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トルコギキョウ種子の登熟期における低温遭遇に対する抽だい反応

今村仁*・須藤憲一a・池田 広
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Bolting Responses of Ellstoma grandiflorllm (Raf.) Shinn. to Chilling during Seed Ripening 

Hitoshi Imamura*， Kenichi Sutoa and Hiroshi Ikeda 

National Agricultural Research Center for仲間huOkina叩 Region，National Agricultural and Food Research 0伊 nizatiol1爪TARO)，Kurume， 
Fukuo此a839-8503 

Abstract 

E目fectsofthermal conditions during seed ripening on bolting of Eustoma grandiflorum (Raf.) Shinn. seedlings grown at high 

temperatures were studied by preliminarily applying thermal treatments to immature capsules. A high temperature of 38/280C 

(day/night) during ripening reduced the bolting rate compa閃 dto that under a cool temp巴ratur巴 of231180C. Bolting rates of 

seedlings subjected to 231180C treatment were almost equal to those of seedlings from ambient temperature in a rain-protection 

house from summer to autumn in a warm region of Japan. Immature‘Aya-no-sakura' capsules with peduncles w巴r巴harvested

three weeks after pollination， inserted into a preservative solution containing sugar， and incubated at temp巴raturesof 10，15，20， 

and 250C for three to eleven weeks. Three同 tonine-week incubation at lOoC and three-to seven-week incubation at 150C 

effectively increased the bolting rates of seedlings. Immature‘Aya-no-sakura' capsules gather巴dseven or nine weeks after 

pollination were h巴ldat 5.5，9.5， 13.5， J 7.5， or 21.50C until dry. Seedlings dri巴dat 5.5 to 17SC exhibited high bolting rates 

These findings demonstrated that s巴edscould memorize thermal conditions applied during ripening and that chilling applied 

during seed ripening could promot巴boltingof seedlings. Cut immature capsul巴scould respond to chilling， and consequently the 

seeds exhibited increased bolting rates， although cutting immature capsules from plants slightly reduced rosetting of seedlings. 
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緒 5

ロゼット化しにくいトルコギキョウの品種を育成するに

は，夏に播種してロゼット化の誘導条件である高温下で栽

培し，抽だいしてきた個体を温室内で冬に咲かせて採種す

るという選抜方法が想定される. しかし，数世代の選抜を

経て， ロゼット化しにくい特性がある程度固定されたと思

われる系統を用いても，初夏に受粉して秋に採種する一般

的な作型で採種を行うと，実生がロゼット化するという

現象にしばしば遭遇する.このような現象に関しては，

Ohkawaら(1993)，八代(1993) などにより，登熟期の温

度条件の影響であるとする指摘が既になされている. しか

し八代(1993) の記述はアメリカ合衆国農務省 MarkS. 

Roh博士からの私信として記載されており， どのような温

度の影響を受けるのかについての実験データは示されてい

ない.また， Ohkawaら(1993) の研究では，登熟時に高
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温に遭遇することでロゼ、ット化しやすくなることが示され

ている一方，涼溢より低温側の影響についての実験は行わ

れていない.

高温下で播種されたトルコギキョウのロゼットイヒについ

ては，高温そのものがロゼット化を誘導したためなのか，

低温要求が充足されないためなのか，二通りの考え方があ

る.多数の市販品種の中には，吸水種子の低温処理により

顕著にロゼット化が回避される品種があり(今村ら， 2005)， 

少なくともこのような品種については，低温要求の充足が

抽だいのための重要な要件になっていると判断される.

従って， トルコギキョウの抽だい反応を低温要求の視点か

ら検討することが必要と考えられる.冬に開花させて春に

採種したものと，季咲きで高温期を経過した後，秋に採種

したものとではロゼ、ット性が異なるという現象について

も，低温の影響が表れている可能性がある.

そこで本研究では， トルコギキョウの笑生の抽だいに対

する登熟期の温度の影響を再検討し，低温遭遇の影響を明

らかにすることを目的に実験を行った.加えて，季咲きで

の採種における実用的な温度処理方法を考慮し，未熟な状

態、で収穫した朔果への低温処理の影響を検討した.
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材料および方法

1. 植物材料

切り花用市販品種および自家交雑系統を供試し，冬期は

加温した自然、臼長の施設内で栽培した植物から材料を得

た.採種に用いる個体はセル育苗した苗を慣行の方法に準

じて栽培したが，温度処理を行う必要から，一部の実験で

は鉢植えの植物を用いた.

開花小花において自家受粉を行い，各実験に記載した諮

問が経過した後，未完熟な朔果(以下，未熟果)を種々の

温度に乾燥するまで置いた.インキュベータによる温度処

理はすべて暗黒条件で行った.朔果から取り出した乾燥種

子は，抽だいの判定のために播種するまで， 50Cの冷蔵庫

で乾燥貯蔵した

2. 抽だいの判定

抽だいの判定には，鉢に播種して底聞から給水しながら

高温で栽培する方法を用いた.培養こととしてメトロミック

ス350(ピートモス:39 ~ 43% ノ〈ーミキュライト:45 ~ 

49%，パークアッシュ:10 ~ 14%，初期肥料入り， Sun Gro 

Horticulture Distribution Inc.， U.S.A.) を用い，直径 13cmの

底面給水栽培泊の白色プラスチックポット(リス興業， S下

N5)に散播した.これをロゼット化誘導条件である高温に

保った施設内(遮光率:約 70%)あるいは，人工気象機内

の高祖環境に置いた.発芽後，必要に応じて無作為に間引

き，ポット当たり約百個体が残るようにした.瀧水は浅い

水槽状の容器内に置かれた鉢の鼠面から腰水として与え，

常時 3cm以上の水深と， EC:約1.0dS・m-1を保つよう減

水分を水または水耕栽培用の液肥(住友化学， ミネラップ

A液;N:P205: Kp  = 7: 0: 3，ミネラップB液;N:PZ05: Kp  

= 1: 3: 7を 1・1.2の割合で混合して N濃度 100mg' L-1に

希釈希釈後の EC:約1.25dS・m-1
) で補った.

茎の伸長を新たに開始する個体がみられなくなった時点

で茎の伸長状況を調査した.標準として用いた品種の伸長

状況を考慮し，茎長 10cm以上あるいは 20cm以上のいず

れかを実験ごとに設定してそれ以上茎が伸長した個体を抽

だいとみなした.全個体に対する抽だい個体の割合を抽だ

い率として算出した.

3. 登熟時の高温および涼温が播種後の抽だいに及ぼす影

響(実験 1)

‘ホーリーホワイト No.3'由来の 3系統，‘あずまのほほ

えみ¥ ‘あずまの萌黄¥ ‘あずまの粧¥ ‘あすかの錦品

種間交雑後代各 2系統，ならびに‘あずまの波¥ ‘フレッ

シュホワイト'各 1系統を供試した.越冬後の株から 1997

年 4月に挿し芽で増殖した苗を，雨よけビニルハウスで

ポット栽培した.同年 7月 11日に，昼温/夜温がそれぞれ

38!280Cあるいは 23!l80Cに設定した人工気象機(小漂製

作所， 558A時G特製)へ供試株の一部を搬入した. 日長は

12時時，昼間の PPFDはメタルハライドランプにより約

380μmol • m-2 • S-lとし7こ.

7月 16日から 8月 10日にかけて， ピニルハウスに残し

た株も含め各区 1品種・系統当たり 3花以上で自家受粉を

行い，そのまま 9月 5日まで温度処理を続けた.以後，人

工気象機にある植物は側面を開放したビニルハウス内に戻

してなりゆきの温度条件で栽培し， 10 月上旬~11 月上旬

にかけて採種した.対照症では，全期間上記の雨よけビニ

ルハウス内で栽培を続けて採種した.なお，同一品種でも

栄養系ごとに区別して取り扱った.

得られた種子を 1998年6月8日にガラス混室内の高混環

境下(昼温は 400Cを白擦に換気，夜温は加握により 270C

以上， 自然、日長)で播種して，抽だいの判定を行った

4. 登熟時の低温が播種後の抽だいに及ぼす影響(実験 2)

‘彩の桜'を供試し，受粉から約 3週間経過した 2004年

8月 9日に，花梗を約 7~ 10 cmつけて未熟果を植物体か

ら切り取り，糖類と抗菌剤を含んだ切り花保存剤(ポコン

アンドクリザール， クリザールクリア 50倍液)に挿して，

10， 15， 20， 250Cのインキュベータに，それぞれ 3，5， 7， 

9， 11週間入れて1昆度処理を行った.処理後は 290Cに移し

て朔果が乾燥次第採種した.抽だいの判定は， 2005年 8月

12 Iヨに各区 2反復播種して，高温に保ったビニルハウス

(昼視は 40てを目標に換気，夜温は加温により 10月 9日

まで 250C以上，以降!煩次降温， 自然、日長)内で行った

5. 低温としての有効温度範囲の検討(実験 3)

季咲きの‘彩の桜'を l俗体選び， 2001年 6月 27日か

ら7月 8日にかけて自家受粉した.受粉から 7週間あるい

は9週間後に未熟果を採取し，紙袋に入れて 5.5，9.5， 13.5， 

17.5， 21.50Cに乾燥するまで置いた これらとは別に，夏

の雨よけビニルハウス内の高温環境下で植物体上で完熟さ

せる区(対照症)を設け， 10月上旬に採穫した.

得られた種子氏 ‘彩の桜'の市販種子とともに， 2002 

年 2月 12日に 2反復で播種し気温 30土 20C，24時間連

続照明 (PPFD: 約 190μmol ・ m-2 • S-l) の人工気象機で 86

日間栽培しその後は最低気温を 200C以上に保ったガラ

ス温室内に移して栽培を継続し 抽だいの調査を行った.

6. 朔果の植物体からの切り離しが播種後の抽だいに及ぼ

す影響(実験4)

‘彩の桜'を供試した.自家受粉から 4週間経過した 2004

年 8月 9自に，植物体から未熟果を切り離して紙袋に入れ，

100C暗黒の低温庫内または高温(昼:35 ~ 40oC， 日最低

気温:280C) に保ったガラス室内の臼陰に種子が乾燥する

まで置いた.あるいは，未熟果を植物体に着生させたまま

シュートを地際で切り，糖類と抗菌剤を含んだ切り花保存

剤(クリザールクワア 50倍液)に生け，切り離した未熟果

への温度処理と同じ場所に，種子が乾燥するまで、置いた

得られた種子は， 2005年 3月 15日に 3反復で播種し，気

温 30土 20C，連続照明 (PPFDは播種直後の約 95~約

380μmol・m-2・S-lまで順次上昇)の人工気象機内で拍だ

いの判定を行った.



い場合があった.

9月 5日まで 23/180Cの涼温条件で登熟した種子からの

実生では， 38/280Cの高温条件で登熟したものと同等，あ

るいはそれより高い抽だい率を示す傾向にあった(第1関)• 

特に， ‘ホーリーホワイト No.3' の2系統， ‘あずまの粧'

の l系統では，高温下で登熟させると抽だい率が 31%以下

と低かったが，涼温条件で登熟させた場合には 50%以上の

拙だいき容が得られた.一方，雨よけビニノレハウス内のなり

ゆきの温度条件下で夏に開花させて秋に採種した対照、区の

場合，多くの品種・系統で 23/180C区と同等の抽だい率と

なった(第 2図)• 

2. 登熟碍の低温が矯種後の抽だいに及ぼす影響(実験 2)

受粉後約 3逓間経過した‘彩の桜'の未熟果に温度処理

を開始した場合， lOoC では 3~9 週間， 15 0C では 7~9 週

間の処理で抽だい率が 50%を上回り， 200Cあるいは 250C

で登熟させた場合と比べて抽だい率が向上した(第 3図)• 

ただしlOoC処理では 3週間の処理‘で抽だし、率が 75%と最

も高く，処理期間が長くなるほど拙だい率は低下していき，

11週間低温を与え続けると拙だい率は 42%まで低下した.

3. 低温としての有効湿度範掴の検討(実験 3)

登熟時の 7月から 9月のピニルハウス内の日平均気温の

平均は 28.0oCと高温で推移した.本実験に用いた‘彩の

桜'の市販種子の抽だい率が 73%であったのに対して，高

温期のビニノレハウス内の縞物体上で登熟させた種子(対照

誌)からの実生はほとんどロゼット化して，抽だい率は 11

%と低かった.受粉後 7週間あるいは 9週間経過した時点

で朔果を収穫して温度処理を与えた場合には， 5.5 ~ 17.50C 

の温度範囲で抽だい率が高く，特に 9週間経過後からの処

理では 5.50C処理で最も拙だい率が高くなった(第 4図)• 

いずれの場合も 21.50C処理での抽だい率は 30%程度しか

なかった
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1. 登熟碍の高温および涼温が播種後の抽だいに及ぼす影

響(実験 1)

採種を行った雨よけのどニルハウス内の日平均気温は，

開花時の 30.70Cから，採種の始まった 10月上旬には22.10C

へ，採種が終了した 11月上旬にはさらに 17.60Cへと徐々

に低下していった 38/280C，あるいはビニルハウス内の高

温で登熟させたとき，発芽力のある種子が十分量得られな
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第 3図登熟時の温度処理が‘彩の桜'実生の抽だいに及ぼす

影響

受粉後3週間経過した朔果を採取して所定の期間温度処

理後 290Cに移して登熟させた

3 

第2図 夏の雨よけ施設内温度条件と涼温 (231180C)条件で

登熟した種子の拙だい率の比較

受粉後 9 月 5 臼まで(約 4~7 週間)温度処理
1 :‘あずまの萌黄 2 ‘ホーリーホワイト No.3'， 3: 

‘あずまの粧" 4:‘あずまのj皮， 5:交雑系統， 6目‘フ

レッシュホワイト， 7:‘あずまのほほえみ， 8:‘あす

かの錦'

同一番号は，各品種の個別栄養系を示す

夏の雨よけ施設内登熟種子拍だい率(%)



280Cで登熟させた場合，涼温域である 231180Cで登熟させ

た場合より抽だい率が低くなる品種の多いことが明らかに

なった.すなわち，同一品種であっても播種後の抽だい率

に蓋が生じる原因として，登熟・採種時の温度条件が関係

していることが示された.本実験結果は Ohkawaら(1993)

の実験結果と同様であり，登熟期の高視がロゼット化を誘

導した，あるいは涼温がロゼット化の回避に作用したもの

と考えられた.

また， ピニルハウス内における，夏から秋にかけての低

下しつつある自然の温度で登熟させると，登熟前半を涼温

とした区と自然高温に遭遇した対照区では抽だい率に差が

なかったことから，種子は登熟期後半の涼温にも感応する

ものと推察された.すなわち， 自然の温度で登熟させた対

照区では，登熟後期の温度が低下したため，登熟期前半の

高温の影響がある程度打ち消された可能性が示唆された.

しかしながら，本実験結果からは周年にわたって採種した

ときに観察される拙だい率の大きな変動を説明することは

できなかった.その理由として，冬期の施設内で登熟する

ときに遭遇するlOOC台前半あるいはそれ以下の低温の影

響を評価できていないことが想定された.

予備実験において植物体から切り離した未熟果からの種

子を発育させることができないかどうかを調べたところ，

受粉後 2~3 週間経過した未熟果は， 7"Ë梗をつけて収穫し

ショ糖を吸収させながら保持すると朔果を完熟させうるこ

とが明らかとなった.また，受粉後 6~7 週間以上経過し

た朔果は，収穫後，吸水させることなしに，そのまま袋に

入れて徐々に乾燥させても発芽能力をもっ種子が得られる

ことも明らかとなったそこで，実験 2，3では植物体から

切り離した未熟果に対して温度処理を行うこととした.

実験 2の結果から， Ohkawaら(1993) が種子の登熟持

に与えた 200C内外の涼温よりも，さらに低い 10~ 150C 

の温度域において実生の抽だいを{足進する作用が強いこと

が明らかとなった. また，受粉後 3週間目からの処理で抽

だい率の上昇がみられたことから，怪発生の比較的早い段

階から低温の影響を受けることが示された.lOoCで温度処

理を行った場合には 3週間の処理で抽だし、が最も促進さ

れ，それより長い期間処理を続けると拍だい率が徐々に低

下した 谷川ら (2002) は， トルコギキョウの吸水種子へ

の低温処理において低温に長期間遭遇することで抽だい率

の低下が起こること(オーバーチリング)を指摘しており，

登熟期の低温処理においても同様の反応が起こった可能性

が考えられる.

実験 3では， より発育の進んだ受粉から 7週間後あるい

は9週間後の朔果に対して温度処理を行ったため，各温度

条件において種子が乾燥するまでの期間(温度に感応する

期間)が短く，オーバーチリングが起こった可能性は少な

いと思われる.実生の抽だい促進効果をもっ温度帯はより

長い期間温度感応することができた受粉 7週間後からの処

理では 5.5~ 17.50Cと広いが， 9週間後からの処理では
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第4図登熟後期の温度処理が‘彩の桜'実生の抽だいに及ぼ
す影響

口:受粉 7週間後から処理
闘:受粉 9週間後から処理
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第 1表 朔果の植物体カか、らの切り離しおよび低温処理が
桜，実生の拙だい率(%)に及ぼす影響

抽だい率

97土]y

60土 7

97土 2

85土 5

低視処理z

り
し
り
し

あ
な
あ
な

朔果の状態

着生
着生

切り離し
切り離し

Z受粉後 4週経過した朔巣をシュートに者生させたまま，あ

るいは切り離して収穫しlOOCおよび夏季のガラス室内で

登熟させた
Y平均士標準誤差 (n= 3) 

4. 期果の植物体からの切り離しが播種後の抽だいに及ぼ

す影響(実験4)

植物体からの朔果の切り離しの有無に関わらず，登熟期

に低温処理することにより実生の拍だい率が向上した(第

I表).また，高温下で登熟させた種子で、も，朔果を植物体

から切り離して登熟させることにより，抽だい率がと昇し

た. しかし， この上昇は低温処理を行った場合ほどには顕

著で、はなかった.

トルコギキョウは，発芽後の生育の初期段階で高温に遭

遇すると， ロゼット化が誘導されて，抽だいしなくなるこ

とが明らかにされている(吾妻・犬伏， 1988; Harbaughら，

1992; Ohkawaら， 1991;竹田， 1995). また，品種によって

は吸水種子に 10~ 150Cで低温処理を行うと，抽だいが促

進されることも示されており(谷川ら， 2002)，匪あるいは

幼植物の段階でロゼットイヒや抽だいに関わる温度反応がみ

られる.本報では，匪発生の初期段階である種子の登熟期

の温度に着目して，播種後の実生の抽だいに関わる温度反

応、について検討した.

まず，実験 lでは採種が可能な限界付近の高温である 38/

察考
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13SCと17.50Cが 5.50Cと9.50Cに比べて効果が劣った.

実験 2，3とも，低温の，抽だいを促進する効果と高温によ

る抽だい抑制を回避する効果とを切り分けることはできな

いが，少なくとも低温としての効果は 100C前後を中心と

した温度帯で大きいように忠われる.また，実験3におい

ては 7~9 月の高温期に登熟した種子の抽だい率が 11% と

極めて低かったのに対して，21SC区では 30%前後まで抽

だい率が高まった. この差は主として抽だい抑制の回避に

よってもたらされたものと推察される.

トルコギキョウの吸水種子に対する低温処理の場合，抽

だい促進効果の高い温度域は 10~ 120Cとされる(谷川ら，

2002) .本実験において，登熟中の種子に対する抽だい促進

効果の高い温度域もおおむね同様であった. この結果は登

熱中で、あれ吸水時で、あれ，駐が活動している時期の反応と

いう点では同様であることを指摘した大111(2003)，八代

(1993) の見解を支持するものである.

近年急速に生産現場に普及している吸水種子に対する低

温処理技術の基礎となった谷川ら (2001)の論文において

は， r低温量の充足こそが拍だいの条件であるjとの考え方

が示されている.その理論に従うと， トルコギキョウのロ

ゼット化と抽だいについての生態反応が高温，涼温，低温

に対する反応、として理解される.すなわち，低温に遭遇し

ていない実生は高温条件ではロゼット化するが，実生の低

楓要求が充足された後，涼温にi置かれると抽だいを開始す

るという，低温要求性植物に広くみられる反応である.本

実験で観察された，登熟期の低温処理による抽だいの促進

も，谷川らの理論から予測される現象の一つである.

実験4では朔果の植物体からの切り離しの影響を検討し

た.その結果，高温下で登熟させた場合，単に搬果を植物

体から切り離すだけでも抽だい率が向上したことから，高

温下ではロゼット化を誘導する刺激が植物体から種子へと

移動した可能性が推測される 本実験では，シュートが根

から切り離されているため， ロゼ、ット化を誘導する刺激が

あるとすれば，それは高温環境に置かれた茎葉から発せら

れると考えられる.あるいは，朔果が様物体から切り離さ

れるなどして，種子が早く乾燥する条件では， ロゼット化

しにくくなるという可能性がある. この朔果の切り離しの

効果については，機作の解明も含めて，今後さらに検討が

必要であるが，少なくとも植物体からの切り離しはロゼッ

ト化を強めることにはならないため，受粉から一定期間が

経過して十分な発芽率が確保できるようになった段階で、

植物体から朔果を切り離して， lOoC内外の低視下で完熟さ

せる方法は，実生の抽だい促進に有効な方法となり得る.

実験を通じて，登熟時の温度に対する実生の抽だい反応、

が不安定で，実験4を除いて，登熟時の低温処理により 100

%に近い抽だい率は得られていない.その原因のーっとし

て， 自殖によって得られた集団内においてロゼット性や温

度に対する反応に遺伝的な変異があり， このことが反応を

不明確にしていたと推察される. また，筆者らの予備的な

実験の結果では， ロゼット化しない性質は自殖系では完全

に固定することは困難で，一方，系統間での雑種個体集自

においてはロゼット化しにくい特性がそろって発現しやす

いことから， ロゼット性には雑種強勢現象が関係している

ことも想定される. ロゼット性の遺伝に関する知見は，育

種や採種を行う上で重要な問題であり，今後の解明が必要

である.

本実験の結果から， トルコギキョウの実生の抽だい率を

高めるには，催芽種子に低温処理を行ったり，育苗中に高

温に遭遇させないようにしたりすることのみならず，採種

段階においても，高温を避け，低温下で登熟させることが

有効であることが示された また， トルコギキョウの低ロ

ゼ、ット性品種の育成を行う場合には，その過程において，

種子の登熟時の温度環境にも留意すべきことが明らかと

なった

摘要

トルコギキョウの種子登熟期に未熟な朔果(未熟果)に

対する温度処理を行い，登熟時の温度条件が高温下で播種

された実生の抽だいに及ぼす影響を調査した.登熟時の高

温 (38/280C:昼/夜)は涼温 (231180C) と比較して抽だ

い率を低下させた. また，涼温条件と，媛地の雨よけノ¥ウ

スにおける夏から秋にかけての温度条件で登熟させた穂子

の抽だい率はほぼ同じになった.受粉後 3週間の‘彩の桜'

の未熟果を花梗をつけて植物体から切り取り，糖を含む切

り花保存剤を与えながら 10，15， 20， 25 0C の誼度に 3~

11週間置いた場合， lOoC では 3~9 週間， 150C では 7~

9週間の温度処理をしたときに抽だい率が高くなった.受

粉から 7または 9逓間後に切り取つた

手種重子が乾燥するまで 5.5，9.5， 13ム 17.5， 21.50Cの温度に

乾燥状態で置くと， 5.5 ~ 17SCの範囲で実生の抽だい率

が高くなった. これらの結果から，種子は登熟中の温度の

影響を発芽後も保持しており，登熱中に与えられた低温は

抽だいを促進する効果のあることが明らかとなった.また，

未熟果を植物体から切り離すこと自体にも抽だいを促進す

る効果があり，加えて植物体から切り離した未熟果は低温

に感応して，その種子は高い抽だい率を示した
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