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辛味ダイコン‘あきたおにしぼり’における在来品種 F1化の効果

椿 信一 a＊・篠田光江・三浦ー将・佐野広伸・佐藤孝夫

秋田県農業試験場 010-1231 秋田市雄和

Advantages of Developing F1 Hybrids from Native Varieties: The Case of‘Akita-Oni-Shibori’ 
(a Pungent Japanese Radish Variety) 

Nobuichi Tsubakia*, Mitsue Shinoda, Masakazu Miura, Hironobu Sano and Takao Sato 

Akita Agricultural Experiment Station, Yuwa, Akita 010-12 31 

Abstract 

‘Akita-Oni-Shibori’is an F 1 hybrid developed from the inbred五xedlines of ‘Matsudate-Shibori’， a native Japanese radish 

variety. Although ‘Akita-Oni-Shibori’is an F 1 hybrid of related lines, it shows heterosis in its yield characteristics, such as the 

leaf weight, root weight, and 下Rratio, compared with its parental inbred lines. On the other hand，‘Akit耳ーOni-Shibori’doesnot 
show heterosis in its morphological characteristics, internal characteristics of the root, or component characteristics (content of 

isothiocyanate and sugar), indicating its acquisition of dominant or additive effects. Compared with the original cultivar 

‘Matsu date開 Shibori＇，‘Akita-Oni-Shibori’exhibitsmarked uniformity in its morphological characteristics and internal character-
istics of the root. In addition, high-level uniformity even in its component characteristics (content and composition ofisothio-

cyanate and sugar) has been confirmed. These suggest that the development of the F1 variety is effective for achieving the 

commercialization of‘Matsudate-Shibori’ On the other hand, nativピMatsudat巴司Shibori’hasdiverse genetic resources and it is 

necessary to continue preserving them. 
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緒言

秋田県北部には， ‘松館しぼり’ダイコン（以下‘松館

しぼり’と表記）と称される辛味ダイコンの在来品種が栽

培され，県の伝統野菜の一つに認定されている（秋田県農

林水産部， 2006). ‘松館しぼり’の「おろし」は繊維質が

多く，直接利用されることは少ない．多くの場合，「おろし」

を布などでろ過しその搾り汁が調味料として用いられ，

その利用方法が品種名の由来となっている（吉川， 2002).

‘松館しぼり’の搾り汁は濃厚で，強い辛味だけでなく，

他の辛味ダイコンと比べて旨味や甘みが強く感じられるこ

とが特徴とされている（前田， 1993).

‘松館しぼり’は 100年以上前から栽培されてきたが，

集団で維持されてきた品種であるため，根形や辛味品質の

ばらつきが大きく，商品化を図るうえでの問題となってい

た（戸津， 2003；椿， 2005）.秋田県農業試験場では品種と
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しての均一性向上を目的として， ‘松館しぼり’から選抜

した2系統聞の F1品種‘あきたおにしぼり’を育成し，

2003年より普及させている（椿ら， 2005）.現状では， IA

かづのから「松館しぼり大根」の名称で販売されているダ

イコンの全量が F1品種‘あきたおにしぼり’で統一され，

根形や辛味成分の量と質が安定した品種が生産されてい

る 2013年度における‘あきたおにしぼり’の栽培面積

は約2haとなっており，約 30tが県内を中心に県外にも

出荷されている（私信）．

本研究では，在来品種の F1化による品質向上効果を明

らかにするため， F1品種‘あきたおにしぼり’と，その

親系統および原品種‘松館しぼり’の収量特性，形態特性，

根内部の特性および辛味成分や糖含量といった成分特性を

詳細に比較し，その効果について検証した．

材料および方法

1. 供試品種および系統

F1品種‘あきたおにしぼり’の親系統である‘M-2-1’

および‘M-Kl-3’は，在来品種‘松館しぼり’の集団か

ら系統選抜した固定系統で，自家不和合性を示し，菅受粉



142 椿 信一・篠田光江 ・三浦ー将・佐野広伸 ・佐藤孝夫

によって維持されている （椿 2005). また，弱勢化の進

行を防ぐ目的から， 5～ 10株の集団採種が行われている．

在来品種‘松館しぼり’は， 1994年に現地栽培農家から

導入した種子を用い，遺伝的変異を維持する目的から， 20

株の集団で虫媒による放任受粉を行い，増殖した自殖第 l

世代である．

2. 6あきたおにしぼり’の特性調査

秩田県農業試験場露地ほ場において， 2012年 8月27日

に条間 lm，株間 25cmで lか所に 3～ 5粒を播種し，第

3本葉展開時に間引きを行って l本仕立てとした 施肥は

基肥のみで， N:P205: K10をそれぞれ 10kg・10a I 施用し，

収穫は 11月27日（栽培日数 92日）に行った．供試株数は，

交配親系統との特性比較では，系統・品種当たり 16株とし

そのうち 5～10株を調査した また，在来品種‘松館し

ぼり’との特性比較では，品種内の形質のばらつきを詳細

に検討するために，供試株数を各 60株に増やし，全個体

で調査を行った．

形態的特性は目視，メジャー，デジタルノギスおよび台

はかり （秤量4kg）を用いて計測した 根部の硬度はフルー

ツ硬度計 （0-13KG,T.R. Turoni s.r.1.) を用いて，中心柱に

沿って縦に 2分割した根部の中央部に，直径 5mmの円柱

形プランジャーを押し当てて計測した根部の乾物率は，

縦に2分割した根部一片を用い，はじめに新鮮重を計測し

送風定温乾燥器 （FV-1500，アドパンテック東洋 （株）） で

70°C 7日間乾燥後に乾物重を測定し，新鮮重との差から

算出した根部の糖度は根中央部をおろし金ですりおろ

し搾汁液を果実デジタル糖度計 （PR-101,（株）アタゴ）

で計測した．根部搾汁液に含まれる辛味成分 （イソチオシ

アネート）の測定は，堀ら （1999）の方法に従った はじ

めに，根部を中心柱に沿って縦に4～8分割した材料を

ジューサーで搾汁した 次に，搾汁液 0.8mlに，同量の

クロロホルムを加えて撹持した後，ガスクロマトグラフ

(GC-17A, （株）島津製作所）で分離・定量した 検出には，

水素炎イオン検出器 （FID）を用いた．カラムは FusedSilica 

Capillary Column (DB-WAX, Agilent J&W）を使用し，カラ

ム温度は初期温度 i20°cで l分保持後， 10。C／分の昇温

速度で 220°cまで昇温させた後， 2分間保持した． クロマ

トグラムから 2つの主要なピークが検出され，堀ら （1999)

の報告方法を基に4ーメチルチオブチルイソチオシアネー

トと （E)-4ーメチルチオー3－ブテニルイソチオシアネート （以

下 4MTB-ITCと表記する）と同定した．それぞれの濃度

算出は，アリルイソチオシアネートの検量線を基に行った

糖の組成と含量は，イ ソチオシアネート 分析のために搾汁

した搾汁液を用い，蒸留水で分析に適した濃度に希釈し，

0.45 μmフィルターでろ過後，カラム（PAIO, 日本ダイオ

ネクス （株）） を用いて HPAEC(DX500, 日本ダイオネク

ス （株）） で分離，定量を行った 検出には，パルスドア

ンペロメトリー検出器 （PAD）を用いた．

結果

1. 6あきたおにしぼり’と交配親系統との特性比較

‘あきたおにしぼり’の葉片は，両交配親系統と同様に

切れ込みのない全縁葉であった （第 l図，第 l表）．葉柄

基部におけるアントシアニンの着色は‘あきたおにしぼり’

と‘M Kl-3’で認められ， ‘M-2-1’では認められず， F1

においての優性発現が確認された （第 l表） ‘あきたおに

しぼり’の葉重は 1,087g，根重は 753gと，いずれも交配

親系統の‘M-2-1’および‘M-Kl-3’より値が大きく，ヘ

テロシスが認められた．また，下R率も 145%と，両交配

親系統より有意に高かった （第 l図，第 l表） あきたお

にしぼり ’の根形は， ‘M-2-1’および ‘M-Kl-3’の中間

的な形状の短円筒型であった （第 l図，第 l表）．根色は

乳白色，根部硬度は 6.6kg• cm 2，根部糖度は 9.1°で，い

第1図 ‘あきたおにしぼり’および交配親系統の形態、特性比較
左： ‘M-2-1’，中央ソあきたおにしぼり’，右：'M-Kl-3’ 
bar= 10 cm 

第1表 あきたおにしぼり’および交配親系統の特性 （栽培日数回目）

品種 ・系統名
葉片の葉柄のアン 葉重 根重 下R率Y

特性 z トシアニン (g) (g) （%） 

M-2-1 全縁 銀 426 ± 61' bw 376 ± 39c 114 ± 19b 
あきたおにしぼり 全縁 有 （紫色） 1087 ± 164 a 753 ± 72 a 145 ± 23 a 

M-Kl-3 全縁 有 （紫色） 319 ± 34 b 448土 39b 71 ± 7 c 

Z品種登録制度による農林水産植物種類別審査基準により， 目視で判断した
Y葉重／根重× 100

X平均値±標準偏差 （n= 5～ 10) 

wTukeyの多重検定により，同符号聞には 5%水準で有意、差なし （n= 5～ 10) 

根形 z 根色 z
根部硬度 根部糖度
(kg ・cm-2) （。Brix)

長円錘 濃乳白 7.3 ± 0.2 a 9.4 ± 0.4 a 
短円筒 乳白 6.6 ± 0.1 b 9.1土 0.4ab 

丸 白 6.4 ± 0.2 c 8.6 ± 0.5 b 
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第3図 ‘あきたおにしぼり’および交配親系統の糖含量
z Tukeyの多重検定により，問符号聞には 5%水準で有

意差なし（口＝5) 

グラフ上のアノレファベットは総合量の比較

グラフ横のアルフ ァベッ トは成分聞の比較

bar＝総糖含量の標準偏差

ずれも交配親系統の‘M-2-1’および‘M-KJ-3’との聞の

値，すなわち中間値に近く， F1で相加効果が認められた（第

l表）．

‘あきたおにしぼり＼ ‘M-2-1’および‘M-Kl-3’の搾

汁液には， 4MTB-ITCおよび4ーメチルチオブチルイソチ

オシアネートの 2成分のイソチオシアネートが検出された

が，いずれの系統も 4MTB-ITCが総イソチオシアネート

含量の 97%を占め，主成分であることが確認された． ‘あき

たおにしぼり’の総イソチオシアネー ト含量は 96.0mg・
IOOmL lで，交配親2系統のうち，含量率の高い‘M-Kl-3’

と同等の値であったことから， F1で，イソチオシアネー
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ト含量における優性効果が認められた （第2図）．

供試品種で検出された糖はスクロース，フルクトースお

よびグルコースであった．これら 3種類の糖を合わせた総

糖含量は，供試品種聞に差は認められなかった（第3図）

糖組成では，交配親‘M・2-1＇ではスクロース含量が 5.0g・
100 mL-1と全体の 84.8%を占め フルクトースとグルコー

スの割合は低かったが，もう一方の交配親‘M-Kl-3’の

スクロ ース含量は2.1g・100mL-1で全体の35.6%と‘M-2-1’

と比べて少なく，その代わりにフルクトースとグルコース

の割合が高く，両系統で差があった． ‘あきたおにしぼり’

の糖組成は，交配親系統の‘M 2-1’およ び‘M-Kl3’と

の間で，両親系統の平均値に近く， F，における相加効果

が認められた（第3図）

2. ‘あきたおにしぼり’と在来品種‘松館しぼり’との

特性比較

‘あきたおにしぼり’の平均根重は 671gと‘松館しぼり’

の551gと比較して有意に大きかった（第 2表） ‘あきた

おにしぼり’の根形は， ‘松館しぼり ’が長円錘型の個体

が大部分を占めていたのに対し，根長が短く，根径が太い

短円筒型であった（第2表第4図）． ‘あきたおにしぼり’

の根重，根長，根径，根長／根径の標準偏差の値はいずれ

も‘松館しぼり’の値より小さく，根部の形態特性におい

て均一性が高かった（第2表，第4図）．

‘あきたおにしぼり’の根部硬度，根部乾物率および根

部糖度は，いずれも‘松館しぼり’より有意に高く，それ

ぞれの標準偏差の値はいずれも小さく，根内部の特性にお

いても均一性が高かった（第2表）

‘あきたおにしぼり’の総イソチオシアネート含量は，

搾汁液中に 62.8～106.8mg・lOOmLl含まれ， 個体間差

が小さくそろっており，平均値は 85.6mg・lOOmLlであっ

た（第 5図）．一方， ‘松館しぼり’では 17.7 ～ 153.lmg •

lOOmL一！と個体間差が極めて大きく不ぞろいで，平均値

は 69.8mg・lOOmLlと， ‘あきたおにしぼり’と比較し

て小さかった（第 5図）． ‘あきたおにしぼり’の総イソチ

オシアネート含量に占める 4－メチルチオブチルイソチオ

シアネートの含有率は，測定した 60個体において 3.0～

3.7%と，微量で個体間差も小さかった一方J松館しぼり ’

では，測定した全 60個体中， 4－メチルチオブチルイソチ

オシアネートの含有率が 50%以上を占める個体が 6個体，

10%以上 50%未満では4個体， 残り 50個体は2.1～ 8.1%

第2表 ‘あきたおにしぼり’および‘松館しぼり’の特性（栽培日数回 目）

品種名
根重 根長 根径

根長／根径
根部硬度 根部乾物率 根部糖度

(g) (cm) (cm) (kg • cm-2) （%） （。Brix)

あきたおにしぼり 671土 84' 14.l ± 0.9 9.3 ± 0.5 1.52 ± 0.11 6.6土 0.2 12.2 ± 0.7 8.4 ± 0.5 
松館しぼり 551 ± 198 14.9 ± 2.9 7.7 ± 1.0 1.95土 0.39 5.0 ± 0.8 11.0 ± 1.4 7.9 ± 0.8 

有意、差 Y ＊ホ＊ ＊ ホ＊＊ ＊キ＊ ＊キ＊ ＊＊＊ ＊本本

z平均値±標準偏差（n= 60) 

y t検定により，判事は 0.1%水準で，川主 5%水準で有意差あり（n= 60) 
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の根部形状と根部のそろい（n= 60) 

bar= JO cm 

第4図 ‘あきたおにしぼり’および ‘松館しぼり’

A：‘あきたおにしぼり ’， B：‘松館しぼり’

・4－メチルチオプチルイソチオ、ンアネートロ4MTB-ITCB 160 ロ4MTB-ITC ・4－メチルチオプチルイソチオシアネート
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であり，個体間で含有率のばらつきが大きかった（第5図）．

搾汁液中のスクロース，フルクトースおよびグルコース

含量の平均値は， ‘あきたおにしぼり’でそれぞれ3.7g. 

100 mL-1, 0.8 g・100mL 1, 1.3 g・100mL 1, ‘松館しぼり’

では，それぞれ 3.5g・100mL 1, 0.8 g・100mL 1, 1.4 g・
100 mL-1と大差なく，両品種聞に各成分合量の有意差は

認められなかった（第6図）．しかし‘あきたおにしぼり’

は‘松館しぼり’と比較して含量および組成比ともに個体

間差が小さくそろっていた（第6図）．

考察

‘あきたおにしぼり’は在来品種‘松館しぼり’の集団

から系統選抜した2系統を，自家不和合性を利用して組み

合わせたF1品種である． ‘あきたおにしぼり’を，その交

配親系統と比較した場合，葉重，根重および下R率で、ヘテ

ロシスが顕著に現れ，同ーの固定種内から育成された近縁

系統聞の F1品種であっても，収量に関係する特性におい

て十分なヘテロシス効果を示すと考えられた．ダイコンの

根重におけるヘテロシスは Iwataら（2000）が宮重品種

群で，田中ら（2011）が‘桜島’でそれぞれ報告し， F1

育種法の有効性を示しているが，本研究結果もその報告を

支持するものであった．一方，収量以外の特性については

ヘテロシス効果が確認されず，優性効果または相加効果が

認められた．本試験で優性効果が認められたのは，葉柄の

アントシアニン着色およびイソチオシアネート含量の 2形

質のみであった．葉柄のアントシアニン着色は優性遺伝と

推測されるが，イソチオシアネート含量は量的な形質と考

えられるため，その遺伝様式については，さらに異なる組

み合わせや，イソチオシアネートをほとんど含まない系統

との交配試験を行って判断する必要がある．

上記以外のほとんどの形質では，両親の中間の値（相加

効果）を示した． ‘あきたおにしぼり’に特徴的な短円筒

型の根形は，丸型と長円錘型の遺伝子をヘテロ接合体で有

することで表現されている（第1図）．この根形デザインは，

丸型および長円錘型個体の自殖後代では，比較的容易に根

形を固定できるが，短円筒型個体の後代からは，丸型や長

円錘型の個体が分離する場合が多い（データ省略）ことを

踏まえて実施されたものである．このようにダイコンの根

形において，ヘテロ接合で表現される短円筒型の形質をそ

ろえるには， F1育種法が極めて効果的と考えられる．ダイ

コンの根形にかかわる主要形質である根長および根径につ

いては，西山ら（1958）が日本のダイコン 10系統を調査

して不完全優性であるとし， Iwataら（2000）も宮重品種

群6系統で不完全優性であると報告しており，本試験でも

同様に両親の中間的形状（不完全優性）となり，それらを

支持する結果であった．一方， ‘桜島’ダイコンの様な肩

球形品種では，根径および肩球形の形状が優性から超優性

（ヘテロシス）との報告（田中ら， 2012）もあり，品種に

より発現性が異なる場合もあると考えられる．

F1品種における根部の糖分含量については，田口ら

(2006）がテンサイにおいて相加効果が認められると報告

している．本試験では，テンサイと同様にダイコンの F1

においても根部糖度で相加効果が認められた．さらに本試

験では，糖組成においても相加効果があることが確認され

た．以上のように， F1品種‘あきたおにしぼり’におけ

るヘテロシス効果，優性効果および相加効果の結果は，今

後ダイコン在来品種の F1育種を進めるうえで参考となる

と考えられる．

‘あきたおにしぼり’はF1化によって，在来品種‘松館

しぼり’と比較して，根重および根形などの形態特性で均

一性の向上が認められた．椿ら（2014）は，ダイコン地方

品種の F1化は形態の均一性の向上に効果があり，作業効

率が高く，栽培の規模拡大に有効であると報告しており，

本試験結果もそれを支持する結果であった さらに，根部

硬度，根部乾物率および根部糖度などの根内部の特性にお

いても均一性が高いことが確認され，商品化を図るうえで

の有効性が確認された．

多くのダイコンの搾汁液中には4MTB-ITCを主成分と

し，極少量の 4－メチルチオブチルイソチオシアネートが

含まれている（Friis• Kjaer, 1966；石田ら， 2012；悶aerら，

1978）.しかし‘松館しぼり’には 30個体中4個体（約

13%）で4 メチルチオブチルイソチオシアネートを搾汁

液の主成分とする個体があることが報告されている（堀ら，

1999）.本試験でも第5図で示したように‘松館しぼり’

60個体の中で 10個体（約 17%）が，搾汁液中に4・メチ

ルチオブチルイソチオシアネートを主成分または多く含む

個体であった．これら 4ーメチルチオブチルイソチオシア

ネートを主成分とし， 4MTB-ITCが少ない個体は，「おろし」

にワサビに近い香りや味が感じられるとともに，すりおろ

した後の変色やたくあん臭発生が少ないなどの特徴があり

（データ省略），食味のばらつき要因のーっとなっていた

‘あきたおにしぼり’においては，親系統の育成に当たり，

両親ともに， 4MTB-ITCを主成分とし，含量が高い個体を

選抜したことから， 4MTB-ITC含量が高い特性の安定化が

図られたといえる．

‘あきたおにしぼり’の搾汁液に含まれる糖の含量およ

び成分組成比は， ‘松館しぼり’と比較して個体聞のばら

つきが少なく，均一性が高かった．なお，糖組成の違いが

「おろし」の食味に及ぼす影響については，今後の検証が

必要と考えられる．

本研究で， ‘松館しぼり’を F1化して育成された‘あき

たおにしぼり’は，成分特性でも均一性が高いことが確認

され， ‘松館しぼり’の商品化を図るうえで成分特性の面

からも F1化が有効であることが示唆された．しかし ‘松

館しぼり’には極めて高い辛味成分含量を示す個体や， 4・

メチルチオブチルイソチオシアネートを主成分とした辛味

の質が異なる個体（第 5図）も含まれており，その成分特

性における遺伝資源としての価値は極めて高い．そのため，
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大量生産用には均一性の高い F1品種を利用する一方で，

成分特性をはじめとした遺伝的多様性を内在する在来品種

については，固定種の状態で栽培を続け，存続していくこ

とも重要と考えられる．

摘要

‘あきたおにしぼり’は，在来品種‘松館しぼり’の自

殖固定系統聞の F1品種であるが，交配親の白殖系統と比

較して葉重，根重および下R率といった収量特性において

ヘテロシスを示す．一方，形態特性，根内部の特性および

成分特性（イソチオシアネート含量，糖含量）で、はヘテロ

シス効果は認められず，優性効果または相加効果が認めら

れた ‘あきたおにしぼり’は，原品種‘松館しぼり’と

比較して，形態特性および根内部の特性における均一性だ

けでなく，イソチオシアネートや糖の含量および組成と

いった成分特性で、も均一性が高いことが確認され， ‘松館

しぼり’の商品化を図る上で F1化が有効であることが示

唆された．他方，在来品種‘松館しぼり’は遺伝資源の多

様性を内在しており，その維持保存を継続する必要がある．

謝辞本論文を作成するに当たり秋田県立大学生物資

源科学部准教授の高橋秀和博士には原稿の校閲および示唆

に富むアドパイスを頂いた．また‘松館しぼり’の普及拡

大に尽力されるとともに ‘あきたおにしぼり’の育成に

あたって，長年にわたり選抜ほ場の提供および激励を頂い

てきた生産グループ初代代表の故川村ヨシヱ氏には，

に記して謝意を表する．
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