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園芸作物体のビタ ミンB１に関ず る研究

第2報 倍数性による大根のビタ ミンB1含 有量の変異,特 に異器官に

於ける変異率について

飯 島 隆 志

(信州大学講師 農学部)

亙 緒 言

本実験は,大 根のビタ ミンB1含有量 は倍数性により如何に変化するか,特 にその変異

牽 は同一植物体内に於ては各器官共同牽を示す ものであるか否かの点を明かにする目的

をもって行つた ものであるo

本実験施行にあた り御指導御鞭撞 を戴V・た京大農学部園芸学教室の諸先生方に深甚な

る謝意 を表する。

璽 実験 材料 及 方法

.冤二.ド材 料 ・,、

信州大学農学部附属農揚で出来得る限 り同一條件にて栽培 した,美 濃畢生及び宮重大

根の二倍体(2n=18),と,コ ルヒチγ処理による人為四倍体(2簸 篇36)と を供 し,実 験

に供するに当つて予め西山法α6)により倍数性の確認を行つた。 又材料の選定には各々

生長申庸の揃つた ものを選んだ。

2.方 法

ビタ ミン職の分析法はパームチツ 唇・使用チ言クローム法の螢光分析(西 尾,藤 原,

喜 多村,ユ946)(20)に 從い総 ビタミン島 を定量 した。

分析箇所は地上部は葉身先端,地 下部は貯蔵根の中央部を採つた。又各品種の各倍数

体共各 々に10個体宛供試 した。

同化量の測定は夢一フ ・パンチ法により,又 水分含有量は常法に従って定量 した。

羅 実験 結果 及 考察

大根葉部及び根部のビタミン島含有量の比較成績は第一表の如 くであった。帥ち美濃

早生,宮 重両晶種共,四 倍体のビタミン島総含有量は,そ れ らの水分含有量 〔第三表〕

の変動を考慮に入れて も二倍体に比 して相当大である事が認められた。

植物体の含有成分の倍数性による変異に関しての従来の報告に於ては,そ の増加を認

めているものと減量 を認 めているものとの二面がある。 ・

帥ちCRANE及 びZILvA(2)(1931)及 びGδTHLIN(25)(1935)は 芋果に於て二倍体

より三倍体のものの方が ビタ ミンCの 含有量が大であると報告 し,KOSTOFF及 びA払 一

MITHAYA(8)(1935)は 蕃茄の同質四倍体の原種に比 し多量の窒素,蛋 白質を含む事を明
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第1表大根二倍体7・四倍体闘のビタミン8捨有量の差異
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かにし，RANDOLPH及びHAND（28）（1938）は同質四倍体の玉蜀黍の黄色葉系統のカロ

チノ■ド含量の増加を認め，隠勢（28）（1939）は蕃茄の同質四倍植物に於て窒素．糖分，

有機酸等の増加を，BARR及びNEwco烈夏ER（30）（1943）は甘藍の四倍体は二倍体よリ

ビタミツC及び糖分の増加を認めているδ∴　　｛

　野口，岡，大塚（24）（1940）は栽培煙草米国種のコルヒチン処理による同質四倍体で，

：その葉に於て有機成分としては窒素，有機酸，エーテル浸出物樹脂等は染色体の増加

と共に増加』全糖分及び特等糖は反対に減少している事を認め，ヌ無機成分の石弓．

苦土，功哩は増加し）．硫黄及び燐酸は減少していると報告している。一．

　本実験でのビタミン職では増伽を示しているのであるが．tの原因の一端を生理的に

明かにしようと考え，即興量の比較及び水分含量の比較を行った結果が第二表及び第三

表である〇　　一　　　　．　、　　tt・’　　　　・　・　　　』　一、

　帥ち何れ愚四倍体の方がこ二倍体より：も大の傾向があるひ之：の事は倍数性に起因する物

質代謝の旺盛を物語る竜のではなかろうかと考えられ，Biの生成流転め大なる起因も推

測する：事が出来る。

　　　　　　第2表　大根こ：倍体，四倍休の同化：量＿tt．　．・t　・・t・　tt　t．
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　　　　第5．表　大根二倍体ジ四倍体の水分含有量
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次．にビタミン島含有量の増加率を更に詳細に検討して見ると，地上部と地下部に於て

著しい差めある事が認あられる。　　　　　　’　　　「　　　　　　　　　　e

　印ち葉部に於ける増加が四倍体は二倍体に対し，1．05倍から1．25倍であるのに比し，

根部に於では2．12倍かち2．41倍で準準に比し約二倍の増加…率を示している。dの関係を

表示したのが第四表である。

　　　　　　第4表倍数性によるビタミシB・含有量の変異…事に於ける大根葉

　　　　L‘　部，』』根部聞の差異　　1…．　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　瞳
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　との原因の一端を追求するためにビタミ．ン島濃度の雲一翼率及び寧体重の冥一盈率を

比較し，その関聯性を求めようとしたのが第五表及び第六表である。

　勿論この地上部地下一問の増加率に差を生する理由に関レては塗おあらゆる角度から

検討すべきであ為が一例輝として次の一面を老えて見た。

　帥ち生体重のT一取率を比較して見ると本分析の供試材料．は第五表の如く，．四倍体の

：方が二倍体より大である点が認められた。

　～二の現象は西山博士の美濃四倍大根の生産力試験に関する報告（17）（18♪（19）（1948，1949．

1950）中に隔ても生育過程中の半時；期により逆転を生する事も認めているが・大体十三

な傾向が認められて居り，ためにB1生成容積の増加牽に比し，根部の賎蓄積容積の小
　　　　さによる不均衡から生する現象ではなかろうかと推測する事も出来る。

第5表供試材料の生体重三一R三

品種名覆高慮糊噸種麗台轍購潮鯉黒鉱復副制叢1
日
1
1
、
1
1
1
1
1
1

月
7
7
7
7

生早濃美

日
4
4
8
．
8

月
9
9
9
9

浸　、nl

霧鶉
ig’　．　z．xl

　　　　gi　g10i　4・20．　Oi　517．5

Ze［　607．5’　525．0

101　488．11　5rs．5

10［　619．2，　533．2

O．　816
i
6
g
11．　16

丁 重．

8．　91・　9．17

8．　91　，　9．　17

8．　91　9．21

8．　91　9．21

4Q［　2n［

401　4n1

44　　颯
44　4nl

ハ
U
O
O
O

1
1
、
1
，
ユ

　　　　　　　s294．0　．99；　2i　3．　33i

舞欝霧



4　（128） 飯島口隆志囁 VoliNo：　1’

第6表．大根のT一鼠率に於ける生体重とビタミン鼠濃度との関係

a
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　勿論上記凌のT一翼率と生体重の宜一一品が必然的に関聯性を有するか否かは今後同一

：晶種の同一倍数体に於て，より多くの実験結果を得なければ確たる結論を下す事は不可

1能であるのでこの点に関しては今後の詳細な実験により明かにし度いと思う。

　何れにせよ本実験により，’倍数性による化学成分の変異は同一植物体内に於ても器官

の異りにより変異華を異にする野合が存在するの1例が認あられた。

璽　摘 要

　1．本実験は美濃早生及び宮：重大根の二品種を供し，それらの二倍体と入為四倍体と

の間のビタミン恥含有章ξ）変異，特にその変異率が同一植物体内では各器宮共同牽で

あるや否やを明か：にするために行った。

　2ジビタミン葛含有量の絡対量は地下部地上三共に四倍体の方が二倍体に比して大で

ある事：が認められたb』

　3．せタミンB、含有量の画倍体の芳が大である理由の一一端を生蓮的に明かにするた

め，同化：量及び水分含量の測定を行った結果何れも二倍体より平削体の方ポ大である傾

向寮認められた。tt

　4．地上部地下三間のB1濃度の増加率に著しい差のある事を認めた。印ち倍数性によ

ゐ植物体内の化学威分含有量の変異傘は同一一・」EE物体内でもをの器官の異りにより同率で

ない揚合が存在するの1例が認あられた。
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Studies on Vitamin  in  Garden–Plant Tissues.

Part  II. Effect of Polyploidy on Vitamin B1

Content of Radish, specially on the Rate  of

Variation of that in the Different Organs in

the Same Plant.

By

Takashi IIJIMA*

   The present paper deals with studies on the vitamin B1 content between 

 diploid radishes (2n=18) and artificially induced tetraploid ones  (2u=36),  the 

 varieties used being  Minozvase and  Miyashige. 

   Vitamin  B, was analysed by  Permutit-Thiocrom  method.  (NISHIO, 

 HUJIWARA,  KITAMUR.A.  1946.) 

   Power of assimilation was measured by Leaf-Punch method. 

 The  results were as  follows. 

   1. The tetraploid radishes were superior in vitamin  B1 content to the 

  diploid  varieties.. 

   2.  The tetraploid radishes were superior in power of assimilation and 

  water content to the diploid varieties. 

 3. Concerning the  rate of variation of vitamin B1 content in the different 

 organs  in  the  same  radish  plant by polyploidy, the ratio of that in the root 

 was,  remarkably largar than that in the  lekif. 

 Lecturer on Horticulture at the Faculty of Agriculture,  Shinshu  University.


