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要  旨  

草型の変異が大きい自殖性ソバ系統を用いて倒伏関連形質を探索した。押倒し抵抗値は測定  

位置が低いほど系統による差が大きく，地際から10cmの部位で系統間差が検出できた。挫折  

抵抗値は節間位置が高いほど小さく，第1節間（子葉節から第1節の間）で最も挫折してい  

た。倒伏直前に形態を調査し，倒伏翌日に倒伏面積と挫折倒伏発生率を調査した。雨による倒  

伏発生状況は系統により異なり，0～76％の変異がみられた。一方，挫折倒伏発生率は0．6～  

9．5％であった。形態と倒伏面積率，なびき倒伏率，挫折倒伏撃との相関分析の結果，倒伏は  

挫折抵抗値との間に有意な負の相関がみられたが，押倒し抵抗値との間には一定の関係はみら  

れなかった。重心は倒伏面積率，なびき倒伏撃との間に10％水準で正の相関が認められ，肉厚  

は挫折倒伏率との間に負の相関がみられた。以上より倒伏の種類により関係する形態形質が異  

なるものの．挫折抵抗値はいずれの倒伏程度にも影響することが明らかとなった。  
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緒  言  

ソバは日本における伝統的な食として古くから利用されているが，海外においても大韓民  

国，イタリア，フランス，イタリア，ウクライナ，スロベニアなど各国の伝統料理として利用  

されており（Parkら 2003，IkedaandIkeda2003，Kreftら 2003），ソバを麺としてだけで  

なくパンヤロールケーキ，サラダ，ソーセージ，シアット 雑炊など世界中で様々な形に調理  

して食べている（Kreft2003，Alekseeva2003，Michal0Va2003）。日本におけるソバの需要は  

年々増加しているが，ソバは単収が低く，その変動も大きいことから，ソバの生産量を増加さ  

せることは困難な状況にある（林1999，日本蕎麦協会 2008）。近年，バイオ燃料用穀物生  

産の増加から，アメリカではダイズや綿花からバイオエタノール生産需要増加による価格上昇  

が顕著なトウモロコシにシフトし（服部 2008），北米におけるソバ主産地のノースダコタ州  

やワシントン州ではマイナークロツプであるソバの作付けが減少し，契約栽培を実施するにも  
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実施農家および実施圃場の確保が極めて困難な状況で，ソバの供給力低下が危倶されている。  

日本におけるソバの品種登録数は近年増加しているものの，育成されている品種の大部分は高  

収量や安定収量を目標に育成された品種ではなく（林 2004），国内債給能力も不安定である。   

優良品種の育成のためには，特徴的な形質を持つ個体を利用する必要があるが，優良な形質  

を持つ個体を発見したとしても，ソバは他花受精であるためにその優良形質を固定して有望な  

系統を育成していくことが極めて困難である。これに対し，自殖性作物では他殖性作物に比べ  

て発見した優良形質を固定して系統を作出することは容易である。カナダでは白殖性ソバ育種  

を積極的に実施しており，固定された特徴的な自殖系統を多数育成してきている（Kade Re－  

search Ltd．2007）。近年，カナダで育成されている自殖性ソバ系統は草型の変異に富んでいる  

ため（岸田・林 2007），草型と収量性との関係を検討する上では，他殖性品種を用いるより  

も示唆に富んだ情報がえられるものと考えられる。   

ソバの収量を安定化させるためには，ソバにおける主な減収要因である脱粒および倒伏を克  

服する必要がある。両形質ともソバの安定多収を図る上で重要であるにもかかわらず，脱粒  

（Ohnishi1999，Obaら1999，藤村ら 2001），倒伏（手塚・森下1999，村山ら 2004）と  

も研究は緒に就いたばかりである。近年，カナダでは倒伏に強いと思われる自殖性系統が育種  

されてきているものの，これらの系統の倒伏に対する耐性は未だ検討されていない。また，将  

来，収量の安定性を高める上で耐倒伏性を具備したソバを育種することが重要と考えられる  

が，どのような形態をどのように改変することが耐倒伏性を高めることにつながるかは，育種  

戦略をたてる上で重要であるにもかかわらず十分な情報は得られていない。そこで．他殖性ソ  

バに比べて草型の変異に富む自殖性ソバ系統を用いて，耐倒伏性に関連した形態形質を明らか  

にする目的で本実験を実施した。  

材料および方法  

実験は筑波大学農林技術センター中実験圃場で2006年に実施した。供試系統としてカナダで  

育種された革型の異なる自殖性の6系統（略号），VO2－000トOg－0（CSOl），BX98－0043－ト1－  

1Ck－1g－M（CSO2），BX98TDO86T26－l－23朋（CSO3），BX97－DO51－3gイトト1恕甘3－09Ⅷ（CSO4），  

BX99－O179－01－0－09－1y－0（CSO5），BX96－0037－6ト0－l－0－3－1－0（CSO6）を用いた。CSOlおよ  

びCSO2はキク型と呼ばれる草型で，スプレーギクのように下位節から多くの分枝を発生させ  

る。CSO3は立性の草型でCSO4，CSO5およびCSO6は半簸性の草型である。   

5月19日に高度化成肥料（N：P205：馳0＝5：20：20）をN成分量で2．5kgⅣ10a，アズミ  

ン苦土石灰100kg／10a，ダイアジノン粒剤5k釘10aを散布した後，耕起した。1区16．5m2の中  

に畝幅30cm，畝長5mで11畝を設置し，5月23日にクリーンシー ダ（T＆KI，TP－1000）を用い  

て5k釘10aの栽植密度で播種した。試験区の反復は設けなかった。   

生育中庸な個体について，DigitalGage－500（AIKOH）を地際から10cm，20cm，30cmの位  

置で主茎にあて，茎の地際を支点として円弧状に45度まで傾けたときの抵抗値を測定し，押倒  

し抵抗値とした。測定は1個体1ケ所で行い，各測定位置につき10個体測定した。なお，測定  

に際しては他の個体の重なりによる測定値の増加が起こらないように，測定個体の周辺個体を  

適宜切除するなどした。測定器の上限値は500gfであったのでそれ以上の値は500がとみなし  

た。挫折抵抗値はCPU GAGE－2000（AlKOH）を茎梓挫折性試験装置（木屋製作所，TR－2S）  
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に装着し，主茎に引っ張りの負荷を与えて茎が折れた時の催とした。なお測定は子葉節間（地  

際から子葉節の間），第1節間（子葉節から第1節の間），第2節間（第1節から第2節の間）  

の3箇所で，各位置10個体について測定した。測定器の上限値は2000gfであったので，それ以  

上の値は2000gfとみなした。節間が短くて茎稗挫折性試験装置にセットできないものに関して  

は測定せず欠損値とした。また，抵抗値の単位はすべてN（1gfニ0．0098N）に変換した。両  

抵抗値の測定および倒伏直前の形態調査は，天気予報を注意深く検討しながら降雨による倒伏  

発生日を推測し，倒伏が発生していない6月28日から6月30日の3日間で実施した。形態調査  

は各系統30個体について草丈 一次分枝数，重心の位置，地上部生体重，節（子葉節，第1  

節，第2節）の位置，節間（子葉節間，第1節間，第2節間）における茎の直径および肉厚の  

13項目を調査した。重心は地際で主茎を切除し，ソバ個体の上部と下部がつりあいのとれる主  

茎の位置を地際からの距離で示し，あわせて草丈に対する比率を求めた。また，茎の直径は測  

定部位における主茎の最大径と最小径の平均値とした。茎の肉厚は測定部位で主茎を切断した  

ときの外周から中空部までの最大径をデジタルゲージで測定した。   

6月30日の夜に降った雨で倒伏が発生した系統がみられたため，7月2日に倒伏状態を地上  

3．5mの位置からデジタルカメラを用いて写真撮影を行った。画像から，倒伏区画と倒伏して  

いない区画が明確に識別できたため，画像から倒伏している面積を求めて倒伏面積率を算出し  

た。7月3日に各系統連続する100個体，1系統3ケ所について挫折倒伏個体数，挫折倒伏個体  

の草丈，挫折節間位，地際からの挫折位置を測定した。挫折個体数から倒伏している個体中の  

挫折率を求め，区全体に対する挫折倒伏率を算出した。さらに倒伏面積率から挫折倒伏率を引  

いてなびき倒伏率を算出した。測定データの分析には統計ソフトJMPVtr17．01（SASInsti－  

tuteJapan）を用いた。  

結  果   

1．押倒し抵抗値（表1）   

押倒し抵抗値は測定位置により値が異なり，地際から10cm，20cm，30cmにおける催はそれ  

ぞれ3．29N，1．84N，1．16Nで，測定位置が高くなるほど押倒し抵抗値が小さくなった。系統  

間差が検出できるか否か分散分析を実施した結果，系統間差は測定位置10cmの時には認めら  

れたが，20cm，30cmの位置では系統間差は有意とはならなかった。イネにおける才甲倒し抵抗  

値の測定位置について，尾形・松江（1997）は地際から10cm，20cm，30cmについて検討した  

結果，測定位置が低いほど押倒し抵抗値が高く安定していたことから，10cmが適当と判断し  

た。また，これをうけてダイズでも地際から10cmの位置で測定されている（島田ら 2002）。  

以上より，系統による押倒し抵抗値の違いを検出するため測定位置を地際から10cmの位置と  

した。  

2．挫折抵抗値（表2）   

挫折抵抗値は測定位置により値が異なり，子葉節間，第1節間，第2節間における値はそれ  

ぞれ16．9N，12．8N，10．mで，測定節位が高くなるほど挫折抵抗値が低下した。節間が短い  

ために測定できなかった個体数は子葉節間，第1節間，第2節間でそれぞれ17％，3％，1％で  

あった。また，系統間差は測定位置にかかわらず検出できた。  
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表1押倒し抵抗値の測定位置による差異と系統間差．  

測定位置（cm）   倒伏抵抗値1（N）  系統間差2  

注1）デジタルゲージにより主茎を45度まで傾けたときの抵抗値。   
2）＊は5％レベルで系統間差あり、nSは系統間差なし。   
3）同一英文字を付した平均値間にはmeyのHSD検定における  

5％レベルでの有意差がみられない。  

表2 挫折抵抗値の測定節位による差異と系統間差．  

測定節間  挫折抵抗値1（N）  系統間差2  

子葉節間  16．87a  ＊  

第1節間  12．80b  ＊＊＊  

第2節間  10．69c  ＊＊＊  

注1）茎稗挫折性試験装置を用いた折れ曲がり抵抗値。   

2）＊および＊＊＊はそれぞれ5％および0．1％レベルで系統間差  

あり。   
3）同一英文字を付した平均借間にはTueyのHSD検定における  

5％レベルでの有意差がみられない。  

3．倒伏の発生状況（表3）   

出芽後の生育は順調に進み，播種後27日日の6月18日に開花が始まった。6月30日まではい  

ずれの区も倒伏がみられなかったが（囲1），この夜に降った積算降水量12mmの雨で倒伏が  

発生した。しかし，倒伏の様相は系統によって異なり，CSOlおよびCSO2ではまったく倒伏が  

見られなかったが，CSO3では全面積の76％で倒伏した（図2）。挫折個体の発生率も系統によ  

り異なり，CSO6では4．5％と低かったが，同じ半簸性系統でもCSO4およびCSO5ではそれぞれ  

22．0％および20．3％と高かった。また，倒伏の発生が一番多かったCSO3の挫折個体率は9．3％  

と比較的低い比率であった。倒伏面積率に挫折個体率をかけて算出した挫折倒伏率はCSO6の  

0．6％が最も低く，CSO4およびCSO5の9．5％が最も高かった。挫折していた位置はCSO6で地際  

から20．7％の位置とやや低かったのに比べ，CSO3～CSO5では23～25％の位置であった。倒伏  

面積率から挫折倒伏率を引いたなびき倒伏率は，立性のCSO3で69％と高かったのに比べ，半  

壊性系統は低く，CSO6の13．4％～CSO5の37．5％であった。  

4．供試系統の形態的特性（表4）   

供試系統の草型であるキク型（CSO2），立性（CSO3），半壊性（CSO6）の写真を図3に示  

す。キク型は従来の他殖性ソバにはみられない草型で，日本におけるソバの種苗特性分類調査  

報告書（長野県2003）やそば調査基準（農林水産技術会議事務局・農林水産省農事試験場  

1979），国際植物遺伝資源研究所のデスクリブタ（ⅣGRI1994）にも掲載されていない。スプ  

レーギクのように下位節から分枝を出し，分枝がよく発達するタイプで，子葉節間が短いこと  

を特徴とする。また，キク型は下位節に菓を多く着生するため，草丈に対する重心位置が他の  

系耗よりも低く45％以下であった。キク型系統は，子葉節の位置が他系統に比べて低く，子葉  

節間長が短く，茎の直径および肉厚が大であり，この特徴はCSOlよりもCSO2でより顕著で  
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あった。草丈は立性系統CSO3で高く，半壊性系統CSO4～CSO6で低かった。キク型の草丈は  

半壊性系統以下であった。一次分枝数は立性のCSO3で少なく，キク型のCSO2で多かった。立  

性のCSO3は，地上部重は半壊性系統と同等で，子葉節の位置は半壊性系統との間に有意差は  

みられなかったもののやや低い傾向であったのに対し，節位が上昇するにつれて半替性系統よ  

りも節間長が長くなり，節位が高くなる傾向を示した。立性系統CSO3の茎の直径および肉厚  

は，有意差はみられなかったものの半壊性系統よりも大きい傾向を示した。  

5．倒伏と形態形質との関係（表5）   

倒伏が発生した直前の形態形質と倒伏率との相関をみることで．倒伏に関連した形質を明ら  

かにしようとした。なお，押倒し抵抗値は地上部10cmの位置の測定値を，挫折抵抗値は第一  

節間の測定値を使用した。   

押倒し抵抗値は倒伏面積率，なびき倒伏率および挫折倒伏率のいずれとの間にも有意な相関  

は認められなかった。これに射し，挫折抵抗値は，いずれの倒伏率との間にも有意な負の相関  

が認められた。   

倒伏面積率およびなびき倒伏率は挫折抵抗値を除き，いずれの形態特性値との間にも5％レ  

ベルでの有意な相関は認められなかった。倒伏面積率およびなびき倒伏率と重心の位置（cm）  

との間には0，76のゆるやかな相関が認められたが，草丈に対する相対値である重心位置（％）  

との間には相関が認められなかった。  

表5 倒伏面積率，挫折倒伏率およびなびき倒伏撃と各種形態形質との相関係数．  

形態形質  倒伏面積率  なびき倒伏率  挫折倒伏率  

－0．39  ns  

－0．94  ＊＊   
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－0．02  
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0．59  

－0．68  

押倒し抵抗値  －0．07  

挫折抵抗値  －0．86  

草丈  0．59  

重心の位置（cm）  0．76  

重心の位置（％）  0．62  

地上部重  －0．71  
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O．63  ns  

－0．66  ns  

－0．55  ns  

－0．36  ns  

－0．60  ns  

－0．61 ns  

－0．74  ＋  

子葉節  0．57  ns   

第1節  0．70 ns   

第2節  0．67 ns  

節間長   

子葉節間  0．57 ns   

第1節間  0．61 ns   

第2節間  0．63 ns  

茎の直径   

子葉節間  －0，70  ns   

第1節間  －0．59 ns   

第2節間  －0，40 ns  

茎の肉厚   

子葉節間  －0．64  ns   

第1節間  －0．65 ns   

第2節間  －0．78  ＋  

＋はそれぞれ1％，5％および10％レベルで有意差あり，nSは有意差なし0  
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挫折倒伏率は地上部重，子葉節の直径との間に有意な負の相関が認められ，子葉節の肉厚と  

の間にはゆるやかな負の相関が認められた。しかし，挫折倒伏率は重心の位置，節の位置など  

との間には特定の関係は認められなかった。  

考  察  

ソバでは倒伏により減収が引き起こされると言われているが，実態は未だ明らかにされてい  

ない。斎藤ら（2004）はダイズの生殖生長期に人為的な倒伏処理を行い，処理時期が子実収量  

に及ぼす影響を調査した結見 いずれの時期も倒伏により収量が減少するものの，その影響は  

倒伏時期で異なり，減収を招く収量構成要素への影響も異なったことを報告している．ソバで  

も倒伏が生育・収量に及ぼす影響は，倒伏の発生する時期および程度で異なると考えられる。  

ダイズでみられる屈曲型倒伏は子実肥大期に発生し，登熱の進行に伴い植物体上部の重量が減  

少するために回復するが，ころび型倒伏は一度発生すると自然には回復しないことからコンバ  

イン収穫における穀粒損失への影響が大きい（島田ら 2002）。ソバでも，生育初中期の倒伏  

は栄養生長中であるため倒伏後の主茎の屈曲による起き上がりがおきる。しかし，倒伏した部  

分は相互に茎葉が重なり合っているため，この部分の葉が枯死し，ソースの減少に伴う光合成  

同化量の低下から減収を招くものと思われる。手刈り収穣では倒伏発生により収穫時の作業性  

が極めて悪くなり，刈取後の乾燥，脱穀にも影響を及ぼす。一方，種子登熟期にあたる生育後  

期の倒伏は，倒伏の原因である強風や長雨が脱粒を引き起こして減収に至るほか，倒伏に伴い  

穂発芽が誘発されて減収および品質低下を招く。また，生育初・中期の倒伏でみられたような  

倒伏後の茎の起き上がりがみられないことから，手刈り収穫は極めて困難となり，収穫放棄さ  

れる場合も散見される。汎用コンバインによる機械収穣でも，刈り取り方向が制限されたり，  

倒伏状況によっては収穫できないほどの激しい倒伏や，収穫できても刈り残しで収量が著しく  

低下したり．土砂が子実に混入するなど作業性や品質の低下も招く。   

このようにソバでは倒伏が収量および品質に大きく影響しているが，今までにソバの倒伏に  

関する研究はほとんどみられない。その原因の一つは，倒伏現象を人為的に誘発することが困  

難なため，試験設計が難しいことがあげられる。村山ら（2004）は開花最盛期に畝帽60cmで  

栽培した畝を1畝おきに抜き取った上でブームスプレーヤを用いて10mm相当の水を噴霧して  

人為的な倒伏を発生させようとしたが，これが倒伏を助長できなかったことを報告している。  

施肥量を増加させることで倒伏を誘発することは可能であるが，施肥条件の遠いが収量に影響  

するために処理による収量差に倒伏以外の要因が影響を及ぼしてしまう（林ら1993）。手  

塚・森下（1999）は秋型品種における開花始期または夏型品種および中間型品種における開花  

期に，降雨により倒伏が発生したソバについて，翌日および翌々日に形態を測定しているが，  

この時期はソバの草丈が最終長の1／2相当の時期で，最も伸長生長が盛んな時期であり，倒伏  

に伴う屈曲も短時間に誘発されることから，倒伏後の形態調査が必ずしも倒伏が発生する形態  

特性を反映しているとは言いがたい。倒伏の自然発生に合わせて形態を調査することは大変困  

難ではあるが，本実験では気象予測を検討することで倒伏直前の形態を調査することができ，  

これと倒伏との関連について検討できた。また，本実験では他殖性ソバよりも形態変異に富む  

自殖性ソバ系統（岸田・林 2007）を用いて倒伏との関連を検討した。   

イネにおける倒伏は「なびき塾（湾曲塾）」，「挫折型」および「転び型」の3種が報告され  
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ているが（相木ら 2007），本実験では「転び型」の倒伏は発生しなかった。手塚・森下  

（1999）は日本の在来種78系統を夏播き栽培して，自然の降雨による倒伏発生状況と各系統の  

形態を調査したが，そこでも転び型倒伏は報告されていない。村山ら（2004）もなびき倒伏と  

主茎または分枝の折損を報告している。本実験では倒伏のほぼ8割以上がなびき倒伏であっ  

た。なびき倒伏発生率は草型によって異なり，立性系統のCSO3は半壊性系統のCSO4，CSO5よ  

りも発生率が高かった。また，同じ半壊性系統でもCSO6はCSO4およびCSO5よりもなびき倒  

伏発生率が低かった。半壊性系統の中で挫折倒伏率の高かったCSO4およびCSO5はCSO6に比  

べ第1～ 3節の位置が高く，第1節問および第2節間が長かったが，挫折倒伏率の低かった  

CSO3もCSO4，CSO5と同等であったことからこれらの形態形質は挫折倒伏率には影響しないも  

のと判断できた。一方，第1節問および第2節間の茎の肉厚がCSO6およびCSO3はCSO4，  

CSO5より厚く（表4），これが第一節問および第2節間の挫折抵抗値の差となってあらわれ，  

CSO4，CSO5で挫折倒伏したものと判断できた。挫折倒伏率と各種形態形質との相関分析結果  

でも挫折抵抗値，第1・2節間の肉厚は挫折倒伏率との間に有意な負の相関がみられた（表  

5）。イネでも梓を強くすることがなびき倒伏および挫折倒伏への耐性を増加させるために重  

要とされており（柏木ら 2007），本研究結果もこれと同様な結果であった。一方，橋本  

（1960）は伸縮の弾力性を示すヤング率によりなびき倒伏と挫折倒伏の発生状況が異なるとし  

ており，村山ら（2004）は分枝長を倒伏に関連づけている。ソバにおけるなびき倒伏と挫折倒  

伏の発生原因解析にはさらに詳細な形態データの測定が必要と判断された。   

Minamiら（1998）はカナダの半壊性系統の形態を信濃1号および牡丹そばと比較した結果，  

第1節聞から第4節閉までの節間が短い特徴を報告し，倒伏抵抗性品種育成に有望であるとし  

た。本実験では3種の半矯性系統を用いたが，立ち性系統との間の節間長の追いは系統により  

異なり，倒伏発生の少ない半壊性系統では第2節間あるいは第1節間が短い特徴を示した（第  

4表）。一方，キク型の草型をしたCSOlおよびCSO2は，立性系統および半接性系統が倒伏す  

る気象条件下でも倒伏せず，ソバでも草型の改良により耐倒伏性の極めて強い品種を育種でき  

る可能性が見られた。このキク型は，CSOlでは草丈は他系統と同等であっても全く倒伏はみ  

られなかった。地上部重は俵試系統中最も重かったが，重心の位置（％）は最も低く，子葉節  

間～第2節間の茎の肉厚が厚く（表4），第1節間と第2節問の挫折抵抗性が最も高いことが  

明らかとなった。作物の倒伏は，下位節間がつまり稗基重の大きいほど倒伏に強いことが一般  

に知られているが（春原 2005），倒伏面積率と形態形質との相関分析の結果，形態特性の中  

では挫折抵抗値が有意な負の相関を示した（表5）ことから，ソバでは下位節間の茎の肉厚と  

挫折抵抗値が，挫折倒伏のみならずなびき倒伏にも大きく影響していることが明らかとなっ  

た。  
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Lodging Characteristicsin Relation to Di鮎rent Plant  
′吋pesin Self・POllinating Buckwheat Lines  
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lGraduate Schoolof Life and Environmental Sciences，Universlty Of T5uknba，  
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Abstract  

Lodging wasinvestigated uslng Sixlines of self－POllinatlng buckwheat．Di任erent plant  

types were observedin the sixlines，namely erect type，Semi－dwarf type and  

Chrysanthemum types，indicating the morphologicalvariationis greaterin theselines thanin  

CrOSS－PO11inating buckwheat．Plant characteristics were measured just before the occurrence  

Oflodging．Differences between pushing resistanCe amOng the sixlines werelarger when the  

measunng pOint waslowerlThe pushing resistance atlO cm above ground was slgni鮎antly  

different between the buckwheatlines．Breaking resistance was smal1er asinternode position  

became higherlBreaking of the stem at thelStinternOde was the highest．Lodging  

percentage causedbyrainwas markedly differentbetweenlines．Lodgingpercentagevaried O－  

76％，Whereaslodging caused by breaking of the stem varied O．6－9．5％．The breaking  

resistanCe WaS negatively correlatedwith bothlodging percentage andlodging percentage  

CauSed by breaking or winding of the stem．However there was no correlation between  

PuShing resistance andlodging percentages．There was a positive correlation at alO％  

Significancelevelbetween median point andlodging percentage．On the other hand，there  

WaS a negative correlation between thickness ofinternode andlodging percentage caused by  

breaking orwinding ofthe stem．Plant charaCteristics related tolodging were difEerent for  

the kind oflodging，but breaking resistanCe WaS the key由．ctorconcernedwith both types of  

lodging．   

1（ey words：Breaking resistanCe，Median polnt，Plant morphology；Pushing resistance，Stem  

thickness  

＊Corresponding Author：hayashi＠sakura．cc．tsukuba．acjp  
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