると思われた．

V 摘 要

1 .ストックにおいて，比較的小

数個体で，かつ簡便に鑑別後の八重

率を推定するための方法を考案した．

2 . 2組の正規密度関数を用い， 八
80 

選抜後の八重率を推定しようとした．

すなわち，八重・一重の集団はとも 重

に正規分布にしたがう確率変数であ

ると考え，この各々の累積度数から

各階級ごとに選抜率と八重率を算出率

~60 し，必要とする選抜率に対応する八 nノ

重率の値を読みとることにより，近

似解が得られるようにした．

3 .本手法による選抜率一八重率

曲線が実視ljデータによる同曲線にあ

てはまるか検討した結果，選抜の強

い領域では実測データはプラスの差，

弱い領域ではマイナスの差となる例

が多かったが，この差はかなり小さ

しx2値も充分ノj、きかった．したが

って，本手法を用いても実用上は間

/0 

40 
0 25 50 

＼ 

ー一一八重1.290± 0 .100，一重1.060±0.125

－－ー八重1.290±0.125，一重1.060±0.125 

一－一八重1.290土0.150，一重1.060±0.125

75 100 

選抜率（%）

第 6図標準偏差を変えた場合の選抜率一八

重率曲線(II) （八重の平均値l.29cm, 

一重の平均値l.06cm，八重率58.9%

として算出した）
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Summary 

1. ・In the present paper, a statistical method for considering the effect of the 

accuracy of identifying double and single flowered forms on the doubleness per-

centage of garden stocks was proposed. 
2. The following three parameters were needed; doubleness percentage of non 

selection (Dbl-pct of non selection, z国 1100), difference in mean value between 
double and single seedlings (D-S difference, x,-x.) as to some characters, stan-
dard deviation within double and single seedings (D-S deviation, s,, s .) as to the 

鉛 mecharacter of D-S difference. 
3. Two populations, double and single seedlings, were considered to obey the 

normal probability functions, and two formulae were used. 

Random variable for the double was 
噌 （Ri-X,'f

D1-l－－..－－－ーと二ニ E ZS'• ｝×z 100/100 
I A 2 n I 

and random variable for the single was 
唱 （Ri-Xs'f

Si ＝｛一一一土ー－e 2S's ｝×（ 1 Z rno/100) 
I S8 Iτn I 

Two cumulative frequency di耐 ibutions，身iand主（Di+Si) were calculated, and 

then selection凶 io＼主 （Di+Si)佐川＋sil}anddoubleness percentage恒i生（Di+Si)}

×ioo were obtained in each class, and selection rate-doubleness percentage curve 
(S-D curve) was obtained. 

4. Observed value was applied to S-D curve. Observed value at low selection 

rate gave plus difference to expective value and gave minus difference at high se-

lection rate in many cases, but this difference was not significant for practical use. 

5. In order to obtain influence of the parameters, several actual values were 

substituted into each parameter. As the result, Dbl-pct of non selection defined 

the position at 100% selection, D-S difference regulated inclination of S-D curve, 

and D-S deviation regulated shape of S-D curve. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

