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シネンシス系デルフィニウムにおける花粉稔性と交雑和合性

岡本充智

Pollen fertility and its influence on cross compativility between Delphinium 

cultivars (Deかhiniumgrandiflorum L. var. chinence). 

OKAMOTO Mitsutoshi 

要旨

主要なシネンシス系デルフィニウムと本場で透綾した系統 (Oe1phiniumpy]zowiiと‘ハイランドプノレー

'の雑種由来の F4)における花粉稔性率の品種間差と ，交緩和合性を調査した.花粉稔性率I土，品種間で統

計的に有意な差はなかったが，種子稔性には交配組み合わせにより有意な差がみられ，交雑和合性に差が

あることがわかった.これらのことから，選抜系統と各品種聞で起こる交雑草日合性の差は，受粉後の作用

により発生していることが示唆された.
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1 .緒言

愛媛県におけるデルフイニウムの生産額は，平成 15

年産で約 l億 3000万円であり，県内ではパラ，ユリ，

キクに次ぐ重要な切り花の作目となっている.

デルフィニウム属植物は全世界に約300種の原種が存

在するといわれ，品種改良も古く 19世紀半ばから始ま

っている (Cooper，1990) .このため品種の遺伝的背景

は複雑であり，花粉稔性率の低いものや，特性の似た品

種であっても交雑和合性が低く，種子稔性も低い品種が

存在する.

デルフイニウムの品種改良を効率的に行うためには，

交雑和合性は重要な要因となる.そこで，主要なシネン

シス系デルフィニウム品種と愛媛県農業試験場で選抜

した系統(以下，選抜系統とする)における花粉稔性率，

および選抜系統と各品種の相互交配による種子稔性を

調査し，花粉稔性と種子稔性からみた交雑和合性の関係

を明らかにしたので報告する.

2. 供詰材料

2. 1 品種

供試したシネンシス系統は栽培品種‘ハイランドブル

ー ‘ハイランドベノレ， (棟式会社ミヨシ)， ‘ピン

クミストラル ‘ブルーミストラル ‘ラベンダー

ミストラルタキイ種苗株式会社)，の 5品種および

愛媛県農業試験場で Delphinium py lzowiiと‘ハイラン

ドブルー'の雑種から選抜した系統 (F4) を用いた.

2. 2 栽培条件

播種は平成17年7月29日に200穴セルトレイに行った.

幼苗の展開業が 2-3枚になった 10月 13日に 100m2ガ

ラスハウスに定植した . 圃場は基肥

N:Pz06:KzO=12: 12: 12kg/l0aとし，最低夜温 13"C，抽台

後より，日没後 17時から 22時まで，照度 50-1001x 

で電照を行った.

2. 3 花粉稔性の調査時期

デルフイニウムは雄性先熟花であり ，開花後，雌ずい

を取り囲む雄ずいが順次開蔚して花粉を放出する.この

ため，開花直後と開花後期の花粉は花粉の成熟期に 3-

4日の差があり，花粉の発芽能も変化する可能性がある

ことから，花粉稔性の調査は開花後雄ずいが 3から 4程

度開幕号した花から供試した.

3 鼠験方法

3. 1稔性花粉の特徴調査

稔性のある花粉の特徴を確認するため，ホウ酸

[H3803J 100mg/~ ，硝酸カルシウム [Ca (N03)2J 

300皿g/~ ，ショ糖 10弘 寒 天 l覧を pH5.8に調製した後，

スライドグラス上に 2m.!! 程度分注し， うすく広げ，湿

室で固化させた接地に，ろ紙上でうすく均一に広がるよ

うにほぐした花粉を，軽く培地表面に押しあてて，置床

し， 20"Cでインキュベートし時間ごとの花粉発芽・伸長

の様子を観察した.

3. 2花粉稔性の調査

花粉稔性は， 1%酢酸カーミンで染色した花粉粒の染色
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程度やサイズにより調査した.調査は系統により， 8か

ら22個体で， 1個体あたり 10花の花粉を調査した. 1 

花あたり 500粒以上の花粉を調査し，稔性のある花粉の

割合(花粉稔性率)で示した.

3. 3種子稔性の調査

種子稔性は，各系統と選抜系統の相互交配を行い，種

子の稔実数を調査し，平均稔実数で示した.

相互交配は，除雄袋かけ後， 5-7花の雌ずいが熟した

頃に稔性調査を行った花粉と同時期の花粉を用いて行

った.袋は内部が高温となり，種子の成長が妨げられな

いよう，受粉後 3日程度で取り除いた.種子は爽果が黄

緑色になり，先端が裂果しはじめた頃に収穫した.雌ず

いの熟期と花粉の熟期の差により交配花数は交配組み

合わせにより異なった.

4 結果

4. ，稔性花粉の特徴調査

供試系統の花粉の発芽及び伸長は，矯地置床後 15

-30分に始まり 2-3時間後に最もよく発芽し， 12 

時間後の発芽率は 41.6%であった(図1).発芽し
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図lデルフィニウム花粉の培地上での発芽率と
経過時間の関係
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た花粉は，花粉粒が 30-4011mと大きく酢酸カーミ

ンで良く染色された.これに対し，発芽していない

花粉は，発芽した花粉と酢酸カーミン染色程度では

見分けられないものと，花粉粒が 13-2011mと小さ

く，楕円形で染まりにくいものに分けられた.

以下の花粉稔性調査では，酢酸カーミンで良く染色

され花粉粒が大きいものを稔性花粉とした(図 2).

写真 1 デルフィニウム花粉の稽地における発芽の様

子(上)と酢酸カーミンで染色した花粉(下)

上の写真 A :発芽した花粉 B:発芽してない

花粉 C:精円形につぶれた花粉

下の写真 D:大きく充実した花粉 E :楕円形に

つぶれた花粉

4. 2花粉稔性の調査

供試系統の花粉稔性率を表 lに示す.最も花粉稔

性率が高い品種はaブルーミストラル'の 89.0%で，

低い品種は‘ラベンダーミストラル'の 69.8%であっ

た.花粉稔性率に品種間で分散分析による統計的に

有意な差はなかった(表 1) 

4. 3種子稔性の調査

選抜系統を種子親にした場合の 1爽あたりの平

均稔実種子数は， り、イランドブルー'が優も多く

23.6粒ハイランドベノレ'が最も少なく 13.3粒であ
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表 1 選抜系統と各品種の花粉稔性

品種 ハイラント. ハイラント. t.ンタ アル』 ラへ.ングー
選抜系統

(系統) アルー へ."， ミストラル ミストヲル ミストヲル

個体数 8 14 8 8 8 8 

平均(%) 76.2 75.6 84.6 89.0 79.8 79. 1 

分散分析によって刊で統計的な有意差無し.

表 2 選抜系統(種子親)と各品種聞の種子稔性

品種 ハイランド ハイヲンド

(系統) プト ぷル

交配花数 35 44 

7

・ル

れ

円

一

崎

ピ
羽
一
:

7.tv-

ミストラル

34 

ヲヘ.ンゲー

ミストラル

32 

平均種子数(粒 23.6a 13.3 b 20.0 ab 15. 1 b 19.2 ab 

表中の同一アルファベットはチューキーの方法による多重比較によって時で有意差無し.

表 3 各品種と選抜系統(花粉親)聞の種子稔性

品種 ハイラント. ハイラント. ピンク 7. tv- 7へ.ングー
(系統 7.ト へ.ル ミストラル ミストヲル ミストヲル

交配花数 38 38 25 26 27 

平均種子教(紛 25..4 c 41. 9 b 72.9 a 48.8 b 41. 6 b 

表中の同一アルファベットはチューキーの方法による多重比較によって5%で有意差無し.
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図2選抜系統を種子規にした時の
各品種の花粉稔性と種子稔性の関係

った.花粉親に用いる品種により形成される種子数

には，チューキーの方法による多重比較により統計

的な有意差があった. (表 2) . 

選抜系統を花粉親にした場合の l爽あたりの平均

種子数はピンクミストラル'が最も多く， 72.9粒

でありハイランドブルー'が最も少なく 25.4粒で

あった.種子親に用いる品種によっても，形成した

種子数に統計的に有意な差があった(表 3) 

選抜系統を種子親に用いた時の各品種の花粉稔

性率と種子稔性における相関係数は r=0.23であり，

花粉親に用いた時は r=0.55であった.どちらに用

いても，花粉稔性率と種子稔性の聞に明確な関係は

なかった(図 3 ・4)
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図4 選抜系統を花粉親にした時の
各品種の花粉稔性と種子稔性の関係

5 考察

供試系統の花粉の発芽率は 12時間後で 41.6犯で，

本試験の条件では発芽率は高くなかった.ニガウリ

の調査(中島ら. 2001)によると 20"Cで，約 30覧で

あった花粉の発芽率が 25"Cでは約 80怖に急激に高く

なった報告もあり，温度条件により発芽率が大きく

変わる可能性が示されている.問機にキンカンも温

度条件により発芽率の低下が確認されている(下郡

ら. 1986年).デルフィニウムにおいても，温度等

の条件を検討することで，人工培地で発芽率が向上

すると考えられる .よって，本研究では，花粉粒が

大きく酢酸カーミンで良く染色される花粉粒を稔

性花粉とした.

花粉稔性率は，品種により 89.怖から 75.6覧まで

みられたものの，統計的に有意な差ではなかった.

このことから，各品種における花粉の受粉能力に差

はないと考えられる.しかしながら，選抜系統と各

品種聞における相互交配では平均稔実種子数に統

計的に有意な差が見られ，交雑和合性に差があるこ

とが示された.これらのことから，選抜系統と各品

種聞で起こる交雑和合性の差は，受粉後の作用によ

り発生していることが示唆された.
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