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輸 説

Kosuke Yamashita 1952. Studies on X-ray induced re二iprocaltranslocatiom in Ein~ 

korn wheats: iI Rep. Kihara Inst. Biol. Res. (Seiken Ziko) No. 5: 1-41. (With 

English summary) 

一粒系コムギの相互轄座．の研究 III)

山下孝介

（京都大串吉田分校生物準教室）

ま えがき

一粒系コムギに長けるX線照射試験にクいては Eαta,yaniα（1935),Smith(1936,1939,1943.), 

W. P. and .lJ'I. G. Tho川 pson,(1937），木京（1912, 1913），松1寸（1916）木原，山下（1938,

1947）長よび山下（1947そのほか〉等の報告がある。染色髄に起る最も著しい愛異は相互碍

座reciprocaltranslo.cation or RTであって， その機構は蔀分交換設（Belling and 

Blakeslee 1926, Belling 1927）によってよく説、明される。本報告では染色髄の切断と癒合の

機構には偶れる乙とたく， X線照射によってー形成された RTの分析とその後の褒展についての

みのべられる。

乙の研究は京都大接木原教授の御指導6下に文部省科皐研究費の援助をろけて途行されたも

のである。ととに著者は深甚の謝意を表する。まわ有森友御示唆を賜った京大名替数授郡場博

士註らびに同荒勝博士に厚〈感謝の意を表したい。

本報告の内容は 1947年までの研究結果で，第1報として農事綜報第5集として管表の畿定であっ？こ原稿

の一部であるが，不幸にして同綜報の刊行が中止となっTこので漸〈ここに蓄を表すること I子なった。しfこがっ

てその後にえられに結果の方カZかえって早〈稜表されるようなことになった（Yαmαshitα1950）。なお

1944年までの成績は生研時報第3披に印刷中であったが戦災の？こめ焼失しにのは残念であっ亡。

研究材料と研究方法

供試の RTはー粒系コムギ Einkorn〈ゲノム AA）に属する Triticumaeg"ilopoides Bαl. 

var. boeoti cum Pe'I・c.金主び T.monococcumL. var. vulgare Koern.に形成されたもので

ある。とれらの2極は京大農皐部遺体t事研究室に沿いて長年にわたり自殖をそコヂけてきた純系

であるc瓦仇αγαundLilienfel<.l 1932），。交雑試験 には乙のほか T.monococcum L.の愛種

(var. Himeji）の純系をも用いた。乙れらの材料はいでF、れも染色健数n=7で，成熟分裂には

正常に 7nを形成し，とれらの種間雑種の成熟分裂の行動は正常な，稔性も完全である。

1) Contributions from the Laboratory of Genetics. Department of Agriculture, Kyoto University, 

No.222. 
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以下たピ T. mo必ococcumとあるのは.Y.monococcumγar. vulgareのととである。

X線照射庭理に用いたのは T.aegilopoidesとT.. monococcumの乾燥した休眠種子である。

X線設生装置は京大理皐部荒勝研究室のもので， X線管はグングステン封陰極LU.クーリ ッジ

管を用い，電~lOOkv(DC），電流 lmA，漏過板なし， 封陰極から材－料までの距離30ぐm と

して 100分直と200分直とにわけて照射した（木原， 山下 1947〕。

本報告ではX線照射を行った種子を搭いてえた植物の世代を X1，その衣代を X2とし，以下

乙れに準じて X3,X4……とした。とれにしたがえば最初（1939秋）のX線照射に由来する 19

47年の本研究の供試材料は Xs世代である。

X線照射庭理に主ヲて形成せられたRTの多くはX1世代にヘテロの猷態（4染色憾の環，④1)

を形成する〉で認められたものであるが， X1以後に危うて後見せられたものもある。とれ

は X1の個髄では X線の影響によヲて突然、愛異を起した部位がモザイクにたっているため

くSta<lle1・ 1930），検鏡に用いた穂、の小花で、は相互~噂座が認められでも，子孫をとった他の穏

には突然愛異が形成されていたかったり，または検鏡に用いた穏で、は正常であっても，子孫、を

とった他の穏には相互韓座が形成されていたりするからである。後主主に迷ぺるよろに， RTの

ヘテロ塑では稔性の低下を示すと、とが明らかにされたので， 相互碑座を求める目的では X1の

植物の各穏にづいて花粉分析を行い，花粉稔性の低い穂、の子孫を残し，衣の X2世代成熟分裂

をしらペてたしかめるほろがよい。

相互碑座の記競は RT( reciprocal lranslocationの頭文字〉とし T.aegiio.Poidesに形成さ

れた RTをaT1,aT2, ・・・・・・ T. monococcumに形成された RTをmT1,1/f2，・・・・・・たと とした。

それらの系統は第1報（山下 1950）にのべたからとと，kは省略する。

RT分析によって染色償構成の明らかにされた RTは染色館記披をもてコて示す乙とにレた。

すたわちー粒系コムギの 7染色桟を a,b,c,d,e,f会主びgとし， a染色髄と b染色鰭聞の部分交

換によって生じた2つの RT染色践をla-b, b染色憾と c染色鐙聞のそれらを b-cのごとく示

したパの言己競法によれば， a-bヘテロ担に形成宗れる染色慨（④〉の組成は告というよ

ろに示される。乙のよろた染色髄環は後章に沿いてくわしくのべられるよろに上式の分母分子

に還元分裂したばあいにのみ娘核にゲノムが完全と友り（第 13園〉， 機能を有する配偶子が形

成せられるものである。したがって2ヲの RT染色憶は常に相伴って行動するという結果と危

る。とのよ，ろに相伴って行動する 2つの RT染色鰭を相互縛座染色鐙の組， RT-set，ーと名歩け

る。したがって RTヘテロ塑の女代には E常（7n):RTヘテロ型（④＋5n):RTホモ型 C7n)

が理論的には 1:2:1の比に分離して来るわけである。

花粉母細胞成熟分裂の観察には酪酸カーミンによるなすりてコけ法（山下 1937）を用いた。乙

1) O中に記す数字は染色離環を形成する染色醸の数をあらわす。①にはべつに 5nがある。 しかしと〈に

必要のあるばあいのほかは染色髄環のみを記し，二傑染色懐は省〈。
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の方法に工るとその結果が直ちに系統母本や交雑父母本の選定に膝用せられるので研究を進め

る上に大愛好都合であてコた。花粉粒の観察にも同じく酷酸カーミンを用いた。

本研究に用いたRT型の多くはヘテロの欣態で夜見ざれたものであるから，その系統維持や

交雑父母本の選定などのために一々の個憶の PMCを観察したければならたかヲたのでかなり

の手数を要した。しかし現在では告もた相互時座型のホモ型が得られているので，その手数は

いくらか省けるようになづた。また染色怯環と稔性の関係の法則性の褒見，あるいは連鎖分析

土i:cの結果から，花粉の稔性あるいは外部形態的の特徴からその植物がも0ている染色鰻組成

がわかる主うになづたとともてコごろのよいととの1クである。

賀験結果 とそ の考 察

相互轄座 の 形 成 と そ の 分 析

1. 相 互轄座の形成

RTの新形成を目的として純系の T.aegilopoides, T. monococcum会主び木原（1942)

のX線照射庭理によそコて形成せられた相互碑座をもクている個憾の種子にX線照射庭理を試み

た。その結果は第1表告よび第1闘の通りである。

第 1表 X統廃]Jji(200分照射）により形成されに染色離鑓異

供試材料とその染色髄 （栽番19披4培4) 

むの PMCにおける染色髄環 と旗度
轡健認れ異七蚊め個のら

7n ④④＋①  ① ①＋④ 3主 他

T. monococcurn 7n 840 25 6 一 一 - 1（τII C④のキメラ〉 32 7 

T.α：egilopoides 7n 841 7 1 1 一 一 一 9 2 

a.TIホモ型 7n 842 5 2 一 一 - 1(6u+21) 8 3 

αT4 ① 843 1 6 一 一 - 1(6u+21) 9 2 

1（④~④IのZと主6別n+ 
キメラ）

mT1 ④ 844 .5 10 1 一 一 一 16 1 

αT1＋αTs ＠＋④ 845 2 2 6 一 - 1 ( trisomic) 11 。
αT'.l＋αTs ④＋④ 846 3 25 12 1 - l（＠＋④lfrと．④＋ 

のキメラ）
42 2 

αTi/aT2＋αT3 
①ト(-0184810

1 一 。 1 一 。
αTi/αT2 ① 849 8 4 一 .2 2 6 

T. monococcumでは 6個憾， T.aegil-opoidesでは 2f回髄に RTが認められた。そのうち

T. aegilopoidesの1個鐙では 2つの猟立の RTが形成されたため④＋④が形成された（ 8頁

RT分析の項参照〉。 αT1ホモ型を材料としたばあいにも 2個鰻に新RTが観察された。 RTヘ

テロ型を材料としたぽあいには新形成の相互碑座と供試材料が本来もっている相互轄座と

の直別がむづかしい。 しかし 植物番号虎 846--31では⑥（第 1闘の， 849-2と849-3では⑥ート④
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が認められた〈第 l園 u,v）。 とれらの染色髄環には 来！？形成の RTが関係していることは明

らかで、ある（後章13頁RT複合の項参照〉。 しかしとれらの染色髄環が新形成の RTのみで形

第1圃 一粒系コムギの X1植物に鷲見せられた種々の染色1護活異．×約 1500.
a～g.供試 材 料T.monococcum : a.椛物番抗 1944/840-3.7rrと

①のキメラ b.840-9; C. 840-15; d. 840-19; e. 840-21 f. 840-34: 
g. 840-36; h～i.供試材料aTィ h.843-12，④＋＠と 6Lr+liのキ ヌ
ラ； i.843-1. 6u十2r;j～＿k.供試材料 T.aegl!oρojdes :j841-l.④ 
＋④； k. 841-4; 1～o.供試材料 αTiホモ： 1.842-6. 611 +21 ; m.842-6 
後期．相同染色躍は形態によって識別される。一便染色健ば縦裂を示
しさ欠第に核板に達す。n.842-3; o. 842-8; p, ..供試材料mT1 ; 844-22, 
④十④； q.供。試材料αT1＋αTs・:845-1 三染色髄植物①＋51~ ； v～t.侭
試材料αTョートnT ~: r. 846-42，④＋④と④’＋1断片 のキメラ； s.rの間
療を行つになすりつけ標本の一部．×約70.闘において括弧及軌線で固6
部分の PMCは①’ート1断片を有 し他の部分の PMCは④ート②を示す； t.' 
846-31，①； u～z.供試材料日Ti/αT2:u. 849-2，①＋①； v. 849-3, 
①＋c； w. 849-10; x.. 849-14; y. 849-15; z. 849-17. ' 

成されたものか，ま

たは本来もっていた

RTと新形成の RT

の複合によって生じ

たものかいす＝れかで、

ある。

842-6 （第1園 1,

m), 843-1 （第 1闘

i), 843-12 （第.1闘

h・・・2）に観察された

6n十2rの2個のー償

染色鰹は大きさに大

小の差が認められ，

成熟分裂中期には各

々それ自身i柄端が結

合して小型の環似を

示し，後期には縦裂

してi~両極にわかれる

との染色髄は恐らく

相同染色髄聞に起っ

た，RTで3 各々それ

自身が相同の末端部

をもてコているもの

であろう。

との試験の X1に

殻見せられた新形成

の RTのうち自殖ま

たは交雑によってそ

の後の世代に停え
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られたものは川Ta, nιT.1 jなよび11,T5の3型だけであった。との結果はまえにも迷ペたようにX

線の影響が植物磁の部位によって具るモザイクをたしていることによるものである。本研究の

例をみると， 84..3-12の 1穏では④＋④が観察されたが，他の穏では 6n+21であてコた。 （第 1

圃h(_1）。純系の T.m仰 ococcu

846-42では同一蔚内のある部分の花粉母細胞は④＋④， 他の部分の花粉母細胞は， 1ヲの④

を形成する 1染色胞の 1部が断片となって遊離したと考えられるような染色緯構成，④’＋ 1断
I _ .. 1 

片，を示した〈第Z闘r<... 2 j去よび s）。したがてってX2に停えられた相互碍座は， その母本の

植物でじっさい観察された相互稗座とは同じでないむともありろるわけである。

2.相互轄座各型の系統

αT 1 : T. aegilopoides, X線 100分庭理のX1植物は 1940/312-1：「紅虎」という突然鐙異形

質を封象と して系統維持したのが 1941年xヨには 7nの系統と友った。 しかし正常植物との雑

種には④が形成されるととが詮明されたので，その系統は相互碑座のホモ型であるととが知ら

れた。その成熟分裂はだいたい正常であるが7nのうち 1封は結合がゆるく時として核板から

少し離れているぽあいも観察された（第 2固め。との 1封は告そらく RT染色惜の 1つであ

ろう。との小染色憶は他の染色健よりも早く分離するようである。第2圃dはaT1ヘテロ担

の染色鰹である。

α1'2: T. aegilopoides, X 線 100 分庭理の植物は 1~40/313-5 ：遺停子分析其他の目的で

T.monococcum var. (Himeji）との交雑を行。て子孫、を残した！。そのホモ塑はそれぞれ相互

蒋庭向T3jなよび“T4との雑種の後代に 1943/1279-7, -12と1943/1267-5の2系統が得られた。

その成熟分裂は正常である〈第2闘i）。

aT3: T. aegilopoides, X線 100分庭理のX1植物は 19.t0/312-34：遺倖子分析其他の目的で

1'. monococcum var. (Himeji）との交雑を行って子孫を残した。 乙の系統の 1945/813-3,

851 a-1, -3はそのホモ型であるととが詮明せられたが，その成熟分裂は匹常である。

aT4.: T. aegilopoides, X線 200分j定理の植物は 1940/313-2：相互碑座＂ T1(191-0/312-1) 

との交雑を行って子孫を残したものであるが，交雑試験によてコて向T1とは異る相互碑座である

ととが詮明されたものである。との系統の 1945/833:...5, 852-1はそのホモ型で，その成熟分

裂は正常であるどとが詮明された。

nT5: T. aegilopoides, X線 100分庭理のX1植物は 1940/312-37:a T2 (1940/313-5）との

交雑を行。て子孫、を残したものであるが，交雑試験の結果 αT'lとは異る ζ とが知られたもので

ある。乙の系統の 1944/729-3はそのホモ型で，その成熟分裂は正常である。

制 T1 : T. monococcum, X線 200分庭理の X1植物 1940/310-36:・ X1植物は 7nと記録さ

れて語り， X2世代主りあとは「淡線」といろ突然援異形質（第9表台よび木原．山下 1947参照）を

封象として系統が維持されてきたoしかしその純殖系統 1943/1029～1043には 7u植物の系統と
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第 2回 一位系小委 の RT~へテロおよびホモ型の PMC染色髄×約 1500.
a～c. T. aegilopoides （謝照） 7n; d. aT 1へテロ（1943/116413）④＋ 

5n; e～g. mT1ヘテロ（e,f. 1943/1030-7, g. 1040-5) : e.①＋5n; 
f. lrrr+1H-5n （④が lrn十11になっている） ; g. 7n （④が2つのlrrに
なっている） ; h～k RTホモ型； h.aT1ホモ（1943/1228-1).1潤のln
が小形で結合がゆるい； i.αT2ホモ (1944/677-9);j. niT 1ホモ（1944
/263-5); k.仇T2ホモ (1944/269:-3).

第 55,虎

④植物を生守、る系統がある乙とが知られた（第2園 e, f, g）。したがてコて前年の 19-42/540で

は染色憶の調査を行わたづかわけれとも 7u植物と④植物とがあづたものと推定される。づま

りX1植物の 1940/310-36の子孫を残した穏には相互ー持座が形成されていたととにたる。

1942/540-4, -10がそのホモ型であるととが詮明せられた。その成熟分裂は在常である（第 2

園 j）。第2園e～gは mT1ヘテロ型の染色憾である（闘の説明参照、〉。

悦 T2: T .monococcum, X線_200分虎理のX1植物は 1940/310-3Q:X1植物は 711で、「虎斑」と

いう突然愛異形質を示した。との形質は X1世代かぎりであてったが，その純殖による後代の2系

統， 1943/1044告主び 1943/1045はRTホモ型の系統でその成熟分裂は匹常である〈第 2闘k）。

m T3 : T. monococcum, X線 200分庭理のX1植物は 19.14./840-36: ,,.T 2との交雑を行い複合

型⑥と して系統維持されている。未だホモ型はえられていたい。

m T 4 : T. monococcum, x·線 200 分庭理の X1 植物は 1944/840＜~4 ： 最近そのホモ型もえら

れた。

mT5: T.monococcum, X線 200分廃理の X1植物は 1944/840-9：最近そのホモ担もえられ

た。
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3.相互轄座各型の特徴

RTヘテロ型は花粉母細胞の成熟第一分裂中期に 4染色強からなる染色髄環，④を形成する

特徴にようて正常型と直別ができる（第2,5園〉。④の側面WDL・t後章にくわしく述べるように

ジフグザフグ型 （∞または N字型〉であるか 0,U字またはその費型を呈する乙とがふヲうで

ある。④の 4染色髄の結合欣態は異系統の RT各型ではそれぞれ多少とも差異が認められ，

著しい特徴とたるばあいもある。たとえば日T2告主び a'I＼の④では通常赤道板に見られる結合

は染色鰭の末端部に近く介在キアズマが形成せられて強固であるととが特徴をたしている。

ととろがaT4では染色鐙が結合がゆるいととが特徴である。

RT各担のヘテロ型の④の特徴は第3園長よび第2表に示す通である。

第 2表 相 互 斡座各型の④の特徴

④の分裂型と頻度（PMC)
RT記披

X型 N型 O型 U型 ｜ジフグ%ザツグ型
特 徴

aT1 58 4 11 2 75 82.66 4染色結慢に多少較とも大小の差があ
、 り， 合は比的ゆるい（第3悶a)

aT:2 67 7 16 1 91 81.31 結介合在強固， しばしば2つの頼者な
キアズマが見られる（第3悶b)

自T3 4-6 7 4 1 58 91.37 屡見々られ1つるの（頼第者3闘な介c)在キアズマが

aT1 43 13 5 3 64 87.49 4結健っ染合たの色結はと農合き1般のは引大明弱lこ小弱いιかの蓋，第な顕不殊3著等闘iこ，謝2とII“ なtなる。
¥ ~) 4、染色

αT5 235 4 76 1 316 75.63 
閉じt：＠環鎖状をな（Nす叉ことが多 〈一端
の開いT二 はU）となる
ことが少い（第3悶e)

山 T1 56 43 12 6 1211) 81.81 
4染，色結憧合に比多較少的とゆち大小の鎖差があ
り は るし，状と
なることが多い（第 3I品lf) 

mTl!・ 35 9 6 6 56 78.57 鎖肢となることが比較的多い（第
3闘 g)

平均 82.69 

1) 7uを示すもの 2,lm+h+5nを示すもの 2を含む。

④の結合は末端的であるととが多く稀にはその結合が離れて lrn+ lrとなったり， 2nとなっ

たりするととがある〈第2園tig）。 RT各型の④のジッグザフグ型分裂型の割合は 75.63～

91.37 （平均82.69)%で．あてコた。

mT1の系統の i個髄 1943/1043-1では 7nのろち 2封は極めて緩く結合する乙とが普通であ

てコてく第4園a），離れて2または 4染色般が遊離するととがあるく第4固b,c）。さらに別の

u討の結合も弱いため殆と 4-u+61とたてっているよろに見える像もあィコたく第4園 d）。乙の個

憾の花粉稔性は 38.62%，着粒は 15.15%であてコたが， その種子は護芽したかづた。左希乙の

｛固鰭は「極淡繰」（木原・山下 1947）であてコた。 mT1ヘテロ植物に長ける④の不完全分離（O,U



M
W

付

D
U
g

m

f

 

ω
 

mwrnovd 

d
d
o
v
u
c
 

d
h
o
u
p
b
 

a，ω‘niuvwua 

第 5披報時研生8 

一粒系コムギにおける RT各型の④の比較．×約1500:

a. a T 1 (1943/1164-13) ; b. a T 2 (1943/1318-10) c.αT:, (19 

43/1329..:.6); d. aT.1 (1943/1332-14). ； ~αTr; (1944/729-6) ; 

f. inT 1 (1943/104-0-5) : g. mT 2 (1944/348-2). 

第 3固

字製〉の結果生じた配偶子に由来するゲノム不完全の植物で、あてコたのかも知れたい。

④の成熟分裂の行動と稔性にてコいては後にくわしく述ぺる。

左希正常配偶子と RT染色樫組をもてつ配偶子間あるいは異でった RT組をもヲ配偶子聞の授精

7象備的には報告した（山下 1950）が詳しくは別の機舎にゆやる。

一粒系コムギにおける相互時座川T1ヘテロ

系統において管見せられた染色憧結合に異常

のある植物の PMC染色憧 (1943/1043-1)

×約 1500:a. 7n，しかし弱い結合の 2￥討が

ある。 b.4謝は正常に結合， 2I・fは弱い結合

他の 1劉は遊離してあとなっている。 c.5n 

+4r，しかし2つのー償染色慣は僅かに結合

している援に見える d.4つの二位染色僅，僅

かじ結合の傾向の見られる 1謝および4rが

第 4園

競走があるととも褒見され，

p
／
ト
＼
aw

d
wト
ド
砂

川
内
円
十
U
U
F
M市
町

a

，．可－冒
a’
a
F
i

－

－w
色
曙
岨

v
a
v

ぬ
uv

札
Mv
ぬ

ω 見られる。

4.相 互 鵠 座の分析

一粒系コムギはAゲノムの n=7の染色鰭（ a, b, c, d, e, f，長よび g）をもてコものである。

しカミしもし

1染色鵠にてコいて2-0の末端部を考えると 2×21=42種類の相互碍座型が期待され毛と与になる守

したがヲて非相同の2染色鰭聞に起りろる RTの組合せは 1C2=21通りである。
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将来核担の分析または連鎖の分析が完成すれば，との方面から各RT型の直別をοけるととが

できるよろになるであろう。またある程度は前項に迷ぺたようた各RT担のヘテロ型の④染色

憾の結合や分裂行動の特徴によっても直別がづく。しかし著者は各型聞の交雑を行い，雑種に

形成せられる染色髄環を分析するととによって各RT型に関係する染色鰹を究明する方法をと

ィった。とれを RT分析（RT-analysis）と名付ける。 RT分析の基本とたる理論はてつぎのと語

りである（山下 1947ほか〉。

2つの RT型聞の雑種に沿いて（1)1E常の二債染色憶が形成されるときは雨 RTは全く同

型。（2）④が形成されるときは雨 RTは同じ染色鰭聞の RTで，部分交換の腕がちがろ。（3)

⑥が形成されるときは雨RT型は 1染色憾を共通にしている。（4）④＋④が形成されるときは

隅 RT現はそれぞれ全く異る染色鰻聞の RTであるI)（山下 1950）。

？””。•·Oc-ceo， ~5 岡 1~！~~万五五七；；：~；＇.＇
'DODO《d峨080。ぉ；。－5）. 一 ；.l6J+4n，んT'2

第 3表は RT各型聞のホモ型，ヘテロ型， 2-oのRTをヘテロにもてコ個髄等を用いて行ィった

交雑試験の結果である。上速の RT分析の理論によれば，第3表(i）の組合せの雑種では④＋④

が形成されるから交雑に用いた2-oのRTは互に猪立，（ii）の組合せの雑種では⑥が形成され

るから交雑に用いた 2-oのRTは1ヲの染色慌を共通にする。（iii）の組合せはやや複雑であるが

(i）長上び（ii）の交雑試験の結果を考え合せて何T1とαT:lは滴立たる乙 c,,,,T2とaT3, aT3と

刊T4は夫々 1ヲの染色鰹2二共通にするととたとがわかる。 a'I、3CuiT1の2-oは他の RT各型にた

いする関係が同じであるから，夫々同じ染色韓関に起った相互碑座であろうと推定せられる20 

第日園 a～Cはとの交雑試験で視察した④十④をもてコている佃般のPMC成熟分裂染色憾の固

である。また第 6園d～iは同じくとの交雑試験で視察した⑥，⑥＋④を有する佃緯たとの

PMC成熟分裂の染色悼の固である。いす＝れのぼあいにも白T.1を：含む染色鰭環では結合の弱い

l -0の怒色悼の特徴があきらかに認められる（第6闘c，第6闘i）。

第 3表の結果から RT各型聞の関係は第 7闘のように示すとー居明瞭である。と Lに aT1を

a染色憾と b染色鰭聞の相互碑座すたわち a-b〈以下とれに準すっとすれば上の結果から

1) このような理論は Oenotheraにおける染色鰻環形成の機構の推論のばあいにも用いられた（Clelanrl

and Blakeslee 1931). 

2) 後の試験によって；T3と緋4は同じ染色世間の RTで部分究換の腕がもがうこ与が説明された（山下

l伊50),
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第 3表 RT各型聞の交雑試験成績

類別 栽培番批 交雑組合 1) 手夏 ムロ、 式
7n ①①＋④①①＋④  

1944/ 560 日T1×αT5 1 aT1＋αT；）＝④＋④ 
、

一 一
1945/ 606 品T1×叫1¥ 一 3 一 一 αT1+mT2= I/ 

568 aT1×川T1 一 8 7 αT1＋川T1= I/ 

564 aT,1×aT1 一 5 ー－ 一 αT1＋ιT,1= // 

1945/ 695 ,T2×＂T2 一 一 3 一 一 αT2＋悦T2= // 

1942/ 403 
a Tr~ ×aT3 4 12 7 一 一 ）αT2+aT3= I/ 405 2 5 4 一

Ci) 1945/ 6081 
n,T1×aT2 7 4 一 ゲ694 

609 (rec.) 一 2 一 一
1942/ 404 刊T2×aT-1 1 8 一 ゲ

406 (rec.) 2 一 一
1945; 691 riT2×α'f-1 一 7 一 一

611 aT3×aT5 2 6 一 一 αT1+aTr;= // 

614 aT5×mT1 7 7 2 aT5+mT1= I/ 

613 aT5×aT4 1 3 一 αT.1＋αT5= // 

aTz×aT1 一 7 一
1178 ． 

1944/ 584 (rec.) ・3 一 2 一
520 aT2×αTJ. 一 一 一 6 一

(ii) 
569 αT5×aT2 一 2 一 3 一 αTz/aT5= I/ 

1945/ 615 制 T2×aT5 一 B 一 一 αT5/mT2＝ゲ

’nT l×mT2 一 一 一 8 一 mTd”1T1= I/ 

mT1×αT,1 3 7 一 2 一 悦Ti/αT4= ゲ

1170 aT1×（aT2+ 一 1 5 7 2 αT1+aT3＝④＋① 
1944/ 576 αT3) 

577 
、

(aT1 ＋αT3~T 一 2 2 mTi/αT3＝①  (iii) 633 × 2 

1946/ 592 （αTcJ:13α＼× 4) 一 2 3 一 αT3/aT.1＝ゲ

1946/ 165 (aT2 +aT-1)m× T。 一 1 一 一 mT2/aT4= ゲ

1〕 大字は RTホモ型，他はヘテロ型．

αT2=b-c，αT5=c-d, 111T2=d-e；αT3 j詮よび山T1=e-f，αT.1=e-gという乙とに註る。とれら

を表示すれば第 4表のと語りである。
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静•I : 

第 6画一粒系コムギにおける RT型間雑種の PMC染色樫．×約 1500:a～c. 2つの
濁立の相互鞘底を有する雑積，①＋④：a‘aT2＋αT3l (1943/1292-11）。 b.αT1 
＋αT 3 (1943/ 1470-2）。 形態的特徴からみて左端がaT1の④， ぞのつぎがaT3
の＠であろう。 C.αT2＋品T1 (1943/1292-11）。 形態的特徴からみて左端がaT2
の＠，そのつぎがaT-1の④であろう。 d～i。1染色慢を共遁にする 2つの相互時
座を有する雑種①及び更にこれら と樹立の他の 1つの相互時座を有する雑種①＋
① ：d～f.αTi/aT2 (1943/1170-5）。 ①＋4rr, d.後期7・7の分裂； e.稀には遅
れて縦裂しに一倍染色慨が見ら れる PMCもあった。 f.①＋411;g. aTi/品T2+
aT3＝①＋① ＋2rr’，.1943/1170-4）。 h.aT,dαTi;+aT3＝①＋④＋2n (1944/590 
・-8）。 i. aT3／αT.1+aT2＝①十① (1944/592-4）。 左端の①は αT3/aT4でaJ'..1の
特徴ある 1小染色憧が明らかにみられる。

第 4表 相互lli車座基本型

11 

RT記批 J九系コムギの 7れ慨 IRT祖成
C d e g 

第 7闇 -lt系ヨムギにおける相互時座各型の閲

係を示す多角形［副。各型の記批を多角形

頂票占のO中に白日し， これらを結ぶ線は，

その雨端の2つの相互時座間の雑種を示

す。すなわも大線は①，細放は②十＠ff

形成する雑種である9

αT1 a-b a-b 

αT2 b-c b-c 

a「5 c-d c-d 

mT2 d-e d-e 

αT3, 1nT1 e-f e-f 

αT.1 e-g  I e-g 

（註） 本表のRT基本型の RT組成はその後い〈度

か説明せられ，次の章に述べる種々のをを展方

面にも何等むじゅんだ生れなかっ？こq
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第4表に示した各型の相互開．鹿陀は全践としてー粒系コムギの 7染色胞がすぺて包含されて

いる。したがって未知の RTはとれらのRT型を基本とする交雑試験によって分析する乙とが

出来る。そ乙で分析す＝みのとれらRTの各型をRT分析の基本型RT-te::;;tersor RT-standards 

と名付ける。将来a-b,b-c, c-d, d-e, e-fのほかに f-gとg-aとが得られれば相互碑座分

析の基本型の一系列は完全とたる。

1r 相互轄座分析の設展

5.未知の相互轄座の分析

RT分析によってー粒系コムギの 7染色躍を含む 6型の基本型，息pちa-b,b-c, c-d, d-e, 

e-f 金主びe-g，が設定されたので未知のはとれらを基本とする交雑試験によヲて分析される。

乙の方法によそって分析された RT型は第7表にあげたもののほか，悦T1=e-f, mT3=e-f, 

11/f4=C-e, ?IIT5=a-c, mTs=f-c, m1¥"=f-g，αTG=d-f告よびaTi=d-eがあるが乙れらの RT

型の分析にづいてはすでに詳しく述べた（山下 1950）から， てつぎにとの方法を他系に毘する

コムギの RT分析に用いた強備試験成績にてついて筒草に記す。

一粒系×二粒系のある組合せの三倍雑種では屡々三連ー， 四連－，五連一染色憾等が形成せら

れる。ととにご二粒系の親植物がT.dicoccumであるぽあいにはその頻度が高い〈木原・西山

1928, K:ihαγαand N ish:iya,mα1930）。二粒系小萎の相互間の雑種で T.dicoccumをかけあ

わせたばあいには④形成の頻度が高い （Bosonο1935）。 乙れは T.dicoccumにRTがあるた
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第 8園 T.aegiloρaidesおよびαT1ホモと二枕系コムギとの雑種の PMC染色撒．×約

1500: a. T. aegi!oρaides×T. durum: (1944/503-2) 7n+7r; b. T. durum 

×αT 1 : (1944/509-1），①＋4rr十21十7r，正常には①＋5n+7rとなるものであ

ろう； c.T.ρolonicum×T. aegiloρaides: (1944/507-2), lm+6u十6r.;d.T.

persicum×αT 1 : (1944/508-Zt; e. T. aegi! oρaides×T. dicoccum : (1944/ 

511-2), lv+lrrr+4rr+51, f.{aT1×T. dicoccum : (1944/510-2), 1 V 十Jin+

①＋2n十610 "-....JIJJゆtダE呼
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めに想像されている （Ii:!的ω，αundLiUenfeld 1932, Dα＇rUngton 1937）。との RTを分

析する目的で基本型aT1=a-bと夫々 T.dz"coccum var. liguliforme, T. durum var. Re-

ichenbachz"i, T. persicum var. stramineum等 とを交雑し三倍雑種 の成熟分裂の観察を行

。た。封照と しては同じ 3種とT.aegilopoidesぐ正常〉との雑種を用いた。

封照の雑種についてみるに最高の結合はT・dアni}T.仰均aidesでは 7u+7繍 8園a)

T. polonicum＇×T. aegilopoidesでは lrn+6n+l.1 （第9闘 c),T. dicoccum×T. aegilopoides 

では Iv+Im十4n+51 （第 8固めであった。乙れらの結果は木原・閉山 (1928)K:ihαγα arJd 

Nish:iyα1nn (1930) Aase (I930), Thonipson (1931），山下（1934）等の報告とだいたい一

致している。

RT基本塑 αT1=a-bをかけあわせた雑僅では封照の三倍雑種に見られる三連ー，四連ー，五

連ー染色惜のほかに常に1つの④を形成する（第8岡d,e, f）。 したがって乙の試験に用いた

3種 T.durum, T. persicum, T. dicoccumのaT1に封臆する染色骨量はいす＝れも正常であ

るというととに友る。今後各型の基本型との雑種の染色位行動を分析すれば T.dicoccumに

ある RT座が分析されるは守、である。との研究は績行中であ る。

木原・松村（1943）は Aegilopscylindrica (2'//,=28，ゲノム CCDD）に X線をあてでき

た相互碑座が， Cゲノム染色11宮内に起てコたものか， Dゲノム染色健に起ったものか，または C

ゲノム染色健と Dゲノム染色憾との間に起ったものかを分析するために， Ae.caudaba (2n 

=14，ゲノムCC）をかけあわせ，雑極の染色館結合を分析した。 もしCゲノムに起った相互勝

座ならば雑陸には④が見られるは十であり， CDゲノム染色憾聞に起った相互1［噂座友らぽImが

でき，さらにもしDゲノム染色慌に起クた相互：陣座主r.Gば、染色鰭複合はできたいは十である。

6.相互轄座の複合と染色健環を有する植物の稔性

1てコの染色髄を共通にする 2てコの RTが組合うと⑥が形成せられるととはすでに述べたとと

a-b可 ．

ド a-b+c-d , 

c-d 」－ 一1 Iし己＋£.：...iPヒf：：：..デ一一一一一一一「
I .I 

-f 小 ，1w I 

斗以い－b 川 e い－bバ ・e-f ~( a-b c-d・ e-f g) 
a b-c d I a b-c d-e I a b-c d-e f . a b-c d-e 

①｜ ‘⑬｜⑫ i ⑬ 
b-c「’ I I . 

ト b-c+d-e.＿一一一一一一一’ I I 

d -e」一一一一 ド（包ニゲ土主＋七五）一一一一一一一一一」

1( f-g）一一一一一一一一一一一一」

第日園女雑によってーは系コムギのRT染色慌の組を複合し3 高女の染色鰹環をもっ回躍を漸準的に育成
する設計悶（第8岡，第22闘参照）。

L註） e-fの代りに e-gを，a-bの代りに a-cを用いてもよ L、。
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第 5表 RT複合の1944以降の経過表。

1946 

回到－ 4ー l ？一一
①＋①＝臼T2+ I I日71=4'.}-

aT3/aT4 I 」 」 J

①＋①＝ 

a-b c-d 
a b-c d + 

15601-

①＋④＝aT1+aT5 

1663／一

7n= aT2 

1269/- 8-

1-, ［＿恒）二
＠＋①＝ 

e
一e

ι一d＋
 

C

一C
b

－b
 7n= mT2 

/846ト31ー

＠＋④＝石川T3H一園－6
①＋①＝ 

1585ト 2ー

①＋①＝αTi/αT2 
+aT4 

白
川＋

 

七
一b

a
一a

-/659/-4 

7u①① ④ ① ①①①①①⑪⑫  
＋＋  ＋＋  ＋＋  

仏｜
①① ①①  ①①  ｜計

.+ 
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（圏 0 0 3 1 0 1 0 0 0 1一一 I6 
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＋
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一E
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＋
 

釦

吋
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ト

＋
ん

一9
－
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1

一回一

J
J

＝
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①
 

＋
 

④
 

a-b c-d e a-b c-d e-f(or g) 
（註） 1） φ＝a b-c d-e Z) R=a b-c d-e f(or g) 

-b c-d e b c-d e-f (or g) a-b c-d f-e g 
3) ⑮＝ o - 4) ①＋①一一一一一一＋一一一一cc-e r b-c d-e f (or g) -a b-c d f e-g 

ろである。もしとれに第三の RTが組合ろと③が形成せられるはす＝であ る。とのよろにしててコ

ぎつぎに RT染色躍を組合せるたらばしだいに高次の染色鰭環が形成される筈である。前章に

；主ぺた試験にようて設定された RT基本~J 同志を交雑して複合を行ろ設計は第 9 圏のと語りで
気；

ある（第7園， 参照、〉。 との研究を相互謝座の複合 Combinationof RT-setsと名付ける。

じてコさい上の設計にしたiがって漸進的1）に行った交雑試験経過の一部（1944以降〉を表示す

れぽ第5表のようである。 とのよろ に して相互碑座基本型 a-b（又は a-c),b-c, c-d, d-e, 

e-f くまたは e-・g）のかけあわせによって複合可能な 各種の染色鰭環をもっ個鑓が育成され
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たわけである。 f-gその他の RTが得られたのでそれを組合せて1949器工び 1950年には ζ

の交雑試験によって得られたかった⑤＋④十④，⑬＋④会よび⑬が形成された〈山下1950）。

乙とに形成せられた高夫染色鰭環の構成を複合式を易事もって示せば衣の通りである。

a-b c-d f-e g 
⑧＋⑥＝一一一一一一b-c d十fe-g 

〔 a-b c-d e b c-d e-f持
⑩ー または u ~ 
'el-a b-c d-e b-c d-e f 

- a-b c-d e-f-l<・ 
rgi-a b-c d-e f 

（註）帯交雑の嘗初に~を用い付〉ら， e-f の代り γ 月泊まれてい なか も知れない。t e-g － 』

0為,,. 
第10困 RT染色懐組 の複合によって 育成せられたー粒系コムギの各階梯の染色髄環

を有する個憧の PMC染色懐 （第7表参照）．×約1500: a.①十④＋②＝aT1－ト

αT 5 + 111T 1 (or a T.1) (1945/659-9），④ の形態的特徴 から みて恐ら 〈はαT,1で

なし mT1であろう， b.①＋④＋2n＝αTi/aT2＋αT4 (1944/585ー2）。④は額

者なる aT4の特徴を示している。 c.①＋3rr=aT1aTdaT!i (1945/657-8); d. 

①十①＋ln=aT i/ aT2 +aT3／αT 4 (1945/649-6) ; e.①＋④＝oT1aT5／αT2+ 

,,,T 1 (orαTρ （1945/659-11）。④の特徴は αT1でない。 f.①＋①＝αT1afョ／

αT2＋αT3 (ormT1)/aT,1 (1946/243-5）。①が鎖肢に聞いているのは αT4が関

興しているからであろう。 g.@)+2n＝αT5 aT4/aT2 mT2 (1946/161-1); hーj.

⑫ ＋ln=aT1αTsαT3/aT2 mT2 (1946/264-4）。 iおよび jにては染色憾の酎列

の模式闘が附しである。

1) ④＋④十④の稔性は理論的には（90%) 3 =72.9ガ（賀験1直は67.92）， 賢際の着粒歩合は37.50ガ （第8表〉

と低下する。しかもこの植物に形成せられる機能ある園町晶子の うち3つのRT染色慢の組をも つものは

（弘〕3=12.5%である。も し①＋①をもっ植物をつかうと きにはその稔性は理論的には（90%)4 =65.61 

（賀験値は 40.24），賢際の着粒歩合は 28.57% （第8表）と低下す るけ れども 1つの剛f尚子に 3つの RT

染色憧の組が含まれる確率は（ろの2=25%で④＋④＋④をつかうばあいの倍のi直となるから複合の成功

率 も倍加す る。第7表にあげた複合交雑はこのような考えに し7こがって行ったものである。
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第 10園は RT複合試験によそコて形成された各撞の高夫染色鰭環を有する植物のPMC染 色

a-b c-d f-e g 
躍である（闘の説明参照〉，第 10園 fは③＋⑥＝ab-cd+f石毛（194G/243-5）で⑥は鎖献

とたてコている。乙れはとの染色障環に含まれている aT-1=e-gの特徴である。第 10圃gは⑬十

2 _b c-d e-g十三十王 (1946/161-1）でやや早い中期であるから各染色躍の極性は明瞭で
-b-c d-e g a f 

ない。第 10 闘 h-j は⑫十 ln＝~－~訂ートfcまたは；七－~~＋千〉（附／2品れ染

第 6表ー祉系コムギの正常憧および RT型の稔性（%）

供試材料 ［初日戸おらl 供詩材料 ｜花粉稔性｜着粒I)

タ6 タ6 タ6 ラ4・
7n ④＋①ート①
T. aegi!opofdes 99.17 83.33 αT1＋αTo十川T1(or αT-1) 67.92帯 37.50で

T. monococcum 98.30 87.17 
① 

aT1ホモ 95.98 78.78 
日Ti/aT2 76.30発 51 .. 72祷

aT2 I/ 68.75 
日T2／αTs 36.36 

α宜、3 ゲ 67.14 
,,,T1／ぺT-1 一 38.09 

mT1 ゲ 一 90.124 
①＋④ 

mT2 ゲ 97.43 “Ti/aT2＋αT3 一 22.97 

い.T2+aT4）ホモ 99.99涛帯 76.47持持

ゲ ＋αT2 一 22.41 

① 
品T:d叫十aT空

17.18 

αT1 88,.36 56.66 
刊T2/aTr;－ト，，T3 一 28.12 

~~1:igjaヨ〕 川Ti/αT.1+aT2 一 24.41 

51.21 niT2／別 T1+aT1 70.89斉 65.75 
α;J'2 92.66 

aT3 90.02 57.44 ①ート①

αT-1 89.80 45.45 aTi/aT2ートaT3/aT4 51.10持 29.35持

αTr; 57.69 

日＇.~~t悦 T1 92.06 71.11 48.71骨 37.50特

rnT2 75.00 

平 J:!:J・ .. . ...• .. 90.58 59.22 
mヲT唱t団TヱR+mT1（町 aT4) 4.0.24持 28.57骨

④＋① 

aT1＋αT3 81.91 50.00 
①＋① 

aT1 ＋αT-1 一 50.00 αTα1↑，. ~Ts +aT3／αT4 37.38持持 26.66栄養

αT1+aTs 29.31 
⑮ 

αT1十mT1 60.53 

aJ/2：凡~2 ·－山αα1:;：~f~OraT唱）aT2＋αT3 78.93 46.96 
40.11持持 8.82発発

“T2+aT,1 80.31 42.10 ⑫ 

平 均一一－－．． 80.38 46.48 I aT1 aT, aT，加 29.64骨持 9.37持持

αT2 ,,,.T2 

骨 1945調査 制 1946調査 他は1943, 1944調査

1) 一穂あ7こり最高着粒歩合.T :monococcumでは第－一小花のみ，T.aegi!opoidのおよびその雑種では

第一第二小花について計算し七億である．

2) 早熟突然鑓異躍との雑種で雨期前に成熟． 3) 雨期中鉢植としてガラス室に保護しナこも の．



iM2 山下孝介：一位系コムギの相互鴨座の研究 Jl 17 

a-b c-d e-f 
色檀環に結合の弱い αT4=e-gの特徴が見られたいからとの⑫はab-c d-e fであろうと思、わ

れる。

染色鐙環を構成する各染色鰭は成熟分裂移行期の晩期から早い中期にかけては比較的不規則

な任意の位置をし治ているが，真の中期になるとしだいに核板に達し各染色惜の極性も明瞭と

たてってジッグザッグの配列を示すようになる。第3表に掲げるように④では平均82.69%の

PMCが規則正しいジァグザフグ型を示した。⑫では 22.22%の PMCにジッグザフグ型が視

察された。後輩にその詳細を示すと語り， 染色髄環を構成する各染色髄が完全なジッグザフグ

型の分裂を行。たぽあいには娘核にゲノムが完全に揃うので機能ある配偶子が形成されるが，

其他のぼあいにはゲノムが不揃とたるから機能のたい配偶子が形成される。したがてコて染色髄

環の分裂行動と稔性との聞には密接の関係があるのである。

封照植物， RT基本引のホモ，括主びヘテロ，それらの複合によって形成されtd各種の染色

健環をもっ｛閉館などの稔性は第b表に掲げる。 とれを見ると④の花粉稔性は 90.58%でジッ

グザッグ分裂型の割合82.69%よりもやや高いがだいたい近い値というべく， また⑫でも花

粉稔性は 29.64%でジッグザッグ分裂型jの割合22.22必よりもやや高いがだいたい合う値とみ

られる。着粒歩合は花粉稔性に比ペて著しく低い。その原因の 1つはー粒系コムギの開花結賓

期が京都では雨期に遭遇1)するので着粒に障害を うけるためであろう。 着粒歩合は同一個健で

も開花日の異る穏に工0て大差があるのはやはり乙のためであろう。上表に掲げたのはもっと

も高い値主示した 1穂あたりの着粒歩合である。とのように着粒歩合は外的保件の影響をうけ

るととが多いから稔性の考察には花粉の稔性を用いるととにした。

l-0のRTにてついてホモの個鵠の稔性は大韓正常であるととは前の章でものぺたがその後

えられた 2-0の相互稗座についてホモの個緯（a.Ti十mT1）ーホモ（19-i6/250), （αT1＋αT3）ー

ホモ（1946/1257）会主びふれ＋a.T.1）ーホモ (1946/522）等の花粉稔性も正常であてコた。第11園

第11園交雑によって複合せられ仁 RTをもっー枇系コムギの花粉枕， a.(a.T2＋αT4）ホモ， 7nで花

粉は正常（1946/522-4); b.①＋③（1946/243-5), C. ⑪ （1946/252-1), d.⑫（1946/26 

4-4). 

1) X線突然鑓異慢の早熟個健は7ごい7こい雨期前に結賞するので着枕もよし ・o
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は（a1・2十aT4）ーホモ型台よび高失染色髄環をもっ個鐙の花粉粒の闘である（闘の説明参照、〉。

乙れをみると不稔性の高い個憾に形成される在常花粉には大形のものが認、められる。

J.三染色鐙猫物

本研究中いくつかの三染色髄植物が出現した。それらの数例にづいて簡草に記録するo

a) 1943/1167-10: C第 12園 g）とれはTf.常植物に aT1ホモ型を交雑した F1中に夜見した

もので，多くの PMCでは lv+5nを形成し，稀には④十5n十Irとなヲた。 自殖によクて 3穂、

から 34粒（着粒歩合45.58%）をえ， とれを播いて 18個鰭が後芽した。乙のうちには 7nの

個鐙のほか，⑤＋5nの個鰭， 7u+lrの個髄， lm+6nの個骨量なとがあてコた。

b) 1943/1279-1-2およびー14C第12闘a～f）：乙れは 1つの RT,a1'2をもてコ雑種の系統に

設見されたもので， 3個骨量とも⑤＋5mを示す乙とがふつろで， ④十5u十Irとなる乙ともあり，

ただ2-0の RMCでは lm+6nといろ結合が見られた（第 7表〉。五連染色健（⑤〉は多くは W

第 7表 2型の三染色髄植物における染色健の結合状態並にその鋲度（PMC鍛）

材料

1979-1 

1284-1 

①＋5n ④＋5n+lr lrn+6n 7n+h 

I 32(86.49れ 13.51%) ＿］）一｜
ー 牟 ー 58(71.61~.G) 23(28.39必）｜

1) 統計外の 1個挫で lm+6JIを示す PMCが2つ観察5れた．

37 

81 

字担その他の形の鎖献を示した。とれらの三染色髄植物は定植を行う頃の幼植物でも直別され

たほど細葉小型の植物であった。成熟してからも草又は綾小で弱々しい細長の葉をもち他の植

物と容易に直別された。約は裂開するものもあてコたが多くのものは裂開不良で系統 1279に長

ける花粉の稔性は 7n植物が96.80弘④ 他物 が88.11%，三染色鐙植物は 34.55%であてコた。

自殖によヲて 1279-1では 5穂、から 9粒（着粒歩合 9.00% ) 1279-2では 5穏から 23粒〈着粒

歩合17.27%), 1279-14では 3穂から 17粒〈着粒歩合21.91%）をえた。乙れらの種子はと く

に大形であてコたがクいに稜芽しなかった。

c) 1943/1284-1 C第 12園 h,i）：とれは 2-0のRT,aT2とαT4をもっ植物の衣代に得たも

のである。その染色r出青合は lnr十6n, 711 +h等で複合染色骨量を形成する乙とがなかった（第

7表〉。1クの過剰染匂ま恐らくaT4の特徴のある結合の弱いー染色健であろう。乙の植物の生

育は極貧弱で草丈もたいへん小さく，種子はえられなかクた。

d) た最高失染色髄環をもヲ個鰭の系統でもしぼしぼ三染色髄が出現しているへとれらの

植物の詳細な報告は目IJの機舎に譲ると ととしよう。

1) あるも のはPMC染色鰻を概察して決定され， 1t!！の ものは （b）に述ベナこよう な形態的の特徴やf郎 、稔性

などによって推定され亡。
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e）将来各RT型に！穫す＝る三染色鰭植物がえられるであろう。

・¥oJ融制 c番論争鶴
hott•lo争抑静香鵠

以二%
第12園ー粒系コムギにおける三染色健植物のPMC染色髄．×約 1500.a～f. 1943/1279 

-14: a.①＋5u; b.①＋5n; c.① 十h+5n;d. lm+6n. e.後期7:8の分間．

i.種 々の形の①； g.1943/1167-10，①＋5n; h. i. 1943/1284-1; h. lrn+6n: i. 
7n+h. 

論議

I 染色髄環の成 熟分裂行動と稔性

19 

B'rink (1927）が報告した Zeaの宇不稔｜生（semisterile-1）はその後B1・inJcand Bw，明 hani

(1929), Brink and Cοοpe1・ (1931, 1932), poove1・andB・rink (1931）などの細胞皐的

研究によそコて RTヘテロ型に長ける④染色髄環の分裂行動の特殊性によるとと（後述〉が確めら

れた。その後に新しく稜見せられた牟不稔性個健の大部分は RTヘテロ型である。 Zeaでは

X線照射庭理によてコて形成された多くの RTは，乙の不稔性の特徴 を目安として選出せられ

たものである （Anfle1τοn 1935）。

一粒系小委の RTヘテロ型（④を形成〉では花粉の 稔｜生は約 90%を示したく第 6表〉。友金

RTの複合たよヲて得たy各種の高衣染色骨量環をもっ｛回鰹の稔性は染色髄環の高度化にしたがっ

て低下した〈第6表〉。文献に見られる多数の研究と比べて染色髄環の成熟分裂の行動と稔性

の考察を試みよう。

④の4つの染色倍が交互に隔極へ分れるとき，すたわちジッグザッグ型の分裂を行ろときに

は爾燥核にゲノムが完全とたるから機能完全た配偶子が形成されるが〈第 13園c），④の相隣る

2染色憶が同一極へ分れる とき，すたわち0（又は U）字型の分裂を行ろ ときには雨燥核のゲ

ノムは，染色鰻の一部分を依くととろの機能をもたない配偶子が形成される（第 13園〉。④の
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1111 司nns D 

2・112 4U U!l B 
2 2 

哩型空写型耳目哩旦竺±三

C 

a b C d 
第13困成熟分裂におりる染色髄の模担問” a2謝の正常染色鰹； b.RTへテロ型におけ

るパキテン接合像， 1・23・4は正常染色憾， 1・32・・4はRT染色健； cおよびd.

中期の染色健， cはZigzag型の排列 dはO字型の排列（小拘聞は動原憧の位置

を示す）

4つの染色髄が全く機曾的に 2－：：：：：＞宇、クに分れる方法は喧C2=6だけあてつてそのちち 2－：：：：：＞の分れ

かただけが，ジァグザッグ型分裂にあたるから，との計算にへばその稔性は 33.33%とたる（木

原 1932,Dobzhansky (1941，其他〉。さらに 2R個の染色儲から成る染色髄環がR個十ヲに

分れる機合的組合は 2nCRであるから，その稔性は 2/2RCR×100を以て輿えられると，とに註る

（第8表〉。との解緯にしたがてコて Gα

Dα宮勾U.,gton (1937）土Eとは染色鰭z蓑を形成する染色髄が上ヒ較的規則正しくジツグザ、フグ、分

裂型を示すのは，相同染色髄環の反j後力が働くからであろうと説明している。本著者はとれを

。ぎのように説明を試みる。

1つの染色胞は正常には 1－：：：：：＞の動原鶴（centromere, kinetochore）をもっている。成熟分

裂の前期には相問の動原桟聞の反援はキアズマの末端化を生じ，成熟分裂の中期にはその作用

が拐、く仰向て染色髄の極性が~えられる。 DaT’linf)’tοn and Dαrk (1932）によれば染色憾

の分裂行動は相同動原槌聞の反援と相同染色鐙の全長にわたる反機 とに主るものと考えられ

る。相互韓座形成の際に窃j原憾の異常や其他の不平衡な欣態を来したばあいにはその染色髄は

E常な分裂行動を とるととが出来たいので会そらくは配偶子世代の分裂に長いて泊、夫してしま

ろものと思われるくAn<lの’son,1935, ；＇.｝＇αx 1938, 1940, 1941, Giles 1940）。本著者の材料の

各 RT型はX線照射庭理を行ってからすでに数世代 (1946年の材料は X1世代〉を経て語り，

乙の間に染色鑓行動に何等異常が認められ十，それらのホモ型の稔性も在常であるからゲノム

の平衡は保たれているものと考えてよかろう。

成熟分裂太糸期には相互斡座ヘテロ担の 4染色髄は 夫k~：目同の部分 〈腕〉が side-by-side

に接合していわゆる十字接合型（第 13園b）を呈し，双糸朔巴は相同部分にキアズマが形成

される（D仰 ・Ungtmι1929, JJ'l eel伽 tock1931）。 Zeaや Pz・surn友とではキアズマの末端化

は不完全であるが （Swn.so・nw・1932,Dαrlinグton1934－，前田 1943), OenotheraやCarnpa-

nu/aなどではキアズマ末端化は完全で，移行期には染色憾の結合はいわゆるend-to-endとな
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ヲている（Gαt'Nlne,rand Dm・lington, 1931, Da'rl'indtοn 1937）。ー粒系コムギの成熟分

裂中期に見られるキアズマの多くは末端的で（D仰 ⑩Zington1931），多少の介在キアズマが見

られるばあいにもたいていは末端に近いものである（第3闘〉。相互碑座の複合によヲて形成

せられた高夫の染色艦環でも第6, 10闘に見るよろに各染色鵠はだいたい末端的の結合をして

0 る。

染色髄の極性は疋しく員の中期核板（metaphasecongress）に入ィったものから順次に奥え

られるものである （Swαnsο偽 194-2）キアズマ末端化の不完全な④ではキアズマ語形成したま

ま異の中期に入る。とのときはじめて④の 4つの染色鰭にある 2封の相同動原髄がそれぞれ濁

立に反接して染色鰭の極性を輿えるものとすれぽ，ジッグザッグ分裂型〈第 13固c），となるか

O字分裂型〈第 13固めとなるかは機曾的（atrandom）となるべきである。 じてコさい Zea

やPisumたとの④のわかれかたの観察によれば既速のようにジッグザッグ分裂担が50，%で，

その稔性もとれに一致している （B・u/rnhαm,1930～1945, St市 Uer-1931, .Anderson 1935, 

Beadle 1937, E査ilcα音色SSO'J'I, 1931, Sαnsoη1,e 1932, 1933, Pe.llew 1940）。 Bu1明hαm(l9－~5)

によれば Zeaの相互韓座 Ts-6Cにづいてしらぺたジフグザッグ分裂型の割合は 50，%で， O

字分裂型を観察すると各染色鰭は遇常2鈎の勤原悼のある腕が赤道板で相封するよろた位置を

とうて分裂し，動原健の友い腕が赤道板で相封し，相同染色健が同一極に行くよろた分裂は極

めて稀であるという。乙れは上にのぺたところによくあう事賞である。

一粒系コムギでは④または高女の染色悼環でも移行期から早い中期にかけては各染色鰭は任

意の位置をとてつているが，民の中期にたると赤道板に規則1Eしい位置をとるように危る。各染色

髄が末端的に結合している④では，まや最初に真の中期に達した2つの相同染色鰭に極性が奥

えられると，それぞれつぎに位する染色健は相同部分の反援によって反輩、Iの極に向う極性を生

やる 0！＊の染色鰭環ではつぎクぎと各染色憶にとの反披が及ぶ。との反般が完全に行われば

るならぷ足則定しいジフグザッグ分裂型が形成されるはす＝である。 SrnUh(1936),_ Th01npso飢

えEど（1937）が Triti cumで早い中期から農の中期にかけてO字型かbジフグザフグ型に鐙化す

るとしたのはとの間の染色般行動の愛化を見たものであろう。 Ganesan(1939）は Notonia

の染色鰹環各染色髄の配子！］は移行期に決定せられるものとした，が，乙れはむしろ特異のととと

いわなければ、ならたい。

キアズマ末端化の完全土ししかも比較的小さい同型の染色健をもてコ OenotheraやCampa件

ulaではとくに規則正しいジァグザッグ、分裂型を示すととをもって知られている。一粒系コム

ギでもPMC分裂像の統計をとると④のジフグザッグ分裂型は平均82.69であてコた〈第2表〉。乙

の値を完全分裂係数（disjunctional coefficient= d）と名やける。との値は理論的には花粉の

稔性と一致すべきものである。しかし統計では花粉稔｜生の方がや L高く平均90.58，%であてった。

花粉稔性の調査を行ろばあいにアセトカーミン法によって形態的に良花粉としたものでも，生
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理的には機能を有し危いものがあるために統計値が理論｛直より やや高〈危るものであろろ。完

全土Eジッグザァグ分裂をたすものとされている Oenotlw.ra,Carnpanula, Daturaたとでは

d=lOOタム Zea,Pisum友どでは d=50%というわけである。

染色鰭環と稔性の関係は(1)1ヲの染色鰭環に含まれる染色髄数の増加，（2）染色鰭環の教の

増加の2ヲの系列に直別して考察する。第6表に掲げた稔性を 乙の系列にしたがてコて園示すれ

ば弐のよう’になる（第14園〉。

第14園一粒系コムギの染色健環の高度化と稔性（%）の警護イ七

組合った RT染色健組の数。 1 2 3 4 5 6 

J④十④－－－－－－－－－④＋④十④ f ①＋④＋＠帯
80.38 67.92 

／①＋④.，・ ，，・①＋＠⑮＋④持
70.89 ..... 40.24 

'・. 

7rr一一一一④一一一一①一一一一①一一一一⑪一一一一⑫一一ーー⑪持

＼二ご~①＋①
（註） 帯印は本稿校正中に得られた。

1) 1つの染色韓環に含まれる染色箆設の増加と稔性。

との問題を考察するたlめ第 15園をかかげる。④の 4つの染色鵠を ABCDとする。そのろち

A,B染色鰭の位置に封し， C,Dがジッグザッグの位置をとる割合を dとすれば，他の割合co
字型〉は l-dである。第二の RTが組合ろと 2染色鰹E, Fが加わてコて⑤と友る。分裂に際

して E,Fが C,Dに封レジッグザフグの位置を とる 割合もまた同じ くdとすれば他の割合は

M である。さらに高衣の染色鰭環にづいてはくむの二分法をもってすすむととがで、きる。

したがって2つの RT染色髄組の組合よりたる⑤の各分裂担は二項式イd+ (l-d)}2をもてコて

輿えられる。 3つの RT染色髄組の組合主り成る⑧では ｛d+ (1-d)}-_3となる。一般に t個I)

の RT染色健組が組合って形成する高女の染色鰭環の各分裂型は ｛d+(l-d)}lというこ項式

を以て輿えられ，その展開式の第一項dもがジッグザッグ型の筈I］合， すなわちとの染色髄環を

もっ｛問鰭の理論稔性を示す値である。

2) 染色髄環載の増加と稔性

1佃慌がもてコ1つの染色鰭環に関係するRT染色鰻組の数をr1，他の染色鰻環のそれをr2とす

れば，乙の2つの染色鰭環の各分裂型は｛d+(l-d)}rI×｛d+ (1-cl)}r2={d十（1-d)}rl+rlを

n tは染色鰻環に関典する RT染色髄組の数であって染色惜ー数ではない。一般に 2R個の染色餓

からなる染色鑑環においては t=R-lである？



1952 山下孝介：ー牧系コムギの相互鴨座の研究 ][ 

以て典えられる。r1+r2=tとすれば1つの染色鰭環のぼあいの一般式と同じになる。

第15園 成熟分裂における染色髄環の行動から分裂型の一般式を求める模型悶（説明本文）

組合せ？こ相互斡座染色健組の数

1 2 3 r 

zigzag －…・・ dr 

〈〈〈／/VVV __ _ 

（？？ιー－－？（~ど
1・｝＼「寸一一「六人／

L-1 ~ L-1Y ', 

＼「一「－
Lー」γ

(d+(l-dl)官

0…・・ ( 1-d )r 

d+(l・d) (d+(l・d))z (d+(l・d))3 

各分裂型の旗度を求める一般式

23 

一般に高次染色鰻環の完全分裂の割合，すなわち稔性yはつぎの一般式をもって輿えられる。

y=kd .. 

d＝完全分裂係数， k＝分裂常鳩直常事 t=RT染色陸租の敬

第 8表は種々の dのイ直に謝するyの値の表である。

賓験によィって得た染色鰭環と稔性の関係〈第 14園〉を固示すれば第 16闘のとjぎりである。

とれを理論曲線y=kdに比較するとだいたい賓験曲線は d=80%または d=90ガの理論曲

線の聞に位する。 したがクてー粒系コムギの dの値は 80ガ～90%としてよい。じっさい④の

完全分裂型の割合は 82.69，花粉の稔性が90.58ガであてコた乙ととよくあろ。

ヨたの賓験曲線をみると染色鰭環の高度化につれて下にやれているととが認められる。 とれ

は何に原因するのであろろか。 高夫の染色鰭環では染色緯環の任意の二男占又はそれ以上から

それぞれ濁立に分裂がはじまる乙とが可能である。かよろなぽあいには染色鑓環の二黙から反

援による各染色憶の極性が順次に興えられて行くと出合黙でその 50ガは完全分裂型となり 50

%は不完全分離型を結果するq とれが高失の染色鰭環をもっ個髄に見られる稔性のす＝れ下りの
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第 8表 種々の dの｛直にき討する yの値の差

y=kdt, k=l t=l, 2, 3・・・・・・RT染色髄組のWk

み~＼ 1 2 3 4 5 6 

100 100.00 100，ρo 100.00 100.00 100.00 100.00 

95 95.00 90:25 85.73 81.45 77..37 73.50 

90 90.00 81.00 72.90 65.61 59.05 53.14 

85 85 .. 00 1e.25 61.41 _53.19 44.36 37.71 

80 80.00 64,.00 51.20 40.96 32.77 26.21 

75 75.00 56:25 42.18 31.64 23.73 17.80 

70 70β0 49.00 34J30 24.01 16.90 11.76 

65 65.00 42.25 27.46 17.85 11.60 7.54 

60 60 .. 00 36.00 21β0 12.96 7.77 4.66 

55 55.00 30.80 17.24 9.65 5.40 3.02 

50 50.00 25.00 12.50 6,25 3.13 1.56 

133 .. 33 10.00 5.00 0.79 0,.21 0.05 
空R R 

1) 2R個の染色髄より成る高女染色髄環が R:Rに分裂する機合的組合せ

第 16 闘 ー原因と友るのであろう。

一粒系 コムギにおける染色鰹 Sm'ith (1936）はー粒系コムギの研究で染色
環 と：段、性の関係曲線．

（黙線は y=kdり 鰭環の分裂行動と稔性には関係、がたいようにの

べているが，その賓験結果を見れぼやはり 10%

前後の不稔性を見逃すととはでき註い。その後

の報告 （Sm'ith1939）をみても各種の高衣の染

色鰻環をもてコ個鰹（RT組成は分析されていた ，

い〉の稔性は本著者の賓験結果と杢くよい一致

を示している。Tlwnivson等 (1937）がRadon

J照射によヲて得たRTヘテロ型〈④をもてコ〉の

不 稔性は T.monococcumでは 3.6～18.6%,

T. durumでは2.1～17.4%でだいたい 8mUh

(1936）や本著者なとの質！験結果と一致してい

るとみてよい。

Zeαでは④をもてつ個鰻の稔性は前にのぺたよ

うにだいたい 50%に一致している。 B1~'ink
0 l 2 3 4 5 6 

RT染色憧祖の数 and cοοpeT＇・（1932）によれば， Zeaの2づの相

享碍座型聞の雑種の⑥をもてコ個憾で時 15～25戸の本稔性？③では 75%の不稔性が認められたp

A
U
 

p
h
u
 

稔

性

（
M
F）
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また Bwrnhα1n(1930）は Zeaの④＋④では 78.5%，⑥では 81.5%の不稔性を報告してい

る。乙れは y=kd1の d=50%とする理論曲線にだいたい主く一致する。

Oenotheraの雑種で種々の染色髄環をもづ個躍の稔｜生は Gαtesand Catchesicle (1932）の

報告によれば l-0の群はだいたい 80%に近く，他の群はだいたい 40%（よりやや低く〉近く

に水干の分布を示している 0 Clelαnd (1924, 1926, 1929）によれば Oenotheraの染色鰭環は

規則正しいジフグザァグ型の分裂をするもので，染色鰭環を形成する染色鰭教に関係たく告主

そ 10～30%の不分離が見られている。また Oenotheraでは配偶子致死機構 （OehlkersI927)

が知られている。そのばあいには成熟分裂がジッグザッグに行われでも宇数の花粉粒は不稔と

なるのである。上に掲げた Gatesand Cαtcheside (1932）の賓験で80%に分布する雑種は

配偶子致死の機構がたい“complex”聞の雑種で， 40%1)に分布する雑種は配偶子致死の機構

をもう“complex”が含まれている雑種である。とれら 2づの水平分布は y=kdtのd=IOO% 

とし， それぞれ k=80%または k=40% とする 2づの曲線（d=lOOのぼあいには水平直線

となる，第8表参照）をもって示されるものである。左希 Oenot.heraに長ける配偶子致死の機

構がたい complex間の雑種で，しかも低い稔性をもてコているような例外にだいレて原著者ら

(Gαtes and Cαtchesirle 1932）は雑種に長ける“complex”2!プラズマとの不調和に原因す

るものとしている。ゲノムとプラズマとの不調和が稔性に影響する乙とはよく知られていると

とろである （Oelkrug1934，木原 1940，木原・近藤 1943）。

dの値は生物の種類によって特定の値を示すものと考えられ，その他は百三常には 50%と100

ガの中聞の値である。上にのペた種々の例にさらに二，三の文献を追加して dの値を表示すれ

ば第9表の通りである。

第 9表 各種植物の df直

Idの1rI 植物名（著者）
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中

Oenothera, Campanula, Datura, Rhoeo 

Tri ti cum 

Paeonia (Stebbins 1938) 

Aegilops CH瓦hαfα1937，山田，鈴木 1941)

Hordeum (Smith 1941) 

Zea, Pisum, Oryza (Bαrthαsa1・αthy 1938) Zea型 50 

後原著よりとった概数をもって示しである 0.

y=kdtたる理論式は弐の3つの場合に膝用せられる。

(1) 高次染色健環の稔｜生の議想。

dのイ直が典えられれば各種の高失の染色怯環をもてコ個憶の稔｜生は y式の表〈第8表〉から求め

l)Dm,-is (1940）によって Oe.cantab-rigiana （⑪＋①） の花粉稔性は 35～40%と報告されている
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られる。 例えばー粒系ゴムギで将来育成されるみとみのものの稔｜生はd=80～90%として⑤＋

④＋④＝4.0.96～65.61タム ⑬＋④＝32.77～59.05ガ，⑬＝2G.21～53.14%となる。前にのぺた．

よろに高夫の染色髄環では yの値ーは計算値より多少低く左右から，乙のぼあいにも賓際はとれ

らの数値ーよりやや低い値とたるであろろ。

dη＜le,rso’n (1935）の報告に掲げられているZeaの種々の相互碍座を本著者の方法に主ヲて

組合せると理論的には最高⑫の高衣染色鰭環を有する個悼の育成が可能1)であると思われるが，

y式のd=50%によって計算すれば⑫をもてコ個慌の稔性は 0.19%の議想となる。

(2) 高次染色健環形成の起原の探究

高次の染色髄環をもっ個鰭にづいてジジグザッグ分裂型の害I］合またはその稔｜生を知れば， y

式からdの値が求められる。乙れはその高芸大染色鐙環を組立てている個々の基本的の RTヘテ

ロ型のジッグザァグ分裂担の割合すなわちその稔性の平均値を示すものである。したがってy

式をとのようにつかろととは高失染色健環をもてコ生物の起原を求める 1づの新しい方法となる。

たとえば長尾 ・酒井 (1939）によれば⑬を形成する Chelidoniumでは花粉の稔性は 31.03%で

あるから， 配偶子致死機構は存在したいと仮定すれば y=k♂の式から

d4=31.03 % ・.d=74.63 % 

と友る。故に乙の Chelidoniumの⑬を形成する役割を果したと考えられる基本的の 4"'.'.JのRT

ヘテロ植物のジッグザッグ分裂型の割合の平均， す友わち花粉稔性の平均は約 75%というと

とになる。とれはその起原探究のーヲのてががりとなるであろう。

(3) 染色緯行動異常の殻見

高夫染色鰭環をもっ植物で y=kdtがら求められる理論値に合わたいようた稔性を示すぽあ

いには， 染色惜の行動に何かの異常があるためと考えてよい。 乙のよろに y式は染色惜の異

常行動を護見するてがかりとしても用いられる。

dの値は上のように生物の種類によって大韓特定の値を示すぺきものである乙とをのぺた。

しかし RTはいす＝れの染色憾にも機舎的に起りろるとすれば染色惜の愛異または相互碑座部分

の差異等に主つて成熟分裂の行動は愛るものと考えられる。したがって厳密には個々の相互縛

座はそれぞれ個有の dの値をとるものであろう D dの値はまた染色強行動の特異性，種々の

外的保件，生物の生理的保件なとによっても左右されるであろう。以下文献に見られた種々の

ぼあいを考察し主う。

Mus（ネズミ〉では亙oller( 1944）が 3つの RT型Jにてコいて核接的に調査しているが，その

ジッ グザフグ分裂型の割合から期待される稔性はそれぞれ 23.5%, 44.2形または 4S.3%であ

るが，じっさ ρ調査してえられ九稔｜生は夫々 29.9～39%, 45ガまたは 43.6～46.5%で期待と

1) じっさいには稔性低下のにめ非常にむつかしいことである。
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じっさのがよく 一致している。 Snell(191!6）に主れば雌雄に主てって稔性が異るばあいがある。

一例では相互轄座れテロ型の雌は約50タム堆は約61%の稔性を示した。

Daturaでは Blakeslee, Be1す偽erand Ave1・y (1937）に工れば第一次RTヘテロ型ー2, -4, 

-88等製では花粉は正常であるが，⑤を形成する雑種，第一女RTヘテロ型－1×同－87，では花粉

の不稔｜生は 50ガ以上とたった。 Daturaの d(D値を 100%と考えれば乙の雑種の不稔性には

何か他の原因がたければならたい。第一失RTヘテロ型－3では花粉は通常25%の不稔性を示

すが，時としては花粉稔性がTE：常であてコたり，また 50%の不稔性を示したりする。細胞皐的

の観察によれば4染色躍は通常鎖献となり，屡々切断して2佃の不等封の二債染色鰹を形成す

るととが認められている。これが不稔性の最もた原因をたすものと考えられるのではなかろろ

か。しかし原著者などは外的保件の影響をろける結果によるものとしている（BeT・gn町，8atinα

and Blak<>slee 1933, Blα1':eslee, Berグ 附γandAveT・y 1937）。また染色髄の極小部分（附随

鰻〉の相互碑座があるや第一女RT.，.ヘテ ロ型一7でらいわゆる“ necktie”型の染色鰭環を形成す

る。その花粉稔性は約50%であてコた（Be1・グneT・,8αUne and Blakeslee 1933）。とのぼあい

には小さい相互碑座部分の反般が弱いため百三規のジフグザフグ分裂型をとるととが出来たいた

めであろろ。

Zeaの“Semisterile-2”（BU1＇悦ゐam1930, 1934, fll cct，的 tοck1930, 1931, Creigton and 

McClんtock1931, .An<.le1・sο7ι1935）がやや高い不稔性 （59%）を示すのは染色鰭環の一部

の結合が破れて鎖欣とたり，しばしば不分離を生守るためであるとされている。 Bu1"lihα，1n

(1932）によづて報告泣られた“ lowsterile”は 6－染色憾の附随悼の部分に起。た RTに原因

するもので， 4つの染色髄は鎖放を示し，不完全分裂による小部分の依失は稔性に影響したい

と者えられている。

Rhoeoの染色髄環には外的保件の影響をろけてしばしば切断するため稔性に影響するものと

考えられている （Darl仰 gton1929, Kato 1930, 8αx 1931, 1935, A.nde1”son and s’α勿

1936）。明峰 (1937）によれば、染色間環の結合が破れて異る染色鰭数よりなる鎖欣染色踏とな

る。同氏が種々の分裂｛象に基いて計算した期待稔性は ,1.3.88%であったが， じてコさいに観察し

た花粉の稔性は 4-2.37ガで期待に工く 一致した値を示した0 8αx (1931), Ande,・son a:1d Sα忽

(1936）等によれば⑫をもてコ Rhoeoの花粉の稔性は 10～20%である。紅会 Tradescantiaの

RT'ヘテロ型は 50%の不稔性を示した （Ande1・son,and Sα忽； 1936）。

Lili umの－ RT型では芳賀（1938)Haaα（1943）等によれば動原髄行動の異常のため相

隣る 2染色惜の分裂がTE常に行われないため 99.8%まで不稔性と友る。

Notoniaの RT－＂テロ却について Ga,nesα偽（1939）は非相同染色鰹に介在する相同部分

segm,entbの仔在する 乙とを核準的に詮明した。主q詮不完全分裂型の割合は 52%で、あったが1
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不稔性の値はそれよりもやっと高く 73%であてコた。も しも segmeロtbに交叉が起れぽ，ジァ

グザッグ型の分裂が行われたぽあいにもその宇分は染色鵠の末端部にづいてみるとO字型分裂

の結果と同じになるので，乙れが惰くたる｜不倒的三掠因となるものであろろ。

Pどieoniaの⑤，③，⑬等を・もてつ個憾では Stebbinsand Elle1・tοn (1939）によれば花粉の

稔｜生はだいたい 30～31%（稜芽試験では 20～24ガが正常に稜芽した〉であてコた。原著者らに主

れば約25ガの不分離，約40%の染色鰻環の切断，一償染色髄の出現たとがあり，との他いわゆ

るx-segmentのキアズマ形成Ve.よる8字形像 figure-of-eightたとが見られ， とれらが低い

稔性の原因とたるものと している。 しかしとtの稔性は y式か’t:)d=75～80% (8tebbi仰s1938) 

として求められる期待よりもやや低いだけでだいたいの一致を示す値である。 Rumexの草純

碑座でYαrnaniotο(1935）は約50%の不稔性を護見し， それにたいする核皐的詮明を輿え

ている。

OryzaのX線庭理を行って得た相互碑座で .P<l'J・thαsαγαthy(1938）は宇不稔性を認め，

Kaグα'Wα（1939）は X線照射慮理を行。た材料で51，%の不稔性を示す個性をえた。しかし乙

の個鰭については核準的視察が行われたか0たので，供試材’料が相互碑座ヘテロ型であてコたか

どろかは確かでない。 〆
』／

平吉・中村・狩野（1943）に工れば間黒松 Pinusdensi-Thunbergiiの PMC成熟分裂中

期の二償染色鰭はキアズマが複雑で，＿＿＿."'.'.Jだけ褒見されている④の接合の；康子もかたり複雑で

ある。本著者の考えによれぽ，キアズマの複雑さからみて④の行動は Zea型に属するから 50

Mの不稔性が期待されるが，原著者たどに工れば花粉稔性は正常であてコたといろ。しかし原著者

たともそのあとに迷ぺている主ろに「森川（1926ふ平吉ほか（1943決諸毛今は間黒松に沿いては

種賓稔性が低く，主立主が赤松や黒松に比ぺて多い事を報じている事かb考えれば，間黒松京

大ー放の外観正常紅花粉の中にも不1針E粉が混じて居る」とするのがだとろであろろ。

本研究の RT染色組組の複合法に工てコて得られた⑫をもてつ個 悼の複合式は⑫＋lu=
a-b c-d e-f g 
a b『 C d-d f十三ーである。乙れを分析されたいくづかの遺倖子記披をヲけて模式的に示せぽ

第 17園のようである。

⑫複合の素材として T.aegilopoides vc形成された相互4等座aT1，αT5，αTa, T. ・monoco・

ccum vc形成された相互4事座， 制 Tu,niT2を用いるときは複合式は

⑫＝aT1αT5αT3_b-a c-d e-f_T. aegilopoides 
悦T.51nT2 --b a-c d-e f-T. monococcum 
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A 14 

c-d e-・f 
g

《
》

B 

a g 
b-c d-e f 

第17圃 RT複合によって育成せられたー枇系コムギの⑫＋lu個憧における成熟分裂

CA）太糸期並に（B）中期染色陸模型圃．

とたる。したがってその衣代には T.aegilopoides型（7四花粉E常〉：雑種型（⑫，花粉高

度不稔） : T .monococcum型（711，花粉正常）が 1:2:1に生やるは歩、である。 もしそれぞれ

T. aegiloρaidesゲノム（複合式の分子〉長よび T.monococcumゲノム（複合式の分母〉に平

衡致死の機構を輿えるととが出来るならば Oenotheraのように染色髄環をもっ永久雑極性の

佃躍が育成されるであろう。それは今後の研究によヲて質現可能であろう。

紅虎遺倖子 tigは T.aegilopoidesの RT, a 1¥ = a-b, のホモの系統に，淡級 lgIは T.

monococcumの RT，悦T1=e-f，のヘテロの系統に殻見されたものであるが，その後の試験に

よそコてとれらの遺倖子はそれぞれ RT染色髄の組とは関係のない染色憾上にあるととが完明さ

れた。他方RT各型についてのホモ， 2-0の RTにづいてのホモ友とはい守、れも花粉の稔性が

正常で， 形態的の特徴についても特異性は認められたかったととをみると， RT形成に際し

て染色髄の飲失などは生じてい友いものと考えられる。ま，た染色鰻環をもっ伺鰭も y=kdtと

いう理論式による期待に近い｛直の不稔性を生守、るほかは何等異常は認められ友かてった。 RT

は染色鰹構治上の著しい愛化であるから論議の封象となヲている位置数果 positioneffectの

問題の研究（B世・的民； 1932,Cαtchesi<le 1939, JοnPS 1939, Blαkeslee and Be1す1w1・I940, 

.Blakeslee, Avery and .Berグne1• 1940, Dοbzhαnsky 1941，田中 1941,RοbeH 1942其他〉

によい材料となるであろろ。

m 高次の染色髄環をもっ自然：植物の準化

二倍性植物の染色髄環は，非相同染色健間に部分交換が行われた結果として形成されたもの
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であるといういわゆる部分交換設（Belling 1926, and Blakeslee and Belli1ψ1927）。に工って

説明されている。Oenovheraでは 7nを示す Ce.hookeriが原始型であると前漉し円 高失染

色鰭環は長い間につぎてコぎに起ぜった成功的の相互碑座successfulsuccessive interchangesを

仮定して説明されている （Hakanson.1928, Dαrl白'l{Jtou1929, 1931》 Clelandand Blakeslee 

1930, 1931, Emerson and St-urtevant 1931）。すたわち Clelandand Blakeslee (1931) 

Cleland (1935）たにとによれば Oenotheraの共通の祖先から由来レたゲノムあるいは“ co・

mp lex”が長い間に繰返し RTが起って染色鰭の部分構造が分化して来たものと考えられて

v、る。

Belling (1931, 1933), Cαtches・id,e (1932）等は通常の交叉と同じような機構に主クて RT

が形成され得るとし， SαX (1931）は Rhoeoの染色鰭環形成の読明に染色健主震は互に連環

interlockingした二償染色髄の接j開票占に切断と癒合が起る結果として生守ると仮定したo

Stebbinsらく1939), ·wαtte1~ (1942）は Paeoniaの染色飽環形成の説明に 8,,1,x：設を用いた。

染色髄の連環は種々の植物で観察されている。たとえば Oenothera(Cαtches i<le 1931, ] 933) 

Canψαnula (GαかのもW and DrtPUngt01も1931), Triticum ( Da,,rtれりtοn1931) Trades-

cantia (6'仰 ・and.Ancle'rson 1933), Paeonia (8tebbi-us 1938）其他（J)a,rUngtοn 1937) 

また本著者の材料でも時々観察されるが，しかしSαm訟に支持を輿えるような詮擦はない。

友会との設をもってしては Rhoeo(2n= 12）では最高の⑫のみが知られ， 中間の染色髄環を有

する植物がたいととの説明が出来たい。

Dα1•Ungton (1929）が Oenotheraの染色強環で観．察したいわゆる x－部分の交叉は其後

Pz'sun宮（Pellew and Sun some 1931, S,αns01ne 1932, 1933), Oenothera (Dαバfngton

1931, 1933, 1936, 1937, Cαtcheside 1932, Eηiers<nι9お， Cleland19-4-2), Zea (Brink 

anl Coove・r 1932), Datura (Berグne1・ and Blakeslee 1932), Paeonia (8tebb仰 sand 

Elle'rton 1939) Oryza( l~αrthαswrathy 1938）註とでも確められ，いわゆる8字型像 figure-of

-eightを形成するととをもって知られている。とのぼあいに交叉が成功的に行われればJ）二次

1) 01というゲノムを有する植物と 02というゲノムの植物との雑種に④が形成されるときには 1つの RT

が閲係していることは明らかである。しかしこのばあい01を標準にすれば02にRTがあれ 02を標

準にすれば01にRTがあることになる。 Oenotheraでは 7nをもっOe.lzookeriを原始型とし，これを

標準としているが， もし他の種を標準とすればOe.hookeri』まL、〈つかの RTのホモ型であることにな

る。 このように RT は相劉的のものであるが， 本手~告のばゐいには純系の 7n をもっ T. aegiloρoid・

esとT.monococcumから X線照射・によって人角的に形成した RT型であるから，純系の T.aegl!o・ 

Jうoidesおよび T.monococcumが標準（原型）である。

2）第1報（山下 1950）山と e-gの 雑 種 （ ① ＝討の刊にこのような coの結果f刊という

二重RTをもっ個憧が得られたことが報告された。
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的RTのを結果する乙ととなる。 Oenotheraのギ突然、愛異髄half-mutantはとのようにして出

現するものとされている。 B1•i1'tk and Coope1’（1932）によれば， Zeaの RTヘテロ型聞の

雑種，宇不稔性－1×宇不稔性ー5，には⑤が形成されるが，その次代に生じた l{間髄を正常植物

ーにかけあわせた雑種では⑥を形成し，牟不稔性ー3にかけあわせた雑種では⑧を形成した。との

1個佳は会そらく上に述べた工ろな部分の交叉によって生じた二次的の RT染色健をもつもの

であろう。しかし原著者なεはそれぞれの RT型は極めて安定のものでかような交叉の起る乙

とは極めて稀であるとしている。

Cleland and Blαkeslee (1931）も自然欣態では RTの起るととは稀であるから， 第一衣の

RTと第二女の RTの聞には長い期聞を要するであろうとのべている。また Cooperand 

B1'ink (1937）は全く隔絶された具る地方から集品た Zeaの染色償に 鐙異のない乙とを認

めた。他方 Blakeslee,Be1y}'l't,e1・ および Ave1・y (1937）に主れは、世界の各地から 集 占ちた

Datura stramoniumの583の材料について記録された第一次RT型は 5種類にすぎたEい。

社告栽埼中に新しい RTが形成されたという詮擦はえられていたい。かように染色館構造はご

く安定のもので（Dαrlington1937, Blakeslee and Avery 1938), X総とかラジウムなεの

ような激しい放射能の影響をうけるか，またlは遺倖子の作用くZeα：Beαdle, 1932, 1937）に

よるかでなければ容易に鐙化するものではない。

X線等の照射庭理によって形成せられた RTの例は甚だ多い。長もなものをあげると Zea

(Stαdler 1931, .A:urlersmι 1935, 1941ほか〉， Da-/Jura (Be1・グ官主的、 ・8αt伽 αand Blakeslee 

1933, Be1・gner and Blakeslee 1934), Oenothera (Cαtcheside 1935), _TriticumヒKαtα．

yaniαi935, f:hnlth 1936, 1939, 1943, Thο，rips側等 1937，木原 1942，松村 19 ~6，其他

dαse 1946参照〉， Crepis (Levitsky. 1941)), Neurospora (..:l:lcCl似 toch1945), Mus 

（瓦οlle1・ 1944）など最近染色髄構造の愛化にたいする紫外線の効果も認められている （Swαn-

son 1940）。

本著者は X線照射によって形成せられた RTを交雑法に主って分析し， RT各型に関係する

染色館構成を明らかにし，乙れらを RTの基本担とした〈第4表〉。他方とれら各型の相互韓

座基本型の交雑複合によヲて高衣の染色鰭環を有する個鰭の育成に成功した（第 5表，第 10

闘〉。すなわち期待のと金り 5型の RT基本型の組合せに主クて可能た各種の高次染色髄を

複合した。 との方法によそコて得られた⑫は Oenothera,Lamarckianaに比べられるものであ

るI）。

X線照射によてって形成せられる．多くは草ーの RTでX1世代に④を形成するが， X1世代に

飛躍的に高失の染色髄環が観察されたばあいも知られている。たとえばー粒コ ムギでは木原

1) 最近の報告（山下1950）によれば①十④＋④，⑪ート④あるいは＠等の合成も成し遂げられた．
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(1942）は⑤を記録し，本著者も④＋⑨，⑤等を観察した。 Cαtcheisde(1935）はOenothera

で④＋④，⑥等を報告している。 81nith(1939, 1943）は T.monococcumで最高⑬， T.

vulgareで最高③までの種々の染色鰭環を観察し、た。

自然に稜見せられる高夫の染色髄環形成の可能性は (1）には個々に形成された RT型の交雑

による組合せ（2）にはてつぎてコぎに起る成功的 RTの集積，（めには(1）長よび（2）の組合せ，（4)

には上にのぺたような飛躍的の鐙化註との結果として形成せられるものと想像されるくCαtc_

heside 1932, Cleland 1935）。本著者は本研究によって（1）の可能性に封し賞験的詮明を奥

える乙とが出来たのである。

。ぎに Oenotheraや Rhoeoの永久雑種性の説明に用いられている平衡致死の機構にヲいて

は如何であろろか。

RTヘテロ型の次代には前に述べたように正常型（ 7n):RTヘテロ型④： RTホモ型

C 7h＇）が 1:2:1に生じ，乙の系統では乙の比は一定に保たれる筈である。しかしもしRT染

色倍長よびとれと組合う正常染色鐙にX線照射によって形成可能な千衡ほ致死遺倖子を生じ

たもぽあいには RTホモまたはE常型は死滅したければならたい。じてコさい木原・山下（1947)

はX線照射庭理によっていくてつかの致死遺惇子またはそれに類する効果をもっ遺倖子の形成

せられたととを報告している。いま 2種の染色惜の組，仕bおよびかCが組合って⑤＝ 訟

を形成するぽあいに，もしとれらの 2Qの染色耀組またはとれと組合ラ正常染色鰭aまたは

Cに平衡致死遺倖子が在在するぽあいにはとの個髄はいす＝れの致死遺倖子についてもヘテロの

欣態であるから生存し，その子孫、に生宇、るそれぞれ2型の正常型は生きられない。 ！したがって

常にヘテロ視の⑥のみが生存しうる乙とになる。しかしその稔性は上にのべたよろに完全では

社い。多様の致死遺倖子が形成せられたばあいには雑種性の高い高衣の染色髄環をもっ個鰭だ

けが生存可能とたるのである。

Cleland (1935, 19-10）によれば Oenoth~ra の護j洋地 と考えられる California 陀分布する

Oenotheraには比較的少い染色館敷の染色鰭環をもてコものが護見せられ，とれらの植物には致

死機構がたい。とれを以て原著者は Californiaの種は共通の祖先から比較的新しく分化して

きたものと考えている。しかし本著者の立場からみればとれらは高女染色鰻環形成に基本的の

素材としての役割を果したむしろ古い型のものと忠、われる。いま致死機構をもつものがたいの

は未設見か死滅したかあるいは交叉によクて致死遺倖子を消失したもののみが残存しているの

であろう。
11,/).. 

Stebbins and Ellertοn (1939), W4αlter・ (i 942）等によれば Oenoth与の褒群地と考えら

れる Californiaに分布する PaeoniaにOenotheraに類似の各種の染色鐙環（2n=10であ る
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から最高⑬〉をもっ植物が観されている。との工ろに同一地域に分布する義る植物に類似の

染色館構造上の鐙化が起うているととはとのような染色館構造上の鑓化の起併を考察する上に

興味のあるととである。

⑫をもヲ Rhoeodiscolorは 1麗 1種で， その原種は明らかで、たい。 Bαlley(1925）をみる

とMexicoまたは We3tIndies原産となっている。しかし比較的近縁の Commelinaceae-に

はRhoeoの染色憾に似、た染色鰭をもてつものがあり， また種々の相互枠座も設見されて居るの

でくDαrUnglon1926, An1le,rson and /f,'ax 1936）とれらの植物中にその起原を求ゆられる

か，そうでなければ永久雑種性の Rhoeo形成に役立てコた相互i博座をもてコていた原種は絶滅して

しまったのかも知れたい。

高ヨえの染色骨量環をもっ I-Iypericum(I:14υα1・ 1~31）やChehdonium（長尾・酒井 1939，長尾・真

島 1944）などの起原も同種また’は近縁の植lf])Jに形成－1£られた基本的の RTに求められる．ので

はたかろろか。

自然に夜見せられる種々の染色鰭的鎚異はX線， ラジウム等の照射庭理によって形成され

るものと特徴は全く同じである（8α勿 1940）。とれをみれば自然の染色憾の愛化は， X線また

はラジウム線註どに頒似の放果を輿える何かの自然的影響によって形成せられたのではたいか

と考えさせるものがある（Olson and Lew'is 1928, Bαbcock and Coll’ins 1929, I-:11.αnson 

and Hαys 1930）。また Thomαs(1936）は cosmicraysが突然援異形成に数果があるので

は友いかとの暗示を輿えた。他方とれらの自然に存在する放射能は突然、鐙異形成に十分でたい

と否定的の意見が主張されている （.fl.fu,llerand Mottsn1,iUι1930, '1'itnofeeff-Bessovsky 

1931, L》elb'I令，，，，，，e《；昆： andT'i 

しかレ生物進化の古く 長いあいだ、に何かの班．い放射能またはこれ陀類似、の影響をろけ，種々の

遺倖子突然蓄を異と染色鰭構造の鐙化を頻繁に生じたと考えるととも可能で、はなかろうか。そし

て本著者が本研究によって賓設したようにとれらの突然愛具飽聞の自然交雑によヲて衣第に高

失の染色鰭環が形成されるに至ったと考えてもよいであろろ。との間に致死的の影響を蒙クた

もの，ゲノムの不平衡を生じたものたEとは死滅し， 今日ではその平衡を保ちえたものだけが残

存しているので、はなかろうか。

摘 要

1) 本報告はー粒系コムギの 2種 T.aegilopoides, T. monococcumの休Ii艮種子に X線照

射庭理を行って形成された相互I陣座（RT）の分析とその設展についての報告である。

2) RT各型の④θ形態と成熟分裂行動の特徴乞分析した （第2表，第3園〉。

3) RT各型〕そこ関係する染色慌を究明するため交雑試験を行い3 雑種の染色艦接合欣態を分

析した（第 3,4表〉。 との研究法を相互軸；座の分析（RT-analysis）と名付けた。
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4) ー粒系コムギの 7染色悼を a,b, c, d, e, f, gとすれば RT分析に よって設定された RT

棒産基本型は a-b, b-c, c-d, d-e, e-f およびかgであるく第4表〉。

5) 4）に掲げた RT基本型を用いて未知の TR型を分析する方法は他系のコ ムギのAゲノ

ムの分析に磨、用された（第8闇〉。

6) RT基本担聞の交雑を行ヲてつぎつぎと 6型の RT染色惜の組， a-b, b-c, c-d, d-e, 

d-f, e-g，の組合復合によって可能な各種の染色鐙王室を もっ個髄の育成に成功した（第9園

第 5表，第 10圏〉。

7) 本研究中しばしぼ三染色鰭植物が出現した（第 12闘〉。

8) 各種の高失の染色鰭1還をもっ個骨量の稔性と染色館主震を構成する RT染色健の組の数との

聞に一定の函数関係があるととが護見された。その関係は y=kd1といろ式をもって興えられ

る（第 15園第 16園〉。乙とに y＝稔性， d＝完全分離係数， すなはち RT基本型 のヘテロ型の

④のジフグザァグ分裂型の割合の平均値，t=RT染色骨量組の数（2R個の染色骨量よりなる環に

含まれる RT染色髄組の数 tはt=R-1によって輿えられる〉。 k＝分裂常数で通常は 1。乙

の式は一方には dを知クて高失染色髄環をもっ個般の稔性の理論値を計算するに用いられ，他

方には高夫染色鰻環の yを知ってその染色惜環を構成する基本的の RTのヘテロ型の dイ直を

求砂られるから，高女染色髄王室を有する植物の起原を探究すろ手がかりとたるであろろ 0 ・また

高女染色障環をもう植物で y=kdtから求められる理論値に合わないよろえに稔性を示すもので

は， 染色惜の行動に何等かの異常があるためである。したがってとれを褒見する目安としても

用いられる。他方乙の式は Oenotheraや Zeaの染色間王援をもっ佃惜の稔性の考察にも用いら

れた。

9) 本研究の結果に基いて高女の染色髄環をもっ自然植物の進化機構にづいて論述された。
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Summ~r-y 

The present work deals with X-ray induced reciprocal translocations (RT’s) in 

Triticum aegilopoides and T. monococcum. The general characteristics of the 

chromosome configurations in PMC's of each type of RT-heterozygotes are illus廿ated

in Tab. 2 and Fig. 3. 

Various crosses were made among the RT-types and the behavior of chromo-

somes in metaphase I in PMC's of hybrids was analysed. Tab. 4 shows the chromo-

some constitutions of the analysed RT-types. 

Attempts were made to combine RT-chromosomes or -sets by successive crossing 

according to the plan shown in Fig. 9. Until 1946, individuals with rings and pairs 

of all possible combinations of those RT-types were raised, namely，④＋5n，④＋④＋ 

3山④＋④＋④＋1山⑤＋4山⑤＋④＋2日⑤半⑤十lu，③＋3n，③＋④＋ln，③＋⑥，⑬＋

2n and ⑫＋ In (Fig. 10). For instance the constitution of a certain ⑫＋In, was 

a-b c-d e-f(or g〕＋五位!___!2_(Fig.17). 
a b-c d-e f(or g〕 g(orf) 

For the fertility the following formula was derived from the theoretical frequen-

cies of zigzag訂 rangementsof chromosomes in the ring or rings・ (Fig. 15): 

y=kdt 

Where y=fertility, k=constant (k is usually 1), d=disjunctional coe伍cient(mean 

value in percentage of zigzag arrangement of 4 chromosomes in④ of the RT-hetero-

zygotes used in the crosses), t=number of RT-sets combined. 

The observed curves of the fertilities五ttedvery well the theoretical ones calcu-

lated from y=kdt (Fig. 16). 

Observations were made of the chromosome configurations in the甘iploidhybrids, 

T. aegi!opoides×Emmer and a T 1-homozygotes×Emmer (Fig. 8). 

The occurrence of trisomic plants is brie自ydescribed (Fig. 12). 
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Artificial Polyploidy in the Oryzeae, III 

Cytogenetical studies on intra-and inter-subspecies 

tetraploid hybrids in Oryza sativa L.1】

by 

Lumi-G DINI王CUA
(Lab. Genetics, Kyoto Univ.) 

1. Introduction 

In spite of the fact that all cultivated rice vr1.rieties found in the main rice-

producing regions of the world have ,the same number of chromo弓omes, varying 

degrees of sterility sometimes occur in intervarietal qosses. 

Basing on the degree of sexual affinity in hybrids and on the morphological 

and serodiagnostic differences, Katοand his collab,)rators (i928, i930) tried to classify 

the cultivated rice, 0η，zαSativa L. into two subspecies, namely Indica and Japonica. 

While all hyb~ids between varieties belonging to the same subspe.-::ies are highly self-

fertile, inter-subspecies crosses often produce sterile hybrids. For conve.1ience sake 

we will call the hybrid as JI or TJ after its way of crossing. 

Hybrid sterility was also reported by Jones (1930) using Japanese and American 

rice varietiec,. Later, Te官・aoand M-irZ.us・ 

experiments and morphological studies of rice varieties native to .-Japan and of foreigr l 

origins, concluded that any classification from the morphological view-point, so far as 

it divides the rice varieties into two distinct groups by their sexual affinity, cannot 

readily be accepted. 

Notwithstanding this con廿ov。rsywith regard to the classification of cultivated 

rice varieties, the occurrence of sterility m F1 hybrids and their succeeding generations 

in certain inter-subspecies crosses is an acknowledged fact. However its cause has 

not yet been fully understood. As a consequence, the breeding works of rice have 

beeロ， toa certain exte日t,impeded as some d釘 irablecharacters, such as resistance to 

diseases and so forth of rice varieties of the Ind£ca type, cannot be readily transferred 

to those belonging to the ]aponica type and vice versa, owing to the disharmony of 

their sexual affinity. 

With the popularization of colchicine and the facility and reliability in inducing 

polyploidy in rice, the desirability of attempting to tackle this phenomenon of sterility 

1) Contributions from the Laboratory of Genetics, Biological frstjtute1 Kyoto University, No,223, 
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through polyploidy from the pure view-point of breeding has become })ere瓜ptoryvis 

a vis of the great economical importance of this crop. 

2. Materials and Methods 

Intra-and inter司subspecieshybrid seeds from some of the many cross-comhina-

tions obtained in ~948 were subjeこtedto colchicine treatment in the following ye訂 by

the same technique de3cribed in my previous papers (C-uα1950a and b). New shoots 

from surviving 4x-tillers preserved in glass house, together with tetraploid seeds 

from chimerical F1 plants were grown in the summer of 1950 in ordinary paddy field 

under normal environmental conditions. 

The origins of the pare日tplants, obtained partly from the Laboratory of Plant 

Breeding, Kyushu University and partly from the・ Laboratory of Plant Breeding, 

Kyoto University, were roughly as follows: 

Varieties Origin Subsp. Varieties Origin Subsp. 
Murasaki-ine Japan Japonica Russia 50 Russia ]aρonica 
Murasaki-muyozetsu-to 〈／ ゲ Chosen-mochi Korea ／／ 

Seki tori ／／ ／／ Ryushu China Indica 
Rtkuu 13e ／／ ゲ Ryushu・ko China If 

Mino ゲ ／／ Kanan-to China // 

Koto ゲ ゲ

In the ascertainment of the polyploid nature of the plants, chromosome counts 

were made from aceto、carminesqnashes of fresh root-tips. For the analysis of meiotic 

chromosome pairing, young spikelets were fixed in a mixture of 3 parts of absolute 

alcohol to l par't glacial acetic acid for 3 to 5 days, the:1 stored in 70 perce口talcohol. 

Anther contents ':Vere squashed and stained exclusively with iron・aceto-carmine; the 

slides were gently heated and pressed before sealing. Photomicrographs were taken 

from 2 to 15 days old preparations. 

3. Morphology of induced tetraploid JI hydrids 

.In induced intra-and inter-subsperies tetraploid F1 hybrids observed, nearly all 

exhibited more or less the same characteristics which an autotetraploid displays vis 

a vis its-original diploid form which it ・aro"e. For instance, the appearance or increase 

in the length of awn, the increase in the ligule of the flag-leaf, the larger and coarser 

spikelets, etcっ are・some diはinctとharacteristicsnoticeable in both autotetraploid and 

induced intra-and inter・subspeciestetraploid hybrids. 

Nevertheless, it has to. be mentioned that, though the appearance 9£ awn and the 

thickness of culms were striking to the eyes, the size of the spikelets, especially the 

ligule of the flag-leaf were less conspicuous in tetraploid F 1 than its progenies (Fρ． 

So rn,uch so th争tthere were cas。swhere it w,;1.s rather diffic;:ult to. 9-istinzuish th。
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nature of the plants morphologically, as inter-subspecies diploid F1 and ~induced 

tetraploid F 1> apart from the distinct degree of seed set, looked very much alike. An 

instance as regards to the appearance of spikelets is given in Figure 1, where the size 

of JI-tetraploid F1 grains of the cross“Sekitoti×Konan-to”was nearly the same as 

that of its corresponding diploid form. 

p ¥ 11. 下ゐ

》

t ム~iノ ,,I 

Cととふ

' t t y 'IF " lt>--F. 

'v C 0 》V》
( 弘ん以ゆる

Fiタ・ 1. Hulled and unhulled grains of parents and hybrids JI and JJ. 
Upper 4 rows，“Sekitori CJ）× Konan-to (I）”． 

Lower 4 rows，“Chosen-mochi (J）× Rikuu /32 (J)’＼ 

Figure 2 shows diploid F1 and induced JI-tetraploid F1 of the cross“Seki tori× 

Kon an・to”. They had been transplanted into pots from paddy field just before the 

photo was taken. 

In inter-subspecies tetraploid F1 hybrids where the seed set was comparatively 

high, all the ears were observed to come out entirely from the leaf-sheath. This was 

also true in most of the JI-tetraploid F2 progenies, with the exception of individuals 

wh.ose date of heading was too late. 
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Fig. 2. Appearance of F1 hybrids between Sekitori (J) and 
Ko nan・to(I). Left, diploid; right, tetraploid. 

4. Fertility of diploid and tetraploid JJ-, JI-and IJ-hybrids 

All the diploid varieties used as cross parents in this study show, under normal 

field culture conditions, more than ・85 percent of seed setting. As for the varieties of 

foreign origins, they have been grown in Japan for more tp.an a decade. 

The degree of gametic sterility in diploid F 1 hybrids, as shown in Table l, was 

highest in the combination “Seki tori (J）× Ko nan・to(I）ヘ followedby “Seki tori 

(J)×R.yushu (l）” and “Ryushu-ko (I）× Murasaki-ine (J）”. The remaining ones 

which are intra-subspecies hybrids, may be considered to have complete sexual affinity 

viewing from the fact that the percentage of well~formed pollen and the degree of 

see~d se~ere normal. 

Parallel to the sexual disharmony, hybrid vigour was noticed to be m。stremar-
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】rnblein int己r-subspeciesF1 hybrid of the cross “Seki tori CJ）× Konan-to (I）”. The 

heading date of both dipiloid and tetraploid F1 of this combination was almost identical 

and relatively late, being around the latter part of September (24-ー27Sept.). 

Tab. 1. Pollen fertility and seed set of intca司 andinter-sゆspec ：~s di-and tetraplo:d 

hybrids in rice 

Zx-F1 4x-F1 

Cross-combinations 
Po le'1 きeed No. of Pollen Seed No. of 
〔%） （ガ） indi. indi. 

Chosen-mochi ~i) ）× 
Rikuu /32 90.94 92.10 2 52.80 34.60 3 

Inter- M urasaki-muiizetsu・toCJ) subspecies 
×Russia (J) 

93.62 91.47 .::, ，、

Mino CJ) × Koto (J) 95.09 94.36 1 61.34 42.57 ・2 

Ry~~~a・~~ki-?n × e CJ) 86.59 55.44 2 46.57 38.29 5 

Inter-
subspεcies Sekitori CJ) x Ryushu (I). 74.82 38.70 4 一 一

Sekitori CJ）× Konan-to (I) 50.24 11.38 4 94.50 70.32 8 

From TabJe 1, it can be seen that in cross-combinations in which the seed fer-

tility of diploid F1 surpasses 90 percent，ーinother words, JJ or intra引 1bちpecies一＇－， the 

induced JJ一tetraploidF1 shows less than 60 percent in seed set. As already reported 

by 11'101’i-, 

of autotetraploid rice seldom excels 60 percent,-though there are exceptional cases 

in which some individuals exceed 80 percent ( Cua, 1951）ー， itcan be said that in these 

combinations th色tetraploidF1 hybrids behave somewhat like ordinary induced auto・

tetraploids as regards to gametic fertility. Also their F.2 progenies, as shown in Table 

2, show a :r,elatively high degree of sterility; the average seed set percentage being 

less t]:ian 60 wercent. 

On the other hand, the average pεrcentage of normal pollenε-rains of JI-tetra-

ploid F1 hybrid . of the cross“Seki tori×Konヨn・to” was94.50 perce日tas against 

50.24 .perceロtin that of the diploid・ (Fig. 3). Corresponding . to pollen fertility, seed 

set in induced tetraploid F1 was much higher, 70.32 percent, than that of its corres-

ponding diploid, 11.38 percent. Also deserving to note was the fact that in the 

following generation (F 2), the tetraploid progenies exhibited a remarkably high degree 

of fertilityくTab.2 and Fig. 4). 

It戸rasregrettable that tetraploid F1 of the cross“Sekitori (J）×Ryushu (I）” 
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h平dbeen lost during the winter of 1949, thus , its fertility c<;mld not he observed. 

However their tetraploid progenies (F 2) were quite宮oodin fertility.’ 

Tad. 2. Seed fertility in F 2 progenies of intra-and inter-subspecies tetraploid hybrids in riceo 

• Seed Fertility 

Tot. no. 
Frequency of individuals with 

of ind. Sources 

0 a 0 0 。 0 0 Cコ 0 

! 
Range observed 

：吋::i 。c~ σCひD: σ叩0 コ
l叩。fコ はBコ ~、コ〉 αf、::, コ ：αコ) コ

（ガ）

・ωω ，υ ・4 Chosen-mochi fJ) ）× 4 5 7 3 1 一 一 一 一 一 7-41 20 

」~のコ) 
Rikuu /32 

Murasaki-:Y:°Jit~f>to 5 4 3 6 5 1 3-63 26 

-“ t 口: 

(J)×Russia O (J) 2 一 一 一

Mino (J）× Koto (J) 2 1 1 5 4 1 一 一 一 14-64 14 

.~ Ryushu・ko(I) × 
一 一 1 1 一 2 1 2 一 一 24-・78 7 

..n qυ ~ 噌 Murasaki-ine (J）ー

Sekitori CJ) x 
一 1 1 1 4 1 5 2 1 一 19-82 16 

＋ロぴ』4」~ 
Ryushu (I) 

Sekitori (J）× 
一 1 1 2 3 5 11 14 7 1 12-91 45 

トロ・4 Konan-to (I) 

With regard to the cross-combination“Ryushu-ko (I）× Murasaki-ine (1）” 

though seed set in diploid F 1 hybrid was 55.44 percent. that in the tetraploid was 

only 38.29 percent. Nevertheless, the F 2 individuals 白河ltingfrom this cross mani-

fested a comparativel_y higher degree of fertility than that of the intra-subspecies 

hybrids. 

5. Meiosis of diploid and主etraploidJI-F1 hybrids 

Cytological observations were made exclusively on diploid F1 and colchicine-

induced tetraploid F 1 of the cross“Seki tori (J）× Konan-to (I); the pollen fertility 

of the former being 50.24, that of the lat士er,94.50 percent. 

As already reported by many investigators (HJαto et al 1930, Te1・αo and 

]J:HrZ.usi’ma 1939, TA・u 1944, etc.,), the reduction divisions in sterile hybrid between‘ 

J aponica and Indica were observed to be apparently normal and regular. The pre-

sence of the great number of unstained and shrivelled pollen grains has been accounted 

for the physiological disturbance during pollen formation. 

Among the 68 microsporocytes examined at first me:otic metaphase in JI-diploid 

Fi, the regular 12-bivalent typeヌofplates were thoronghly obεerved (Figs. 6 and 7). 

Neither group-of-three nor ring・of-fourconfiguration ・was noticed. 
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However. of special interest, was the fact that in a number of fir.st meiotic 

meta phase plates, besides ring bivalents ( with 2 chiasmョta), loosely-paired or rod 

bivalents were also observed (Fig. 6). Detailed comparative observations will be 

reported in a future communication. 

Jn the first anaphase plates, the regular numbers of chromosomes were counted. 

Likewis_e, the appearance of pollen tetrad,;;, in no way, suggested a口yabnormality. 

With・ regard to the meiosis of JI‘tetraploid F 1 hybrid of thi.:: combination, the 

chromosome behaviour in the microsporocyte was followed chiefly in the first meiotic 

meta phase. 

eー

ω
縛ハ幽明

avム
”

也

門

H
M明

？
i

，．4
”uw 

、，e
国
H
M
F

h
u
r

企
同
町
山
マ

九
4

‘
auv

代
J

O

－－
d

a

M

W

 

？
6

1

4

A

U曹

、A，
匂

副

局

，
E
M
Y

＆＠
v
 

，sss
J
供
い

Fig. 5. Camera lucida drawings of e}:amples of quadrivalents 
in JI-tetraploid F 1 （“Seki tori×Konan-to”）． 

ln spite of the high percentage of normal-looking pollen grains (Fig. 3) and the 

comparatively good degree of seed set, varying numbers of polyvalents were observed 

at metaphase besides bivalents. ・ As depicled in Table 3, the number of quadrivalents 

per cell ranged from 12, maximum pairing, to none, 24 bivalents. Some of the most 

usual types of quadrivalents observed are given in Figure 5; the commonest oηes being 

simple ring tetravale口ts.

Tab. 3. Chromo:so:.ne behaviour at MI in JI-tetraploid F1 （“Seki tori×Konan-to ") 

MI configurations No. of PMC MI configurations No. of PMC 

12rv 1 21v + 20n 4 

llrv + 2n .4 Irv十 22n 1 

lOrv + 4n 4 4rv + 15n + 21 2 

91v + 6n 6 51v + 13n + 2r 1 

81v + 8n 7 hv + Im + 8n + Ir 1 

71v + 10n 15 8Jv + Im + 6n + Ir 1 

61v + 12u 14 1 vm + 71v + 6n 1 

5iv + 14n 9 Irv + Im + 20n + Ir 1 

4rv + 16u 9 24n 3 

31v + 18n 4 Total 88 
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Besides quadrivalents, trivalents and univalents, though less frequent, were occa-

sionally met with. Octovalent, probably a secondary association of 2 quadrivalents, 

was rarer, only one case ・was observed in the 88 perfectly clear cells studied. 

Depicted. in Figures 8 and 11 are two cells showing maximum a,1d minimum 

pairing, having 12 quadri valents and 24 bivalents respectively. Shown in Figures 9, 

10 and 12 are plates with varying number:) of polyvalents. 

Tab. 4. Variation in pairing of chromosomes in autotetraploid and JI-tetraploid 
hybrid (F 1) in rice 

Frequency of PMC with Average No. of 
Sources cells 

川川川9rvj srv j 7rv j 6rv / s1v j 4rv j 3rv j 2rv j叫4nper cell observed 

Spi0tt:t¥1~i~~1;:ia・ 8,3 18.7 14.5 4.1 6.2 一 一 一 一 一 一 9.38 48 

a・、
Induced ・autotetra 6.0 14.6 17.2 25,.8 12.9 11.1 8.6 2.5 一 ・s.93 115 
ploid (Cua 1950b) 

JI-tetraploid (F 1) 1.1 4.5 4.5 6.7 10.1 18.0 15.8 11.3 12-4 4.5 4.5 2.2 3.4 6.06 88 

For comparative purposes, the average number of quadrivaients per cell at first 

meiotic metaphase of spontaneous tetraploid mutant in rice ( M01・仇αgαand Fukus!zf1nα 

1937) and colchicine-in.duced autotetraploid rice (Ouα195 ob) are tabulateq and arran-

ged side bv side with that of the Jl-te仕aplo:d F1 hybrid (Tab. 4). It can be 

seeロthatthe JJ..tetraploid hybrid had less quadrivalent per cell in the first metaphase 

of the reduction division than autotetraploid varieties, either mutant or folchicine-

induced ; being 6.06 as against 9.38 ( JJ:l 01・inagαand Pu，λ；・ushinui 1937) and 8.93 (Cuα 

1950 b ). Also the frequency of plates with fewer than five quadrivalents was relati-

vely high, while these had not been found in autotetraploid rice hitherto reported. 

Notwithstanding the presence of q11adrivalents, at first anaphase the chromoso-

mes were observed to be equally divided and in a regular manner moved to the poles. 

No conspicuous abnormalities were noticed to occur in the later phases of meiosis. 

Regular pollen tetrad was characteristic and the percentage of well-stained pollens 

could be considered normal. 

6. Conclusion 

R伽 ringto白esemi-st町 ileforms of rice間借withapparently normal meios$s 

(Nαka1nu1・・α1931), KU1ιαγα （1932) has suggested that _it was due to segmental inter・

change between non homologous chrQmosomes. 

La句r,JJ:Iο＇Pina｛］α（1939), l叩：；2島由一三 resultsobtained b., 説話二二二二 a ring 

forming semi-sterile rice plant, also tried to explain the inherited reduced fertility of 

rice字詰鵠s,.with apparently regular meiotic division oロ the"segm己ntal interchange 

1-µバ~ ’＇＂［



52 Seiken Ziho No. 5 

hypothesis, pointing out that the absence of ring configuration was probably due・ to 

the fact that the interchanged parts involved were too minute. 

Gametic sterility was again attributed to segmental interchange in hybrids 

between the ]aponica and lndica subspecies of 01ツzasativαby Tera.o and Midusima 

(1939). They added that, besides chromosome. rearrangements, gene interaction or 

gene mutation, could be assumed as causes of gametic sterility, considering the diverse 

degrees of sterility displayed by the F 1 hybrids and its mode of segregation in the 

F 2 progenies. 

Recently, concerning the hybrid sterility between Oryza sativa subsp. ]aponica 

and subsp. lndica, Morinaga (1942) assumed that it is caused by excessive dissimi-

larity of genes among the lines concerned (Japonica and lndica), thus occasioning 

the breakdown of the genic balance in the successive generations. 

From the results hitherto obtained it could be safely assumed that though the 

genomes of ]aponica and lndica are substantially identical, various environmental 

conditions through a prolonged period of time have caused complex gene mutations 

and genic rearrangements within chromosomes leading to di在erentiationbetween di妊er-

ent pair~ of chromosomes of the two haploid se匂. Nevertheless, this slight differenti-

ation must be ・very diverse as it causes various degrees of gametic sterility in F1 

hybrids of di任erentinter-subspecies crosses. 

Following chromosome doubling, the seed fertiliy of inter-subspecies hybrids 

in ~ome cross-combinations was observed to be relatively high. In other words, the 

more sterile the diploid hybrid, the higher will be the seed set of the corresponding 

tetrap】oid.『Itis probable th<:lt chromosome di妊erentiationor heterozygosity was the 

cause of this increase in fertility. 

Although the experiments described in the 'present paper were on a small scale 。
and rather preliminary, the high degree of seed fertility of some of the inter-subspecies 

te甘ap~oid progenies and the possibility of 'producing other inter-subspecies tetraploids 

from the n umer勺uscross-combinations in which the F1 hybrids have high gametic 

stぽ ility,were not only encouraging but the hybrid sterility which hitherto has been 

hampering the breeding work with this important crop could be turned to advantage 

through artificial tetraploidy. 

7. Summary 

The fertilities of diploid F1, tetr,aploid F1 and F2 of 6 intra-and inter-subspecies 

cro3ヨ三3in 0ヴ Z匁 s2/Jivaw 2-r 三 co.:.np1rcd. Diploid inter-subsp:=!cies F1 hybrids showing 

high ga泊三ticsterility, w:1=n CJlchicin= treョted,b三camemore fertile. Seed fertility in 

their progenies (4x-F2) was also high. 

Meio~is of inter-subspecies dゆloidand tetraploid FJ hybrids was observed. 
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地~
That of the latter was compared with出鎚eof the autotetraploid宅icealready reported. 

The average number of quadrivalents per cell in JI-tetrapioid hyelrid-Swas 6.06. 

The possibility of applying tetraploidy 自nrice breeding is promising. 
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Chromosome pairings in some autotetraploid cereals1) 

by 

LUONG DINH CUA 
(Lab. Genetics, Kyoto Univ.) 

ln 1948, through colchicine treatment, -the method of which was identical to 

that used by the writer on rice ( Cuα1950a and b ), but with a weaker concentration, 

0.05.%-, chromosome doubling was successfully induced in the following plant species: 
0. • 

Triticum aegilopoides boqzcum, T. dicoccum liguliform, T. durum hordeiform, 

Aeg'ilops uniaristata, Ae. longissima, Ae. ovαta I, Ae. sq_u2rrosαand Secal e cereal e. 

In this paper, chromosome pairings of autotetraploids Secale cereale, Aegilops 
P. 

uniaristatαand Triticum aegilopoides boe;t., all of which P.ossess 28 somatic chro-

mosoines, are briefly described, in spite of the fact that meios,s of the former two have 

been more or less extensively observed and reported by o’Mαγα （1943), 1回untziαタ

(1951) and Kondo (1941) respectively. 
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Figs. 1-4. Photomicrographs of MI. 1 & 2. S. cereαle, 1 octovalent+ 

3 quadrivalents + 4 bivalents and 6 quadrivalents + 1 trivalent+ 1 
univalent respectively. 3. Ae. uniaristata, 1 octovalent÷1 hexava-
lent+ 3 quadrivalents + 1 bivalent. 4. T. aegilopoides., 7 quadri-

1) Contributions from the Laboratory of Genetics, Biological Institute, Kyoto Urぷ附y
No. 224. ・ 
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Plants used in this study were raised from seeds obtained from colchicine treated 

individuals. Meiotic materials for squashes were fixed in a mixture of 3 parts of 

absolute alcohol to one part of glacial acetic acid for two or three days. Whole 

制 herswere sta by the Fet 

slightly pressed and made permanent following .1JI. cCU’itock's procedures. 
Following chromosome doubling, as are the cases with other artificially produced 

autotetraploid, multivalent association is a striking characteristic of the meiotic 

division. The frequency of quadrivalents in heterotypic meta phase of S. cereal e, Ae. 
P. 

m仰 ristataand T. aegilopoz"des boタ.are given in Table 1. The number of quadri-

valents per cell ranged from O to 6 in S. cereαle and Ae. unz"aristata, and from O to 
p 

7 in T. aegUopoz"des boe{ The frequency of microsporocytes with quadrivalents wす
89.62% in S. cereale, 81.08% in Ae. u1 

The avera邑・enumber of quadrivalents per cell amounted to 1.54, 2.06 and 2.40 in Ae. 

unz"aristat 

Tab. 1. Frequency of quadrivalents in heterotypic metaphase of some autotetraploid 
cereals (2n=28) 

Percentage of m 
4x 

IV I 5 IV I 4 w I 3 1V I 2 IV I 1 JV j 14 1[ I 0伽 S ex 

S. cereale 0.94 4.71 6.60 18.86 35.84 22,:64 6.60 3.77 106 

Ae. uniαrisiatα 2.70 1.35 4.05 8.10 25.67 39.18 16.21 2.70 74 

T. aegilopoides boet. L05 1.05 9.47 lZ.63 16,.84 26.31 25.26 5.26 2.10 95 

With regard to cells with 14 pairs of bivalents, their frequency was relatively 

high, being 16.21ガ inthe case of Ae. uniaristata. Octovalent and hexavalent, though 

rare, were sometimes met with. Among the 74 microsporocytes examined in Ae. 

uniaristata, one was found to have 1 octovalent, 1 hexavalent, 3 quadrivalents ・ and 

one bivalent (Fig. 3). Depicted in Fig. 1 is a cell from autotetraploid S. cereale hav-
. P. 

ing 1 octovalent. With regard to T. aegz"lopoldes boe,p., one microporocyte among the 

95 pe:t'lfectly clear cells studied possessed 1 hexavalent. Figure 4 represents the maxi-
I) 

mum pairing in T. aegilopoldes boe,t., having 7 quadrivalents. App子arancesof polyva-

ler此 mostly q凶 drivalen民 inS. cereale and T. aegilopoides boタ.are represented 

in Figure 5. 
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eale. b, in T. aegilopoides bot!J., first one, hexavalent; 
the remaining, quadrivalents. 

Tab. 2. Meiotic chromosome pairing in some autotetraploid cereals (2n=28) 

Fr;i~: f!ro~~:~~;t~~~ocytes with, and number 

4x Univalent Bivalent Trivalent Tetravalent examined 

F叫A叫RanFr伺 .jAver.jRan Freq., ムver.¥Ran F叫 1.A吋r.jRan

S. cereαle 27.3 0.4 0-5 99.0 9,.3 0-14 18.8 0.2 0-3 89.6 2.0 0-6 106 

Ae. uniarz"stata 18.9 0.2 0-4 100.0 10.6 2-14 10.8 0.1 0-1 81.0 1.5 0-6 74 

T. aegil. boet. 31.5 0.5 0-4 98.9 8.5 0-14 2LO 0.2 0-2 92.6 2.4 0-7 95 

The frequency and number per mi~-rosporocyte of tr,ivaler1ts and univalents are 

shown in Table 2, besides those of quadrivalents and bivalents. The number of uni-

valent per cell・ ranged from O to 5 in S. cereale, and O to 4 in the other two autotetra-

ploids. From Table 2 it can be seen that tnough the number per microsporocyte of 

trivalent was relatively small, their frequency was by no meanolow, 21.05, 18.86 and 

Tab. 3. Chromosome distribution at heterotypic anaphase 

AI chromosome AI with laggards (%) 
4x 

distributions (%) 

13: 15 12: 16 1 2 3 
examined 

S. cereale 
． 

69.82 11戸20 14.65 3.44 0.86 116 

Ae. uniaristαtα 69.86 10.95 16.42 2 .. 73 73 

T. aegiloρoz"des boet. 72.99 18.24 2.18 3.64 2.91 137 
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P. • 
10.81% in T. aegilopoides boe,tzcum, S. cereale’an.d Ae. uniaristata respectively. 

Figure 2 shows a metaphase plate of S. cereale having 1 trivalent and one univalent 

besides 6 quadrivalents. 

Abnormalities in the later phases of・ meiosis consisted of irregular distributionぢ

of chromosomes, univalents bridges, lagging chromosomes in the heterotypic anaphase. 

Tabulated data . on chromosome distribution and the frequency of cells with various 

numbers of laggards are given in Table 3. 

Tab・ 4. Pollen and seed fertility of some di-and tetraploid cereals 

Species 
Pollen fertility (%) Seed fertility (%) 

2x 4x 2x 4x 

S. ceγeale 97.72 72.67 79.31 50.81 

Ae. uniaristata 97.89 80,.56 40.29 41.67 

T-. aegi!opoides boet. 98.77 78.65 84.22 40.00 

ii 
It is worthwhile to add that meiosts in the original diploids of these three 

autotetraploids, S. cereal仇 Ae.uniaristata and T. aegilopoides bol{p., were observed 

to be regular and normal, having 7 pairs of bivalents at the first meiotic metaphase. 

The pollen fertility and degree -of seed set of autotetraploids and the corresponding 

diploids are given in Table 4. Jt has to be pointed out that under natural environ-

mental conditions, the seed set of diploid Ae. uniaristata seldom exceeds 50%, owing 

probably to adverse climatic corditions. 
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Cytological and ecological studies on Japanese barnyard millet 

〔Echinochloafrumentacea (Roxb.) Link.〕andits wild relatives. I 

Classification of Japanese indigenous species in relation to 

cytology and ecology. 

by 

SASUKE NAKAO and TOMOSABURO YABUNO 
(Lab. Genetics and Breeding, Naniwa Univ.) 

Introduction 

Japanese barnyard millet is one of the old cereal crops in Japan but now it is 

less important in modern farmings there, though・ some negligible acreage is still used 

for its cuitivation in northern Japan. Its study including its origin is now-a-days only 

seen in fragmental reports in numerous branches, i. e. in taxonomy, crop ecology, 

and chromos0me number study. We aim in this study, through cytological and 

ecological analysis refering with taxonomical results, that the relation hetween wild 

and cultivated species considering their wide range of variations, and the origin and 

development from their wild ancestors to the higher crop plants. 

The chromosome number of the genus Echinochloa was studied by Hu,nte,~ 
(1934), Chwrch (1929), Bαu; (1929) and Avrlulo’v (1928). The taxonomical studies of 

this genus, especially its indigenous species and varieties "in Japan, were given by 
i 

Honrlα(1930) and Ohw'i (194@). The morphological study of numerous cultivated 

forms was given hy Obα官官 (1934-), and some ecotypical studies on the wild relatives 

were given by H臼哨νoshi(1936), MorinαグαandNαク仰Zαt・u(1942) and Nαクαnuttu 

(1942). 

The above mentiond isolate studies can be hardly useful in connecting each 

taxonomical unit with the chromosome number and the ecological aspect. In this 

paper and its followings we deal these points put in together and will draw the most 

clear figure of this genus. 

Contribtions from the Laboratory of Genetics, Biological Institute, Kyoto University, No. 225, 
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Materials and methods 

The materials studied so far and described in this paper are as follows ; 

Table 1・ Materials, showing locality and original habitat conditions. 

Group Strain number Locality Habitat condition 

Awnless cultivated group K6 Yamashiro Upland, cultivated 

Awned cultivated group Kl K2 K3 K4 Hida Water filled paddy field 
cultivated. 

KS Hida Di~~~tie=~~!ps escaped from 

Oryzicola group W8 Yamashiro Paddy field, weed. 

PraticoJa group W3 Yama6hiro Upland, roadside weed. 

Crus-galli group WI Izumi Upland, roadside weed. 

W2 Izumi Ditch, weed. 

W4a Izumi Ditch, weed. ・ 
W4b Izumi Ditch, weed. 、;y5 Shinano Riparian gravel, weed. 

W6 Yamashiro Ditch, weεd. 

W7 Yamashiro Ditch, weed. 

W9 Yamashiro Ditch sida, weed. 

WlO Yamashiro Bank, weed. 

Wll Izumi Ditch side, weed. 

W12 Yamashiro Bank, weed. 

Wl3 Izumi Ditch, weed. 

These strains were raised in experimental field where all the conditions were 

upland and detailed observations on growth and morphological characters together 

with cytological studies of P. M. C. ,and root tips were carried. Field ecological 

studies of wild species were also carried out in Yamashiro, Izumi and Omi, all of 

which fall in the Kinki district of Japan. In these observations the relation between 

each morphological character and habitat condition was mainly noticed. 

T.axonomy and ec:logy 

The important works on the Japanese indigenous species of the genus Echin・

ochloαwere done by 8. I-Jon<lα(1930) and by J. Ohwi (1942). Though their results 

differed in numerous points, the taxonomical system given by Ohwi is more reason-

able from the standpoint of our study. According to .Ohwi's system, we classified th匂

present materials, from the m ~rphological viewpoint, as follows i 
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Table 2. Classification of present materials. 

Group 

Cultivated species 

awnless group 

awned group 

Non cultivated or weed species 

o:i;-yzicala group 

praticola gaoup 

Crus-galli group 

Botanical nomenclature after Ohwi (1942) 

E. Jrumentacea (Boxb.) Lfrik. 

E. frnmentacea (Boxb.) L'ink. 

var. atherachne Ohwi 

E. Crus-galli (!,,.) Beαuy・
var. oryzicola (Vαsin,g・） Ohwi 

E. Crus-galli (L.) Beauv. 

var. praticola Ohwi 

E. Crus-galli (L.) Beαitv. sens. str. 

and var. caudata (Boshev.) Kita，グaivα

No. 5 

As seen in table 1, the cultivated species are morphologically divided into two 

groups, i. e. awnless and awaned, and these correspond to upland and water habitat. 

But this correlati_on can not be ascertained in this study, as the wide range of variation 

occurring in the cultivated species is not yet wholly studied. Differentiation of Japanese 

barnyard millet into' upland and water type is a well known fact in Japan, but this 

differentiation is not distinct as the water type can be easily raised in upland condition. 

The same thing holds仕uewith regard to their wild relatives. 

Or yzicola group p.as very peculiar morphological characters. Its stature resem-

bles to that of the rice plant, having stem and leaves erect, height almost equal to rice 

plant in every s同 eof growth except heading. The habitat is always in irrig ~a凶

paddy field, standing amidst the rice plant, but sometimes on rare occa:sions its poor _ 

growth can be seen in the surrounding ditch or marsh. Substantially it is a culture 

trabant of rice crop, being distributed by human agency mixed in the rice seeds. Its 

migration from paddy field into the ditch or marsh is usually opposed by its near 

relative, Crus-gallz' group. Thus the habitat sεgregation between oryzicola group and 

Crus-gallz' group is in order and the confusion betwe台n them is practically never 

observeq. 

Or yzz'col a group is easily identified from other groups, as it has conspicous 

marginate white vein on the Jeaf blade and large grained panicle. The specimen we 

raised is awn呼culmerect, panicle slightly nodding, and grai凶 intlyvi伽 inC伽止
Pratz'cola group is a popular roadside weed, and never occurrs in the marsh 

or ditch water. Its growth starts in early spr.ing, begins to head almost in June and 

continued to late autumn till frost. Its stature is low, the tallest being 80-90cm., stem 

slant and drooping, slender, leaves very narrow, panicle narrow, kernels very small. 

Identification of praticola goup from other groups is quite easy, partly through its 
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morphological characters. It：雪 purelyupland habitat condition is also another cause of 

easy identification in the fields. Intermediate types between praticola group and other 

groups was never seen, at least so far as our field observation goes. Thus the prati-

cola group has peculiar morpholological characters and is isolated from other groups 

. by it旨habitat condition and resulting that hybridization with other groups is practi・

cally negligible. 

Crus-galli group is a polymorphic group, having three typical types, i. e. awn-

Jess, intξrmediate and perfectly awned types. Its habitat is also very variable; it is 

seen on dry bank and also in the water-filled still marsh. But some correlations 

between the morphological chara」tersand habitat conditions seem to exist in the fo取I’

lowing manner ; 

Table 3. Types in Crus-galli group. 

Temporary name here used Awn Panicle colour Habitat Occur甜nce

111utica type awnless purple water rare 

. Submutica type partly awned variable water to dry bank popular 

Caudata type perfectly awned purple still water marsh popular 

As seen in the table 3, the submutica type is more variable than the other types. 

In this type the grade of awn varies considerably according to strains (Fig. 1), some 

are almost equal to caudata type and others are almost awn less .. The main habitat of 

this type is streaming ditch, but some occurs in the dry ditch where onl:y from time 

to time dipped by water. It occurs also abundantly on the dry bank of ditch or stream, 

but rarely in吋illwater marsh or purely upland condition. 
ー・9The easiest identifica μ of ;ibove three types in Crus-galli group can be made 

by the grade of awn. But, as above mentioned, the submutica type fillョthedifference 

between awned caudata type and awnless mutica type, so that it '9has been impossible 

for us to identify these three types in the fields. So that we failed to . grasp exact 

manner of each type in ecological field observations. Then although the Cri必ずalli

group has wide range of divergence of morphological characters and habitat conditions, 

it can not be divided into stable subgroups because these divergences are continuous. 

The above mentioned three types are the only temporal division adopted for further 

studies. 

Cytology 

The chromosome number was determined from the raised strains, The results are 

.as f o11ows ; 



62 Seiken Ziho No. 5 

Table 4. Chromosome number of Echinochloa species 

Group Strain number 2n n 

Awnless cultivated group 

Awned cultivated group 

Oryzicola group 

P1'aticola group 

Crus-galli group 

K5 

Kl K3 K4 K6 

W8 

W3 

W4a W5 Wll 

p
o
a且

T

a
且

τ

q
U
F
O
F
D
 

円

i

7

’
Q
U

ヴ

a

ヮ，

q
L
q
L

唱

i
n
v嗣

q
L

From the results obtained it can be assumed that the basic chromosome number 

0f山 haploidset in the genus Echin川•.／oa is 9. As a confciu飢 e it can be said 

that oryzidola ~roup is tetJ:iaploid and all the others, wild or cuitivated, are hexaploid 

plant. 

The crossings between numerous combinations among the raised strains were 

carried out, but further accounts and details of these results including ・ cytological 

studies will be given in the suc吟vereports 

Discussion 

As ・indicated above, the habitats of the wild three groups are separated from 

each other. These groups are a]so differing f_r句neach other in hereditary morpholo-。f語lf/2,. ,(I (i 

gical characters. These facts show that eac~three grou~is living in~difterent “ nicI?-e ”. 

Furthermore hybridization between thesε groups is practicalty none. From the socio-

ecological point of view, each of the three group~is a unit of specific community, so 

that they deserve to be classified into different ecological species. On the other hand, 

this is also supported by the fact that these ecological species can be ident迂iedby 

their morphological characters, so that they will also deserve to be divided into diff-

erent taxonomical species, living in the same locality but 1 in segregated habitats . 

As a consequence the materials here studied can be reasonably classified as 

follows; 

Table 5. Classification of genus Echinochloa according to chromosome number 
and ecology. 

Tetraploid 
4x=36 

Hexaploid 
6x=54 

Octaplo:d 
8x=72 

Wild Wild Cultivated Not known 

E. oryzicola Yαs’ing E. Crus-galli (L.) Beαuv. 

E.ρraticola sp. nov. 

E, frumentacea E. colonum 
(RοX・b.)Link 

The tetraploid E 仰 zic仰 Vαsingis~rab制 of耐 crop in Japan. The present 

ー
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material is a perfectly awnless variety, but there may be some variations with short 

awns ( Ohwi 1942). According to Ohwi’s description the variety riukiuensis Ohwi 

which has long awns, native of Okinawa Islands, and the other variety f ormosensis 
Ohwi which is resembling oryzicol a but for the slanting stem, native of Okinawa Is. 

and Formosa, are near relatives of E. oryzicola from the morphological point of 

view, but their chromosome numbers are still unknown. 

E. Crus-galli (L.) Reα似 J. is a polymorphic species, which contains E. Crus-galli 

(L.) Beau:,:. sens. s廿. and iぉ varietycaudata (Boshev.) K:itagαwαmentioned by 

Ohwi (1942). The three types of this species mentioned "in this paper, do not corre-

spond to the varieties of the original species. 

The new species E. praticola sp. nov. has been treated as _a variety of E. Crus-

galli by numerous authors (Hondα1930, Ohu.:i 1942), but we assumed here that 

it deserves to be considered as a di旺erentspecies because of its morphological charac-

ters and ecological relations to other species. It is rather uniform and monotypic by 

our observations, and may have no near relatives anywhere according to former tax-

onomical researches. 

The cultivated species have a wide range of variation, their morphological charac-

ters being studied by Obαγα(1934). Neither his study nor our present investigation 

to any de.finite conclusion that there may be a reasonable foundation in the nam-

ing of the awned group as・ var. atherachne Ohwi. The classification of cultivated spe-

cies will be only possible after a wide collection of numerous types from numerous lo-

calities. 

The octaploid species E. colonum is cited from Da1似 ngtonand Janaki (1947), 

based on the unpublished study of Jαnαki Amnial, but detailes concerning this spec-

ies are unknown. 

Thus the genus Echinochloa can be classified according to polyploidy in tetra-, 

hexa-and octaploid species. The diploid species is yet unknown, but must exist 

somewhere in the world. 
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Figure 1. Panicles of Japanese indigenous EchinochJoa species. 
A, 1.J(6) E.~furmentacea. B, (W8)ZE. oryziタa. .C, (W3) 

E. praticola. p. (W12); E, (Wl): F, (W11); G，・
(W5), E. Crui-galli. D represents mutica type Grepres-

ents caudata type, E, F submutica type showing the 

intermediate between the two. 

No. 5 



Osarnu Suzuka 1952. Mixoploidy in root tip cell of Chenopodium virgatum L. Rep. 

Kihara Inst. Biol. Res. (Seiken Ziho) No. 5: 65-67. (With English summary) 

Chenopodium virgatum L.の根端細胞にま？ける Mixoploidyn

鈴鹿 紀

絡国

E常設育をしている根端細胞に告ける mixoploidyvcづいては ，＼t01npr-,. W. (1910）の

Spina仰， deLitα／,zM 11.1} B. C 1923）の Chenopodiaceae, JVinge，ο. (1927）の Beta,
A が

lぜeu1・niα，Z 0. (1933）の Acer, JVulff H. D. (1936),Phe勿opodiaceae,Lorz A. (1937) 

のKochia,Spinacia, JJI.'irluno T. (1938）の Orchis,Geutckeff G. ＆’A Gustαfsson 

(1939）の Spinacia,Beige1・ C. A. & 1nt1，・＇USE. R. (1946）の AlIi um, J・Vitlnts E. B. 

& C. A. Bergeγ （1947）のーMimosa等多くの報告がある。

H. D. Wvlff (1936）は Chenopodiaceaeの Chenopodiumgenus 7種の染色憶を見℃

告りその中 2n=36の4種のみに 4nの染色憶を有する細胞の混在をみとめ 2n=36の1種及

びChenopodiumvirgatum L.をふくむ 2n=18の3種にヲいてはその mixoploidyを見て

いたい。

著者は薬用植物の染色鰭数決定の途衣本植物の mixoploidyを見討のでととに報告する。

材 料 および費験

材料は厚生省粕壁薬用植物試験場主りえた。護育七五？根端を Nαwαschi1t氏液（常温〉で固

定， .F'eulタenreactionに主0て染色し， 3｛回鰭を鏡鯨した。 ’ 

本質験に首 り御指導を賜つTこ木原均教授，望月助教授に深謝し材料を頂い？こ薬用植物試験場川谷豊彦博士

に御鵡を申上げる。

Chenopodium virgatum L は 2n=18の染色髄をもっ植物である。その染色憶は甚だ小

さく多少の大小がある。本賞験に使用した三個髄ともその根端細胞怠核分裂中期の染色憶は

2n=18の外に 36( 4 n ), 72 (8 n），のものの混在がみられたロ鏡い した 153個の中期核板を

示す細胞では第1表に示す主ろに 72(8めの染色憶をもてコ 5細胞 36く4n）のものは 32細

胞，残り °116細胞はすぺて正常の 2n=18である。

Lο官官 (1937）と同様に Mixoploidyを示す細胞はすぺて原初皮居 （periblem）であり原根

冠（calyptrogen）原初表皮 （dermatogen），内皮（endodermis）及び原初中心柱（plerome)

I) Contributions froin the Laboratory of Genetics, Biological Institute, Kyoto University, No. 226. 
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では 2n=18のものぼかりが見られた。

第 1表 Chenopodiumvirgatum L.の根端細胞に於ける 2n,4n, 8n中期核板の分布と鋲度

、＼＼ 倍数性｜ 2n I I 

個f堂鰍尽き／c吋gen＼円みIp町i州End~~rmisl Plerome I Total I 4n I Sn・ I士l

~ I ~i tl ~ l：：日II I JI ／日
Total I 2 I 21 I 37 I 31 I 25 J 116 I 32 / 5 ／日

刺胞＜D大きさは第2表に示すよろに 2n, 4n, 8.,nの順に大き〈なてコているととは前述の著

者等と同按tである。

第 2表 Chenoρodiumvirgatum L.の根端細胞に於ける 2n,4n, 8nの細胞の大きさ（短径×長径）

瓦γl竺｜
Calyptrogen 

Derma to gen 

Periblem 

Endodermis 

Plerome 

2n (μ) 
（供試数）

7.6～ 9.0×12.2～13.7( 2) 

6.1～10.6×15.2～27.4('21) 

6.1"" 18.2 X 15£～30-4（叫13.7"-'2 

6.1～13.7× 7.6，..ν27.4(31) 

6.1～ヲ 吹15,2～制仰）

-4n (p.) 
（供試蚊〉

8n (11,) 
（供試数）

ヨたに 2n,4n, 8nの細胞の出現する位置については第3表に示すように高夫倍数性の細胞程

根端より離れた位置にあ る，すなわち個鰹Aの f根端では根端の先より切片数28番目に 2n,

34番目に 4n, 41番目に 8nが現われて語り他のB個髄a根端， C個健 a根端にも同様の傾向

がはてっきり現われた。
？と

とれらの Mixoploidyの惹起される原因については各著者も迷ぺているように一端休止した

核の doublereproductionに主って告とされたものと考えられる。

第 3表 2n,4n, 8nの根の先端より の出現位置

ぶι~I 2n 4n 8n 

A f 420 fl, 510 f 615 r (28) (34 (41 

B 330 f 420 fl, 
4c8fzr 

a 
(22 (28 

C a 270 /1. 375) 570 μ 
(18) (25 (38 

（ ）は先端より の切片番数
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Chenoρodiurn virgatum L.の8叫 4n,2n染色櫨（根端細胞）×ca.1000 

3o 

1: 8n=72 (Periblem), 2: 4n=36 (Pe-' 
riblem ), 3: 2n=l8 (3a: Dermatcgen, 
3b : Periblem, 3c : Endodermis, 3d : 

Plerome) 

Summary 

Mixoploidy was found in root tip cells of 

Chenopodium virgatum L.. The 2n-chromo-

some number of Chenopodium virgaturri L. is 18. 

Only in the periblem, 2n (18）ー， 4n(36）ー or8n 

(72)-numbers were found, 8n in 5 cells, 4n in 

32 cells ; remaining 116 cells had normal 2n-

number. 

Larger numbers of chromosomes are in l訂－

ger cells. 

Tl!e displayed positions of mixoploid cells 

訂 e2'n at first, 4n next and 8n in the farther 

end from the root tip. 

This phenomenon is due to doubling of 

chromosome numbers as observed by other 

authors 
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ヨモギ属植物の染色骨量数〈第 1報）1) 2) 

鈴 鹿 キ己

I緒日

ヨモギ属 （Artem~sia） の染色倍数については， Ch仰rugi, A. N. (1926), Weinedel-

Lieb a仏 F.(1939 ), Erαndsson, 8. (1939), ClαusenJ., D・D.Keck, 1V. H Hiesey 

(1939, 1940), Mαsu<.lα瓦（1943未設表）， Shi官not01nα，i, N. (1946）等の報告があり之を

衣表に示した。とれらの研究によるとヨモギ 属植物には染色健数2n= 16, 18, 27, 34-, 36, 

51, 52, 53, 54金主び 72があり 9を基本数とする倍数性と 8括主びそれに基く群とその他の

群の異数性がある工ろに思われる。

A. vulgaris会T工び A.borealis等では同一積でありたがらその染色健数の異ったものが存

在している。とれはヨモギ鹿植物の分類が甚だ複雑であり各著者が材料をえた時代及び地方で

更に仇名者にようて同種でたい場合や異種を同種と同定したととなどに工るものもあると思、わ

れる。

著者はさらに30匿のヨモギ鹿植物の染色館教を決定或は再検討し本島の染色館教について報

告する。

Il 材料および費験

材料は日本内地，満すI・［，蒙古，支那，北米， 猪逸，パキスグン註とのものを用いた。根端細

胞は Nαwαschin氏液を用いて固定し染色は Feulタenreaction，告よび Gentianvioletによ

り，花粉母細胞は Aceto-CarmineのSmeaむethodによづた。叉 .A.grnarta Boiss. （園

18a）括主び A.laxa Fritsch. （闘 24）は固定前根端を水中で 20時間冷蔵し（約 O。C）染色

健の短縮を促レ狭窄を判然、ならしめた。

本研究に嘗り御懇篤なる御指導を賜・つTこ木原均敬授， 望月切j助教授に深謝し常に鑓ら 5る御鞭縫をえに益

田健三氏，材料を頂き種々御指導下さつに北村四郎教段に厚＜ 1l[f蹴申上げる。

叉種子の帯胞を受けた Dr.F. Jぜω仇：グrctf(Botanischer Garten in Miinchen), Dr. T. H. Goorl-

speed (Botanical Garden in California University) Dr. N. A. （］αzUDash (Islamia College in Pa-

kistan）の御好意を謝す。

材料の蒐集及び貨店余に終始協力願った郡湯佐和子嬢に厚〈感謝する女第である。

その他蒐集に御努力下さった各地方の諸授に感謝する。

。Contributionsfrom the Laboratory of Genetics, Biological Institute, Kyoto University, No. 227. 

2) 本研究の一部は文部省科串研究費の援助をえ7こことを附記する。
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従来までのヨ毛ギ属 （Artemisia）の染色髄敦

Species 

A. Fukuda Mαk{no 
A. mongoUca Pischeγ 

A. vulgαris L. 

A. Absinthium 

A. Bolanderi Gray 

A. borealis 

A. campestris 

A. Cαρillaris Thu/nb .. 

A. cinα 

A. Dracunculus 
A. Keiskeana JJiiq. 
A. maritima 
A.ροnUca 

A. Suksdorfii Piper 

A. nitida 
A. dubia J,Vall 

A. congesta Kitwmurα 
A. japonica Thunb. 
A. latifolz・αLedeb.

A. ludoviciana Nittt. 

A. selengensis Twrcz 

A. subdigittata JJIαttfclfl 
A. montana Pa1np. 

A. Douglasiana Bess 
A. Koidzimii Nα，.：α4 

var. megaphylla K:ita'f.，仰＇，（，'f吃l,

A. maritima L. sbusp. 
monogyna Jf"al<lst. et K:it. 

A. Tilesii Ledeb., subsp,. 

unalaschcensis Htdt仰，

A. Rothrockz'i Grαy ca. 36 

n n
6
6
 

q
L
唱

i
τ
i

Author year 

i'j，＇／，仰 noto’mai . 1946 
／／／／  

C.fr,,usen et al. 1940 

lVeiedel-L'iebau., 1928 

ゲゲ

Clαuse，’t et ai. 1940 
Erlanrlsson 19-39 

1-Veinedel-Liebα・u 1928 

Erlandsson 1939 

/:,'ll/iniot01nαi 1946 

1'17 eine<lel-Liebαu 1928 

ゲゲ

Sh:iη1,otoniα'i 1946 

JVe-inecel-Liebau ・1928

18 ゲ

Clαussen et al. 
27 ChiαγUf]'i 

34 8h'iniot01nα4 
36 ゲ

1940 

1926 

1946 

ゲ

1940 

1946 

ゲ

18 

36 ゲ

36 ゲ

Clαusぞnet al. 

36 ・8/1,in・wtοniα4

36 ゲ

51,52 ゲ

53,54 
Clαusen et al. 1940 

8 

18 

18 
9 

18,36 

18 

36 

18 

18 

18 

18 

18 

9 

54 

54 

・27 

,':-J'hi’niοtornα4 194(? 

lJ1αsudα（未接表） 1943 

ゲ

Clα・， sen et al. 1940 

1) Artemisia camρestris L. 

目 染色骨量敷および産地

スナジヨモギ

n=8, 2n=16 内~i古産

JVeindel-Liebaiι氏によれば2n=18である。同氏のものと同一種であるかどうかは疑問である。

2) Artemisia caucasica J,V,ill<l. 

2n=l6 

3) Artemisfa Feddei Leveille et Yαnoit 

2n=16 

雨地とも 2n=16である。

4) Artemisia Absinthiu:in L. 

ミュンヘン植物園産

ヒメヨモギ

津村研究所1111)1｜薬草園産

栃木・西那須野 （栽培）産

二カ’ヨモギ
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n=9, 2n=18 

5) Ariemisia annua L. 

n=9, 2n=18 

6) Artemisia arctica Less. 

2n=18 

7) Artemisia atrata Lani. 

2n=18 

8) Artemisia capil!aris Thu，ηb. 

n=9, 2n=18 

9) Artemisia Keiskeana J班iq.

2n=18 

雨地方共2n=18である。

生

10) Artemisia kurramensis Qazilbαsh 

研時 報

京都府農試薬草国産

グソェングン

京都．加茂川原産

サマエヨモギ

北海道．利尻山頂産

ミュンへン植物園産

カハラヨモギ

No. 5 

京都．綾部及大原産・香川・小豆島産

イヌヨモギ

香川I・小豆島産

青森 ・八甲田山産

n=9, 2n=18 パキスタン産

花粉母細胞の n=9は北海道泉山陽一氏によって決定された (1951年 2月）

11) Aγtemisia !aciniata 1Vull. シコタンヨモギ

2n=18 北海道．鵡支島桃岩産

12) Artemisia lactif !ora 1Vall. ヨモギチ

2n=18 支那・上海産

13) Artemisia monoρhy!!a K Uα111urα ヒトツメヨモギ

2n=l8 鳥取・大山産

青森 ・八甲田山産

閑地方共2n=18である。

14) Artemisia pectinata Pαll. ニホヒヨモギ

n=9, 2n=18 蒙古産

15) Artemisiaρicnoceρha!a DC. 

2n=18 カリフオノレエア杭物園

16) Artemisia Schmidtz"ana M 仏ヲr;i1n. アサギリサウ

2n-=18 北海道・蹄丈島桃岩産

青森・八甲田山産

雨地方共 2n=18 であり ii~W.:1)之島の種はチシマアサギリサウと栴されている。

17) Artemisia Stel!eriana Bess. 

2n=18 

18) Artemisia grenata Boiss. 

2n=34 

19) Artemisia princeps Pamp. 

2n=34 

シロヨモギ

北海道・網走北涜産

北海道・践女島舶泊産

ミユシヘン植物l詔産

カグザキヨモギ

岩手，沼宮内，熱海，久遠（静岡〕，小

千谷（新潟）・京都，篠原（滋賀）・和歌

浦，慶島，板野（徳島）・松山（愛媛）・

中津（大分）・の各地産
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諸地方より材料をえ7こが各れも 2n=34であり地方的の竣異はいま7ごみられなし、。

20) Artemisia brevifolia Wall. 

2n=36 

21) Artemisia japonica Thunb. 

2n=36 

各れも 2n=36である。

22) Artemisia Koidzumii Nαkα4 

2n=B6 

23) Artemisia latifolia Ledeb. 

n=l8, 2n=36 

24) Aγtemist"a laxa F1•itsch. 

2n=36司

25) Artemisia・ Lercheana Stechmα飽

var. duhurica Kitαrnu官官

n=18, 2n=36 

26) Artemisia nana GαU,d. 

2n=36 

ノマキスタン産

オトコヨモギ

京都・大原産

香川・小豆島産

北海道・認、路産

オホワタヨモギ

北海道・網走北演産

ヒロノ、キグヨモギ

内蒙古産

ミュンヘン植物園産

セメンシナモドキ

満洲・ j前洲里産

ミュンヘン植物園産

27) Artemisia selengensis Turcz・ pf.カヨモギ

n=18, 2η＝36 長崎・大村産

28) Artemisia monta!la Purnp. ヱゾヨモギ

71 

2n=52 ・ ‘ 北海道・忍路，中士幌，北見，野幌産

下斗米博士によると 2n=51,52, 53, 54と報告されているが以上の4地方のものは各れも 2n=52で

ある。

29) A1•temisia Iwayomogi K Uα’m:urα 

2n=54 

カムイヨモギ

北海道・鵡丈島桃岩産

北海道・沼、路産

鵡文島の種はホツメイワヨモギ（A.sacrorum Ledeb. var. intermedia Ledeb） と思はれるが雨

者共en=54・である。

30) Artemisia maritima L. subsp. monogyna Wαldst. et K:it. ミプヨモギ

n=27, 2n=544) 北海道．北見産（栽培）

京都．山科産（栽培）

-XI考察

ヨモギ扇植物の染色鰹教は 8j誉主び9を基本数としていると考えられる。

染色髄敢に工てコて本島を六群に分け卸ち， 2n = 16, 18, 34, 36, 52, 54とした。

2n=l6の種は A.Cαmpestris L.の Dracunculussectionを除く外， Abrotanumsection 

4) ミプヨモギの根端細胞の染色健数は1943年金田健三氏によって決定された。この報告は戦災に遭い出版

不能となった。同氏の研究を著者が引継ぎ現在に到っていることを附記する。

． 
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に麗している。との群のものは頭欣花小さくその数の多い特徴をもっている。

98 

2n=l8の群は六群中最も種類も多く A.caが1/arisThu・

n<l.やA.P ycnQcephal a DC.のように Dracunculusに属

するものや Absz"nthiumsectionの A.Absinthz"um L.や

A. Schmidtiana 1YI.(txi1”を除く他は Abrotanumsecti-

onのものが多い。

又SeriPhidium sectionの A.kurramensis Qazilbαsh 

もとの群に属している。

2n=34の群は A.princepsPαrnp.とA.dubia Wall.で

あるが爾者共Abro-/Janum-sectionに麗し本州，四匿l，九州
染色骨量数によるヨギモ踊の 6群 ’ 

各庭に庚〈分布している。 ヨモギ居中最も旺盛たる繁殖力

を示している。又ミュンヘンから贈られた A.grenata Boiss.もとの群である。とれらは 8

会主び9の基本数外の種であり 2n=l6と 2n=18の或爾種に由来していると想像され （A.

grenata Boissの染色挫では2個の他の染色鰭に倍する V字型染色骨量が見られる〉。 或はとれ

らは 2n=36vc基因するものかもしれたい。

2n=36即ちとれらは基本数9の4倍憾と考えら－れる 0' A. japonica Thu:nb.の工ろに

Dracunculus sectionのものがあり A.latifolia Lerleb, A. selengensis T'Urcz., A. Koi-

dzumii Nα及：作ノt土r.cは_Abrotanumsectionである。叉 Absinthiumsectionの A.Iaxa 

F1~itsch もとの群である。 Seriphidium sectionには A.brevifolia JYall.，と A.Lercheαna 

S'techmαnv訂.dtJ,hurica K付αm1u唱 の二種が今までに見られた。

備 A.Koidzumii Nαkaiのvar.megaphylla K:ltam'U1・aはi下斗米博士によると 2n=54

である。

2n=52の群はいまだAbrotanumsectionの A.rno~i"bana Pamp.の他は見られていたい。

本種は北海道一円及び本州北部に庚く分布しているo 之は 18+18+ 16, (18+ 18) + 16, 18+ 

(18+16）のいすtれかに由来するのではなかろうか。又染色鰭の欠失等によって2n=54より由

来するものかも しれ友い。 2n=34と同様に基本数8及。；9から外れた群である。

2n=54の群は基本数9の6倍健と考えられAbrotanumsectionの A.lwαyomogi Kita・

1nwrαとSeriphidiumsectionの日本で唯一のサントニン原料植物である A.mari ti ma L. 

subsp. monog・yna wαldst. et Kit. （ミプヨモギ〉がとの群に属している。

との外従来の文献に主ると基本数9の 3倍鰭である A.nitida (2n = 27）や 8倍躍の A.

Rothrockii Grαy (2n=72）等のある乙 とを記して告く。
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8 

8 

lb 

la: A. camρestris L. 2n=l6, lb: n=8，×1250 

2 : A. caucasica JJ弓ll<l.2n=l6，×1000 

3 : A. Feddei Lev. et Yαル 2n=16，×1000

4 : A. Absinthivm ・L. 2n=18，×ロ50

5 : A. ・annua L. 2n=18，×1250 

2 

6 

（衣頁に績 〈）

73 
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ヨモギ属植物の現在の形態的分類、では4クの節 （Sectioめに色flち前述の主ろに Dracunculus,

Abrotanum, Absinthium, Seriphidiumに分けている。とれら 4ラの Sectionと染色髄数

との関係は未詳である。しかし著者による前述の30種にづいて染色鰭数や倍数l生をながめて見

るたらぽ，

Dr acuncul us sectionでは A・campestrisL・を除いては基本数9の2倍鰭と 4倍躍がみら

れる。

ヨモギ扇植物の多数を占めている AbrotanumSectionでは前述の染色鰭数に主る六群すべ

てを網羅している。

Absinthiurn sectionは基本数9の2倍躍と 4倍鑓がみられる。

Seri phidium Sectionでは基本数9の2倍鰭， 4倍鰭，6倍鰭と三段階の倍数性を示している。

今後更に叉多〈の本麗植物の染色髄数の決定によづて各 Sectionとの関係が見出されるかも

しれないし又細胞遺停皐的立場からヨモギ爵植物の分類を検討してみたいと考えている。

Summary 

The basic chromosome numbers of Artemisia are 8 or 9 and could be ascert-

ained in the following 6 groups : 2n = 16, 18, 34, 36, 52, 54. 

Artemisia Fukudo Mαkino, A. Feddei Leveille et Vanoit and some others 

have 2n= 16 and A. annua L., A. capillaris Thunb., A. kurramensis Qαzilbαsh, 

A. lactijlora 1Vall., A. Keiskeana JJ1iq., A. pectinata Pαa., A. Ste! l eri ana 

Mαx・im., A. Absinthium L. and many others have 2n= 18. 

A. princeps pαmp., A. dubia Wαll. which are the most common Artemi si ae 

in Japan, and A. grenata Boiss. have .2n=34. They訂 esurmised to originate from 

18-anq 16-chromosome species. 

A. Lercheana v訂.duhurica Kitαm., A. ]aponica Thunb., A. brevifolia J.V-αu. 
and・ some others have 2n = 36 and訂 ete甘aploidforms. 

6 : A. arctica Less, 2n=18，×1000 

7 : A. atrata Zαm. 2n=18，×1000 

8 : A. capillaris Thnub. :2n=18，×1250 

9 a : A. Keiskeana J町句・2n=l8（小豆島）， 9b: （八甲田），×1250

10 a: A. kurramensis Qsαzilbαsh 2n=18, 10 b: n=9 （泉山原岡）×1000

11 : A. laciniata JVilld. 2n=18，×1250 

12 : A. lactif lora及Fαu.初＝18,・x1250 

13 : A. monoρhylla Kitα例 uγα2n=18，×1000

14 a: A. pectinata Pαll. 2n=18, 14 b: n=9，×1250 

15 : A. pycnoceρha/a DC. 2n=18，×1000 

16 a: A. Sch:midtiana 1'1α∞臼n.2n=18 （桃岩）， 16b: （八甲田〕，×1000
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24 

30a 

17 : A. Stelleria附 Bess.2η＝18,1250 

18 a: A. grenata Bo'iss. 2n=34, 18 q: （固定前 20時間冷厳）．×1000

19 a : A. princφs Pα’mp. 2n=34 （熱海）， 19 b ：（鹿島），×1250

20 : A. brevifo!ia 1174αll. 2n=361 ×1000 （弐頁に績〈）

75 



76 生 fiff H寺 ． 幸良 No. 5 

A. montana Bα1np., a common species in Hokkaido ・(northern p紅 tof Japan) 

has 2n=52, is surmised to have originated from 18+18+16, (18+16) +18 or 16+ (18 

+18). 

A. maritima subsp. monogyna 1-Valrlst. et ._Kit. which is .the source of Santonin 

in Japan, has 2n = 54; it has three 18-chromosome sets; ・being hexaploid. 

Species having 2n=34, 2n=52 are probably mutants arising from forms with 2n 

= 36 or 2n = 54, whose chromosome numbers were reduced by deficiency of chromo-

so mes. 

As it is surmised that 2n = 54 species originated from 3 species each having 2n 

= 18, it is of great interest to find by genome analysis the 3 original species and to 

synthesize from them new plants with 2n = 54. 

Taxonomically the genus Artemisia is divided into 4 sections. Whether or not 

these 4 sections have any relation to chromosome numbers or polyploidy could not 

as yet be determined. 

However from ・theresults hitherto obtained the following considerations could 

be made: 

i) In Dracunculus section, with the exception of A. campestris L. which has 

2n = 16, all others were observed to be either diploid or tetraploid with the basic 

number 9. 

ii) The majority of Artemisia species was found in Abrotanum section. Their 

chromosome numbers were observed to fall into all 6 groups. 

iii) only diploids and te廿aploidswith the basic number 9 were found in Absin-

th似 m section. 

iv) As regards the Seriphidium section, diploid, tetraploid and hexaploid species 

with the basic number 9 were observed. 

21 : A. jaρonica Tltunb. 2n=36，×1250 

22 : A. Koidzumii Nαla;i,i 2n = 36，×1000 

23a: A. latぴolz"aLerleb. 2n=36, 2.g b: n=18，×1000 

24- : A. laxa Fャitsch.2n＝。36,（固定前20時間冷撤去）×1000

25 a : A. Lercheana 8tech1nαn var. dahurica K:itαmw1・・α2n=36,25 b：η三18，×1250

26 : A. nana Gαucl. 2n=36，×1000 

27 : A. selengensis Tu,rcz. 2n=36，×1250 

28 : A. montana Pa1n,p. 2n=52，×1250 

29 : A. Iwayomogi Kitα1nurα2n=54，×1000 

30 a : A. mariti：例aL .. subspA monog yna 1-Valrlst. et Kit. 2・n=54,30 b: n=27.×1250 
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大奏三倍雑種の細胞遺停率的研究 1)

土 屋 工

京都大墜農墜部道惇撃研究室

I緒日

同質三倍健に闘してはすでに多数の植物語よび2,3の動物について詳細友研究が行われてい

るが，細胞遺停皐的研究は材料の異るに従ヲて可友り著しい相還を示している。著者は大要の

一品種早生ゴールデシメロンの低三倍憶にづいて簡草に報告したが（士屋 194.9），今回更に異

TI:三倍鰭1個鰻をえてその形態，稔性，成熟、分裂に告ける染色惜の行動を観察するととができ

た。特に成熟第一分裂中期に会けるー債染色健の数台工び位置は其後の分裂過程の異常に密接

友関係を有すると1とが最近 Mye-仰（1944a, b，其他〉に工り指摘強調されているから， 此黙

に0いてできる丈詳細に分析を試みた。

本文に入るに先だち懇篤たる御指導を恭ろしたる木原教授に謹んで感謝の意を表す。

E 材料および方法

賓験に用いた三倍鰭は栽培二保種早生ゴーJレデンメロシ （Hordeumdistichum）の同質四

倍鰭〈小野1946；土屋 1949参照〉に野生種 Hordeumsporztaneum nlgrumの二倍健を交

配してえた1個健である。此｛開館は種間雑種であるから之を同質三倍健とみたしろるか否かは

論議の飴地があるが （.Stebbins1947，土屋 1950），乙とではゲノムの概念（K:ihm•α1937,194.0)

に従い染色躍の構造上の分化を主として考え，同質三倍慢として取扱づた。

根端はNαwαshinNo. 2で固定し C/u,1,rα液を通して後Ilei<.lenT.凶仰の餓明発ヘマトキシ

リンで染色した。切片の厚さは 12～15μとした。成熟分裂はアセトカーミンによる押潰レ法
Z__$PP 

で観察し， 闘はすぺて碑鶏器で書いた。根端は泣訴69倍， 成熟分裂｛象はすべて×1100倍， 花

粉粒は 500倍で示す。

E 観察結果

〔A〕形態的特性

初期の生育は極めて貧弱であてコたが， 後逐共生育旺盛とたり出穏期前にはすでに爾親を凌

駕する程度であてコた。気孔長にてついて測定した結果を第1表に示す。第 1表に見られる様に三

倍雑種は気孔の大きさに沿いて， ）柄親として用いた爾系統の中聞の値を示している。 乙の黒占

1) Contributions from the Laboratory of. -Gene.tics, Biological Institute, Kyoto University, No. 228. 
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第 1表大姿三倍雑種及び雨親系統の気孔長の比較

(Table 1 Length of stomata in the triplo:d hybrid and its parents) 

一一一一一一一 C:r<>lρ ｜ 
Materials －－ーベご： j 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 291 M±m 

Wase golden melon (4x) I 2 2 6 11 24 27 27 10 - 1 I 24.72±0.06 
Triplo:d hゆrid (3x) I 1 11 26 72 57 35 2 I 20.40±0.02 
H. spont町 nigrum (2x) I 1 8 16 51 22 2 15.91±0.04 

早生ゴーJレデンメロンの低三倍髄が二倍鰭と同じ大きさを示した〈土屋 1949）のとは具る。

草丈，稗長は二倍髄と殆んど大差はたいが，稗径は明らかに三倍雑種が二倍飽よりも大きく

全館として植物館は強剛の感を奥える。

〔B〕細胞撃的観察

a）体細胞染色鰻根端細胞中期核板に告いて 21佃の染色憶が明らかに数えられる（第 1

Fig. 1 

闘〉。政iitz(1931）に従えぽ本材料では二夫狭窄を有

する染色健が6個見られる筈であるが， 事責は 3個見

られ内 21閏は TypeIに，他の 1個は TypeEに属レて

いた。

b）成熟分裂移動期－9細胞を観察して染色髄の

接合欣態に闘して衣の結果をえた（第2表〉。 9個のう

ち5個は 6m+1u +Ii（第2圃〉を示し 7nrは 1細胞に

見られた。此の時期には通常 l{聞の三償染色践が仁に

附着している（第2闘〉が， 時として 1個の三償が仁

第 2表大姿三倍雑種の移動期に於ける染色樫の接合

(Table 2 Chromosome configurations at diakinesis in the triploid hybrid barley) 

染色憧接合 Chromosomeconfigurations 

7rn 

6m + ln + Ir 
5m + 2rr + 2r 

4m+3rr+3r 

3m+4n+4r 

観察細胞数 Frequency

1 

5 

1 

1 

1 
9 cells 

のl柄側に分れて InとIrが附着している様に見えるととがある（第3固め。其他所謂仁染色健

の外に他の染色胞が仁形成に閥興するととの可能性を暗示する場合が見られた。第 3園 aに沿

いては所謂仁染色韓より成る三債染色髄が明らかに仁に附着している外に，他の三債染色鰭が

仁に接偶しているのが見られる。而もとの三債は小さい附随鰻を有する股it‘＇言 (1931）の Ty-

pe Eより成ることが窺われるo 此の時期には Dα＇rlingtοn (1932）の示した 4担の三償染色
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憶がすべて観察された（第 3園c-k）。鎖欣（第3闘c, k）長工びring-rod（第3園e, g, 

h, j)が最も普通に見られ， Y型（第 3園d, i)は比較的少く， 企型 Ctriple arc, 第 3闘
〉

f）は極めて稀に見られるにすぎない。

第一分裂中期 (IM）一分析した 192細胞中 1個を除くすべての細胞に告いて， 多くの同質三

倍鰭と同様，三債，二債会主びー債染色鰻が種々の頻度てで現れた。 IMに於ける染色鰹の接合

赦態を第3表に示す。 7mを有する細胞（第 4園〉は比較的少く 6,77%である。Illyers €i:9ま鈎ヲ

第 3表大要三倍雑積の成熟第一分裂中期に於ける染色惜の接合

(Table 3 Chromosome configurations at first meiotic metaphase 

in the triploid hybrid barley) 

接色健接合 Chromosomeconfigurations 

τIII 

6m+ hr+ 1r 

5m+2n－ト2r

lrv + 4m + 2n + 1r 

4m+3rr+3r 

Bm + 4n + 4r 

2m+5n+51 

lrn + 6n + 6r 

7n+7r 

観察細目即ぷncy

13 

M 

53 

1 

44 

27 

4 

5 

1 
192 cells 

に工れぽLoliumperenneの同質三倍体では 4l.5% ( 1944a）会主び＿16%(1944 b）である。本

材料に沿いて 7urの頻度が低いのは交雑に用いた一柄種のゲノムの分化が可危り高いためか又は

大婆の特性であろろ。最も頻度の高い接合像は 5m+2n+2r（第 6闘〉であり 27,6ガを示したo

-0¥f¥で 6m+ln+ lr （第 5園〉会主び 4m+ 311十3rが多く何れも 22,9%である。第7闘は 2m+ 

5u+5rの側面視を各車位を多少離して書いたものである。第 9園は hn十6n十61の極面観であ

る。之等は何れも 7rn叉はその分離型としての接合像であり，三償，二債会主びー債の種々の

組合せより成るが，分析した 192細胞中の 1個は lrv+4m+2u＋むを示し，明らかに 1個の四

連染色鰭が認められる（第8固〉。との四連染色鰭の構成は確定出来危いが， 5rn+2n+2rのろ

ちの.lm+hが接合したと考えられる。若し ln+ lnから生じたとすれぽ非相同染色髄聞の複

雑た接合を仮定し怠ければ友らたい。剖ち 4m+ 3n + 31の 3nの中の 2n1J：ら livを生じ， 31の

中のあから 1立を生じて liv十4rn+2u+l1とたてコたと考えねば友らたい。然し2個の二債染色

惜の接合が堅いからその中の 1個が非相同のー債の封合から生じたとするには無理があろろ。

早生ゴーJレデンメロンの低三倍踏において目十 Il=8の場 合が見られ（土屋1949），半数鰭の

成熟分裂で二連染色憶が観察されている （Tometm・p 1939）乙とと本材料に長ける四連染色

髄の出現は，大安に沿いて illegitimatepairingが起りかヲキアズマは IMまで保持される乙
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とを示すものといえよろ。 Lolium(lJI-ye,・s 1944 a), Zea (JJI<:Cl伽 tοclc 1933）等に告い

ても前期には illegitimatepairingが観察されているがpIMまではキアズマが保持されないよ

うである （Myers1944めから乙の黙大姿とは異る。

細胞嘗りの三債染色髄の頻度は O～7, 平均4.66である。之を Lolium(3-7金主び2-7;

Myers 1944 a, b), rye (0～6，平均3.75土0.36:Lani例 1944）会主び Phleum nodosum 

(0～5，平均2.03:No1・densleiふld1945）等と比較すると，同一染色鰭数を有する禾穀類の同

質三倍鰻に長いても，材料の相遣により割合の強さが著るレく異る乙とが知られる。

三債染色鰭の形態と其の頻度は IAに長ける染色健の分離を考察する上に重要であるから，

詳細に分析を行い其の結果を第4表に示した。 第 10固a～pはIMに長ける種々の形態の三債

第4表種々なる形態の三債染色健の出現頻度（ IM) 

〔Table4 Frequency of various types of trivalents observed at 

IM in the triploid hybrid barley) 

三伎染色挫の形態 正常分 d離is型 吾空為主 ρ的z’・ '71 匂f~d・． i ~二rJ 
Types of trivalents normal types of junction uncommon types o sj unction 

V A 〈

＼／ ｜／ 〉｜ 〉
<p 

観察数 Frequency 745 3 61 9 76 

83.37 0.3 6.82 0.9 8.05 
ラ4

90.49 9.4 

Total 

894 

、染色磁を書いたものである。第4表によれば， 最も多く見られるのは V型（第 10固d一i）で

あり全髄の 83.

10圏 a-c）は略等しく夫々 7.72ア五jな主び 8.50タ6である。 Y型（第 ]O園 o-p）は極めて少くわ

やかに 0.3%であった。企型（triplearc）は移動期には少数見られたが， IMでは見出しえ註
〉

かった。紡個の多債染色健中 IAで規則正しく分離するのははに分離する＼／， ~l 会主

びY型三債と 2-2に分れる四連染色鰭の合計 810(90.50ァのである。 IAで異常分離を行ろ

〈ーーと考えられるのは〉一型ニ債と棒欣ニ債（Afαther1935の“ uncommontype of disjunc-

tion ”〉の合計9.4%である。各種材料（rye, Lα1wn1, 1944 ; sugar beet, Levan 1942 ; 

Dαt・urα，Belling and Blαkelsee 1922; Populus, JJ!l ·unt~inグ 193り； Lolium, ll!lyers 

1944 a, b; Lycopersicum, Upcοtt 1935；其他〉を通観して最も普通に見出されるのは鎖欣

（〉型又は 棒斌〉であり，合型は大部分の材料陀おいて観察されていたい。三債を構成する

3個の染色髄聞の接合力は種々の程度を示し，3個の結合がゆるいもの〈第 10闘 a, g), 2個

の結合はかたく 11間のみゆるいもの（第 10園b, e, f, h, i）告よび3個共かたく結合したも
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た（Lm』nn19,14）.一債染色惜の行動

本材料ではーは材料により異るが，

部は核板形成に輿り他は紡錘館内で

核板附近に位置するか叉は紡錘外に

遊離する。

IAの分離に重要注関係を有すると

考えられる鮪即ち IMに会けるー償

染色慢の数台工び位置並びに三債染

色憶の形態金よび数について分析し

た結果を第5表に示した。第5表に

見られるように，分析した1Mの189

細胞中 IAに於いて規則Eしく分離

IE常分離型すると考えられるのは，

三償（第 10固d-o）のみより成る7m

の5細胞，ー慣が核板上にたく 異常

分離型三債を含まぬ33細胞台工び 7

個のー債がすべて赤道板外にある7n

+71の 1細胞の合計3.9細胞（20.63

タの である白 他はすべて 1～5個の核

板上ι位置するー償叉は異常分離三

債染色髄或は刑者を含みIAで遅滞染

色健を生宇、る と推定される。 とのJf主

定は後期の分裂像 〈第 11園其他〉の

分析からたされたものであ る。第 11

聞は分離中のIAの側面視を各車位を

多少離して書い討ものである。 4m+ 

3・u十31のろち 3個の V担 三償染 色
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鰭は既に夫々 1-2の分離を了って i羽極に移動を始めている。

。｜ 型三債はまだ分離してゆい。 3個の二債染色躍の中 2個 、

は分離を終っているが他の 1佃は分離していたい。一債染色鰹

報時好f生

中核板外にあったと思、われる左端。 1個は縦裂せ？に上極へ移

勤している。核板上にある右端の 1個は縦裂している。中央の

1伺は赤道板上にあるが，すぐ隣の二債と同様まだ分離してい

友いよろである。斯様な Tf¥の分裂像の観察から， IMに於ける

三債染色鰭の形態着工び数並びにー債の数台よび位置等を知れ

ぽIAの分離を推定できると とがわかる。

さて第5表から， IAで正常に分離する と推定される細胞数

は39(20.63ァの である。三償染色鰻はTE常分離型であるがー

一債染色健はすぺて赤道板外債が赤道板上にあるものく81),

にあるが三債が異常分離担である場合（25）会主び上の 2種を

IAで遅滞染色健を生？、る組合せたもの（44）を合計す ると，

と考えられる細胞は 150個（79.37ァのである。第 5表を整理

し雛形して JAの細胞が生やぺき遅滞染色悼の数を推定し，之

をIAに於ける－観察結果（第 6表の分析結果を遅滞染色髄につ

いてまとめた値〉と共に第7表に一括して示した。

第一分裂後期（TA)-IAの 128細胞の分離を視察した結果を

第 6表に示した。第6表に明らかな ように， IMに着ける接合

特にー償金工び三償染色髄の欣態から嘗然期待される極めて多

様た分離が見られた。第 6表中遅滞染色健を有したい 38細胞

は9-12 rt告ける分配を見ると 7-14は 1個， 8-13は7,

Uye1・s(1944 a）によれぽLolium 

の同質三倍健では との（直は夫々 0,7, 5 j詮よび9（計21細胞〉

であった。遅滞染色憶を有する細胞をも含めて雨極に見出され

る染色礎教を .！riye1・s(19--14 a）による Lo!iumの値と比較して

ヨたに示す〈失頁〉。

次頁の表に見られる様に大多数は 7～14の染色健数を有す

る。雨極の合計254群中ただ、1回6染色健を有する場合が見ら

れた（o-1-14）のは恐らく三債又は二償染色鰭の不分離によっ

て生じたものであろう。 1極に 10染色髄を有する場合が最も多

8, 10-11が22で最も多い。
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言「 Total

254 

100 

14 

2 

13 

10 

6 

12 

13 

7 

11 

43 

14 

10 

78 

3宮

9 

60 

25 

8 

39 

11 

7 

8

5

 

6 

1 鎮 皮 （本材料（3.,barley) 

Frequency ILo!ium (lJiye1・’s 19Ma) 

染色龍数Numberof chromosomes 

く9が之につぎ，略normalcurveを示し平均は 9.77±0.089であてった。 .2Jfye1・s(l944a）によ

るLoliumでも全く同様の欣態が見られ，平均数は 9.84-±0.14である。第一，第二i荷分裂に着けa

n=-IOを有する花粉粒が最も多く期待されるととになる。る遅滞染色鰭の治夫を考慮すれぽ，

Lf"tnun 之を検する乙とはできなかったが，本材料の花粉粒核分裂を観察でき友かったから，

(1944）は ryeの同質三倍鰭で50粒の花粉を検し n=lOは期待数よりも著しく少いととを見

然し Zea(Pu巧αSingh1947）や Datura(8αtinαand Blαkeslee 1937a）の結果ている。

此勲将来の

研究にまたねばならない。 IAの結果からは n=7を有する花粉ほ 3.15%，ロ＝14を有するもの

は0.79%生宇るととが期待される。

を参照すると Lαnim(1944）の結果は観察数の過少によるものではあるまいかp

第 7表大要三倍雑種の成熟第一分裂後期に於ける遅滞染色躍の摂皮

Frequency of laggards at first meiotic anaphase in the triploid hybrid barley) (Table 7 

I .IM;IJ>Gの推定値
Freq. expected IM config. X2. Chi-・sョuare.

0

1

2

3

4

5

6

 

5.3145 

2,1452 

0.8576 

0.3966 

26 .. 20 

43.68 

32.26 

20.15 

2.69 

2.。2

IAに於ける観察値
Freq. observed at IA 

38 (29.92 %) 

34 (26.26ゲ〉

27 (21.26ゲ）

20 (15.35ゲ）

3 ( 2.36ゲ〉

4 ( 3.15ゲ）

1 c o:79ゲ）

遅滞染色骨量数
No. of laggards 

8.7139 127.00 127(100.00ゲ）計 Total

第7表によれば遅滞染色鰭を有したい細胞は 29.92%であり， 1{回I）を有するものは 26.75% 

である。 4個以上の場合は著しく頻度を減じ， 7個の場合は見出しえ紅かった。細胞蛍りの遅

千均 1.46である（二分子と して計算 して〉。 IAに於ける観察と IM，の接

合欣態からの期待数とを比較するために Xに testを行い（第7表） Pを求めると lMからの期

待数と IAに着ける観察数とは一致するものと見て差支ないく0.10)P) 0.05）。しかし，遅滞染

滞染色髄数は O～6,

1個を有する細胞に拾いては観察数と期待数の差が可往り大きい（第

遅滞染色鰹蚊は二分子として示し亡。従って， 後期のおそい時期以後は縦裂しているにめに 2倍数を有

するわけである。？ことえば， 6個の遅滞染色能 とは 12個の一分子（mpnad）を意味する L第 14悶）。

1) 

色踏を有レたい細胞と，
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7表〉。との誤差は IMに長けるー憤染色憾の位置判定の不確定さによって或程度まで説明さ

れろるであろろ。遅滞染色鰻2個以上の場合は期待数と観察数がよく一致している（第7表〉。

6個を有する場合は期待数がOであるが貰際は硯察されている。之は観察数の僅少友ためと観

察の不確定さに上るものであろろ。

TAの異常は多く上述の三債又はー慣染色鰻に基く遅滞染色踏の出現であるが，唯1回三償

染色髄の分離困難又は染色鰭橋（第 13固〉が見られた。斯様友行動が TAの遅い時期に会ける

6-1-14のよろた分配の原因かも知れたにい。

第一分裂終期 (TT）最上び中間期ーとの雨時期の観察結果を第 8j忌よび9表に掲げる。

第 8表大要三倍雑種の第一分裂終期に於ける遅滞染色陸の頻度

(Table 8 Frequency of laggards at first telophase in the triploid hybrid barley) 

遅滞数染色（一憧分N子）.of m~~a~~) ds 。 1骨 2 4 6 8 10 I計 To凶

銀 皮 Frequency 40 2 9 15 7 6 80 
、一ー－－.－－－

／。0／ 50.00 13.75 18.75 8.75 7.50 100.00 

後2個の一分子のうち1個は阪に極に到達して 1個のみ観察され亡。

One of the two mo.:1ads from an univalent had already reached either pole, so that only one of 

them was o':)served. 

第 8表によれば， ITで遅消？染色慌を有しない細胞は 50% (80中40）である。 IAでは 6個

の遅滞染色憾 (12monads；第 14幽〉が見られたが， ITでは 10monads以上は見られなか

。た。之は観察数の少いための誤差もあるが， IAの遅滞染色値がITまでに相蛍数ー柄極に到達

したことを示すものであろう。

中間期l亡拾いては 62.29%は小核を含まぬ正常在 2細胞であっ均（第9表〉。従って TTから

第 9表大要三倍雑種の中間期に於け る異常

(Table 9 Abnormalities at interkinesis、inthe triploid hybrid barley) 

種 まfi Types 

正常二分子 Normal dyad without microuncleus 
（小核無）

小核を有す
る二分子 Dyad with micronuclei 

三分子 Triad

計 Total

細胞数 No.of sporocytes （ガ）

114 (62.29) 

68 (37.15) 

1 ( 0.05) 

183 

中間期までの聞に更に相首教の遅滞染色健が燥核に到達するものと考えられる。

四分子期一四分子期の胞子母細胞379佃を分析した結果を第 10表に示した。四分子を構成
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． 第10表 大姿三倍雑種の四分子期に於ける異常

(Tal利I10 Analysis of abnormality at tetrad stage in the triploid hybrid barley) 

小核を有する No. of microspores 
小胞子数 with micronuclei 

0 (normal tetrad without micronucleus) 

1 

2 

3 

4 

胞子母細胞数 No.of sporocytes (%) 

211 (55.67) 

671 

641 
19 r (44.37) 

181 

計 Total 379 
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14 

する小胞子の 4個が何れも小核を含まぬものは杢胞の 55.67% (211群〉であり， 残 りの 168

群は 1～4個の小胞子が1～数個の小核を合んでいた。小核を含まぬ胞子母細胞は中間期の

62.29 %に比して此時期には 55.67%であった。之は中間期に!L.良核に含まれた一分子（divided

halves of univalentゆが第二分裂でとり残されて小核を形成するためであろう。

(C）稔性
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Figs. 16～21 

三倍雑種の花粉稔性は比較的良好で，褒達良好友成熟花粉 （K:ihaPα1937参照〉は 54.46%

であった（第 11表〉。したがてコて自然欣態に3まいて約は裂開 して充分花粉を飛散せしめるo

第11表大要三倍雑種及雨親系統の花粉稔性

(Tポ》11 Pollen fertili守 inthe triploid hybrid and its parents) 

材料 Materials ｜ 良G好o花od粉 ln1:e~~ra粒tedl 空Em虚pty粒 To計tal ｜良好花粉＇00比d宰
タ，，； goo 

Wase golden melon 4x 1000 157 87 1242 80.51 % 

Triploid hybrid 3x 1018 792 59 1869 54.46 

H. spont. nfgrum 2x持 701 2 1 704 99.57 

*1948年（前年）の結果を引用しTこ。

The values of 2x was cited from ’the data obtained in 1948 (last year). 

Lanun (1914）によれぽryeの同質三倍憾では花粉稔｜生は 83%である。花粉粒は各種の退化

粒を有するが〈第 17，長よび 19～21闘〉其他に小数のE大花粉粒（第 18！菌〉が見られた〈木

原及西山， 19.47参照〉。

種子稔性は自殖，自然開花の外に二倍健，四倍憾との京逆交雑を行ぐって調査した（第 12表〉。

妊薬母細胞の成熟分裂に長ける染色髄の行動が花粉母細胞の場合と同様であれば，花粉稔性か

ら推して少くとも 55 ，%の卯は機能を有する筈である。更に小姿五倍雑陸 （Kihm•α1932），三

染色強的植物（1l!lcCUntock 1929, Zea; .Lesley 1926, 1927, Lycopersicunz）其他の研究

から卵の；機能は花粉より高いことが知られている。従って自殖又は自然開花では 50%前後の

種子稔性が期待されるが事賓は約20ガであクた。早生ゴールデンメロンの二倍館長よび四倍

慢との~逆交雑は 4-0～60 %の稔性を有して略花粉稔性と一致する。 Pttnjasingh く1947？に
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第12表各種組合せによる大要三倍雑種の稔質性

(Table 12 Seej fertility in the triploid hybrid barley) 

組合せ Combinations ｜小花数 No.伽 ets 種子以 No.,,seeds 

白殖 self-pollination 296 67 

自然開花free」flO¥yering 105 20 

3x×W. G. M.1) 2x 90 48 

reciprocal 56 32 

3x×W. G. M. 4x 26 10 

reciprocal 16 7 

1・） W.q .. M.は早生ゴーlレアジメロンの略披。

稔性 Fertility(%) 

22.63 

19.04 

53.33 

58.92 

38.462> 

43.75 

W. G. M. ls short for Wase golaen melon (Or.e of two parent strains of this 3x hybrid) 

2) 種子ははじめ透明な液躍を含み後逐女取縮しに。

The seeds had contained at first hyaline water and shrunk品 lateron with evaporation of 

the water. 

89 

よれば、Zeaでは花粉稔i生は 91.96±2.23%であるが種予稔性はわ宇、かに 11.00土 1.76%でぁ。

た。又ryeでは花粉稔性の 83%に封して自殖では完全不稔，二倍髄花粉での授粉で若干の後

代をえたにすぎね（Lαrnm,194.4）。本材料に3ないては種子の充賞は， 大小はあるが，概して

良好であてコた。ただ3x×4xのみは匹乳の護達不充分であοた （l.HharαandN何1ιiymna,

1932参照〉。

IV 論議および結論

同質三倍踏の配偶子不稔は，一般には成熟分裂に長ける過剰ゲノムの行動の異常によ0て生

やる異数i生配偶子の機能不全により説明されている。然し，その行動の詳細た研究は比較的少

いくSatin.αandBlakeslee 1937 a, b; 1J1ye'rs i9{4.. a, b）。特にとの異常の最も重要た要素

である IAの遅滞染色憾と IMの接合像 との関係にィついては JJ1ye1・s(1944 a, b）の研究が最

も詳細である。本研究は材料も乏しく備不充分であるが， JMの接合像と TAの異常の関係就

中IMのー償金主び三債染色憾の行動を或程度まで詳細に這求し得たから，との黙に就いて考

察を試み度い。

本材料ーに於いては IMのー償染色踏数は 100細胞常り 233｛問であるが TAの遅滞染色髄数は

14-6個である。との値をもとにして今般にIMのー償染色惜のみを考えれば，約 37ガがIAで

遅滞染色鰭止．友らやに何れかの極へ一移動したことになる。概算した所ーでは IMのー債染色躍の

約 40%が核板上に位置していたから，之のみ、が遅滞染色憾の原因であればTAでは 100細胞

蛍り 93｛聞が期待される（核板外にあった 60_%-140個ーのー償ば縦裂ぜず＝何れかの極へ分配

されたものと見られる〉。然るに事賀は146個の遅滞染色惜が観察された。従ヲてIMのー債

がすべてTAで遅滞染色髄ξ形成するものでないことは明らかであるが，更に乙の差53f回（23%)
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は嘗然IMの他の要素に由来したものと考えねばならぬ。 λT.ye・1・s(194-4 a）によればLoliurn 

はIMで 100細胞嘗り 93佃のー償染色健を有し，その 70% (65個〉が赤道板上に位置してい

たが IAでは 133佃の遅滞染色慌が見られた。との TAK告ける遅滞染色髄教の著しい増加を

1'1νe1・s ( 1944 a，）は三償染色憾の異常分間住（improperdisjunction of the trivalents）に蹄し

た。其後Myers(1944. b）は同じく Loliumに沿いて， IMで核板上にー償染色踏を有する細

胞は 31ガであてコた-E{ TAでは約 57J｛，が遅滞染色健を有するととを観察して， その原因をー

債染色鰭が後れて板、板上に移動して縦裂した均めと考え，更に三債染色躍の異常分離をもこの

原因に加えた。然し乍らー僚と三債染色憾との関係特に三債染色鰭の形態と数に関しては殆E

考慮が梯われていたい。著者はず、道板上のー債と異常分離型三償染色骨量が遅滞染色惜の重要な

要因であると考え， IMに於ける三債染色鰭の形態括主び数〈第4表〉並びにー債染色鰭の位

置と数の雨者を考慮、して（第5表）， IAの遅滞染色鰭との関係を X2-testにより求めた結果

（第7表〉可なりよく適合する乙とが明らかになてった（0.10)P) 0.05）。更に IMに於けるー償

染色憾の位置判定の不確定さによる誤差を考慮すれば統計的に充分有意義であると思、われる。

以上によヲてー償染色躍がすべて遅滞染色慌の出現に参興するのではなくて一部分は縦裂せ

宇に雨極に任意に分配されるとと，一債以外の要素特に異常分離型三償染色慌が多く遅滞染色

償の原因となること，従てコて IMの三償括主びー償染色髄のi痢者の欣態が IAの異常を考察す

る上に重要な乙とが明らかになヲた。しかし遅滞染色悼の形成に興る要素の割合は材料により

夫々異っている。著者の大姿三倍雑種では IAの遅滞染色健の 64%・（93個〉がー債染色鰻に

由来し〈之は IMのー債総数の約40%に首る〉残りの 36%が三債から生じたと考えられるが

Myers (1944-a,b）の Loliumではこの値はそれぞれ49.%長よび51%であり著者の大安と逆

である。との場合何れも.Mye1・s ( 9441 a, b）がのぺた採に，後れて赤道板に並ぶー償染色慌を

考慮すれば之等の値は多少す＝れるであろろ。

之等の結果から IAの遅滞染色憾の起原としての異常分i雄克日三債染色惜の重要性を知るとと

ができた。又IAの遅滞染色惜数－は IMに3をけるー債の位置語よび数並に異常分離型三償染色

鑓の数の組合せにようて決定され，且それぞれの要因は植物によって異り，従って異常の程度

も亦材料の相違によって異るととが理解される。そして之は亦蛍然、配偶子の稔性乃至極子稔性

にも重要な関聯をもって来ることが議想される。

V摘要

1) 本論文は大萎三倍雑種（2n=21）の細胞遺体準的研究に関する報告である。

2) 乙の植物の初期の生育は貧弱であったが成熟期には草勢著る しく旺盛且強剛であった。

3) 成熟分裂の移動期告よびIMで＇j:_7mの外，三償，二償金よびー債染色鰭より成る種々

の接合像が見られた。分析した IMの 192細胞中 1細胞に烏いて Irv+4-m + Zn十Irの接合像が
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観察された。之は非相同染色飽聞の異常封合に由来するも のであろ う。

4) TM に於ける三債染色健の頻度は細胞蛍 り O～7， 平均 •l66，ー債染色鵠は O～7 (2.33) 

であった。

5） 均期には 可能たすべての 型の 三債染色鰹 〈伽， ~ I ' ＂＇－（ ，合〉が見られたが，

IMでは号型は見出されたかった包 三債を構成す右染色健聞の接合力は種々の程度を示した。

6) IAで、はTMの接合像から設期される1設に極めて多核友分離が行われた。最も頻度の多い

のは 10～11であり， IAの極に見られる染色館教はlOf困の場合が最も多い。 TAの遅滞染色健

数は細胞営 りO～6，千均1.46である。

7）花粉稔性は比較的良好で， 成熟花粉の54.46必が健全粒で、あった。 稔貫性は自殖， 自然

開花台よび各種組合せの交雑を行って調査した結果 19%～59 %の袋異が見られた。

8) JMの接合像特に異常分離型三償沿よびー債染色胞の数台工びIAの遅滞染色館教にづい

て詳細に分析し， 之を統計的に底理した結果，IAの遅滞染色悼の約 64ガはIMのー慣に，残 り

の36%は異常分離型三償染色憾に由来する ととが知られた。印ちIM／乙ノ吟ける具常分離担三償

染色鐙が TAの遅滞染色髄の重要注要因である 乙とが明らかになった。

Resume 

Cytogenetic studies of a甘iploidbarley hybrid (W ASE _golden melon 4x×Hor二

deum spontaneum nigrum 2x; 2n=21) are reported in this paper. The results are 

summed up as follows : 

1) The growth in the initial stages of the仕ipoidwas very poor, but gradually 

has become vigorous and showed a degree of development that could be termed as 

heterosis at maturity (Table 1). 

2) At diakinesis and first metaphase of meiotic division, various combinations 

of trivalents, bivalents and univalents besides seven trivalents C7m) were found 

(Tables 2 and 3). One of all 192 PMC analysed showed to have the configuration 

l1v+4m+2rr+l1 which was due to illegitimate pairing between non-homologous 

chromosomes at prophase and retaining of chiasmata until first metaphase (Fig. 8). 

3) The frequencies of both甘ivalentsand univalents at first metaphase ranged 

from O to 7, the average number per FMC being 4.66 in the former and 2.33 in the 

latter (Table 3). 

4) At diakinesis, 4 possible types of仕ivalentassociations (chain, ring-rod, Y-

shaped and甘iplearc) were seen (Figs. 2 and 3), but the last type was not found 

in the五rstmeiotic metaphase so f訂 asthe author’s observations 訂 e concerned. 

The conjugating capacity of chromosomes which form甘ivalentswas shown to be 

di妊erentin degree (Figs. 3 and 10). 

5) Variation in disjunction of chromosomes as expected from first meta phase 
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con百gurationswas f9und at first meiotic anaphase. The frequency of lagging uni-

valerits at五rstmeiotic anaphase ranged from O to 6, averaging 1.46 per PMC (Table 

6, Figs. 11-14). 

6) The process of division after first telophase was comparatively regular and 

most of the sporocytes formed te甘ads,about half of them showing no abnormali士y.

7) The pollen fertility was rather good, and the anthers dehisced well; 54.46 

percent of the matured grains had three well developed nuclei ~md abundant plasm. 

8) The seed fertility varied to rather wide extent (19-59 percent) according to 

the methods of seed production Le., by self-pollination, free-flowering, 3x×2x, the 

reciprocal, 3.x×4x and the reciprocal. The seeds produced by all of the combina-

tions, except for one which had seeds filled with hyaline water, shrinking gradually 

with its evaporation, showed to have developed very well though the seeds were 

var10us m size. 

9) The analysis of first metaphase configurations in meiosis, especially the posi-

tion and the number of univalεnts as well as the number of trivalents-with uncom-

mon type of disjunction observed by Mαtiter (1935), the frequency of IA laggards 

and the statistical treatment of the data led to the conclusion that about 64 percent 

of the IA laggards originated from univalents which were orientated on the eauatorial 

plate at IM and the remainder (about 36 percent) were caused by improper dis-

junction of trivalents (J町yers1944 a, b ). Therefore, it appears that the trivalents 

with uncommon type of disjunction were an important source of IA laggards in this 

triploid barley hybrid. 
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Explanation of figures 

Fig. 1. Somatic metaphase plate of a root tip cell in the triploid hybrid barley, show-

ing twenty-one chromosomes. ×i660 

Figs. 2-10. Diakinesis and first meiotic metaphase in the triploid hybrid barley.×1100 

・2-3, diakinesis chromosomes. 2, 6m + lu + Ir・3a,b, nucleolus-chromosome relationshipt. 

3c-k, var:ous type~ of trivalents. 4-10, various chromosome configurations in the first 

meiotic meta phase. 4, seven trivalents (7 m). 5, 6m + ln + Ir. 6, 5m + 2n + 21・7,2m+ 

5n十5r. 8, lrv十4m+ 2n + lr・9,lru+6n+6r (polar view). 10, various types of trivalents. 

Figs. 11-15. ・ First meiotic anaphase and intεrkinesis in the triploid hybrid barley. 

×1100 11-14, anaphase. 11, 4rn+3n+31, showing mode of disjunctiqヰ in tr討alents,

bivalents and univalents. 12, two lagging monads. 13, difficulty 件 separation ・ 

a trivalent chromosomell or chromosome bridge. 14, twelve divided halves of uni-

V伽札玩 in凶 nesi

Figs. 16-21. Pollen grains in the triploid hybrid barley. ×500 16, normal grain. 17, 

19-20, degenerated grains. 18, 吾iantpollen grain. 21, emptr ~:t;ain with9ut nuc,e1:1;~ 

and plasilli. 



Yoshifumi Yamane 1952. Studies oロspecieshybrids in the genus Cucurbita I. C. 

maxima×C. nzoschata and its reciprocal cross. Rep. K ihara l切st・.Biol. Res. (Seiken 

Ziho) No. 5: 94-99 (With English resume) 

南瓜属に於ける組問雑種の間究

第 1報 C. maxima×C. moschata及び逝交雑につし、て 1)

山根－ 仁文

（岡山大事理墜部道博墜研究室）

緒 日

南瓜鴎は百月夜科植物に扇しC.maxima, C. moschata, C. pepoの三種に分類されてい

る。南JA属の種間雑種の研究は Ncmclin(l854）の賀験にはじまり，爾来Ba'iley(1890, 1920), 

Pα11iniel (1892 ), JTαvilov (1925), Erwi'J乱会よび I畳＇.Wbe1• (1929），伊藤長よび中井（1929),

Cαstetteγ （1930），伊藤.（1933），宏、佐（1934），門田（194-2），木村 (1946），長尾治よび早瀬

(1950），山根（1950）等の報告がある。

上記諸賞。験の中， 数種類は種間交雑試験に工ヲてえた後代植物にづいて遺俸皐研究を行。た

ものもあるが，それらの結果はまだ一致していない。

乙乙に沿いて筆者は南瓜麗に告ける種間雑種の問題を庚い範固に沿いて探究しよろとした。

1947年より C.maxima, C. moschata, C. pepoの3種を供用しとれ等の交雑賀験を行って

きた。本報に告いては 1949年までの C.maximaとC.moschatαの交雑につき結果を報告す

る口

材料および研究方法

本研究に供用した材料は木原生物皐研究所で 1941年以来純粋に自殖したもの， 金主び 1946

年米闘から輸入された品種である。その品種名は衣の様である。

C. moschata Duch. 9種

Mikekado, Kogatakikuza, Koshidakakikuza, Asahi, Noukiku, Sirokikuza, 可司Tasekurokawa,Sisi-

gatanikurokawa, Butternut 

C. maxima Duch.. 4種

Delicious White Marrow, White Marro'N, Banana Blue, Delicious 

播種は 3月下旬 30°c定温器中にで催芽せしめ，議根後直ちに播種箱に移植， 4月上旬本聞に

定植した。 根端細胞島工びPMCについては固定はナワシン語よびカJレノア液，染色はハィデ

ンハイン鍛明鋒ヘマ トキシリン， 媒染剤として クーラ液を用いた。切片の厚さは根端細胞に

1) Contribqtion写fro:nthe Lab9ratory of Genetics, Biolo宮icalInstitμte, Kyoto Univεrsity, No. 229. 
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会いては 8～101-1,PMCは10～12μである。

費験結果

前述の諸品種を用い 1947年金主び1948年に行った！日種交雑結果を種Ml亡線括して示すと第

1表の様である。

Tab. 1 Percentage of fruit setting with the combinations of crossing 

Nu?lber of polli- I Number of fruit I fr~i~e~!f:~gof 

1947 I C. moschata×C. maximα 22 。 。
Reciprocal 30 6 20.00 

1948 I C. mosc!zat似 C.maxima 46 18 39.13 

Reciprocal 28 2 7.14 

ヨたに第1表に示した種間交雑に告いて各組合せ（品種5:}IJ)I亡 F1種子の稔性を調査した。そ

の結果は第2表の様に友てコた口

Tab. 2 Successful percentage of the crossing and its complete seeds (1947-1948）骨

f~}:~;~~fil Nu田~er of t;::!re 
0J:Ii;f~c~ Combination of variety 

Number of Number fruit aving of seed pollination of fruit 
~~derfect 己ide~~fJ f:iitone each fruit 

C.mαximαx C. mosch:itα 

Delicious White Marrow 4 2 2 。 24 91.66 
×Sirokikuza 

White Marrow × 2 2 2 。 34 97 .. 05 
Sisigatanikurokawa 

White Marrow × 4 4 4 。 78 72.75 
Wasekurol王awa

C. moschata×C. maxima 、

Mikekado×Delicious 2 2 。 2 92 100.00 

Kit1~~ikuza × 
Marrow 

10 4 。 4 104 100 .. 00 

Sirokikuza x 4 2 2 。 130 97.69 
White Marrow 

Sirokikuza×Delicious 6 6 2 4 124 99.72 

Wasekurokawa× 2 2 。 2 79 ~00.00 
Delicious 

帯 広eansmorphologically perfect and imperfect 

（註） 枇性種子の列別は外部形態と水に沈む内容充貸しにと考えられるものを稔性があると しに。

1949年には C.maxima×C. moschataの F1雑種として WhiteMarrow ×Wasekurokawa 

のF1個鰭を 12本， Delicouis White Marrow×SirokikuzaのF1個慢を 3本合計15本をえ

た。何れも親植物より生育旺様であてコた。之に反レ C.moschata×C. maximaのF:,1雑種と



96 生 研時報 No. 5 

しては， Sirokikuza×WhiteMarrowのF1個髄2本語工び Srrokikuza×Deliciousの F1,個健

1本合計3本をろる事ができたが， 生育が悪く生育途中に拾いて綾小の形態で枯死してしまっ

た。

ヨえに F1植物の形態をそれぞれの雨親植物と封比して観察した。各個の交雑に告いて，詳細

友黙を調ぺるとかな－り複雑に友るが，大鐘失の：様左傾向を示していた。邸ち F1植物の形態で

C. moschataに近似した部分は葉の形，葉面の白斑，果梗の形台工び毛，梗座， 果形， 果皮

周縁の色会主び模様等で，一方 C.maximaに似た部分は葉の毛，果梗の質等で其他の部位は

大館iX肉親の中間型を示した。

筆者は夫々の交雑についてその細胞率的視察を行っているが， 1949年には WhiteMarrow 

(C. maxima), Wasekurokawa (C. ・moschata), 会よびその F1個慌の PMCについての結

果がえられた。倫上記2品種台工びその F1個鰹は何れも 2n=40であるととは筆者既報（1950)

の通りである。しかしてそれらの PMC台工び花粉にづいての観察の結果はー柄親会主び F1を

封比しつつ第3表から第 6表に表示した。

Tab,. 3 Ch,romosome configuration of I Metaphase of Fi-hybrid compairing 

with its parental varieties 

Nuclear plate of observations 
Variety 

I lm十市＋3r20rr 19rr+2r 

F1 2 41 1 

White Marrow 24 。 。
Wasekurokawa 26 。 。

Tab. 4 Formation of pollen-tetrad of F 1-hybrid 

Tetrad （タの Triad Pen tad Other irregular type Total with micro nucleus 

71 26 11 17 125 

(56.8) (20.8) (8.8〕 (13.6) (100) 

Tab .. 5 Appearing frequency of functional pollens of F1-hybrid 

Variety Functional pollen (%) Abortive pollen 

F1 

White Marrow 

Wasekurokawa 

292 (25.08) 

636 (92.05) 

276 (94.52) 
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Tab. 6 Diameter of polle::1-graiロsof F 1-hybrid 

も ・iety
Diameter of pollen-grains 

Total 
σ M士m

F1 

White Marrow 

羽Tasekurokawa 

200 

170 

200 

士 4.77

±6.66 

土3.15
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ヨたにとの F1雑種の完全種子と不完全種子の比率は第7表に示した。

Tab,. 7 Ratio of the complete and imco ~plete seeds 

Variety Number of Number of 
Numbe;:-of 

I Ratio Z/c~1;:;_p］鉱話fruit perfect seed ~!:aerfect and i ) 

5 25 194 11.42 

5 1010 220 82.11 

5 1760 200 89.79 

F1 

White "Marrow 

Wasekurokawa 

以上の視察の結果では第 1分裂中期の染色惜接合について，雨親に長いては異常たものはな

かづた。 F1雑種陀告いては 20nの出現頻度が極度lて少たかった（第 3表〉。 との結果から期待

すれば四分子の形成が最も少い筈である のに視察の結果は明らかに逆で、あった〈第4表〉。備

F1雑種に金ける有能花粉の出現頻度も 25.08%でかなり高率であった（第5表〉。叉花粉粒の直

径にづいて見ても F1雑種のそれは花粉親である Wasekurοkawat亡近い大きさをもったもの

が多く表われている。とれらの事は今後尚一考されるべきととであろう。

考 察

本賞験の結果C.maximaとC.moschataとの雑種は割合容易にえられる事が明 かになっ

た。乙れは他の研究者の結果とも一致している。本質験の結果からすると， WhiteMarrow × 

羽Tasekurokawa, Delicious White Marrow×汚irokikuzaの組合せ では，他の交雑組合せに

比較して著しく高度の親和性を示した。

印ちとの種間雑種に沿いては交雑に用いる品種によづて来！リn・I生に可成の差異が明らかに認め

られた。志佐（1932）・は本麗植物に告ける種間雑径の受精困難の原因は，花粉管の伸長が屋内

雑種の場合より遅い事に工るとのぺている。

最近長尾，早瀬 （1950）は C.maxima, C. moschata, C. pepoの3種間相反交雑9組．合

せにてついて， 花粉管の伸長度を研究し， その結果C.maximaとC.moschata，との聞には不

完全たがら和合性が存在すると推論したD

筆者の賞験による と C.maxima×C. moschα仰の f＼雑種の外部形態は花粉親 である c.

97 
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moschata 十亡類似、の部分多く，叉花粉位の直径も c.

moscha仰に近いものであった。

C. moxz"maとC.maschataの染色鰭の親和力

は相嘗班、いものであると想像される。即ち筆者の細

胞皐的観察の結果では 20nの染色髄接合を示すもの

は非常に少たかったが，それ以外の染色鰹接合形式

については， 19rr+2rといろ形式がその殆んとをし

め，車債染色鵠を もった像の出現頻度は著しくイまか

。た。叉花粉粒の形態皐的観察に長いても，有能だ

と認められる花粉粒が多く認められた。との黙は従

来多くの研究者が行った C.maxfmα×C.moschata 

会主びその逆交雑に拾いて稔性をもった F1種子が
第 圃

屡々えられているととと一致している。とれ等の結

果は筆者の観察で20nの接合形式が少いととと考え合せて， 今後の研究に深い興味がもたれ

る。

鞠議伊！ 側録勝j ・1部ふ ら（岬 嚇略伊
a b C d e 

第 2 園

C. pepo＞くC.moschataの交雑はよ述の交雑組合せと比較して非常に困難であったが，筆者

はその F1種子をえたく1948）。

但しその種子は不殻芽比終った。との交雑貰験は継続している。

tミ

第 3 国

最後に筆者は南JA属の種間雑種の問題は，細胞遺惇皐的にも亦生理遺偉事的立場からも今後

迫究すべき黙が多く 残されていると考えているo
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本報を終るに首り終始1在P懇篤なる御指導を賜った恩師木原均教授及び大倉永治教授故に賀験遂行に終始協

力して下さった今井隆氏に謝し深甚なる感謝の意を表するロ
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Resume 

The Fr hybrids between two species of Cucurbita (C. niaxima, White Marrow 

×C. moschata, ・Wasekurokawa) have been used for cytological observations. 

In the first metaphase of P M C the writer observed 41 plates w,ith 19n+2r, 2 

with 20n and 1 with lm+17u+31 (Tab. 3 Fig. 1 and 2.) 

From the results obtained, the writer considers that the chromosome affinity of 

C. maxima and C. moschata is fairly strong. 

Seeds obtained from the hybrids were mo3tly shrivelled and empty. 

Explanation of figures 

Fig. 1. First meiotic m坑aphaseof parental plants and Fr-hybr泊 s.

White Marrow 20n ×1250 
Fig. 2. First meiotic metaphase of parents and・ Fr-hybrids. 

a. Wasekurokawa 20rr 

b. Fr-hybrid 19n+2r 
c. ゲゲ polarview 

d. ゲ 20n
e同ゲ lrn+17日＋3r ×2,500

Fig. 3. Fruits of parental plants and Fr-hybrid. 

a. White Marrow 
b. Fr-hybrid 
c. Was2-kurokawa 

ー
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Kazuo Furusato and Masata】rnTanaka. 195量. Studies on artificialiy induced polyploid 

“Mak叩va”（CucumisMelo L. var. MαkuwαMakino). I. Tetraploid “Makuwa” 

induced by colchicine method .. Rep. Kihara Inst. Biol. Res. (Seiken Ziho) No. 5 :-100-

105. (With English resume) 

甜瓜の人篤倍数悼の研究

I コノV ヒチン庭環による四倍性甜瓜の育成I)

古里和夫・田中正武

（困立法｛主宰研究所）（京大農 ・道博容研究室）

Cucumis麗植物に於ける人篤倍数慢の研究は，山田（1941），門田（1945），会主び岩田（1947)

等の胡）.I:¥(C. sativus L.）誌に井上・安部（1939,42）の温室メ ロン（C.J-..,Jelo L.）について

の報告がある。

著者等は 19-IB年以来コノレヒチン庭理により甜J.L'¥( C. Melo L. var Makuwa Mαkino）の

同質倍数髄の育成を試みた。本報はその議報としてその概略を報告する占

I試料

コルヒチン庭理を行った材料は衣の5品種である。

青色種 （2品種〉…………銀寄，甘露

黄色種（3品種〉…………黄金，奈良q虎，草瓜

n 四倍髄の育成

本質験では種子会よび芽生庭理法を行った。すたわち前者は 0.05ガコルヒチン水溶液に2日

間種子を浸漬し，その後1日間水洗し， 播種する方法をとり， 後者は 0.2%又は、0.1%コルヒ

チン水溶液を 3日間，毎日 1回ゃっ芽生の生長期に滴下する方法を行った。とれらの方法に主

り各品種より同質四倍鰻（4めをえた。その成績は第1表のごとくである。但し四倍慢の成功

率は何れの方法が高いか断定し難い。その理由は庭理後病虫害の後生甚しく，調査迄に多数枯

死したためである。

庭理第一代（C1）に沿いては花粉検定を行。て， 4x｛悶磁を推定し， Ciに於て花粉検定とその

一部は花粉母細胞の染色鰻数を観察して四倍性を確認した。すたはち品種「甘露」に沿いて， 2X 

佃健の花粉母細胞の中期に烏ける染色髄接合は 12nであるが（第1固め， その 4xの1個鰻

（栽培番競92-1）の花粉母細胞の中期に長ける， 11個の細胞の観察結果は第2表の工ろであ

る。すたはち四償染色鰭は1～10個，三償染色慢を二償括主びー債染色慢として考えると，一債染

1) Contributions from th♂ Laboratory of Genetics, Bio~ogical Institute, Kyoto University, No. 230. 
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コルヒチン蕗理による四倍健出現数

蕗理第一代 蕗理第二代
品種名

島理個髄蚊 I調 査 個陸数 I4x個髄 mx ¥ ~こx結と賀想定個髄され数 4x確定個健数

草 瓜
a 一 一 一 一 一
b1 13 6 3 1 1 

銀 寄
a 10 4 2 2 2 
b1 17 7 1 1 1 

甘 露
a 10 7 4 2 1 
b, 16 12 7 5 4 

策 ノ辺＼正
a 一 一 一 一 一
b, 11 5 4 1 1 

奈良一披
a 一 一 一 一
b2 16 16 3 3 3 

第 1表

a：種子蕗理 b1：芽生蕗理（0.2%コノレヒチン水溶液）。

b:i：芽生昆理 （0.1%コノレヒチン水溶液〉。

註

色鰹は少く， O～6個であった。 第 1園bは lrv+22nを示す染色鵠接合である。向甜瓜の染色

髄数はすでに Ya1nαhαu.Suerniαtsu (1936）により 2η＝24たるととが報告されている。

四倍惜の花粉母細胞の第一分裂中期に於ける染色樫の接合朕態。2ー1)第 2表

lrv十22n

Irv－ト20n+lm半1r

Jrv－トeon十4r

3rv--l:-18rr 

3rv + lrn + 15日十3r

41v+15n－ト21

fov－卜12n

6rv+2n:r+7rr+4r 

l01v+4rr 

数J］包系目
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甜）§.に3ないても花粉検定に工り容易におと 4-xの（同健は牛IJ別しろる。す危わち花粉の大さ金

主び褒芽孔の数が相異している（第3表〉。

第 3表 花粉粒の比較

2x 4x 

花粉の大き（直径） 30～40 (35) 40～50 (45) 

後芽孔の数 I 3 ( 3) I 3～4 ( 4) 

註 1) 花粉の大きは接眼ミグロメータの目椛で示す。 1目盛1/600mm。

2) 括弧内はモードを示す。

目 四倍躍の諸形質

倍数J生植物の特｜生として一般にいわれているよろに，甜JJ＼の 4x個髄に拾いても概ねギガス

型を示した。 2xと4-x個鰭との著しい差異を奉げると衣のよろである。

1) 草勢 4-x個憶は2x個髄 よりも概して草勢旺確である。友会節聞は短いが節数は多く，

且先端部程 との傾向が顕著である（第4表〉。

2）葉 4x個髄は 2x個髄よりも大きく，且葉形に，額著友差異がみられる。すたはち2xi回随

第 4表 琵 の 比較（品積奈良1披）

1 株 弓三 均
調査株数

政 ｜益の全長（m) ｜節聞の艮さ （cm)j 半乾重量 包節

2x 3 211 13 . .4-23 6.37 249.7 

4x 5 239 11.926 4.98 471.3 

註本調査は静岡豚田方郡西浦村久遠3 農業科事研究所岡場にて行つ七。

一一一一円一 ・- " ・ h

: ' , 

慨して増加している。 2x佃鐙の雌花は多く

の場合完全花であるに反し， 4x個鰭ではし

ばしば堆蕊が著しく退化して不完全花とた

i －＇.＇.）ている 。

第 2園花の比較 ×1/2 
4）果責 4x個髄の果形は 2x個鐙に比

（左）二倍健；（右）四倍能。上段雌花。下段雄花。し，一般に長径が短縮している〈第5表〉。
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すなはち品種「銀寄Jv亡告いて2x佃鰭の

果責は長楕円形， 4x｛問鰭のそれは長径

が短縮して殆ど球形を呈し， 2x｛閲健よ

り光博弧く，果皮は濃紘色で果肉も厚

い（第4固〉。果貰の花痕部の隣は 2x個

鰭よりも顕著に肥大する傾向がある。

卸ち品種「奈良H虎」は特に著しい（第5

園〉。また温室メロンの 4x個僅ではと

＼ ・4

損害金事襲輪島
第 3園事の比較

（上）二倍健；（下）四倍健。

第 5表果形の比較（品種奈良一披）

1 果平均
調査果数 ｜

縦 径 （ 削 ｜ 横 径 い
｜果形指数骨

2x 5 15.9 11.0 1.45 

self 29 10.1 11.4 0.88 
4x 

free 24 9.9 11..2 0.88 

註持果形指数は縦径／横径を示す。

の肥大した花痕部から裂開を起すものが多いと報告されている（井上・安部1939）。甜瓜の 4x

｛間鰻に告いてもとの傾向が或程度認められた。しかしとれは品種により異たるよろである。

~- 
／ぷ妥
i 議~~ 三き
I 揺を郎ぐ；~ 

Lマ
＼ ～～」

第 4因果貨の比較（品種銀容） ×5/12 

（左）ニf昔懐；（右）四倍能。

5）稔性結果牢に関する調査は目下資施中であ

るので詳細は後日にゆ守る。しかし C2に長ける花

粉の良否による花粉稔性語よび稔質種子と枇の割合

による種子稔性は第6表のよろである。但し 4.x個

惜のー果蛍 りの種子教は 2x個惜のそれより著しく

少し且その愛異は大きい。倫花粉括主び種子稔性

第 5固花痕部の腐の比較（品種奈良一披）

a.二倍憧； b.四倍健。
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は鰭個による愛異が大き く，必守、しも雨稔性聞には相関々係がみられたい。之は染色鰭数の倍

加に主る生理的鐙化に原因する黙が多いと考えられる。因みに最高の花粉着工び種子稔性を有

した個鰭は花粉稔性92.6ガ，種子稔性72.4%を示し，且2x個悼の 1果蛍 りの最高稔充賓種

子教は518粒に比し，乙の佃髄のそれは 350粒であった。

第 8表花粉及び種子稔性の比較

＼ 寸竺 告良 有t ー甘 露

2きE 4x 2x 4x 

4ι 粉 Z念 』陸 92,.1ガ （1) 52.1ガ（25) 88.1 % (1) 56.4タG(25)

種 子 稔、 ↑生 99.1 % (3) 33.1 %(13) 99.3 % (4) 52.2 %(10) 

稔賀種子 I 3日枕（3) I 73 ti'.r.(lめ｜ ω 粒（4) I 11s粒（15)

註種子稔性は1果平均の（稔質種子／稔笠種子＋枇）を示す。ま？こ括狐内は調査個髄数を示す。

IV .結 び

コyレヒチン庭理により甜瓜の 4x個鰭をえた。 乙れらは種々の形質に沿いて明にギガス型を

呈していたり，叉 2x 佃髄に比して異った形態を示す。特に失の黒I~に拾いて顕著である。 1）花

の事が大きく，葉化している。 2）花粉粒は大きく，且護芽孔の数も多くなる。 3）葉基の部分の

形が異なる。 4）節聞が短い。 5）果責に着ける花痕部の隣が大きく ，且果形は著しく長径が短縮

する。 6）花粉会主び種子稔｜生は通常低下するが愛異が大である口すなはち C2に於ける最良個

髄は 2x佃憶と大差友い稔性を示した。

以上甜JA倍数健の研究は三倍憶の利用と共に多 くの問題を残しているが，今後の研究をまてコ

て退。て報告する。

本報を柊るに首り御恕篤なる御指導を＇Jt詰った木ー原教授，及び種々 の助言を｝！易つに西山教授に射し，叉本研

究に就て援助を示され？こ LuongD白i'/iOuα氏に射し深甚なる謝意を表する。

女 － 献

井上積数・安部定夫 1939.メロジのコノレヒチン蕗理成続，第1報．柏物及動物 7.

1939. 向上． 第 2 報．園部~~合雑誌 10.

1939.向上．第3幸It-植物及動物 7.

1942.向上．第 4報．キj（［物及車IJ物 10.

岩田吉人 1947. 胡瓜倍数般の炭庇病に射する抵抗性． 良栄及聞きl,~ 22. 

木原均・山下孝介 1947.西瓜の四倍髄育成課備試験．生研時幸R3. 

木原 均・西山市三 1947.三倍慨を利用す る無種子四瓜の研究．生研｜昨幸It3. 
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Res um色

10s・ 

1) Tヒtraploidplants of 5 v_arieties of“Makuwa '' (Cucumis Melo L. var. Makuwa 

Malzino〕wereobtained by colchicine treatments of seeds or young seedlings. 

2) In the first maturation division of the P. M. C., 12 bivalent chromosomes were 

observ巳din the diploids, while bivalents and tetravalents were found in the tetraploids 

(Fig. 1), as shown in the following table・: 

Chromosome coぱ1gurationI Fr I Chromosome ~~nfiguration I Fr 
in 4x equency in equency 

l1v+22/ 1 41v+15日＋21 1 

Jrv + 2011 + lm + 11 1 61v + 12n 1 

l1v+20n+41 1 61v+2m+ 7n+ 41 1 

3rv+l8n 3 10Iv+4n 1 

31v + lm + 15u + 31 1 

3) In general, the tetraploids show increase in size. However it is remarkable, that 

the tetraploids differ from diploids in the morphology of flower, leaf and fruit 

くFigs.2, 3, 4, 5). 

4) The fertility of the te廿aploidsis always inferior to that of diploids and the 
以

number of seeds per fruit in the te仕aploidsa総 lessthan that of diploids." 

However 9-mong the tetraploids obtained, one plant was observed to have a 

seed fertility as high as 70 % . 

Matsujiro Koyama 1952. Studies on empty seeds (shiina) in triploid Watermelon I. 

Rep. Kihara Inst. Biol. Res. (Seilien Ziho) No. 5: 105-109 (With English summary) 

三倍性 西 瓜の枇について Iう

小山松治郎

（京大農道博早究研室）

植物ホルモンによヲて草魚結果を誘褒する方法と異って，三倍慌の不稔性を利用して無種子

西瓜芝ろる方法（木原告よび、西山，1947）除管理が非常に簡単な矯今や賞用的域にまで到達して
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いる。しかし乍らとの方法では従来3x植物に 2x植物の花粉を自然又は人鴬的に授粉している

ので， 3x植物に生殖可能の卵が存在する時には種子ができる可能性がある。 また護育不完全

土E大小様々の不稔性種子たとの設育も同方法に 主って助長されやすかろろと考えられる。特に

着色且o大形の不稔種子すなわち枇の褒達を防止する手段はないものかと著者は昨夏値物ホル

モンを使用する賓験を試みた。

枇は水中に浸漬した場合水面に浮び上り，内容物は殆ど皆無であるが，大きさは大小様々で

ある，したがって大きさと着色性とから弐の如き 5階級に匡別した。

(a) 階級は充賓種子と同様の着色と大きさを有するもので， 長径8.0mm-7.lmmのもの。

(b) 階級は同じく着色しているが長径がa階級以下よりそれのι以上のものo

ω 階級は同じく着色しているが長径がa階放の÷以下のもの。

(d) 階級は白色枕で膨らみがあり長径がa階級の宇分以上のもの。

(e) 階叡は白色枇で膨らみがたく長径が a階綾と同程度の大きさをもてコものo

A 

B 

C 

＼＼＼＼汚8J

白色枇で d, e以下のものはく慣例〉枇として

取り上ぐぺきほどのものと考えられないから除

去した。

第 I[/01三倍性西瓜の雌蕊の部分を示す模式悶．

柱頭は3つの部分に分れてゐる． Aはその部分を示

す. Bは柱頭の中央， Cは花柱．

本質－験に使用した西瓜品種は主と して三倍鎧は大和（4x）×新大和（2x），二倍鐙は旭大和，

新大和等である。植物ホルモ ンとして使用 したものは2・4ディクロ ロフェノオキシ酪酸， 2,4・5

トリクロロフェノオキシ酷酸， αナフグレン断酸曹達， αナフグレン酪酸加里会よびインドー

ル3蹴酸等でそれ等の0.5%-0.02%のラノリ ン混合物と 0.1%-0.0025%の水溶液を塗布或は

撒布した。ラノリ ン塗布には妻楊子を使って三てつに分れた柱頭の各部分（A），中央 （B）長よび

全面（A十B）のほか柱頭直下の花柱部の4-i[i！乙分けて塗布した（第 1固参照〉。水溶液はガラス

製（茶色）の小型噴霧器に入れ柱頭に撒布した。

植物ホルモ ンの濃度による着果の差異は見られたがホルモンの種頒にはあまり差異はなかっ

~興1) Contributions from批 Labo凶 oryof Genetics，百iologicalInstitute, Kyoto Unive凶 ty,No・231.
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た，之等については叉別の機舎に報告する。

庭現時聞は前日に袋覆を し開花賞日の 7時－161存頃迄ホルモン庭理を行った。尚人翁授粉も

大維との時間内に行い果賓が肥大するまで袋を除去しなかった。

寅験結果

A. ホルモン単調庭理

植物ホルモ Y ラノリン混合物を花柱或は柱頭に塗布して得た果責は非常に小さく三倍鰻では

最高 805匁， 二倍躍で、は僅かに 600匁であり亦着果卒も前者で 12.5%, 後者で 9.09ガと云う

低率であり， 果型も著しく 具常である。柱頭の中央部に塗布したものは果賓の下部に膨らみを

生じ柱頭全面に塗布したものは円くなり，柱頭の一部分に庭理したものはその庭理した側に

肥大生長を示した。花柱．に塗布した場合には果責は生じたかった。一般に植物ホルモン庭理に

於ては枕の教は非常に少く第 1表に示した通りである。

第 1表ホ lレモン］/i~笥彪理

・3x 果 宜 中 の 枇（ー果平均） 2河果武中の枇（ー果平均）

立ぞ
白 色 キ北 調査 白 色 枇 調査

枇の合計 枇の合計
d e 果数 d e 果数

フ
柱全面塗頭布 3 7 10 2 5 12 17 1 ノ

柱一端塗頭布乙／ 5 6 11 2 3 18 21 1 
とA’土仁回むJ 、

柱中央塗頭布 2 9 11 1 一 一 一 一
止＆；

水溶液撒布｜ 7 I 17 I 24 I 10 I 10 I 2~ I 33 I 5 

註無蕗理人免授粉毘は第2表を参照

ー植物ホルモン水溶液を撒布して車需結果を誘導した果賞では，ラノリン塗布のもの上りは白

色枇がやや多いが，無庭玉里人矯授粉したものから比べると枇の護逮は非常に少い〈第2表〉。着

色枇はー粒も夜見されたかった。向2x呆賓の方に白色枇の数がやや多い。結果率は寺田・主主回

(1941）が植物ホルモン混用で得た B6.6%の程の良き成績を示さ守、 3xで41,66%,2χ で27,22%

という低率であった。

B. ホルモン庭理後授粉

開花直後植物ホノレモシを柱頭、に撒布してから後， 1時間， 4時間， 24時間の間隔を置いて

2x植物の花粉を授粉してできた果賓及び枇の種子の後遺品犬況を調査した。

まや 3x植物にてついてみると，ホルモン庭理1！時間後の授粉直に長ける枇の献態（ー果平均白

色枇53粒〉は無庭理人震授粉直と殆ど差異がたい。。ぎにホルモン庭理4時間後の場合には批

教は少くたり， 24時間後にはさらに少く宇分以下（白色枕平均23粒〉となるo着色枕だけにつ
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いて見てもホルモンを用ろるとと陀よって非常に減少する。

2x植物に同様の鹿理を行った場合l℃著しいととは充質した普通の種子がえられるととであ

るD ホルモン庭理後の時間の経過と共Ve.との種子数が減少してゆくととは常然のととである。

ただとの賞験では充質種子の減少が車たる開花後の経過時間に原因しているものか，或はまた

とれに植物ホルモンの影響も作用しているかは宇lj然と したい（第 2表〉。

第 2表 ホ／レモシ蕗王！1：後授粉

3x 果 安 中 の 枇 （ー果平均） ,2x果 rf中の種子叉は枇（ー果平均〕

正午着色枇
間 1 1調査

若 色紙 ff子トの4a I b I c 
｜ 枇の合計

a / b I c d e 果数

1時間後授粉 1 一 13 24 29 67 4 3 18 6 1 15 43 264 6 

一
4時間後授粉 一 一 7 8 20 35 6 4 7 9 2 17 39 141 4 

一 一
24時間後授粉 一 2 5 4 19 30 3 一 3 25 一 3 31 28 3 

一
人開 花銭授直後粉1) 2 - 22 10 38 72 8 一 一 7 19 26 482 4 

1) は無島理庖である。標準匿として用いた。

ホルモン庭理の場合枇教が無庭理人魚授粉直に比べて各々増加しているのは充賞した普通の

種子数と何らかの関係があるよろに思われる。

c.授粉後ホノレモン庭理

開花直後授粉を行って後1時間， 5時間， 10時間， 24時間の間隔を置いてホルモンを撒布し

た。 3x植物に語いては無庭理人需授粉直に比べると時間の経過と共に枇教が増加し,10時間後

には最高に達し（ー呆平均110粒）， 24時聞には再び減少している。しかし若色枇はBの場合と

同様に無庭理人魚授粉直に比ぺて非常に少くたる。

。ぎに 2x植物についてみるとく第 3表参照〉，標準直（無庭理人魚授粉〉のおt告よび充質種子

第 3表授粉後永／レモン庭理

3x 果 笠 中 の 枇（ー果平均） 2x果安中の種子又は枇（ー果平均〉

話~I~若色枇｜白叶 ｜調査aibic die枇の合計 果欺
着 色枇［叫 ｜充笈｜調査
aibJc ctJe の合計積子数果数

授粉後 1J1寺問 1 4 2 5 ・39 I 51 3 8 10 5 24 11 58 10~ 8 

一
J受粉後 511寺間 2 一 一 38 50 100 8 15 8 7 19 28 77 128 5 

技粉t妻、1011寺問 一 一 14 96 110 10 3 15 19 6 42 85 159 4 

授粉後241時間 一 1 2 l6 61 80. 11 3 22 20 3 13 61 185 4 

人開 花免授直後粉I) 2 ー 22 10 38 72 8 一 一 一 7 19 26 482 4 

p 第2表の成績をナ]ji器用しに。
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の線教はー果平均508粒であるが， 賓l験果賓では平均167粒－246粒である。 との種子数の差

の原因をホノレモ ン庭理に求むペきか否かは，目下のととろでは断定できないが興味深い問題で

ある。充賓種ー子数は授粉後の時間の経過と共に増加して行き枇数 （白金よび着色枇〉は10時間

まではそれ程差がえにいがその後減少する事は，ホルモンの影響がととlに明、 く作用しているとと

を物語るものであろろ。卸ちホJレモ ンはTE常の授精を阻止すると共に匹珠に封しては特に種皮

のを愛達を促すような作用 （Lewis1946）を呈するものといろととができょう。

本研究を行うに首り終始1!/J指導を賜はった木原均教授及び西山市三敬岐に深甚なる感謝の節を捧げます。

叉研究のため御協力して下さった小林慌氏に厚 〈御隙申 し上げま す。
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Summa~y 
l) When only plant hormone was applied to the stigmata of 3x watermelons, 

fruits with a few empty seeds were produced; empty seeds were more frequently 

formed by treatment with a water solution than with a lanolin mixture of plant 

hormone. 

2) When artificial pollination was carrietl out 1 hr., 4 hrs. and 24 hrs. after 

hor1:Ilone treatment, 3x fruits showed no remarkable di旺erencein the production of 

empty seeds, but the smallest number of them was found in fruits pollinated 24 hrs. 

after hormone treatment. The number of coloured empty seeds was much smaller 

than in the control. 

With the same treatment, 2x fruits produced two kinds of seeds, viable and em-

pty seeds. The number of viable seeds decreases proportionally to the delay of 

pollination and is always less than in the untreated fruits. The number of empty 

seeds increases proportionally to the delay of pollination and is always more than in 

the untreated fruits. 

3) In 3x watermelons which had been sprayed with plant hormone after artiι 

cial pollination, the number of empty seeds in 3x fruits increased proportionally to 

the time between spraying and artificial pollination. But empty seeds were produced 

most abundantly when this time amounted to 10 hrsザ At24 hrs. a slight decrease . 

was noticed. The number of coloured empty seeds was much less than in the con，・

trol. The same tendency was observed in 2x fruits with regard to empty seeds, 

moreover the number of viable seeds was less than half of that of the control. The 

coloured empty seeds were more .numerous than in the control. 



.lchizo, Nishiyama Minoru, Shimotsuma and Tomosaburo, Yabuno: 1952 A com-

parative study on the development of polyploid seeds in watermelon. Rep. Kihara 

Inst. Biol. Res. (Seil,en Ziho) No. 5: 110一118. (With English resume) 

西瓜におユける倍数性種子愛遠の比較制：究1)

西山市三・下問 賞 ・薮野友 三郎

（京都大串食紐科皐研究所）（木原生物皐研究所）（木原生物墜研究所）

倍－数性西瓜の種子は普通西瓜の種子に比較して往々後芽しにくく特に三倍性種子は外観上，

TE常でありながら大愛護芽率が低い。そのために，現在では播種前に種子に特別な操作（隣丘

部を雨側から切断したり，割目を入れたりする〉をして，護芽作用を援助しているD との問題

は三倍性種子たし西瓜の栽培普及上に一つの大きな障碍とされている。著者らは，その夜芽率

低下の原因を探究し，且つは稜芽力補給の手段を講宇る基礎研究のークとして本賓験を試みた

ものである。

一般の植物では 4-x（平〉×2x( o）からえた三倍性種 子は著しく小粒となるが，護芽力には

殆と愛化がたい。しかるに西瓜の場合には上速のごとく乙れとTE反ttのような現象が見られる

のである。われわれは乙の鮪に着目して， JEE子（陸部長主び子葉を含む〉 と種皮との後遺の相

関々係を調査する乙とにした。

寅験材料および方法

二倍性種子には新大和，四倍性種子には大和，三倍性種子には雨者聞の交雑種子を使用 し

た。四倍健は19.40年比 コJレヒチン法によって育成し， その後自花授精によづて採種している

が，未だ完全土E純系とは認め到j；い票1'.iもある。三倍性種子にはとの大和四倍踏に，上記二倍性種

子に用、いたと同一株の花粉を交配して得た果賢から採種した。供者1；植物はいす＝れも交配後30日

自に採果して採種したものであるが，四倍性種子は外観上いく らか未熟種子であったように思、

われた’。種皮と怪子の重量は夫々50粒す言。にてついて・測定し，それらの面積の測定には種子を縦

に切るドして府、微鏡で 10.8倍に阪大し，ア ツペ聴潟器で)ff子（むしろ子葉〉会上び種皮の輪廓を描

き，その面積は 50粒を 1粒宇つ5回測定してその千均債を求めた。

費験結果

タト1既的に種子たし西瓜〈来賓〉という見分けがつくよろに さ倍性F1種子には無縞問）.11.

(4x）早×縞西瓜（2x)oの交雑組合せが一般にほ用されていた。著者．らはその組合せの一つ

1) Cor二tnbutionsfrom the laboratory of Appiied Genetics, Researc;h Institute for Food Science, 

Kyoto University, No. 10, 
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である大和西瓜（4x）×新大和西瓜（2めにづいて， F1種子とその雨親医長ける完熟種子の設

建欣態を比較研究した。

1. 種皮と睦子の重量比較

供試種子は極端たに後育不全，または異常物を除いたほかはなんらの選捧を加えや，各品種か

ら50粒宇、つを選んだ。その結果は第 1表に示すごとく， 1粒の平均種皮重量ば新大和（2ゆが

最も軽くて 23.3mg，てつぎは 3x種子の 36.14mg，さらに四倍性大和がとれ工りわ宇かに重くて

39.2mgで、ある。とれに封して 1粒の平均匹子重量は3:c種子が最も軽いとはいいたEがら，上記3

者聞には大差がたい（22.1～24.. 7mg）。従てコて全種子重に謝する匹子重の百分率をとってみる

と， 2x－種子の 50.7%に封し 3x－及び4x一種子はそれぞれ 37.9jなよび 38.7%である。

前にのぺた工ろに四倍種がやや未熟種子であった乙とが，匹子重量には可成り影響している

工ろに官、われる。近藤・石本氏等（未設表〉の調査によると， 4x－種ではとの比率は 43.53%。に達

している。乙れを要するに， 3x－種子で匹子の重量百分率が著しく低い乙とは注目に値する乙

と7J宝らである。

第 1表 2必 3x及びb 種子の種皮と臨子の重量 (1枕嘗り）

(Weight of seed coats a'.ld embryos, per seed) 

7伝 質
二倍性種子

2x-seeds 
子ah位

C
M

－北引
い
J
U

向し日

性
白

色
口
l
MW

イ
i
q
u

三 四位性種子
4x-seeds 

W積~~g皮a~！ o重fse量edmg 23.3 (19.5～27.9) u 36.1 (31.0～40.0) 39.2 (34.0～43.0) 
(SW) 

~eig子＆t o重fem最br;g 23.9 (19.9～30.9) 22 . .1 (18.0～26.0〕 24.7 (19.0～32.0）さ〉
W) 

E脳W子／重S~全＋種E子W重 （タの 50.7 (46.5～56.0) 37.9 (34.4～42.2) 38.6 (32.8～45.7) 

1) カッコ内は扱異の巾を示す（Wid前ρfvariatio;:i〕

2) 近藤・石本その他（来事を表）によれば4xでは種子重39.76mg llf子重30.65mgであった。

従って恒子重の百分率は43.53%である。

2.種子の内部面積と匹子面積の比較

匹子（膝部と子葉を含む〉は種子の内部容積の何タ芝 しめるものであろうか？上記種子重の

調査によっても，倍数｜生西JS-¥種子ではその容積率がそれぞれ相違しているであろう乙とは容易

に推察出来るのである。しかし危がら種子の内部容積や陸子の髄積を在確に測定するととは非

常に困難な問題である。そ乙で著者らはやむをえす勺 種子を切卒して， 之の内側面積を測か

り，それを 2倍して種子の内部面積とした。匹子の方は2枚の子葉の表面積を夫々別個に測定

して，その引を以て匹子面積とするととにした。第2表に示すごとく，草に面積のみの比較で

は2x-4必種子聞には茎IJ然とした差異を認める乙とはできたい。しかし種子の内部面積に封する

陸子面積の比率をとてコてみると， 2x－種子では 97.9%, 4xー種子では 90.1%,. 3x－種子では 82.5
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%である。若しも容積によって比較する ととが出来た危らぽ，その差はー居著しいものであ

ろう。す紅わち 2x－種子では， }ff子は種皮内l亡充資しているのに封し，3x一種子では多くの窓際

が残されているととにたる〈第 1闘参照〉。た告本賞験の 4x種子では，雨者の中聞の7'1x態を示

しているが，著者らが他の材料について調ぺた成績によれば，完熟した種子たらぽ， むしろ

2x：＿種子に近い数値を示している。

前述の 2x－種皮重が他の 3x－長よび 4x－種皮霊に謝して透かに軽いにもかかわらや， 種子の

内部面積には大差がたい0・とれは， 3x－台工び4x－種子では， 種皮組織が著 しく肥厚している

ためである（西田 1952参照〉。

第 1園 西瓜種子の断面，特に積皮と Jlf子のをを達の関係、を示す。

A 2x..：..種子；BC, D3xー積子；E3x一種子，浮き種子； F4x一種子
(Seeds, cut longitudinally, showing the different development of embryos. A 2x seed;_ B 
.c, D, 3x-seeds; E 3x唱 eed,floated; F 4:~- seed.) 
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つぎに 3:c－種子の内部面積は 4x－種子に比較してわす＝かに大である。雨者の母鰭は共に四倍

性大和西瓜であるから，吾々は 3xーと 4x『種子の内部面積には差異が友いかj 或はむしろ前者

の方が幾分でも小さいととを橡想していた。 7象期に反した結果を得た原因にづいては明かで友

いが，大髄つぎのニヲの事柄を臆測するととが出来ょう。

第 2表種子内部面積と陸子面積（1粒嘗り

(Area of seeds and embryos, per田 ed)

汗三 質 子草虫
一E
M
旧

芯
小
E

・ruwe
 

性
記

倍
ゐ

三 倍性種子
3x-sヨeds

四倍性種子
4x-seeds 

種子内部面積 mm2 13.0 (11.4～15.0）り 14.2〔12.1～16.6) 13.l (10.4～14.5〕Seed area: (S. A) 

店子面 a積〔irx1〕2 12.7 (11.3～14.6) 11.7 ( 6.8～15.0〕 11.8 (10.3～13.5) 
Embryo are 

郎子面積／種子内部面積（%） 97.9 (94.8～99.6) 82.5 (71.7～98.8〕 90.1 (75.1～99,3) 
EA/SA(%) 

1） 鐙異の「JJ(Width of variation) 

1) ととに使用した 4x一大和西瓜は，種子の大きさに関しては多少不純であって大小の種子

を分離した。

2) 4x－種子は著しく部厚い，むしろ膨らんでいるよろた感じを受ける。乙れに封して 3x－種

50 

40 

I I 2 X一種子

i芝~ 3x一種子

園轟題調 h一種子

種 30

子

数 20

10 

40 50 90 100 60 70 so 
flf子面積百分率（〆）

第 2圃 倍蚊性西瓜種子における種子内部面積に謝する臨子面積百分率の分布鑓異を示す。
(Variations of the embryo area （ガ）in relation to the s2ed ar弓ain 2x-, 3x-, and 

4x-seedsふ
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子の厚さはやや薄い，巴pち4x－種子よりは慨して扇子である。乙の膨らみが種子の断面積を減

少する 1原因とたるであろろ。

第 2園は種子内部面積に謝する匹子面積百分率の愛具の分布欣態を示したものである。郎ち

2x－種子では匹子面積百分率は全音~90～100%内に入るし， 4x－種子で、広大部分80%以上であ

り， 3x－種子では主として 80～90%,又はそれ以上にも属するが， 80%以下40%に属する

ものが多数に存在するく50粒中 18位まで〉。

。ぎに 3x-H壬子では往々 2枚の子葉の褒達が不同且つ不ff形であるととも 看過しえ危い特徴

である。すえiわち子葉のを芝生部位が宇、れて甚だしい時には90度も廻持した所謂折り合せ子葉を

形成する。友金2x一会主び4x－種子では， 2枚の子葉の大きさの差異は匹子面積〈第2表参照〉

の夫々 3.67%台よび 3.06%であるが， 3x－種子では 21.82ガといろ大きな値を示した。

3. 浮き種子に語ける調査

三倍性種子たし西）.1＼の種子は採種の際に水湿して，浮き種子をすてるととにしている。勿論

浮き種子の夜芽率は大鐙｛まいが，危な孜芽力をもったものもある。吾々は浮き種子の種皮並に

隆子の後遺欣態を知るために，上述と同様の調査を行った。遁嘗な供試材料が充分にたかった

第 3表浮き種子の種皮及び）民子の重量 （1粒首り）

(Weight of seed coats and embryos in floated seeds, per seed) 

ffl多 質
二 倍 性 種子

2xーseeds
三倍性 穂子

3x-s古eds
四倍性種子

4x-seeds 

W積eig良hto重fse量edmg 20.1 (15.0～25.0) D 39.6 (35.0～43.0〕 37.3 (32.0～42.0) 
coats (SW) 

W脳eig子＆to重fem量br1;!s 4.3 ( 2.0～6.0) 6 .. 5 ( 3.0～12め 5.4 ( 3.0～9.0) 
W) 

E紅W、子／章s｛全＋種E子W重 （%） 17.7 (10.0～24.0) 14.0 ( 7.5～22.4) 12.7 ( 7.3～19 .. 6) 

1）機具の巾を示す（Width.ofvariation) 

第 4表浮き種子の！凶子及び種子内部国税 cq：立’お り〕

(Area of seeds and embryo忌infloated seeds, per seed) 

;If主 質
二倍性稲子

2x-seeds 
三倍性種 子

3x-seeds 
四倍性種子

4x-・s三eds

積子内部面積 mm2 12.7 (11.7～14.3)1> 13.6 (12.4～14.8) 13.5 (12.8～14.5) Seed area(SA) 

日壬子 面 積 mm2 5伊0( 3.2～6.6) 5.2 ( 4.4～5.6) 4.9 ( 4.4～ 5.4) Embryo area (EA) 

日£子面積／種子内部面積（ガ） 39.7 (34.4～56.1) 38.1 (31,7～45.2) 36.0 (33.7～38.5) EA/SA 

1) 強異のrJJ(Widt~of variation〕
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ため， ．以下は各品種共僅かに10粒やつにてコいて行った成績である。

第 3表には種皮と怪子の重量の比較成績を示した。種皮重は上速の完熟種子（水濯して沈下

した種子〉と大同小異であり，且つ2x－種子と 3x－台工び 4.t"一種子との間には劃然たる差異が

見られる。しかるに脹子重量は何れも著しく軽く，且つ叉倍数性による差異も認められたい。

従ヲて，全種子重に封する陸子重百分率は非常に小さく倍数性による差異は殆と認め難い。

10 ． 
2x一種子

3x一種子

4x一種子
VA  ．．． 

種

子
5 

数

20 30 40 50 60 

陸子面積百分率（，%）

第 3園 西瓜の浮き種子にお付る郎子面積百分率の分布縫異を示す。

(Variations of the embryo area (%)・ in relation to the seed area in floated seeds) 

更に第4表に面積の比較成績を示すごとく，大館上記匹子重の場合と同様の傾向が見られ

る。との場合，匹子，特に子葉の夜濯が不良で， 2枚の子葉面積をそれぞれ疋確に測定する乙

とは大愛困難であったので，隆子の外郭線を測って，それの2倍を以て怪子面積とした。従っ

て賞際の面積主りは多少大きくたてコているであろう。

第 3園は種子内部面積に謝する路子面積百分率の分布園を闘示したものである。以上の如く

浮き種子は脹子の愛育が甚だしく不完全なものばかりであるから，その褒芽力が著しく減縮さ

れることも蛍然であろう。
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吾d勘 圭宝E
affll ii議

間j瓦の種皮や匪子の議遣を別個に調査した成績では，特に 3x一種子の後芽2与を低下させるよ

うた原因を後見する乙とは難かしかヲた。しかし乍ら，佐子と種皮との稜達の相関々係を求め

るととに於て，はじめて 3x一種子は匹子重百分率や， 匹子面積百分率が2xーや 4x一種子に謝し

て著しく劣っているのを知る乙とができた。乙の現象が夜芽率と密接友関連をもっ乙とは想像

され易いのであるが，つぎに乙れをー居具儲的に考察してみたいと思、ろ。

1) 3x一種子には，外観正常であっても座子の夜濯の不完全たものが可成り多く存在してい

る。乙れは匪子の虚弱性を意味し，議芽イ保件が惑い時には後芽困難となる。

2) 3x一種子内には~際、が多い。もしも容積として・測定したとすれば， lff子面積百分率に示

された数値以上に大きな窓際、が賞在する乙とになる。

3) 種皮組織が不相憾に厚いという乙とは，間接的に弱小佐子のを芝芽力を減退させる一因と

たるであろろ。

4) 3x一種子には，ょうやく幼棋を出しでも種皮が裂関しないため，かわかむり芽生としてし

ばしば不完全設芽を呈すものがある。とれは種子内部に間際が多いため，任子特に子葉が肥大

生長じても種皮の裂開を導くに充分な内援を生じ得ない乙とに原因するもので、はたEかろうか？

さらに折り合せ子葉の場合にも，子葉の！墜力が作用する方向は裂開面と直角になりにくいた

めに，モの底力も減殺されるであろう。その他種皮のj享い乙とも，種皮裂開の困難に拍車をか

けるものと思われる。

西瓜の 3x一種子には往々匹子の異常設育が起る。例えば 1封の子葉が大小不同と友り，形が

歪み，或は怪軸に封して百芝生位置が90度も廻縛しているととがある（折り合せ子葉〉。その原

因も恐らくは佐子面積百分率の低下に基くものではなかろうかF 一般に倍数性植物に於ては

4-x C平〉×お Co）の交雑では小粒種子がえられるのが普通である。その原因にそコいては研究

者によヲて種々の意見をのぺているが，乙乙には省略する。とにかく乙れらの場合では，匹子

と種皮とのを愛育が均衡を保ちってコ夜達するので， 3x一応子が小さけれぽ小さい主ろに，それに

相官した種皮が形成されるのである。それ故小粒ながら充賞した完全種子が稔る。

乙れに反し，西瓜に長いては， E王子のみが3x－交雑の一般原則にしぼられ，種皮は受精作用 h

に敏感に反臆して，怪子の褒達と無関係に草猪に大きく殻育するものと想像される。そとで小

さい匹子は昼間的制約を受け守、に護育し得られるので，終に極性（又は方向性〉を夫ヲて異常

的た折り合せ子葉を夜生する乙とにもなろう口土l:Jま，愛育や生長も易い方向に傾くために，二つ

の子葉聞にも，大きさや形の不同を招くととになるのであろう。乙れを例えてみれば西瓜の種

皮は， 一つの鋳型のよろなものであって受精によって早 くも一定の型が形成される。とれに封

して少量の熔解した‘鍛錬が注入されたのでは型通りの鋳物がえられたいのと同じととであろろ。

最後に 3x－種子の護芽率を高めるためには如何たる手段を講す＝べきであろうか？ 前にもの
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ぺたごとく，温度や水分の調節，叉は生長ホJレモン庭理iその他，最適設芽｛康件を研究して，

との僚件下で褒芽させるととも一つの方法である。しかしたがらかかる操作は一般西瓜栽培家

には賓施困難友場合があるであろう。そ乙で最も根本的危解決策としては，陸子と種皮の愛育

相関関係を調和せしめるような保件を探究するととにあると信じている。

以上，本論議にはやや臆測に走り過ぎた憾もあるが，著者らは上述の想定の線にそって将来

の研究を進めてみたいと思っている。

摘 要

1) 西瓜の 3x一種子で、は種皮の議逮はE常で、あるが，睦子の後育が種々抑制され且つ屡々不

在形を呈するととがある。

2) その結果西）§.の3x一種子の怪子重百分率や陸子面積百分率は 2.x－台工び4x一種子に封し

て特に低下し旦ο鑓異の巾も庚い。

3) 以上の如く種皮と座子の夜遠の不調和が3x一種ー子の稜芽勢並に褒芽率を減退せしめ，か

つは異常型陸子を形成する主要原因と考えられる。

4）採種の｜祭水濯によって浮き上る種子は倍数性に関係なく甚しく脹子の護達が惑い。

本論文を還を表するに首り，木原教授の御懇切なる御指導に謝し厚〈感謝の意を表する。

引用文献

木原均，西山市三 1947三倍憧を利用する無種子西瓜の研究生研I昨報 3

近藤高太郎農林種子撃養賢堂・1Mz
長尾正人育種準大要義賢堂1g11
西国貞行西瓜種皮組織の税察生研時報 519与Z

竹崎嘉徳，J中田 武 1934西瓜品種改良事業成績奈良県系立良事試験場臨時報告 3

Resume 

The development of 2x-, 3x-and 4x-seeds in watermelon w~s comparatively in-

'(estigated. The varieties used in this work wer.:弘 Shinyamato告さら 2x-seeds,Yamato 
ゐ 向局長砂-. 4x-seeds and their F 1 hybrid唖.§＇，， 3x-seeds句通語五isnow a commercial variety of 

seedless watermelon in J ~pan. 
一 ぷ動,nみ〆The weigh岱ofseed cο~ts and embryos including cotyledons ¥Vere "l'Yl…～輯旬 m

50 fully developed seeds ._ each variety and the r,esults are given in Table l. The 
IA,ι 

weight of 2x-seed coats was clearly. lighter than,.. the others, but no significant diffe-

rence was found in the weight 0f embryos. However, the percentage of the embryo 

weight in relation to the seed weight (seed coat+embryo) is clearly lowest m 3x-
seeds. Although in 4x-seedsャnearlythe s号meresult as that in 3x-seeds was obtained, 

in one…tion出e…agewas found川 e就協een向日－ and 
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3x-seeds. In the present material, 4x-seedち appeared to be somewhat too young. 

'I'he area of seeds (twice the area of the seed cavity)and embryos (sum of two 

cotyledons) were also measured in the same seeds mentioned above (Table 2). No 

remarkable difference was observed in each case. However, the ratio between the area 

of embryos and that of seeds seems to show significant difference, i. e. 3x-embryo 

occupies 82.5 % of the area of the seed, 2x-embryo 97.9 % and 4x-embryo 90.1 % . In_ . 

the latter a higher figure would be obtained if fu}!Y, developed seeds were used. It お

further noted that 36 % of 3x-seeds occupy as 1白早・as 40-8ο% of the seed area 

(Figs. 1 and 2). 

From these results it can be said that the seed coat of 3x-seeds from 4x（♀）×2x(o) 

develops strongly but the growth of the embryo is much arrested. The unbala-

need development b~tween 社民 embryo and seed coc!t in 3x-seeds seems to be one of 

the causes話番関闘争怯eぬweror incomplete germit{tion and also probably deformed 

cotyledons which were often found in 3.x--seeds. 



Ichizo, Nishiyama and Sadayuki, Nishida 1952. On the inhibition of seed germination 

by山 fruitjuice of watermelon. Rep. Kihara inst. Biol. Res. (SeikんZiho)

No. 5: 119-121. (With English resume) 

回瓜果汁の種子愛芽抑制作用について 1)

西山市三・西田貞行

（京都大撃食糧科撃研究所） （京大農・遺博事研究室）

種々の衆果植物の果汁が，その種子の褒芽を抑制するはたらきを有するととにづいてはすで

に幾多の研究報告があるo その抑制作用は単に果汁の高惨透座による種子の吸水不能を原因す

るものと（例ヤドリギ，ヘチマ〉， モの他に特殊の護芽抑制物質の存在がみと治られる（トマ

ト，キウリ，ヒョウグン，マクワウリ〉場合とがある〈深城1930, 1936参照〉。

筆者等は西）1¥の三倍性種子の後芽カの向上をはかる基礎研究のーてつとして， 1950年夏種子

の褒芽に封する西瓜果汁の影響を試験した。よてコてその結果の大要をととに故報する。

供試種子は 1949年産の旭大和で西瓜果汁は 1950年産の果賞からとてコたものを使用した。た

お果汁は完熟果（授粉後30日果〉と未熟果（授粉後20日果〉の種子の附近（胎座部）と種子

のない部分（胎座と胎座の中間部〉とから別々に搾汁レ沼紙で鴻過レた。 質験にはとの生汁と

30分間沸騰した煮沸汁とを用いた。護芽試験の方法は瀦紙をしいたペトリ皿中に 30粒す＂-0な

らぺ，それに目的の果汁または蒸溜水を 4c心宇、。注ぎ， 30°Cの恒温器内に入れ毎日午前10

時に褒芽数を教えた。後芽試験？とは 3Wi制を採用したので各試験直とも供試種子数は’合計90

粒宇てコである。なお菌類の後生を防ぐためペトリ皿はご像め 100°cで1時間乾熱殺菌し，鴻紙は

30分間煮沸し，種子は 1%メJレグロγ で3時間浸漬E監理してから陰乾したものを用いた。

震験結果および者察 果汁の原液を用いて行ヲた護芽試験の結果を第1表に示した。

第 1表 果汁が蛮芽に及ぼす影響（霊堂芽%を示す）

未熟果 完熟果

謝 照 果，種p汁一一一一子.... 』部煮一一一ー一沸、 集積子部 種／子一部一一一一一J 無種子部
（蒸溜水） 生 果汁 生果，汁一....... ー煮－沸果汁 生果r汁ーー』ー煮ーー、沸果汁生果f汁一－＇－－煮一一沸、 果汁

24時間後 19 。 。 。 。 。 。 。
48 ゲ 37 。 。 。 。 7 17 。
72 ゲ 10β 。 .3 。 。 18 20 2 

96 ゲ 100 。 3 。 。 18 22 18 

1) Contributions from the Laboratory of Applied Genetics, Research Institute for Food 

Science, Kyoto University, No. 11. 

。
。
10 

18 
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封照、直が 72時間目に 100%の稜芽をしているに封し，未熟果の果汁では殆ぎすぺての種子は，

稜芽しえたい。ただわ守、かに種子部（胎底部〉の煮沸果汁直に沿いて 3%のを愛芽をみたのみで、

’ある。とれに射し完熟果の果汁直vcjきいては，すペて庭理96時間後には 18～22%の護芽を示

した。種子部の果汗直は無種子部（胎座と胎座の中間部〉の夫れに謝して種子の褒芽が明に速

かで、あるといろととが出来よう。。ぎに種子宮支芽に封する生果汁と煮沸果汁との影響の差異は，

あまり明瞭で註いが，後者に拾いて稜芽率はわす＝かに高いようである。

でつぎに果汁の稀穣液を用いて議芽試験を行。た（第2表〉。原液が蒸溜水によ0 て， ろすめ

第 2表各種濃度の果汁がき麦芽に及ぼす影響（費芽%を示す）

原液：蒸溜水

蒸溜水原液 1 : -1 1:2 1:4 1 : 8 1 : 16 1 : 32 

24時間後 。 。 。 。 。 。 。 。
48 ゲ .67 。 23, 28 32 48 55 55 

72 ゲ 86 2 34 44 63 77 80 77 

96 // 93 18 40 47 63 80 82 82 

られるに従ヲて種子の護芽三手段漸進的に高まるが， 16倍と 32倍－稀樺液陀沿いては最早稀障の

効果の差問明瞭でたい。言いかえれぽ果汁は 16倍も稀障されると殻芽抑制作用を殆と失ろと

とを物語るものであろろ。

最初蒸溜水で、2日間庭理し，。いで 3日自に・呆汗を添加してその夜芽欣態を1観察した。その

結果は第 1闘に示す通りであてコて，果汁添加後の後芽は殆とみられ友かてった。た告すでに夜芽

後根しているものもその愛育が停止され異常な形態を呈する〈第2岡〉。とのように果汁は褒

芽を抑制するばかりでたく，すでに生長中の根の愛育をも阻止する効果を有するととが認めら

100 
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れる。

以上の他，果汁庭理8日目にたっても（8月2日－10日〉備不登芽扶態にある種子を水洗し

て， 普通の水で褒芽試験を行うと 6日後には 68%以上も護芽した。

た3計象備的資験の成績によれば西瓜果汁は大根治主びハボタン等の種子に謝しても，著しい

護芽抑制作用のあるととを知った。

とれを要するに西瓜の果汁は西）1.¥種子又はその他の植物種子の褒芽を甚だしく遅延又は抑制

するo 特昨その効果は未熟果の果汁に拾いて著しい。煮沸果汁に長いてはその作用はわやかに

減退する傾向が見られる。との作用が果汁の高惨透墜に主る種子の生理的乾燥現象によるもの

か，又は特殊の褒芽抑制物質の存在に原因するかは将来の研究によヲて明かにしたい。

本質験を行うに蛍り終始御懇篤な る御指導を賜つに木原教授に謝 し厚 〈御鵡の言葉を申上げます。

参者文献

He伽 r'il'her, 1916. Ueber den Mangel durch innere Bedingungen Sitber. Ksl. Akademie Wiss. 

Wien, Math-nat. KI. Abt叫 1.

Oppcnhe'i1ner, H 1922. Das Unterbleiben der Keimung in deJ! Behaltern der Mutterpflanze. 

Sitzungsber. Ksl. Akad. Wiss. Wien, Math-nat. Kl. Ajt. 1. 

深城貞義 1930.果汁の種子俊芽に及ぼす影響問題について．九大農撃部墜塾雑誌 4.

1936.種子の果賀内に於ける不正接芽の機構について． 農業及国務 11.

Resume 

In this work the authors made an observation on the influence of the fruit juice 
。

of watermeio・n tfi the seed germination. The fruit juice was carefully extracted from 

ripe and unripe frui1ir3 

Nearly all seeds of watermelon .were unable to germinate・ on fiJter paper wet with 

the juice of an unripe fruit. However with juice of a ripe fruit, 18-20 % of seeds 

germinated slowly, though in the control the germination was as high as 100タム

The・ boile<j and non-boiled juice did not show any remarkable difference 8n the 

inhibition科手＆国 theseed耳ermination.The germination percentage was grad11ally 

increased by diluting the original juice in the proportion of 1: 1, 1: 2, 1: 4, 1: 8, etc. 

with distilled water. 

The root development of youpg seedlings was much arrested by 品蛤 treatment
ll'f~品。湯め

with this juke. It was-further 怠~ that .*1韓 seedsof other plants, e. g. Brassica and 

Raphanus, al弓ofailed to germinate in this juice. 



z 
Sadayuki Nishida 195J. The observation of tissue in seed coat of diploid, tripioid, and 

tetraploid watermelon. Re企.Kihαγα Inst. Biol. Res. (Seiken Zihら） No. 5 : 122-124. 

(With English resume) 

西瓜種皮の組織の観察 1)

西 田 貞 ノー－
f了

（京大農・遁博撃研究室）

三倍性あるいは四倍性西瓜では種子が二倍性種子より大きくなるととと，種皮に亀裂の褒生

するととが外観的た特徴であるo 筆者は倍数性西瓜種子の基礎研究の一-0として種皮の組織皐

的の知見をうるために種皮の組織を観察比較した。その結果を簡単に報告する。

材料の種子は四倍性と二倍性の旭大和語よび爾者の交雑によてコてえた三倍性種子を用い， ハ

ンドセクシ ヨンあるいはスンプ法によヲて組織を観察した。

観察結果および考察 西瓜の種皮は四唐よりたてコている（第1園〉。 第一）菅は厚いクチク

ラで長ほわれた柵猷細胞の組織〈表皮〉で， との細胞の側壁は乾燥種子では牧縮して波-}lkとた

る。との細胞には種々の色素を含有して種子の着色をする。 三倍性あるいは四倍性種子では種

子中央部の柵欣細胞は極度に牧縮して亀裂を生じて第二居が露出レているが二倍性種子では種

子中央部はむしろ柵欣細胞が猿集しているととろがみとめられる。 。ぎの居は2～3列の小細

胞と数列の大細胞よりなる組織〈皮下組織〉で，乾燥種子では種皮の大部分をしめる輩固な居で

ある。との屠の鑑裂によてコて露出した部分の小細胞は乾燥牧縮して小さくたり，細胞の配列も

多少みだ、れている。 第三居はー列の厚膜化した細胞屠である（厚牒細胞組織〉。 第四居は非常

に薄い数列の柔細胞の唐で（柔牒細胞組織〉，との細胞には赤肉系西瓜では赤色色素を， 黄肉系

西）J¥では黄色色素を含有している。以上の各屠を通じて細胞屠の鐙化は認められなかてコた。

。ぎに各組織の厚さにづいて・測定した結果民共の通 りであヲて各唐とも種子の中央部は薄 く，

線の部分は厚 くたてコている。又二倍鰭，三倍骨量，四倍健の順に各居の厚さは増大している。そ

の増大率は皮下組織が最も大きく，倍数化による種皮の硬賓化がうかがわれる。乾燥によヲて

厚さの愛化の最も大きいのは柵欣細胞組織で，乾燥前の種子では種皮の厚さの50～60.%もしめ

るが乾燥種子で同乾燥前の20～30ガに牧縮し，種皮全憾の厚さの30～40.%とたる。叉二倍性種

子の柵欣細胞組織では縁の部分より中央部の方が乾燥による厚さの愛化は大きいが三倍性語よ

び四倍性種子で．は縁の部分主り中央部の方が牧縮がやや大きい。即ち三倍性あるいは四倍性種

子と二倍性種子とでは柵欣細胞組織の乾燥に主る牧縮の傾向が反封であるというととができる。

皮下組織あるいは厚膜細胞は柵欣細胞組織の主ろな大きた餐化はたく，その牧縮の度合もほぼ

同様の傾向を示している。。ぎに種子全鰹にづいて乾燥牧縮財ミ態を観察した結果は第 2聞に示

す通 りで、あてコて，二倍性種子は中央部の陥波が著しいが四倍性種子では各部分とも著しい差異

はみとめられなかづた。

1) Contributions from the Laboratory of Genetics, Biological Institute, Kyoto Uuniversity. No. 232. 
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第 1表各 種 皮 居 の 厚 さ

柵扶 細 胞 組織 皮 下 組 織 厚 膜 系町 E包

中 央 部 縁 の部分 中央部 縁 の 部 分 中央部 議 の部分

厚き ｜上~＊I : 厚さ｜ ム J厚きIJ:~*I ;~* 厚き ｜｜比骨｜｜比保 持 厚き I J:~＊I: 厚さ｜上；IJ
乾燥前種子 199.5 100 100 218.3 100 100 106..4 100 100 133.0 100 100 33.2 1001100 59.8 100 100 

二倍憧
乾燥種子 46.5 23 23 66.5 30 30 93.1 87 87 101,B 76 76 22.6 68 68 46.5 77 77 

乾燥前種子 :279.3 140 100 332.5 152 10.0 159.6 150 100 Q66 .• 0 200 100 38.4 115 100 66.5 111 100 
三倍憧

乾燥種子 66.5 3・3 23 73.1 33 21 133.2 125 83 199.5 150 75 29.9 90 77 63.8 106 95 

乾燥前種子 339.1 169 100 372.3 170 100 218.8 ε05 100 304.5 225 100 ~.5 140 100 81.4 136 100 
四倍骨量

乾 燥 種 子 n:6 55 21 74.8 34 120 186.2 175 85 2282 171 74 39.9 120 85 72~7 121 89 

！享きは20枕の平均である （単位μ）。

持 各組織各部分の乾燥前の二倍性種子の厚さを 100とし？こ比である。

州各組織各部分の乾燥前の厚さを lOQとしに比である。

A C 

B 

とれを要するに，倍数化によ0 て種皮の）享さ は増大するが， とれは種皮を構成する細胞容積
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の増大によるものである。乾燥によって皮下組織の牧縮の比較的少いととはその細胞の堅固さ

を物語るものであり，倍数化によ0 て厚さの増大の著しいととは，倍数性西瓜種子の護芽を困

難にする一aの原因と考えられる。三倍性あるいは四倍性種子の柵欣細胞組織の亀裂は乾燥に

さいし柵欣細胞組織に起る牧縮の部分的不均衡と種子中央部の陥淡の少いととに主0 て極度に

緊張し，組織の弱性と相ともなヲて－-0の原因をたすものと考えられる。しかし三倍性と四倍

性種子では亀裂の護生の程度が異り，三倍性種子に著しいがとの原因にてコいて，あるいは叉三

倍性種子の種皮は四倍鰭の珠皮に由来するものであるが，その種皮の厚さは二倍性と四倍j生種

子の中間である。とれは)ff子の直接原因によるものか，又はメグキセエヤ現象に原因するか，

将来の研究によヲて明かにしたい。

本質験を行うに嘗り柊始御懇篤なる御指導を賜った木原教授並に西山教授l二割し！手〈御踏を申し上げます

第 2圏西瓜の種子の横断面模式岡

A.二倍性種子 B.四倍性種子

賀線は乾燥前の種子の各府を貼線

は乾燥種子の各府を示す。

引用文献

近藤高太郎 1942. 日本農林種子事．後編養賢堂

竹中要 1947.倍数性が示す形態的特徴殊に巨大性の極限．良事綜幸ll, 1. 1＝音敏性創元社

木原、均，西山市三 .1947.三倍慨を利用する無種子商瓜の研究．生研時報.3. 

Resume 

Anatomical observations were rriade of the copt. tissues of diploid, triploid 
允岬創必~ ’F

and tetraploid watermelon seeds, which are ~盈最短鴫幌島崎平 cuticula, palisade pare-

nchyロ叫 hypod,erm,sclerenchymatous cells a一dpp.fen 

Triploid and te廿aploidseeds have thi,ck怠rcoat tissues than the diploids ， 
and show some, ,er acks on their surface in逗婚主 condition which are considered 

to be 必陥ι4宇~；Lむ1埠 如ir的思e of palisade ドaren向 matouscells. 



Kazuo Furusato 1952. Studies on polyploid watermelons. (Preliminary report) Rep. 

Kihara Inst. Biol. Res. (Seiken Ziho) No. 5: 125-128. (With English I・esume)

倍数性西瓜に関する二三の研究〈故報）l)

古里 和夫

〈国立近i事事研究所）

緒 日

倍数｜生西j瓦が育成され賓際に栽培されてきた今日，二倍性西瓜とは性放をととにする倍数性

問）.1¥に，づいてE 降、用の面から研究してみなければ、たらたい問題は多い。その中接木による生育

の愛化牧量の増減たとにてコいて調査するために，扇蒲を砧とし三倍髄，四倍躍を接いだ場合，

叉三倍鰭，四倍鰭を二倍髄の砧木として使用した場合にづいて賓l験を行った。

現今果樹栽培上に拾いては砧木の種類、により牧量，果責の品質等vt種々影響のあることはあ

きらかとされているが，倍数躍を砧木として使用した場合に長ける賓験はいまだないようであ

るので西瓜の倍数躍を利用して此の種の関係を考究し将来果樹栽培上に着ける倍数鐙砧木の問

題の参売としたい。

ヨたに三倍性種子を採種する場合の問題として二倍館長よび四倍慌の混合花粉を同時に交配し

た場合にその子孫、に三倍鰹，四倍憾のあらわれる割合に0 いて調査した。

I f吾妻史性西瓜の接木に関する研究

1 賢験方法

供試品種は新大和をもちい，三倍健，四倍憶も同様の品種のものをもちいた。

播種は 3月23日に行い接木は子葉接ぎにより 3月28日にガラス室内で行。た。闘場えは 5

月8日に定植し，封照の個鰹は接木に使用するものと同日に播いたものを使用した。植付けは

肥土少量基肥としてもちい，追肥としては反首油粕 50貫，硫安 20貫，~石 20貫，硫加 iO 貫

の配合肥料を 10,20, 20, ,30, 20の割合に 5固に分施し， その時期は大館普通栽堵と同様に

した。

栽植株聞は 1聞とし植付に際しては授粉の保件を良好にするため三倍鰹，四倍憶を二倍惜の

隣にたる主ろにくみあわせて植付けた。

供試本数は最初は各w共同数もちいる改定であ0たが，接木苗の活着などの関係から設定の

本数がえられたかてコたので，やむをえ宇、苗の本数の不足のものはその健使用するととにした。

したがてつて本賓験は設備的貿験に終ヲたが， ラえの機曾に供試本数を多く使用して貫験を繰返

1) Contributions from the National In!?titute of genetics, Japan, No. 38, 
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へして見度いと考へている。

2 費験結果および考察

A 扇蒲砧に二倍，三倍，会主び四倍性西瓜を接いだ場合。

第 5披

扇蒲を砧として二倍鰭，三倍鰹，四倍鰭を接ぎ、その菱の伸長，節数，牧量に就て調査した結

果は第一表の如く封照にくらべて扇蒲砧のものの方が二倍鰭に告いてはわやかに増牧と友るが，

三倍健では蔓の伸長はわやかに減じているが牧量は増加し，特に四倍鑓に沿いては蔓の伸長，

節数も増加し牧量は約二倍に増加している。

第 1 表

｜全節数｜全 長｜牧稜果数｜牧穫 量｜備 考

謝 照 558 40.53 m 3.0 3.763貫 4個龍平均
二倍健

扇蒲砧 426 35.15 3.2 3.920 5個髄平均

謝 照 852 58.56 4.0 5.533 4個健平均
三倍健

扇蒲砧 571 54.04 5.5 7、025 2個龍平均

~J 照 127 7.57 1.25 1.413 4個髄平均
四倍健

扇蒲 砧 ・278 戸1.88 2.6 2,900 7個健平均

四倍鰻に告ける 1果嘗りの種子教も接いだものの方が多く， 封照直の48.5粒に封し扇蒲砧

のものは 81.0粒であ0た。此の責験結果から四倍髄より採種の場合には扇蒲に接いだ方が採種

量が多くたり斯様た方法によてコて採種費の軽減を計るととができるであろう。

B 三倍鰻，四倍鰭西j瓦を砧木として二倍躍を接いだ場合

倍数性西）l¥を砧木として使用した場合の二倍健の生育結果は第二表のごとくである。

第 2 表

事占 穂 ｜全 節数 ~二、 長］牧稜果数｜牧稜 畳 ｜備 考

イ音 f苦 724 ・3.0 

四 イ音： 健二 イ音 156 14.83 1.67 1.017 3個憧平均

謝照匿は第1表二倍健謝照による

三倍鰭に接いだ二倍鰭は封照の二倍躍と大差はないが，四倍慌の砧では明らかに蔓の長さ，

節教が減じ着果数語よび牧量も少ない。

かよろに接いだ場合接木に’主てコて穏と砧との相互の生理的影響，接合部に長ける養分の移行

献態の愛化たとにより起る接木の影響もかんがえられるから三倍償，四倍健そのものの根の働

き生活力をただちに表現しているものとはかんがえられない。此等の黙に／関しては今後更に多
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くの場合について賓験を行う改定である。

二倍健に三倍髄を接いだ場合C 

本質験に使用した本数ば僅かに一本であったが賓！験の結果は第三表の如乙であった。

普f

表

｜全 長｜峨果蚊｜収穫量｜ 考備

3 第

全節数正事

イ吾三
恥
Hω
亨一
色

－

a
h

司，

a枇
一

で
折

倍
一

－

一

二
一

一崩

召川
口“れ

百占

倍

二倍鰭に接木したものは牧穫果数是よび牧量は封照株:rs,よび砧浦砧のものに劣ヲていたが果

肉内の枇の設建が他のものに比べて弱く種子たし果賓としては優良であった。

かよろた事賞から或いは砧木の種類によヲて京ttの護達を或る程度愛えるととができるのでは

ないだろろかと想像される。

四倍慢に四倍睦およびエ倍韓の混合花粉を授粉した場合に三倍躍の出現する割合

法方験賓

]I 

大和四倍鰹の雌花に同株の花粉卸ち果皮に縞の現われ註い遺停因子を有する四倍髄花粉と果

皮に縞の現われる遺停因子を有する二倍鐙黒部の花粉を同時（1949年 7月23日〉に授粉を行

翌年その種子を熔種レ各個鰭について，果皮の縞の有無により縞の無いものを四倍い採種し，

叉植物の外観，果賓の稔性会主び種子の形欣により観察し四倍鰻骨量，有るものを三倍鰻とし，

金主び三倍憶を鑑別した。

質験結果および考察2 

普通四倍鐙に四倍健全よび、二倍鰭の混合花粉~授粉してえた果賓の含有種子数は 106 粒で，

その範圏内にの四倍鰭果賓の含有種子数と大差はたかづた。各種子の重量を 10mgで直勿り，

粒の最も属する種子数を調べた結果は第四表の如くでモードは 70mgから 79mg内にあり，

軽いものは 32mgで，最も重いものに 99mgのものがあてコた。

表4 第

mg mg 
90～99 

mg mg 
40～49 

長：~＼ 占I ~ I 占I ~I ご2 IよI 1~ 

畳重

此等種子106粒全部を－25°Cの定温器内に浸水し三日間置いてから圃場に播種（4月18日〉
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したが，利低温に過ぎたため稜芽は非常に不良で 70mg台は 13本， 80mg台は 3本 90mg台

は2本褒芽したに過ぎなかヲた。然し此の結果から虚子重量の重いものの方が殻芽する率の多

いとと7J丈わカュる。

此の中栽培の途中種々の障害のため一部枯死したので，完全陀成育給費したものは12本であ

。たが， との中に三倍髄，四倍惜の含まれていた率は第五表の如く である。

第 5 表

一一 イ音 イ音 櫨 メ2i、 百十

稜 生 本 数 11本 1；本 12本

霊安 生 率 91.7% 8.3% 

本質験結果から考察するに，四倍踏のを芝生率がわ守、かに 8.3必に過ぎないのは二倍償金よび

四倍髄の混合花粉を授粉した際に長ける何等かの原因によ るものと考えられる。此のー原因と

しては二倍館，四倍髄隔花粉の競走交雑が考えられ，此等混合花粉が柱頭上に授粉された｜祭花

粉管の伸長速度が各々異り，二倍健が速く四倍慌が遅い結果三倍鐙種子が多く結賞し，四倍強

種子が少なくなるのではなかろうかと想像される（近藤，薮野，未設表〉。

本論文をき安表するに首り御懇篤なる御指導を賜った木原、敬授に射し衷心から惇〈感謝いたします。

Resume 
Triploid ar:.d tetraploid watermelons were grafted on Lagenaria vulga,ris. The 

grafted・ plants were more productive than the non-grafted. -

The tetraploid plants were pollinated with mixed diploid and tetraploid pollen. 

Theseぬ producedby this proc仙 regave却島91.7% t州

Kazuo Furusato and Akira Miyazawa 1952. Report on pollination of triploid water-

melons with pollen of various diploid varieties. Rep. K ihara Inst. Biol. Res. (Seiken 

Ziho) No. 5: 128-130. (With English resume) 

三倍i生西瓜の授粉に閲する賓験報告l)

古里和夫・宮 津 明

（図立退博響研究所）

緒 国

三倍髄西瓜の果責に往々定ttが大きくを芝濯し賞用上不便を感宇、る場合がある。 その原因につい

ては未だ充分明らかで、ないので， 二倍憾の数種の品種の花粉を三倍惜の雌花に授粉し，その授

粉に用いた品種とfltの後遺との関係にてついて調査するため簡単友賞験を行。たので報告する。

1) Contributions from the National Institute of Genetics, Japan, No. 39. 
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費験結果および考察

1950年4月10日花園場に直熔し，その後普通の方法に擦ヲて栽培した。

三倍鰭雌花の授粉品種には第1表の如く新大和2！虎他数品種を用い，授粉時刻は表中特に記－

入したかったものは午前8時から10時の間に行ヲた。

此の賓験結果より枇の設建に関する黙を考察するに，賓験教は甚だ少ないので，種々ρ保件

によてコて愛化を生じ易い此の種作物に語いては確貫主Eる結論は下されないが，同一品種の三倍

骨量に同じ品種の花粉を授粉した場合に，必宇しも同ーの結果が現われす＝，授粉用に使用した各

第 表

三 倍 鰹 の雨親同副 塁｜交削時刻｜寄百日間白色必ら｜問左（引着色⑤必
哩 ｜ ｜凪 肢｜ 小｜多 少｜ ’田山四畑一

旭都×大和 6月24日 新大和2披 中 中 10 
／／ 6月24日 グリーム aた 中 中 20 
// 6月28日 甘 露 101培 28°C 極~ 。
I/ 6月30日 新大和2披 --14時 30'?C 中 20 
I/ 7月2日 Black Diamond 中 少 1 

大和 ア4スクリーι
6月24日 者ll 1 披×系品種 中 。

ゲ 6月25日 乙 女 中 ~ e 
ゲ 6月26日 新大和2批 ~-7 r時 23.5。c 少 。
I/ 6月27日 甘 i,時,,. 少 。
// 6月28日 Queep. of Parker 8-l時 中 少 。
／／ 6月28日 甘 露 8時 同1 中 2 
I/ 6月28日 甘’ i"i 中 中 2 
I/ 6月29日 瓜資褐 中 中 。
ゲ 6月30日 Queen of. Parker ~ 。
ゲ 7月3日 新大和2批 ~ 。

旭×旭 6月27日 新大和2披 中 。
I/ 6月28日 Coles Early 6r侍 中 。

・．
ゲ 6月28日 ー甘 露 中 中 5 

// 6月30日 Queen of Parker 中 中 5 
・,; 6月30日 z甘 量E骨官

10時 24°C 中 中 2 

ゲ 7月1日 黒 部 10時 29°C タ 。
ゲ 7月4日 新大和2蹴 8時 23.5。c ~J) 8 

!/ 6月28日 新大和2披 中 。
大和×黒部 6月26日 守恒ヨ 民 大 多 8 

I/ 7月3日 ’甘 露 s r昨 23°C 特大 多 16 

// 7月7日 l.J ．女 中 多 1 

大和ム大和4披 6月28日 新大和2披 8時 中 多 20 

ゲ 6月28日 Pu-=en of Parker 8時 Iや 多 。
グリーム×嘉賀 6月24日 新大和2披 多 1 

ゲ 6月28日 新大和2批 Sr時 少 。
(1) 白色枇とは白色で着色せ5る枇，枇の大とは大陸胡瓜種子より 大なる程度，中小は果賀内ではあま り

目立.1こなし、。 (2）枇の多少は概略の粒蚊で匝別した。 (3）着色批とは植皮に着色のもの。
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品種と来ttの妥達との関係についても品種に主り枇の護達が一定しているものがない。か工ろ士E

黒占から推察して少く共本賞験に使用した品種には授粉にょうて枇の議運に強く関係するものが

たいようである。

四倍健個惜の花粉卸ち 2x花粉を三倍髄雌花に授粉した場合の来Ltのを主連Aft態を調査するため

に下記のごとき交雑を行。た結果枇が極めて小さく，数も少ないものもあてコたが，他に枇の中
1_, . i _ 

位の大きさに褒達したものもあり， 初七粉と札の護法との関係は件粉授粉の場合に比較して大

差が無い主ろである。

同様に交配時刻会よび温度にてコいても賞窓会数は少ないが交配時委IJ括主び温度と来ttの殻達の関

係はその賓験結果に一定の傾向が認められたい。むしろ三倍飽品種により例えば大和×黒部の

ごときものでは枇が比較的多く，粒も大きい傾向が認められる。かような傾向は他にも黒部を

三倍惜の花粉親とした場合に認められるが，とれは恐らく黒部のごとき種子の大きな品種では

種子の大きさに閲する遺停因子並に枇の後遺に関係ある或る種の遺俸因子等の関係によるもの

であろう。

か工ろに三倍鰭の雨親の組合せに工りfitの大小話よびその多少等枇の殻達に関係はある工ろ

であるがそれらの黙にてコいては別に研究を行う議定である。

三倍髄雌花に四倍強個健の花粉を授粉した場合の枇の後遺十｜犬態

三倍能の雨親｜授粉用花粉｜果 重］－； ;I長引 備

旭×都 新大和 2x花粉 20,00貫 少 極小

大和×新大和2披 新大和 2x花粉 2.500 

大和×新大和 1披 新大和 2x花粉 1.300 月ゴ お花粉との差を認めず

グリーム×嘉 t主 新大和 2x花粉 .950 月ヨ よ花粉との差を認めず

グリーム×嘉賀 新大和 2x花粉 .250 少 極小

Resume 

－7・4－7、

For the purpose of studying the development of empty seeds, triploid waterme-

Ions were polljnated with pollen亀of various diploid and tetraploid varieties. 

No s留ntficantdiffertencε was ob町 vedin connection with山 diploidand 

the tetrap~oid varieties used. 

本研究中柊始御指導を賜つに木原教授に謝して厚 〈御鵡申上げます。



Kazuo. Furusato 1952. The tetraploid waterme1on, Kaho, raised by the colchicin己me-

thod. Rep. Kihara Inst. Biol. Res. (Seiken Ziho) No. 5: 131-132. (With English resume) 

ゴルヒチン慮理による嘉寅西瓜の四倍鵠育成。

古里 和夫

（国立退陣墜研究所）

緒 日

三倍間利用による種子たし西｝.I｛の種々友る品種を育成するためには，三倍慌の母親として使

用される四倍髄西瓜に種々の品種が必要で、ある。すでに木原生物皐研究所に拾いて，大和，新

大和，旭大和， 富民， 黄金，クリームたとの四倍髄が育成されτいるが，上記の品種とはやや

性放をととにした嘉賀西｝.I-＼の四倍髄の育成を試みた。

賓験方法

稜芽嘗初子葉展開をはじめる頃0.1%コJモヒチン水溶液を四日 間毎日一回芽の生長黙に滴下

庭理を行いその後は普通の栽培法に従ヲた。

費験結果

1949年4月に 12個鰻をコルヒチン庭理し，それら個髄を 圃場に栽培し， 開花期に花粉粒の

大きさを観察した結果，四倍健と推定出来たものは 2個慌であった。此の2個健をそれぞれ自

家授粉を行い採種を試みたが着果困難でようやく各個髄毎に 1果着果し合計2果を得た。

その中 1果の着粒種子数は 120粒で弱ったが，種子内部の匹の稜育惑く，わ守、かに護育して

，・．免，.，・p····,·~ ・・z．．，． 
畠0.、

，戸h，，ゅ，
‘・a・，v

第 1 園
四倍懐花粉母細胞第二成熟分裂像

第 2 匝
左は二倍罷，中央及右は四倍健

1) Contriibutions from the National Institute of Genetics, Japan, No. 40. 
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いたものは 5粒に過ぎ宇，播種後夜芽したものは 1粒も友かった。別の 1果には 64粒の種子を

えたが，とれは前者に比し幾分内容の充費した種子が多く，播種後3.4日経過して種子の膨ら

んだ頃種皮を静かに剥ぎ座を取り出して砂を入れたffe1tょに移し，比較的高温多漁の赦態で育苗し

た結果 20本の苗を得るととができた。

此の庭理翌代の｛閏健の花粉母細胞に金ける染色健教を調査した結果，第 1園の如く西瓜の四

倍惜の染色倍数である 22個を観察した。此の嘉賓西）.I｛の四倍憾の特徴として呆型は二倍骨量で

は特長い楕円であるが，四倍鰭では球：型に近く危り果型指数は 2.04に封し 1.26であクた。（第

1表最よび第2園）果皮の斑紋は二倍髄工り鮮に現われ外観は美麗である。果皮は二倍礎工り

やや厚〈，果肉はやや粗とたり易いが甘味は強い。肉色はやや濃く種子は大きい。種子数は自

家授粉によってえた 18果の平均では 1果蛍り 101.2粒で枇は比較的多く， 外慨により簡単に

選別しえたものでも全躍の 12%あてコた。

第 1表某貨 の比較

重｜縦 笹｜横 笹｜果主！指数

四

倍

一
倍

僅

樫

2.061kg 

1.979 

23.5cm 11.5cm 2.04 

17.4 13.8 1.26 

（二倍健， 5果，四倍健23果平均）

Rらsumら

The tetraploid watermelon, K aho, produced by colchicine treatment showed 22 

chromosomes in the P. M. C.’s. The fruit shape was strikingly spherical in contradi-

stinction to the elongated shape of the diploid fruits of the same variety. 

参考文 献

木原 均・山下孝介 1947.西瓜の四倍能育成課備試験．生研l昨幸）l3, 

木原 均・西山市三 1947.三倍健を利用する無積子西瓜の研究．生研時報 3.



Z・ 
l{azuo Fur1刷札 195!.Investigation of flowering of sugar C制・：－saipanisland. 

Rep. KiharαInst. Biol. Res. (Seiken Ziko) No. 5: 133-134 

サイパン島にふョける甘煎の開花調査

古 里 不口 夫

（悶立造博撃研究所）

著者はさきにサイパ y島で行。た甘薦の開花調査に0いて報告した〈生研時報第H虎〉。其後

向島で調査を績ける一方南洋興愛社試験場内に甘廉交配用温室を建て，低緯度で生育環境の異

るポナベ島にも賞験圃場を設けて開花促進の試験を行うた。其の記録の大部分は夫われたがと

とにわやかに残てった資料と記憶によヲて其の結果を記して語〈。

l. サイパン島に語ける開花紋態。 1941年11月9日島内の開花猷鰭は次のごとくであてコた。

A.築港附近〈サドクグーシ〉の漁地帯には開花多く附近の丘陵地のものは開花してい宇，

アスリート附近の高燥地帯のものも殆んといまだ開花していなかった。

B.築港附近より山を越え南側斜面に出る山頂附近には開花したものが多か0た。

C.第五農場の丘陵の多い地域では谷間のものは開花し丘陵部ではいまだ開花を見たかった。

D. 圃場では道路に近い部分の1～2間位の方が闘場の中心部より開花早く，生育も良好であ

。た。

E.湖水附近金主びイ民地の多漁地帯は生育も良く開花率も高い。

2. 品種告よび栽培地による開花率の差異。甘廉の開花は品種によって難易がありその一般

は第1表からも窺ろととができる。サイパン島では全く開花しない品種も数種あてコてその一-0

に原型甘廉 Badila(2n=80）がある。本種は合糖率高く育種上債値の高い品種である。此の種

第 1表 サイノマジ及ポナペ島に於ける出穂率（南洋興霊堂舎祉出穂面積調査による）

幅三咽 2725則 l FK 28 I 2878 PO J I S 17 1年間降雨量 i6/1；官員長会

サ 昭和 8年 18.0% 0.1% 2.5% 0.0ガ 1628.8 918.7 

9年 5β.3% 一 33,3% 2.1% 2406.85 1243.7 

イ 10年 29.7% 0.3% 0.0% 0.6% 2995.6 1698.5 

11年 一 一 一 2129.3 1035.2 
ノマ 12壬ド 13.7% 0.0% 1.0% 1.2ガ 1710.0 878.4 

13年 59.5% 0.3% 2.9% 12i.9% 包135.4 1272.9 
ひ’ 14年 33.5% 0.3% 6.1ガ 1988.7 1168.0 一

ポ
ナ
ペ

15年 I 90.0% I 10.0% I 10.2～0% 110.0～20.0%1 
｜（最多の場合）I . I I I 
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類はポナペ島では開rEし， 叉比島ではマェラ南方の比島糖業協舎の交配圃場でも開花していた

と記憶する。 Le-nno，；，む氏によれば布睦でもわやか乍ら開花し多量の花粉を生やるという。

サイパン，ポナベ爾島に長ける開花卒を比較すれば何れの品種でもポナベ島に長ける開花率

が高い。出穏期はポナベ島では 8.9月でおり，サイパン島では11月頃であるがとれは日長の差

によるものであらろく生研時報第H虎．木原，今村〉。

ポナベ島はサイパン島に比ペて緯度が低く雨も一年を通じて多い。比島交配圃場はサイパン

島との差は少ないが保水力のある土壌であり 潅水も行われていた。又降雨後の感じもサイパン

島では小さな島である関係から洋上の軟風によづて直ぐ乾燥するが比島の場合はそれに比べて

漁度が高いようた感じであてコた。

第 1表中サイパン陀長ける 2725POJの出穂率は昭和 8年長よび12年に於て特に低い。との

隔年はj年雨量も他の年に比べて少なく，花芽形成の起りはじめると考えられる 8月前後の 4ヶ

月の降雨量の総計を見ても著しく低い。とれらの事責は開花の多少と水分とが関係があるとと

を示唆する。

3. 株出と新植の比較。株出の方が新植より出穂、が高く，との傾向は一般闘場でも普通に見

られる現象である。

4. 植付期と出穂。植付期の早いものの方が出穏期も早いがその差はわ宇、かであてコて大差た

第 2表 漉水と甘庶の生育

Badila 

EK28 

2374.POJ 

｜粧水匝 ｜
I uい .3omI 

I 1.3い .somI 
I 1.60～2.oom I 

謝照匝

0.50～0.90m 

1,.30～1.50m 

1.00～1.30m 

い。極めて遅 く植付けた場合には株の生育も劣り開

花じない。

5. 濯水試験。植付後乾燥に入。たため，乾燥甚

しく 濯水直は封照直に比して確然と生育が良好であ

てコた。之の貰験は6月19日の調査後観察を中止する

の止むたきに至。た。

以上の結果から水が開花の多少を支配する一-0の因子ではないかと考えられるo その根擦と

なる黙を列奉ずれば 1）低滋地帯に開花が多く見られるとと 2) 降雨量の少たい年に開花

が少たい‘とと 3）保水力の強い土壌，告よび濯j既の設備を有する比島，ハワイでの開花が多

いととである。との黙に闘して行。た漉水試験直の開花を観察できなかてコたととは異に遺憾で

あてコたσ
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諸 コレ＝＝悶 事

10 週年記 A-
忍、

来る昭和27年5月5日は営研究所創立10週年に賞るので，之を記念して弐の事業を催す乙と

になりました。

1 記念式典

2 記念、出版

5月5日 営研究所にて行う。

a.生研時報第6！虎 蛍研究所出版

b.小萎の研究第2版 養賢堂出版

3 懸賞論文授賞

昭和22年に営研究所では， その満5週年記念の時夫の 3懸賞論文課題を提出し，之を

渦a足するよろた研究業績を公表した研究者に封し， 10週年記念、営日（5月5日）表彰しよ

ろといろくわだてを護表しましたら

(1）動植物に於る連鎖群の完成

(2）栽培植物の起原に関する重要紅殻見

(3) 自然界に於る不稔性植物の起原並びにその分布機構

今回女の 3名の研究が，との授賞に該営するととに決定しました。

a ヒガンバナ麗の細胞皐的研究 稲荷山費生 （授賞該営項目 3)

b エンレイソウ扇の核型と分布の研究芳賀 忍 （授貰該嘗項目 3)

C ハマオモトの分布と分布機構 小清水卓二 （授賞該営項目 2並 3)

乙の方々の授賞式は来る 5月5日当研究所に於て， 10週年記念式営日行はれる設定で

す。

4 授賞者による公開記念講演曾

東京及び大阪又は京都にて八月中行う設定

昭和 27年3月8日

財圏法人 木原生物 事 研究所

理事長木原 均
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問： 究 来日 織 （昭和27年 4月現在）

ー賛助員
一本部

一顧 問
主事 松本賢三

望月 M月 下問 賓

農婦1『専 栃内吉彦
－ 疏茶班

農博 色周知
良博開 山市三 松本賢三

農fJj 橋谷義孝
大倉永治’ 近藤典生

良博 角倉邦彦 下問 賓 問中正武

理事曾
小山松治郎 山根仁文

－ 林木班
理事 長理博 木原 均

良博子吉 り］ 狩野鎖＊郎
理事良博 並河 功

却.t事 君E 場 寛
一甜茶班

民tW 松村清二 望月 日月

監事 良博 西 山市 三 小野

培！博 今村駿 一郎 一禾穀類班
一研究部

良fJ！｝： 山下 孝 介 松本賢三

主任 農博閉山市三 良博山本幸雄 中尾佐助

下問 賓 田中正武

深津－庚砧 土屋 工

田伏淳一郎 西 国 貞 行

農tTJ}: L'l.tony Dinh Cuα 

一 薬草班

鈴 鹿 紀 谷田健三

郡場11£;¥11子

一花升班

松本賢三 大倉永治

良博山下孝 介 中尾佐助

一生理班

埼I↑w今村駿一郎 中平良一



1952 諸記事 137 

主抱行事

昭和25年1月3日， f品賀式，理事長以下12名出席。

3月20日， 日本倍数作物協合研究合切を生研）。 5月

23日，鹿島の植物及動物に就いての調査報告（於生

研）。 6月24日，日本倍数作物協合研究合（於生研）。

7月15日，第四回小委祭。を琵琶湖畔雄琴岡華症） 10 

月3日，日本倍数作物協曾総合及研究合（於生研）。10

月23日，義宮正仁王殿下関西方面修撃放行の主主中見

撃の矯来所せられる。 12月8日，日本倍数作物協合

幹事合（於生研）。12月17日，第10図柄曾（於京都市水

道局九篠山浄水揚グラプハウス）理事長以下35名出

席，第6回生研受賞者は所員山下孝介，研究題目「一

粒系小委の相互時座の研究J,L-uong Dinh Cuα， 

研究題目 「Artificialpolyploidy in the Oη，zeaej 
昭和26年1月1日，祝賀式，理事長以下13名出席。

1月27日より 29日まで無種子西瓜栽培技術講習合

（於生研）， 2月24日， G.H. Q.天然資源局より Dr.

Heyne税察の矯来所。 6月7日，日本倍数作物協合

幹事合（於生研）。 8月8日及び9日， 日本倍数作物

協合及生研主催，大阪府良試，大阪市，大阪青果仲

買組合，近畿種苗商協同組合，毎日新聞社後援にて

第1回無種子西瓜品評曾を開催（於大阪大丸6階）。8月

12日，日本倍数作物協合，生研，東京良大育種研究

所共同主催にて無種子西瓜品評曾を開催す（於東京

紳田中央市場4社合議室）。 7月15日，第20回小宴祭，

（於嵐山花の家）約50名出席。

昭和25年 1月より 26年10月迄の見撃者は皐校及研

究機関々係約180名，農業関係園陸等約100名。

人事の異動

昭和25年 3月卒業生遠藤徹，国立近博研へ，薮野

友三郎，生研へ，木谷義明，誼侮撃研究室へ夫々勤

務，中井斌大事院特別研究生となる。 3月1日，生研

主事大倉永治岡山大撃教授として粂i肢のま〉時任。

4月1日，西田貞行大撃院入事。山下孝介京都大塾教

授として浪大より鱒任。 5月12日，助手望月明助教

授となり遣博撃賀験及び細胞誼博墜賀験を携賞。 6 

月 1 日， L~ng, Din;' Cua講師となる。

昭和26年3月1日，大倉永治生研主事粂臓を解き大

日本ピーノレより松本賢三主事に就任（大阪事塾大串

講師を粂任）。 薮野友三郎浪速大墜へ鞠出。田伏淳

一郎京都工塾繊維大事より生研へ鱒任。遊博撃研 ザ

究室より専攻墜生西川常三（大墜院特繭研究生）小野

一（生研）卒業。助手田中正武講師となり誼博撃賀験

及び生物撃賀験搾首。5月19日，Artificialpolyploidy 

in the Or yzeaeの論文に謝し Luο官'lf/Dinh Cuα 

氏墜位を授典される。 6日1日より 11月30日迄の換定

にて東北農業試験場盛岡試験地より波法好郎内地留

撃委託研究生となる。

編輯後記

第5披がやっと出版される事になりました。これ

は去年出版される議定であったのですから大盤おく

れたわけです。この結編輯者は誠に申謬ないと存じ

ています。深〈みなさんにお詑び致します。 5月5

日の10週年記念に間に合ったのがせめてもです。

木原先生の triploidwatermerlon は Proceed-

ing of American society of Horticultural scien-

ceというアメリカの雑誌に載ったので本披には，残

念でしたが載せることが出来ませんでした。Luon邑

Dinh Cua氏は近〈蹄園（越南闘）されることにな

ったので2論文はその置土産とも叉手土産ともなっ

て二重の役をつとめた事になります。

本披には短篇ではあるが無種子西瓜の論文が比較

的多〈載ったことは日本倍数作物協曾にとって大慶

有佳であったとJ思います。

編輯者からの希望を2つ申します。第I，寄稿者

は各自の論文の校正は責任をもってよ〈やってもら

いたいと存じます。特に若い人は，もっと校Eの方

法を研究してもらいたいと思います。第2，第6援

は135頁に記したように， 生研 10遡年記念競であ

りまずから生研関係の方々は，一層内容の充質した

論文を寄せて下さし、。期限は6月末にします。第6

鏡記念競の原稿は巌選することになって居りますか

ら其の旨御承知下さい。（4月18日，編輯者）
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日本信戴作物協曾（倍数作普物及協曾，改稿〉

曾 則 （昭和24年12月15日改訂）

第 1候 ．本舎は日本倍数作物協曾， JapanAssociation of Polyploid Cropsと構し， 略披を J.A.P.C.

とする。

第 2僚 本舎は人魚倍数性作物の研究，賢用化及び普及をはかるを目的とする。

第 3{I長 本舎は前僚の目的を達成する？こめ女の事業を行う。

（イ）人免倍数性作物の賞用化及び普及を前提とし？二試験研究（試作及び採種法の確立等）

（ロ）倍数性作物の種子の普及

。、）倍数性作物の育成研究に謝する補助

（ニ） 講演，研究曾及び講習曾の開催

（ホ〕倍1雌性作物のエユースの管行

（へ）その他必要なる事項

第 4{I来 本曾の趣旨に質問し本舎の目的達成に協力しようとするものは本舎の曾員になることが出来る。

第 5候 本舎に入合しようとするものは合員の紹介により所定の申込みをなし承認を受け入舎と同時に規

定の入合金を納入する。

第 611保 凡曾金は普及合員，蓮常合員，及び研究官員によりそれぞれ異るものとする。

但し研究官員は幹事舎の認めナこ場合これを免ずることが出来る。

第 7イ阪 本曾の合員を宍の三つに分る。

（イ）遁常合員 ：本舎の趣旨に賛同し目的達成を援助するもの

（ロ〉普及曾員：本舎からの種苗を増殖 し又は販買により 普及を計るもの

か、）研究曾員 ：倍数性作物に関する基礎研究を行うもの

第 8傑 本舎の曾員は刊行物及び改良種子の優先固E布を受け各種の曾合に出席するこ主が出来る。

第 9候 本舎は突の役員を置き要務を行わせるb

（イ）幹事若千名 内5名以上は研究合員であること

（ロ）幹事長1名幹事の互選によるこを

第 10依 幹事の任期は 1ヶ年とする。但し再任を妨げない。

第 11侠 本曾は顧問若千名を置〈ことが出来る

第 1211阪 本舎は年 1 回（秋期〕＊＼~，舎を開き研究の脅表及び連絡を行い併せて合員相互の親睦を計る。

第 13続 本曾曾則の後夏，幹事の任免，業務及び合計の報告，事業計書，及び議算はこれを総合に諮るこ

ととする。

第 14候 本舎の経設は合設及び寄附金から支出する。

（イ〕 舎費は普及合員，蓮常曾員，及び研究曾員によりそれぞれ異る ものとする

（ロ〉 笥t附金

第 15僚 本舎の事務所は京都府乙訓郡向日町物集女（向日町局区内）

財図法人木原生物撃研究所内に置〈。
'-- Japan Association of Polyploid Crops 

c/o Kihara Institute for Biolcgical Research 

Mozume, Mukδmachi, Otokunigun, Kyoto-Pref., Japan 
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第 1掠 1942年 12月夜行・ B5・134頁・残部たし

第2掠 1943年 12月後行・ B5・119頁・債 100園廷料共

論説栗の遺 博IC木原），小委三倍雑種の子孫（山下），小宴磁の連鎖研究IC松村・望月〉，コ lレヒチ

シによるエキロプスの異質四倍能（木原・近藤），複二倍懐エギロトリグム（望月），エキロプスの五倍雑
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懐異常（木原・松村），森林楠物の細胞並に遺品［撃的研究］［（平吉 ・中村・狩里子），小報，綜合抄録，主主、銀

など 10篇

第 3競分燭－I 1947年5月夜行・ B5・28頁・償30固送料共

誓遁小塁手の一組先？こる DD分析種のをを見（木原），ゲノム分析よりみ？こるエギロプス腐の種の概念と分煩

（木原），

分加－]I 1947年10月夜行・ B5・60頁・償80閤送料共

一粒系小塁手のX線突然鐙異慌の近侍（木原， LU下），小委五倍球種における三染色健キifi.物［山下）， 甘肢

の研究 E～'11[（西［11・古里・近藤他），

分瑚－Ill 1948＿年5月後行・ B5・92頁・債 125闘廷料共

西瓜の四倍懐育成（木原・山下），三f古世による無種子西瓜（木県・西山），人知的倍数植物の研究班－JX

（西山他）， 疏菜類の人魚倍数陛 I（内）fl)，人角的倍数杭物育成の近況（西山・松林），誰にでも出来るf奇

抜樫の育成法（西山）

第 4競 1950年5月護行・ B5・161頁・償 165図送料共

司1突の細胞並びに誼博撃的研究llL箆種間雑種と倍数髄の含精査 （松村・望月・鈴鹿〕，甜菜の細胞並びに

ー近停皐的研究1V三倍躍とその牧草、（望月・松村〕，森林瓶物における入免倍数キifl.物の研究］［.:tリの倍数値

におけるこ三の観察（平吉），X線照射による大要の突然遜異 I（松村・望月・鈴鹿），コムギ三倍雑種及びそ

の子孫における染色陸接合とその稔性（松村）, Artificial polyploidy in the Or yzeae I . Cytogenetical 

studies on colchicine-induced autotetraploU rice, Oryza sativa L. (L-uo”ク D伽 h Cuα）， A 

note on the effect of light interruption on rice plants receiving short photoperiods (Luong 

Dinh C-uαand MUs wro Okurl的， Chromosomenumbers in pharmaceutical plants I. 

（οsαm:u SuzuJ..：α）， 

茄子の入免倍数陸の研究I，コノレヒチン庭理による四倍性茄子の育成（田中），茄子の人知倍数躍の研究

1 魚沼四倍茄子の耐品性に関する一貫験（田中・ 酒井〕

昭 和 27年 4月 20日印刷

昭和 27年 4月 25日後行

編輯食
器 行 者

印刷所

張 行所

酉E布債 20 0国

主主料 1 5恒l

松本賢一

みかど印刷株式曾祉
京都市中京医東洞院四候上ル

京都大皐農皐部遺惇皐研究室
京都市左京区北白川追分町

財図木ー原生物皐研究所
法人

京都府乙訓郡向日町物集女
電 話向日町 21''5者
振 替 京都 22 2 4 2番
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