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気象条件がテンサイー代雑種の採種におよぼす影響

高橋宙之1・林孝道2・岡崎和之1・田口和憲1・中司啓二1

（1農業・食品産業技術総合研究機構　北海道農業研究センター，芽室町，〒082－0071，

2財団法人甘味資源振興会，札幌市，〒062』0051）

摘要
　北海道農業研究センター（札幌市豊平区羊ヶ丘）で

実施しているテンサイー代雑種採種試験のデータおよ

び同地で測定している気象データから，気象条件が採

種におよぼす影響を検討した．その結果，テンサイー

代雑種の採種では，採種量，千粒重および発芽率のい

ずれの形質においても気温との間に有意な相関関係が

認められ，気象条件の中でも気温が強く影響している

ことが明らかであった．採種量に関しては，種子親系

統の母根定植期から開花期までに要した目数が多く，

同期間の積算気温が高いほど採種量が多かった．千粒

重に関しては，種子親系統の開花期から収穫期までの

平均気温が高いと，千粒重が軽くなる傾向が認められ

た．また，発芽率に関しては，種子親開花期から収穫

期までの平均気温が高いと，発芽率の高い種子が得ら

れることが明らかとなった．

キーワード：テンサイ（β吻v曜gα瘤L．），採種，気象

条件，相関分析

緒言
　現在，主要なテンサイ栽培地帯で作付けされている

主な品種は，単胚性の一代雑種品種であり，北海道で

は，全て単胚性の一代雑種品種が作付けされている．

北海道で栽培されているテンサイの種子は，約半量が

海外から輸入されているが，残りの半量は北海道で採

種栽培されている．テンサイは，地中海沿岸が起源と

されており，湿潤多雨よりも温暖で乾燥した気候が適

した作物である．採種適地においても同様で，欧州で

はフランス南部，イタリア北部およびバルカン半島，

米国ではオレゴン州やユタ州が採種栽培の適地とされ

ている（Scott1968，Longden　l986，Bomscheuerαα1

1993）．北海道では，大空町，江別市，札幌市（北海

道農業研究センター，以下，北海道農研）にて採種栽

培を行っている．採種栽培では，気象条件や圃場条件

などの環境要因が，採種量および種子品質に多くの影

響を与えていることが知られている（Bomscheuerαα1

1993，Bosemarkl970，Longden1986，Scom968，川勝

ら1996）。北海道農研では，札幌市豊平区羊ヶ丘にお

いて毎年同一圃場で採種試験を実施しているが，試験

年次によって採種量および種子品質が大きく異なるこ

とがある．そこで，これまでの羊ヶ丘における採種試

験の結果と各年次の気象データを元に相関分析を行

い，気象条件が採種量および種子品質におよぼす影響

について解析を試みた．

材料および方法

　試験は，2001年から2005年までの5ヵ年間，北海道農

研内の隔離採種圃場4ヶ所（7号，22号，34号，36号）

で実施した．試験には，北海道農研が育成した多胚花

粉親系統（以下，花粉親系統）および単交配種子親系

統（以下，種子親系統），並びに，共同研究を実施し

ている海外の種苗会社が育成した種子親系統を供試し

た．種子親系統の供試材料数は，試験年次によって異

なるが，同一試験年次の各圃場には同一の材料を共試

した．一方，花粉親系統は，年次および圃場によって

異なる材料を用いた．各試験年次に供試した種子親系

統の材料数は，2001年および2005年は各6系統，2002

年および2004年は9系統，2003年は11系統を供試した．

ただし，2003年度のみ22号圃場での試験が実施できず，

3ヶ所での実施となった（表1）。調査は，花粉親およ

び種子親の開花期（以下，花粉親開花期および種子親

開花期），種子親の収穫期，種子親から採種した一代

雑種種子の採種量，千粒重および発芽率について測定

した．結果の解析に当たっては，供試材料によって採

種量や発芽率に系統間差が認められるが，極端に異な

る数値を示す系統はなく，気象条件が採種におよぼす

影響を年次間で検討する上では影響は少ないと判断

し，各試験年次の全材料および全圃場の平均値を各試

験年次の代表値として用いた．また，気象データは，

北海道農研が公開している気象観測装置での測定デー

タ（気温，地温，降水量，目照時間および日射量）を

用いた。これら各試験年次の採種特性および気象条件

を個々に検証するとともに，相関分析によって気象条

件が採種におよぼす影響の解析を試みた．

表1各年次の試験圃場および供試した単交配種子親系統数

試験年次
　（年）

　　　　7号

種子親系統数

22号　　34号　　36号
合計

2001

2002

2003

2004

2005

6
9

11

9
6

6
9

9
6

6
9

11

9
6

6
9

11

9
6

24

36

33

36

24

合計　　　41　　30　　41 41　　　153
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結果および考察

　各試験年次の，母根定植期，開花期，収穫期，さら

に，母根定植期から種子親開花期，種子親開花期から

収穫期，母根定植期から収穫期までに要した目数を表

2に示す．母根定植期は，2001年から2004年は4月下旬

で，その差は最大で6日であったが，2005年は雪解けが

遅く，且つ，雪解け以降の降雨により作業が遅れたた

め5月8日になり，最も早く母根を定植した2003年と比

べて16目の遅れとなった．開花期に関して，花粉親開

花期は種子親開花期より各年次ともに早く，その差は3

日から6日であったが，各試験年次の傾向は同様で，

2001年および2002年は6月中旬に開花したが，2003年

から2005年の3ヶ年は6月下旬であった．最も開花が早

かった2001年は，最も遅かった2005年と比ぺて花粉親

系統および種子親系統ともに約10日早かった．収穫期

は，2001年から2005年までの5ヶ年ともに8月中旬であ

り，その差は最大で6日と，母根定植期および開花期と

比べて年次間差は少なかった．一方，各年次の母根定

植期から種子親開花期までに要した日数は，2002年が

49目，2001年および2005年が50日，2004年が55日であ

ったのに比べて，2003年は62日であり7日以上遅れた．

種子親開花期から収穫期までに要した日数は，2003年

から2005年までの3ヶ年は，57日，56目，55日であるの

に比べて，2001年は61日，2002年は63目と6目程度遅れ

た．母根定植期から収穫期までに要した総目数は，母

根定植期が最も遅れた2005年が105日と最も短く，母根

定植期が最も早かった2003年が119目と最も長く，その

差は14日であった．

ったことがうかがえる．積算気温に関しては，2003年

は母根定植期から種子親開花期までの積算気温は5ヶ

年で最も高いが，種子親開花期から収穫期までは最も

低くかった．一方，平均気温が高かった2004年の積算

気温は，各期間ともに平均値より高かったが，2005年

の積算気温は生育期間を通じて平均値とほぼ同等であ

った．

表3種子親の開花および収穫までの気温

　　　平均気温（℃）　　　積算気温（℃）
試験
年次　　定植　♀開花　定植　　定植　♀開花　定植

（年）　　～　　～　　～　　　～　　～　　～
　　♀開花　収穫　収穫　♀開花　収穫　収穫

2001　　12。1

2002　　12．7

2003　　12．7

2004　　13。4

2005　　13．6

18，6　15．7　606　1，1321，738

18，0　15．7　625　1，1331，758

17．2　　　14．8　　　　786　　　　979　　1，764

20．4　　　16。9　　　　735　　　1，141　　1，876

20．2　　　17．1　　　　681　　1，110　　1，791

表2各年次の母根定植期、開花期および収穫期

　　　　花粉親種子親　　　　　　　要日数（日）
試験　母根　　　　　（♂）　（♀）　収穫期年次　定植期　　　　　　　　　　　　　定植　♀開花　定植
　　　　開花期開花期　　　　　　～　　　～　　　～
（年）（月／日）（月／日）（月／日）（月／日）♀開花　収穫　収穫

平均　　12．9　18．9　16。0　　686　1，099　1，785

　生育期間中の積算降水量，平均地温および積算地温

を表4に示す、積算降水量が最も多かったのは2003年

の306mmで，最も少なかった2001年の176mmと比べて，

約1．7倍であった．地温に関しては，母根定植から種子

親開花期までの平均地温は，2001年および2002年が14

℃台で高かったが，種子親開花期から収穫期までの平

均地温は，2004年および2005年が約23℃で，平均気温

と同様に他の年次より約1℃高かった．積算地温に関し

ては，前述した積算気温とほぼ同様であり，2003年の

母根定植期から種子親開花期までの積算地温は最も高

いが，種子親開花期から収穫期までの積算地温は最も

低かった．

2001

2002

2003

2004

2005

4／26

4／28

4／22

4／26

5／8

6／11

6／11

6／19

6／17

6／21

6／15

6／16

6／23

6／20

6／27

8／15

8／18

8／19

8／15

8／2互

50

49

62

55

50

61

63

57

56

55

111

112

119

111

105

表4種子親の開花および収穫までの降水量と地温

　　積算降水量（mm）　　平均地温（℃）
試験
年次　定植　♀開花　定植　　定植　♀開花　定植

（年）　～　　～　　～　　～　　～　　～
　　♀開花　収穫　収穫　♀開花収穫　収穫

積算地温（℃）

定植♀開花定植

♀開花収穫　収穫

平均　4／28　6／15　6／20　8／17　　53　　58　　112

　生育期問中の平均気温および積算気温を表3に示

す．母根定植期から種子親開花期までの平均気温は，

2001年から2003年までが12℃台であるのに対して，

2004年および2005年は13℃を上回り，種子親開花期か

ら収穫期までは，2001年から2003年が19℃以下であっ

たのに対して，2004年および2005年は20℃を上回った．

2004年および2005年は，生育期問を通じて5ヶ年の平均

値より1℃高く約17℃であったが，2001年および2002

年は15．7℃，2003年に関しては14．8℃と極めて冷涼であ

2001　　　45　　　131　　　176

2002　　　73　　　189　　　262

2003　　109　　　197　　　306

2004　　　84　　　103　　　187

2005　　　75　　　219　　　294

14．1　　21．8　　18．8　　　703

14．6　　19．9　　　18．4　　　718

13．8　　　20．5　　　17。7　　　　853

13．8　　22．9　　　18．9　　　759

13．4　　　23．0　　　19．7　　　671

12328　　2，092

1，252　　2，066

1，167　　2，104

1，280　　2，101

1，265　　2，069

平均　　77　168　245　13．9　2L6　18．7　741　1，2582，086

　生育期問中の目照時間および日射量を表5に示す．

生育期間を通じた平均日照時間は，2002年の5．3時間か

ら2001年の5．9時間とそれほど大きな差は認められな

かった．しかし，母根定植期から種子親開花期までは

2001年から2003年までがほぽ6．5時問であるのに対し

て，2004年および2005年は，それぞれ5．8時問および5．6
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表5種子親の開花および収穫までの目照時問、日射量

　　　平均日照時間　（hr）
試験
年次　　定植　♀開花　定植　　定植　♀開花

（年）　　～　　～　　～　　　～　　～
　　♀開花　収穫　収穫　　♀開花　収穫

積算目照時間　（hr）　　平均目射量（MJ）　　積算目射量（醐）

定植

収穫

定植♀開花定植

♀開花収穫　収穫

定植♀開花定植

♀開花収穫　収穫

2001

2002

2003

2004

2005

6．4　　　5．5　　　5．9　　　　322　　　333

6．5　　　4．4　　　 5．3　　　　318　　　279

6．4　　　4．9　　　5．7　　　　394　　　278

5．8　　　4．9　　　5．4　　　　321　　　275

5．6　　　5．9　　　5．8　　　　281　　　324

655

598

673

596

604

19．2　　　17、7

20．0　　　16．0

19．5　　　17，6

18．2　　　17，4

18．7　　　18，1

18．4

17．8

18．6

17，8

18．4

958　　1，079　　2，037

979　　1，011　　1，989

1，208　　1，004　　2伊212

1，001　　　972　　1，974

934　　　998　　1，932

平均　　6．2　5．1　5，6　　327　298　625　　19．1　17．4　18．2　1，016　1，0132，029

時間と1時間弱短かった．また，種子親開花期から収穫

期までは，2002年が4．4時間と最も短く，2005年が59

時問と長く，その差は1．5時間であった．積算日照時間

に関しては，生育期間を通じて2002年，2004年および

2005年が他の年次と比べてやや少なかった。母根定植

期から種子親開花期までは2003年が394時間と非常に

多かったのに対して，2005年は唯一200時間台であり，

種子親開花期から収穫期までは2001年および2005年度

が300時間以上で多かった．一方，平均目射量および積

算目射量に関しては，生育期間を通じて，平均目照時

問および積算目照時間と同様の傾向を示した。

　各年次の採種量，千粒重および発芽率の調査結果を

表6に示す．採種量に関して，2003年および2004年は，

100g／株以上で多収であったが，他の年次は809／株程

度であった．千粒重に関しては，2004年および2005年

が10g以下であったが，2001年から2003年は11g以上と

大粒であった．また，発芽率に関しては，2004年およ

び2005年は90％以上であったが，2001年から2003年は

90％以下であった．

表6一代雑種採種量および種子特性

試験年次　採種量　千粒重　発芽率
　（年）　　（9／株）　　（9）　　（％）

2001

2002

2003

2004

2005

79

81

114

104

77

11．0

11．4

11．1

9．7

9．9

88．2

87．3

85．3

98．1

92。7

平均　　　91　　10．6　　90．3

　次に，以上の結果を元に，気象条件が採種形質にお

よぽす影響を相関分析に基づいて検討した、

　まず，採種量に関しては，母根定植期から種子親開

花期までに要した目数，積算気温，積算地温との間に，

それぞれ5％水準で有意な正の相関が認められた（表

7，表8）．実際に，採種量が多かった2003年および

2004年は，種子親開花までに要した目数が他の年次よ

り5日から13目多く，積算気温および積算地温も明らか

に他の年次より高かった．また，2004年の母根定植期

から種子親開花期までの平均気温は5ヶ年の平均値よ

りやや高かったが，同期間の2003年の平均気温，2003

年および2004年の平均地温は5ヶ年平均値と同等であ

った．つまり，種子親の開花に至るまでの気温並びに

地温が適度で，かつ，開花前の生長期問が長かった結

果，生育が旺盛となり採種量が増加したと考えられる．

これまでも，栽培期間を通じての気温とテンサイー代

雑種種子の収量との関係を報告した例は多いが（川勝

ら1996，Longden1986），本試験の結果より，テン

サイー代雑種の採種量は，種子親開花期までの日数，

積算気温および積算地温に特に強く影響を受ける形質

であると考えられた．

　次に，千粒重に関しては，種子親開花期から収穫期

までの平均気温および平均地温との間に5％水準で有

意な負の相関（表7，表8），母根定植期から種子親

開花期までの平均目照時問および平均目射量との間に

5％水準で有意な正の相関が認められた（表9）．開花

以降の平均気温や平均地温が千粒重と負の相関関係に

あった理由としては，平均気温および平均地温が高い

ことが開花，受粉以降の生育を促進し，スムースに登

熟に至ったためと推察される．実際に，千粒重が軽か

った2004年および2005年の種子親開花から収穫までに

要した日数は，それぞれ56日および55目であり，5ヶ年

平均値（58目）より短かった（表2）．つまり，種子

親開花期以降の平均気温および平均地温が高いと，生

育が促進されて種子の登熟が早まり，千粒重が軽くな

り，逆に平均気温および平均地温が低いと，生育が遅

延して千粒重が重くなると推察された．Longden（1986）

および川勝ら（1996）も，同様に開花期以降の気温の重

要性を指摘している．実際に著者らも，低温および多

雨といった気象条件下での採種栽培において，開花後

の二次成長が増長されて収穫時期が遅れ，種子が大粒

化することを経験している．しかし，本試験結果から

は，どの程度の平均気温および平均地温が至適である

かは不明であるが，種子親開花期以降の気温が19℃を
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表7採種形質と要目数および気温の関係

要目数 平均気温 積算気温

採種形質　定植　　♀開花　　定植　　　定植

　　　　♀開花　　収穫　　収穫　　♀開花

♀開花　定植

収穫　　収穫

定植

♀開花

♀開花　　定植

収穫　　収穫

採種量　　0．95＊一〇，40　　0．76　　0。04

千粒重　　　0．03　　0．81　　0．59　　－0．80

発芽率　　一〇．17　－0。56　＿0．57　　0．70

一〇．26　　　－0．35

－0．93＊　　一〇．88

0．94＊　　　0．89＊

0．90＊

一〇．31

0．14

一〇．67　　　　0．41

－0，31　　　－0。82

0。56　　　　0．91＊

1）各数値は単相関係数
2）＊は5％水準で有意であることを示す。

表8採種形質と降水量および地温の関係

積算降水量 平均地温 積算地温

採種形質　定植　　♀開花　　定植　　　定植

　　　　♀開花　　収穫　　収穫　　♀開花

♀開花　　定植

収穫　　収穫

定植

♀開花

♀開花　　定植

収穫　　収穫

採種量　　0．81　－0．22　　0．13　　－0．23

千粒重　　一〇．06　　0．27　　0。19　　0．71

発芽率　　一〇，08　－0．51　－0．44　　－0．40

一〇．14　　　－0．67

－0．93＊　　一〇．69

0。83　　　　0．64

0．94＊

0，25

－0．30

一〇．67　　　0。81

－0．27　　　－0．12

0．43　　　　0．09

1）各数値は単相関係数
2）＊は5％水準で有意であることを示す。

表9採種形質と目照時間および日射量の関係

平均日照時問 積算目照時間 平均日射量 積算目射量

採種形質 定植　♀開花　定植　　定植　　♀開花

♀開花　収穫　　収穫　　♀開花　収穫

定植

収穫

定植　♀開花

♀開花　収穫

定植　　定植　♀開花　定植

収穫　　♀開花　収穫　　収穫

採種量

千粒重

発芽率

0。04　　　－0．42　　　－0，30　　　　　0．81　　　－0．71

0．94＊　一〇．51　　　0．04　　　　0．50　　　－0．10

－0．79　　　0．24　　－0．30　　　－0．54　　　－0．06

0。37

0．49

－0．67

一〇。15　　　0．08

0。96＊　一〇．56

－0，90＊　　0．24

0．12

0．12

－0，48

0．86　　　－0．48　　　0．69

0，34　　　0．54　　　0．54

－0．46　　　－0．54　　　－0。66

1）各数値は単相関係数
2）＊は5％水準で有意であることを示す。

下回ると，千粒重が増加すると推察された．一方，種

子親開花期に至るまでの平均目照時間および平均目射

量と千粒重の問に正の相関関係が認められた理由とし

て，テンサイの花芽形成は開花期の前から始まってお

り，開花前に平均目照時間および平均目射量が多いこ

とで花芽形成が促進されたためと推察される．しかし，

実際に形態調査等のデータがないため明確な理由は明

らかではない．

　発芽率に関しては，種子親開花期から収穫期までの

平均気温，母根定植期から収穫期までの平均気温およ

び積算気温との間に5％水準で有意な正の相関（表7），

母根定植期から種子親開花期までの平均目射量との間

に5％水準で負の相関（表9）が認められた．種子親開

花期から収穫期までの平均気温は，花粉の飛散，受粉

生理，登熟のために非常に重要な因子であることは，

Scott（1968，1970），Longden（1986），Bomscheuerαα1

（1993），川勝ら（1996）が指摘しているとおりである。

実際に，発芽率が90％以上を超えた2004年および2005

年は，栽培期間を通じて2001年から2003年より明らか

に平均気温が高かった．また，Sco錠（1968），Longden

（1986），Snyder（1962）は，高温による配偶子形成阻害の

可能性を指摘しており，Snyder（1962）は35℃を超える

と，配偶子形成が阻害されるとしている。一方，母根

定植期から種子親開花期までの平均目射量との間に認

められた負の相関関係について，実際のデータでその

差は最大1．8MJであり，高度の目射量による生理障害

が生ずる水準とは考えられず，その理由については明

らかではない．逆に，種子親開花期から収穫期までの

目照不足が，採種量の減少や発芽率の低下を招くこと

が知られている．

　以上の結果より，テンサイー代雑種の採種では，気

象条件の中で気溢が特に強く影響していることが明ら

かとなった．今回，検討した採種量，千粒重および発

芽率のいずれの形質でも気温の影響が認められ，採種
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量では母根定植期から種子親開花期までに要する目数

と同期間の積算気温，千粒重では種子親開花期から収

穫期までの平均気温，発芽率では栽培期間を通じての

平均気温，特に種子親開花期から収穫期までの平均気

温が強く影響をおよぼしていた．一方，Sc甜（1968）や

川勝ら（1996）が指摘した湿度や降水量の影響は，降水

量に関して有意な相関関係は認められなかったが，花

粉親開花期までの積算降水量が多いと採種量が多い傾

向が認められた．一方，湿度に関しては，試験年次問

での差が少なく具体的なデータは示していないが，種

子親開花期から収穫までの湿度が高い試験年次は，採

種量が少ない傾向が認められており，湿度が高いと開

繭および花粉飛散に影響をおよぽすことが指摘されて

いるため（Scom986），これらの点について試験を積

み重ねる必要がある．

　本報告では，個々の気象要因と採種特性の関係につ

いて検討したが，今後，複数因子の相互影響について

検討するとともに，各気象要因をさらに短期間で区切

り，採種特性に最も影響を与える期間についても解析

を進める必要がある．気象条件は人力で可変すること

ができない要因である．受粉様式が風媒受粉であるテ

ンサイの採種栽培は，採種圃場間を十分に隔離する必

要があり，一度，大規模な圃場を設麗した後では圃場

の移設が困難である．そのため，優良な種子を継続的

に得るためには，採種圃場予定地の気象条件を十分に

調査することが重要である．今後，採種圃場を新たに

設置する際は，本結果を参考にして，より採種に適し

た気象条件の地域を選定する必要があろう．
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EffectofweatherconditionforsugarbeetFlseedproduction

Takahashi，H．，T．Hayashi，K。Okazaki，Kg　Taguchi　and　K．Nakatsuka

晦1io〃ol．497’oπ1’μmlノ～θsθσ70h　C8〃諺7ノわ7肋航oi40Rθgion（NARCH）

Memuro　TO82－0071，Japan

Summary

OnNARCH，weproducesugabeetFl　seedsinHits両igaoka，SapPorocityHokkaido．Aswell㎞own，theweather

condition　is　very　important　factor振or　sugar　beet　seed　production．Based　on　the　results　ofseed　production　tests　and

data　ofweather　condition　ln　Hits両igaoka　fヤom2001to2005，the　effbct　ofweather　con（1ition　fbr　see（1production

were　investigated　with　correlation　analysis．

As　a　result，the　significant　correlations　were　obtained　between　temperature　an（1seed　production　characteristics，

suchas　seed　amount，thethousand　kemel　weight　orgerminationrate．

For　amount　ofFl　seed，a　lot　ofday　and　high　integrated　temperature　between　steckling　planted　time　and　flowering

time　ofseed　parentwere　well　effヒct　onthe　amount　ofFI　seed、

For　thousand　kemel　weight，high　mean　temperature　between∬owering　time　ofseed　parents　and　harvesting　time

decrease　the　weight，onthe　contraly，10w　meantemperature　increase　the　weight。

For　gemination　rate，the　mean　temperature　between　flowering　timeξm（l　harvesting　time　was　very　important。

When　the　mean　temperature　in　this　period　was　low，germination　rate　clearly　decrease．There　was　not　so　clear　to

dete㎜inethe　lowerlimittempera加re，howeverunderthe　conditionlowerthan19℃，thegeminationratemight

（1ecrease．

Key　word：Sugar　beet（Bθ如v㍑1gα7‘s　L．），see（l　pro（1uction，weather　condition，Correlation　analysis
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