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< 総 説 >

パレイショの非生物的ストレス

(2)作物関および品種間での根系の

1. 作物簡での比較

パレイショは他の作物に比べて根の分布が浅く，

また根量(長さ，重さ)も少ないと考えられてい

るO しかし，これまでに報告されている作物の根

の分布や量は研究者の調査方法によって得られる

結果が大きく異なる。例えば， これまでに世界各

地で報告されているパレイショの根量についてみ

間和人*

テンサイ(モノヒル)および水稲(イシカリ)に

上七べて，最大伸長深度(根の伸長が明確に観察さ

れた深さ)が最も浅く，最大根長密度(根が最も

密集している笥所の値)が最も低く，栽培麗穣当

たりの根長 Ckm/m
2
)が最も短かった。冒頭に述

べた， rパレイショは地の作物に比べて根の分布

が浅く，また根最も少ないj ことが明確に示され

ている O

ると(表1)，栽培面積

当たりの根長が 4~24 

km/m
2もの大きな変異

を示している。根の成長

は土壌条件，気象条件な

どの環境条件や，また後

述する品稽によって大き

く奥なる O また，実際に

表 1 世界各地で調査されたパレイシ Eの全根長(別立絞i吉ilfIfl1当たり総長， km/m') 

Vos and Groenwold 

8 ~ 11 USA 水処J'41 RusseL Burbank Lescsynski and Tanner (1976) 

9 ~ 15 UK A72穣，脆ill忠良 Wilja， Cara Harris (1992) 

14 ~ 18 U1< "1ミ次， }j告11巴XiI Venessa As[ary eL aL (1983) 

7 ~ 18 U1< /比処J'lLその他 Hecord， Cara等 SLalham and Al1en (2001) 

5 ~ 7 日本 (K~h絵) 品干R

22 日本(札縦) 作物
8 ~ 21 日本(札綴) #&Ni¥守口主

a (2008) Iこ
根の調査を行っていると，

根の採取方法や洗浄方法が根量，特に細かい根の

量に大きく影響することを実感している。このた

め，根の分布や量を作物間で定量的に比較するた

めには，類似した環境条件下での悶ーの研究者に

よる研究が望ましい。私の知る限りで=はYamaguchi

and Tanaka (1990)の研究が根の分布や量を作

物龍で定量的(数値として)に比較した研究とし

て最も詳しL、。この研究では類似した環境(北海

道大学の闘場)で 6作物の根系を同一手法(コア

サンプリング法)で謁査している。各作物 1個体

での調査ではあるが，作物問には明瞭な差異が認

められた(表 2)。すなわち，パレイショ(男爵

イモ)は畑作物のコムギ(ホロシリコムギ)， ト

ウモロコシ(飼料用品種)，ダイズ(キタムスメ)，

*北海道大学大学院・農学研究院教授 KazutoIWA~IA 
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平I漁労ihf1務1 Jwama el aL (983) 

YjIIきイモ Yamaguchi and Tanaka (1990) 

Iぬ!=t:rft1，，f!II I wama el aL (993) 

表 2 作物閣における根畿と核伸長深度の比較

作物
g/m2 km/m' cm/cm3 cm 

il<. f長 203 78 52 22 

コムキ" 247 86 36 48 

トウモ口コシ 316 50 15 59 

ダイスー 152 39 17 38 

テンサイ 114 52 23 51 

35 

パレイショは全体の成長最に対する担量の割合

についても他の作物とは異なる特徴を持っている。

根，茎葉および収獲器官(パレイショでは塊茎，

その他作物では子実)の各乾物霊における生育期

間中の最大値，これらから推定した生育期間中の

全乾物生産量，および全乾物生産量に対する根乾

物霊最大儀の割合を作物閣で比較すると(表 3)， 
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パレイショは他の作物に比べて全乾物生産量に対

する根乾物重最大値の割合が顕著に少ない。すな

わち，各器官は葉で生産された光合成産物を分配

されて成長するが，パレイショは他の作物に比べ

て，根に分配される光合成産物の割合が低いとい

える。このことは，パレイショでは他の作物に比

べて少ない根議で効率的に養水分を吸収し，葉の

活発な光合成を維持していることを示している。

また同時に，根が障害をうけると，予備の援が用

されていないので養水分吸収が抑制され，葉の

光合成に直接影響が及ぶことを示唆している。

現在の十分な養水分条件下で栽培される場合には，

大量な根は不必要で、あり，むしろ子実に分配される

光合成産物の都合を少なくするので収量にはマイナ

スの影響を与える。このため，子実収量を指標とし

て選抜する過程で，根量が低下したと考えられる。

これに対してパレイショでは， もともと担に分配さ

れる光合成産物の割合が少ないので，例えば根量を

2倍にしたとしても，他の器官の減量分が少なかっ

たといえる。根量の増加は養水分の安定供給に寄与

し，養水分条件にかかわらず多i投を得る結果につな

がったと考えられる。

表 3 各種織作物における生育慰問中の全乾物生産翠1)に対する各器官

の章受大乾物愛および全乾物生産蚤に対する薮大根乾物璽の害IJ合

2.パレイシぉ根系

の品種間接巽

fド物 3どが;
(1 ) 様の深さ

トウモロコシ Fehrebacher and Alexander 
前項で述べたようにパレ

イショは他の作物に比べて，

根の深さが浅く，また全体

の根量が少ない。しかし，

根の深さと量にはパレイショ

品種間に大きな変異が存在

する。表 4には，早晩性の

ダイズ Mayakiら(1976)

コムギ 105 7.2 Gregolγら (1978)

95 8.0 Welbankら(1976)

エンバク 105 9.1 Welbankら(1976)

オオムギ 80 7.4 Welbankら(1976)

陸fiR 68 6.0 寄均・大久保(1979)

ノミレイショ 24 2.0 1 wama (1981) 

18 302 694 1.7 Saffigna and Keeney (1977) 

1 21 6  777 1.0 Lorenz (1944) 

1)生資!日11討中における終苦言1;>;のII立大段物選の手IJ
2 )パレイショ l立総菜、{也作物は子夫でダイズでは災を2;む

1 wama (1981)を一郎修正

後の項では，パレイショでは根量と茎葉および塊

茎成長との間に密接な関係が認められることを示す

が，この理由として，パレイショは他の作物に比べ

て根量が地上部量に対して相対的に少ないので，根

量の蓋異が葉での光合成に敏感に影響するためと考

えている。また，私たちはパレイショの根量を増加

させる脊種を行い，養水分条件にかかわらず，既存

品種に比べて安定して多i投となる品種を育成した

CI wama 2008)。育成できた理由の一つは，パレイ

ショでは根量を増加させても，他の器官の分配への

影響がほとんどないことによっている。これに対し

て，パレイショに比べて根量の多いコムギでは，子

実収量の増加が根量の低下と関係しているとの報告

CSiddique et aL 1990)がある。中近東の乾燥条

件下で分化したコムギは，他の植物との競合に勝つ

ために根量を多く確保する必要があった。しかし，

8 

巽なる 4品種におけるき艮長

密度の土壌内分布関(前報

の図 2)から推定した土議内深さ別の根長を示し

た。 7月上旬の開花始めではいずれの品種でも

も深い根(最深根)は深さ50cm程度であるが，

その後 1ヶ月間に晩生品種では深さ80cmlこ達す

る。これに対して早生品種では60cmまでしか伸

長せず， 60cmが生有期間中における根の最大伸

長深震で、ある。晩生品種ではその後も伸長を続け，

8月来には100cmの深さに達する O

根の伸長深度には土壊条件や気象条件も影響す

るO 上述の結果は島松試験地(火山灰土壌)での

調査であるが，札幌(沖穣土壌)で罰よけハウス

を設置して人為的に土壌乾燥条件を設けた場合，

年次によっては(高温年の場合が多い)晩生品種

が120cm程度まで伸長することもある。筆者が実

際に観察した最大伸長深度は，アメリカ・カリフォ

ルニアナH立大学デーピス校の研究農場でラッセッ
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表4 各土壌深さにおける根長 (m/株)の生育に伴う推移

0-10 10-20 20時 30 30ω40 40-50 

!:;:U:l'.品手，fitJ 270 829 188 48 13 

I~生品開a; 303 842 103 42 12 

8乃j二勾

l~1.Lj二日1符 257 962 150 187 14 

!挽生日I手F 276 976 258 119 35 

8月下f臼

i役生l~i\fÆ 240 1243 267 107 83 

1 )全体の娘長;こ対するaさ0-30cmの割合(%)
2)男爵イモとトヨシ口の平均値
3) l~lH本 18 と北海61 号の平均ftll
1 wama ([998)を一係修正

トパーパンクを調査した時の160cmである。また，

イギリス各地でパレイショの根を調査したStalham

and Allen (2001)も最大深度として160cmを報

している。

なお，デービス校の臨場ではコムギやトウモロ

コシの根が250-300cmまで伸長することが報告

されている (Wolf巴ら1983)。私たちがパレイショ

を調査する時には大きなパックホーで深さ 3m程

まで掘ってもらったのだが，表題から深層までほ

ぼ均一な土壌(ローム土壌)が分布しているのに

、fこ。北海道大学の研究闘場では心土層の土壌

が深さ 10-20cmごとに色や種類が異なっており，

根と土壌水分吸収との関係を複雑にしている O

一方，作土層の直下に硬盤属が存在する園場で

は晩生品種でも硬盤題下に根が伸長できないこと

が報告されている (Loonら1985)。頭盤層に対す

る根の伸長能力には品種間差異が存在する (Kubo

ら2004)0 Kuboらの利揺したのと同じポット

(ロウとワセリンの人工硬盤層を設けたポット)

を用いてパレイショの根伸長能力を調査した試験

でも品種間差異が認められた (Gopalら2006)。

両試験で得られたコムギとパレイショの根の伸長

能力を比べると，パレイショの方が相対的に柔ら

かい土壌硬度でも根の伸長が阻害される，すなわ

ち硬盤麗への捜伸長能力が低かった。少数の品種

を用いた試験なので断定的なことはいえないが，

パレイショが他の作物に比べて根が浅いことには，

硬盤土壌層への提の伸長能力も関係している可能

性がある。

以上のように，パレイショでも長期間にわたっ

50-60 

。

12 

9 

50 

9-

G 。 。 。 13，17 85 。 。 。 。 1307 91 

。 。 。 1580 89 

3 。 1679 81 

8 2006 79 

て根が伸長する晩生品種では100cm程度の深さに

まで根が伸長すると考えて良い。しかし，土壌の

種類や気象条件によっては根の伸長深度が変化す

ることを考癒する必要がある。パレイショの養水

分吸収能力を研究する場合には，研究に着手した

初期の段階で，地上部の生育が平均的で均一な場

所数カ所をパックホ一等で深さ100cm程度まで掘

り，その開場での最大伸長深度を把擢することを

勧める。

(2) 

表 4で各土壌深さにおける根長をみると，いず

れの調査時期また品種でも，深さ1O-20cmで最も

多く，全体根長の半分以上を占めている。次いで

深さ o-10cmおよび深さ20-30cmで多く，深さ 0

30cmの作土障での根長が全体根長のほぼ 9害IJ以

上を占めている O 表 2に示したYamaguchiand 

Tanaka (990)の結果でも全体の根長の90%を

占める深さはパレイショでは35cmであり，水田

lこ栽培される水稲を除くと最も浅し、。コムギ， ト

ウモロコ、ン，テンサイでは50cmを超えており，

パレイショの根系が浅いことは，全根長に占める

作土}習の根長割合にも表れているといえる。

さらに，表4で生育期間中における全娘長の推

移を品種間で比較すると，早生品種では 8丹上旬

に最大になるのに対して，晩生品種ではそれ以降

も増加を継続し，生脊期間中における根長の最大

髄は早生品種に比べ晩生品種の方が大きい。また，

図lで早生品種の男爵イモと晩生品種の農林 1号

について，作土!霞の株中心部，株間部および蛙間

部ごとに根乾物重の推移を比較すると(Iwama
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1998) ，全根重はいずれの時期でも農林 1号の方

が男爵イモに比べて大きいが，生育初期では株中

心部と株閣部での差異が大きいのに対して， 7月

中旬以降では畦間部での差異が顕著となる。すな

わち，早晩性の異なる品種間での根量の差異は作

土層以下の深層部や，また作土居の畦間部で大き

く，晩生品種は水平，垂誼の両方向に大きな根系

を形成するといえる。

図 1

75cm 
隊総(cm)

7月 8月 7月 8月 9月

努爵イモ 長塁本本 l号

作土j警の株中心(A，O)，株間(8，口)および
絞問(C，ム)における根乾物璽の生育に伴う
推移

1 wama (1998)を一部修正

ここで根最が養水分吸収に及ぼす影響について，

少しふれておく o Campbellら (976) はポット

に栽培したパレイショの葉での蒸散速度と根長密

度(土壌容積当たりの根長)との関係を種々の土

壌水分条件下で調査し，葉での蒸散速度が低下を

開始する持の土壌水分圧を限界土壌水分配として

した。この限界土壌水分圧は損長密度と密接

に関係しており，根長密度が0.25cm/cm3では限

界土壌水分圧が 80 kPaであるが，根長密度が

0.1 cm/cm3に低下すると隈界土壌水分圧が 50 

第 4号 (2011年10月)

10 

kPa (より、湿った状態)に上昇することを明らか

にした。 80kPaの土壌水分圧は通常尼いられ

ている水分圧計(ポーラスカップを府いた pF測

定計)の測定限界値である。また， -50 kPaの

土壌水分圧は，アメリカで行われているパレイショ

の濯概栽培で謹翫を開始する指標として利用され

ている。表 4の数値から根長密度を推定するため

には，各数値を30000cm3で除せば良い。たとえ

ば 7丹上旬の早生品種での根長密度 (cm/cm3
)

は深さ1O-20cmで2.76(829 x 100 cm/30000cmり，

深さ30-40cmで0.16である。また，最も根長が大

きい 8月下旬の晩生品種においても，深さ50-60

cmの根長密度が0.17cm/cm3である。前述した

摂長密度と限界土壌水分圧との関係から，7月

旬の早生品穣では深d30cm以下では，また 8月

下旬の晩生品種では深さ50cm以下で、は根長密度

が不足しており，土壌がやや乾燥しただけでも水

分吸収が抑制されると考えられる。なお，根長密

震が0.25cm/cm3以上の場合に限界土壌水分圧が

どの程震まで低下するか(どの程度の乾燥条件下

まで水分吸収を行えるか)については論文にとり

まとめ中なので (Deguchiら2011，古川ら2010)，

次号以降で説明する O

3.根の成長と地上部および塊茎成長との関係

このような根量における品種賠差異は地上部や

塊茎の成長とどのような関係にあるだろうか?極

平生品種のプリエクルスキーランニー(ロシアか

らの導入品種)，早生品種の男爵イモおよび晩生

品種のシレトコと農林 1号の 4品種を土壌条件の

異なる札暁と島松で栽埼し，根乾物重(作土層)

と葉面積指数(栽培面積当たりの葉面積，単位は

無名数)の生育に伴う推移との関係を閣 2に示し

た。生育期開中。における根乾物重および葉面積指

数の最大値はいずれの品撞でも島松に比べて札幌

の方が大きく，またいずれの地域でも早生品穣に

比べて晩生品種の方が大きかった。また，根乾物

よび葉面穣指数が最大となる時期はいずれの

品種でも島松に比べて札棋の方が遅く，またいず

れの地域でも早生品種に比べて晩生品種の方が遅
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かった。このため，最大殿および最大値のいずれ

でも，根乾物重と葉面積指数の間には直線的な相

関関係が認められた(図 3)。なお，図 2および

図 3において，品種開および地域聞の差異は根乾

物震の方が葉面積指数よりもより生育の早い時期

に明らかになる傾向がある O 例えば，第 l花爵開

花始め頃の萌芽後30日目で根乾物重では地域間お

よび品種賠の差異が明時に認められるのに対して，

葉面穣指数ではそれ以降に地域間および品種間の

差異が明権になる。また，根乾物重の最大期は葉

面積指数の最大期に比べて約10日早かった。さら

に，根乾物重の最大値は生育期賠(萌芽から

黄変期までの期間〕と高い正の相関関係を示す

(関心。また，図 2から計算される生育期間中に

おける根乾物重の積算髄(生育期間全体での根量

を示す指標)と収穫期の塊茎生収量との簡にも

い正の棺関関係が認められた(図 4)。すなわち，

摂量が大きい地域あるいは品種では生育期聞が長

予7プ"1)リμエク灼jレはスキ一ラpンニ一 5男号爵イモ シレトコ i農箆林1主号
pわn日eku叫l1s汰ki酌1ト Da叩nsha比k叫u山imo 飢hire閃eぱωtωok初E叩 N町on同汎N空Jl 

主
:冶詰l服0ωE ぷぷCι い ~ 0 ¥ 
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くなり，この結果として塊茎収量が増加するとい

える。

根成長と地上部および塊茎成長との密接な相関

関係は，前報で述べた早晩性の巽なる 10品種で根

乾物霊を調査した試験(岩間ら 1979) でも同様に

認められた。園 5は形質問の棺関関係を概略図と

して示している。第 l花爵開花始期で認められた

根乾物重の品種間差異は，地上部最大期における

根，葉および茎の乾物震の品種間差奥といずれも

正の栢関関係を示した。地上部最大期の葉および

茎乾物重は，収穫期の塊茎生収量といずれも高い

正の相関関係を示したので，第 l花房開花始期の

根乾物重と塊茎生収量との間でも高い正の相関関

係が認められた。すなわち，茎や葉に比べて生育

のより早い時期に明らかになる根量の品穣龍差異
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をきHllら(1979)をー滋修正



最後に，前述した早晩性の巽なる10品種を用い

た試験(岩田ら1979)で，第 1花開開花始期での

根乾物震の品種揺差異がどのような要国に影響さ

れたかを考える。萌芽後約 l週賠目の 4葉期から

萌芽後約 lヶ月居の第 1花爵開花始期までの期間

における根乾物重増加速度は，根への乾物分配率

(全体の乾物重増加量に対する根乾物重増加量の

割合)とほぼ誼線的な正の相関関係を示し，塊茎

への乾物分配率とは負の相関関係を示した(図7)。

根乾物重増加速度と全乾物重増加速度との

間 (r= 0.647， p<0.05， n=lO)，および

の乾物分配率と塊茎への乾物分配率との間 (μr‘z 

一0.83詑2，p<O.Ol， n=lO)にはいずれも有意な

負の棺関関係が認められた。すなわち，第 1花房

開花始期で認められた根乾物重の品種間差異は根

への河化産物の分配割合によって影響されたと考

えられる。この試験は研究を開始した初年目に行っ

たが(岩間ら1979)，それから30年以上経過した

現在に行っている試験(オランダ・ワーゲニンゲ

ン大学から導入した遺伝的な物理地図が存在する

交配分離集団を用いた試験)でも類似した関係が

6 4 
地上郊最大1mの年乾物設(百/株)

3芝喜E分震霊祭包における地上部章受大殿の根乾物愛
と収種類の塊茎生収翠との関係

押 :pく0.001(nロ 268)
シンボノレは生育期間 (ii}j'l;}'後三室薬務変期までの日数)で分類;

ム:68-80.口:81-90， 0 ・91-100，.: 101-110， 
警護:111-120， ふ:121-145 
Iwamaら(1981)を一都修正
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はその後の葉および茎の成長と密接に関係し，最

終的な塊茎収量にも影響を及ぼしていると考えら

れた。

栽培されている品種は選抜の過程でパレイショ

が持っている遺伝的な変異の一部のみが残されて

いる。このため，品積賠の比較のみではパレイショ

が本来持っている遺伝的および、生理的な関係につ

いて嬬った判断をしてしまう。そこで，選抜を加

えていない交配分離集団268系統(6組み合わせ

の交記に由来)で根の成長が最大になる地上部最

大賠に調査した作土層の根乾物重と地上部黄変後

の収穫期での塊茎生収量との関係を図 8に示した

(Iwamaら1981)0 f<奇形質問には高い正の相関関

係が認められた。この調査は各系統 l侶体で行い，

反復を設けていないので，各系統の値にはたまた

ま系統が栽培されていた場所の土壌条件の影響や

調査中の誤差も含まれている。このため，生育期

閣を基準にしてs階級(極早生系統~極晩生系統〉

に区分して，各階級内の平均値について相関関係

を解析したところ，根乾物震と塊茎収量との聞に

い正の相関関係 (rニ 0.95，p<0.01， n= 6) 

が示された。さらに根乾物重と生育期間との関係

(r=0.99， p<O.OOl， n= 6)，および塊茎収量と

生育期間との関係(1'=0.97，p<O.Ol， n= 6)で

も高い相関係数を示した。したがって，パレイショ

では根量と生脊期間および塊茎収量との間に遊怯

的および生理的に極めて緊密な関誌が存在してお

り，根量の選抜を考える場合には，早晩性との関

係を考慮する必要があり，また根量を増加させて

も収量に負の影響が及ぶことはないと考えられる。

なお，函 6では生脊期間が関じ系統聞でも根乾

物重あるいは塊茎収量にある程度の変異が認めら

れる。前述したように本調査では反復を設けてな

いので，この変異には環境的な変異も含まれてお

り，系統閣の差異に関する統計的な検定を行うこ

とができなかった。しかし，次号で述べるように，

交配組み合わせ関には統計的に有意な差異が認め

られ，根量は遺伝的に制御されていると結論でき

霊塁iと

fこ。
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認められ，染色体 5番の基部近くにこれら形質を

制御する遺伝部位が存在することが明らかになっ

た(Iwasaら2011)。第 1花爵開花始期における

塊茎乾物重は塊茎の早期肥大性を示している O

揺肥大性は農家栽培において市場価格が高い時取

に出荷したり，疫病による被害を受ける前に収穫

する(特に有機栽培)ために重要であり，品種育

成において重視される選抜指標の一つである。こ

のため，根量の育種を行うためには早期肥大性と

のバランスを考えることが重要であり，環境条件

によっていずれの形震を優先するかという育積戦

略を立てなければならなし、。担量の遺伝的な制御

と育種方法については次号で詳細に説明する。

0.10; 

r=0.867帥

1'=0.964旗本来
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関7 !手続性の異なる品種簡における根乾物撃の差異

と根および塊茎への乾物分配率との関係
乾物辺地IJ[];主!変と乾物分自己ネ:uJj芽後 1;慰問庭(43喜怒J)から第 1
花房ß~1'E始めまでの期間で算出

p>O.OOL 料 .pくO.01(n口 10)，岩間ら(1979)から作成
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