
愛知早生ブキ在来系統の収穫葉における水分減少率

押しつけ強度、乾物率及びポリフェノール含量

矢部和則＊

摘要：愛知早生ブキの日持ち性系統を育成する素材を得るため、愛知早生ブキ在来系統を収集栽培し、そ

れらの収穫適期葉における水分減少率、押しつけ強度、乾物率及びポリフェノール含量を優良無病苗系統を

対照として比較調査した。

１ 収穫葉の水分減少率は、知多１は抑制栽培、促成栽培とも在来系統の中では低く推移した。

２ 葉柄の押しつけ強度は、在来2系統が対照系統と同程度を示し、他の系統は対照系統より低かった。

３ 葉柄の乾物率は、在来3系統が対照系統と同等で、その他は対照系統より低かった。

４ 葉柄中のポリフェノール含量は、１系統が対照系統より明らかに多く、他の系統は対照より少なかった。

以上より、在来系統には水分減少率やポリフェノール含量等の特性に差のあることが知られ、日持ち性系統

の育成素材として利用できる可能性がある。
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Decreasing Rate of Water Content, Hardness, Rate of Dry Matter
and Total Amount of Polyphenols of Petiole

in Japanese Butterber Cultivar 'Aichi Wase' Native Stocks

YABE Kazunori

Abstract ： In order to use as breeding material for butterber with long shelf life, 'Aichi Wase' native
stocks were collected in Aichi Prefecture, and their characteristics such as decreasing rate of water
content, hardness, rate of dry matter and total amount of polyphenols of petiole were examined
comparing with the superior virus free stock. The results are as follows:
1 On the decreasing rate of water content in petiole, 'Chita No.1' was constantly lower than the

virus free stock and the other native stocks at late raising culture and forcing culture.
2 Hardness of petiole of two native stocks were as same as the virus free stock, and the others were
more fragile than the virus free stock.
3 Rates of dry matter of three stocks were as same as the virus free stock, and the others were lower
than the virus free stock.
4 On total amount of polyphenols in petiole, one native stock was obviously higher than the virus
free stock, and the others were lower than the virus free.

From the above results, there was differentiation in characteristics of the decreasing of water
content and the amount of polyphenol etc. among native stocks in Japanese butterbur cultivar 'Aichi
wase' , so it was expected that new butterbur with long shelf life could be obtained efficiently with
using superior native stock as breeding material.
Key Words ： butterbur, 'Aichi-wase',native stocks,decrleasing of water content, amount of polyphenols
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緒 言

フキは、本県の主要な地域特産野菜の1品目で、作付

面積129ha（平成14年度）と全国第1位の生産規模を誇る。

産地では、愛知農総試で開発された優良無病苗 の利用１）

により、半身萎凋病やウイルス病の被害が少なく、安定

生産が図られている。特に近年、収益性の向上から、抑

制栽培による10月出荷や促成栽培における春以降の出荷

等いずれも比較的高温期の収穫出荷が増加しつつある。

これに伴い、軟弱なフキは、収穫後の日持ち性や品質低

下が問題となり、栽培技術や収穫調整作業における様々

な対応がとられている。

そこで、筆者は、県下のフキ産地に残存自生する愛知

早生ブキ在来系統を材料に、各種器官培養法を用いた培

養変異で、高温期でも収穫葉の萎凋や切り口の褐変が少

ない日持ち性の高い系統の育成を開始した。本報では、

収集した愛知早生ブキ在来系統について、収穫適期葉の

水分減少率、押しつけ強度、乾物率及びポリフェノール

含量を調査したので報告する。

材料及び方法

１ 供試系統

愛知早生ブキの主産地である東海市と知多市の生産ほ

場周辺から、優良無病苗の普及に伴って放棄された従来

の栽培株を在来系統として９系統収集した。収集系統は、

収集ほ場別に表１に示した東海1、知多1等の系統番号を

付した。対照の愛知早生ブキ優良無病苗1系統とともに

知多市岡田に設置した網室で栽培し、調査材料を得た。

収穫葉の生育条件による差を少なくするため、根株の栽

植密度、肥培管理、環境条件等に留意して栽培した。

表1 愛知早生ブキ在来系統の収集先

系統 収集場所 維持保存農家 栽培の有無

東海１ 東海市加家 Ｏ農家 無

知多１ 知多市岡田 Ｙ農家 無

知多2 知多市岡田 ＨＩ農家 無

知多3 知多市岡田 ＨＡ農家 無

知多4 知多市岡田 Ａ農家 無

知多5 知多市岡田 ＴＺ農家 無

知多6 知多市八幡 ＴＵ農家 無

知多7 知多市八幡 ＴＴ農家 無

知多8 知多市八幡 Ｋ農家 無

優良無病苗 農総試 有

（対照）

２ 水分減少率の経時変化

抑制栽培では、10月29日に知多１始め7系統、促成栽

培では、3月29日に東海1及び知多1から知多8までの9系

統を調査した。各系統ともうねの中側で生育伸長した葉

柄長70～80cmで太さと葉身の大きさがほぼ等しい収穫適

期葉を採取した。産地における出荷荷姿を模して、１系

統当たり７本をPOフィルム製テープで結束し、当場環境

基盤研究部の熟成室（20℃恒温、循環通風）床面に静置

した。冷風が直接当たるのを防ぐため新聞紙で上面を被

覆した。1系統当たり2束について新鮮重を経時的に測定

し、水分減少率を算出した。

３ 押しつけ強度

初秋の温暖期で葉柄の生育伸長が早い抑制栽培のもの

について調査した。水分減少率と同様の葉を1系統当た

り5本用いた。葉柄の中間部を支持距離2cmで支え、山形

プランジャーを100mm/min.の強さで5mm押しつけ、その

強度を測定した。

４ 乾物率

乾物生産が低くなる低温寡日照期に伸長した促成栽培

のものについて調査した。水分減少率と同様の葉を1系

統当たり5本用いた。葉柄の中間部を10cm採取してアル

ミホイルで包み、全重を測定した。70℃で72時間、真空

吸引法により乾燥後全重を測定し、乾物率を算出した。

５ 葉柄中ポリフェノール含量

園芸研究部のガラス温室内で栽培した株から水分減少

率と同様の収穫適期葉を1系統当たり4本採取した。ポリ

フェノールの定量は、改変Folin Denis法 で行った。２）

葉柄の基部を1cm切断廃棄し、その上部10cmから厚さ2～

3mmの切片を合計2gとなるよう採取した。切片を乳鉢に

入れ、80％エタノールと石英砂を加えて磨砕後、No.5B

の濾紙で濾過しながら50mlにメスアップした。濾液3ml

にFolin試薬を3ml加え、さらに10%炭酸ナトリウム溶液

を3ml加えて良く攪拌混合した。混合液は、10ml遠沈管

に移して1,000rpmで10分間遠心後、700nmの波長で上清

の吸光度を測定した。検量線は、没食子酸エチル溶液を

用いて作成した。1系統2サンプルの吸光度から、全ポリ

フェノール含量を没食子酸濃度として算出した。

試験結果

１ 水分減少率の経時変化

10月29日の収穫葉における水分減少率は、対照の無病

苗系統が最も高い値で推移した。これに対し、在来系統

では、知多7が24時間後対照系統に近い水分減少率を示

したが、その他の在来系統は、知多1が18.9％、知多2か

ら知多6までが21.2～22.4％の値を示し、対照の無病苗

系統より低い値で推移した。48時間後及び72時間後にお

いても、在来系統の水分減少率は対照系統より低い傾向

であった（図１）。 3月29日における収穫葉の水分減

少率は、対照の無病苗系統が24時間後13.8％であったの

に対し、在来系統では、東海1と知多8がそれより5％～8

％高く、他の在来系統は、対照系統とほぼ同程度の減少

矢部：愛知早生ブキ在来系統の収穫葉における水分減少率、
押しつけ強度、乾物率及びポリフェノール含量
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率であった。72時間後では、対照系統が35.4％であった

のに対し、在来系統は、東海1が50.5％と明らかに高く、

知多5と知多8がそれぞれ42.1％、42.5％の高い値を示し

た（図２）。知多１は、在来系統の中では抑制栽培、促

成栽培ともに水分減少率が低い傾向を示した。

２ 押しつけ強度

葉柄部の押しつけ強度は、無病苗系統が平均4,240gで

あったのに対し、在来系統では、知多3が4,270g、知多4

が4,410gと対照系統と同程度の強さを示した。その他の

在来系統は、いずれも対照系統より約1,000g低い値を示

し、明らかに軟弱傾向であった（図３）。

図２　愛知早生ブキ在来系統の促成栽培における
収穫葉の水分減少率経時変化（3月29日収穫）
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図１　愛知早生ブキ在来系統の抑制栽培における
　　 　収穫葉の水分減少率経時変化（10月29日収穫）
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図3　愛知早生ブキ在来系統の抑制栽培における
収穫葉柄基部の押しつけ強度（10月29日収穫）

　　　　注　　グラフ中のバーは標準偏差
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３ 乾物率

対照の無病苗系統が5.3％であったのに対し、在来系

統では、知多2、知多3及び知多5が対照系統とほぼ同等、

その他の系統は4.5％～4.8％と対照系統より低かった

（図４）。

４ 葉柄中ポリフェノールの定量

対照の無病苗系統における葉柄中ポリフェノール含量

は、没食子酸換算で233.0mg/100gfwであった。在来系統

では、知多8が289.6mg/100gfwと対照系統より明らかに

多かった。他の在来系統は、いずれも対照系統より含量

が少なく、特に知多1は142.6mg/100gfwと対照系統より9

0.4mg/100gfwも少なかった。知多2と知多4もそれぞれ16

7.7mg/100gfw、164.8mg/100gfwと対照系統より低い値を

示し、明らかに含量が少なかった（図５）。

考 察

今津ら は、日本の栽培及び野生ブキについて３、４、５）

詳細な形態・生態ならびに細胞学的研究を行い、この中

で愛知早生ブキについて採取地の異なる数系統を調査し

ているが、葉の形態や生態及び染色体数について差異は

認めていない。その後、森下 は、形質特性とアイソザ６）

イムの変異について調査し、形態的に差のみられない愛

図4　愛知早生在来系統の促成栽培における
収穫葉の乾物率（3月29日収穫）
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図5　愛知早生ブキ在来系統の促成栽培における収
　　　穫葉の没食子酸濃度（３月２９日収穫）
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知早生ブキの異なる株で、パーオキシダーゼアイソザイ

ムの泳動パターンに差を認め、系統の存在を示唆した。

さらに、岩本ら は、大阪府下の愛知早生ブキ栽培株を７）

5系統収集し、その収量性について大きな系統間差異が

あることを報告している。

現在の本県産地における栽培系統は、筆者ら により、１）

愛知農総試保有の愛知早生ブキから茎頂培養法で育成さ

れた無病系統のものである。この普及に伴い栽培放棄さ

れた在来系統は、石黒 によれば知多郡加木屋村（現東８）

海市）の早川平左エ門氏が選抜した早生性の高い系統の

末裔と思われる。筆者は、岩本ら が大阪府下フキ産地７）

の在来系統から収量性をもとに素材系統を選抜し、頭花

培養法 で日持ち性に優れる「大阪農技育成１号」（出９）

願名称：のびすぎでんねん）を育成した報告を参考に、

本県に適する日持ち性系統を育成するため、愛知県下の

フキ産地生産ほ場周辺に自生する在来系統を収集し、優

良無病苗系統を対照に水分減少率、乾物率等の特性を調

査した。水分減少率の経時変化では、在来系統の知多１

が抑制栽培の収穫物と促成栽培の収穫物ともに他の在来

系統よりは水分減少率が低い傾向を示し、物理的に萎れ

にくい特性を有するものと考えられる。他の在来系統は、

対照の無病苗系統との比較において、抑制栽培と促成栽

培で異なる傾向がみられ、抑制栽培では、1系統が対照

と同程度の萎れやすさを示し、その他は一様に萎れにく

い傾向がみられた。促成栽培では、抑制栽培において収

穫適期に達せず調査できなかった2系統と、抑制栽培に

おいては対照系統より萎れにくかった1系統が対照系統

より萎れやすい結果を示した。したがって、在来系統の

中では、抑制栽培と促成栽培の両収穫期共に萎れにくい

特性を示した知多１を除き、生育伸長期の土壌水分条件

や環境条件等によって収穫葉の萎れやすさは変動するも

のと推察される。なお、産地における調整出荷から流通、

販売までにおいて、ストレッチフィルムで包装された条

件下で葉柄にわずかでも萎れを生じると青果物としての

商品性が失われる。その時の水分減少率は、一般に数％

といわれており、在来系統あるいは育成系統の選抜にお

ける萎凋の難易の評価には、出荷形態で商品性を損なう

水分減少率までの経時的変化の系統間差を厳密に調査す

る必要があろう。

水分減少率とともに萎凋の難易に関連があると推測し

た葉柄の押しつけ強度は、特に温暖期で生育伸長がおう

盛な抑制栽培のもので調査した結果、在来系統間で差異

が認められた。しかし、測定個体差が大きく、水分減少

率との関係もみられないことから、萎凋の難易とは関係

がないものと考えられる。

乾物率は、低温下日照下での生育伸長となる促成栽培

で調査した結果、対照系統と同程度から0.8%低い値まで

の範囲でばらつきが認められた。これらの乾物率と促成

栽培における水分減少率の関係をみると、在来系統の知

多5を除き、乾物率の高い系統は水分減少率が低く、反

対に乾物率が低いと水分減少率が高く萎れやすい傾向に

あった。したがって、乾物率は、水分減少率と関連し系

統間差異があり、高い系統の方が萎れにくいと考えられ

る。

産地では、葉柄切り口の褐変しにくい系統が要望され

ている。そこで、葉柄基部のポリフェノール含量を測定

したところ、最大で約２倍の系統間差異が認められた。

在来系統のポリフェノール含量とそれらの切り口の褐変

程度あるいは褐変の遅速については検討しなかったので、

両者の関係は明かでない。しかし、褐変しにくい系統の

育成では、よりポリフェノール含量の少ない系統を選抜

する方が望ましいと思われる。

以上より、本県の愛知早生ブキ在来系統には、水分減

少率等萎凋の難易に関係する特性や葉柄切り口の褐変の

一因と思われるポリフェノール含量について、系統間差

異が知られた。日持ち性系統の育種素材として、相対的

に水分減少率が低く、乾物率の高い在来系統の利用が可

能であろう。
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