
18 N29N2MG 0001 030919

ソバ属（Fagopyrum）の種間交配における

花粉管伸長

南 峰夫・五味正輝 ・氏原暉男
信州大学農学部 生物資源開発学講座

Pollen Tube Growth in the Interspecific Crosses in

 

Mineo MINAMI,Masateru GOMI and Akio U JIHARA
 

Laboratory of Plant Breeding,Faculty of Agriculture,
Shinshu University

 

Summary
 

To obtain the information about the interspecific crossability among Fagopyrum
 

species,cross pollination among common buckwheat(F. esculentum : F. e)and three
 

wild species(F. cymosum : F. c, F. urophyllum : F. u, F. leptopodum : F. l)was carried
 

out and pollen tube growth two hours after pollination was observed under microscope.

The results obtained are summarized as follows;

⑴ Pollen germination and pollen tube penetration into the pistils were observed in
 

all interspecific cross combinations as well as intraspecific crosses.

⑵ Pollen tube growth was less in the interspecific crosses than in the intraspecific
 

crosses.Part of pollen tubes showed hypertrophy at the tip and stopped their growth
 

in the interspecific crosses.

⑶ Pollen tube length per style length ratio indicated that crossability of F. e with
 

wild species is highest in the cross with F. c followed by the cross with F. u and that
 

F. e should be used as female parent.The cross between F. e and F. l is thought to be
 

difficult.

(Jour.Fac.Agric.Shinshu Univ.29:129-135,1992)
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緒 論

ソバ属（Fagopyrum）には世界で広く栽培されている普通ソバ（F. esculentum）と一部

地域で栽培されているダッタンソバ（F. tataricum）の他に，いくつかの野生種があること
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が知られている 。これらの野生種はソバ栽培種の変異拡大の素材として有用と考えられ

る 。野生の宿根ソバ（F. cymosum）についてはすでに普通ソバとの種間雑種 ならびにダ

ッタンソバとの種間雑種 が報告されている。しかし，それ以外の野生種については栽培種

との種間交雑の試みはなされていない。

近年の胚（胚珠）培養技術の進展により，雑種胚を獲得できれば，雑種個体まで育成でき

る例が増えており，Ujihara et  al.の得た種間雑種も胚珠培養によるものである。したがっ

て，ソバ属の野生種を有効に利用するためには，栽培種との交雑親和性を明らかにしておく

ことが重要である。

このような観点から，本研究では日本で栽培されている普通ソバと中国産野生種３種の種

間交配を行い，花粉管の伸長を観察して，交雑親和性を明らかにすることを目的とした。

材料および方法

1. 実験材料

実験材料として下記の Fagopyrum 属４種を用いた。いずれも２ｎ＝16で二型の異型花柱

性を有する二倍体種である。

F. esculentum 普通ソバ 北海道産（ボタンソバ） 一年性

F. cymosum 宿根ソバ 中国四川省産 多年性

F. urophyllum 中国四川省産 多年性

F. leptopodum 中国四川省産 一年性

以下，それぞれを F. e, F. c, F. u, F. l と略す。

これら４種の種子を本学部実験圃場において素焼き鉢に播種し，育成した。なお，F. c

と F. u は開花までに長期間を要したので，前年に育成した２年生の植物体も使用した。

2. 交配方法

開花後に長花柱花個体と短花柱花個体に識別して，室内に持ち込み，表２に示した15組合

せの交配を行った。交配操作のしやすさを考慮して，母本にはすべて長花柱花個体を，父本

には短花柱花個体を用いた。人工交配を８月30日から10月26日まで，午前７時から８時30分

の間に行った。前日までに開花した小花を摘花し，雌雄ともに当日開花した小花を用いて，

表１．ソバ属４種の花柱長と花粉直径（平均値±s.d.）

花柱長(㎜) 花 粉 直 径 (㎜)
種 名

長 花 柱 花 長 花 柱 花 短 花 柱 花

F. esculentum 1.71±0.23 0.0378±0.0026 0.0486±0.0027

F. cymosum 2.27±0.22 0.0376±0.0024 0.0505±0.0032

F. urophyllum 1.46±0.19 0.0291±0.0016 0.0329±0.0015

F. leptopodum 0.95±0.09 0.0243±0.0029 0.0271±0.0013
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ピンセットで開葯した父本の雄ずいを採取し，母本の柱頭になすりつけて受粉させた。

3. 標本作製と観察

交配２時間後に小花を採取し，ファーマー液で固定後，70％エタノールで洗浄した。雌ず

いを取り出し，スライドグラス上に置き，0.25％のコットンブルー液で染色した。

光学顕微鏡下で観察を行ない，マイクロメーターを用いて，各標本において最も伸長した

花粉管の長さを測定した。また，別に採取した小花を用いて，４種の花柱長（柱頭から子房

に接する花柱基部までの長さ）と花粉直径を測定した。

結 果

1. 花柱長および花粉直径

表１に示したように，４種の長花柱花の花柱の長さは F. c＞F. e＞F. u＞F. l で，種間差

が認められた。同様に，花粉直径についても，種間差が認められ，花柱の長いものほど花粉

も大きい傾向を示した。同種内の長花柱花花粉と短花柱花花粉を比 すると，いずれも短花

柱花花粉が大きく，F. e において報告されている短花柱花花粉＞長花柱花花粉の関係が，

F. c, F. u および F. l についても認められた。

本研究の人工交配においては，異型花型自家不和合性を利用して，母本の除雄を行わなか

ったが，室内において交配操作を行ったため，自家受粉はほとんどなかった。また自家花粉

表２．ソバ属の種間交配における花粉管の伸長

花 粉 管 伸 長 位 置 (％) 花 粉 管 長 (㎜)
交配組合せ 観察数

不発芽 柱頭内 花柱内 子 房 平均±s.d.(最大-最小)

F. e×F. e

×F. c

×F. u

×F. l

26

52

39

96

0

0

0

10.5

0

0

7.7

25.3

3.8

82.7

92.3

64.2

96.2

17.3

0

0

2.38±0.31(3.00-1.63)

1.70±0.38(2.25-0.58)

1.25±0.55(2.00-0.04)

0.53±0.39(1.17-0 )

F. c×F. e

×F. c

×F. u

×F. l

45

33

10

25

0

0

0

0

0

0

40.0

32.0

97.8

6.1

60.0

68.0

2.2

93.9

0

0

1.97±0.58(3.00-0.41)

3.53±0.31(4.00-2.75)

0.14±0.10(0.37-0.01)

0.45±0.46(1.93-0.04)

F. u×F. e

×F. c

×F. u

×F. l

62

41

39

26

0

0

0

0

48.4

0

0

0

51.6

100

5.1

80.8

0

0

94.9

19.2

0.19±0.06(0.39-0.10)

0.86±0.55(1.88-0.21)

2.09±0.29(2.55-1.50)

1.53±0.16(1.98-1.25)

F. l×F. e

×F. c

×F.l

24

34

25

8.3

0

0

79.2

47.0

0

12.5

53.0

0

0

0

100

0.07±0.05(0.18-0 )

0.14±0.06(0.26-0.02)

1.30±0.20(1.63-0.91)

交配組合せは全て長花柱花×短花柱花。F. e, F. c, F. u, F. l はそれぞれ F.

esculentum, F. cymosum, F. urophyllum および F. leptopodum を示す。
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（長花柱花花粉）がついた場合にも，花粉の大きさにより父本の交配花粉（短花柱花花粉）

と容易に識別でき（表１)，調査に支障はなかった。

2. 花粉発芽と花粉管伸長

すべての交配組合せで花粉の発芽と花粉管の雌ずい内への伸長が認められた。F. e と F. l

の正逆交配において，約10％の雌ずいで花粉の発芽がみられなかったが，その他の種間交配

組合せにおいては，すべての雌ずいで花粉の発芽が観察され，種内交配と差がなかった（表

２)。

しかし，花粉管の伸長には種内交配と種間交配で明らかな差が認められた。４種の種内交

配では，90％以上の雌ずいで子房内への花粉管の伸長がみられたのに対し，種間交配では，

大部分の花粉管は柱頭内か花柱内にあり，花粉管先端部が肥大し，伸長を停止したものも観

察された（図１Ｂ)。

種間交配で花粉管の子房内への伸長がみられたのは，F. e と F. c の組合せ（図１Ａ）お

よび F. u と F. l の組合せだけで，花粉管の伸長に交配組合せによる差が認められた。

3. 花粉管長

上記の結果を反映して，４種とも種内交配の花粉管長が種間交配のそれよりも大きかった。

種内交配における花粉管長は花柱長の大きい種ほど大きく，正常に花粉管が伸長したことを

示していた（表２)。

F. e を母本とした種間交配についてみると，花粉管長は F. c＞F. u＞F. l の順になり，

交配組合せによる差が見られた。また花粉管長平均値の小さい組合せほど，標準偏差の平均

値に対する相対値，すなわち変動係数が大きく，花粉管の伸長が不安定であった（表２)。

次に F. e を父本とした逆交配組合せについてみると，花粉管長は正交配の場合と同様の

図１．ソバ属の種間交配における花粉管の伸長

Ａ： F. esculentum×F. cymosum,花粉管が子房内ま

で伸長している（矢印)。スケールは0.5mm。

Ｂ： F. esculentum×F. urophyllum,花粉管先端部が

肥大している（矢印)。スケールは0.02mm。
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順になり，交配方向にかかわらず，F. e は F. c との組合せにおいて，大きな花粉管伸長を

示した。しかし，花粉管長には正逆交配による差が認められ，F. u との組合せでは，F. e

を母本とした時には比 的よく伸長したが，逆交配では伸長が悪かった。

野生種３種間の交配においても，交配組合せにより花粉管長の差が認められ，F. u×F. l

が最もよく，F. c と F. u あるいは F. l との組合せが劣っていた。

考 察

以上の結果（表２）を総合すると，正逆交配の差を考慮に入れても，種間交配における花

粉管伸長は，F. e と F. c の組合せおよび F. u と F. l の組合せで大きく，両グループ間の

交配で小さいと言えるであろう。

しかし，種間交配において重要なのは，花粉管長の絶対値の大きさよりも，花柱長に対す

る相対比率である。この比率が大きいほど，花粉管が胚のうに到達し，受精する可能性が高

くなると考えられる。たとえば，種内交配では，４種とも140％以上の比率を示した。また，

F. l 花粉の花粉管長は F. l×F. l よりも F. u×F. l において大きかったが，花柱長に対す

る比率は逆に小さく（図２)，子房内への花粉管伸長率は F. l×F. l の100％に対し，F. u×

F. l では約20％であった（表２)。

そこで図２に示した花粉管長／花柱長比率を指標に交雑親和性を考察した。普通ソバ（F.

e）に注目してみると，正逆交配ともに F. c＞F. u＞F. l となり，いずれの組合せも F. e を

母本とした方が高い比率を示した。したがって，普通ソバとの交雑親和性は，F. c でかな

り高く，F. u がそれに次ぎ，F. l は低いと推察される。また，交配に際しては，普通ソバ

を母本に用いるのが良いと考えられる。

F. c については，すでに胚珠培養法を用いて F. e×F. c の種間雑種が得られており ，本

図２．ソバ属の種間交配における花粉管長／花柱長比率

F. e, F. c, F. u, F. l はそれぞれ F. esculentum, F.

cymosum, F. urophyllum, F. leptopodum を示す。
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実験においても交配後の子房の肥大が確認されたことから，この結論は妥当なものであろう。

F. u と F. l については交雑の可能性は低いものの，花柱内への花粉管の伸長が認められた

ことから，花柱切断受粉法 や試験管内受精 を試みることにより，雑種胚を獲得できるか

もしれない。

他方，野生種どうしであるが，F. u×F. l において花粉管長／花柱長比率が105％となり，

子房内への花粉管伸長が認められたことから，両種間の交雑可能性が高いと推測された。F.

u は F. e との交雑の可能性も比 的あると推測される（図２）ので，F. e との直接の交雑

が困難な F. l の形質を F. e に導入するための橋渡し植物としての利用が考えられる。

なお，本研究の交配はすべて長花柱花×短花柱花，いわゆる適法受粉を行ったが，ソバ属

と同じ異型花型自家不和合性を持つアマ（Linum）が，種間交配においても同型のものの

間で不和合性を示すことが報告されている 。ソバ属の種間交配においても不適法受粉によ

る不和合性が発現するか否かは，交雑育種上だけでなく，生殖生理学の観点からも興味のあ

る問題であり，今後の課題である。

摘 要

普通ソバ（Fagopyrum esculentum : 以下 F. e）と野生種３種（F. cymosum, F. urophyl-

lum, F. leptopodum : 以下それぞれ F. c, F. u, F. l）間の交雑親和性を明らかにするため

に，４種間の交配を行い，花粉の発芽と花粉管伸長を調査した。得られた結果は以下の通り

である。

⑴ F. e と F. l の組合せで，花粉が発芽しない場合がみられたが，その他の種間交配組合

せでは種間交配と同様に，すべての雌ずいで花粉の発芽と花粉管の花柱内への伸長が認め

られた。

⑵ 種間交配では花粉管先端部が肥大して伸長を停止しているものが認められ，花粉管の伸

長は種内交配より明らかに劣った。種内交配では大部分の雌ずいにおいて花粉管の子房内

への伸長が見られたのに対し，種間交配では，F. e と F. c の正逆交配と F. u×F. l だけ

で観察された。

⑶ 花粉管長／花柱長比率から，F. e との交雑親和性は F. c＞F. u＞F. l の順であり，F. e

を母本にした方が良いと考えられた。

キーワード：花粉管伸長，種間交配，ソバ属．
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