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ストックにおける八重率及び子葉の大きさの

品種間差，並びに鑑別後の八重率の推定

田中長雅・林 角郎

Varietal Differences in Cotyledon Size and Doubleness Percentage 

and Doubleness Estimation by the Statistical Method 

in Stocks (Mαthiola incα間 R.Br.) 

Akimasa TANAKA and Kakuro HAYASHI 

I 緒 言

さきに筆者ら（ 5, 6）はストックの 2-3品種を用

い，八重鑑別の方法について検討した．この結果，鑑

別の形質に関しては，子葉長による場合の精度が最も

高〈，また首の棄却率を高めるほど，八重率の向上が

期待できることを報告した．

しかしストックの栽培品種は多しまた絶えず品種

の更新が行われている．無鑑別のときの八重率につい

ては， JOHNSON( 2）及び筆者ら（ 1 ）によって品種，系

統聞に差のあることが認められているが，更に多くの

品種について，その本来の八重率や八重鑑別操作を適

用した場合の八重個体獲得率など，知っておく必要が

ある．しかしながら，直接，多数個体の子葉長を測定

することは事実上困難であるから，別報（ 7）において

示した統計的手法によって，鑑別後の八重率を推定し

うる間接法を適用して，八重率の品種間差の推定を試

みた．併せて選抜率一八重率曲線を規定していると考

えられる要因について，それぞれの八重率への寄与の

程度を検討した．

II 材料及び方法

供試品種としては，現在我が国において栽培面積の

多い秋の紫，紅光，ボールホワイト（ B ・ W），クリス

マススノー（ク・スノー），黒川ローズ，美里ローズ，

パシフィックピンク（ P ・ P），先勝の雪，白浜桃松の

9品種，過去においてかなり栽培面積の多かったアメ

リカンビューティ（アメビュー），緋扇，ライラックラ

ベンダー（L ・ L ), 南の輝，パシフィックイエロー

(P・イエロー）の 5品種，及ぴ外国種のミラクルホワ

イト，シルペリーライラックの 2品種，合計16品種を

用いた．

各品種を 1977年 9月 5日から 7日にかけては種し，

各々は穫後 3週間自に子葉摘除法（ 5 ）によって処理を

しながら定植した．すなわち， 1個体の 2枚の子葉の

うち，子葉面積の大きいと息われる一方について，子

葉を苗から摘除して保存し，摘除後の苗は子葉と照合

できるようにして定植し，開花時に八重と一重の別を

調査した．摘除後保存された子葉については子葉長と

子葉幅の測定を lmm単位の精度で行い，これを八重と

一重に分別し，平均値 （XA,XB），標準偏差（SA,SB)

及び八重率（ Zioo）を求めた．

供試種子は市販種子を当場で 1代採種し，採種株の

1株を 1系統として各品種とも 3系統ずつ用いた．各

系統ごとに子葉測定用としては 112個体，八重率調査

用には 185個体を供試した．なお解析にあたっては，

品種ごとにまとめて行った＆その他，は種方法，育苗

管理及び本試験において用いた記号は前回の報告（ 6) 

に準じた．

III 結 果

1. 八重率及び子葉の大きさについての品種間差異

各品種の無鑑別のときの八重率を 2.5%の階級別に

まとめたのが第 1表である．すなわち，美皇ローズは

最も八重率が低〈，逆に先勝の雪は最も高い八重率で

あった．また多くの品種は52.5%-62. 5%の範囲にあ

り，供試全品種の平均八重率は58%であった．

次に子葉長の大きさに関し，各品種の八重と一重の

平均値間差について示したのが第 2表である．この結

果，最も差の小さい品種は0.17cmのアメビューて酬あり，

最も差の大きな品種はQ.27Cffiの黒川ローズであった．
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第 1表各品種における無鑑別のときの八重率

八重率

% 

～ 50.0 

0 
日日

～ 52.5 美里ローズ

種

～ 55.0 B・W，ミラクルホワイト

名

～ 57.5 アメピ、ユー，南の輝， P・P,P・イエロー

～ 60.0 秋の紫，紅光，ク・スノー，緋扇

L・L，白浜桃松，シルペリーライラック

～ 62.5 黒川ローズ

～ 65.0 先勝の雪

第 2表各品種 の 子 葉 長 に お け る
八重と一重の平均値間差

八重と一重町
子葉長の差

一0.15

品 種 名

- 0.20 アメビュー， B・W，ク・スノー，

ミラク Jレホワイト

ー 0.25 秋の紫，緋扇， L・L, P・ イエロー，

先勝の雪，白浜桃松

～ 0.30 紅光，黒川ローズ，南の輝，美里ローズ，

P・P，シルペリーライラック

一 0.35

第 3表 各 品 種の子葉幅における
八重と一重の平均値間差

八重と一重の
子葉幅の差

一0.07

品 種

～ 0.10 アメビュー， P・イエロー，

ク・スノー， B・W

名

- 0.13 黒川ローズ， L・L，緋扇，白浜桃松，

ミラクノレホワイト

ー 0.16 P・P，先勝の雪，秋の紫

一 0.19 紅光，シルペリーライラック，

美里ローズ，南の輝

一0.21

全品種の平均に関しては，八重は1.29cm，一重は1.06 

cmであり，平均の差は0.23cmであった．

子葉幅における八重と一重の平均値間差について示

したのが第 3表であり，最も差の小さい品種はク・ス

ノーのo.oscmであり，最も差の大きい品種は紅光の0.17

第 4表各品種の八重における子葉長の変異係数

変異係数

% 

9.0 

品

9.5 紅光，南の輝

- 10.0 美里ローズ， P・P

- 10.5 B ・W，白浜桃松

種 名

一 11.0 アメビュー，緋扇，黒川ローズ， L・L,

シルペリーライラック

- 11.5 秋の紫，ク・スノー， P・イエロー

～ 12.0 先勝の雪

～ 12.5 

- 13.0 ミラクルホワイト

ー 13.5

cmであった．子葉幅における全品種の平均については，

八重は1.14cm，一重は1.OZ cmであり，平均の差は0.12 

cmで干あった．

また若干の相違はあるものの，子葉長の差の大きな

品種については，子葉幅についても大きいという関連

’生カずあった．

八重における子葉長の変異係数について示したのが

第 4表である．変異係数の最も小きい品種は紅光の9.3

%であり，逆に最も大きい品種はミラクルホワイトの

12. 7%であった．また全平均では10.6%であった．

八重における子葉幅の変異係数について示したのが

第 5表であり，最も小さい品種は10.2%，最も大きい

品種は14.6%であり，全平均では12.8%であった．

一重個体における子葉長と子葉幅の変異係数につい

ても品種間差異が見られたが，表示については省略し

た

第 5表各品種の八重個体における子葉幅の変異係数

変異係数

% 

- 10.0 

- 11.0 紅光

0 
ロロ 種 名

- 12.0 P・イエロー， P・P，先勝の雪，

美里ローズ， B・W

- 13.0 南の輝，シルペリーライラック

ー 14.0 緋扇，白浜桃松，ク・スノー，

ミラクノレホワイト

ー 15.0 秋の紫， L・L
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第 1因子葉長についての各選抜率点における八重率

2. 苗の選抜時における八重率の品種間差異 Z1s→73%, Zso→83%, Z2s→ 96%であった．またZ2s

間接法によって選抜率一八重率曲線を得てZ2s（選 では過半数の品種で95%の八重率を示した．

抜率25%) Zso, Z1sの八重率を推定し，品種聞におけ 次に子葉幅による各選抜率点における八重率につい

る八重率の差について明らかにしようとした． て示したのが第 2図である．この結果，最も低い八重

選抜率問%のときに八重率がN%であった場合，こ 率となったのはボーJレホワイトのZ1s→61%,Zso→66 

れをZm→N%て、表現すると，子葉長による鑑別におい %及びZ2s→73%で、あり，逆に最も高い八重率を示した

では第 1図に示すように，最も低い八重率を示したの のは先勝の雪で，それぞれZ2s→74%,Zso→84%及び

はボールホワイトのZ1s→ 67%，同じく Zso→81%，及 Z75→93%であった．各品種の平均ではZ100→58%,Z1s

びアメビューのz25→93%であった．最も高い八重率 →66%, Zso→75%及ひゅZ2s→83%であった．

を示したのは黒川ローズでーZ1s→79%,Zso→94%，及び さらに子葉長と子葉幅とを比較すると，同一選抜率

Zぉ→99%であった．全品種の平均ではZ100→58%, では子葉長における八重率のほうが常に高しまた各
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第 2図 子葉幅についての各選抜率点における八重率

選抜率点において，子葉長で八重率の高い品種は子葉 のそれぞれについて，その寄与の程度を明らかにする

幅においても，ほぼ八重率が高いという関連性が見ら ため， 16品種を用い，各選抜率点（ Z2s, Zso, Z1s）の

れた． 八重率と下記の要因との相関係数を求めた．要因とし

第 3図は子葉長において，無鑑別（ Z100）に対する では無鑑別のときの八重率（ Z100），八重の平均値とー

各選抜率点（ Z2s, Zso, Z1s）の八重率の増加比率 重の平均値間差 （XA-XB），八重の変異係数 （CVA）及

(Z悦／Z100）について示したものである. Z1s/ Z100に び一重の変異係数（ CVB）を用いた．結果は第 6表に

つ いては，多くは 1.20-1. 30の範囲にあり，同様に 示すように，子葉長及び子葉幅において， Z100点の八

Zso/Z100では 1.43～1. 60, ZぉIZ100では1.55～1. 74 重率と最も相関の高かったのは Z1s点の八重率であり，

であった．全品種の平均はZso/Z100及びZ2s/Z100のJI頃 Zso点の八重率とも相闘があったが， Z2s点の八重率とは

にそれぞれ1.52' 1. 67であった． ほとんど相関が見られなかった．すなわち，選抜を強

次に選抜率一八重率曲線を規定すると思われる要因 めるにつれて，相関の小きくなる傾向を示した．また
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1.80 
XA-XBと相関の高かったのはZzs, Zso点の八重率で

あり， Z1s点の八重率とも相関が見られた．すなわち，

どの選抜率点においても八重率を高めることに対する

貢献度が見られた．これに対し， CVA及びCVBについ

ては，どの選抜率点においても明らかな相関は見られ

なかった． 
．．
 ．．．．．． 

24 

W 考 察

ストックの八重率及び八重と一重の苗の子葉長，子

葉幅の差の品種間差異を明らかにし，また上記データ

から統計的手法（ 7）を用いて，苗の選抜を行った場合

に期待できる八重率を算出し，選抜下における品種間

差を推定しようとしたのが本報である．

無鑑別の八重率（第 l表）は51%の品種から63%の

品種まで，かなり広範に散在していたが，八重：一重

= 1: 1の理論比よりやや高い傾向にあり， SAUNDERS

( 3 ），その他何人かの研究者の報告と同様であった．

次に鑑別の難易性を判定するため，鑑別指標に着目

して調査した結果，子葉長については八重と一重の平

均値の差は全品種平均では Zmm程度であり，かなり微

妙な差のように思われた．子葉長の変異係数に関して

は八重，一重とも品種聞において，やや差が見られた．

また間接法によって選抜率一八重率曲線を得て， Zzs,

Zso, Z1sの八重率を推定した結果によれば（第 1図），

Zzsでは最低のボーlレホワイトの場合でも 93%であり，

品種聞における変動差はそれほど多くない傾向であっ

た．しかしZso, Z1sにおいては，かなり品種間差があ

るものと推定された．

子葉幅に関しては（第 2図），いずれの品種において

も子葉長より，鑑別の効率の悪い形質のように思われ

た．したがって八重率を高めたいという目的に対し，

特に子葉幅が鑑別の指標とはならなかった．この子葉長

を指標として用いたほうが，子葉幅を用いるより鑑別

しやすいという結論は前報（ 6 ）と同様であった．

さらに，選抜率一八重率曲線を規定している要因の

うち，どの要因の寄与の程度が高いかを相関係数を求

めることによって明らかにしようとした．すなわち，

相闘が高いということは，それだけ寄与の程度が高い

ものと解釈した．この結果，無鑑別のときの八重率，

子葉サイズの八重・一重間差ともに鑑別の効率を左右

する重要な要因のように思われた．また選抜率の各領

域では寄与の程度に差のあることが明瞭に認められた．

一方，変異係数の貢献度は各選抜率とも，あまり大き

な関係はないように思われた．しかし，は種密度を変

化させた場合については鑑別精度の異なることが確認

されているので（ 4 ），このような条件については苗の

:. ．． 
． S

F
3
3
・”

r 
r 

1.60 

1.20 

比

率 1.40

子葉長について，選抜率 100%の八重

率に対する各選抜率点の八重率の増加

比率

注：黒丸 1点は 1品種を示す

子葉長，子葉幅において，各選抜率
点の八重率と選抜率一八重率曲線を
規定している要因との相関係数

［子葉長］

Zzs / 
./ Z100 

Zso / 
/Z100 ラぶ

第 3図

第 6表
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八 重 率
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z 50点の
八 重 率

0.82 
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Zso，点の
八重率

0.22 

0.16 

0.58 

0.83 

Z2s点の
八重率

0.19 

0.45 

0.25 

0.85 

z 100点の八重率

XA-XB 

CVA 



田中・林：ストックにおける八重率及ぴ子葉の大きさの品種間差，並びに鑑別後の八重率の推定 25 

ぱらつきが鑑別下の八重率に影響することも予想され 八重率曲線を規定している要因の八重率への寄与の程
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V 摘 要

1. ストックの品種聞における本来の八重率の差，

また鑑別指標となる子葉の大きさの八重と一重のちが

いを調査した．さらに数種の代表値から別報で述べた

手法を用いて（間接法），苗を 1定割合選んだ場合の品

種間による八重率のちがいを推定しようとした．

2. 16品種聞において，子葉長の八重と一重の平均

値の差及びその標準偏差については，やや差が認めら

れた

3. 間接法によって品種による鑑別後の八重率の差

を推定した．この結果，選抜率25%では品種聞におけ

る八重率の差はそれほど多くはなかったが，選抜率50

%. 75%ではかなり品種間差のあることが認められた．

4. 間接法から，供試金品種において，向一選抜率

では子葉長は子葉幅にくらべ，常に八重率の高い傾向

が見られた．

5. 間接法から，選抜率の領域によって，選抜率
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Summary 

1. The present study was undertaken to study varietal differences of garden 

stocks in the following items: doubleness percentage of non-selection (Dbl-pct 

of non弓selection),difference in mean value between double and single seedlings 

(D-S difference) as to the cotyledon length and width, standard deviation of 

doubles and singles (D-S deviations) as to the cotyledon length and width. From 

these recordings, percentage of doubleness when selected was estimated by mea出

of the statistical method (indirect method). 

2. D-S differences and D-S deviations of cotyledon length among 16 varieties 

were fairly large. 
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3. Doublene凶 percentagewas estimated by indirect method at selection rate 
25, 50 and 75%. At the 25% selection, there was almost no difference among 

varieties for doubleness percentage. At 50 and 75% selections, however, there were 
V紅 yingdegree of differences in doubleness. 

4. From indirect method it was found that identification of double-flowered 

form through the cotyledon length was accurate as compared with that by coty-
ledon width in all varieties. 

5. Correlation coefficients were calculated between doubleness percentage at 

25, 50 and 75% selections and three parameters (Dbl-pct of non-selection, D-S 
difference and D-S deviation). High correlations were observed between D-S dif-

ference and Dbl-pct at 50% selection, between Dbl-pct of non-selection and Dbl-pct 

at 7 5% selection. But there was a little correlation between D-S deviation and each 
selection rate. 
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