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バイオテクノロジーを用いた地域植物資源の育種学的活用に関する研究

上野敬一郎*1 

要約

鹿児島県は九州の南端に位置し，南北約 600kmに及ぶことから様々な生物資源の宝庫である.本

研究では，鹿児島県を例として，地域特産作物を育種的に活用するため，地域植物資源の探索を行

い，微生物を利用した組織情養の改善・効率化と形質転換技術の開発ならびにイオンビームによる

突然変異を利用した品種改良技術の開発を行った.さらに，これらの技術を活用した実用品種の育

成を行い，育成品種の生産現場への普及を行うために，品種の保護技術と種苗供給体制について検

討した.

第 1主主では，鹿児島県下で発見された 2種類のヒガンバナ属植物について，形態的な諸特性や染

色体の核型分析からショウキズイセ (Lycoristraubii )とキツネノカミソリ (L.sanguinca )の

交雑種と推定し，その両親種と考えられる 2種の種間交雑，雑種実生の形態，染色体分析，両親種

の分布および開花期の調査を行った.これらの結果から，鹿児島県下で発見された 2種類のヒガン

バナ属植物は，ショウキズイセシと秋咲きキツネノカミソリの内然交雑により鹿児島県下で発生し

たことを証明した.

第 2章では，植物の組織惰養中に問題となる水浸状化について，多糖類産生の非病原'性細菌に着

目し，水浸状化回避に有効な Pscudomonassp. strain Fおよび ATCC保有の菌株の中から

Pscudomonas属および Bei・jcrinckia属の 2属4積の細菌について，細菌接種法による水浸状化回避

の効果を解析した.これにより，オレガノから単離した P. sp. strain Fと同様に，他の多糖類産

生非病原性細菌において植物の水浸状化を回避する効果が認められ，多糖類産生能により菌積の選

定が μJ能であることを示した.また，接種した非病原性細菌は植物体内において定着性と安定性を

示した.さらに，細菌接稀法の適用範同の拡大を目的に，P. sp. strain Fを本木性栄養繁殖作物

であるラズペリーに接積し，水浸状化回避効果を確認した.ラズペリーの栄養繁殖4系統に一度接

種した細菌は，長期間の継代惰養によっても安定して保持され，植物の順化率向上効果が認められ

た.これにより，細菌接種法が植物の科を越えた範阿で適用可能であり，この方法の実用化への可

能性が示唆された.

Agrobacterium tumcfacicns接種法によりシャクナゲの遺伝子組み換え植物を作出した.

A. tumefacicnsは病原性を取り除いたバイナリーベクターによる NPTn Ilと GUS遺伝子の両方を併

せ持つ系統で，シャクナゲの矯養植物の茎集部との共存培養を行った.接穏の 3'"'-4か月後，カナ

マイシン選抜塙地上で不定芽が形成され，植物体が再生した.NPT IIとGUS遺伝子の導入は， PCR法

とサザンハイブリダイゼーション法によって確認された.組織化学的な GUS活性解析から，導入遺

伝子は CaMV35Sプロモーターにより，全ての組織で恒常的に発現することが示された.形質転換

体の獲得率は 5%と低かったが，キメラを含まず，導入遺伝子の存在，発現活性および発現部位の

確認から，安定した形質転換系であった.ツツジ属における遺伝子組み換え技術の確v.により，花

色や形態的な特性改変の他，耐寸ニ性や耐暑性等環境ストレスに対する適応性の改変に活用可能と考

えられた.

第 3主主では，交配を介さない形質付与の手法として，輪ギク‘神馬'を対象にイオンビーム照射

による変異誘発技術について検討した.まず，キメラの発生がなく変異誘発当代から変具体の選抜

と品種育成が pI能な変異誘発システムを構築した.さらに，低温開花性と無側枝性に肴目し，この

変異誘発システムを用いたイオンビーム照射により， ‘神馬'から無側枝性の‘新神'と‘今神'

を育成した.この 2品種は無側枝性を獲得したものの，低温遭遇により開花が遅延し，無側枝性と

低温開花性の 2つの特性を併せ持つ変具体は選抜できなかった.そこで， ‘新神'にイオンビーム
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の再照射を行い，低温開花性の選抜を行うことにより，無側枝性と低温開花性の特性を併せ持つ変

異体の選抜が可能となり， ‘新神 2'の育成に至った.変具体の選抜を行う際，その特性選抜の他，

D:l"A量の測定は重要で、あり，特に再照射による段階的な特性改良を行う場合は， D~A 量の減少して

いない変具体を選抜する必要性が示された.

第4章では，育成品種における品種識別マーカーの開発と種苗供給システムを構築した.これに

よって，品種の保護と管理および種苗の増殖と安定供給を実現し，生産現場への普及と切り花生産

の安定化，さらに鹿児島県育成品種の全国への展開が可能となった.

このように，地域植物資源を対象としたバイオテクノロジーに関わる様々な技術は，探索・活用

に始まり，種苗増殖および品種育成を通して地域産業の振興に結びついてきた.また，植物組織培

養に微生物を活用する細菌接種法は，エンドファイト様の機能を解析することにより，総合的病害

虫管理(IPM: Integrated Pest Management)等，実用技術への発展が期待される.さらに，イオン

ビーム照射による変異誘発技術によって実用品種を育成し，全国での救矯に発展することができ

た.この成果は，全国の「イオンビーム育種Jの指標となっている.これらの技術が，各地域の様

々な植物資源における新たな品種育成，増殖・種苗供給および知的財産権を含む保護等育種学的な

活用として今後の研究発展に役立つことが期待された.

キーワード:イオンピーム・核DNA量，再照射，植物体再生，無側枝性キク
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緒論

地域植物資源の活用

我が国は，北海道から小性原諸島もしくは琉球列島に

至る亜寒帯から亜熱帯の気候のもとで多くの遺伝資源

*1 現農政部経常技術課

があり，地域生物資源活用大事典(藤巻， 1998) では，

地域の活'性化に役だっ希少，未利用，新資源，地方品穏

を含め，植物資源 253穏が掲載されている.これらの中

には食用作物はもとより，染料や繊維原料作物，薬用植

物，観賞用植物および森林資源が含まれ，地域植物資源

が衣食住につながり円本のえ・化に結びつくものである

ことが示されている.一方，国際的には生物多様性を守

り，遺伝資源を持続的に利用していくための枠組みとし

て， i生物の多様性に関する条約 (Conventionon 

Biological Diversity;CBD:1993) J が発行され，~肯

屋市で開催された同条約の締約国が集まる生物多様性

条約第 10回締約国会議 (Conferenceof the Parties 10; 

COPlO: 2010)は記憶に新しい.この中で， 1)遺伝資源

の採取・利用と利益配分 (ABS: Access and Benefit 

Sharing) に関する国際的な枠組みの策定， 2)生物多

様性が失われる速度を 2010年までに減少させるための

i2010年目標Jの検証と新たな「ポスト 2010年目標j

の策定等が議論され，海外の遺伝資源利用については厳

しく規制や規定されるに至っている.これらの情勢を含

め，国内の地域植物資源についてはその重要度がさらに

高まっていると言えよう.

地域植物資源と園芸利用 ~鹿児島県を例として~

鹿児島県レッドデータブック(鹿児島県， 2003)によ

ると，鹿児島県は九州の南端に位置し，火山や島瞬を含

み，県域が東西約 270km南北約 600kmに及ぶことから

様々な生物資源の宅庫と言われている.県下には学術的
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にも価値がある南限種，北限種および固有種が多くみら

れ，植物約 3，100種を含め，多種多様な野生動植物が生

息・生育することが報告されている.これらの申には，

オリエンタルリリーの代表品種である‘カサプランカ'

を始め，ユリ類園芸品種の交雑親として用いられてきた

テッポウユリやタモトユリ，ウケユリが含まれる.また，

街路樹や庭園花木として広く利用されているクルメツ

ツジは，江戸時代から品種改良が行われ(赤司， 1919) ， 

その源流は霧島性ツツジ類とされる(倉重・小林， 2008). 

さらに，鉢花や庭園花木として利用される西洋シャクナ

ゲの中でも屋久島交配品種と言われる品種群の交雑親

には，媛性で草姿に優れる屋久島シャクナゲが用いられ

てきた.このように，現在の様々な園芸品種の交雑親に

鹿児島県ならびに九州の固有種や内生種が用いられて

きた.

一方， 2011年現在，鹿児島県の農業産出額は 4，000

億円を越え全国 4位に位置し(鹿児島県農政部， 2012) ， 

南の食糧基地として消費者ニーズに対jぶした「かごしま

ブランドJをはじめ，安心・安全な食の供給を図り， r食

と農の先進県j を目指している(鹿児島県農政部，

2012) .また，農業産出額の部門別構成比は，畜産 57

%，耕種 41%となっており，耕種部門においてサツマ

イモ，サトウキピ，茶，露地野菜，花き類等の畑作物は，

全国上位の地位を占めている(鹿児島県農政部， 2012) . 

これら多数の品目に対して，主要作物類は国(独法)の

品種育成と連携を図る他，水稲，花き類，¥'1.類等の野菜，

果樹等では交雑育穏を含めた品種改良を進め，主要作物

の系統選抜や地域適応性の高い優良品種の育成を図つ¥

ている.

バイオテクノロジーの活用

このような，多品目を対象とした育種試験において

バイオテクノロジーの活用場面を探るため，著者らは地

域植物資源の探索，種苗増殖の効率化，および突然変異

による特性改良等を検討し，実用品種を育成することに

より，これらの技術の有効性を実証した.また，育成品

種の普及を目的として，品種保護や種苗供給体制につい

て検討し，許諾システムと安定した積首供給体制によ

り，全国での栽培を実現した.

本研究で、は鹿児島県の多様な地域植物資源のバイオ

テクノロジーによる育種学的活用を例として，鹿児島県

下で発見されたヒガンバナ属新種の成立解明による地

域植物資源の探索と活用，細菌の共生関係を利用した培

養植物の水浸状化抑制法による組織培養法の改良と分

子育種への応用，およびイオンピーム照射による突然変

異育種の地域特産作物への適用について検討した.さら

に，この手法で育成したキク新品種の全国展開への方

策，問題点，およびその将来性について行政的観点から

も考察した.

第1章では，ヒガンバナ属植物を例に，鹿児島県下で

発見されたヒガンバナ属新種の成立解明を通して，地域

植物資源の探索と活用について検討した.ヒガンバナ属

は中国雲南省を起源中心地とし，朝鮮半島を経由して分

布を拡大した春出葉型と台湾・南西諸島を経由して分布

を拡大した秋出莱型の両種がある(栗田， 1998) .鹿児

島県下にはその両種が自生することから，ヒガンバナ属

植物分布の二次中心地と言える.これらから向然交雑に

より発生した新種の起源を解析し，花粉貯蔵や匹橋養の

検討から種間雑種育成に向けた技術の開発を行った.

第2章では，非病原性の多糖類産生細菌に着目し，植

物と細菌類の共生関係を利用した組織培養中における

植物体の水浸状化抑制法の検討およびこの手法を遺伝

子組み換え技術へjぶ用し，バイオテクノロジーにおける

微生物の活用法について検討した.特に，組織培養を利

用した種苗生産や供給の際，植物体が水分過剰で水浸状

化を呈し順化効率が低下する.このような問題に対し

て，細菌接種法 (Shettyら， 1995)を活用し，その効果

が認められる菌株に加え，同様の効果を示す菌株の探索

を行い，水浸状化回避効果を検討した.また，接種した

菌の植物体中における定着性や宿主範囲の拡大を解析

し，実用面での活用の可能性を論じた.

ツツジ属についてこの章では，屋久島交配、ンャクナ

ゲの品種である‘パーシーワイズ、マン'を用いて遺伝子

組み換え技術の開発を行い，木本性栄養繁殖作物の品種

改良手法として技術の確立を検討した.

第3章では，近年従来の放射線より高エネルギーを局

所的に付与し，広い変異スベクトルと高い変異率が得ら

れるイオンビーム照射 (Tanakaら， 2010)に着目し，輪

ギクを例に栄養繁殖作物におけるイオンビームを用い

た突然変異育種法(永富， 2003)と，実用品種育成に向

けた技術開発について検討した.栄養繁殖作物について

も育種の基本は交雑によるが，特に高次倍数性作物であ

るサツマイモやサトウキピの場合，品種育成場所では毎

年数千~数万個体の交雑実生から，長期間にわたる選抜

・育成プログラムが実施されている.このような栄養繁

殖作物について，交雑を必要としない品種改良の手法と

して，遺伝子組み換えの他，放射線照射等による突然変

異育種が挙げられる.これらは，基本的な品種特性を維

持し，新たな特性を付加できる点で極めて有用な手法で

ある.しかし，実用レベルの優良変異個体を得るために

は，交雑育種と同程度の個体数から選抜・育成する効率
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の良い培養系と選抜手法が必要である.本章では，第 2

章で開発した組織培養の効率化に関する知見を基礎と

し，第 1章の細胞組織科学的知見を基に，核 DNA量の選

抜への利用を図るとともに，有効な選抜手法の開発によ

り，輪ギク実用品種の育成を通してイオンビーム照射の

育種的利用法の確立について検討した.

第4章では，本研究により育成した輪ギク新品種の普

及・展開を図る上で育成者権の保護と種苗供給体制が課

題となる.そこで，品種識別 DNAマーカーの開発の他，

本県育成品種の許諾システムや種苗供給体制を検討し，

育成品種の普及と全国展開について論じた.また，突然

変異や遺伝子組み換えによる品種育成は，基本的に従属

品種となることから，育成者権を保持していない品種に

ついては変異誘発の対象とできないという問題がある.

そのような場合の対応策として民間企業との連携・共同

について検討した.

本論文の研究成果から総合考察では，地域植物資源の

探索と活用の成功事例として鹿児島県種子島特産の「安

納いもJを取り上げ，その地域ブランドとしての発展過

程を論じた.また，茎頂培養における内生菌の存在を提

起し，第2章の細菌との共生関係による矯養効率向上の

他，エンドファイト様の機能性付加について論じた.さ

らに，イオンビーム照射によるキクの品種育成を通し

て，イオンビームによる突然変異育種と今後の展開につ

いて論じた.

第 1章 地域植物資源の探索と活用

一鹿児島県下で発見されたヒガンバナ属新種の

成立解明を例としてー

緒 言

地域植物資源には植物本来の分布拡大により，円本国

内に自生しているものの他，人の手によりもたらされ，

定着し伝来種として存在するものも数多く含まれてい

る.古くは稲作の伝搬をはじめ，茶や椿も薬用および工

芸作物としてもたらされ，日本に定着した作物である.

甘藷は江戸時代に琉球王朝から寄贈され，種子島で栽培

に成功し円本令ー国に広がり，多くの飢僅を救ってきた歴

史がある(かごしまさつまいも小辞典， 2005) .また，

全国各地の畦畔や墓地に分布するヒガンバナは，食用，

薬用として渡来し，救荒作物として広がった(松江，

1994)とされている.本論では，地域植物資源の中から

ヒガンバナを例にその探索と活用について論じた.

Lycoris属植物は，中国から円本にかけて 15種ほど

分布しており，我が国には5種が内生もしくは半内生し

ている (Fig.1-1-1 A-E) .なかでも鹿児島県下には豊

富な自生が見られ，いわば Lycoris属植物の二次中心地

といっても過言ではない.その当地において，新しい系

統と思われる 2種類の Lycorisが見出された.

これらは，故大野一矢氏(鹿児島県根占町)が県内の

Lycoris属を収集した際に選抜し，数年前から L.

traubi i Traub. (ショウキズイセン)の選抜種として

‘オオスミ'と‘ベニサツマ'という品種名で市販され

るに至っている.花色は前者が樺色で後者が朱紅色であ

り花色以外の形態的な差具はほとんど見られない (Fig.

1-1-1 F， G) . 

著者らは県内をくまなく調査した結果，これらが薩摩

半島南端の鹿児島県山川町を中心とした地域に限定し

て向生していることをつきとめ，さらにその形態，花色

素，花粉稔性および核型分析などの調査により，両者が

同一起源の雑種，つまり L. sanguinea Maxim. (キツ

ネノカミソリ)とム traubiiの交雑によるものである

と推定した(野添ら， 1978;上野ら， 1983) . 

本実験では，これらの成す.を実証するため，

L. sanguineaとL.traubiiの人為的な交雑を行い，両

親種とこの 2系統の Lycoris，ならびに得られた交雑実

生について形態学的，細胞学的な観察から比較検討を行

った.また，L. sanguineaとム traubiiの内然交雑の

可能性を探るため，両種の分布ならびに開花期について

の調査もあわせて行った.

なお，本報では新しい系統の Lycorisを以下 L. sp. 

と示すこととし，花色が樺色 (strawcolored)の方を

L. sp. A，朱紅色 (vermilion)の方をム sp.Bと示す

こととする (Fig.1-1一1F， G) .また，稲街山 (1953)

はショウキズイセンを L. aurea 11巴rb.と表記している

が， 日本産と中国産の黄色ヒガンバナを別種とした

I1ayward (1957)の分類に従って，ショウキズイセンの

学名は，L. traubiiの学名を採用した.

材料および方法

1 交雑実験

Lycoris traubiiには染色体数 2n=12，13および 14

の3種類が知られているが (Bose，1958; Bosc'Flory， 

1963;稲荷山， 1953) ，鹿児島県下のものはほとんどが

2n=13型であり，よく結実する.また， 2n=12および2n=14

型の配偶子がいずれも 1種類の核型，すなわち前者が

5V+1R型，後者が 4V+3R型の配偶子を生じる(稲荷山，

1953;竹村， 1962) とされている.この例に準じると

2n=13型は 5V型と 4V型の配偶子をあわせもっと考えら

れ，後代に 2種類の核型を期待しうることから，交雑親
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としては 2n=13型の ム traubiiを用いた

また，L. sangu in印は 7 月中旬~8 月上旬に開花し，

Fig. 1-1-1 Charact巴risticsof Lycoris species in 

Kagoshima. 

A; L. radialc (2/)=33)， B; L. albif}ora (2/)=17)， C; L. 

squamigera (2/7=27)， 0; L. traubii (217=13)， E; L 

S817gll117ea 

(2 /7=22)， r; L. sp. A (2 17=17)， G; L. sp. B (2 /)=18) 

L. traubilは9月中旬~下旬に開花するため，開花期

に2か月近い差がある そこで，L. sanguineaを花粉

親とする場合は，開花期に花粉を採集し，デシケーター

(シ リカゲ、ル入り)中で室温乾燥後， -20
oCの低温条件

下で貯蔵したものを交雑に供した.これに対して L.

traubiiを花粉親として用いる場合は，秋咲き性の L.

sanguinθ8が新しく見つかったのでこれを母木とした

これら秋咲き性の L.sa刀gUlneaは， 1981年以降著者ら

の調査で九州中部から南部にかけて分布することが明

らかになったもので，特に鹿児島県産のものは L

traubiiと開花期が完全に一致するため，新鮮な花粉に

よる交雑が可能であった.なお，花粉の低温貯蔵の影響

を確認するため，交雑する前に予め新鮮および貯蔵花粉

の発芽率を次の方法により調査したすなわちホーノレグ

ラスに発芽培地(グルコース 10%，寒天 1%)をとり，

蒸留水を 1滴滴下した上に花粉をまき，保湿した状態で

20
oC， 24時間培養して花粉管の伸長した花粉粒を計測

した.

交雑は露地育成植物を母木とし，開花直後の関前前に

除雄し，受粉後に袋がけを行った受粉 1~l. 5か月後，

種皮が黒色を呈した完熟した時点で採種した.
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2 核型分析

体細胞染色休の観察は，根端を前処理として 0.05%

コルヒチン溶液に 6時間侵漬し，固定せずに 1N-I1C1で

50
oC， 50秒間解離した後，酢酸オルセインによる押し

つぶし法(田中 ・浜， 1951)により行い 3 竹村 (1951)

の報告に従って核型分析を行った.

結果および考察

1 両親穏と L. sp. の核型

Lycoris sanguinea は 22 木の棒形染色休

(rod-shapcd chromosomc) を持ち ，2n=13 型のム

traubiiは 9木の V型染色休 (mctaccntricchromosomc) 

と 4木の棒状染色休をもっており (Fig.1-1-2 A， B， 

Tab1c 1-1-1) ，これは稲侍山 (1953) ， Bosc (1958) ， 

および Bosc・F10ry (1953)の報告と同様で、あった.他

方，L. sp の染色体数は，樺色の L. sp. Aが 2n=17，

朱紅色のム sp. Bが 2n=18で，前者の核型は 5木の V

型染色休をもっ 5V+12R型，また，後者のそれは 4木の

V型染色体をもっ 4V+14R型であった (Fig.1-1-2 C， 0， 

Tab1c 1-1-1) 
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Fi~ 1-1-2 Seria1 arrangcmcnt of the somatic 

chromosom巴sat mctaphas巴 ofLycoris species 

A; L. sal7gui/7ea (autumn flOW8ri時 tYP8.

217=22=22R). B; L. traubii (217二 13二9V+4R)，C; L. 

sp. A(2n=17=5V+12R)， D; L. sp. B (2n=18=4V+14R) 

T .bl. 1.1.1. Chromo，o血e山 田b町 田dkaryotype of Lycoris 

No.of 
Species皿 dhvbrids ln Karyotype seedlings 

exa血 ined
L. sanguinea 22 22R::: 
L. rraubii 13 9V'+ ~R 

L. sp.A 17 5V + 12R 
L. 'p. B 18 4V + 14R 

17 5V + 12R 
L. zrauoii X 18 4V + 14R 
L. sanguinea 18 5V + 13R 

18 4V + 13R +戸

17 5V +12R 11 
18 W + 14R 1 
18 4V + v，.; + 12R 2 

.: R = rod shaped (te! ocen町田dacroc田 tric)chr叩 osome，
;.-V =metac回 tric皿 d日bmetacentricchr凶 1050由 ε
Xr=v町ysm a11 rod-shapεd chromoso由民

:;: V = metacentric chromosome partially de1eted 

L. sQnguineax 
L traubii 
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周知のように，Lycoris属植物のうち雑種起源により

成立した種としては，L. albiflora Koidz. がある.こ

の種の核型は 5V+12R型であることから， 22R型の

L. radiata Herb. ver. pumi1a Hort.と10V+2R型の，

L. traubii聞の種間交雑により発生したものと推定さ

れ(稲荷山， 1931， 1932， 1953) ，実際に両種を交雑す

ることによって，その発生起源が実証された(竹村，

1962) .すなわち，減数分裂の際， 22R型の L.radiata 

ver. pumilaは11R型の， 10V+2R型のム traubiiは5V+1R

型の配偶子をそれぞれもつことから(稲荷山， 1953) ， 

両穏の交雑種は両者の配偶子の和，つまり ，L. 

albifloraと同様の 5V+12R型の核型をもつことにな

る.この例に準じて考えると， 9V+4R型の L. traubii 

からは減数分裂により 5V+1Rと4V+3Rが 1: 1の割合で

できる.これが L. sanguineaからの配偶子 llRと受精

にあずかると，雑種は 5V+12R型と 4V+14R型の核型をも

つことになる.著者らが観察したム sp.の2種類の核

型は，この考えの正当性を示唆している.

2 交雑実験

Lycoris traubiiを母木とし L. sanguineaを花粉親

とした交雑は 1981年9月に，また L.sanguineaを母木

としム traubiiを花粉親とした交雑は 1983年 9月に行

い，両交雑で雑種種子を得ることができた (Table

1-1-2) .なお，両交雑における結実率は，L. sanguin印

を母木とした場合の 30.1%に比べて，L. traubiiを母

木とした場合は 7.3%と極端に低かった.この違いは，

母木とした

L. sanguinθaの結実性が L. traubiiのそれより高いこ

とに起因するとも考えられるが，花粉の新鮮さの違い，

すなわちム traubiiXL. sanguineaの場合は発芽率 60

%程度の貯蔵花粉を，また，L. sanguinea X L. traubii 

の場合は発芽率 96.5%の新鮮花粉を用いたことも関与

していたと考えられる.

いずれにしても，正逆交雑で種子が得られ，未発芽の

種子を含むものの雑種個体が得られたこと(データ省

略)は，両種は交雑する機会さえあればたやすく交雑し，

雑種が生じることを示唆している.

3 交雑実生の外部形態

Lycoris traubiiの実生苗は莱先がとがり，葉幅が中

央で広く，広線形の葉をしており ，L. sanguineaの実

生苗は莱先が丸く，菜幅は一定で帯状の業をしている

(Fig. 1-1-3) .このような両種の特徴は，開花株の莱

にも同様に認められる (Fig.1ート4).このほか，出莱

期，葉の光沢および葉長/葉幅比など他の諸形質におい

ても，実生首と開花株の特徴は同じで、あった(データ省

略).これらのことは Lycori・s属植物の場合，葉に関す

る諸形質が植物の齢によって変わらないことを意味す

る.

つぎに，正逆双方の交雑において得られた交雑実生

は，生育の極端に劣る個体を除くと形態的な個体間差は

ほとんど認められなかった.またこれらの業は，先端の

形と莱幅が両親種ム sanguineaとL.traubiiの中間的

形質を示していた (Fig. 1-1-3) .これは Fig. 1-1-4 

に示したム sp. の場合と同様である.さらに，実生の

出莱期，菜の光沢，莱先の形および莱長/莱幅比などの

形態的特徴は，L. sp. のそれとほぼ同じであった(デ

ータ省略).これらのことは，L. sp. AおよびBがL.

sanguineaとム traubiiの交雑によって生じたとする

著者らの推測を裏付けるものである.

4 交雑実生の核型

Lycoris traubiiXL. sanguineaの組合せから得られ

た実生の内訳は， 5V+12R型 5個体， 4V+14R型 3個体，

5V+13R型の異数休 1個体，および 4V+13R+1r型で 1本

の棒状染色体に欠失を生じたもの 2個体であった (Fig.

ト 1-5，Fig. 1-1-6， Table 1-1-1) .これに対して，L.

sanguinea X L. traubiiの組合せからは， 21傾体の実

生が得られたが，そのうち染色体を観察したのは 14個

休であった.これらの核型と個体数は， 5V+12R型 11個

体， 4V+14R型 1個体，および 4V+1v+12R型で 1木の V

型染色体に欠失を生じたもの 2個体であった (Fig.

1-1-6， Table 1-1-1) . 

これらのことから，得られた交雑実生の中には，具数

体や一部の染色体が欠失して染色体異常をきたした個

体が，調査した 25個体中 5個体 (20%) とかなり高い

頻度でみられるものの，これらは生育が著しく劣ってい

ることから自然界では消滅したと考えられる.そして，

これらの交雑から基本的には L. sp. AおよびBと同様

の2種類の核型 (5V+12R型および 4V+14R型)が生じる

ことが実証された.

5 両親種の分布と開花期

以上述べたように，ム sp. AおよびBはム traubii

とL. sanguineaの交雑後代実生と出莱期，外部形態お

よび核型が一致し，両種の自然交雑によって成立したと

する著者らの仮説が支持されたことになるが，問題は両

種の自然開花期が大幅に具なる点、で，両種の開花期がい

つ，どこで一致し，どのような形で自然交雑が行われた

のか，説明が困難である.そこで，上述した実験と併行

し九州における L.traubiiとL.sanguineaの分布，な

らびに開花期についての調査を進めた.その結果，前者

は一般に知られるように，主に九州|の南西海岸沿い，特
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A D 

Fig. 1-1-3 Comparison of 1caf shapcs among 

sccd1ings of L. traubii， L. sanguinca and thcir 

intcr-specific hybrids. 

A; L. tr8ubii (2n=13)， B;ム s8nguin('s (2IF22)， C; L. 

tr8ubii X L. s8nguillo8 (2IFI7)， D;ム tr8ubiiX L. 

S81l!iuille8 (2IFI8)， E; L. S81lgllillo8 X L. tr811bij 

(2IFI7)， r; L. s8nglllnc8 X ム tr8ubii(2n=18). 
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Fig. 1-1-5 Photomicrograph of thc somatic 

chromosomcs in root tip cc11 of intcr-specipfic 

hybrids (L. traubii X L. sangui・nea). 

A-l，2; 21F18二 4V+14R，B-l，2; 2/F18ニ4V+13R+lr. Arrow 

indicatcs very small rod-shaped chromosomc. 

[65J 

.
，
‘
・
・

L
3

a
a
-
-
-
-
a
 .
.
.
 
，

a
-
-
-

a・・・・・・司

a---a"
司

aa--------

a
-
a
-
a
a
-
-
a
・
a.

，‘

.. 

.. ，

a
E
a
-
Z
a
m
-
-
E
.

，
 

•••• 

-a.，
a-a
・・・"・・・・・・
E--a-

aa-----a'a .. 

‘
 

..••. 

，
a------

SE--.
，
a--aana--

，
 

•..•.• 

S
a
a
-
-
-
a
-
-
a
-
-
-
-
-
E
-
-
-
-
-

a----a-------a ... 

，
 
... 

‘‘

aa-----

---a-----a .. ，
E
 
..... ，
a--a
・・・・・

2

・'・・

a
-
-
-
a
E
-
a
a
-
-
-
-
-

a
a
-
-
a

・f

・-
-
-
a
・、，

a刷

、t
'
a
'
E
E
I
・
e・-，
aEE.

‘E
・
E
・-

E・、，e
・.. ，a.
，aa，
 
.. ‘
 

•• 

E-EE--aza
，
 ... ，，
as--a-

、tt
‘，
l
'
・E
'
'
E
V
-
-
1
i
'
'
e
・g-
・・1
'

，，、
a・‘
.. ，
 
.. ，，
t-E.
，.，，
fe--

‘.，‘
2

・‘，
aa

，t
，‘、‘‘，
s

，.. 
，E・E・---aa--
，a・.、、，・
aEaEZ
，a-

A

B

C

D

E

F

G

 

Fig. 1-1-6 Scria1 arrangem巴nt of thc somatic 

chromosomcs at mctaphasc of hybrids bctwccn L. 

sanguinca and ム traubii.

A-D; L. tr8ubiiX L. s8llguil108， E-G; L. s8llguillC'8 X 

L. tr811bii. 

A; 2/FI7=5V+12R， B; 21l=18=4V+14R， C; 2IFI8=5V+13R， D; 

21F18= 4V+13R+lr， E; 2IFI7=5V+12R， f'; 21l=18=4V+14R， 

G; 21l=17ニ 4V+1 v+ 12R. 
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 Fig. 1-1-7 Gcographica1 distribution of L. 

sanguinca and L. traubii on thc is1and of Kyushu. 

聞 ;L. s81lgllille8 (summer Ilowering type)，口 L.

S81lgllil108 (autunm Ilowcr ing typc)， @; L. tr8ubii. a; 

Sagan， villagc in Kumamoto prc[ccturc， b; Takachiho town 

in ¥1iyazaki pre[ecture， c; Kagoshima city in Kagoshima 

prc[ccturc， d; Chiran town in Kagoshima prc[ccturc， c; 

Yamagawa town in Kagoshima prc[ccture 



スミ'と‘ベニサツマ'は，それぞれム sp. AとBで

あるが，これらは L. traubiiの選抜種としてつけられ

た品種名であり，これらについても正式な種としての発

表はなされていない.

これらの Lycorisがいずれも種として発表されなか

った大きな理由のひとつは，繰り返し述4たように，L.

sanguineaとL. traubiiの開花期が大幅に異なり，自

然交雑の可能'陛が低いと考えられていたことに起因す

る.しかしながら，前述のよう斗こ鹿児島県下で両種の自

然交雑の可能性が短めて高いことが示唆され， しかも，

両種の人為的な交雑から得られた実生は，L. sp. Aお

よびBと核型が一致し，形態的にも類似するもので、あっ

た.以上の結果から判断すると ，L. sp. は秋咲きの

L. sanguincaと9V+4R型のム traubiiとの自然交雑に

より，鹿児島県下で誕生したと考えるのが最も妥当であ

ろう.

2014 第 8号鹿児島県農業開発総合センター研究報告

に鹿児島県下に多数分布し，開花期は 9月中旬~下旬の

秋咲きであった (Fig.1-1-7) .それに対し，後者は九

州の北~中部の山間部じは多いものの，鹿児島県下では

一般に霧島から高隈山系に自生し，その開花期は 7月中

旬~8 月上旬の夏咲きで、あった.
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これらの結果から，現在この新しい系統の Lycoris

はム sanguin聞とム traubiiとの自然交雑による雑種

起源の種，L. Xrubroaurantiacaとして栗田は自身の

しかしながら， f<ig. 1-1-7.に示したように 1982年に

至って著者らは熊木県球磨郡相良村 (a)および宮崎県

西臼杵郡高千穂町 (b) で，形態的には夏咲きの

ム sanguln回とほとんど変わらない，秋咲性 (9月上

旬~中旬咲き)L. sanguineaの存在を確認した.

に調査を進めることにより，個体数は圧倒的に少ないも

のの，それは鹿児島県下にも及んでいることが判明し

た.具体的には， 1983年に鹿児島市皆与志町 (c)およ

び川辺郡知覧町 (d)で，翌 1984年には揖宿郡山川町(巴)

でさらに遅咲きの秋咲き系統(9月中旬~下旬咲き)が

自生もしくは民家の庭先に植栽されているのを見出し

た.特に L. sp. AおよびBが濃密に分布する山川町成

川で秋咲きのム sanguincaが見出され，

近隣の集落ではまったくそれが見出されなかった.

さら

しかも成川の

(ヒガンバナ属の分類

http://www5e.biglobe.ne.jprlycoris/taxonomy-3.ht 

ml) で整理し，秋咲き性の L. sanguincaについても秋

咲き性の分類群(taxon) を与たi木研究の結果が周知

ホームページこれらのことは，分布ならびに開花期のいずれから

みても，鹿児島県の自然条件下で，特に薩摩半島最南端

の山川町成川一帯で両種の自然交雑がおこり，新しい雑

種の Lycori・sが発生したことを示唆するもので、あった.

traubiiの球根に混入していた

朱紅色の Lycorisをアケボノショウキランという名で

紹介している.この Lycorisについて，竹村(私信)は

花色，花粉稔性および核型からム sangui刀四と 8V+6R

traubiiとの交雑により生じた雑種と推測し，

X rubroaurantiaca Komatsuzaki"の学名で，小松

崎氏と共に新種の発表を行う予定であった.ところが，

小松崎氏の死去にともない，この Lycorisは正式に種と

して発表されないまま現在に至っている.

一方，米国では正式に種として発表されていないが，

ム“cinnabarinam"という Lycorisが知られている.こ

れは前述の Lycorisと同様に， 日本から輸入した L.

traubiiの球根の中に混じっていたもので， Wi 11 iams 

(1983)はこの Lycorisについて，花色が朱紅色で核型

が 4V+14R型であり，花粉稔性が低いことから，竹村と

同様に L.sanguinθaと8V+6R型の L.traubiiとの交雑

により生じた雑種と推測しているが，開花期などの違い

から人為的な交雑種であろうと報告している.

これらのことから，アケボノショウキランと L.

cinnabarinam"の両者は朱紅色の花色をもっ 4V+14R型

のム sp. Bと同ーと考えられる.また，前述の‘オオ

されるに至っている.

本主主では，地域植物資源としてヒガンバナ属植物を

例に鹿児島県下で発見された Lycoris属新種の成立解

明を中心に論じた.一般に知られているヒガンバナ

(L. radiata Herb. )は 3倍体で，ほとんど結実す

ることなく分球により旺盛に増殖することから，中国大

陸から渡来し，救荒作物として人の手により分布を拡大

したものと推察される.それに対して種子でも繁殖する

traubiiは南西諸島

種の分類について

小松崎 (1961) はム

型のム

“L. 

6 

τ

てU
4

q

z
混
語

L. sanguineaは全国の山野に，L.

から九州の沿岸部に日本の固有種とじて分布しており，

ム sp. Aおよび Bは両親種の分布の接点で誕生した.

鹿児島県内のこれらヒガンバナ属植物を収集した故大

野一矢氏の意志を継ぎ，鹿児島県南大隅町根占の南大隅

農園では，ここで取り上げた 2種のヒガンバナを含め

て，ヒガンバナ属植物の球根生産が行われている.また，

同農園では結実した種子から実生を育成し，得られた個

体を選抜して新たな品種として生産販売が行われてお

り，多数の種苗会社のカタログにより全国に販売されて

いる.このようにヒガンバナ属植物は地域植物資源とし

て活用され，地域興しの素材として利用されるに至って

し、る.



膨
F
-トF

上野:バイオテクノロジーを用いた地域植物資源の育種学的活用に関する研究

第2章種苗増殖における組織培養法の改良と

バイテク育種への応用

栄養繁殖性作物ではウイルスフリー化や優良系統の

種苗供給を目的として，茎頂培養による増殖が行われて

おり，組織培養関連産業において増殖の効率や安定化は

種苗生産コストに直接結びつく重要な課題である(大

津， 1994) .また，遺伝子組み換えや変異誘発等バイオ

テクノロジーを用いた研究開発や品種育成においても，

組織培養の効率化や安定化は成功に導く重要な課題と

いえる.ところが，組織培養において再生植物が培養容

器中でブk分過多となり水浸状化を呈する場合が数多く

認められ，その多くは正常な生育を示さず順化が困難

で，培養効率の低下につながっている.また，栄養系の

クローン増殖を行う上で，変異やキメラの発生は生産す

る種苗の品質に関わることから，安定した培養系の作出

が必要である.木章では，栄養繁殖作物を対象として，

非病原性の細菌を用いた水浸状化回避による組織培養

法の改善と育種への応用，ならびにキメラ発生回避につ

いて論じた.

現在，バイオテクノロジーは遺伝子・タンパク質・

酵素レベルへと深化・融合し，医学・薬学・工学といっ

た様々な分野で応用が図られている.農学分野において

も機能解析や遺伝子診断等への応用が図られ，環境や育

種部門での実用化や生産現場での活用が行われている.

このような実用化や活用を図る上で，組織培養の効率化

や安定化はその基盤となる.

木章では，まず，多糖類産生の非病原性細菌を利用

した組織培養の効率化と安定化を目的として， ATCC(The 

American Type Cu1 ture Collection)から複数の菌種を

選択し， 7-"浸状化回避機能を検証した.次に，接種した

細菌の植物体内における定着性と持続性について，植物

体内の残存性による確認と水浸状化回避機能を指標に

検証を行った.さらに，宿主範囲の汎用性として，科の

異なる植物種を用いてその機能を検証し，植物組織培養

産業での実用性を検討した.一方，多糖類産生の非病原

性細菌という点で共通する，Agrobactθriumを用いた遺

伝子組み換えの栄養繁殖性木本植物への適用を通して

育種場面での活用について併せて検討した.

第 1節 多糖類産生土壌細菌によるオレガノ組織培養

における水浸状化制御法

水浸状化(ヴィトリフィケーション)は，組織培養

による植物のクローン増殖を行う際の生理的な障害と

なっている (Deberghら， 1992; Hakkarrt . Vers1uijs 
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1983; Keversら， 1984) .水浸状化した植物は，膨張

し肉厚となり，半透明で脆くなりやすい特徴がある.

Keversら (1984)は，この生理的な異常が，植物体内

の水分過剰に起因し，組織の葉緑素欠乏や木質化の低下

を引き起こすと報告しているこのように組織培養中の

水浸状化は，培養植物の順化や生育の障害となること

から，再生効率低下の原因と言われる (Bottcherら，

1988; Phan . LeTouze， 1983; Satoら， 1993; Sh巴tty

ら， 1995; Zimmerman・Cobb，1989) .組織培養中の水

浸状化を回避し，クローン増殖における効率や品質を向

上させる方策として，培地中の糖質濃度の増加

(Rugini， 1986; Zimmerman . Cobb， 1989 ) ，培養中

の照度変更 (Sutter・Langhans，1979) ，ゲ、ル化剤濃

度の改変 (Bornman. Vogelmann， 1984; Deberghら，

1981; Zimmerman . Cobb， 1989) ，培養湿度の低減

(Bottcherら， 1988) ，および BactoPeptoneやその

分子量別の添加 (Satoら， 1993) により改善が検討さ

れたが，その効果は限定的で、有効な対策には至らなか

った.

Shettyら (1995;1996a， b)は，オレガノ (Origanum

vulgarθ) の試験管内培養から水浸状化を回避する多糖

類産生の特異的な細菌 (Pseudomonassp. )を単離した.

この Pseudomonassp. を接種することにより，組織培

養により栄養系で増殖し，クローン化した複数系統のオ

レガノに対して， 10"'15日後には水浸状化を回避する

ことが可能で，接種後の植物体は，水浸状化した植物体

と比較して，水分含量が低下し，葉緑素およびポリフェ

ノール含量が増加して正常な生育を示した.そして，こ

のんθudomonassp. 接種法による水浸状化の回避率は

90%以上となり，オレガノの複数系統でその効果を確認

できた.この手法を用いることで，栄養繁殖作物の優良

系統を効率よく大量に増殖することが可能となり，クロ

ーン増殖植物の順化効率やその後の生育向上に有効で

あると考えられた.

このように，この Psθudomonassp. とオレガノの特

定系統を用いて，植物と根圏微生物(細菌類)の水浸状

回避効果が検証された (Shettyら， 1995; 1996a， b) . 

そこで，本試験では，アメリカのジーンパンクから多糖

類産生の非病原細菌を入手し，これまでの報告に基づい

て水浸状化の回避効果を比較することにより，菌種の選

定と水浸状化の回避効果を検証した.

材料および方法

1 供試した細菌系統

本試験で供試するため，以下の細菌系統をアメリカ
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ジーンパンク (ATCC:The American Type Culturc 

Collection， Rockville， Md.)から入手した.これらの

系統はいずれも士壌から単離された菌体外に多糖類を

産生する細菌類である.

• Pseudomonas mucidolens ATCC 4685， 

• Pseudomonas sp. strain ATCC 31461， 

• Pseudomonas stutzez・iATCC 31258， 

• BeiJcrinckia indica ATCC 21423. 

上記 4系統にオレガノの水浸状化回避能力を示す

Pseudomonas sp. strain F (Shettyら， 1995)を対照

として加え，実験に供した.また，B. indicaは複合多

糖類を産生する植物共生性の士壌細菌である.

これら-Pscudomonas属菌種は，菌体の消失を避ける

ため， :'-IA (nutricnt agar; Sigma Chcmical， St. Louis， 

Mo. )培地もしくは YMA(ycast cxtract-manni tol agar; 

Goldsら， 1990)府地で，B. indicaはYMA楕地で 25

oc， 48---60時間塙養後， 50Cで冷蔵保存した.

2 オレガノの組織府養と菌の接種

本試験では，以前の試験 (Shcttyら， 1995)から得

られたオレガノの嬬養系統 0-1を用いて，種々の細菌類

の効果を比較した.培養植物は， lmg'L-1 BAP 

(6-bcnzy laminopurinc) ， 3 %ショ糖， 0.3%ジェラン

ガム (SigmaChcmical， St. Louis， Mo.)を含む MS矯

地 (Murashige• Skoog 1962)で、継代精養を行った.南

地は pH5. 8に調整後， 1210C， 15分間で加圧滅菌した.

植物体を置床した、ンャーレは200C連続光下(40jJmol'm-2 

・S-I) で培養した.

オレガノ 0-1系統は， 30 A間隔で分枝した、ンュート

を切り分け，継代培養することにより増殖と維持を行っ

た.継代培養の 30A後，オレガノ 0-1系統の分校した

茎頂部を含むシュートを切り取り，自ij述の 5
0
Cで保存し

ていた種々のバクテリアの菌体コロニーに切断した基

部を接触させ，菌の接種を行った.接種したシュートは，

1. 5%のショ糖を含んだ 1/2濃度の MS培地に置床した.

各処理は 1シャーレあたり 7つのシュートを置床し， 4

反復で行った.そして， 30日間塙養後に，水浸状化に

関連する生理的な要素として，ポリフェノール，葉緑素，

水分の含量および植物体の生育量を比較した.

3 水浸状化関連の生理的指標

水浸状化した培養植物体および細菌接種法により水

浸状化を回避した璃養植物体について，ポリフェノール

含量，葉緑素含量，水分含量および新鮮重を測定した.

a. ポリフェノール含量

ポリフェノール含量は， Chandler• Dodds (1983)の

方法により計測した.新鮮重約 50mgの塙養植物体を

2.5 mlの 95%エタノールに浸演し， -20'Cで 48時間保

存後，各サンプルを TissueTearor (Biospec. Products， 

Racinc， Wis. )で細断し， 13，000gで8分間の遠心分離

を行った.その上澄み 1mlを試験管 (16X 100 mm) に

とり， 1 mlの95%エタノールと 5mlの蒸留水を添加し

て捷枠し，各試験管に 0.5mlの 50%フォリン試薬

(Folin-Ciocal teu reagcnt)を加え静置した. 5分後，

1 mlの 5% Na2C03を添加し， 十分に撹持した後，60 

分間静置した.その混合液を 95%エタノールをブ、ラン

クとして分光高度計 (Gencsysspcctrophotometcr: 

Spcctronic， Inc.， Rochcster， :'-1. Y. )を用いて， 725 nm 

における吸光度を測定した.検量線は，測定時毎に 95

%エタノールに溶解した様々な濃度のgallicacidの吸

光度から新鮮重あたりのポリフェノーノレ含量 (mg/g

frcsh wcight)を算出し，乾物あたりの含量についても

あわせて算出した.

b.柴緑素含量

総集緑素含量は， I1ipkins . Bakcr (1986)による分

光光度法により測定した.士者養植物から新鮮重約 50mg 

の柴切片を 5mlサンプル管にとり， 3mlの 100%メタ

ノールを加え，蒸散を防止するためラップでカバーして

室温暗黒下で 2時間抽出した.各サンプルは捷枠後，メ

タノール抽出液の吸光度 (650nm ， 665 nm)を測定し

た.総菜緑素量は，以下の式で、示すようにメタノール 1

mlあたりの重量で‘算出した.

総葉緑素=25. 8 X A650 + 4. 0 X Aoo5 (問・ml-1
)

さらに，葉緑素含量は，以下の式で示すように，各外

植片の新鮮重 1gあたりの量に換算した.

葉緑素含量=[ (築緑素 μg・メタノール ml-I
) X メタ

ノール 3mlJ・(生重 g-l) . 

c. 水分含量と植物体の生育

水分含量は，重量測定済みの乾燥容器に，新鮮重 150

mgの嬬養植物をとり， 1050
Cで2時間乾燥後，デシケー

ター中で 30分間冷却し，乾物重を測定した.さらに，

1.5時間後の乾燥容器の重量に変化のないことを確認

した.そして，以下の式により新鮮重 100mgあたりの

水分量として算出した.

水分含量=[(生重一乾物重)・(生重)→J) X 100 (mg) 

植物体の生育は，反復毎に総生体重を個体数で割り，

1個体あたりの重量で示した.

d. )1固化にともなう評価

以下の手順で培養植物の順化能力を検定した.

細菌接種の 30日後，水浸状化したものおよび細菌接

種法により水浸状化を回避したシュートについて，ホル

モンフリーの 1/2濃度の MS培地に移植し，発根させた.
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30日後，発根した植物体はパーミキュライトに移植し，

高湿度 (100%)状態を維持するため透明プラスチック

で覆った. 5日後，穴の開いたプラスチック・カバーと

取り替え，さらに 2日間被覆した後，カバーを完全に取

り除いた.その後，植物体は 25"C，湿度 80%で 16時間

日長下の温室に類似した室内環境に置いた.

順化は各処理ごとに 7""'15個体を供試し，各シュー

トの水浸状化数を目視により確認するとともに， )1慎化の

1週もしくは 3週間後，湿度環境の変化において生存し

ている個体数を計測した.加えて，各植物体の生育量を

5段階(枯死，停滞，生育小，中，大:一， ::t， +， ++， +++) 

で評価した.

結果および考察

細菌接種法により細菌を接種後の植物体の状態は，

莱が暗緑色で不透明になり，剛性があるのに対して，無

処理区では，脆く，徒長し，ガラス質で淡緑色であり，

無処理区の葉緑素含量は， Kevers ら， (1984)および

Shettyら (1995)が報告した 600""'700・E・g-lの水浸

状化を示す低葉緑素レベルと同程度であった (Table

2-1-1) .また，~ての細菌接種処理区で，植物組織中

の水分含量は無処理区より低下した (Table2-1-1) . 

P. mucidolcnsとP. sp. strain ATCC 31461接種区で

は，P. stutzcri， B. indica，もしくはオレガノから単

離した P.sp. strain Fより植物組織中の水分含量の低

下程度は少なかった.Kcversら (1984)および Shetty

ら (1995)は，この水分含量の低下が，水浸状化を回避

した植物の順化率向上に必須であると述べている.さら

に，植物組織中の水分過剰は水浸状化した組織を示すー

っの指標であり，木質部におけるリグニン合成レベルの

低下に関連することを示すとともに，異常な水分過多を

生じ，結果的に脆くなることを示唆した.

Pscudomonas mucidolcns， P. sp. strain ATCC 31461， 

およびP.stutzeriを接種したオレガノのポリフェノー

ル含量は，新鮮重ベースで無接種区の1.8 mg/gから 2.6

""'2.8 mg/gとなり，増加が認められた (Table2-1-1) . 

そして，P. sp. strain FおよびB.indicaを接種した

植物の 30日後のポリフェノール含量は， 4.6""'4.8 mg' 

g-I となり他の処理区より高かった (Table2-1-1) . 

Shettyら (1995)が又 sp. strain Fを接種した際の

ポリフェノール含量は，無接穂区で 7.0mg・g-I，接種区

では 10.2mg.g-Iであり，そのレベルと比較すると本実

験のポリフェノールレベルは低かったものの，前報

(Shettyら， 1996a) と同様に接種によるポリフェノ

ール含量の増加が認められた.

一方，P. mucidolens， P. sp. strain F，および Z

indica接種区のポリフェノール含量は，P. sp. strain 

ATCC 31461および P.stutzeri接種区より，乾物重ベ

ースで有意に向上した (Table2-1-1) .この結果は，

全般に水浸状化を回避した状態でオレガノのポリフェ

ノール含量が向上するという従来の報告 (Keversら，

1984; Shettyら， 1996a) と一致するものであった.こ

れら種々の多糖類産生細菌と関連するポリフェノール

合成量の増加は， Darvill . Albersheim (1984)および

Ebel (1986)が報告したエリシター法により植物におけ

る二次代謝産物合成が増加する事象と類似している.ま

た， Kcversら (1984)が示唆したように，本実験の結

果は水浸状化を回避した組織におけるリグニン合成に

必要なポリフェノール代謝の転流制御と関与している

と推察される.

細菌を接種した植物体の葉緑素含量は，未接種区よ

り増加し，P. mucidolens， P. sp. strain ATCC 31461， 

および P. sp. strain F接種区の葉緑素含量は，P.

stutzcriおよび B. indica接種区より高かった

(Tablc 2-1-1) .葉緑素含量の増加は，光合成能力の

向上につながることから，生長促進およびストレス耐性

に関与し，順化後の生存率の向上に結びつくことを示し

ている (Tablc2-1-2) .一方，未接種区の場合，低葉

緑素含量や高水分含量が IAA(インドール酢酸)等の植

物ホルモンレベルの上昇を引き起こした可能性が考え

られ，ここで観察されたような徒長を伴ったことを示唆

している.さらに，ポリフェノールやリグニン合成に対

する代謝産物の転流を減少させ，その結果，茎が脆くな

り，水質部組織の保水力の低下に至るものと考えられ

る.従来の報告では，低葉緑素レベルが水浸状化した組

織と関連しており (Bottcher ら， 1988; Kevers ら，

1984; Shettyら， 1995) ，本実験の細菌を接種した全

処理区で葉緑素含量の増加が認められたことは，水浸状

化における傾向に相反する結果として現れた.

Pseudomonas sp. strain F (Shettyら， 1996a)の

ような多糖類産生細菌は，水浸状化を回避する一方で，

植物体の生育も抑制した.しかしながら，P. mucidolens 

および P.sp. strain ATCC 31461を接種した植物体の

生育は，その抑制程度がより少なかった (Table2-1-1). 

ここで用いた細菌は，いずれも接種により植物体の生育

を抑制したが，それは節聞が短くなることに起因してお

り，肢芽の分枝による増殖効率は宋接種区と同程度であ

った.このように，生育量に関わらず，次の継代培養の

際に，切り分ける分枝数や節数から判断して，多糖類産



[70J 鹿児島県農業開発総合センター研究報告 第8号 2014 

Table 2-1-1. Average water content in control and bacterially inoculated or巴gano

shoot explants from clonal line 0-1 30 days aft巴rtrcatment. 

ATCC Total chlorophyll 
mg of water in 

Phenolics 
P! ant growth 

Trea世nent
(mglg [fresh wtJ 

100 mg oftissue mg!gσresh wt) of μg泡(企ywt)of (biomass) 
No of tissue) 

mean (STD) tissue 1lssue (mg/repli cate) 
mean (STD) m阻 n(STD) mean (STD) 

Control (No bacteria) 698 (56) 91.2 (0.9) 1.8 (0.1) 20.7 (1.3) 465 

Pseudomonas mucido/er 4685 1.102 (42) 89.2 (0.4) 2.8 (0.2) 26.2 (1.9) 243 

Pseudomonas sp. 31461 1.040 (59) 88.5 (0.8) 2.6 (0.2) 22.2 (1.3) 264 

Pseudomonas stutzeri 31258 888 (155) 84.2 (0.8) 2.8 (0.2) 17.7 (1.3) 159 

Beijerinkia indica 21423 906 (41) 85.3 (0.7) 4.6 (0.2) 31.5 (1.1) 99 

Pse!ldomonas sp. F 1.048 (35) 85.9 (1.0) 4.8 (0.5) 33.8 (3.7) 130 

Table 2-1-2. Evaluation of normal d巴vclopm巴ntand acclimation in soil of control and 

bacterially inoculated or巴ganoshoot explants of lin巴 0-160 days after treatment. 

Tre.a凶lent ATCC 
NO.of ~'O of shoots 

0" survival after acclimation Plant vigor after 

explants hyp町hydrated
3 weeks of 

No 1 week 3 weeks acclimation ・
Control (No bacteria) 15 93 100 ーi3、 」ー

Pseudomonas mucido/ens 4685 15 。 100 93 +十+

Pse!ldomonas sp 31461 15 。 100 93 ++ 

Pse!ldomonas Stlltz白'1 31258 15 46 100 93 ++ 

Beiierinkia indica 21423 守J 。 100 100 + 

Pse!ldomonas sp. F f J 100 86 -'-'-

" Plant vigor; + low vigor;十+midium;+十+high VigOL Each experiment had about 15 plants i clonalline i trea回目t

生の P mucidolc17sや尺 sp.strain ATCC 31461を接

種した場合，P sp. strain r接稀と同様に， I分な増

殖効率と 水浸状化を回避する効果がある ことを示して

いる.多くの場合，P lllucidolc17sおよび P sp. strain 

ATCC 31461 を接穂すると，櫛物休の生育や節附伸長の

抑制が P sp. strain r接穐より穏やかで、，植物休の

情養が容易になることからより効果的といえる した

がって，組織箭養て、大量地'ii宣を行っている企業特におい

ても，P. lllucidolc17sや P sp. strain ATCC 31461な

どの菌穏は，水浸状化を減少させ増嫡の最適化が可能と

なることから，目視による緑色の変化と生育の抑制程度

は，菌穏を選定する上で1の効果的な指標となると与えら

れた.

順化実験から，P lllucidolc17s， P sp. strain ATCC 

31461，および P sp. strain rの接積は水浸状化を抑

制し，植物休の活性を促進する ことから，効果的であっ

た(Tablc2-1-2) .これらの細菌接積により，他積の

士斉養植物で、行う ような一般的な温室等の条件下で，士存養

容器外の段j克に容易lこIi国)，t:でき，過大な環境制御をわう

Fi~ 2-1-1. Surviving of or巴ganoclonc 0-1日ftcr3 

IVccks accl imation following trcatmcnt wi th v日rlous

bactcrial spccics to rcducc hypcrhydricity. 

Conlrol， uninoculalcd conlrol; a， fそ mucido]cns;b， 

尺seudolllonassp. slrain ATCC 31461; c， P stulzcj'j; d， 

B. indica; r:， Pふcudolllonassp. slnJin r:. Aflcr baclcri，，] 

lrcalnll'nl， Lhc cloncs IVcrc cndoscd wi Lh a lnlllsparcnt 

plastic covcr [01' 1 wcck bcforc suclclcn CXpOSU1'C 10 1'oom 

LcmpcraLurc ancl humidily concliLion. 
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必要のないことが示された (Fig.2一1-1) これらの結

果は，環境に対する植物の順化能力が，細菌の接種と密

接に関与していることから，培養環境下の植物は，外的

環境に効率的に順応するため，このような有益な細菌を

必要とし，無菌植物では生育活性やストレス耐性が低下

することを示唆している.

水浸状化を回避するため，前述のように様々な手法が

試行されてきたが，簡便さに加え，既存の施設や培養条

件の変更が必要ないこと，および水浸状化回避効率の安

定性から，細菌接種法が最も効果的といえる.また，本

実験で供試した細菌種では，P. sp. strain Fで得られ

た結果 (Shettyら， 1995) と同様の効果が得られ，そ

の効果の持続性や接種植物の培養中に培地にしみ出す

細菌の様相から，細菌の定着性が確認された.特に，P. 

mucidolensもしくは P.sp. strain ATCC 31461を接種

した培養植物は，接種した菌の定着性が確認され，生育

の減少は 40~50%にすぎなかった (Table 2-1-1)こと

に加え，未接種区と同数の節数が得られることにより，

増殖率の減少は認められない.さらに，このオレガノと

細菌の相互関係は，水浸状化の基礎的なメカニズムを解

析する有用な手段として重要であり ，P. sp. strain F 

における報告 (Shettyら， 1995; Shettyら， 1996a) と

同様，水浸状化の回避と多糖類が密接に関与しているこ

とが複数の菌種で示された.

このように，菌接種による生育抑制にみられるデメ

リットは，増殖率を考慮することで解決でき，水浸状化

回避によりストレス耐性や順化効率の向上が期待でき

ることから，非病原性の多糖類産生細菌を用いる細菌接

種法は，*浸状化の問題を解決する有効な手段といえ

る.今後，この細菌接種法の適用範囲の拡大や実用化を

検討するにあたり，本実験で良い結果をもたらした又

mucidolens， P. sp. strain ATCC 31461および P.sp. 

strain F等を用いる予定である なお，組織培養によ

る増殖で、水浸状化が重大な問題で， )1慎化率の向上が求め

られているラズペリーについては，本章の第 3節でその

詳細を検討した.

第2節 再接種不要の細菌による水浸状化制御法の検

証

Shettyら (1995) は，オレガノの培養植物に対する

P. sp. strain Fの接種により水浸状化を回避する方法

を開発するとともに，これらの効果が，多糖類産生性と

密接に関与していることを明らかにした (Shettyら，

1996a， b) .さらに前節では，数種の多糖類産生土壌細

菌を用いて，水浸状化の回避とその効果を検証し，菌種

の適用拡大に向けた検討を行った.その結果，これらの

多糖類産生細菌を接種することにより，オレガノの培養

植物では接種後1O~15 日程度で、水浸状化を回避し，植

物体が正常化するとともに， )1固化効率が向上し，優良系

統の増殖体系に活用可能であることを示した.

木節では，前節で、行った非病原性多糖類産生細菌類の接

種による水浸状化の回避効果が，再接種を行わずに長期

間の継代培養で維持されることを確認するとともに，細

菌の植物体内における定着性を検証した.これにより，

継代培養毎に再接種する必要がなくなることから，実用

化での増殖体系に大きな利益をもたらすことが期待さ

れる.さらに，培養植物の生育や増殖率を考慮すること

により，実用化を想定した細菌接種法の検証を行った.

材料および方法

1 供試した細菌系統

第2章第 1節に準じる.

2 オレガノの組織培養と菌の接種および接種し

た培養植物の維持

第2章第 1節に準じて行い，接種後の植物体は，維持

・増殖のため， 1 mg.L-1 BAP， 3 %、ンョ糖， 0.3%ジェ

ランガムを含む MS培地(以下回一BAP培地)で継代培養

を行った.

各処理には，反復として 10個体置床したシャーレを

少なくとも 6枚ずつ用いた. 30 日後，生育し増殖した

植物体について，水浸状化に関連する生理的な要素とし

て，ポリフェノール，葉緑素，水分の含量および植物体

の生育量を比較した.接種した植物体は， 1回目の増殖

後，再接種を行わずに MS-BAP培地で継代培養し， 30日

間隔で8固まで継続した.そして，水浸状化に関連する

生理因子を各回の継代時に測定するとともに，未接種区

についても同様の継代培養を行い，比較対照とした.ま

た， 578回の継代培養後，細菌の培養で用いられる YMA

培地 (Goldsら， 1990)上に継代する培養植物の、ンュー

トを置床し，培養物から細菌がしみ出すことにより細菌

の存在と定着性を確認した.

3 水浸状化関連の生理的指標

水浸状化した培養植物体および細菌接種法により水

浸状化を回避した培養植物体について，第 2章第 l節と

同様に，ポリフェノール含量，葉緑素濃度，含水量およ

び生重を比較した.なお，得られた結果は，独立した 3

サンプルの平均値で示した.

a. ポリフェノーノレ含量

第2章第 1節に準じた方法で、行った.

b.葉緑素含量
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第2章第 1節に準じた方法で行った.

C. 水分含量と植物体の生育

第2章第 1節に準じた方法で、行った.

d. I1固化にともなう評価

第2章第 1節に準じ， j!者養植物の順化能力を検定し

た.継代培養の 30fl後，水浸状化したものと細菌接積

法により水浸状化を回避した個体の両方を，発根培地と

してホルモンを含まなし、 1/2濃度のMS培地に置床した.

15 fl後，発根率と根長を測定し，パーミキュライトへ

移植した培養植物は，室温で 16 時間円長，湿度 85~90

%の条件で順化した.

順化 10日後，培養から容器外へ移した環境変化の中

で生存している植物体の数を計測し，各個体の根長と生

育量を 5段階(根長:発根なし， 3mm以下， 3~ 6mm， 

6mm以上;生育量:枯死，停滞，生育小，中，大:一， ::t， 

+， ++， +++) で評価した.

結果および考察

接積後の植物体は，多回数の継代橋養後でも，再接

種なしで水浸状化の回避が ~I能であった.これらの植物

体は，暗緑色で不透明となったのに対して

(Fig.2-2-1a-c) ，末接種の対照区では，植物体が脆く

徒長し，ガラス質で淡緑色を呈しており (Fig.2-2-1d)， 

水浸状化に特徴的な外観を註していた.7回および 8回

の継代培養した植物体について，水浸状化関連因子の解

析を行った.その結果，~ての細菌接種処理区で，継代

回数に関わらず，オミ接種の対照、区と比較して水分含量が

低下していた (Table2-2-1) 

接種区のオレガノ培養植物におけるポリフェノール

含量は，P. stutzeriを除き，新鮮重ベースで明らかに

上昇し，乾物重ベースでも P.stutzeriを除き，ポリ

フェノール含量の有意な増加が認められた (Table

2-2-2) . 

接種後再接種を行わずに 7回・ 8回の継代培養した

植物体の集緑素含量は，未接種の対照区と比較して高く

なった.ポリフェノール含量と同様，全ての接種区で継

代培養中の植物体における葉緑素濃度は，未接種区より

高く ，P. stutzeri接種区を除き，乾物重ベースでも接

種区の葉緑素濃度は，有意に向上した (Table 2-2-3) . 

植物体の生育を調査した結果，再接種なしで8回の

継代矯養後，全ての接積区で新鮮重と乾物重の両方が減

少した (Table2-2-4) .このように生育が抑制された

一方で、， 30 日培養後の展開業数は，いずれの接種区に

おいても未接種の対照区と同程度で，生育量の減少は，

節間伸長の抑制に起因していた (Fig.2-2-1a-c) .組

織塙養による増殖は腕芽の分枝により行うことから，節

数すなわち展開莱数が変化しないことは，増殖率が変わ

らないことを示している.また，未接種の対照区の植物

体は，継代培養で植物体を切り分ける際に，集や茎が脆

く壊れやすいのに対して，接種区から得られた植物体

は，ピンセットで挟んだ際に茎が折れることはなく，物

理的強度が増していた.

5~8 回の継代培養後，植物体をバクテリア用の YMA

窮地に置床し，切断した茎の基部から菌体がしみ出すこ

とにより接種菌の存在を確認した.P. stutzeri接種区

では，継代培養した一部の植物体で，水浸状化の状態に

戻る個体が認められ，このような個体は， YMA矯地に置

床した際，細菌の増殖がないことから，植物体内の細菌

密度が低下していると考えられた.

本実験で，接種区と未接種の対照区における順化 10

H後の生存率は，それぞれ 95%以上と 85%となり，処

理区の差は認められるものの， 70%の割介で水浸状化個

体を含む未接種区でも高い生存率を示した (Tablc

2-2-5) . Shcttyら(1995)の報告では，接種区と米接

種区でフk浸状化していない正常個体の割合は，それぞれ

90%以上と 50%以下となり，順化 1遡間後の生存率は，

i正常個休の割子?と一致していた.この生存率の違いは，

順化環境が湿度 85%~90%の夏期の高湿時期であった

ことによるものと推察された.一方，B. indica接種区

では，再接穏なしの長期継代栴養によっても，十分な発

根が得られず，植物の生育は抑制された (Tablc2-2-5) . 

以上のように，従来の研究結果 (Shettyら， 1995， 

1996a) と同様，細菌接種法で水浸状化を回避すること

が可能で、あり，複数の菌穏で再接種なしに長期間同様の

状態を維持することが可能であった.また，水浸状化し

ていない正常個体では，植物体の水分含量の減少が特徴

的に認められることはcvers ら， 1984; Shettyら，

1995) ，水浸状化を回避する過程で，ポリフェノール合

成が促進されるという従来の報告 (Kevcrsら， 1984; 

Shcttyら， 1995) ，さらに，葉緑素含量の増加と順化

率が向上すること (Shettyら， 1995)などの点で一致

する結果が得られた.加えて・，植物体の生育は， 8回の

継代情養で抑制されたが，培養期間中の展開莱数に変化

がないことから，分枝による増殖に用いる節数は減少せ

ず，増殖率は低下しなかった.そして，このような水浸

状回避に関わる柴緑素濃度やポリフェノール含量，植物

体の生育量，および発根率等で菌種により差が認めら

れ，その安定性や持続性から P.muci dol ensおよび P.

sp. strain Fの接種が効果的であった.

このように，P. mucidolensや P.sp. strain Fの
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ような多糖類産生細菌を一回接種することで，再接種す

ることなしに継代培養で維持され，水浸状化を回避し，

順化率が向上することから，組織培養による種苗生産現

場に実用上有効であることが示された.

さらに，水浸状化を回避した植物体組織において，

高濃度のポリフェノール含量とパーオキシダ}ゼ活性

は密接に関連し (Phan. LeTouze， 1983) ，種々の多糖

類産生細菌類の接種によるポリフェノール合成の増加

は，エリシターとしての刺激による植物体内における二

次 代謝産物の合成を促進すること (Darvill. 

Albersheirn， 1984; Ebel， 1986; Dixon • Larnb， 1990) ， 

そして，これらのことが水浸状化した植物体のリグニン

合成とポリフェノール代謝制御に関与していること

(Keversら， 1984) が報告されている.本試験におい

ても，細菌の接種により水浸状化を回避した植物体は，

ポリフェノール含量が増加し，茎や葉の剛性が強化され

Table 2-2-1. Average water content in oregano 

(clonal line 0-1) shoot explants after the seven 

and eight subcultures following inoculation with 

various bacterial species. 

Tr.誼血目t w・世町in100mg出血.'乞 [SD('四 g)J・

7血 cvcle E也cvcle

C田trol(No bacteria) 89.3 (01) 87.3 (1.7) 

P. mucido/rms 85.9 (1.1) 79.5 (0.η 

Pseudomono.r sp 83.0 (0.9) 77ヴ (1.3) 

P. stutze円 84.3 (04) 80.4 (1.2) 

B. indica 82.6 (0.5) ヲ9.6 0.0 

Pseudomona.s甲 E 83.0 (0.3) 81.3 。.0
* Numbers也par血血e日 sindicate st血 darddeviati聞

Table 2-2-2. Average total phenolic content in 

or巴ganoshoot cxplants after thc seventh and巴ighth

subcultured following inoculation with various 

bactcrial species. 

T問aIm回t T。回1chl国司地yll(μ.g/gtis阻 e)

7出町cl. S也可cle

FW DW F¥1i DW 

C田tro1(Nobact田a) 593・1 5.6・1 709・1 5.6・1"'

p， mucidole出 1，246 "3，.~ 8.8 ・3 1，326・3 6.5・3

PstzUdomonl田中 1.234 "3，叫 ;.2・2 1，340・g 6.0・2

P.stw:eri 937 "1 6.0・1 912勺 4.6・1

B. indicQ 1，168 ・ョ 6マ・2・2 1，434ち 7.0・3

Ps田uiomo皿E 平ー F 1，367・4 8.0・2・3 1，321ち 7.0・3

*1 
D皿C掴"皿叫tiple.田ge test..FW倉田hweigh~DW 企yweight

リグニン合成の促進に結びつくことが示された.このこ

とは，二次代謝産物や細菌の産生する多糖類のエリシタ

ー効果によるものと推察され，耐病性や環境耐性に結び

っくエリシター効果を導くような菌種を選抜すること

により，実用化に向けた活用が期待される.

なお， YMA培地上の植物体から接種した細菌がしみ出

すことにより，接種した細菌の植物体内における定着性

と長期間の持続的な存在を確認した， Perryら (1998)

は，細菌が残存する植物体を抗生物質で処理し除菌する

ことにより，水浸状化が再現することを確認し，細菌の

存在と水浸状化が密接に関連することを検証した.

今後，接種した細菌類の定着性や安定性を明らかに

するためには，接種した細菌の植物体中における組織部

位別の分布状況を細胞学的に確認するとともに，順化後

一般栽培における定着持続性の確認が必要であると考

えられた.

Table 2-2-3. Average total chlorophyll content in 

oregano shoot explants after the seventh and eighth 

sbcultured following inoculation with various 

bacterial species， 

O.oof. ''Oof曲鋪
lI;o回f田rvi'¥'叫

T，田園田t 1'10. of 
、哩胆ー formati国

〈叫gor)
由同血ts hvdricitv 。血多h)

al国 IOdays
accl回薗個

C四~oI(J減。 b副田a) 20 ヲ0 1舶(+++) 8S (-) 

P.mllCidolf11U 20 8S (叫) 1田(-)

Psoudomon園甲 20 1佃(+) 1曲(+)

P..srUlZoi 20 10 1曲(+) 1田(++)

B. inaiCQ 20 10 (ー〉 9S (+) 

PSlludomonas甲 F 20 100 (+) 1田(++)
R∞.1回世田間淀+金制(<3 mm); ←皿e<ium(3~ 皿皿); .，.....+1岨 g(>6 mm) 
四国t吋g町;:weak; ...Jowvigor，キ-rmrdiUlb;ー++IUgh吋E町

Table 2-2-4. Averagc plant growth of oregano shoot 

cxplants after the scventh and eighth subcultures 

following inoculation with various bacterial 

specles. 

Tr目立nent T国 alpru盟olics

7也町d. S也cvde

{田昌gFW) (μ.g'gDWヲ (阻害!gFW) ω，8'gDW) 
C田町01(No bac国;母 2.5・1 23.6・1 3.0・1 23.3・1

P.m出t~lø町 7.5・4 52.8・4 6.6・4 32.2・3

Ps血~冊目岨:S sp. 72・4 42.4・3 6.6・3，・4 29.8・2，*3

P. stutzo1 3.5・2 222・1 4.2・2 21.5・1

且 1四量皿 5.6・3 32.2・2 5.7・3 27.9・2

Ps釦~m四QS sp. F 8.7・4 51.3・4 6.1・3 32.6・3

*1-叫 M帽 IS似1胴 吋by也es副后田F町田;p包eRnotsi伊incarnlydi百旨回

at the 5% Ie\'叫 by Dt皿由・smultil和閣g.回 FW量品、首位~DW釘weigl注
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Table 2-2-5. Evaluation of normal plant 

development and acclimation in soil of multiple 

subcultured control oregano shoot explants from 

clonal line 0-land of explants inoculated with 

various bacterial species， 15 days after growth on 

50~ Murashige and Skoog-hormone-free medium and 

being transferred to soil. 

Treatment Plant grow也(皿giplat<)

ith cycl< B出 cvcl~

Control (No bact<ria) 983・3 80i .~ 

p， mucido/el1S 253 "2 2i3・3

Pseudomonas sp. 264ぞ 198で

P. stulZe円 106吋 237可

B. indica 122・i 131・1

Pseudomonas sp. F 2il勺 21-lで

円-*4:¥1<血 sfollow<d by血esa皿 e日 P町 rscnpts町 enot significantly 

d庄町四tat也e50ω<v<l by Duncan's multipl<-range t<st 

a 
a除

b 

Fig. 2-2-1. Shoot growth of or巴ganoclonal lin巴 0-1

on Murashige and Skoog medium / b巴nzylaminopurine

after the eighth 30-days subculture cycle without 

re-inoculation 

a and aft巴rre-inoculation wi th P. mucidol ens， 

b B. indica， c PseudomoJ1as sp. F. d 

un-inoculated control 

第 3節 ラズペリーの組織培養における種苗増殖へ

の水浸状化制御法の応用

前節で、数種の多糖類産生土壌細菌を用いた，水浸状

化の回避とその効果を検証するとともに，再接種を行わ

ずに長期間の継代培養で細菌とその効果が維持される

ことを確認した

木節では，従来の研究結果から水浸状化回避効果が

確認されている Pseudomonassp. strain F (Shettyら，

1995; Sh巴ttyら， 1996a) を用いて，商業ベースで生産

販売されている 4系統のラズベリーに対する水浸状化

抑制効果を検証し，この非病原性細菌接種法の組織培養

産業における種苗増殖や木木性植物穏に対する適用範

囲の拡大について検討した

材料および方法

1 供試した細菌系統

オレガノの水浸状化回避能力を示す Pseudomonassp. 

strain F (Shettyら， 1995) を実験に供した.この

Pseudomonas属菌種は YMA培地 (Goldsら， 1990) で

25 oC， 48~60 時間培養後， 50Cで冷蔵保存した.

2 ラズペリーの組織培養

木実験に供試したラズペリー (Rubus sp.) は，

ノースファーム社 (Nourse Farms， Inc， ¥vhatley， MA) 

が増殖販売している 4系統 (CDH-92，GEL -20， I-Ieri tage 

および JCR-FL)を用いた.培養植物は，1 mg' L -1 BAP 

(benzy laminopurine) ， 3 ~ショ糖， および O. 3~ジ

ェランガム (SigmaChemical， St. Louis， Mo.) を含む

MS培地 (Murashige. Skoog 1962) で継代塙養を行っ

た 培地は pll5. 8に調整後， 121
0C 15分間加圧滅菌し

た.培地を入れたシャーレに， 4枚の展開架をつけたシ

ュートを 1個体として 7個体ずつ置床し， 25
0

C， 16時

間日長下 (40llmol' m-2・S-1)で培養した 継代培養を行

った 30日後，置床した植物休は，腕芽が伸長し複数の

シュートが多芽状に増姐した.これらのラズベリー培養

系統は， 30 日間隔で分校した服芽を切り分け，継代培

養することにより維持した.そして，継代培養時の切り

分けたシュー トを接種材料として用いた.

3 ラズペリー培養植物に対する細菌の接種

細菌の接種は， YMA培地 (Goldsら， 1990)で培養し，

50Cで保存していた P.sp. strain Fの菌体コロニー

に，継代培養時に切り分けたシュー トの茎切断部を接触

させ，菌の接種を行った.接種後のシュート は，1. 5~ シ

ョ糖を含む 1/2濃度の MS培地に置床した.各処理は l

シャー レあたり 7個体の接種後の、ンュート を置床し，各

系統および処理ごとに4シャーレを用い反復とした.ま

た，ラズペリーにおける細菌接種法を確立するため，最

初の接種処理を行った 4系統は，再接種なしに 30日間

隔で 5回以上の継代矯養を行った.そして，各培養系統

の接種区および未接種の対照区の植物体について，水浸

状化に関連する生理的な要素として，ポリフェノール，

葉緑素，水分の含量および植物体の生育量を測定した.

4 水浸状化関連の生理的指標

30日間隔で 5回の継代培養を行い，P. sp. strain F 

接種後の培養植物体および未接種の対照区の培養植物

体について，ポリフェノ ール含量，業縁素含量，水分含

量および新鮮重を比較した.なお，得られた結果は， ~.虫
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立した 3サンプルの平均値と標準偏差で示し，少なくと

も2回の試験を繰り返した.

a. ポリフェノール含量

第2章第 1節に準じた方法で、行った.

b.葉緑素含量

第2章第 1節に準じた方法で行った.

c. 水分含量

接種区および未接種区の 4培養系統の植物体は， 1/2 

MSで継代培養を行い，初回の 30日後，および菌を再接

種せずに 30Fl間隔で5回の継代培養後，植物体の水分

含量を測定した.なお，測定方法は第2章第 1節に準じ

て行った.

d. )1由化にともなう湿度環境の変化における評価

接種 30A後，末-接種の対照区および接積区の 4情養

系統の植物体は，再接種を行わずに 1/2MSホルモンフ

リー晴地に継代精養した.30 Fl間隔で継代培養を行い，

3回目の継代栴養の 2週間後，土持養植物は，パーミキュ

ライトへ移植し，透明プラスチックで覆い湿度を保持し

た. 7 A後， 40 cmX40 cmのカバーに直径 1cmの火が

9個開いたプラスチック・カバーに取り替え， 2円後に

カバーを取り除いた. )1慎化植物は，室温， 16時間 H長

条件下で維持した.

順化の 1週間後および7週間後，湿度環境の変化の

中で生存している植物体の数を計測した.さらに，各植

物体の活性を 5段階(生育量無，微，小，中，大:ー， ::t， 

+， ++， +++)で評価した.

結果および考察

本節では，オレガノから単離した P. sp. strain P 

(Shcttyら， 1995) を用いて，ラズベリーの情養増殖

系統に対する水浸状化回避効果を検証した.これまでの

研究結果から，オレガノの接種後の植物休は，暗緑色で

不透明になり，同IJ性があるのに対して，米接穂の対照は

脆く徒長し，淡緑色を呈しており (Shettyら， 1995) ， 

葉緑素レベルが低いことが水浸状化の特徴とされた

(Kevcrsら， 1984) .オレガノと異なり，ここで供試

した4系統のラズペリーの接種区の植物体は，未接種の

対照区と比較して，形態的に顕著な変化が認められず，

栄養系統のI1eritagcでは，集色についても変化が認め

られなかった.しかしながら，栄養系統I1critageを除

いて，未接種の対照区の柴や柴柄は，接種区より徒長し，

ガラス化しており，淡緑色を呈していた.そこで，柴色

の濃淡を指標に水浸状化率を調査した結果，栄養繁殖系

統 CDH-92およびGEL-20では，接種区で水浸状化率は減

少したものの，水浸状化率が低い栄養繁殖系統

Heritageおよび JCR-PLでは，接種による水浸状化回避

効果は判然としなかった (Table2-3-1) . )1演化試験に

おいて P.sp. strain Fが水浸状化の回避に効果的に働

くことが明らかとなり，栄養繁殖系統 CDII-92，GEL-20 

および部分的ではあるが JCR-PLについても順化植物の

順化 7週後の生存率が向上した (Fig. 2-3-1， Table 

2-3一1).これらの結果は，水浸状化と生存率の聞に，

密接な逆相関関係があることを示している.そして，多

くの培養植物では一般的に順化に温室等で多くの環境

制御を必要する (Kcversら， 1984; Deberghら， 1992) 

のに対して，細菌接種法は外的環境に容易に順応できる

ことを示している.

これまでオレガノの試験結果から，接種後の植物体

は含水率が減少するとともにポリフェノール含量や葉

緑素濃度も対照区より高くなった.ラズペリーの場合，

接種 30A後の初期段階では GEL-20およびIIcritagc系

統の水分含量は減少したものの，他の系統は水分含量の

減少は認められなかった (Tablc2-3-2) .それに対し

て，再接種なしに 30A間隔で 5回継代栴養後では，処

理区全ての系統で，未接種の対照区より水分含量が減少

した (Table 2-3-2) .以上のことから，本実験で供試

した全ての系統で，米接種区の植物体と比較して細菌接

種法を適用した植物体の水分含量の減少が認められた.

このように，オレガノと比較してラズペリーの情養

系統の場合，Pseudomonas に対する反)，~;は緩行的である

ことから，水浸状化回避の観察のためには，再接種を行

わない長期間の継代靖養が必要と与ーえられた.そこで，

再接穏なしに 30日間隔で3回継代情養し，順化試験と

同時期の接種 2か月半後の塙養植物について，ポリフェ

ノールと集緑素の含量を調査した.その結果， CDII-92 

の柴緑素濃度に変化は認められないものの，他の系統で

は処理区全ての植物体で，ポリフェノール含量と葉緑素

濃度の上昇を確認した (Tablc2-3-2) . 

ラズベリーで観察された様々な水浸状化回避に関連

するポリフェノール合成の増加は，植物における二次代

謝産物の合成を促進するエリシタ一法の例 (Darvill. 

Albershcim， 1984; Ebcl， 1980; Dixon・Lamb，1990; 

Dixon . Pai va 1995) と類似している.このことは，水

浸状化していない組織のリグニン合成に必要な，ポリフ

ェノール産物の生合成制御 (Kcvcrsら， 1984; Kcvcrs 

ら， 1987) と関連しているものと毎-えられた.

高い柴緑素濃度は，生育の増進やストレス耐性およ

び順化効率の向上に寄与する光介成効率の促進に関連

していることを示している (Tablc2-3-1， 2-3-2) .未

接種の対照区における低葉緑素濃度と高水分含量は，オ
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ーキシンやサイトカイニンなど植物ホルモンの生理的

なアンバランスから生じる結果であり，そのことが徒長

を引き起こすものと考えられる.さらにこれにより，リ

グニン合成に向かう他の芳香族代謝産物の流動を抑制

し，その結果，莱や葉柄が脆くなり，木質部組織の水分

許容量の減少につながると考えられる.従来の研究結果

h低葉緑素濃度と水浸状化札織との関連を示しており

(Kevers ら， 1984; Bottcher ら， 1988; Shetty ら，

1995) ，本試験で得られた結果は，このような植物にお

ける生合成系と機能発現の関連性を同様に示唆するも

のでらあった.

以上のように，細菌接種法は組織培養によって育成

された植物体の活力や順応力およびストレス耐性の増

強に結びつくことが示された.また，非無菌培養や組織

培養における生育強化に対する既報の見解 (Herman 

1990; Prommelら， 1991; Pillay • Nowak 1997) を支

持するものであり，植物と根圃もしくは植物体内に共生

する細菌の役割や機能の解析に利用できる可能性があ

る.さらに，本実験では，商業ベースで生産されている

ラズペリーの栄養繁殖4系統で細菌接種法の効果を実

証できたことから，種首増殖産業における実用的な活用

も十分に期待できる結果であった.

Table 2-3-1. Evaluation of normal plant d巴V巴lopmentand acclimation in 

soil of control and Pseudomonas sp. P inoculated raspb巴rryof four clonal 

lin巴s，2.5 months after treatment. 

1 mon也寧 5mon也♂ 2.5mon白♂ 2.5 months寧

Tr田凶回t mg waterm mgwat，百ln 仲間olics阻 g!g total chl町 ophyll
100血 gtissue 100皿 gtis日 e F¥V tissue μg/gFW・tis日 e

CDH-92 Control 81.2 (1.1) 86.2 (0.4) 1.9 (0.6) 999 (124) 

Inoαllated 80.i (1.9) 82.5 (0.4) 4.4 (0.6) 9i9 (15~り

GEL-20 Control 83.6 (0め 8i.1 (0，7) 1.4 (0.2) 729 (203) 

Inoculated i7.4 (0.4) 80.9 (1.9) 2.5 (0.1) 1，483 (75) 

Heritage Con甘01 85.0 (0.7) 85.6 (1.4) 2.4 (0.5) 840 (182) 

Inoculated 81.2 (2.6) 81.5 (0.6) 3.0 (0.4) 1，470 (159) 

JCR-FL Con甘01 83.1 (0.7) 88.0 (0.2) 2.2 (0.1) 891 (l71) 

Inoculated 83.5 (1.3) 83.4 (0.1) 3.3 (0.0) 1，113 (188) 

事 Monthsindicate the ti皿 eon 1.12 MS (HF) medium with subculturing done ev町 30d without血 yreino四 l泣io

Table 2-3-2~ Comparison of average water content， chlorophyll， and 
total phenolics in uninoculat巴dcontrol and inoculated raspberry 

explants from four cultivers with standard deviation in parentheses. 

Treatment %hyper- % srvival % srvival aft，百 PI田 t吋gor*

hy企ated 対也 7weeks after7 、~'eeks

shoot 10 days of田 .posure 。fexposure 
CDH-92 Con甘01 42 83 50 +++ 

Inoculated 。 100 100 +++ 

GEL-20 Control 44 88 56 ++ 

Inoculated 7 100 93 ++ 

H田itage Control 。 100 100 + 

Inoculated 。 100 100 ++ 

JCR-FL Control 21 100 71 ++ 

Inoculated 20 93 80 ++ 

事 Plant、匂町宮+-we.ak; + low vigor; ++ midium;件+highvig。ιEachexperiment had about 15 
pl皿 ts/ CI onalline ! tr田 t皿回t
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('".AJntrol 

Inoculati3d 

Fi~ 2-3-1. Plant growth and vigor of raspberry four clonal lines aftcr 3 weeks exposurc. 

Control; uninoculatcd control， inoculated; PSoudOlllon8S sp. [' strain 

inoculated cloncs. a; CDI卜92，b; GEL -20， c; Ilcr i tagc， d; ]CR-['し

第 4節 シャクナゲの遺伝子組み換え技術の開発

Rhododendron属(ツツジ科ツツジ属)は，園芸的に

常緑性や落葉性ツツジ，さらには有鱗片や無鱗片シャク

ナゲに大別され，数百を越える穏が存在する (Arisumi 

1989) .また，その中でも R.arborcU!n， R. catawbiθ'nsc， 

R. ponticum， R. wardii，および疋 yakushimanumなど

の種間交雑により育成された無鱗片シャクナゲは，いず

れも園芸的な観賞価値が高く，観賞花木として高く評価

されてきた (Arisumi 1989) . ~鱗片シャクナゲは，

媛性の遣うような潅木から，大きな高木などいろいろな

樹形とともに，白から濃赤色や濃紫色までの濃淡と，黄

色，オレンジ，ピンク，藤色そして紫までの様々な範囲

の色合いを美しい花房を形成する (Arisumi 1989) .こ

のように，常緑性ツツジとともに無鱗片シャクナゲは，

観賞用花木の中で最も重要なグルーフ。のひとつと言え

る

木本類の一般的な品種改良は，これらの生育周期が

長いことから，長期間を要する.近年では，外来遺伝子

を他栂物へ導入する手法 (Jeffcrsonら，1987)が多く

の植物で確立され，短期間で遺伝的な特性の改変が可能

となってきた.また，いくつかの木木性植物で遺伝子組

み換えの成功例が報告されているが，観賞用花木類にお

ける報告はわずかにすぎない (Bajaj，1999) 

肋 ododendron属植物の組織培養により，葉片

(Fordham ら， 1982; Iapichino ら， 1992) ， カノレス

(Economouら， 1987; Harbagc . Stimart 1987) ，花

芽 (Meyer 1982) ，および子房 (Daiら， 1987)から

植物体が得られている本試験の目的は，観賞価値の高

いシャクナゲの栄養繁殖系品種における遺伝子組み換

え技術の確立で，遺伝子導入により花色や草姿，もしく

は耐干性や耐暑性等の環境変動に対する耐性の改変に

刻する "J能性を含めて検討した.

シャクナゲの遺伝子組み換え技術については，著者

や他の報告 (Pavingcrovaら，1997) があり，木実験

ではバgrobactcriumの共存情養から遺伝子組み換え植

物を再生し，導入遺伝子の発現を確認した.

材料および方法

1 供試材料および栴養法

木試験では屋久島シャクナゲ(尺 yakushimanwn

Nakai)の交配品種として知られている ‘PercyWiseman' 

を供試した.供試植物は茎頂栴養によって無菌化 し 1

mg・じ1Zea (zeatin)， 1. 5%ショ糖， 0.2%ジェランガ

ム (WakoChcmicals Co.， Osaka， ]apan)を含むアンダ

-'/_ン塙地 (Anderson1984)で継代培養を行い栄養系

として維持した.培地は pll5. 0に調整後，1210C 15分

閥均日圧滅菌した. これらの栄養系は 250

C，16時間日長

下 (35・mol'm-2・S-I) で培養した.

2 不定芽誘導培養

不定芽誘導のため 5mm長に切断した無菌植物のシ

ュートを不定芽誘導培地 (5mg・L一1Zeaを含むアンダー

ソン培地)に置床した培養 2か月後，葉身，葉柄3 も

しくは茎の培地に接した部分は，肥大し柴身は厚く，葉

柄や茎は太くなったその肥厚組織を新しい不定芽誘導

培地に移植した. 1 ~2 か月後，その肥厚組織は不定芽

を形成し，植物休が再生した.

3 供試した細菌系統

遺伝子導入 のためのバクテリアと して， pBIl21 

(Jeffersonら， 1987) を組み込んだ Agrobactθ'rium



[78J 鹿児島県農業開発総合センター研究報告 第8号 2014

tumefaciens LBA4404 (Hoekemaら， 1983)系統を用し、

た.なお， pBI121 は CaMV-35S プロモーター

(cauliflower mosaic virus-35S promoter) とNOSタ

ーミネター (nopaline synthase terminator)により発

現制御された GCS(s -glucuronidase)遺伝子と NOS

プロモーターおよび NOSターミネーターにより制御さ

れた NPTII (neomycin phosphotransferase II)遺伝子

が連動している(Jeffersonら， 1987) . 

4 共存培養

A. tumefaciens strain LBA4404/pBI121を 50 ・g・

mrl kanamycin sulfate， 100 ・g.mrlrifampicinお

よび 300 ・g'ml-I streptomycin sulfateを含む 2ml 

YEB培地 (Vcrvlietら， 1975)により 290Cで1昼夜培

養し， 5， 000 rpm， 5分間の遠心分離によりバクテリア

を回収した.バクテリアのベレットは 5mg'L-1Z巴aと

100・Macetosyringonを含むアンダーソン培地に再懸

濁し，バクテリアの濃度は 5x 1ゲCFC・ml-IIこ調整した.

不定芽誘導のため前培養し， Zea誘導により得られた肥

厚組織 (4mm2) をバクテリアを含む懸濁帯地に 30分間

浸潰した.その後，接種部を菌液から取り出し余分な菌

液を滅菌液紙で拭き取り， 5 mg・L-1Zcaと 100 ・M

acetosyringonを含むアンダーソン共存培養矯地上に

置床した.

5 選抜と植物体再生

Kanamycin感受性試験は， 5mg・L-1Zeaと100・g'ml一l

kanamycin sulfatcを含むアンダーソン帯地に，前培養

により得られた薬および茎の肥厚組織を置床し， 1か月

後の生存状態から判定した.

4R聞の共存培養後，接種した肥厚部分を選抜嬬地

(5mg'L-1 Zea， 100・g'ml-Ikanamycin sulfatcおよび

500・g'ml-Icarbenicillinを含むアンダーソン培地)

に移し， 2週間ごとに新しい選抜矯地に継代した. 2か

月後，不定芽形成を始めた接種部を再生選抜塙地 (1mg 

. L-1 Zea， 100・g'ml-1 kanamycin sulfateおよび500・g

・mrlcarbenicillinを含むアンダーソン培地)に移し

た.さらにその 2か月後，不定芽を形成した接種部は，

不定芽からのシュート伸長のため，ゼアチン濃度を o.1 

mg・L-1にした再生楕地に移植した.1 ~ 2cmに伸長した

シュートは基部から切断し，発根培地(塩類を 1/10濃

度に調整した MS培地 (Murashige• Skoog， 1962)に

O. 1mg・L-1IBA (indolc-3-butyric acid) ， 100・g'ml-I

kanamycin sulfate， O. 7~ agarを含む)に移植した.

6 ゲノム DNAの抽出

土存養植物の組織を液体窒素で冷却し，乳鉢で粉砕し

た.粉砕物を 10mlの洗浄液 (0.1 M HEPES pH 8.0， O. 1 

~ PVP， 4 ~ 2 -mercaptoethanol) (Takagiら， 1993) 

を入れた 15ml遠心管に移し，捜持後 15，000rpmで5

分間遠心分離し，洗浄・回収を行った.その後，沈殿物

に新しい洗浄液を加え再懸濁し，遠心洗浄する操作を 3

回繰り返して，ポリフェノールおよび多糖類を除去し

た.洗浄後の沈殿物から SDS抽出法 (Honda・Hirai.

1990)によりゲノム DNAを抽出した.

7 PCRによる解析

PCR (Polymerase chain reaction)解析により GCS

遺伝子と NPTII遺伝子の導入を確認した.反応液には 10

ng DNA， 200・MdNTPs， 0.5・Mの各 primcr，1.0 unit 

の Taqpolymerase (Promcga)， 2 mMの Mf，および

Taq polymcrase buffer (Promega)を加えた.サンプ

ルは 940C，5分加熱後， 94"(;; 1分， 580C; 2分， 720C 

;3分の反応を 30回繰り返した.PCR産物は， cthidium 

bromidc染色によるアガロースゲノレ電気泳動により分

離した. GCS遺伝子のプライマーは， GCS遺伝子の塩基

配列 300-319とNOSターミネーター遺伝子の塩基配列

1850-1871位置を設計し，そのシーケンスはそれぞれ

5' -ATG TTA CGT CCT GTA GAA AC-3' (Jcffcrsonら， 1986 ) 

および 3'-GCAAGT TTG TAA ACC GTT ATT T-5' (Bcvan 

ら， 1983) とした. NPT II遺伝子のプライマーは， NPT 

II遺伝子の塩基配列 151-174および922-945枕置とし，

そのシーケンスはそれぞれ 5'-ATG ATT GAA CAA GAT GGA 

TTG CAC-3' および 3'-GCGGAA GAA CTG CTC AAG AAG 

ACT-5' (Bcckら， 1982) とした.

8 サザン解析

ゲノム DNAを制限酵素 BanilIとEcoRIで切断し，電気

泳動により分離した後，ナイロンメンブレン

(Amcrsham' s I1ybond N+)に転写した.そして，サザ

ン解析はNPT1I遺伝子と GCS遺伝子断片をプローブとし

て行った.NPT II遺伝子のプロープは， 35S-NPT II /pCC18 

プラスミド遺伝子カセット (Kosugiら，未発表)の1.1 

kb Ban11I断片とし， GCS遺伝子のプロープは pBI221プ

ラスミド遺伝子 (]cffcrson ら， 1986) の 2.1kb 

Ban1II-EcoRI断片を用いた (Fig.2-4-3) .これらのプ

ロープ、をハイブリダイズした後， DIGラベルし， CSPD 

蛍光検出法 (Boehringcr Mannhcim)により解析した.

9 GCS活性分析

再生植物の組織化学的 GCS情性の解析は， ]cfferson 

ら， (1987) の方法を改変した Murakami・Ohashi

(1992)の方法により行った.再生植物の茎菜を 1mM

X-gluc (5-bromo-4-chloro-3-indolyl- s -D-

glucuronide) と 5mM DTT (dithiothrcitol)を加え

た 50mMリン酸緩衝液 (pH7.0)に370C，12時間浸漬
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Fig. 2-4-1 Reg巴ncrationof transform巴dshoots and production of transgenic plants. 

A Kanamycin sclcction at 100 Illg/1ll1 (non-transformcd shoot) ; B Advcnti tious bud forlllation on sclcction 

mcdium (Zca 5 mg/l) ; C Rcgcn巴rationand shoot forlllation on sclection mcdium (Zca 1 mg/l) ; D Elongation 

of kanamycin-resistant shoots (Zca 0.1 mg/l) ; E Rootcd plants; F Transgcnic plants cstablishcd in 

し， GじS活性を調査した.

また， GじS1i舌十生は 4-MUG(4-mcthylumbcliferyl-s 

-D-glucuronidc)分析法 (Kosugiら， 1990) を改変し，

TIIOSO HPLCシステムを用いて FS-8010蛍光検出器によ

り定量した

結 果

l 選抜と植物体の再生

100・g.ml-lkanamycin sulphateを含むアンダーソン

倍地に置床して 1か月後，長片由来の肥厚組織は褐変し

枯死した茎切片由来の肥厚組織は，徒長枝が得られる

ものの，抗生物質を含む培地上で臼化し (Fig. 2-4-1 A) ， 

不定芽の形成は認められなかった.

A. tUlllefaciensとの共存情養を行い 100・g.mrl 

kanamycin sulphateを含む選抜培地で 2か月選抜後，

柴や茎の 120組織片のうち 19切片は表面に不定芽を形

成した (Fig. 2-4一1B) .枯死した組織片を除去した

19不定芽のうち 9芽は， kanamycin sulphat巴と1mg.L-1

Zcaを含むアンダーソン培地上で増姐し，多芽体を形成

した (Pig. 2-4-1 B) .そ の多芽休から kanamycin

sulphateとO.lmg. L-l Zeaを含む情地上で緑色を保ち，

活発に増殖伸長する 6個の独立した栄養系を選抜した

(Fig. 2-4-1 C一D) そして，その 6個の独立した栄養

系から得られたシュートは，100・g.ml-l kanamycin 

sulphateを含む 1/10濃度の MS発根培地で発根した

(Pig. 2-4-1 E) .発根個体は，鉢上げ順化後，隔離温

室へ移した (Fig.2-4-1 F) .これらの植物休は形態的

に正常であった

2 組み換え植物における NPTIJ遺伝子およ

び GUS遺伝子の確認

thc grccnhousc. 

植物休中の河PTIJ遺伝子と GじS遺伝子の確認は，PCR 

法とザザン ・ハイブリダイゼーション法により行った

(Pig. 2-4-2， 2-4-3) . ~PT II 遺伝子特具的もしくは

G仁S遺伝子特具的プライマーを用いて PCRを行うことに

より ，制限酵素で処理しない pBIl21プラスミ ド遺伝子

をテンプレー トとして，0.8 kbおよび1.9 kbの WTI1 

遺伝子と G凶遺伝子に該当する遺伝子断片が増幅され

た (Fig.2-4-2， Lanc 5) .そして，組み換え植物の D'-IA

をテンプレートとした場合も同様の PCR産物が得られ

た.それに刻して，非形質転換休の D'-IAを用いた場合，

増幅産物は得られなかった

サザン解析のため， LBA44041 pBIl21を接種した組織

片から得られた 2個休についてゲノム DNAを抽出 した

抽1刑したゲノム DNAは，EcoRI-BallilIにより制限酵素処

理し， 2. 1 kbのGじS遺伝子断片が{夫試した 2個体の組

み換え植物から検出され (Fig.2-4-3B， Lane 2， 3) ， 

5-6 kbの NPTIJ遺伝子断片が検出された (Fig.2-4-3 A， 

Lane 2， 3) .しかしながら 1個休については他にサ

イズの呉なる WTIJ遺伝子断片が 2木検出され (Fig

2-4-3 A， Lane 2) ，この組み換え休は 3コピーの NP丁

目遺伝子を含んでいることが示唆された また，

LBA44041 pBIl21から対応するシクーナルとして Fig.

2-4-3 Aに示されたサイズの遺伝子断片が反応するとと

はないことから，残存する Agrobacteriulllによるもので

はないことが示された.

3 Gl.JS遺伝子の発現解析

形質転換休における GじSI剛生の検出として，X-gluc 

染色による組み換え植物の茎柴および根における組織

化学的な GUS遺伝子の発現を解析した.35Sプロモータ

ーにより GUS遺伝子は莱，茎および根といった全ての組
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織で発現した (Fig. 2-4-4 A-D) . CaMV 35Sプロモー

ターは，多くの植物穏における組み換え植物の恒常的な

外来遺伝子発現プロモーターとして広く用いられてお

り，シャクナゲにおける遺伝子発現は， CaMV 35Sプロ

モーターにより制御された GじS遺伝子が，植物体の全身

で恒常的に発現する典型的な発現パターン(Jeffcrson

ら， 1987) と一致していた.

4-MCG分析法により， CaMV 35Sプロモーターによる

GじS遺伝子の発現活性を定量した.その結果，非形質転

換体で、は検出限界以下で、あるのに点、lして， 6個の独立し

た組み換え体ではそれぞれに異なる G仁S活性を示した

(Fig. 2-4-5) .また，その発現情性は，最も高い¥10.

2組み換え休の 5.9 4M仁nmols'min-l・mg-lprot巴1nから

最も低い No.6組み換え休の O.5 4Mじnmols・min-l・mg-l

protc1nとなり，組み換え休により発現レベルが 10倍

以上異なっていた (Fig. 2-4一5) 考 察

木試験では，Agrobacterium接種法によるシャクナゲ

の遺伝子組み換え技術の確立について論議した当初共

存情養に供試した 120切片から 6個休の独立した栄養

休の組み換え植物が得られたものの，形質転換効率は 5

%と低かった (Fig.2-4-1) .しかし，ツツジ属におけ

る植物休再生技術は多くの種で碓す.されている (Dai

ら， 1987; Economou ら， 1987; Fordham ら， 1982; 

Iapichinoら， 1992; lIarbage . Stimart 1987; Mcycr， 

1982)ことから，木試験における遺伝子組み換え技術は，

シャクナゲを含むツツジ属の遺伝的変異拡大の可能性

を持ちあわせており，花色や形態的な特性改変の他，耐

寒性や耐暑性等環境スト レスに対する適応性の改変に

活用可能と考えられる.

ツツジ属植物における類似した遺伝子組み換え研究

は， Pavingerovaら (1997)が報告しており，ツツジ属

の5品積についてのカナマイシン耐性植物の再生率は

5. 5~79. 5%であり，木実験で得られた 5%の形質転換

効率より大幅に高かった.しかし，抗生物質耐性個体の

獲得率が高い一方で、，本試験で発生しなかったキメラの

発生を認めている.これは，初期選抜の段階では本試験

の 1/5~1/2 濃度のカナマイ、ンンで、選抜を行っており，

非形質転換細胞が混入したものと考えられる.また，本

試験で非形質転換休の版芽は 100・g'ml-l kanamyc in 

sulfateを含む培地上で，白化するものの枯死せず伸長

したこと (Fig.2-4-1 A)から，茎頂分裂組織の形成後

は低濃度のカナマイシンによる選抜は困難であること

を示しており，形質転換細胞が混在するキメラ個体で

は， 100・g'mrlkanamycin sulfateを含む培地上でも

抗生物質耐性個体として生育できたものと推察された.

そして，木実験では当初 120切片から 19切片で不定芽

形成を確認し， 高濃度のサイトカイニンを含む靖地で多

芽状の不定芽を長期間選抜することにより ，最終的に 6

個の独立した形質転換体を得た (Fig.2-4-1) 不定芽

を形成した 19切片にはキメラが混在していた可能性は

あるものの，最終的に得られた 6個の形質転換休にキメ

ラが含まれていなかったことは，不定芽発生初期から抗

生物質の選抜圧をかけ，多芽休形成と抗生物質耐性によ

りキメラを分離もしくは排除できたものと考えられた.

シロイヌナズナの形質転換では，遺伝子導入細胞の

分離と固定のため，種子を経由する(1克内 2009)が，

栄養繁殖作物の中でも育種に長期を要する木木性植物

において，種子を経由したキメラの分離法は適当とは言

えない.また， Shinoyamaら (2002)は，キクの形質転

換系において，~長片ーからの不定芽再生系の場合キメラの

発生が多いため，形質転換細胞をカルスで選抜すること

により安定した形質転換系を確立している.このような

キメラ発生の要因は，不定芽形成が多細胞を起源とした

丙生系である(大津， 1988)ことに起因すると考えられ

るが，木試験や Pavingcrovaら(1997)の報告はいずれ

も不定芽起源の植物休再生系を用いている栄養繁殖作

物でキメラが混入しない安定した形質転換系を確立す

るためには，本試験で示 したように，遺伝子導入の初期

段階から適正な選抜圧により非形質転換細胞の増姐を

f~ J制し，多芽状に茎頂部イ立を増やすことによりキメラ状

に混入した非形質転換細胞を分離もしくは排除する必

要があると考えられた.

本実験で用いた GUS遺伝子は CaMV35Sプロモーター

によって制御されていることから，植物体の全身で遺伝

子が発現することを確認した (Fig. 2-4-4) .また，

遺伝子の発現活性は，形質転換体により 10倍以上の差

A B 
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Fig. 2-4-2. PCR analysis of regcnerated plants. 

A: Detection of the NPTrr gene. B: Dctcction of the 
GUS gene. Lane M: lkb ladder Marker. Lane 1 
non-transfprmed control p1ant. Lane 2-4 
transformcd plants with LBA4404/pBI121. Lane 5・
planmid pB1l21. 
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Fig. 2-4-6. Prcscnt status of transg巴nlC

Rhododcndron plants. Bar = 10 cm. 

が認められた (Fig.2-4-5)が，これは導入された遺伝

子のコピー数が形質転換体により異なっていること

(rig. 2-4-3) ，もしくは具なる染色休に導入された遺

伝子の位置効果によるものと考えられた.このように遺

伝子の発現レベルが形質転換休により大きく具なるこ

とから，有用遺伝子の導入の際は，多数の形質転換休の

中から目的にあった発現レベルの個休を選抜する必要

があることが示された.

得られた遺伝子組み換え植物は，草丈 40cmに生長

し，花芽を形成し開花段階に至った (rig.2-4-6) . し

かし， 一定温度で管理する隔離温室で、は低温遭遇期間が

なく，開花には至らなかった今後，花器組織における

遺伝子発現や稔性を調食するためには，花井の休眠打似

のための低温処理が必要と考えられた.

第 3章 突然変異育種を用いた地域特産作物の

Fig. 2-4-4. Histochcmical obscrvation of GιS g巴n巴 品種育成への応用

exprcssion in thc tissucs of transgenic Rhododendron 一輪ギクを例として 一

plants 

A: GUS assay o[ non-irans[omed contro1 (left) and 
trans[ormed (righi) shooi; B: Rooi; C: Lea[; D: 
Cross section o[ 1ca[ 
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Fig. 2-4-5. GじSactivity in thc leaf of transg巴nic
Rhododendron plants 

種子繁殖 ・栄養繁殖といった繁殖様式にかかわらず，

育種や品種改良の基本は交配により優良な遺伝形質を

集積して行われる.しかしながら，サツマイモ，サトウ

キビ，キク，イチゴなどゲノムサイズが大きな高次倍数

性で栄養繁殖性の作物の場合，遺伝特性を集積し，優秀

な品種を育成するためには，多数の交配後代から選抜を

繰り返すことはもちろん，後代検定による交配組合せ能

力やヘテロシスの利用を図り，長期間にわたる選抜 ・育

成による品種改良が必要となる.実際，サ トウキビの場

介毎年数万の実生個体から選抜する育種フ。ログラムが

実施されており(杉本，2007) ，高次倍数性の栄養繁殖

作物における品種改良の特徴と して報告している(杉
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木， 2007) .このような高次倍数性栄養繁殖作物を含め

て，交配によらない品種改良の手法として，遺伝子組み

換えや突然変異育種があげられる.これらは，基本的な

表現形質や品種特性を維持したまま，新たな特性を付加

できる点で極めて有用な育種手段といえる.そのため，

遺伝子組み換え作物の利用は急速に拡大しており，

James (2011) の報告によると， 2010年現在，世界の作

物栽培総面積 15億 haの 10%にあたる 1億 4，800万 ha

に達している.ところが，日本では遺伝子組み換え作物

に対する一般市民における社会的な許容評価 (PA:

Public Acc巴ptanc巴)が極めて厳しく，実用品種として

環境や人体に対する安全性の評価を終えたものであっ

ても， 日木で遺伝子組み換え作物の経済栽培は， 2010 

年段階においても実施されていない(James，2011) . 

このように，多額の投資により遺伝子組み換えによる品

種改良や安全性評価を行っても，国内では実用品種とし

ての利用が期待できないことから，これに代わる育種法

として変異誘発による品種改良の検討を開始した.

本章では，栄養繁殖作物の交配によらない突然変異を

利用した育種法として，イオンビームを用いた手法の検

討を行った.対象作物として輪ギクを用い，組織情養技

術の改善，個体選抜技術，有用変異選抜技術，および再

照射による再改良等を検討し，輪ギク実用品種の育成を

通して，イオンビーム育種の確立を検討した.

第 1節 組織培養を用いたキクの変異誘発と個体選

抜技術の確立

キク[Chrysanthemum x morifolium Ramat. 

(De刀dranthθ'max grandif10rum Ki tamura) ]は，世界

的にも重要な花き品目であり，我が国の花き生産の 3害IJ

を占める.鹿児島県においても，キク類は切り花生産の

半分にあたる 55億円の農業産出額をあげる基幹品目で

ある(鹿児島県農政部， 2012) .一般に，花き類は新奇

性のある品種が好まれることから，スプレーギク品種に

ついては，出荷時期に対応した花色・花形・草姿の具な

る2，000種以上の品種が育成されている.しかし，キク

類で最も多く生産されている白や黄色の輪ギクは，主に

業務用や葬儀用として用いられることから，同色でも色

あいや形を揃える必要がある.そのため，生産される品

種は限られており， 1990年代まで白の秋輪ギクは‘秀

芳の力'の単一品種での独占状態が続いていた.一方，

主に 10~ 5月に出荷する秋輪ギク‘神馬'は，純白で

花形や草姿が良く生育特性に優れることから， 2000年

以降は 30年来主力品種であった‘秀芳の力'を凌駕し，

生産量で全国一の品種となっている(永吉， 2003) .木

節では， ‘神馬'を中心にイオンビームを用いた人為的

な突然変異誘発と変具個体の育成・選抜技術について検

言すした.

材料および方法

1 供試品種および材料の調整

Table 3-1-2で示すとおり，対照品種として用いた

‘神馬'の他 13品種を供試し，植物体再生系および供

試部位の検討を行った.切り花用に栽倍された各品種の

花弁(舌状花)または葉身部を， 70%エタノールで表面

殺菌後，有効塩素濃度1.0%の次亜塩素酸ナトリウム水

溶液中で 15分間滅菌し，滅菌水で、 3回洗浄後， 2X4mm 

の切片に調整し，培地に置床した

変異誘発等に供試する場合は，各品種の生長点を o.5 

mm 以下で無菌的に摘出し， 0.01 mg・L-1 NAA 

(naphthylacetic acid) 0.05 mg. L-1 BAP 

(6-benzylaminopurine) ， 3 %ショ糖および 0.3%ジ

ェランガム(和光純薬)を添加し， pII 5.8に調整した

MS培地 (Murashige• Skoog， 1962) (以下，茎頂培養

培地)に置床し，無菌植物を育成して葉身部をその後の

試験に供試した.

2 植物体再生系および培養方法

不定芽経由の再生系については， MS基本培地にオー

キシンとして o.1~0. 5 mg.L-1 NAAまたは1.0~5. 0 mg 

.L-1 IAA (indol巴aceticacid) を，サイトカイニンと

して O.1 ~2. 0 mg.L-1 BAPを添加し， 3%、ンョ糖を加え，

pH 5. 8に調整後， 0.3%ジヱランガムで固化し不定芽誘

導培地として用いた.いずれの培地も 121
0C，15分間の

オートクレーブにより加圧滅菌した.なお， IAA添加培

地の場合，1慮過滅菌した IAAをオートクレーブ後の培地

に加えて境枠後，直径 9cmの滅菌シャーレに 25mlず

つ分注した.

調整した外植体は，不定芽再生効率の安定化のため，

置床する際は業の背匹軸面を上向きに統一し， 1シャー

レあたり 20切片 (4列 X5切片)ずつ不定芽誘導培地に

置床し， 25
0C， 16時間日長，白色蛍光灯下 (35• mol. m-2 

・S-I) で培養した.また，各区とも少なくとも 4枚のシ

ャーレを用い 4反復とした

不定芽誘導培地に置床して 1か月後，葉切片上に多

芽状に形成した不定芽を茎頂培養と同組成の不定芽生

育士音地 (MS t音地;0.01 mg・L-1NAA， 0.05 mg.L-1 BAP， 3 

%ショ糖， 0.3%ジェランガム;pH 5.8) に移植した.

1 か月後，生長した外植片を含む不定芽を 4~5 分割

し，不定芽の伸長を促すため MSホルモンフリー培地 50

mlを分注したガラス製 500ml培養容器にそれぞれ 10
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切片程度を置床した.

多芽体誘導については， 2mg.L-1 BAPおよび3%シ

ョ糖を含む MS液体培地に無菌植物から摘出した茎頂部

位を入れて，液体振壷培養を行った. 1か月後， 5 X 5 

mm程度の大きさに分割し，同じ培地に継代培養するこ

とにより，多芽休を誘導した.多芽体は，ホルモンフリ

ー固形培地に移植することにより複数の植物体を再生

した.

3 乾燥処理による水浸状化回避

再生個体の水浸状化を回避することを目的に，ホル

モンフリー培地に移植する前に乾燥処理を行った.多芽

体の場合，液体培地から取り出し，クリーンベンチ内の

滅菌癒紙上で 20~30 分間通風乾燥し，水分減少程度を

計測した.その後，ホルモンフリー固形培地に移植して

植物体の再生を行い，再生個体の外観から水浸状化を判

定した.莱片由来の不定芽についても同様に，外植片が

着いた状態の不定芽を 4~5 分割し，滅菌j慮、紙上に並

べ，クリーンベンチ内で 20分間の通風乾後，ホルモン

フリー固形惰地に移植した.

4 JI由化と育首

不定芽をホルモンフリー培地に移植した 1か月後

に，草丈 5~10 cmに伸長した再生個体を長さ 5cmのシ

ュートに調整した.殺菌剤(テトラクロロイソフタロニ

トリル懸濁液剤)と発根剤(インドール酪酸液剤)を含

む薬液にシュートを 2分間浸潰し，順化に用いた.なお，

各薬剤の濃度は製品の記載に従って調整した

ノtーミキュライト (2S，旭工業)に水を加え，育苗

箱 (50X36X10cm) に敷き詰め，よくほぐしたものを

順化・発根床として用いた.ここに上記のシュートを

150~250 本程度挿し，ポリ袋で密閉して 250C ， 16時間

照明の恒温室で発根を促し， 7~10 日後，採苗用の移植

苗とした.これらは，土床の育首施設に移植後， 1か月

間で一般栽培に利用する挿し穂と同程度の大きさに生

長した.定植時の首の均一性を高めるため，育苗圃で生

長した苗の上部 5cmを採穂し，発根処理後，切り花生

産閏場に定植した.変具誘発当代を展開する試験規模

は，作型ごとに 3 ， 000~4， 000個体とし， 1l ~12 月開花

と 3~4 月開花の 2 作型の試験を実施した.

5 変異誘発処理

照射材料は，無菌植物の葉切片を 2X4mmの大きさ

に調整し， 6 cm径シャーレの不定芽誘導培地上に，葉

の背匹軸面を上向きに統ーして 40切片置床した.また，

シャーレの上部は，滅菌したカプトンフィルム(東レ・

デュポン)を張り，パラフィルムで、密封して次に示す照

射処理を行った.なお，イオンビーム照射は，材料を調

整後施設に搬送する期間を要することから，変異誘発処

理は葉片の培養開始後 3~5 日目に行った.

イオンビームは，独立行政法人日本原子力研究開発

機構高崎量子応用研究所のイオン照射研究施設 (TIARA)

に設置された AVFサイクロトロン加速器により照射し

た.また，イオンビームは，総エネルギー220MeVまた

は 320MeVの炭素イオンビームを O.5~5 Gyの線量(試

料の厚みを 0.5mmとして線量調整)で， 50 MeVまたは

100 MeV のヘリウムイオンビームを 1~10 Gyの線量で

照射した.軟 X線は TRS-100CX(SOFRON製)を用いて，

線量率 3.6Gy.h-1により 1~20 Gyの線量を照射した.

各線量区は少なくとも 2枚のシャーレを反復として用

いた.

照射後の業切片は，照射時と同様に背脹軸面を上向

きにして lシャーレあたり 20切片付列 X5切片)ずつ

9 cmシャーレの新しい不定芽誘導培地に置床し， 25
0C， 

16時間日長，白色蛍光灯下 (35μmol.m-2・S-l) で培養

した.また，各処理は少なくとも 4枚のシャーレを反復

として用いた.

6 再生個体の栽培方法と選抜

切り花生産圃場に定植した苗は， 1l ~12 月開花の作

型では，無加温のハウス内で 16時間日長になるように

暗期光中断による電!照抑制栽培とし，一般の栽培管理を

行った 3~4 月開花の作型では，電照抑制期間を最低

温度 15
0Cで，消灯(電照抑制を終了し，長日から短日

条件に替わった時点)後は最低温度 18
0
Cで加温管理し

た.開花時に莱肢の摘芽数から無側枝性を判定し，消灯

後の開花週数，満開時の舌状花弁数および葉形等の形態

特性を調査し，優良個体の選抜を行った.

結果および考察

1 植物体の再生

独立行政法人日本原子力機構高崎研究所の加速器で

ある AVFサイクロトロンによるイオンビーム照射では，

炭素イオンは到達深度が限定され，厚みのあるサンフ。ル

では細胞層によってイオン粒子が到達しない層や細胞

の死滅する層が生じる (Tanaka，1999) .そのため，変

異誘発材料としては厚みがなく一定している業身と花

弁に限定し，植物体再生の培地条件を検討した.また，

カルス経由の再生植物の場合，培養中の変異を内在しや

すいこと，同一変異細胞由来の再生個体が複数得られる

可能性が高いこと，植物体再生に時間がかかることおよ

び植物体再生が不安定であること(大津， 1988)などの

問題があることから，不定芽による再生系を中心に培養

条件を検討した.
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切り花用に栽培された‘神馬'の花弁および葉身部を，

濃度の異なる ~AA または 1AA と BAP を組み合わせた不

定芽誘導培地に置床し， 1か月後に不定芽形成数を調査

した.その結果， 5mg・L-J 1AA， 1 mg・L-1 BAPを含む不

定芽誘導培地で，葉片は 98%の最も高い不定芽再生率

を示し，各業片あたり 16個の不定芽を形成した結果，

I 枚のシャーレから安定して 300~400 個体の再生植物

が得られた (Tablc3-1-1) .一方，花弁は， 1 mg・L-J1AA 

+ O. 5 mg・L-1BAPおよび 5mg'L-J1AA + 1 mg'L-J BAPの

不定芽誘導窮地で，最も高い 60%程度の再生率，切片

あたり約 10個の不定芽から成り，シャーレあたり 120

個体ほどの植物体が得られた (Table3-1-1) . 

同様に‘神馬'を含む 14品種について，植物ホルモ

ン濃度と組合せの異なる 8種類の不定芽誘導培地で不

定芽による再生効率を検証した.その結果，それぞれ最

適濃度の組合せで不定芽再生率は， 3~100% と品穏に

より大きく異なり，それに伴い再生効率についても品種

間差が認められた (Tablc3-1-2) .不定芽再生率の低

かったスプレーギク 3品種(‘エリアス¥‘ロアール'，

‘サザンチェリー， )は，開花期を円長制御可能な 6~

9月開花の夏秋タイプである.同じ夏秋タイプの輪ギク

品種(‘フローラル優芥'以下5品種)や夏秋小ギク品

種(‘鹿夏のおりひめ¥ ‘鹿夏のひこぼし， )では高

い再生効率を示したことから，夏秋タイプの円長反応性

と不定芽再生能が連鎖しているわけではない.ただし，

これまでの試験の中で，夏秋スプレーギク品種群におけ

る不定芽再生率はいずれも低かった(データ省略).こ

れは，夏秋スプレーギクの交配親となる品種や系統が限

定され，これらの品種群における遺伝的な背景が限定さ

れていることに起因するものと考えられた.

従来からキク茎柴からの再分化能に品種間差がある

ことは数多くの報告があり (DeJong ら， 1993; Kaul 

ら， 1990; 深井ら， 1987; Lcdger ら， 1991; 宮崎ら，

1976; Renou ら， 1993; 柴田ら， 1992; 高津ら， 1998; 

lrban ら， 1994) ，ホルモンバランスや外植体として用

いる組織の部位により再分化能の高い品種や条件をス

クリーニングし，形質転換系に用いている.その中でも

高津ら (1998)は，植物体j1}生に要する H数の短縮と培

養中の変具を考慮し，カルスを経由しない外植片からの

不定芽再生系を用いている.一方， Shinoyamaら (2002)

は，カルス経由の再分化系を用いることにより，より広

範な品種に対する安定した形質転換系の開発に成功し

ている.

木試験において，対象とする品種の再生系に関わる情

養部伎や栴地のスクリーニングは切り花の花弁や菓身

を材料に用いた.一方，照射材料には，コンタミや利用

時期の問題がない無菌植物の柴身を主に用いた.無菌植

物の準備が整う 6か月間に府地のスクリーニングを行

ったため，材料の準備が整い次第，最良の再生条件で照

射実験を行うことができた.ただし，夏秋スプレーギク

のような植物体再生効率が低い品種については，外植休

とする組織の選択，光条件や温度等の情養環境の検討の

他，カルス経由による再分化系の確v:ーを併せて行い，再

生効率の向上を図る必要がある.

Table 3-1-1. 1nflucnce of phytohormone combination on advcntitious bud formation 

in chrysanthcmum cv. ‘Jimba' 

Leaf Pe凶

Additional 。〆.of No.of 到ating %αr No.of Plating 
M:ediu皿 subst血 ces(血耳(1) re酔泊町ation adv問 titious- effici回 cy reg四百ati叩 am'回出ous- effi口四cy

NAA IAA BA 
frequ回 cy budsi seg:皿回t [No. of buds' frequency budsi segm阻 t [No. of budsl 

(STD) (S1D) plate (S1D)] (STD) (STD) plate (S1D)] 

NO.1 BO.5 0.1 0.5 4 (2.5) 2.0 (2.7) 3 (2.9) 31 (16.0) 6.7 (2.5) 46 (36.1) 

NO.1 B1.0 0.1 1.0 1 (2.5) 1.0 (2.2) 1 (2.5) 22 (10.9) 5.0 (0.0) 22 (10.9) 

N0.5BO.5 0.5 0.5 44 (23.6) 6.0 (2.2) 55 (33.2) 47 (14.2) 6.7 (2.5) 64 (32.9) 

NO.5 B1.0 0.5 1.0 31 (18.5) 5.0 (0め 31 (18雪) 48 (22.9) 8.3 (2.5) 89 (55め

11.0 BO.5 1.0 0.5 87 (12.0) 9.2 (2.0) 174 (24.1) 62 (18.4) 10.0 (0.0) 123 (36.η 

1 1.0 B 1.0 1.0 1.0 74 (23.3) 7.5 (5.2) 148 (104.3) 53 (18.0) 9.4 (1.η 101 (41.7) 

15.0 BO.5 5.0 0.5 90 (17.3) 13.8 (6.3) 303 (95.0) 55 (18.4) 8.9 (2.2) 103 (47.4) 

15.0 B1.0 5.0 1.0 98(5.07 16.0 (6.5) 368 (65.0) “(20.9) 9.4 (1.7) 125 (48.0) 
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へ移植する段階で，同様の乾燥処理を行ったところ，水

浸状化した再生個体は皆無となり，安定した順化作業が

可能となった.

一般に培養植物の順化は，培地中で発根した根を傷

めないように丁寧に取り出し，鉢上げして保湿する.し

かし，この方法では作業の繁雑さ等から一度に順化でき

る数に限度があること，培養容器中の発根苗では新根の

発生が遅く，根量も少ないため，生育の不揃いが出やす

いことなど問題も多い.また，培養物は一般栽培の挿し

穂と比較して小さく軟弱なため，保湿や遮光による順化

を必要とする.そこで，通常の栄養繁殖と同様，挿し穂

を苗箱に挿し芽し， )1慎化と挿し芽を兼ねた方法により発

根苦を得ることを検討した.土者養容器内の、ンュートを長

さ3""5cmに切りそろえ，発根剤(オキシベロン， 200 

倍液，インドール酪酸液剤，バイエルクロップサイエ

ンス)と殺菌剤(ダコニール 1000，1000 倍液，テトラ

クロロイソフタロニトリル懸濁液剤，くみあい化学工

業)を混用した薬液にシュートを 2分間浸漬後，後述の

水分調整を行ったパーミキュライトを敷き詰めた苗箱

に挿し，ポリ袋で密閉して保湿した.密閉挿しした苗箱

は， 250C， 16時間照明 (35・mol・m-2・S-I) の順化室に置

き， 3 A後に霧吹きで水分の補給を行った.その結果，

挿し芽を行ったシュートは全て発根苗となり，一般栽培

で用いる十ーの採南関に植え付けが可能となった (Fig.

3一1-1) .なお，前述の植物体再生の際の乾燥処理を行

わない場合，水浸状化した、ンュートが数%含まれる.こ

れらはこの方法で，雑菌汚染による腐敗はないものの，

発根しないことから採苗闘に移植後全て枯死した.しか

し，乾燥処理により水浸状化した、ンュートは生じないた

め，全ての再生個体を容易に順化し発根苗とすることが

でき，本試験で開発した方法が採荷闘用の苗として有効

であることが明らかとなった.

上野:バイオテクノロジーを用いた地域植物資源の育種学的活用に関する研究

Table 3-1-2. Regeneration frequency of some 

chrysanthemum cultivars using adventitious bud 

formation medium. 
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順化と育苗

第2掌で述べたように，組織塙養における植物体再生

において， 71<浸状化は培養植物の順化や生育の障害とな

り，再生効率低下の原因となる (Bottchcrら， 1988; 

2 

Phan・LcTouzc，1983; Satoら， 1993; Shcttyら， 1995; 

Zimmcrman・Cobb，1989) .これに対して，様々な対策

が図られているが，情養湿度の低減(Bottcherら， 1988) 

等を参考ーに，乾燥ストレスの付与による水浸状化の回避

効果を検討した.

また，木実験で開発した密閉挿しを行う際のパーミ

キュライトの含水率は重要で，過湿では発根前に腐敗

し，水分が不足すると順化率は 50%以下に低下した(デ

ータ省略).そこで，パーミキュライトの水分調整量を

検討した.その結果，水分飽和状態まで給水させた場合，

乾物重量の 2.6""3.7倍の水分を吸収した (Table

3-1-4) .新しいパーミキュライトは水分をほとんど含

まないため，パーミキュライト重量の約 2倍量の水を加

えることで，適湿状態に調整できた (Table3-1-4) . 

これに対して，再利用する場合は，乾物パーミキュライ

ト重量と同程度の水分を含んでいることから，再利用す

るパーミキュライト重量の 8""10%の水を追加するこ

とにより，適度な水分状態の調整が可能であった (Table

茎頂部位を 2mg・L-1BAPを含む MS液体培地による振

壷培養で継代塙養することにより，茎莱が伸長しない多

芽体として維持・継代することが可能であった.しかし，

この多芽体をホルモンフリー固形培地に移植したとこ

ろ，再生個体は全て水浸状となった.そこで，この現象

を回避するために液体構地中の多芽体を取り出し，クリ

ーンベンチ内の滅菌癒紙上で 20""30分間通風乾燥し，

ホルモンフリー固形窮地で植物体の再生を行った.多芽

{本の水分含量は， 20分の乾燥処理により 3%程度， 30 

分間で 5%程度減少した (Table3-1-3) .ホルモンフ

リー南地に移植して 1か月後，多芽体の一部に枯死する

部位が認められたが， 20分間乾燥処理区は，再生個体

の80%程度が水浸状化を回避し正常に生育した (Table

3-1-3) .また，本実験では秋輪ギク‘秀方の)]'およ

び寒小ギク‘南州の舞'を供試した.両品種の乾燥処理

における水浸状化回避効果は共通しており，品種間差が

少ないものと推察された.そこで，この手法を用い，不

定芽再生の際，不定芽生育情地からホルモンフリー矯地
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3-1-4) 

次に，得られた発根苗を士の採苗圃に植え付けた

卜分に発根 した苗は通常の採苗圃における管理で活着

し ， 枯死する個休は 1 ， 000 木中 3~4 木であり，活着率

は 99.7%と安定していた(データ省略) .植え付け時，

茎の直径が 2mm程度の発根苗は 1か月間の育苗で茎

の太さが一般栽培に利用する挿し穂と同程度の 4~5

mmに生長した そこで，その先端部の 5cmを採穂し，

闘場定植用の苗として用いた (Fig.3-1-1) .このよう

に採苗圃で育苗した挿し穂を用いることによ り，環境や

生育状態による不揃いを排除し，変異誘発当代において

生育特性に関わる個休選抜が可能となった(Fig. 

3-1-1) 

Table 3-1-3. Hyp巴rhydricitycontrol in tissu巴 culturc gcncrat巴dchrysanthemum by dchydration trcatmcnt 

¥Vater cont四 t % Surviva1 
00 of shoots Oo of after subcultured Cultivars Treatnent of afIer 

甘eatment寧

dehydrate • for 1 month b)p町 -hydrated normal 
のTD

'Svuhono-chikara' Non-treated contrd 93.6 。。 100 (0) 100 (0) 。
Dehydration t町 a出lent

20min 90.9 2 、7‘ 85 (7) 20 (9) 80 
30mill 89.2 ~.-+ 81 (8) 16 (3) 8~ 

吹田S刊 no-m国 I Non-むeatedcontrd 92.7 。。 100 (0) 100 (0) 。
Dehvdration t町 atment

20mIn 89.2 3.5 98 (~) 21 (7) 79 
30 min 87.8 B 85 i.22 :l.l....J.ill 59 

車 mgwat町 in100 mg tissue 

Irradiation 

ハυv

Fig. 3-1-1. Schcmatic r巴pr巴sentationof mutation induction of chrysanthemum using ion beam breeding syst巴m.

Table 3-1-4. Water content of vermiculite for 

rooting and adaptation in shoots of chrysanthcmum 

¥¥' ater C ont巴ntofmg¥¥謹erin 100 mg verm1c叫ite(STD)

be白目 a良町 W証er
pr句arallon pr芭paranon sarur盆lon

Anewarticle 2 (0) 195 (1) 370 (19) 

Rec刊 lingproduct 111 (1) 127 (4) 260 (5) 

3 培養部位の選定

輪ギクにおいて，花弁(舌状花)数は花の品質を左

右する重要な形質である(永吉，2003) そこで，培養

変異を確認するため，輪ギク‘神馬'を対象品種として

組織惰養を行い，部位別に得られた再生個体について，

3~4 月開花の作型で開花個体の花弁数を調査した.そ

の結果，Table 3-1-5に示したように，培養変異が最も

少ない茎頂由来個体では，平均花弁数が 165.0枚で，151 

~190 枚の範囲に分布した これに対して，菜片由来の

再生個体は，平均花弁数が 162.3枚で， 101 ~250 枚の

範囲に広く分布するが，茎頂部位と同様の 151~190 枚

の個体が 89.4%を占めた また，花弁由来の再生個体

では，茎頂および柴片由来の再生個体と比べて，平均花

弁数が 130.8枚と 30枚程度少なく，花弁数が 190枚を

上回る個体は存在しなかった (Table3-1-5) .以上の

ことから，花弁由来の再生個体では，茎頂や菓片由来と

比べ花弁数が減少する傾向があると考えられた.



[87] 上野:バイオテクノロジーを用いた地域縞物資源、の育種学的活用に関する研究

Table 3-1-5. Frequency distribution of number of 

petals resulting from regenerated plants with 

different tissue of chrysanthemum cv. ‘Jimba' . 
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Nagatomiら (1997) は，ガンマ線緩照射による花色

の変異セクターから花弁培養によりキメラを分離し，花

色変異個体を得ており，原品種‘太平'から‘南風の輝'

を含む 10品種の花色変異品種を育成している.また，

同品種 ‘太平'に対するイオンビーム照射では，培養部

位として葉片より花弁を用いることで花色変異率が高

くなることから， ‘イオンの光明'を含む 6品種が育成

されている(永富， 2003) .このように， 花色変異を目

的とする場合は，培養部位として業片より花弁を利用す

る方が変異率は高い.しかし， ‘神馬'は白色の輪ギク

であり，花色や花形等の基本特性を維持した変異誘発を

目的としている.したがって，培養部位として花弁より

築片を利用する方が品質や形態特性を維持した変異誘

発に適すると毎-えられた

イオンビーム照射と線量反応

1申馬'の無菌植物の柴片を不定芽誘導士存地に置床

して 3~5A 後， これらを照射材料として，炭素イオン

(220McV・12Cへ320McV・12C6+)，ヘ リウムイオン (50McV

• 4I1c2+， 100McV. 4I1c2+)および軟 X線の照射を行った.

その結果，軟 X線では線量の増加に{半い不定芽形成数は

直線的に減少し，10 Gyでは無照射の 5%以下になった.

これは，軟 X線がガンマ線と同様の屯離放射線であり，

Nagatomi ら (1997) が示したガンマ線の線量反応と一

致する結果であったそれに対して，イオン ビームは線

種により線量反応は異なるものの，線量の増加に{半って

緩やかに不定芽形成数が減少し，その後急激に低下した

(Fig. 3-1-2) .これは，イオンビームを Arabidopsis

に照射した結果 (Tanakaら，2002) と一致するもので，

電離放射線より エネルギーが高いイオンビーム照射の

4 

特徴といえる.
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Fig. 3-1ニ3.Mutation of flower characters by 100 MeV 
Helium ion bcam irradiation on leaf explants of 
chrysanthemum cv.ζJimba' 

5 イオンビーム照射による変異の傾向

不定芽数が無照射区の 20%程度に低下したヘリウム

イオン (100MeV)の 10Gy照射区では，得られた再生

個体の花符，花弁数，舌状花の形など，花器形態に関す

る様々な形質で変具が認められた (foig.3-1-3) 一方，

高 LET(keV' . m-I 線量エネルギー)の炭素イオン (220

MeV， 320 MeV)照射区では，線量の増加に伴い，花弁数

が減少する傾向 (Tabl巴 3-1-6)や柴形の具常が増加す

る傾向 (Tabl巴 3-1-7)が認められるものの，その効果

や割合は判然としなかった.この理出として，用いたへ

リウムイオンは LETが炭素イオンより低いことから

(Tanakaら， 2002)高線量の照射で再生個体が得られ

る.その結果，花形 ・花容，葉形 ・大きさといった量的

遺伝形質により支配される形態特性について多数の変

具を内伝し，外観上の形態変異が生じたと考えられる

これに対して高 LETのイオン種の場合，高線量では細胞

に去、lするダメージが大きくなるため，再生個休は得られ

ない.一方，低線量では D¥JAの欠失や置換等の変呉を内

在するものの，各細胞に生じる変異の数が限られること

から (Shikazonoら， 2001) ，元品積の特性を維持した

変異誘発が可能になるものと考えられた.

イオンビームによる変具誘発を行うにあたり，低 LET

-高線量照射により獲得変異の可能性を探り ，品種育成

のためには高 LET'低線量により遺伝子レベルでのダメ

ージが少ない，品種本来の特性を維持した変具体を獲得

する必要性が示唆された.さらに，木実験で得られた結

果は，従来の線量と比較すると非常に低い (Tanakaら，

2002; ¥Jagatomiら， 1997) .これは，他の報告が種子

や植物体を照射材料とし，多くは静止期の核に照射され

るのに刻して，木実験では，不定芽誘導培地に置床後 3

~5 円で、細胞分裂開始白íjの情性が上昇した段階で照射

した従って，放射線に刻する感受性が乾燥穂子や植物

休に刈する照射より 高まり，低線量での変具誘発を可能

にしているものと考えられた

Table 3-1-6. Effects of dose of irradiation on number of petals resulting from 

r巴gcncratedplants with leaf巴xplantsof chrysanthemum cv. ， Jimba' . 

Raddi ati 00 type 

control 

Plant matearial 

line 

mertst町E
'Jimba' 9-1-1 

culture 
reg田町ated

fro血 1eaf

220Me¥" "C5- 'Jimba' 9-1-1 
regenerated 

from 10af 

Tota1 P町 C四回geof，-ari皿 t5to nu皿b町 ofpetal 5 wi出regeneratedplill1白 NO.of 
dose in¥'estigated 
(G)')ι150 -160 -liO -180 -190 -200 -210 -220 p1皿 ts

i.O 72.0 21.0 1~ 

3.0 18.0 46.0 21.0 3.0 9.0 3~ 

2.0 1.0 6.0 26.0 52.0 13.0 2.0 89 

3.0 2.0 5.0 26.0 49.0 16.0 1.0 1.0 85 

4.0 16.0 50.0 29.0 5.0 38 

5.0 6.0 11.0 83.0 18 

320~leV 'じc←'Jimba'9-1-1 regen町 ated 1.0 
fro田 leaf

3.0 -li.O 34.0 13.0 3.0 -10 

SoftX~fay 'T'__'.'"'' regen町 ated
'Jimba' 9-1-1 (3.6G，.!b) _._--• . - fro回 leaf

2.0 

3.0 

40.0 44.0 9.0 2.0 5.0 43 

10.0 42.0 29.0 19.0 21 

3.0 19.0 47.0 25.0 6.0 64 
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Table 3-1-7. Effects of dos巴 ofirradiation on leaf 
shapc of rcsul ting from rcgeneratcd plants wi th leaf 
cxplants of chrysanthcmum cv. 'Jimba'. 
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6 変異誘発システムの情築

木実験では無菌植物の柴片情養開始後， 一般の切り

花栽培と同様の定植苗を得るまで約 18遡，種甫を栽格

闘場に定植後開花するまで 16~18 過であった.これに

より， f<ig. 3-1-1で示すように，イオンビームによる

変具誘発から変異体の選抜まで，およそ 8か月で完了す

る変具誘発システムが完成した.このシステムは，波情

圃場へ定植する前に育甫段階を)J日えることで，個体再生

時の生育を揃えることができ，一般の切り花北培と同様

の栽培管理の中で照射当代の選抜を行うことが可能で

ある.さらに，植物休再生効率が安定しているため，開

花時期ご とに開場規模lこjぶじて逆算し，照射スケジュー

ルや照射数量を決定することができる.これにより，1.克

児島県ではバイオテクノロジ研究所と農業開発総合セ

ンタ一花き部と連携することで，作型lこjむじた 3，OOO~ 

4，000木規模の選抜を年間に数回実施する品種育成試

験が可能となった.

第 2節 無側枝性および低温開花性等有用変異選抜技

術の開発

秋輪ギク‘神馬'は，純白で花容 ・草姿 ・生育特性

に優れる ことから，従来からの主力品種であった‘秀芳

の力'に替わって 2000年には生産量で・全国一の品種と

なった.しかし，この品種は側枝の発生が多く ，低温遭

遇により開花が遅れるといった欠点もあり，生産現場か

ら強く改善が求められている (永吉，2003) .また，仰l

芽を摘み取り ，r頁芽の花苦だけを残す輪ギク栽培では，

この摘芽 ・摘苦作業が栽培管理作業の約 1/4を占め，側

枝発生の多い ‘神馬'の場合，開花時期によっては 10a 

あたり 120万個の摘苦が必要となる (Fig.3-2-1;永吉，

[89J 

2003) .そのため，摘昔数が少ない 「無側校性品種」の

育成は， 輪ギク最大の育積目標といっても過言ではな

い.実際，夏秋輪ギク (6~9 月開花)では， ‘岩の白

扇¥ ‘フローラル優呑'および‘精の一世'といった

無側枝性品種が栽情の主流となっている (永古， 2011) . 

このようなキクにおける無側枝性は， Okamoto' Suto 

(2003)により高温条件下で服芽が消失することにより

発現する ことが確認されており，この特性を栽塙面で活

用し，夏秋輪ギクの開花期にあわせたj実情管理法が検討

されている(松本， 2000) .また，これら無側枝性品種

や系統を交配親として用いた新品穏の育成も数多く手

がけ られ， ‘神馬'の交配親にも無側枝性品種が用い ら

れている そのため， ‘4申馬'の一般切り花j実情の中か

ら無側枝性の枝変わりが発生し， ‘旭神， (農林水産省

品種登録 124768')および‘古良の馬， (農林水産省品

種登録 15667号)などが選抜 ・育成されている.しかし，

開花時期の遅れや切り花重の減少など栽培特性の劣化

が伴うことから， ‘神馬'の代替品種にはなっていない.

また，定植用の挿し穂や母株の育成時期が高温期とな

り，栽晴時期が低温期にあたる秋輪ギクでは，無側枝性

実用品種の育成は難しく ，むしろ鹿児島県では高温期に

分校し増嫡が可能で，収穫後の萌芽茎を利用する二度切

り波情適性の高い，無側枝性が発現しにくい系統を選抜

し'-(申馬 1号として供給している

Fi~ 3-2-1. Disbudding in the chrysanthemum 

cul ti vation. 

一方，低温期の一般栽士者間場から，開花の早い個休

を選抜することにより，低温遭遇による開花遅延を起こ

しにくい‘神馬， 2号が選抜され，穏苗法による制約が

ないことから，現在では全国で広く栽培されている.し

かし，低温開花性で側枝発生の少ない系統や品種の育成

には至っていない.

そこで，本節では第 l節で開発した 「変異誘発シス
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テムJを活用し，低温開花性と無側枝性という，相反す

る温度帯で発現する栽培特性について，人為的な変異誘

発による特性改変を行い，実用品種育成に向けた技術開

発を行った.

材料および方法

1 供試品種および材料の調整

Table 3-2一lに本実験で供試した品種および系統の

由来と特性を示した. ‘神馬'の場合，鹿児島県では農

家生産岡場から優良個体の収集を行い，系統選抜により

生育特性などに特徴のある系統を育成している.これら

には，萌芽数が多く二度切り栽矯に向く‘神馬 1号，

低温開花性に優れる‘神馬， 2号，花容・草姿に優れる

g神馬， 9-1-1系統がある (Tabl巴 3-2-1) .本実験で

は， Table3-2-1に示した‘神馬 3系統を区別して照

射するとともに，変異個体の選抜や選抜系統の対照とし

て用いた.また，変異誘発に用いる材料は，第 l節に準

じて茎頂嬬養から無菌槌物を育成し，その柴身部を試験

に供試した.

Table 3-2-1. Ecological traits and origin of 

chrysanthemum cultivars uscd in this study. 

Cu1tivars 
白羽田 ~ut油田町 selecti叩 Eco1ogical traits Rd'，町田町

血dlinf:

'Jimba'，，:l 'Ji田ba' FieJd selecti回 G∞d sprouting 

百回bd'!"'2 '}imba' Fiddsdecti佃 Lowte由 p-日相官ing

'Jimba' 9-1-1 'Ji皿 ba' Field seltcti佃 G∞dflower quarit)' 

'AJaddin 'Jimha・9-1-1 I聞 be""， 民団-1.-皿chingnod除 Imak:iire IIt 01. (2006) 

1magine' 'Ji皿ba'9-1-1 I皿 be... お叩.耐血chingnode t:eflO Ilt al. (2003) 

802-1-1 7皿 ba'9-1-1 100 be岨 N国一』担品血gnode じ目。 <lal.<"003) 

2 変異誘発と植物体再生

変異誘発に用いるイオンビームは，第 1節に準じ，

独立行政法人日本原子力機構高崎研究所の AVFサイク

ロトロン加速器による総エネルギー220MeVまたは 320

McVの炭素イオンビームを O.5~5 Gyの線量(試料の厚

みを 0.5mmとして線量調整)で照射した.軟 X線は

TRS-I00CX (SOFRO~ 製)を用いて，線量率 3 . 6 Gy'h一l

により 5Gyの線量を照射した.

‘神J馬'の不定芽再生系は，第 1節に示したように，

5.0 mg'L-' IAA， 1.0 mg'L-' BAPを含む不定芽誘導塙地

を用い，植物体の再生， )1固化，および育苗は，第 1節の

変異誘発システムに準じて行った.

3 選抜岡場における税構条件

キクの無側枝性は，生育中の高温遭遇により発現す

る (Okamoto・Suto，2003) ことから， A実情期間が高温

期にあたる 8~9 月定植 ・ 1l ~12 月開花作型で無側枝性

の選抜を行った.無加温ハウスで 16時間日長になるよ

うに暗期光中断による電照抑制栽培とし，一般栽培管理

を行った.開花時に葉肢の摘芽数から無側枝性を判定す

るとともに，消灯(電照抑制を終了し，長日から短日条

件に替わった時点)後の開花週数，満開時の舌状花弁数

および葉形等の形態特性を調査することで，優良個体の

選抜を行った.

低温開花性の選抜は，生育期間が低温期にあたる 12

月定植・ 3~4 月開花の作型で，生育期間を通じて一般

管理より 4~50C低く，最低温度1O~14t とした低温

管理を行うことで消灯後の開花週数から開花の遅延し

ない形態特性に優れる個体を選抜した.

選抜個体は収穫後の株から萌芽させ，栄養繁姫によ

り増殖して選抜系統とした.次年度，選抜系統は，高温

管理が可能な 1l ~12 月開花の作型と低温に遭遇する 3

~4 月開花の 2 作型で、特性の確認を行い，系統選抜を行

った

4 ゲノムサイズの測定および核の観察

核 DNA量の測定は， 三柴・三位 (1999) および

Yamaguchi ら (2008) の方法に従ってフローサイ トメ

ータを用いて分析した.開花時の調査個体から採集した

測定用の成熟柴は，静止期の核の集積と核サイズの安定

化のためにあらかじめ 24時間以上冷蔵保存した.測定

時に 5x 15 mmに調整したキクの柴片と D'lA量の対照、植

物であるサトウキビの柴片を交瓦に 3枚重ね 1mlの

単離 ・染色液 (10mM Tris-HCl pH 7. 5， 2 mM MgCl ~ ， 0.1% 

Triton X-I00， 0.5首 ~a2S0p 2 mg ・L-' 4，6-

diamidino-2-phcnylindolc)中でカミソリ刃を用いて細

断し， 30・mのナイロンメッシュで糠過して 5分間静置

後，フローサイトメータ (PartccPA， PARTEC) を用い

て測定した.また，単雌 ・染色液やサンプルの調整 ・染

色過程は，酸化防止のため氷冷して行った.

核 D'lA量測定の指標とする対照植物は，ゲノムサイ

ズがキクの半分程度で安定して測定が可能な植物種と

して Plant D~A C-va lues databasc 

くhttp://data.kcw.org/cvalucs/> から得た情報を基

に，サトウキピ (Saccharumofficinarum L. cv. 'liI7) 

を選定した.キクサンプルの核 D'lA量は，対照植物のピ

ーク位置と比較して原品種のピーク位置の平均値を

100%として算「廿した.

なお，イオンビーム照射後に発生する不定芽の形成

過程を確認するため，培養中の柴切片を 3~5 円毎に取

り出し，横断切片の切断面の細胞の変化を観察した.集

切片は固定せずに新鮮材料をカミソリ刃により厚さ 50

~200 ・ m に細断し，前述のフローサイトメトリーで用

いた染色液(三柴・三位， 1999) に浸潰した.核染色後
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の横断切片は，落射蛍光顕微鏡下で紫外 ・可視の観察を

行い，組織の状態，細胞の大きさおよび核の数を調査し

t::... 

結果および考察

1 無側枝性変異の選抜と品種育成

イオンビーム照射による摘芽数の変化を調査した結

果， 12月開花の作型において，炭素イオンビーム (320

McV)の 1~ 3Gy照射により，摘芽数が 9~16 個に減少

した個体が 4.5~12. 5%得られたことから，線量の増

加に伴い少摘芽数の個休が増加する傾向が認め られた

(Pig. 3-2-2) . 

3Gy 

圃II 

I I 

ロ21-24

ロ25-2!!

.029-12 

口13-

抽皿量宜rof

.w. .... 竜
・9-12
ロ11-16

巴，. 
〉. 
::!' 
Sミ2Gy
開

口17-20

-
E
U百

喜 lGy

1-

OGY 

。，‘ 20恒 4!J弘 60'施 S!J兎 E四J"
pe匝四t司jeof咽『白血

Fig. 3-2-2. Effects of dose of irradiation on numb巴r
of disbudding r巴sulting from rcgcncratcd plants wi th 

leaf explants of chrysanthemum cv. ‘Jimba' 
These p1ants were grown under Decembcr flowering cropping 

systcm. 

このような無側校性を対象とした作型で， 2001年度

6， 090個体の変具誘発当代から優良変具個休の選抜を

行った.その結果，花容 ・草姿 ・生育量(切り花重)等

が優れる 20個{木を選抜し， B01-1-1~B01- 1 -4 および

B01-2-1~B01-2-16 系統とした . その中で肢芽が消失し

た無側校節が確認され，無側枝性を持っと推定される個

体は，わずかに 2個体 (B01-2-14および B01-2-15)で

あった.このように，生育量が低下していない変具体の

出現頻度は極めて低いものの，従来の枝変わりによる自

然突然変巣では得られなかった，花容 ・草姿 ・生育量に

優れる無側枝性発現個体を獲得できた.

次年度，栄養繁嫡により増殖し，各選抜個体を系統

として系統選抜を行ったところ，変具当代の特性をよく

保持していた このように，特性が分離しないことは，

変異個休のキメラ性がないことを示している.さらに，

無側枝節が確認できた 2系統は，系統選抜時も 12月開

花の作型で無側枝性を示し (Fig.3-2-3) ，その特性が

安定していることから， B01-2-14系統を ‘新神'

[91J 

(‘Aladdin' 農林水産省品種登録第 14118号;今給

繋ら， 2006) ， B01-2-15系統を‘今神('Imagin巴'

農林水産省品種登録第 14119 号)として登録した

(Table 3-3-1) .なお，これら 2品種の形態特性は，

Tablc 3-3一7に示したように，元品種の'1'申馬'と同等

の基木特性を示し，無側枝性が改良された品種である こ

とが分かる.また，これら 2系統に加え， 2002年度照

射区から無側枝性を示す B02-1-1系統が得られ (Pig.

3-2-3) ， ‘神馬'の無側枝性改良手法として変巣誘発

システムがi?i'用 μl能であることが確認できたことから，

「イオンビーム照射によるキク科植物の突然変具育種

法」として(独)原子力研究機構と共同で料許を申請し

た(特許公開 2004-321057)

2 低温開花性の選抜

秋輪ギク‘神馬'の柴片に変具誘発を行い，生育期

間中に低温に遭遇する 3片開花の作型で再生個休の開

花料性を調食した.その結果，消灯後の開花週数(電照

~JiJ青を終了し，短日条件に替わった時点から開花に至る

までの週数)は系統や首の来歴によって具なっていた.

木実験で用いた系統では 挿し芽増殖荷で比較すると

‘神馬 2号<9-1-1系統壬‘神馬 1号の順で開花が

遅れる個体の分布が拡大した (Tabl巴 3-2-2) これは，

各系統の低温開花性を示す順と 一致しているまた，甫

の来位、では挿し芽増殖苗<茎頂情養首豆莱片出来前の

順で開花が遅れる個体の分布はさらに拡大した (Table

3-2-2) . 't申馬'の場合，栄養生長期間中の低温遭遇

により幼若化し，開花遅延を引き起こすことが知られて

いる(永占， 2011) この幼若化は切り花生産の栽培期

間だけでなく，親株，穂冷蔵および挿し芽と多くの時期

や種甫の前歴に関係することが報告されている(永吉，

2011) さらに，茎頂情養によるメリクロン苗は，多く

の植物種で生育旺盛になることが知られており，挿し芽

増殖苗と比べて生育旺盛な茎頂情養苗は，栄養生長から

生殖生長への切り替わりが遅れ，開花が遅れる個休が増

加したと考えられた.

一方，茎頂培養苗と同様に，葉片由来個体の開花逓

数は幅広く分布したが，照射の有無や線量による明確な

差は認められなかった (Table3-2-2) .これに対して，

消灯後 9週までに開花したものを早生型， 13週以降に

開花したものを晩生型とした場合，線量の増加に伴って

開花の早晩に関わる変異が増加する傾向が認められた

(Fig. 3-2-4) これらは，培養植物を同時期に順化し，

同一条件下で育苗，栽培管理を行っていることから，と

こで示した早生型の中に低温開花性を示す変具体が含

まれることが期待された.



25 

iz 
i ~ 却
;呈， i B 1一一一一一一一一一一

: .r 10 

j 0 戸一一_____..__
o a.s 1.0 1.5 2.Il 

i 22OMeY-C胸 骨

」一一一一一一一一一一 一一

計ハ
いいんい

2014 

| 口叩Ioaotyl .13W-同 |

第 8号鹿児島県農業開発総合センター研究報告

30 

[92J 

-

+
1
1
1
1
1
1
7
T
i
l
l
i
t
-
-

E
E

mv

E
O古
田

山
叩

g
g
 

L
 

801.2-15 8ll1-2-14 
'Imagme' . Aladd:fI {・αsbu出'"9.0 剖 ，11町凶d.~ non_br剖仁川 9nooo)

8('12.'1.1 

3-2-3. Schematic'drawing illustration of Fig. 

Fi~ 3-2-~ Effects of dose of irradiation on 
flowering periods resul ting from r巴generatedplants 
wi th leaf explants of chrysanthemum cv. ‘Jimba' . 

The early typc flowered within nine weeks， and the 
late type ne巴dedi t until flowering more than 13 weeks 
after 1 ighting stop. 

and/or 

Thesc plants were grown under Decembcr flowering 

cropping system. 

‘Jimba' axillary bud in chrysanthemum cv. 

selected mutants. 

Table 3-2-2. Effects of dose of irradiation on flowering pcriods resul ting from rcgcnerated plants wi th leaf 
explants of chrysanthemum cv. ‘Jimba' in March 2002. 

d

一

一

一

e
 

，
暗
鉱

3

一

，、
噌
川

-
4
-
0
7

月
一
崎
川

、4

7

円

6
一
日

3

5，
o
一泡

-
S

2

7

-

t

a
-
2
-
1

2

内

5

t

f

I

C

Z

削

4
川

町

守

s
t
目
-
3

4

8

-

a
g
-
-

F

3

1

3

2

1

1

4

4

-

-

、p
e
p
-

田

-

-

-

-

-

a

-

F

一

一

-

-

】

岬

一
肌

一
一

3
一

三

β

4

S

川一

5

0

4

口
一
2
一

一

い
一
4
一

一

O
-

2

4

3

2

1

4

7

4
a
k
-
-
-

-

一

一

一

一

一

、

-

一

司

-

i
-
】
一
一

守

-

n
一

一

一

一

一

-

一

-

M

一

一
一

一

一

一

一

一

喝
一
九

一
一

一

一

一

同

一

1

一
円
一
一

1

-

6

8

3

1

-

τ

-

1

0

0

0

-
4
一

一

町
一

4
一
一

J

6

5

S

5

4

S

一
回

H

7

叩
一

4
一

一

g
一

一

一

-

-

m
一
同

一

一

1

・
一
0

0

7

1

S

4

一
6

6

0

0

一
s
-

5

2

一

w
-
工

一
一

1

0

ヲ

3

S

7

7

7

0

S

ロ
0
・
7
-

9

9

-

、，

m

-

一

-

1

2

-

2

2

i

l

l

-

-R2

1

;

I
E

E

a
-
-
-
一

一

一

-

-

-

O
E

-

-

-

-

-

則
一
w
一
一

s

-'
一
9

9

3

3

6

0

一
2

6

0
0
h
s
一

I

2

-

M

一
日
一
一

4

1

1

9

8

0

0

3

6

1

6
0
e
4
-

k
i
L
-

q
-

4

』
一
1

3

-

2

1

l

i

z

-
-
i
1

1

2

一1
-

-

、目

i
一
一

-

l

i

-

-

@

『

司

-

e
-

-

wu
一
w
一
一

6
0
-
6

1

4

9

4

6

一
3

6

3

3

一
9
-

0

9

-

崎
一
日
一
一

9

3

-

S

4

3

3

2

9

-

9

1

3

3

-
6
一

9

4

-

m
一ー
~
一
一

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

2

1

-

2
目

1

1

一

時

一

一

一

一

，

-

一

吋
一

同

一
3
一

9

s

-
-

S

0

4

7

5

一
4

9

3

一
1
一

1

7
一

馴
一
日
一
弘
一

5

3

-

1

0

9

7

8

5

-

6

0

1

ι

5

-

7

0

-

s
一
-
一

!
-

2

2

1
1

2

1

2

1

t

1
1

2

2

1

2

-

1

2

-

a
一
-
一

一

一

一

-

-

一

迦

一

一

一

一

一

一

-

-

E

』

一

一

-

-

四一

w
一
3
一
0

5

4

一
1

2

ミ

S

1

4

一
5

3

-

…3
一
1

6

7
一

-
9
-
s
-
o
s
j
i

2

3

7

1
i
'
s

i

-
-

7

3

-

o

-

4

7

2

-

N

1

6

4

4

s

i

l

l

2

U

5

F

S
-
2

4

4

-

e
E

m

-

-

一

'

E

E

S
E

-

-

-

一

-

-

-

a
E

E

-

-

ん

ト

-

-

澗一

w
一
3
一
o

一

一

2

一
5
-
9

5

3
一

代

目

s
-
3
-
O

一

一

-

-
s

-

w
-
-
-
3
7
3

0

-
1
-
T

9

2
-

M
加
剛
一

o
一
0

0

0

一U
M

M

M

M

川一

M

M

M

川

一
日

一
0

0

刊

一

一
冊
一
同

謡
一
d

一
d

一
d
一
田

d
一

一
世

間

山

叫

一
一

一
一

一

一

一
山

山

一

-

】

O

-

o

c

a

-

a

-

a

s

n

-
o

c

a

-

-
w
一m
m
吋
一
司

一
吋

h

d

一
叩

m

M

一

月

一

ι
一
崎
山
崎

舗

-
a

一紙

一
a
一
日

開

-
一

町

一
世

一
蜘

削

間

一
聞

一
開

一

間

一
蜘

刷

間

一

川

一

砂

一

p

m

酔
-
ド

-MP

-
P
-
p
m
"
t

y

-
-

-

a

e

-

e

-
e

-
e

【

a

e

-

-‘

一
、
一
、

r
-
v

r

-
r
-
v

r-

m

一

一

一

一

一

一

一

例

一

一
1

一

i

:』

:tA
-

一

一
-
一

一

一

-

-
2

2

一

一
存一

4

-

4

-

4

一
4
F
Z

一

一

一
9

9

9

L
9
-

o
-

e

↑・2
一

-
a

-

h

一
帥

一

一

回

一

一

回

一

回

一

回

一

同

帥

一

一
見
一

四

一

畑

一
団

守
四
一
五

五
一

-

一

J

-
7

-
J

-

J

-

-

-C

-c

-
-

・
3
-

-

v

-

F

-
a
-

-
r

一、

-
r
-

i
ゅ

i
k

J

X

-
d

一

?

一

3

4
t
-
u

一
m

一泊

一
ぽ
一同

一，
.

-
3

u
s
-
c

R3ddi:uiOll 

~'" 

conlrol 

C聞，，~

SoftX-rav 

DNA cont巴ntsof chrysanthemum cv. Table 3-2-3. 

and few axillary buds selected lines 

DNA cont回 tsq. STD 

100.0 0.9 

‘Jimba' 

P1ant田atearial
笠笠盆笠笠

menste由 culture
line 

'Jimba' 9-1-1 

1.I 

9

2

2

2

5

 

Aυ

'A

'

i

・e-
n
u

100.0 

1
3
0
1
 

・

・

A
U
A
υ
A
υ

。。
A
X
w
nU

A

U

A

U

ハツ

Q
，

1
1
1
 

血 eristemculture 

田町lstemculture 

、agl回tlvepropagnt1on 

田 町1st町nculture 

vilgttahve prop3gatton 

menste由 culture

'Jimba'存2

'Imagine・

'Aladdin' 

B02-1-1 



上野:バイオテクノロジーを用いた地域他物資源の育種学的活用に関する研究 [93J 

変異当代で花容・草姿および生育特性が優れ，開花

が遅延しない個体を選抜し，挿し芽増殖による栄養繁殖

により次年度，系統選抜を行った. 3月開花作型で最低

130Cの低温管理を行った結果，消灯後の到花日数は低温

開花性を持つ神馬 2号が 66日，神馬 1~号が 75 日， 9-1-1

系統が 77日であった.これに対して，低温開花性によ

り選抜した BOl-3-1~BOl-3- 18 の 1 8 系統の到花日数は

63~75 日となり，低温開花性の選抜が可能であると考

えられた(データ省略) .一方，同作型で無側枝性の

BOl-2-15系統(‘今神， )の到花日数は 77日， BOl-2-14 

系統(‘新神， )は 83日となり，変異誘発に用いた 9-1-1

系統の 77日と同程度かさらに遅れることから，低温開

花性は付与されていないことが明らかとなった.さら

に，これら低温開花性選抜系統を 12月開花作型で栽培

した場合，無側校性を示す系統はなく，無側枝性と低温

開花性を併せ持つ系統は選抜できなかった(データ省

略).なお，このような無側校性や低温開花性は，栄養

繁殖による系統で保存されることが‘新神'育成の過程

でも示されており(今給繋ら， 2006) ，低温開花性と無

側枝性を併せ持つ品種の育成が期待された.

3 イオンビーム照射による線量効果と核 D'lA量の変

化

‘神馬'および無側枝性変具系統について，各 5個

体の核 DNA量の測定を行った.その結果，変異誘発に用

いた原品種‘神馬'の 9-1-1系統および低温開花性の‘神

馬， 2号の核 D:-.IA量は，いずれも同程度で，標準偏差 1

%程度の範囲で DNA量の測定が可能であった (Tablc

3-2-3) .また，原品種の DNA量を 100%とした場合，

無側枝性変異系統の‘今神'は 2%程度 DNA量が減少し

ており， ‘新神 3 および B02-1-1系統は，変異誘発に用

いた‘神馬， 9-1-1系統と同等の D0IA量を保持していた

(Table 3-2-3) 

低温管理により早生および晩生個体を選抜し，各照

射区1O~16 個体の D"lA 畳を測定した結果，照射線量の

増加に伴って D'lA量が 2%以上減少した個体の割合は

増加した (Fig. 3-2-5) .一方，早生の 35%および晩

生変異の 45%は D'lA量の減少が認められた (Fig.

3-2-5) .これは，開花が遅れた個体の多くは D'lA量が

減少していることから，生育の遅延や生育量の低下およ

び葉型等の形態的な異常を伴う(データ省略)ものと推

察された.したがって，品種本来の特性を維持したワン

ポイントの改良には，生物効果が高いイオンビーム

(Tanakaら， 2010)を1~ 3Gyの低線量で照射し，多

数の変異誘発当代の中から，生育長の劣らない変異個体

を選抜する必要があると考えられた.

官制~

~~-l~ll-I~1 割拘畠

副拘畠

4o'l‘ 

君"も

。~

回 世 o 0.5 1.5 3 .. 5 酒 田 tylale

2酬eV~園陸副首冨量出町直田CGYI

Fig. 3-2-5. Effects of dose of irradiation on 
nuclear D'lA content resulting from regenerated 
plants with leaf explants of chrysanthemum cv. 
'Jimba' . 

Rc1ativc DNA contcnt is expresscd as the ratio o[ thc 
nuclcar DNA contcnt o[ investigatcd p1ants di vidcd by 
that o[ contro1 p1ants maintained by vcgctativc 
propagation. Thc carly typc flowcred within口lne
wccks， and thc 1atc typc needed i t unti 1 flowering more 
than 13 weeks after 1ighting stop 

4 キメラ性の解析

木実験で用いている不定芽の発生過程を確認するた

め，核の蛍光染色により経時的に観察した.Fig. 3-2-6 

A， Bに示すように，莱tJJ片を不定芽誘導培地に置床し

て3円後では，細胞の大きさや数に変化は認められなか

った.8日後には表層に近い海綿状組織細胞屈の核が隣

接する 2個もしくは 4個(3個観察される核は 1偶が裏

側に隠れている)に増加した (Fig. 3-2-6 C， D) .こ

れは，プロトプラスト培養の一次 ・二次分裂で細胞数が

2個・ 4個に増加する様相(高山， 1986) と酷似してい

た.一方，同時点で他の組織層における同様の核の増加

は認められなかった.さらに， 15日後には表層に突起

した細胞塊が実態顕微鏡下で観察された.この細胞塊は

ドーム状で核が整列していることから，他の細胞層のラ

ンダムに増殖するカルス細胞と区別でき，茎頂分裂組織

と形状が類似した組織形成であると考えられた (Fig.

3-2-6 E， F) .その後，この表層に突起したドーム状の

細胞塊は，個々の不定芽となり植物体が再生した.この

一連の過程は，不定芽の発生数や位置と一致しており，

不定芽は培養 8日後に細胞の増殖が確認された表層に

近い海綿状組織細胞に出来すると推察された.本実験で

は，菓片の培養開始後 3~5 S目の!照射であるため，初

期分裂開始直前の変異誘発となっている.Yamaguchiら

(2 010 ) の場合も培養開始 3~4 日後に照射しているこ

とから，変異誘発後， 個々の変具細胞が噌殖し変異当代

から独立した変具体が得られたと推察された.

一般に植物体に変異誘発を行った場合，変異誘発当
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代は混在する変具細胞を分雌 ・固定するため，穂子繁殖

による次世代(Shikazono ら， 2005) ，切り戻し

(Yamaguchiら， 2009) もしくは変巣セクターからの植

物休丙生(永富， 2002)によって完全変具体を獲得する

これに刻して，長切片に変巣誘発を行い，植物休を再生

する場介，著者らの白iiJiliの例を含め，変異誘発当代から

変具休の選抜が μJ能で、ある (Yamaguchiら， 2010) .し

かし， Shinoyamaら (2002)はキクの柴切ハから不定井

経由で得られた形質転換休の場介，薬剤耐性で判別μJ能

な非形質転換細胞が混血するキメラが多く存配すると

報告している また，不定井は多細胞起源とされる(大

津，1988)こと から，組織情養を組みfTわせた変巣誘発

の場合も変具細胞が区分キメ ラとして混仕する μJ能性

が考えられる

Yamaguchiら (2009)は11夜芽に照射した際， 区分キメ

ラによる花色変巣を複数回の切り戻しにより分l枇固定

しており ，著者らの腕非に照射した他の試験で区分キメ

ラである斑入り状の柴緑素変具体が得られたこ とと一

致していた.これに刈して，木実験ではアルビノの不定

芽が恨めてまれに発生するが，これらは独立した完全ア

ルビノ変具体であった(データ省略) また，木実験で

得られた選抜個休は栄養繁殖した個休聞で形態的なよ

具がなく，形質が安定していたことから，その一部は品

種登録に至っている.さらに ‘新神'の品穏識別マー

カー(阿部ら， 2007; Shiraoら， 2013) を用いた報告

では，巣なる複数の場所で技培した‘新神'でも同ーの

判定結果であった(白尾ら，2007) .なお， ‘新神'の

莱切片ーから再生した選抜個体についても ‘新神'と同

ーであると識別されている(白尾ら， 2007) .無側枝性

や低温開花性等の生理特性に関するキメラ判別は難し

いものの，本実験で得られた変具個休では，栄養繁殖に

よる形質や識別マーカーの分離が認められなかったし

たがって，個々の変異細胞に由来する独立した不定芽が

得られ，キメラ性も低く 1~Jえられたことから，変異誘発

当代での変異個体の選抜は可能であると考えられる

第3節 イオンビーム再照射による再改良技術の確立

従来から変異誘発に用いられてきた放射線は，ガン

マ線やX線等の電離放射線が中心であった.これらと比

較して，粒子線のイオンビームは飛跡に沿って物質に与

えるエネルギ-いわゆる線エネルギー付与 (Lincar

Encrgy Transfer: LET)が非常に高く，同じ線量である

1 Gyの照射で，ガンマ線で、は 2，000スプール， 炭素イ

オンでは 4トラ ック となり，細胞核内の DNAに刻して'電

離放射線の数百倍のエネルギーを局所的に付与する特

Fig. 3-2-6. Lcaf segments of chrysanthemulll cv. 
‘Jimba' during tisslIc cultllrc 

A and B: aflcr 3 days of 1caf 1. i ssuc cu1lurc， 1.hc 
visib1c 1igh1. vicw (A) and UV 1igh1. vicw (B) C 
and D: a[lcr 8 days of cullurc， 1.hc s1.ar1. of ccll 
mu1tiplica1.ion (arrows) E and r:巴arly stagc of 
advcntitious bud forma1.ion (8rrows) af1.cr 15 days 
of 1ca[ lissuc cullurc. Bar: 500・m (A-C and E) or 
200 ・m (D and r) 

徴がある (Tanaka ら， 2010) .そのため，従来のガン

マ線や X線と比較して，変具率が高く ，変巣スベクトノレ

が大きい，不良変具の発生が少ないといった特徴を持っ

ており ，穏々の植物穏で応用が図られている (Tanal切

ら， 2010) . 

著者らは第 2節で示したように，2001年度の照射実

験から無側校性変具個体の選抜を行し¥ ‘神馬'の基木

的な生育特性を慣なわない無側枝性品種‘新神， (農林

水産省品種登録第 14118号，今給繋ら， 2006)および‘今

神， (農林水産省品積登録第 14119号)を育成した.し

かし，この 2品種は，無側枝性を示すものの， ‘神馬'

と同様に低温遭遇により開花が遅延する欠点、も持って

いる. 一方，同様の手法を用いて池上ら (2006)は早

期開花系統を育成したが，安定した無側枝性の獲得には

至っていない このように 1回の変異誘発処理では，

無側枝性と低温開花性の両形質を併せ持つ変具体の育

成には至らなかったそこで，変具体に再度イオンビー

ムを照射することにより段階的な改良を行うことで，阿

形質を併せ持つ品種の育成法を検討した.

材料および方法

1 供試品種および材料の調整
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本実験では， Table 3-2-1に示した ι神馬 3系統，

g神馬'由来の無側枝性のある‘新神¥ ‘今神'およ

び無側枝性変異系統の B02-1-1 を区別して照射し，変

異個体の選抜や選抜系統の対照として用いた.また，変

異誘発に用いる材料は，第 1節に準じて茎頂培養により

無菌植物を育成し，その葉身部を試験に供試した.

2 変具誘発と植物体再生

変具誘発のための照射試験は，第 1節および第 2節

に準じて行った.不定芽再生系は，第 1節に示したよう

に， 5.0 mg' L一lIAA，1.0 mg'L-1 BAPを含む不定芽誘導

培地を用い，植物体の再生， )1慎化および育苗は，第 1節

の変異誘発システムに準じて行った.

3 栽培条件と選抜手法

無側枝性の選抜は，第 2節に準じ， 12月開花の作型

で行い，摘芽数もしくは無側枝節数を指標として選抜し

た.また，低温開花性の選抜は，第 2節と同様に定植後

の栄養生長期間中に低温管理が可能な 3~4 月開花の

作型で行い，個体選抜時は最低温度 14
0Cの低温管理下

で栽培し，消灯後の開花遡数から開花の遅延しない形態

特性に優れる個体の選抜を行った

選抜個体は，第 2節と同様に収穫後の株から萌芽さ

せ，栄養繁殖により増殖して選抜系統とし，次年度，高

温管理が可能な1l~12 月開花の作型と低温に遭遇する

3~4 月開花の 2 作型で特性の確認と系統選抜を行っ

た.

4 ゲノムサイズの測定

核 DNA量の測定は，第2節に準じて開花時の再生個

体から 1枚ずつ成熟葉を採取し，フローサイトメータを

用いて分析した.

結果および考察

1 DNA量とイオンビーム再照射の可否

本実験では神馬 3系統に加え， ‘神馬'由来

のイオンビームj照射により得られた無側校性変具体で

ある ε新神¥ ‘今神'および B02-1-1系統を区別し

て照射した (Table3-2-1) .その結果，供試したすべ

ての品種・系統で，イオンビーム照射後，変異誘発当代

の再生個体が得られ， ‘新神¥ ‘今神'および B02-1-1

系統に再照射を行った場合も原品種である‘神馬'と同

様に変異個体の選抜が可能であった (Table3-3-1) . 

しかし， 2002年度‘今神'に照射後再生した 1，461個

休は，照射材料とした‘今神'より生育特性が優れた個

体はなく，花容・草姿に優れる変異個体は選抜できなか

った (Tabl巴 3-3-1) .これに対して，新神'および

B02-1一l系統を照射材料とした場合は，選抜個体が得ら

れた (Table3-3-1) .これは， ‘新神'および B02-1-1

系統の核 DNA量が原品種である‘神馬'と同程度であっ

たのに対し， ‘今神'では減少していた (Table3-2-3) 

ことに起因すると考えられる.

Table 3-3-1. The number of tested and selected 

plants， regenerated from 1巴afcultures irradiated 

with ion beam from 2001 to 2005. 

]¥'u皿berofNumb百 of.. Nu皿b町 of
Cultivar5 Iraddiation tested:M1 . ~-eÏe~;;d~ Line . ';ele~;~d~. Resistration 
四 dline year pl甜 15Z pl皿ts selection Y ‘ 1I町

'Jimba' #1 2005 13ヲ2 。
'Jimba' #1 2001-2003 4，535 44 44 

'Ji皿ba'9-1-1 2001-2002 12，226 1 i 17 4 2' 
'Aladdin' 2003-2005 14.815 141 141 9 l守

'lma里町' 2002 1，461 。
B02-1-1 2004-2005 L742 64 33 4 

'M1 p1ants moans 'Mutanized 1st generation p1ants' . 

These M1 p1ants were grown from November to December or 

from March to Apri 1 using a flowering cropping system. 

，. Each mutant line was vegetative1y propagated from M1 
p1ants. These mutant 1ines were grown from November to 

December and from March to April using a flowering 

cropplng system. 

'These two 1 ines were 'Aladdin' and 'Imagine' . 

w This line wasζAladdin 2' 

原品種および 2003~2005 年の照射試験から得られた

再生個体について DNA量を比較した.その結果， Table 

3-3-2に示したように， ‘新神'は‘神馬'と核 DNA量

に差はなく， ‘今神'で、は有意に減少しており， Table 

3-2-3と同様でーあった.また， ‘新神' および‘今神'

に再度イオンビームを照射し，各処理区から無作為に

20個の再生個体を抽出して調査した.その結果， ‘今

神'では，無照射区の不定芽による再生系を経由するこ

とによって，再生個体の DNA量は有意に減少した (Fig.

3-3-1， Table 3-3-2) .炭素イオンの 4Gy照射区では

さらに減少することから， ‘今神'の再生個体の核 DNA

量は，ほぼ全個体にあたる 95~100%で，原品種の ι神

馬'より減少した (Fig. 3-3-1， Table 3-3-2) .この

ことは，炭素イオン照射では DNAの大きな構造変化を伴

いやすい (Shikazonoら， 2001， 2003， 2005) ことから，

‘今神'ではゲノムの大きな変化や修復能力低下等が生

じ，ゲノムの安定性が低下した結果と考えられ，再照射

が適さない変具体であると考えられる.一方，最初の照

射で原品種の‘神馬'と同程度の DNA量を維持している

‘新神'では，無照射区の DNA量は減少せず，イオンビ

ーム照射により平均で 1%程度 DNA量が減少した (Fig

3-3-1， Table 3-3-2) .前節で示したように，個体もし

くは系統内の測定結果が標準偏差 1%程度であり，前述

の平均値で 1%の差を有意に判定できることから，本実

験で用いた DNA量の測定法は 1%以上の差を検出でき
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Fig. 3-3-1. rrequcncy distribution of M1 plants 

aft巴rC ion bcam rc-irradiation mcasured by DNA 
contents r巴sultingfrom regenerated with leaf 

巴xplantsof chrysanthcmum cv ‘lmagine' and 
‘Aladdin' 

く>:DNA contcnt of each invcstigated p1ant 

.: Averagc of DNA contents of each treatment. Bar is 

standard 

ると考えられた.そこで¥ ‘新神'の照射区の再生個休

について， 1 %以上 D~A 量が減少した個体数を算出した

結果，その割合は 50%であった (Table3-3-2) . 

これは，輪ギク品積‘太平'における核 D~A 畳の線穏 ・

線量に対する反応と一致していた (Yamaguchi ら，

2010) .また，炭素イオン照射後の変具体は， D"lA査の

減少を伴う変異と減少を伴わない点突然変異の両方が

同程度に存在する (Shikazonoら， 2005) ことが報告さ

れている. ‘新神'に照射した際に 50%の再生個休で

DNA量の減少が認められたことは，遺伝子の大きな構造

変化が半数で発生したことを意味する.したがって，

DNA量の減少を伴っていない残る半数の再生個体につ

いても点突然変異を含む何らかの変具を内在している

ことを示唆しており，本実験で得られた再生個体の大半

が点突然変異を含めた様々な変異を内在していると推

察された.このことは，変異誘発率が高く，点突然変具

による変具体の選抜と再照射による変異誘発が可能な

イオンビームの優位性を示している 丙-照射により得ら

れた選抜個体は，栄養繁殖により系統とし，次年度以降

の系統選抜に供試した (Table3-3-1) • 

2 変具体における選抜特性の安定性

無側枝性を持つ‘新神'と低温開花性に優れる‘神

馬， 2号に炭素イオンを照射し，無側枝性を対象とした

1l ~12 月開花作型と低温開花性を対象とした 3~4 月

開花作型で、変異誘発当代の選抜を行った ‘新神'の場

合は，2003年度照射により得られた 9，033個体の変異

誘発当代から，生育や花容 ・草姿に優れ，無側枝性や低

温開花性を示す 87個体を選抜し (Table3-3-3， Table 

3-3-4) ， 2005年までの照射試験から 141個の選抜個体

が得られた (Table3-3-1) .また，強い無側枝性を示

すものの D~A 量が減少していなし、 B02-1-1 系統に再照射

を行ったところ， 2005年度までの!照射試験で 1，742個

体から， 64個の選抜個体が得られた (Table3-3-1) 

rig. 3-3-2に示したように新神'および B02-1-1

系統にイオンビームを再照射して得られた選抜個体は，

原品種‘神馬'と比較して花符.は同程度で， 舌状花弁数

は増加しており，花容が優れる個体であった.

Table 3-3-2. D~A contents of tcsted plants， which 
r巴generatcdfrom leaf cultur巴sre-irradiated by 

ion beam. 

The number田 d
Dlse !¥tunhe.r DNA c:ontents 

00 ofthe plants 
羽田tmate皿aI R副diau叩 れ"p' oftested 。fdecrease.d 

同副将 DNA amount:' 
Gv % t-rest= STD N。 % 

'Jimba 10 100.0 1.0 
'.4..1addin 15 100.1 1.1 
'bnagine' 10 98.2 *事 1.0 
B01-1.1 5 l回。 0.4 

AJ詞din' 16 l曲1 0.1 
Reg田町ated 10 99.9 。s 15 
plants世間lre- 32 0~"leV .1~C~- 10 98.8 事事 1.7 10 50 
2汀副ia:t:ed 20 99.0 • 1.1 10 50 
必3ddin':I; 10 98.8 事車 1.4 10 50 

1magine' 16 98.2 0.9 
R時間e日ted 20 96.9 事事 1.3 20 i回
plants from re- 320~'!eγ ， I:C$・ 10 96.9 車事 1.4 19 95 
1π副iatt:d 20 91.1 1.3 19 95 
lmagene'X 4 20 95.3 車車 2.5 20 l凹

• Means fo11owed by the supcrscripts arc significant1y 

different at the 5弘level (*) or 1見level (**) by t-test. 

Y The plants dccreascd more than 1覧DNAamount. 

， Non se1ected rcgcnerated Ml p1ants in 2003 

Table 3-3-3. The number of tested and select巴d

plants in D巴cember2003， which regcnerated from leaf 

disc cultures irradiated by ion beam， for selection 

of few axillary buds 

日。吹田ngp回国 Charactmstec 0 f cul也、'er("')or
D'"聞 ber numbn'ofselectedpl.日"

pt att testrd R~dj油開 Ent:rgy D田 ei¥ur曲<fof抗mberof 日of .i.ofnodes woth刷!3:Cil1釦 bud屯

ttsftd seltclerl 白 〉回 >50>30 >10 10> 0 
stlruonr~t MeV G¥" 01坦 15 olan.ts nn........_~ í~.) 

組addin' ー ・ 129 ・・
C 320 0 -l-45 9 2.0 I 2 -1 2 

Reg回 crated I 1.36:1 I.:! 0.9 I 2 7 2 
plzltS 街。m 1 1，313 4 0.3 I 2 1 
rr--ilTadi:ll国:> 1，049 10 1.0 7 3 
川2ddin' 5~ 1 U 1 

山b号以:a.l 4，375 36 .1:'  21 8 
Amb2書2 4.. ，.・......................... ~・ ・ ーー・・・・・ ・・・ ・ ・ ー・ー ー ーーー ー . . . .. ー・ー・・・・・ー・ ・- .・ ・ ~ ~ ~..ー・ ・ ・ーー~ ... ~ー ーーーーC 320 0 58 0 0.0 

R~~田 rnted J 115 2 1.6 
pl"，時from 2 327 :;: 0.6 
町 adized :> 2SS 3 1.0 
'Jimba' =.2 5 o 0 0ρ 

Sub-total ?9S 7 .. J 
T。t:u 5，173 "'3 2 5 25 11 
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10 20 30 40 SO 60 70 80 90 1∞ 
Percentag巴01non-blanching n凶巴(%)

Fig. 3-3-3. f'requcncy distribution of non-branching 

node in M1 plants or selected lines， deriv巴dfrom thc 

lcaf of ']imba' or non-branching mutants after 

carbon ion beam irradiation 

A: These 70 M1 plants werc grown undcr the Dcccmbcr 

flowcring cropping systcm in 2001， dcrivcd from the 

‘Jimba' 9-1-1 line 

B: Thcse 84 selccted lines wcrc grown under Dccember 

flowering in 2004， derived from ‘Aladdin' after C ion 

bcam rc-irradiation in 2003. 

C: These 56 ¥11 plants were grown under thc Deccmbcr 

flowering cropping system in 2005， derived from the 

B02-1-1 line. 

'f': The mean poi口し

The number shows the mean士 STD.

した 浅見ら (2010) は， ‘神馬'に対する変異誘発で

は無側校性変異の出現頻度が低いことから ， ~J苗や士音養

物を高温処理することにより，無側枝性の早期選抜を行

っている.本実験では，無側枝性の g新神'や B02-1-1

系統を照射材料とすることで，無側枝性変異が高い頻度

で安定して得られた.また，秋輸ギクでは，栄養繁殖が

夏季の高温期にあたることから，無側枝性が強し、品種は

挿し穂増殖が困難である(永吉，2011) . B02一1-1系統

に刻する変異誘発では， 2003および 2004年度の照射試

験から 64個体を選抜したが，次年度の系統選抜時の供

試数は 33系統に減少した (Tablc3-3-1) これは，無

側枝性により肢芽が消失し，増殖できない個休が存在し

たためで，無側枝率が高く増殖率の低い変異個体を選抜

の初期段階で淘汰できることを示している.また， ‘新

神'に照射した場合，無側枝性の呉なる変異系統が得ら

れることから，再照射によって育種目標に合わせた適度

な無側枝レベルへ段階的に改良が可能であることを示
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Table 3-3-~ The number of tested and selected 

plants in March 2004， which regcncrated from leaf 

disc cultures irradiated by ion beam， for sclection 
of early flowering type. 

Fig. 3-3-2. Individual sclcction of few axillary 

buds mutants， which were deri ved from lcaf of Aladdin 

or B02-1-1， and thcse wcrc M1 plants aftcr Carbon ion 

bcam re-irradiation. 

0: Aladdin，・B02-1-1， bar ; 10cm. 

これらの変異誘発個体において，個体選抜時または

栄養繁殖系統における無側枝性変具の出現頻度を調査

した (Fig.3-3-3) .原品種である‘神馬， 9-1-1系統

では，変異誘発当代の 2001年 12月開花作型における無

側校性変異は拡大するものの出現頻度は低かった (Fig.

3-3-3 A) 一方， ‘新神'に再照射を行った場合， 2003 

年度に花容・草姿に優れ無側枝性もしくは低温開花性を

示す 87個の選抜個休が得られた (Table3-3-3， Table 

3-3-4) 目これらは無側枝性が発現しない，すなわち腕

芽が発生する 3月開花作型で選抜 した 51個体が含まれ

ることから，それぞれを栄養繁殖系統とし，その 84系

統について翌年度， 2004年 12月開花作型での無側枝率

を調査した. Fig. 3-3-3 Bに示すように， ‘新神' 由

来変異系統の無側枝率は， ‘新神'と同程度の無側枝率

44. 8 :t 15. 7%で， ‘神馬'と同様に変具誘発により無

側枝性変異が拡大した.さ らに， 2005年度 B02-1-1系

統に再照射して得られた生育特性に優れた 56個の選抜

個体の無側枝率を Fig.3-3-3 Cに示した. B02-1-1系

統は無側枝率が 80.4%で， 56選抜個体の無側校率は

84. 8 土 5.0%となり，無側枝性の変異は拡大するもの

の9割以上が無側枝率 80%を超える強し、無側校性を示
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している

一方，低温開花性については，定植後栄養生長期間

に低温に遭遇する 3~ 4 月開花作型で早期に開花する

変異誘発当代を選抜したこれらの選抜個体は栄養繁殖

により増姫 し，それぞれを系統として ， 次年度の 11~

1 2 月開花作型と 3~ 4 月開花作型に供試した.変異誘

発当代において個体 レベルで選抜した特性と，次年度の

系統レベルでの特性について比較した.2004年 3月開

花の栽培で， ‘新神'は開花までに消灯後 9遣を要した

が，選抜個休は 8週以内の開花個体を選抜した次年度

2005年4月開花の作型で，消灯後の開花週数が‘神馬'

2号は 9週， ‘新神'は 12.1週となる温度管理下で，

選抜系統の開花は 9~ 1 3 遡となった (r ig. 3-3-4 A) . 

また，定植後栄養生長期間に低温に遭遇しない 2003年

12月開花の選抜では， ε新神'より早い消灯後 8週末ー

満の開花個体を選抜したこ とにより， 2005年4月開花

の作型で，消灯後の開花遡数は 9~13 週となった (F i g .

3-3-4 B). 't中馬'の開花遅延は，低温遭遇による毛h

若化(幼若層への誘導)が主な要因とされている(永吉，

2011) .また，i.jJ若化は切り花生産の栽情期間だけで、な

く，親株3 徳冷蔵および挿し芽等それぞれの生育時期の

環境も影響することが報告されている(永吉， 2011) 

さらに，第 2節で示したように，茎T頁培養苗や長身出来

の再生個体が生育肝盛になり，開花が遅延すること

(Tablc 3-2-2)から，変異誘発当代の個体選抜の結果

と，栄養繁姫により増殖した系統選抜時の開花特性が必

ずしも一致しなかった理由と考えられた.しかし，個休

選抜時に早期開花性の選抜を行うことにより，系統選抜

時には元品種の‘新神'より早期間花の系統が得られた

ことから，低温開花性の選抜が有効であると考えられ

た
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Fi~ 3-3-4. Comparison of weeks to flowering in 
individual / line s巴lection

A: Individua1 se1ected in ¥larch. B: Individua1 sc1ccted 
in Dccember 
Individua1 se1ected p1ants C10wer巴dwithin cight 
weeks， and v巴getativepropagated p1ants were sc1ected 
by number of weeks to flowering aClcr 1ighling stop， 

under April cropping system. 

3 無側枝性と低温開花性を併せ持つ新品種の育成

2003年度の照射試験では， ‘神馬 2号および 4新

神'に変異を誘発し， 9，831個体から 94個体を選抜し

た (Tabl巴 3-3-3，Tabl巴 3-3-4) . 2004年度にはこれ

らから得られた 92系統を 2作型で栽培して，その中か

ら低温開花性および無側枝性を示す 6系統を選抜した.

これら 6系統を含めて 2005年4月および11月開花作型

で、特性評価を行った.その結果，最低温度を 120Cで管

理した 4月開花作型では，Table 3-3-5に示すように，

E神馬 1号および‘新神'は低温遭遇による開花遅延

により，到花円数が 85日前後となった これに対して，

低混開花性に優れる‘神馬 2号は 67日と 2.5週の差

となった 一方，低温開花性選抜系統の到花円数は，

B03-1-3系統が‘神馬 2号より 短く， B03-2-2および

B03-2-5系統は同程度で， 他は原品種の ι神馬'や‘新

神'より早期に開花した (Tablc3-3-5) また，無側

枝性が発現しにくい生育期間が低温期の 4月開花作型

では，摘芽 ・摘昔数に大きな差は認められなかった さ

らに，植物休の生育畳を不す草丈や 90cm切り花重に品

種 ・系統による差が認められた (Table3-3-5)が，こ

れは到花日数の長短に由来するものと考えられた.ただ

し， B03-2-2系統は到花円数が短いにもかかわらず，草

丈や 90cm切り花重は他系統を上回っている これは，

低温管理下で茎の伸長や展開莱数が上回ることを示し

ており，低温伸長性につながるものと推察された.

無側枝性が発現しやすい 11月開花作型では， Tablc 

3-3-6に示すように 't申馬 1号および‘神馬 2号

の摘芽数が約 30個であるのに対して， '*Jft申'は 14.3

個と半減した.各選抜系統の摘芽数は， B03-1-3系統が

‘新神'と同程度の 13.0個と最も少なく， B03-2-2系

統以外は原品種の‘神馬'より少なかった.また，この

作型における到花日数は 51.4~54. 1日で，品種 ・系統

問差は 2.7日と小さかった.これは，低温に遭遇 しない

作型では原品種の z神馬'と開花習性に大きな変化がな

いことを示しており，生育量の指標となる 90cm切り花

重に差は認められなかった (Table3-3-6) .なお，

B03-2-2系統は‘神馬 2号由来であり ，低温開花性を

示すものの (Table3-3-5) ，摘芽数は原品種より多く

なった (Table3-3-6) .さらに，この中の 5系統につ

いて低温開花性を確認するため， 2006年4月開花作型

において，定植後開花まで最低温度 120Cで管理し開花

日数を調査した.その結果，電照抑制を終了し短日条件

となる消生了後の開花週数は， ‘神馬 1号が 11遡， ‘神

馬 2号が 9週， ‘新神'は 13週であった(データ省

略)• Fig. 3-3-5で示す消灯 81日後の開花状況は神



上野 バイオテクノロジーを用いた地域他物資源の育種学的活用に関する研究 [99J 

馬 1号が開花期神馬， 2号は開花後満開に近い状

態，および ι新神'は開花新lの状態で、あり，開花週数の

違いを明確に現していた同条件で栽塙した 5系統の開

花状況から B03-1-3および B03-2-2の 2系統は ‘神

馬 2号より早く ，B03-2-5系統は同程度で，B03-1-7 

および B03-1-21の 2系統は ‘神馬 2号と 1号の中

間程度で、あった (Fig.3-3-5) .これは，供試した 5系

統の低温開花性が z神馬 1号および ε新神'より改善

されたことを示しており， Table 3-3-5に示 した前年の

結果と一致していた前述のように，変異誘発当代の低

温管理による選抜結果と ，栄養繁殖により培殖した系統

選抜時の低温遭遇後の開花特性は，必ずしも一致しなか

った.しかし，栄養繁姫によりクローン増殖した種苗で

低温や高温に遭遇する各作型で‘栽培を繰り返し，特性を

担握することにより， ‘新神'から‘神馬 2号と同程

度の低温管理が可能な系統が選抜できた.これらの結果

から，無側校性と低温開花性の阿形質が改善された

B03-1-3および B03-2-5の 2系統が選抜，育成され

(Table 3-3-5， Table 3-3-6) ，その特性の安定性が確

認できた.

Table 3-3-5. Characteristics of selected lines in 

April flowering， derivcd from 'Jimba' or 

‘Aladdin' ， and thcsc wcre mutants after ion bcam 

irradiation. 

主伊1tlow~ngσopíng systtm in 1005 : 

[on beam Da可5tO Kumber 羽田t ¥Voght of Kumb町 of
C叫即官or 1汀acÙ~~d Flo¥¥・出ngflo¥¥・出02: of heio:ht 

90口沼田t dis-
sdected line "'cl~-- d証e in sho目 im"estigat 自ower bud出ng

plam days ed planrs 
αn norle 

'Jimba'戸l 18-Apr 84.9 a' 129.8311 l05.2abx 32.0a)( 
'Jimb証言2 14・¥pr 67.2 d 115.0 c 105.0 ab 17.8 a 
L叫addin' 百mba'9・1・130.Apr 86.4 a 119.4 a 109.0 a 32.6 a 
B03.1.3 二剖addin' 7勾r 62.5 e 107.7 d 79.7 bc 31.3 a 
B03.1.7 二剖addin' 14.Apr 70.7 cd 110.5 d 80.8 bc 32.5 a 
B03-1.16 二剖addin' 19.Apr 74.4 bc 130.0 a 91.5 abc 33.0 a 
B03.1.21 品addin' 21-Apr 78.3 b 116.8 c 108.8 a 43.6 b 
B03.2.2 'Jimba':::2 S勾r 65.1 de 122.7 b 110マa 38.7ab 
B03-1-; 二高Jaddin' 10.Apr 66.1 de 108.0 d 72.0 c 38.3 ab 

• Thc planls were cullivaled wilh al leasl 20 planls per 
line. Planling date: 2004/12/13. Lighling slop date ・

2005/2/3. ¥1inimum lemperalure conlrolled a1. 12
0C. 

y Diffcrcnl lellers wilhin columns indicate significanl 

differences by Tukey' s multiplc range lesl (pく0.01)

(n=10) . 

• Differenl lctters wilhin columns indicate significanl 

differences by TukeyーKramer' s multiple range tesl 

(pく0.05) . 

Table 3-3-6. Characteristics of selected lines in 

November flowering， derived from ‘Jimba' or 

'Aladdin' ， and these were mutants after ion beam 
irradiation 

'1'0可町nb町 flo¥¥mngcroping町立町nin2∞5=
Ctumvar or Ion be誼I1D2ysto Nmbz 四国E

Weight of 1¥umb町 of
sdeaed 1ine iπ詞i~~'d F10wmng flo¥¥" height 90口nutt dis-

ï~-- dae. in short inH.stigat 丑。、、官 budding 
P田 t da)'s .d p1回目 αn node 

。'Jimbぎ ~1 24ぷ。、 52.1 ab‘ コ 121.4 bX i5.4 ns 30.0 CX 

']imba'存2 23.Ko¥ 51.4 a 126.0 a 69.4田 31.6 c 
。A1addin' 官mba'9-ト124.Ko、 54.1 b 109.> d マ7.4出 14.3a 
BOJ-1.J 必addin' 25-~句、 52.9 ab 1205 bc 73.0 ns 13.0 a 
B03-1-7 品addin' 26・.Ko¥ 54.1 b 110.5 d 17.5 ns 16.8 ab 
B03.1.16 主laddin' 26.1¥0¥ 54.1 b 107.9 d 76.4 ns 26.0b 
B03.1.21 主laddin' 26.1¥0¥ 54.1 b 116.9 c 73.1 ns 19.9 ab 
B03-2.2 。]imba'~1 24-1¥0¥ 52.3 ab 111.7 d 78.0 ns 斗5.3d 
BOJ.2.5 二Aladdin' 26-1¥0¥ 54.1 b 109.4 d 81.4 ns 24.0 ab 

'The planls were culLivated wi lh al leasl 20 plants p巴r

line. P1anting date: 2005/8/18. Lighting stop date 

2005/10/3. Tcmperalure controlled al 25
0C by 

vcntilation and non-heating 

， Differenl 1ellcrs wilhin columns indicate significant 

differences by Tukcy' s mulliplc range lcsl (pく0.01)

(n=10) . 

• Diffcrcnt lellers wilhin columns indicalc significanl 
diffcrcnces by Tuk巴y-Kramer' s mulliplc range lesl 

(pく0.05)

Fig. 3-3-5. Line selection breeding of leaf-deriv巴d

M1 plants aft巴rcarbon ion bcam re-irradiation， 
which possess both non-branching node and low 

tempcratur巴 floweringcharactcristics. 

A ‘Jimba' 非1，B ‘Jimba' 枠2，and C: 'Aladdin'. 1 

~ 5: selected mutanl line， 1: B03ー1-3，2: B03-1-7， 3・
B03-1-21， 4: B03-2-2， 5:B03-2-5. Thesc plants were grown 

under 10w tempcrature (minimum 12
0
C) control and an 

April flowering cropping syslem in 2006， and lhe 

f10wering after 81 days under shorl-day condilion. 

4 イオンビーム照射による育成品種と特性評価

低温開花性と無側枝性を顕著に示す B03-1-3系統を

新しいタイプの g新神'として， ζ新神 2'の名称、で品

積登録を行った(農林水産省品種登録第 19096号).こ

の‘新神 2'の特性は Table3-3-7に示すように‘神馬'
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や‘新神'と形態的な基本特性は変わらず，切り花の品

質を左右する花径や花弁数は増加し，側枝数が‘新神'

よりさらに少なくなった.浅見ら (2010) は，無側枝性

の検定結果として， ‘新神'を中程度， ‘新神 2'は強

い無側枝性を示す品種と評価しており，これら 2品種の

無側枝性の安定性が確認されている.

鹿児島県農業経営管理指導指標(鹿児島県農政部，

2001) によると，輪ギク栽培において育苗から切り花生

産および経営管理に至る 10 aあたりの 1作における全

労働時間は 1，050時間と見積もられている.そのうち，

摘芽・摘苦作業に要する時間は 390時間で最も多く， 全

作業時間の 37%に達する.特に‘神馬'の場合，仰l枝

数が多くなる1l~12 月開花作型では 1 木あたり 30~

40個の摘芽を行う (Fig. 3-2-3) .したがって， 120~ 

160 万個 /10a の花告や側枝を摘み取る必要があり

(Fig. 3-2一1) ，摘芽に要する作業時間は前述の 390

時間を上回る.このように，摘芽作業時間は側枝数がそ

のまま反映されることから， ‘神馬'と比較して無側枝

率 50%の ‘新神'の場合，摘芽作業時間は 5割程度に

なる.さらに，無側枝率 70% の ι新神 2' の場合は，

3割程度に短縮できることから， 200~270 時間の省力

化につながることになる また，t申馬'や‘新神'の

場合，低温遭遇により開花が遅延することから，開花遅

延を引き起こさないための温度管理として，最低温度を

14~ 160Cで管理する必要がある(永吉， 2011) .これに

刻して，低温開花性に優れる‘神馬， 2 i;ーでは，通常よ

り 2 0C低い 12~140Cでの温度管理が可能である(永吉，

2011) .鹿児島県農業経営管理指導指標(鹿児島県農政

部，2001)によると ，2~3 月出し輪ギク栽培において，

暖房に必要な A重油の消費'量は 8，000 L-l・10 a-
lが見積

もられている • 2006 年 3 月開花作型で ‘神馬'や‘新

神'が開花遅延を起こさない温度管理を行う場合，鹿児

島県指宿市における栽培期間中の外気温から必要な燃

料消費量として 9，000~9 ， 500 L-l・10 a-
lが試算された

(未発表).一方，低温管理が可能な‘神馬 2号の場

合，同時期の燃料消費量は 6，000 L-l・10 a-
lとなり，作

型あたり 3，000~3 ， 500 じi・10 a-lの燃料節減が可能と

試算されている(未発表).以上のように，輪ギクに対

する無側校性と低温開花性の両形質の付与が労働力や

燃料費の削減に結びつくことが確認できた.

‘新神 2' は，神馬系秋輪ギクの最終目標とした無

側枝性と低温開花性の両形質を併せ持つ優れた品種と

して育成した.しかし，水揚げ(日持ち性)の不安定性

や，無側枝性が強し、ことにより高温期の自家増殖が困難

K。

であることなどの問題点が明らかとなったため，残念な

がら生産量は減少している.この問題を解決するため

‘新神'へのイオンビーム再照射による低温開花性の改

良が進められており(国之頭ら， 2012) ， ‘神馬'に由

来する低温開花性と無側枝性を兼ね備えた最終的な改

良品種が近々発表される予定である.

以上のように，木研究では ε新神'にイオンビーム

を再照射することにより無側校性および低温開花性の

両形質を実用レベルで、改変で、きることが実証できた.こ

のことは，イオンビーム照射が輪ギクの特性改良を行う

際，花容・草姿 ・生育特性に優れ，目的に合わせた特性

を付与できる点で，優れた手法であることが明らかとな

った.さらに， D"1"A畳が減少していない変具体を選抜す

ることにより，このような変具体を照射材料として，複

数の特性を段階的に改良できることが示された.これ

は，従来の放射線育種で、は行われなかった，イオンビー

ム照射に特徴的な変異誘発の新しい手法であり ，イオン

ビーム照射による変具誘発を行っている他の植物種に

おいても，広く応用可能な技術と考えられる.

Table 3-3-7. Characteristics of chrysanth巴mum

cultivars in registration form， dcrived from 

， J imba'， and th巴se were mutants after ion bcam 

口lat"Jcteristics 'Jimba' 'Aladdin 1mõ1l!;in~' 'A1addin2' 

1 P!ant l~n 'tth 
06: medium 06: medium 時 medium 06 medium 

120cm 120 cm 119cm lユ口口n

5 Stem (olor 01: green 日1-green 01: green 01: I!;reen 

6 Stipule: size 03: small 03: small 03: smal! 03: smaJ.l 

7 Peticle: attitude 
01. ¥.白-ys廿ongly 01: \'~' strongly 01:，・町ystrongly 01: ，.町ystrongl}

upwards upwards upwards upW::lrds 

9 Le~: 1回目h
05. medium 06' medium 05: medium 06: medium 

96mm 101 mm 91mm llimm 

10 Leaf: width 
O-t: medium 03-medill1n 03' medium 03'medium 

60mm ); n】m 5:mm :57rnm 

11 Leaf: ratio length叫 d出 1.6 1.6 1.6 1.9 

13 ~eaf depth oflowest 
bt町並 sinus

05: medium 05: medium 05: medium 0-1 medium 

J日 3 日owerhead diamet町 05. medium 05: medium 05: medium 06. medium 
(disbudded pJ<UltS) l-Wmm l-t4mm 138mm 15-fmm 

勺Jコ日O¥¥'τheadhight 
(disbudd~d pl四，，)

06: mc=dium 06: m~dium 06: m~dium 06 m~dium 

内J向Y 日ow~ h~ad d~nsi町 of ray 
05: medium 

06: medium 10 
05: medium 

06: medium to 

日orets d~ns~ d~nce 

-1.1 Flow町 headpredominilIlI 
type of f:1}' f10ret 

O:!. incur可.Inll 02: incuryin2: 02: incur¥"io2: 02: incur"ing 

52 Ray flぽ"
lon臣itudinru田" 01 incur'¥'ing 01 incurying 01.incur¥"ing 01 incUIving 

58 Ray flCH仁 length
06. med-lonll 07， loog 05. med-tong 07 long 

65mm 67mm 61 mm 76mm 

59 Ray flαet ¥¥icith 
05: medium 05: medium 0さ medium 05: medium 

15mm 15mm 14mm 17mm 

63 Ray日町etmrun colorof 1'¥0.01 white Xo.Ol wt川 e No.Ol明 hite 官。 01white 

inner side JHSCC 丹lSCC JHSCC 且lSCC

66 Ray flαet p:1ttem of 
second color of inn百 side

01: solid 01: solid 01: solid 01: solid 

90 Floweτhabltミ Oct.-N。、 Oct.-1¥O¥ Oct.-No¥ Oct.-N'o、

92 No. oflateral buds 
06:medium to 

04: medium 
02:¥"e1"vfew 

03: flれV
m皿 y tofe、、

• The number of characteristics in registration form 



上野:バイオテクノロジーを用いた地域他物資源の育積学的活用に関する研究 [101J 

第4章 育成した新品種の全国展開と将来展望

ー鹿児島県育成品種，輪ギク‘新神'を例としてー

圏内で生産されている切り花はキク類がその 1/3

を占め，なかでも白輪ギクの生産が最も多い(永吉，

2003) .その中で秋輪ギク‘神馬'は，純白で花形や草

姿が良く生育特性が優れることから，それまで 30年来

主力品種であった‘秀芳の力'と置き換わった品種で，

2000年以降全国一の品種になった(永吉，2003) .し

かし，伸長する肢芽数が多く，摘芽作業に多大な労力を

要するとともに，冬期の栽培で低温に遭遇することによ

り，開花遅延を引き起こす(永吉， 2003) そこで，放

射線を用いた変異誘発により ι神馬'の特性改良を進め，

無側枝性の g新神， (農林水産省品種登録第 14118号，

Fig. 4-1-1) ， ‘今神， (農林水産省品種登録第 14119

号)を育成し， 2006年 3月登録品種となった その後，

‘新神'に低温開花性を付与した‘新神 2' (農林水産

省品種登録第 19096号)を育成し， 2010年 3月に品種

登録された.

Fig. 4-1-1. Flowering stage of ‘Aladdin' (Imaki ire 
et. a1.， 2006) . 

一般に，突然変異育種や遺伝子組み換えによる品種育

成は，利用した品種の従属品種として取り扱われ，育成

者権は元品種の育成者にも認められている.そのため，

これらの育種法による品穏改良の対象は，一般に自ら育

成者権を持つ品種，もしくは育成者権が」えばない未登録

の品種である.一方， ‘神馬'は品種登録されていない

品種であることから，特性改良に際し育成者権に抵触す

ることはなく ，特性改良により育成した品種の育成者権

を得ることが可能である このことが， ζ神馬'を対象

とした品種育成試験を着手した理由のーって、あった

この章では，鹿児島県を例として，花き類の品種育

成と秋輸ギク g神馬'から育成した新品種について生産

現場への普及と全国展開を図る上で生じた問題やその

対応について，具体的事例を紹介しながら論議した.

第 1節 鹿児島県における花き品種育成と栽培普及

鹿児島県の花き類における品種育成と普及は I品

種育成(交配 ・変異誘発→選抜→品種候補→現地試験→

花き品種選定会)J→「品種登録出願」→「フラワーセ

ンターでの増殖・供給」→「県の許諾J→「普及 ・生産」

という一連の流れにより，木県独自の『品種育成・種苗

供給システム』により実施されている (Fig. 4-1-2) 目

そのため，県育成品種の県内生産については，このシス

テムに沿うことで品種育成から普及へと結びつき，生産

振興が図られている.具体的には，次の 5つの流れで行

われ，特に品種を選定する段階で生産者や販売者が積極

的に関わることにより，生産現場のニーズが反映される

システムになっていることが特徴となっている.

1 現地試験:系統選抜の段階から産地 ・農協 ・市場

が参加し，現地試験の供試系統を向ら選定する.そして，

生産現場での栽培適性を判断し，作りたいもの ・売りた

いものを生産現場で選ぶ.

2 花き品種選定会 :生産 ・流通関係者を交え，許諾

料を払う価値が有り，作りたいもの ・売りたいものを品

種に選定する.

3 増殖・供給:県の組織であるフラワーセンターが

県育成品種の実証展示栽培を行うと共に，増殖し種苗供

給を行う.

4 栽培許諾:許諾は品種の育成者である県と団体で

行い，生産者は所属する団体と栽培契約を行う この許

諾と契約により生産者が登録品種の意識を持ち，品種保

護の徹底が可能となる.

5 普及 ・生産-普及担当者による供給品種の栽培 ・

技術指導はもとより，生産 ・流通関係者が自ら選び，試

作・選定した品種が供給されることからスムーズに普及

する

このように，品種育成から生産 ・販売までが一体化

したシステムであり，花き類においてはスプレーギクを

中心に，鹿児島県育成品種として 60件を越える品種が
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登録 ・申請されている(品種登録データ検索:

http://www.hinsyu.maff.go.jp/) .これらの品種の育

成元である試験研究機関は，品種育成とともに新品種の

栽培技術を提供し，フラワーセンターから安定した種苗

供給が行われることによって，新品種の普及と花き生産

の維持 ・拡大が図られてきた.その結果， ‘新神'の場

合， 2001年に品種育成を開始し， 3年後の 2004年には

新品種の供出合が開始され， 2006年度には県内輪ギク生

産者の 9割以上に普及するという驚異的なスピードで

育成から普及へ結びつけることができた.

他の都道府県についても，基木的には同様の育種シ

ステムを持ち，単独育成品種を独自に利用することに問

題は生じない.しかし，輪ギク品種の場合，前述のよう

にその用途から使用される品種が限定されており，主要

産地である愛知県や福岡県で栽培する品種の動向に他

の産地は追従せざるを得ない.つまり，輪ギク品種につ

いては，県育成品種を県内生産に限定した場合，優れた

品種であっても品種の変遷とともに，過去の品種として

葬り去られる危険性を含んでいる.そのため‘新神'の

場合，県内産地(生産者)から県外へ栽培許諾を行うよ

う要望が出され，品種を守るための手段として全国展開

に向けた準備を進めるに至った

Kagoshima pref 

. Breeding c)・ Registration
(aoil也!.回 出cn.5d四 叫 rG町rn:.>n，r.;!;;' o_f~1. 1。 。

Propagat旧n
rFJo¥l"rCI 

Ucensed management 
((;~~.:r::~:;.;;~'ic~;-- " ， -. ， .~ I )・Propagation

由!dOl!v;出J

Dsu 。ctr DSUPp，) 

じご Production Group Market 

DSUPPIV 。C刷日ct DSUPPIY 

Farmer 

in Kagoshima -ー・・・ outside -胸同園周

Fig. 4-1-2. Flow of cultivation licens巴 andth巴

nurs巴rysupply 

第 2節 品種の保護対策と管理

鹿児島県における品種育成は，従来から県内生産を

対象としてきたが，全国を対象とした許諾を進めるため

には r品種の管理」と「安定した種苗供給」が重要度

を増す.そこで，木節では育成者権の保護と品種管理の

観点から以下検討した.

1 種苗法と育成者権

登録品種は種苗法によって守られており ，営利栽培

のためには育成者権(品種育成者の権利)を持つ者から

許諾を得る必要がある.切り花ではカーネーションやキ

クで不法裁措された輸入品が水際で、摘発され，くい止め

られた事例がある(農林水産省ホ ー ムページ:

http://www.maff.go.jp/j/study/sin一hinsyu/index.ht

ml)が，これらは花や柴の色 ・形といった可視的な形態

特性で区別が可能であった.

ところが ι新神'の場合，同じ条件で栽培すれば元

品種の‘神馬'と区別は可能であるものの， ‘新神'は

e神馬'の基本特性を維持した品種であるしたがって，

無側枝性が発現しにくい低温期に他産地の栽培環境の

異なる両品種が混在した場合，形態特性で‘新神'を明

確に識別することは非常に難しし¥ ‘神馬'は登録品種

でないため，年間数千万木の中国産‘神馬'が輸入され

ており，その中の一部に‘新神'が混さーっていたとして

も，それを特定することは困難を僅めるものと考えられ

る.そのため，遺伝子レベルの品種識別法の開発を急ぐ

必要性が生じた

2 遺伝子レベルの品種識別

これまでキクの栽培品種でD.'lA判定を品積識別に利

用した例はなかった.それは， 2，000以上の品種があり，

ゲノムサイズ (DNA塩基刻の数，イネ=約 4.5億，人=

30億，キク =94億塩基対)が大きく解析が難しいこと

に起因している.また，基木的にキクの品種は形態特性

で識別してきたため，それ以上の識別技術は必要としな

かった.花色が具なる品種であれば，切り花の形態特性

から明確に判別できるが新神'の場合，無側枝節の

有無や花弁数 ・莱数 ・托葉の大きさなどの違いはあるも

のの，これらの形質は栽培環境で変化するため，形態的

な識別は困難である.さらに D.'lA最が減少していないこ

とから神馬'と遺伝子レベルでの違いもわずかと考

えられる.仮に‘新神'の変異が遺伝子レベルで 2，000

塩基対の変異に由来していたとしても， 94億分の 2，000 

塩基の違いにすぎず， 99.99998%は同一であるというこ

とを示している.しかしながら， ‘新神'の識別技術の

確立のため，このわずかな違し、から品種識別のマーカー

を開発する必要があった.
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し，ここで増殖した優良種苗が県内産地へ供給される

が，これは県内生産向けに限定される.そのため，県外

の生産に向けでは別の積荷供給体制が必要となるが，県

外向けに別の種甫供給組織を木県で作ることはできな
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一方，一部の大規模農家は海外(イン ドネシア等)

の穂高生産会社に種荷生産を委託し，切り花生産の前を

購入している例がある.そこで，凶児島県はその穂荷生

産会社と品種の許諾契約を結び，山児島県から原原種の

供給を行い，種荷生産会社で、の増殖を委託した.そして，

許諾を受けた生産者は海外で増処した優良種苗を購入

するという 全国に向けた積荷供給システムを摘築した

(rig. 4-1-2) .これにより，県内外を問わず，許諾を

受けた生産者に刻して安定した俊良穂苗の供給が確保

でき，今国展開に向けた普及休制が整った

全国展開の状況

2005年度から‘新神'は県外許諾や海外増姐を開始

し， 2006年度には北は青森から南の沖縄まで全国 19県

30以上の生産団体と秘情の許諾契約を交わしており，

2011年現在の栽情許諾生産者数は， ‘新神 3 が 169件，

d新神 2'は 159件となりその数は 2006年から 2009年

に急激に増加した (Fig.4-3-1) .これは新神'が

無側枝性に加えて， ‘神馬'より花弁数や莱数の増加を

{半っており，立莱で品質も良いことから，鹿児島県内は

もとより 他県でも高い評価を得ているためと考えられ

し、-
(bp) 
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1000 
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『神馬』及び『神馬系品種・系統』

Fig. 4-2-1. PCR analysis of chrysanth巴mumcul t i vars 
(Abc et aL. 2007; Shirao ct aL， 2007) 

Lanc 1: 1 kb 1adder ¥-farker. 2: 'J imba'持1，3 ‘Jimba' 
持2，4・Kirano-uma'， 5 ‘Kyokushin' ， 6ー7 ‘Imaginc' ， 
8-9 ‘A1addin' ， 10 ‘F1ora1-Vuka' ， ll: 'Sciun' 
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‘*M申'の品種識別技術

理化学研究所との共同研究により，植物のゲノム中

に多数存化する反復配列の 1って、ある転移因子レトロ

トランスポゾンを利用する方法を用いて，‘新神'と‘神

馬'を明確に識別する技術が 2005年に完成し， その成

果を理化学研究所から「キク品種識別法J (阿部ら，

2007;特開 2007-24433号)として特許問願した

手法を用いる こと によって，切り花の柴や花弁 1枚から

この

3 

る.

さらに，鹿児島県農業開発総合センタ一花き部では，

これら新品種の供給開始時に，品種の栽培技術を許諾生

産者に向けて，情報誌「新神通信Jとして配信した.こ

のように，栽培許諾，種苗供給および技術提供を組み合

わせた体制が全国への普及を支援するシステムとなっ
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数時間後には‘新神'もしくは z神馬どちらの品種

であるかを明確に識別することが可能となった (Fig.

4-2-1 ;阿部ら，2007;松山， 2009) さ ら に 新神'

出来の改良系統にも応用できる ことが判っているので，

g新神'の枝変わりを含めた改良を行った場合も判別が

可能である.

これによって，国内外での違法裁培やその輸入品を

問止することができ)~実情許諾を受けた生産者が安心し

て生産できるようになった.現在，低温開花性を付与し

た‘新神 2'の品種識別マーカーも開発できている(松

山・白尾， 2011 ;特開 2011-24466) このように，品

種育成と併行して品種識別マーカーを開発することは，

品種保護の観点から極めて合理的な栽培許諾，品種管理

法と言える.

種苗供給システムの構築と全国展開に向けた

方策

品種の普及にあたって，優良穏苗の安定した供給は

第 3節
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Fig. 4-3-1. 
‘Aladdin' 

生産の安定化や品質保持から不可欠の課題である.鹿児

島県内で、の生産に関しては，生産力や特性を確認した原

原穫を試験研究機関から県のフラワーセ ンターへ供給
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2 将来展望

神馬系秋輪ギクの最終目標とした無側枝性と低温

開花性を併せ持つ‘新神 2'であるが，品種育成後，水

揚げ(日持ち性)の不安定性や，無側枝性が強いことに

より同家増殖が困難であることなどの問題点が明らか

となったため残念ながら生産は減少しているのが現状

である.この問題を解決するため， ‘新神'へのイオン

ビーム再照射による低温開花性の改良を再開しており

(回之頭， 2012) ， ‘神馬'に由来する低温開花性と無

側枝性を兼ね備えた最終改良版として品積育成の完了

を間近に控えている.

また，このような突然変異育種により育成した品種

は従属品種として取り扱われるため，他者が育成者権を

持つ登録品積を対象とすることは問題があるが，育成者

権をもっ種苗会社と共同で品種育成を行い，育成した新

品種の育成者権を分け合うことも可能で、ある.‘フロー

ラル優脊'は静岡県の積首会社「晃花園Jが育成者権を

持つ， ‘岩の白扇'と守v.ぶ無側枝性夏秋輪ギクの主)J品

種である.この場合，鹿児島県が白色の‘フローラル優

呑'から黄色の‘フローラル金優芥， (農林水産省品積

登録第 19569号)を育成し， ‘フローラル優呑'の育成

者権を持つ「晃花園」と許諾契約を結んだ.その内容は，

鹿児島県内の許諾は鹿児島県が管理し，県外は「晃花園J

が管理することで育成者権の分担を図るもので，このよ

うな両者にメリットを生み出す方法も県外許諾や全国

展開を考える上では重要な方策と言えよう.

このように，主力品種の基本的な特性は維持した上

で，育種目標とする栽培特性の改変を行い，品種識別マ

ーカーの開発を組み合わせた品種管理を行って，安定し

た種苗供給体制により展開を図る.こうした品種育成か

ら普及まで含めた一連のシステムとして構築できてお

り，今後も県内外を視野とした輪ギクの品種育成や他品

目への応用を進めていく予定である.

総合考察

我が国は，亜寒帯からE熱侍の気候のもとで多くの

遺伝資源があり，数多くの地域植物資源が刊本の生活や

文化に結びついている.一方，海外の遺伝資源利用につ

いては厳しく規制や規定されているため，圏内の地域植

物資源については重要度がさらに高まっている.本章で

は鹿児島県を例に地域特産物とその利用について論じ

る.鹿児島県では，近年「黒Jをテーマに特産品のイメ

ージ作りを図っており， r黒豚J r黒牛J r黒薩摩鳥」

「黒糖(黒砂糖)J r黒酢J r黒こうじJ r黒米J r黒

ごまJなど，様々な「黒」が存在する.これに対して，

「白」の代表格としては， rかるかんJr桜島大根Jr伊

佐米J r白波J rしろくまJ r白輪菊j などが挙げられ

よう.このような豊富な特産品は，南北に 600km，東

両に 270kmで島唄を含む，変化に富んだ恵まれた環境

が生み出したものと言っても過言ではない.これらの豊

富な遺伝資源や特産品が存在する鹿児島において，農業

試験研究の耕種部門では，水稲・エンドウ豆・ニガウリ

・イチゴ・桜島大根・カンキツ・ピワ・ユリ・キク・茶

等で育種試験を行っており，サトウキピ・サツマイモ等

では品種選定を中心に選抜が行われている.

1980年代に入ってパイテクブームが始まり，各都道

府県では農業関係の生物工学研究施設が整備された.鹿

児島県では，平成2年(1990年)に育穏を支える試験

研究機関としてバイオテクノロジー研究所が設立され

た.ここでは，地域特産農作物を対象として，組織嬬養

による培養系の開発を行い，品種育成への応用や遺伝子

レベルの解析へ発展させてきた.なかでも，遺伝子組み

換え技術については，交配によらずに新しい特性が付与

できる手法として注目し，研究開発を行ってきた.しか

し，我が国では遺伝子組み換え作物に対する社会的な許

容評価が纏めて厳しいことから，圏内の実用品種育成に

向けた遺伝子組み換え研究開発は停滞しているのが現

状である.そこで，バイオテクノロジーを活用した品種

改良手法として，変異誘発技術に着目した.その中で従

来放射線として利用されてきたガンマ線やX線等とは

変異スベクトルが巣なるとされるイオンビームを用い

て，サツマイモ，サトウキビ，イチゴ，キクおよびソリ

ダゴについて， 2000年から変巣誘発試験を開始した.

なお，それぞれ対象とした特性は，本研究で示したキク

の生育や開花習性の他，サツマイモが澱粉特性化cno

ら， 2002) ，サトウキピは柴鞘毛群の除去 (Takcnoshita

ら， 2010) ，イチゴは収穫の早期化(竹之下ら， 2009) ， 

およびソリダゴやキクの花色改変(田之頭， 2012)であ

った.

このように，栄養繁殖作物を中心に豊富な地域植物

資源の探索・活用，植物組織矯養の改善・効率化と品種

改良への応用，さらにイオンビームによる突然変異を利

用した育種技術と品種育成を検討し，加えて育成品種の

生産現場への普及・展開を行ってきた.そこで，地域植

物資源を利用したこれらの内容と発展方向について鹿

児島県における取組を例として論じた.

1 地域植物資源の探索と活用

地域植物資源の探索・活用面では，鹿児島県下で発見

されたヒガンパナ属新種について，組織細胞学的な染色

体の核型分析や種間交雑，および分布域と開花時期の調
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査を通して，雑種起源とする本穏の成立解明を行った.

現在は，栗田 (1998)により核型分析を中心に，ヒガン

バナ属植物の分類や，人為交雑を含めた雑種の起源と交

配組合せが整理されている.また，鹿児島県南大隅町根

占の南大隅農園では，ここで取り上げた 2種のヒガンバ

ナを含めて，ヒガンバナ属植物の球根生産が行われ，開

花時期には観光農園として開放されて町の観光スポッ

トとして活用されている(南大隅町ホームページ:

ht tp: / /www.town.minamiosumi.lg.jp/minami 04/minami 

担d旦). 

また，ヒガンバナ属植物を例に試験を行ったが，ここ

で得た花粉貯蔵法や腕培養および染色体観察等の手法

は，その後，ニガウリの偽受精匹塔養による半数体植物

の育成(長谷， 2012)に展開する基礎となった.さらに，

フローサイトメーターにより DNA量を測定し変異体の

選抜やイオンビーム照射による変異誘発の様相を解析

したが，このようなゲノムサイズから DNA量を測定し異

数性の判定が可能となることは，組織細胞学による染色

体観察と共通しており，両手法の活用と視点が多数の変

具体から優良変異の選抜を行う基礎となった.

一方，鹿児島県において，地域植物資源を産業利用と

して成功した事例に「安納いも」や「種子島紫」などの

青果用サツマイモがある.これらは，種子島で内家用と

して裁情されてきた在来種の中から選抜・育成され(上

妻ら， 2003) ，鹿児島県育成品種として4品種が登録さ

れたもので(‘安納紅，農林水産省品種登録第 6862

t ‘安納こがね，農林水産省品種登録第 6863号，

‘積子島ろまん'・農林水産省品種登録第 70858-，‘種

子島ゴールド，農林水産省品種登録第 7086号)，種

子島の生産に限定して裁壌が許諾されている_ 2007年

以降，栽培面積や生産量は急増し， 2011年実績で栽培

面積は 500haを越え，地域の基幹品目となった.これ

らの種苗は系統選抜を行ったウイルスフリー苗として

供給され(普及に移す研究成果， 2009) ，生産量や品質

の安定化に寄与している.

しかし，このウイルスフリー筒の維持・増殖の際に，

これらの品種は内生菌の残存が原因で増殖率の低下や

保存系統の消失に至る問題が発生している(データ省

略).このような問題を解決するため，第2章で用いた

植物体内に残存するバクテリアの検定法を応用して，バ

クテリア用の LB液体情地(和光)に組織片を投入し，

菌の増殖の有無によりバクテリアフリーの選抜を行い，

種苗増殖・供給の安定化を行っている.

このように，植物資源を地域振興に活用した例を示

した.遺伝資源の収集や保存は自治体や国レベルで行わ

れているものの，その成功事例は限られている.これは，

地域特産物の市場規模が限定される場合が多いことか

ら生じると考えられるが，今後，育種による生産力の向

上や 6次産業化の進展による市場規模の拡大により，地

域植物資源が活用され発展することを期待している.

2 種首増殖における組織培養法の改良とパイテク育

種への応用

第2章では，多糖類産生細菌の接種により，多種の植

物種で水浸状化の回避が可能であり，植物体内に安定し

て保持されることを示した.また，菌の接種によりエリ

シタ一様の刺激からリグニン合成が促進されることが

示唆された.

サツマイモでは前述のように茎頂矯養時に内生菌の

混入が問題となる他，窒素固定に関わる内生菌の存在が

明らかになっている (Asis• Adachi， 2004) .また，農

林水産省のプロジェクト研究「新形質付与のためのエン

ドファイトの機能解明Jでは，イネ科植物を中心にエン

ドファイト(植物体内で共生的に生活する菌類)の探索

やその共生にみられる寄主と宿主の関係，そして耐病虫

性等の機能解明が実施され，プロジェクト研究成果とし

て報告されている(プロジェクト研究成果， 2002) _こ

の中で，エンドファイトの共生による耐病性獲得機構と

して，エンドファイトの存在によりエリシター機能を持

つ物質が放出され，キチナーゼの発現を誘導しているこ

とが示唆されている(プロジェクト研究成果， 2002) . 

また，これらの多くは糸状菌類であり，宿主特異性を示

して宿主域が穏や菌株ごとに限定されるが，細菌性エン

ドファイトの場合，宿主域が広く，窒素固定能やキチナ

ーゼ生産能を示すものがあることが報告されている(プ

ロジェクト研究成果， 2002) _ 

これらのことから，細菌性内生菌を窒素固定能やキチ

ナーゼ生産能，もしくはその他の機能を指標に探索する

ことにより，細菌性エンドファイトを分離し，生育や収

量，耐病性等の実用形質向上に寄与する有用エンドファ

イトの選抜が可能と考えられる.さらに，茎頂培養時に

混入する内生菌類は，外生の雑菌類が排除されているの

で，内生菌の分離が容易であり，無菌植物を利用して分

離菌の再接種後の機能解析を行う実験系を確立するこ

とにより，実用的な細菌性エンドファイトの開発が期待

できる.また，このような細菌性エンドファイトの開発

により，無菌のウイルスフリー荷に接種・定着させ，種

苗生産の安定化や付加価値向上が期待で、きる.また，栄

養繁殖性作物は容易に増殖可能であることから，品種の

管理が難しいが，このようなエンドファイトを種帯生産

マーカーとして利用することにより，種苗法による品種
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保護と併せて，種苗や品種の保護や管理がより広範に適

用できるものと考えられ，植物組織培養関連産業のみな

らず品穏開発を行う種苗生産産業への貢献が期待でき

る.

一方，第 2章では，微生物との共生関係を利用して遺

伝子を導入し，木本植物であるシャクナゲの遺伝子組み

換え技術を確立した.遺伝子組み換え技術は，基本的な

表現形質や品種特性を維持したまま新たな特性を付加

できる，交配を必要としない品種改良の手法として，僅

めて有用な育種手段といえる.しかし，前述のように我

が固においては遺伝子組み換え作物に対する社会的な

許容評価が極めて厳しいことから，圏内の実用品種育成

に向けた研究開発は必ずしも活発とはいえないのが現

状である.一方，遺伝子組み換え技術は，遺伝子解析技

術と共に，遺伝子の発現や機能解析に欠くことのできな

い基本手法であり，育穏における遺伝子レベルの選抜や

識別マーカー開発に深化している.また，前述のエンド

ファイトについても，新たな形質付与技術として期待さ

れる.ただし，実用化にあたっては遺伝子レベルの解析

が不可欠で五あり，これらの技術の深化と融合により細菌

性エンドファイトが早期に実用化に至り，生産現場で活

用されることが望まれる.

3 突然変異育種を用いた地域特産作物の品種育成へ

の応用

本研究で行ったイオンビーム照射にあたっては，

(財)放射線利用振興協会の支援と文部科学省の「放射

線利用技術移転事業」による技術セミナーや専門家派遣

・技術研修を活用して研究を開始した.このイオンビー

ム照射による変異誘発技術の開発や応用として，第 3章

では輪ギク品種‘神馬'を対象に菜片からの不定芽経由

の再生系を利用した「変具誘発システム」を権築した.

これにより，イオンビーム照射による変異誘発を行い，

実用形質として無側枝性と低温開花性に着目した選抜

により，無側校性品種‘新神'と‘今神'を育成した.

さらに，イオンビームの再照射により，高温で発現する

無側枝性と低温遭遇による開花遅延を回避するという，

相反する温度帯で生じる二つの形質を併せ持つ‘新神

2' を育成した.

ここで着目した輪ギクにおける無側枝性とは，高温

遭遇により服芽の葉原基分化が停止し，n夜芽や分化した

葉服の分枝性が失われる特性である.夏秋輪ギク‘岩の

白扇'の場合，昼温を 30
0
C，夜温を 20

0
Cで管理するこ

とにより無側校性が発現する (Okamoto• Suto， 2003) . 

栽培が夏季の高温期で，育苗・増殖が低温期にあたる夏

秋輪ギクでは，このような無側枝性を切り花生産に活用

し，栽培管理の省力化が実現されている(松本， 2000) . 

ところが，栽培が低温期，増殖が高温期にあたる秋輪ギ

クでは，同じ温度域で無側枝性が発現した場合，目夜芽が

消失し分枝しないため，母株の育成や増殖が困難とな

る.

一方， ‘新神'の無側枝性発現程度は， 12月開花の

作型で 50%程度であるが Okamoto• Suto (2003)の

報告を参考に，昼夜温の変温管理で無側枝性発現の温度

帯を調査したところ，昼温 30
0

C，夜温 25
0

Cで無側枝節

の発生が認められた(データ省略) .また， 2006年 6

月下旬から 8月中旬の夏期育苗中の無側枝率を調査し

たところ，期間中の気温が最高 35.5
0

C，平均 28.9
0

C，

最低 24.8
0Cの中で，無側枝率は神馬系の品種，系統ご

とに'神馬， 1号 6%， ε神馬 2号:61%， ‘新

神 67%，B02-1-1系統:96%となり，系統間で無

側校程度に差が認められた.さらに，この無側枝率は増

殖率と相反する関係にある.なお，ここで示されたよう

に，低温開花性に優れる 1申馬， 2号は，育苗期間中に

ε新神'と同程度の無側枝率を示すものの， 12月開花

作型における無側枝率は 20%程度で，実用レベルの無

側枝性とは言えないこのように，秋輪ギクにおける実

用的な無側校レベルは，切り花生産中の無側枝率と，育

苗中の増殖率の相反する両形質を考慮した選抜が必要

と言える.

夏期の高温期間中に夏秋輪ギク‘サマーイエロー'

は，無側校節が存在せず無側枝性を持たない品種であ

る.この品種について，予備的にイオンビームによる変

異誘発を試みた結果，再生した約 2，000個体の変異誘発

当代に無側枝性を発現する個体は存在しなかった(デー

タ省略).このことは， ‘神馬'から選抜した無側校性

変異体は，無側枝性が発現する温度帯や感度が変化した

ものであり，イオンビーム照射による変異誘発で，無側

枝性を持たない品種に無側枝性は付与できないことが

確認できた.現在は，前述のように無側枝率と増殖率を

対比した選抜を行っているが，今後は，無側枝性発現や

回復に至る温度情と感度の簡易検定法の開発が必要と

考えられる.

次に，イオンビームの再照射による再改良を検討し

たところ，無側枝性と低温開花性を併せ持つ品種の育成

を通して，高 LETのイオンビームの低線量照射による変

異誘発の特性を実証した.ここで示したように，再照射

を行うためには， DNA量が減少していない変具体を用い

る必要があり，生育低下を伴う遺伝子の大きな構造変化

ではなく，点突然変異により品種特性を維持した新たな
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特性付与が可能になることが示された.さらに，‘新神'

の場合，通常の栽培で‘神馬'と同じ到花日数で開花さ

せると，展開業数や花弁数が‘神馬'より多くなり(今

給繋ら， 2005) ，生育量(切り花重)が増加する.これ

は，変異誘発当代の個体選抜時に，生育旺盛な変異個体

を選抜した結果によるものと考えられた.イオンビーム

照射では欠失等の失う方向の変異だけではなく，トラン

スポゾンが活性化し，新たな変異を生み出している可能

性が示唆された.実際， ‘新神'の品種識別マーカーが

レトロトランスポゾンを基に開発できたこと(阿部ら，

2007)も，この仮定を支持している.

以上のように，本研究において輪ギクのイオンピー

ムを用いた変異誘発技術を確立した.さらに，実用品種

の育成を通して，イオンビーム育種の優位性を実証する

ことができた.現伝， ‘新神'の再改良を再開している

(田之頭ら， 2012) .また，これらを応用して，イチゴ

やサトウキビ等高次倍数性の栄養繁殖作物について，変

異誘発による特性改良を進めている.

4 育成した新品種の全国展開と将来展望

品種の育成や普及を行う上で，品種の保護と管理お

よび安定した種荷供給システムの構築が不可欠である.

品種の保護・管理は穂高法による育成者権，および品種

識別マーカー開発における特許権等の知的財産権に基

づいており，品種の裁塙と種苗供給・管理が許諾契約に

より ~J能となる.

鹿児島県を例とすると，イオンビーム照射により育

成した品種については，鹿児島県と(独)原子ノJ研究開

発機構の共同出願によりその育成者権を分担している.

また，育成者権を持たない品種を利用する場介について

も，前述のように共同研究等を通して新品種の育成者権

を協議し双方の合意に至った.このように，知的財産権

に関わる権利の分配に協議は不日J欠で、あるが，利用・活

用を前提とした上での協議でなければ具体性に乏しく，

双方の合意に導くことは難しい.県育成品種の普及にあ

たって，県外許諾を行う際の最も大きな問題は，品種識

別マーカーの開発であった.識別マーカーは理化学研究

所との共同研究により開発でき，品種の管理が可能とな

ったが，識別マーカーの周知性や信頼性を確保するため

特許申請を行う必要性が理化学研究所から提示された.

これに対して，特許の共同出願に係る経費の予算措置が

難しかったことから，理化学研究所単独で特許を出願し

(阿部ら， 2007) ， ‘新神'の許諾実績から相当分を特

許の利用料として負担することで両者の協議が成なし

た.その後， 2008年度から農林水産省 rDNAマーキング

による栄養繁殖作物の品種・産地判別技術の開発J (課

題審号 1970)に共同参画し， ‘新神 2'の品種識別マ

ーカーの開発に至っている(松山・白尾， 2011;松山ら，

2012; Shiraoら， 2012) . 

このように，育成品種の知的財産権確保の観点、から

品種識別マーカーの開発と利用を図った.現在，品種育

成の効率化を目的として，遺伝子レベルの選抜マーカー

開発が各分野で進展している.選抜マーカーの利用は育

種の効率化に留まらず，育成品種の識別マーカーに直結

する.今後は「知財保護」という護りの観点のみならず，

「攻めの農業Jを展開する攻守合わせたツールとして，

さらに発展することを期待している.

5 まとめ

木研究では鹿児島県の地域植物資源を例として，こ

れらの評価，靖養法の改良および育種への応用を検討

し，イオンビーム照射によるバイオテクノロジーを活用

した実用品種の育成と生産現場への普及についても議

論した.実用品種の育成に至った理由の一つは，変異誘

発当代における高精度の選抜にある.また，栄養繁殖作

物の場合，長年の増殖・松培の過程で植物体中の体細胞

変具を蓄積しており，同一品種を用いる場合であって

も，材料は優良個体を生み出すことが可能な選抜系統を

用いる必要がある.これは，全国で裁t脅されているサツ

マイモの‘高系 14号'には地域に適応した様々な派生

系統が存在すること，および本研究で用いた輪ギク‘神

馬'の場合も，系統により変具誘発当代の選抜率が巣な

ることから明らかである.つまり，第 1掌で論じた地域

植物資源の探索として生産現場から優良個体を収集し，

優良系統として選抜することから始めて，第2主主および

第 3章で論じたキメラの回避や分離を念頭に試験を進

める必要性が示されている.具体的には，次の 4つの点

に南意する必要があろう.

1.選抜した優良系統を用いて，キメラ性を回避し変異

誘発当代での選抜を ~J能にする変異誘発システム

を活用する.

2.変異誘発当代の選抜を一般紘塙と同様の規模，管理

により実施し，精度の高い一次選抜から生育量の劣

らない変巣体を選抜する.

3. DNA量を指標にした選抜により，基本的な品種特性

を維持した変具体の選抜が可能となる.

4. 一般裁培に準じた管理により系統選抜を行うこと

で，穂高生産を含めた実用技培に則した選抜が日J能

となる.

上記の視点を踏まえてイオンビーム照射による変

異誘発を行うことにより，さらに多く品目で実用品種が

育成できるものと考えている.実際，‘新神'育成以降，
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全国で様々な品目を対象としてイオンビーム照射が行

われている (Tanakaら， 2010) .しかし，変異スベク

トルが広く，変異率が高いイオンビーム照射であって

も，交配による品種育成時の交配組合せと同様に，変異

誘発に用いる材料や系統の選定を行い，交配育種と同程

度の育種・選抜の規模で，生育量の劣らない変具体を選

抜することが必要であり，それなしには実用品種の育成

には至らないと考えられる.このような視点は，現在の

イオンピーム照射による変呉誘発試験に活用されてお

り，今後さらに多くの実用品積育成につながり， rイオ

ンビーム育種」として発展することを期待している.ま

た，このような品種育成に向けた一連の技術は，鹿児島

県の植物rパイテク研究における基礎となっており，県育

成品種の開発を行っている部門との連携により品種育

成に向けた技術の展開を行っている.

バイオテクノロジーを含め，分析や解析技術は進歩

・深化している.生産現場のニーズと研究シーズの融合

を図ることにより，各地域の植物資源が大量増殖や品種

育成等，生産現場で活用される実用品目としてさらに発

展することを期待したい.
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The Study of Biotechnological Application for Breeding using Local Plant Resources 

Kei-ichiro Ueno 

Summary 

Kagoshima Prefecture is situated in the southwestem region of the Japanese mainland. It is a wide expanse of land 

stretching approximately 600km from north to south. There are a large number of plant resources， because the c1imate ranges 

from temperate to sub-tropical across many islands in this prefectural region. In this s旬dy，a selective breeding technology for 

vegetative propagation of beneficial plants is discussed and this advances technologies for search and uti1ization of local plant 

resources. From this foundation improvement plant resources through breeding combined with tissue culture can be developed. 

Further this research has integrated use of microbial interaction and mutation induction of ion beam irradiation as additional 

tools for plant resource development. This has provided additional foundation for breeding of new cultivars and cultivation in 

Japan. 

Chapter 1 

The authors had discovered in Kagoshima Prefecture， Japan， two new types of Lycoris which have straw-colored (L. sp. 

A) or vermilion (L. sp. B) flowers. Their morphological characters， characteristic karyotypes， and other characters suggested 

that these Lycoris species might be hybrid between L. traubii and L. sanguinea. In this s旬dy，inter・specifichybridization 

between these two species was conducted and 32 offspring were analyzed to confirm the hypothesis. The morphological 

characters ofthese seedlings were intermediate between both species and the severalleaf characteristics resemble L. sp. A and B. 

The chromosome numbers of somatic cell in these hybrids were either 17 or 18， and their karyoザpesof chromosome 

configuration also coincided with either L. sp. A and B. An extensive survey on the distribution of Lycoris species revealed th巴

presence of an autumnal flowering L. sanguinea in central and southem Kyushu， and especially in Narikawa area in the town of 

Yamagawa where L. sp. A and B were found in abundance. L. traubii and L. sanguinea were growing side by side and flowered 

simultaneously from mid-to late September. Based on their distribution， moゅhologicalcharacteristics， and karyotypic 

similarities， we conclude that L. sp. A and B are inter-specific hybrids between L. traubii and the autumnal flowering form of L. 

sanguinea， and that their origin would be the southem part of Kyushu. 

Chapter 2 

Hyperhydricity is a physiological malformation affecting c10nally propagated plants generated under tissue culture 

conditions. This malformation is associated with excessive hydration and poor lignification and results in poor regeneration of 

plants. We have tested hyperhydricity prevention in oregano by several nonspecific polysaccharide-producing rhizosphere 

bacteria， Pseudomonas spp. and Beijerinckia sp.， prevented hyperhydricity and improved acclimation of oregano c1ones. It is 

clear that an initial polysaccharide-producing bacterial treatment can sustain the unhyperhydrated condition over multiple 

subcultures. These results suggested that bacteria-mediated hyperhydricity prevention may be linked to survival of bacteria in the 

stem tissues， which may be carried through the next subculture. Based on this study we have tested hyperhydricity prevention in 

four commercial c10nal lines of raspberry (CDH・92;GEL-20; Heritage; JCR・FL) by bacteria (Pseudomonas sp. strain F) 

Acc1imatization was enhanced in CDH・92，GEL-20 and to some extent with JCR-FL. Such bacteria-treated c10nes adapted easily 

to outside environment or greenhouse conditions without extensive acclimatization. These results confirm the role of plant or 

rhizosphere associated bacteria， in imparting enhanced vigor and stress tolerance in plants. Such knowledge should be used for 

rapidly acclimating tissue culture-generated plant c10nes to outside environment or greenhouse conditions. This has positive 

implications for commercial applications. Subsequently subcultures can be maintained without re-inoculation. 

Additional use for microbial interaction is the development of transgenic Rhododendron plants using soil bacterium 

Agrobacterium tum宅向ciens-mediatedgene transfer. A. tum宅向ciensstrain harboring a binary vector that contained the chimeric 

NPTII and GUS genes was co-cultivated with stem and leaf segments from Rhododendron tissues cultured in vitro. Adventitious 
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buds were formed and shoots were regenerated on kanamycin selection medium 3-4 months after inoculation. Integration of the 

NPTII and the GUS genes was confirmed by PCR and by Southern hybridization analyses. Histochemical GUS assay showed 

that the inserted gene was expressed in all tissues with the CaMV 35S promoter. In Rhododendron， the transformation procedure 

might have a fundamental role to expand the range of genetic variation such as f10wer color and moゅhologicalcharacteristics， 

and to strengthen tolerance to environmental stresses. 

Chapter 3 

In this study， we described effects of ion beam irradiation on cultures of chrysanthemum. 'Jimba' is the most popular 

white-f1ower chrysanthemum cultivar in Japan. However， this cultivar has many lateral buds， and this results in delayed 

f10wering under a low temperature. The objectives of this study were to develop an effective method for obtaining mutations 

with ion beam irradiation to develop non-chimeric chrysanthemum mutants possessing excellent f10wering and cultivation 

properties. More than 10，000 regenerated plants were obtained and cultured in different cropping systems; for selection of fewer 

axillary buds or lower tempera旬ref10wering line. From the screening of 10，468 M1 plants derived from the ion-beam irradiated 

of leaf discs， more than 40 visible mutants were selected. Then， we have succeeded in the introduction of two new cultivars of 

chrysanthemum with reduced axillary buds named ‘Aladdin' and ‘Imagine' using ion beam irradiation. However， the f10wering 

in these two cuItivars was still suppressed under a low temperature. Therefore， many mutants were selected in M1 plants derived 

from the ion beam re-irradiation of‘Aladdin' and B02-1・1.In M1 plants of ‘Aladdin'， DNA contents remained almost the same 

level as in original ‘Jimba'. When we used the re-irradiation technique for plant improvement， the goal was to keep original 

DNA content of the plant materials or mutants us巴d.These mutants showed favorable f10wer characteristics similar to the 

original ‘Jimba' cultivar. Further， we succeeded in the introduction of a new cultivar from‘Aladdin'， named ‘Aladdin 2'， in 

which both desirable characteristics， few axillary buds and early f10wering at a low temperature， were combined. These two traits 

will contribute to labor and/or energy saving. Further to breed new cultivars of chrysanthemum using mutation induction by ion 

beam irradiation has good potential improving f10wer quaIity. 

Chapter 4 

We developed the cultivar-identification markers of‘Aladdin' and ‘Aladdin 2'， and made the system to increase these 

plant pheno句rpesin nurseries to distribute them to growers. We also enabled protection and the management ofthe cultivars， and 

the supply ofthe nurseries. This means that the farmers can produce these cultivars not only in Kagoshima prefec旬rebut also in 

rest of Japan. 

The bacterial-inoculated method would be able to use in these commercial tissue cultures， because of enhanced vigor and 

stress tolerance in tissue culture-generated plants. This mechanism is Iike ‘End Fight' of plant associated microbe， and it can be 

developed as a way to improve plant tolerance to plant disease or stress and can be achieved by natural biological process. 

Furthermore， we succeeded in the introduction of new cultivars， using ion beam irradiation technique. This novel approach 

allowed mutation induction of other local plant resources and is being termed ‘Ion Beam Breeding'. Mutation induction， 

microbial interaction and DNA analysis based on above biotechnology techniques have been utilized in the agricultural 

production for plant resources. 

Keywords : ion beam， non-branching chrysam themum， nucIear DNA content， plant regeneration， re-irradiation 
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