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和歌山農林水技セ研報5：67～73，2003

PCR法によるウメ品種の5遺伝子型

林　恭平・根来圭一・岩本和也1・細平正人・菅井晴雄

和歌山県農林水産総合技術センター　暖地園芸センター

珈ing　ofS－RNase　gene血JapImese　aphcotψ耀nμ5溺μη昭）by　PCR

Kyohei　Hayashi，Kehchi　Negor（九Kazuya　Iwamoto1，Masato　Hosoh血aand　H班uo　Sugai

　　　　　　μo所㎝1伽α1E塑θ置筋翻Gθnごε7

肱切α用αRθ3召α澱じhCθn砂q1取n吻〃徽Eo肥吻ノαn4丹5he脇

緒　言

　和歌山県内のウメ栽培の約70％を占める‘南高’は自家不和合性であるため，20～30％他品種との

混植が必要であり，結実量はその年の気象条件等により変動する．そのため，‘南高’の特性を持つ自家

和合性品種の育成が望まれている．

　ウメの自家和合性は他のバラ科果樹と同様に3RNaseによって影響を受ける配偶体型自家不和合性

を示し，近年PCR法により自家和合1生個体を判別する有効な分子マーカーが開発された（Tao　et　a1

2000）．この分子マーカーは各品種の3RNase遺伝子型の判定に有効であることも報告され（八重垣ら，

2000），，9遺伝子型は自家和合1生を示す疎と励～570の11の遺伝子座が知られている（Taoet＆1．，2002，

田尾ら，2003）．

　そこで，本研究ではPCR法により，ウメにおける効率的な育種の基礎データを得るため50品種の3

遺伝子型を識別し，和歌山県ウメ主要品種である‘南高’3系統および受粉樹によく使われる　‘小粒南

高’5系統のS遺伝子型を判別する．また，この分子マーカーを利用して，自家和合i生の‘南高’交雑

個体を選抜する．

1現在：農林水産総合技術センター企画普及部
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材料および方法

第1表に示すウメ50品種，‘南高’の3系統と原木および‘小粒南高’の5系統を供試した．

第1表　供試した品種と系統の採取場所

採取場所 品種と系統

ノ1・梅類

暖地園芸センター ‘南高’、‘地蔵’、‘NZ46’e南高’x‘地蔵’）、‘白加賀、‘古城7、‘加賀地蔵’ぐ白加賀x‘地

蔵’）、‘白玉’、‘皆平早生’、‘改良内田、‘薬師’、‘八郎’、‘鶯宿’、‘紅さし’、‘養青’、

‘青軸’、‘児玉’、‘谷口紅梅’、‘東地紅梅’、‘花香味’、‘林州’、‘玉英’、‘奥野梅’、‘西

洋梅、‘太平’、豊後’、‘伊奈豊後’、‘二青梅’（台湾梅）、‘白粉梅’（中国梅）、‘南

高’の系統C、‘小粒南高’の系統C

‘白丑、‘織姫’、‘前

沢’、‘竜峡小梅

南部川村ウメ21研究

センター

‘新平太夫’、‘登一’、‘金熊寺’、‘十郎’、幅寿’、‘節田’、‘天神’、‘ジャンボ高田’、

‘南高’の系統B、‘小粒南高’の系統A

‘甲州最小’、‘信

濃小梅い光陽小梅

福井県園芸試験場 ‘稲積’、‘越の梅’、‘藤五郎ン、‘剣先’、‘南高7の系統A

西牟婁郡内のウメ園 ‘紅王’、‘パープル

クィーン’

日高郡内のウメ園 ‘南高フの原木、‘小粒南高’の系統B，D，E

試験1ウメ50品種の3遺伝子型
　5遺伝子型の分析は供試したウメ50品種からDNAを抽出して，

PCR法で行った．4月中旬に幼葉を採取しサンプル0，1gからD

NA抽出キット〔DNAeasyPlantMini（キアゲン社）〕を用い，

定法に従いDNAを抽出した．PCR反応は抽出したDNAを鋳
型とし，T＆o（2000）やYaegaki（2001）の方法を参考にした．使

用したプライマーはPru・C2（5’一CTATGGCCAAGTAAT　TA

TrC　AAACC－3’），Pru・C5（5’・TACCA　CTTCATGTAA　CAAC

T　GAG・3『），Pm・C4R（5’・GGATG　TGGTA　CGATT　GAAGC　G－

3一）の3種類でC2・C4R及びC2－C5の二つのプライマーセット

でS遺伝子型の識別を行った．反応溶液は20ng鋳型DNA，50

mMKC1，1．5mMMgC12，200FM　dNTP混合液，400nMプラ

イマー，0．25UTAKARAExTa璽pohmer＆se（宝酒造），最終容

量20F1にした．

第1図　供試したr南高」の採取地

試験2で供試した「南高」79樹の

採取地（37園地）を黒丸で示す．

　　　　　　　反応条件はC2－C4Rのプライマーのセットが94℃で1分，56℃で1分，72℃で

1分30秒の35サイクルで，C2・C5のプライマーセットは94℃1分，51℃で2分，72℃で2分の35

サイクルで行った．PCR増幅断片は1．0％アガロースゲルで電気泳動後，EtBrに染色し，310nmの

励起照射下で確認した．

試験2　‘南高’3系統の判定と小粒南高5系統の3遺伝子型

　和歌山県各地（39園地79樹）の‘南高’について試験1と同様にPCR法でS遺伝子型を調べた．‘南

高ヲ3系統と小粒南高5系統の5遺伝子型をPCR法により調べた．また，‘小粒南高’の系統Eと系統A

の花粉を‘南高’に受粉して結実の有無を調べた．
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試験3実生苗の自家和合性の選抜

　‘南高’（SI　S7）を種子親にした自家和合性の優良個体を育成するため，‘剣先ラ（SfSf）との交雑実生

57個体，‘地蔵’（83Sr）との交雑実生63個体を作った。これらの個体についてS遺伝子型を調べ，

一部の有望なF1個体（‘南高ラ×‘地蔵’25個体，‘南高’×　‘剣先’17個体）について結果枝に袋

掛けし，自家受粉するかどうか調べた．

結果および考察

試験1ウメ50品種の5遺伝子型
PCR反応によって増幅したDNA断片をアガロースゲル電気泳動で分画すると，S遺伝子座の中で

S6はC2・C4Rのプライマーの組み合わせで検出されず（第2図盛），C2－C5の組み合わせで検出された

（第1図・B，Yaegakieta1）．また，‘薬師’ではC2・C5のプライマーの組み合わせで約2500bp付近にバ

ンドがあり（第2図・B），‘信濃小梅’，‘登一’，‘十郎’，‘天神’にも2500bp付近でバンドが検出され，

これらは仮にS11とした（第1表）．S遺伝子は単一遺伝子座で複対立することが認められているが（八重

垣，2000），‘紅王’，‘稲積’，‘ジャンボ高田’，‘二青梅’では，一つの遺伝子座しか確認できなかった

（第2表）．PCR法によりウメ50品種でS遺伝子は10の遺伝子座を認識し，22の遺伝子型を示した。

また，小梅の系統はすべて訂の遺伝子座があるため，自家和合i生であることが判別でき，sl　S7の遺伝

子型を示したのは‘南高’だけであった．最近，田尾ら（2003）によると，2002年（TaoetaDに報告した

‘林州’，‘新平太夫’，‘地蔵’のS3遺伝子座はサザンブロット分析の結果，S3ではなく別の新しいS

遺伝子座であるとし，‘林州’のそれをSg，‘新平太夫’及び‘地蔵’のそれをS10とした。本研究では

サザンブロット分析を行ってないため，PCR法ではS3，S9，Slo遺伝子座を判別できず，全てS3で表

記した．このように、PCR法はS遺伝子型の判定に簡便であるが，それのみでは限界がある。そのた

め今後はサザンブロット分析や塩基配列を読むことも必要であり，分子レベルで得られた結果を受粉試

験で実際に確かめることも必要と思われる。

（A）C2｛4Rプライマーの組合わせ　　　　　　　　（B）C2鴫5プライマーの組合わせ

M1234567891011121314　M1234567891011121314

　S1　　　　53　　52　　　　　S7　　　　34　5旨

図2PCR法によるS遺伝子型の決定　　lane1‘南高’（SI　S7）2：‘地蔵’（S3Sf）

　　3：・NZ46・（S3S7）4：‘白加賀’（S2S6）5：‘加賀地蔵’（S3S6）．6：‘古城’（S2S6）

　　7：‘白玉’（S3S’）8：‘皆平早生’（S7＆）9：‘改良内田’（S3S4）10：‘薬師ヲ（SI　S11）

　　　11・八郎・（S8Sf）12：‘鶯宿’（SIS5）13：‘紅さし’（S7Sf）14：‘白王’（54Sf）

　　　　M：サイズマーカーλ／∫五nd皿＋EooRI
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第2表ウメ50品種の5遺伝子型
品種名 3遺伝子型　品種名 ，9遺伝子型　品種名 5遺伝子型

‘南高つ 51S7 ‘パープルクィーン’（小梅） 甜忌 ‘谷ロ紅ウメ’ 甜激
‘地蔵’ 53忌 ‘前沢’（小梅） 甜忌 ‘東地紅ウメ’ 砧甜
一NZ467（南高X地蔵） 甜37 ‘竜峡小梅’（小梅） 甜忌 ‘花香味’ 3757

‘白加賀’ 翫56 ‘紅王’（小梅） 紐 ‘節田’ 甜53
‘古城7 32衡 ‘信濃小梅’（小梅） 31157 ‘剣先7 忌忌
‘加賀地蔵》 5診56 ‘光陽小梅’（小梅） 甜忌 ‘天神’ 57511

‘白玉’ 5診激
‘養青’ 37激 ‘林州’ 3757

‘皆平早生’ S7忌 ‘新平太夫’ 5357 ‘玉英’ 甜甜
‘改良内田’ 5診甜 ‘登一’ 34511 ‘奥野梅’ 5ン衡
’薬師’ SIS11 ‘金熊寺’ 防忌 ‘ジヤンボ高田’ 9
一八郎’ 動激 ‘青軸’ 32品 ‘西洋梅’ 52S7
‘鶯宿’ 315み ‘稲積’ 段 ‘太平’ 32忌
‘紅さし’ S7忌 ‘越の梅’ 53激

‘豊後’ 32誌
‘白王つ（小梅） 甜段 ‘十郎’ 甜S11 ‘伊奈豊後’ 3257

‘甲州最小’（小梅） 甜忌 ‘藤五郎’ 5357 ‘二青梅’ S1

‘衣笠’（小梅） 酌忌 ‘福寿’ 馳衡 ‘白粉梅’ 53班
‘織姫つ（小梅） 砧忌 ‘児玉’ 品忌
（注）田尾らによると甜遺伝子型はサザンブロット分析により更に3つに分けられ，新しく3g酌0のS遺伝子座を報

　告している．本試験はPCR法のみしかおこなっていないため5祝碑0の識別はしておらず，以前のように53とし

　て扱った．

試験2　‘南高’3系統と小粒南高5系統のS遺伝子型

　和歌山県各地の39園地79樹の‘南高’について3遺伝子型を調べたところ，すべての‘南高’が原

木と同じ畠57の遺伝子型を示した（第3図）．次に，他の‘南高’3系統のS遺伝子型を調べたところ，

2系統（系統B，C）が原木と違う3遺伝子型を示した（第4図）．これら2系統は原木由来で接ぎ木増殖した

系統ではないと思われ，‘南高’では遺伝的に異なる系統があると考えられる．

　また，‘南高’の受粉樹としてよく利用されている‘小粒南高’5系統について3遺伝子型を調べる

と，各系統が違う3遺伝子型を示した（第4図）．今回調べた5系統はそれぞれ別の系統個体であると考

えられ，‘小粒南高’は多様な系統が存在するように思われる．また，‘小粒南高’の系統Aと系統Cで

は1500bpにこれまで報告されていないバンドが検出された（第4図）．このバンドを仮に励2とした。

本研究では試験1でも畠1のバンドが検出されたが，これらはnon・spectacなバンドである可能性も考

えられ，新しいS遺伝子型であるかどうかサザンブロット分析や塩基配列を読むことも必要であろう．

　枝に筋が入る特徴があり‘小粒南高’の枝変わりと考えられている系統Eは，‘南高’と同じ励θ7

の遺伝子型を示した．そして，‘小粒南高’の系統Eと系統Aの花粉を‘南高’に受粉したところ，系

統Aは結実したが系統Eは結実せず，系統Eは‘南高’の受粉樹に利用できないことがわかった（第3

表）．林（2003）によると，系統EはAFLP法によるDNA解析から作成した樹形図で，‘南高’系統Aと

‘小粒南高’系統Eは‘南高’原木に近い関係にある（第5図）．この関係は枝変わりの関係にある‘パ

ープルクィーン’と‘白王’の関係（廣畑1996）よりも近縁であることから，‘南高’系統Aと　‘小粒南

高’系統Eは‘南高’の原木由来の系統であると考えられる．
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M12345678910111213141516

第菖図和歌山県各地の衛高’樹5遺伝子型剰別

lane1：‘南高’原木（SI　S7）

2～16：和歌山県各地の‘南高’樹（SIS7）

　　M：サイズマーカーλ／伍ηd皿＋EcoRI

第3表　r南高」（SIS7）に対する結実

37

励

花粉親 受粉数 結実数 結実率（％）

‘小粒南高系統E（575’7） 340 0 0

‘小粒南高’系統A（S1572） 434 64 14．7

　　　　　　　　　　　　　572（1500bp〉

第4図　‘南高’3系統、‘小粒南高’5系統

　　　　のS遺伝子型判別

　　　　　　　　lane5＝系統A（θ1S12）

　　　　　　　　　6：系統B（S7S12）
‘小粒南高’

　　　　　　　　　7＝系統C（S3S7）

　　　　　　　　　8：系統D（SI　S3）

　　　　　　　　　9：系統E（SI　S7）

　　　　　　‘南高’原木

　　　　　‘南高’系統A

　　　‘小粒南高’系統E

　　　‘白粉梅’（中国梅）

　　　‘小粒南高’系統A

　　　　　　‘改良内田’

　　　　　　‘皆平早生’

パープルクィーン’（小梅）

　　　　　‘白王’（小梅）

　　　　　　　　‘白加賀’

　　　　‘二青梅’（台湾梅）

　　‘豊後’

第5図 AFLP法から導いたウメ12系統の樹形図
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試験3　実生苗の自家和合性の選抜

　　‘南高’（励37）を種子親にした‘剣先’（段段）との交雑実生57個体および‘地蔵’（甜5Z）

との交雑実生63個体を，PCR法でθ遺伝子型を判別し，第4表に示した．また，一部の有望なF1個

体（‘南高’×「地蔵」25個体，‘南高ヲ×‘剣先’17個体）について自家受粉したところ，＆遺伝

子を持つ個体は全て結実し，＆遺伝子を持たない個体は結実しなかった。このように3RNase分子マ

ーカーを使えば，自家和合性個体を選抜するのに利用できる．

第4表　　「南高』交雑個体の5遺伝子型の分離

種子親　　x　花粉親 交雑個体数

‘南高’G9137）x　‘剣先’娩5レ）　　22③51）　35（忌S7）

‘南高’（3157）x　‘地蔵③5診）　　17（忌S1）　6晩S7）　20（S153）　20（5357）

（）内はS遺伝子型を示す．

摘　要

本研究はウメ品種のS遺伝子型をPCR法により識別した．

1供試したウメ50品種から少なくとも10の遺伝子座を識別し，22以上の遺伝子型があることを認識

　　した．

2　和歌山県各地の‘南高’79樹のS遺伝子型はSIS7であったが，異なるS遺伝子型示す‘南高’が

　2系統あった．

3　‘小粒南高’5系統のS遺伝子型はそれぞれが違う遺伝子型を示し，‘小粒南高’は遺伝的に様々な

　系統があると考えられた．

4　‘南高’と自家和合1生個体（‘地蔵’と‘剣先’）の交雑個体の中で，自家和合性個体を班遺伝子

　の有無で識別することができたことから，θRN＆se遺伝子は自家和創生個体判別の分子マーカーと

　　して利用できることがわかった．
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Summary

The5しRNase　genotype　ofJ’apanese　apricot（」ρ卿．η冴θ1ηπ1ηθ）was　type（1by　PCR

l　The　PCR　analysis　suggest£（i　dlat50Japanese　apricot　species　have　at　Ieast103RNase　alleees

　an（10ver22genotypes．

2　1n　Wakayamaprelbcture，the3RNase　genotype　of79“Nankou”　culUvarsis313Z　andthatof

　another2is（1迅brentfヤom313z

3　PCR　analysis　of　the3RNase　of5“Kotubu－nankou”cultivars　reveale（i　that　each　one　has　a

　dist血ct　genotype，suggesting血at　“Kotubu－nankou”　cultivars　are　genetica皿y（1正艶rent・

4　PCR　analysis　of　the5しRNase　gene　of“Nankou”x　SeH｝compatible　cultivars（“Jizou”and

　　“Kensaki”）showed　a　distinct　diflbrence　between　selfcompatible　fヒom　selfhlcompatible　ones．

　The　result　sugesuted　that　in　actual　breeding，selfcompatible　cultivars　can　be　selecte（l　by　thetr

　3RNase　molecularmarke惹
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