
  
  地上胚軸長の違いが'天王寺'カブの肥大生長に及ぼす影響

  誌名 近畿中国四国農業研究 = Kinki Chugoku Shikoku agricultural research
ISSN 13476238
著者名 山崎,基嘉
発行元 近畿中国四国農業研究協議会
巻/号 19号
掲載ページ p. 31-35
発行年月 2011年9月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



ilj: t~q ll'も11ι1 1][山iiJ I 19目 31-35(2011) 

[原著]

地上座軸長の違いが‘天王寺'カブの肥大生長に及ぼす影響

LLi 111奇 ti!~ ~fi

大|副作品:心ltE林*I}(総合{i)1究IYi 583 -0862 ;J;j'1'.I[!f' di尺)主:442

Effects of Aerial Hypocotyl Length above Ground on Thickening Growth 
in Turnip (BrassIca campestrIs L. cv. Tennoji) 

Motoyoshi Y AMASAKI 

R巴S巴archInstitllt巴 ofEnvironment. Agricllltllr巴日ndFisheries. Osaka Prefectural Government. 

I-Iabikino. Osaka 583 -0862 

-天王寺'カブは， rなにわの伝統野菜Jに認証され

ている17，¥:，'， 1:'1のうちの 1つである. 2009年度ーより大阪

府では，生産ず?に対して‘天王寺・カブの郁子を手TUiiで

供給する卒業を災施している. しかし，収穫同にヨ二育が

揃いにくく， I-j"l には可食 ;'~:r)が肥大しなし、株も 存不Eするこ

とがH-I]{ffiとなっている.

ヲミ]二寺・カブは，干1:来磁のため遺伝的なばらつきに

より肥大しにくい種子 も含まれていることがー|玉|として

考えられるが， ・天正当2・カブの安定生産のためには，

カブの肥大を左右する栽暗管理 l二の型住lを明らかにして

おくことが重要である.

大阪における・天王寺.カブのJ首都方法は，条掛かば

ら掃きが多い.労力がかかることから， 土産者は111]引き

しないことが多いため，幼植物JlJJの!Jかlilllの従長がよく見

られる.

徒長させた町、取IIについて，鈴木ら け はハツカダイコ

ンi'i'fで、定植実験を行い，地上部の!Jf取11長の追いにより肥

大の形状が変化することを示した. しかし，ハツカダイ

コンの可食部は!JHliIおよび、収の肥大 した部分であるのに

対し，カブは主に佐ililiIの肥大した部分であり，肥大筒所

がハツカダイコンとは異なるカブについては報告 されて

いない. ーブム ・天王寺'カブは， 大阪では「天王寺浮

き燕(かぶら)JとH乎ばれている け ように，可食音11が地

上に浮くように生育する特性を持ち種子の橋種深度

を変えて栽I古しでも，可食音11は正常に生育する ，1)こと

から，可食部の正常肥大に関係があるのは!JnillIの地上に

出た部分のみで，地下の!Jfililll部分は肥大には直接関係な

い筒所であることが推定される.

ふ!と成23ilミ6月20卜i受領， 平成231[三8月25!:]受坦!

そこで，本研究では，地上部の!Jfllilllに着 目し，地上!H:

11illl長が白天王寺'カブの可食!tflの肥大に及ぼす影響をlij]

らかした.

1 材料および方法

試験 l 地|二!J山liJlI:liミが可ー食 hl\全体の!J~大形;1犬に与える

大阪府所有系統で、ある切れ葉の白天王寺-カブ稲子約

] g (約400粒)を， 2009i[o 1月231:::1に，パーミキュラ

イトを満たした直径15c1I1のどニルポットには、ら掃きし

た.指干J(後直ちに光透過率 0%の黒色ビ、ニル袋で遮光し，

16
0

Cの恒jiii室内で管理し， JJj;1IiII1111
'
長処理を行った. 1 

月30日にピニル袋を取り|徐き，光量約75μmolPPFDの

1211寺間円長， 16'C条件下で育j'i'iを継続した. 2月6日

に， !JHJiI長が 6C1I1以仁の幼植物を選んで，第 l図のよう
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第 ll~l 試験 1における幼純物の定柏の方法
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iF'，市)J巴大株

第 2医| 可食古rsにおける訓査名称の定義

に，地上)Jf4i111長がocm， 2 cm， 4 cm， 6 cmになるように，

l直径15cmのピニルポットに 4株ずーっ，各区 4ポットず

つ定植した.定地直後に，ロング肥料 100日タイプを約

2 g /ポット施肥した.地上)Jfil!111が長い幼植物に対して

は， )JHilIIが折れるのを防くために適宜針金で支持ーした.

定相直後のしおれや枯死を|功ぐため， ピ、ニルホ。ットを透

明のビニール袋に入れて一週IMJIj'i:だj!した後，透明ビニー

ル袋を除去した，その後 脊Wi時と同様の光・温度条件

で栽培した. 5 1'J 1 [1に， ・天:[.o，JJ'・カプ本来の問、1'-な

j例Kを評価するために，第 21支|に示したように，縦径と

横告を計iJllJした.

試験 2 徒長)Jf!lilllの地中への埋設処理による地而レベ

ルがIjJ;ililllの肥大筒所に及ぼす影響

f，jU鉄1で検討 しなかった肥大館所と地而の位置関係を

I則自在に示すことを目的として，試験 2を笑施した.試験

1で育所した幼植物の一部を試験 2に利用した. !Jf、!I!III:長

が 6cm 以上ある幼植物を， 2009年 2月 9日.直径15cm

のビ‘ニルポットに 1 株ずつ子葉を地上部に残して IJf~illi を

完全に地中に埋設する全埋設区， )J不利lの半分を地中に埋

設する と['".主11設 r~: ， !J主;lilIIを完全に地ょに出して恨のみを地

1-j:1に埋設する全地上区の 3処理区を設けて各区 4株/ポ

ット x4 ポット，計16fq~ずつ定植した.定植後の管理

は試験 1と同様の方法・条件とした.定植から40日後

の 3月31日に，可食部の肥大状況を観祭した.

試験 3 光が地上日本車11の肥大形状に及ぼす影響

2009年 8月25日に矯積し，試験 1と同様の方法で育

苗した匹il!111長 5cm以ヒの幼楠止めを試験 3にHい、た.第 3

図に示すように 9月8日に，地上!JH山長が 5cmとなる

ように定植し， !lnlilllに直接光が当たらないようにアルミ

ホイルで地上l距車111の問|羽を覆った光遮|折|実と，アルミホ

イルを被覆しない!!¥[，処理区を設定した.その後の管理を

Pい

わレミホイJLi二回11

第 3図 試験 3における幼他物の定値の方辻、

20
0

Cに設定の装置内で行い，その他の条件は試験 1と

問機とした.定植から50円目の10月28日に可食日1¥の肥

大状況を観察した.

2 結 果

試験 1 地上)Jf判長が可食古11全体の肥大~I~状に与える

.hf~~!g~ 

池上)J壬車111の長さは，可食?i1SM，可食部長，桜'if平に影響

を及ぼさなかった(第 4IJgI). しかし，最大肥大部の縦

径は， 地上Jjflliillが長いほど長くなった.最大肥大部の縦

径/横径 x100 (%)として算出した最大肥大部の縦/櫛

比は，地上JH~il!lll:Jj是が長いほど大きく，縦長の形状となっ

た.

試験 2 徒i~ !JHillの地中への在日設処理による地而レベ

ルがIJf車111の肥大箇所に及ぼす影響

可食音11の)肥大状況は第 51玄|のようになった.

全既設区では， )Jf刺lの一番上音1$，葉の付け根がカブの

形状を保ち正常に肥大した.地11:1に埋設された地中佐if!山

部分もいくぶん肥大し不定根が地中!J引'111の下部に発生

した. 二|土埋設区では，地上に露出した!Jfnilh部分(地上限

刺1)が棒状に肥大した.地中古1¥分もある程度肥大したが，

そこに不定紋が多く発生した.全地上区では，地上!H~flll

全体が太く肥大し，不定校がJWllilhの下部のみに発生した.

この試験は各区 4反復して行い，他の株にも問J隊の傾向

が見られた.

試験 3 光が地上!伍;I!IIIの肥大形状に及ぼす影響

無処理区の ~I:.育は，地上JH; ，lilII部位がそのまま太く様状

に肥大した(第 6同A) のに対して，光;ltl折区では，ア

ルミホイルで覆ったJH~ililhのうち，光が当たる本来直下の
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地I::.Jlf~iltl長の違いが可食部の肥大に及ぼす影響

討:)全ての試験区について処理[!区につき 16株全株を調査した.

縦/横比は，最大肥大古[i縦筏/tili径 x100として算出した.

図巾の同一アルファベット聞には.Tukeyの多量比較法により有意差のない(有意水準 5%)ことを示す.

第 4図

地上部)jf軸長の違いが可食部の肥大に及ぼす影響

注)点線部分がピニルポットの地面の位置を示す.

いずれも2009年 3H31日に搬影 した.

第 5図
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第5国 光遮!]Jrが地よ部F匹i)vbの肥大箇所に及l:fす影響

A 無処理区の生育

B 光遮断区の生育

地上)If軌を光遮断するためアルミフオイルで、覆っている状況

C Bの処理をアルミフオイルをはずして肥大箇所を見やすくしたところ

A~C いずれも2009年10月28日に撮影した.

みが肥大した(第 6図B，C). 

3 考 要~
:;J"<:: 

本研究において，試験 1， 2の結果から，地上匪軸が

短い程， ・天王寺'カフ。本来の可食部肥大が見られ，こ

れが長い場合は異常肥大することが確認された(第 4図

および第 5図参照). 

また，試験 3の結果から， ‘天王寺'カブの匹軸の肥

大には光が必要であり.地中日E軸部分が肥大しなかった

試験2の結果と考え合わせると，土が光を遮ることによ

り，地中佐軸部分は肥大で急ないと考えられた.

鈴木ら け はハツカダイコンによる実験から，その地

上目玉軸が 6cm以上の場合，匹軸上の肥大位置が子葉の直

下と地際部の 2カ所になったことを報告している. 一方

で本試験の結果では，日壬車由を地上に長く露出させると，

地際部に限定されずに子葉の直下から地際部まで長細く

肥大が進行した.このような肥大形態になったのは，徒

長距軸では受光部分が長いためと考えられる.しかし，

ハツカダイコンのように肥大位置が2カ所に明確に現れ

た例はなく，棒状の形状を呈した.岩崎ら け は7'Jプ

は目玉軸の中心部分の肥大が先に進み，その後に上下部分

の肥大が続いて起こるのに対し，ハツカダイコンは根部

が肥大したのち脹軸の肥大が進むとし，カブとハツカダ

イコンの肥大機構が基本的に異なると報告している.

ヲミ王寺' カブにおいて，地上目玉軸が長くても，肥大位

置が分割されなかったのは，このようなハツカダイコン

と異なった肥大機構，すなわち根部に肥大箇所が存在し

ない結果であろうと推察される.

一方，不定根は地下距軸に発生した.本研究では不定

根の発生条件を検討していないが，アルミホイルにより

地上佐申請への光を遮る実験(試験 3)の結果より，光線

を遮った箇所に不定根の発生を確認できなかった.この

ことから，少なくとも光線の有無のみが不定根の発生条

件ではないと忠われた.

既述のように，‘天王寺'カブは可食音1¥が地上に浮く

ように肥大する特性を持つが，この現象は，距軸肥大が

日光の当たる部分にほぼ限定されるためだと考えられ

た.

山崎ら 4)は‘天王寺'カブの種子を播種深度 O~6

cmの聞で変えて栽培しでも，可食部は正常に肥大すると

報告している.適切な播種密度で栽培管理されている場

合には，播種深度が異なっても，地上に表出した匹軸が

極端に徒長することは少ないため， 属平な形態の可食部

が形成されると考えられた.

‘天王寺子'オブゃ幼植物の地土佐軸長が長く徒長する要

因として，大量播種による密植状態や寒冷紗のべたがけ

による光線不足の状態が考えられる.播種後の地上肱ilial

を徒長させないためには，大量播種時の出芽後は遅滞な

く間引きを行うとともに，寒冷紗などによるべたがけを
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外すタイミングを逸しないことが取袋である.これによ

り可食品iの縦方向への ~jl~ ';i~' J1日大を jJ/l制し ll[W[ の安定~'"

ililにつながるものとィ号えられる.

4 摘 要

「なにわの伝統野菜jに認証されている ヲミニ王寺.カ

ブについて，地 1:に銭出したj任期11の長さ(地仁川、中111..tミ)

が肥大部の形状と肥大位置に及ぼす l;{~~Jt~Æ を刑査した.

1. 地卜.!JHilll長は，可食;';:1立u¥可食;"il¥長，可食却の償

1:t.に影響を及ぼさなか っ たが，地 l二 IH~ ! I;III 長が長いほど，

!J~大 ?ilíの縦径が長くなった.

2. 肥大部位は地卜JJHilliのみで、あり，地|ごii!$分は肥大

しなかった.

3. 地」二111;;I;llli¥:1¥1立をアルミホイルで躍しづ巴を jM!:li、Jrした

場合，地上1j1;!JiIIIのうち，光が当たる本葉l白|ごのみが肥大

した.

以上ーから，地 i二に主主H.J[する IH;'lilliのやt長lム ・天王寺.

カブの見常な縦長の肥大をもたらすと考えられた.
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