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<試験成績・研究成果>

北海道のイネ品種群の遺伝的集団構造の変遷

要
ヒエ，
日

藤野賢治水

1900年代後半に 「赤毛」の栽培が始まって以降，多くのイネの品種が開発され現在では「ゆめぴり

か」をはじめ日本国内でも屈指の良食味品種が北海道では育成されてきた。本研究では，この品種育

成の歴史をゲノムレベルて、解析した。その結果， これまでの品種育成では道外の品種を活用すること

で4回の遺伝的に大きな変遷が生じたことが明らかとなった。

1. はじめに

2004年の「日本晴」ゲノムの完全解読以降，イ

ネにおいては耐病性，収量性等に関わる多くの遺

伝子について，その原因遺伝子の特定あるいは

DNAマーカーの開発が行われてきた。さらに，

最近になってゲノム解読処理能力に優れる次世代

シーケンサーが開発され，参照配列が整備されて

いない作物種においても，ゲノム研究を行うこと

が可能になった。

これまでの研究成果および解析機器の発展に伴

い，作物におけるゲノム研究は新たな展開へ進む

と考え，平成25年度から農林水産業 ・食品産業科

学技術研究推進事業の支援を受け， 1地域の育種

集団における FNPsハプロタイ プを用いた高速ゲ

ノム育種法の開発」に取組んでいる。これまでの

ゲノム研究は主として外来遺伝資源が保持する革

新的な形質を対象に取組んできた。一方で，各地

域の品種育成機関では，日々これまで築き上げて

きた有望系統を活用し，新品種を継続的に開発し

ている。そこで，この各地域で行われている品種

育成そのものを解析対象とすることで，優良品種

が示す優良形質に関わる遺伝特性が解明するとと

もに，それらに関する DNAマーカーを利用する

ことで，効率的に優良形質を集積できると考えた。

本課題は，現在も継続して研究を進めているが，
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その基盤データとなる北海道のイネ品種群の遺伝

的集団構造から，これまでの品種育成を「ゲノム」

として概観することができたのでここに報告する。

2.試験方法

1 )材料

在来種「赤毛」から最近の育成品種「ゆめぴり

か」を含む北海道で育成された63品種を供試した。

品種の選定にあっては，育成年次，普及程度，交

配母本としての活用等に留意した。また，比較と

して「日本晴」を用いた。これらの種子は，道総

研，北農研およびジーンパンクより取寄せた。

2) DNA解析，データ解析

各品種の葉片から，簡易CTAB法により DNA

を抽出した。慣行法による PCR増幅の後 1bp 

の差異を検出できるシーケンス解析用のアクリル

アミドゲルによる電気泳動を行い，増幅産物を検

出し た。遺伝子型の評価には， SSRマーカーを

用いた。まず，ゲノム全体に分布する134マーカ一

色各年代から任意に選定した 6品種 (1赤毛j，

「栄光j，1ユーカラj，1イシカリ j，1きたいぶきj，

「ほしのゆめj)を用いて多型スクリ ーニ ングを行っ

た。 78マーカーで明瞭な多型が得られたので，品

種群の遺伝子型評価に用いた。ただし， これらの

うち15マーカーは， 15以上のアリルを示したため，

以降のデータ解析には用いていない。

63マーカーの遺伝子型を用いて， UPGMA法

案による系統樹解析およびSTRUCTURE2.3.2.1

を用いた集団構造解析を行った。
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図 1 北海道のイネ品種群の遺伝的集団構造の分化

UPGMA法による系統樹解析およびSTRUCTUREを用いた集団構造解析
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3. 結果及び考察

供試品種の SSRマーカー遺伝子型による集団

構造解析の結果および各品種の系譜を考慮するこ

とで，北海道のイネ品種群を遺伝的に 6グループ

に分類できた(図 1)。この分類は，育成年次と

ほぼ一致することから，各年代の育種目標に対し

て，遺伝的に分化することで新品種を開発してき

たと考えられた。

グループIには， I赤毛」に代表される在来種

と1941年以前の初期の品種育成で開発された11品

種が分類された。系統樹の樹形から，グループI

は他のグループとは遺伝的に全く異なると考えら

れた。

グループIIには「坊主 6号」をはじめとする 8

品種が分類された。これらは， クザループIの「胆

振早生」ゃ「坊主」を用いて，1919-1953年に育

成された品種である。

グループIIIには19品種が分類され，更に 2グ

ループに区分できた。「早生富国」をはじめとす

る1935-1977年に育成された 13品種はグループ

IIIaに， Iユーカラ」をはじめとする1962-1989年

に育成された 6品種はグループIIIbに区分された。

ク。ループIVには， I農林15号」とその後代を含

む1940-1990年に育成された11品種が分類された。

グル ープVには， 1983年以降に育成された

「キタアケ」とその後代13品種が分類された。

一般に，ある品種群の集団構造解析は，各品種・

系統のゲノム構成から導かれるもので，各グルー

プ聞の遺伝的な関係は明らかにすることができな

い。本研究では，特定の地域で育成された品種群

を用いているため，ゲノム構成の特徴に供試品種

の系譜情報を加えることで，各グループ聞の関係

を明らかにできる。その結果，

グループI→グループII→グループIIIa→グルー

プIIIb→グループIV→グループV

と，グループが変遷していることが明らかとなっ

た。このことは，継続的に行われている品種育成
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においても，遺伝的な分化を伴いながら変遷して

いることを示す。育種学の理論としては，品種育

成に伴う遺伝的多様性の消失，均一化が指摘され

るが，わずか100年余りの北海道のイネ品種育成

の歴史において，数度にわたる遺伝的分化が生じ，

それによって新品種が育成されてきたことは新た

な発見である。

次に，育成系譜，各クーループの構成品種，ゲノ

ム構成等から， これらのクソレープの分化に関わる

品種を特徴づけた(図 2)。

北海道のイヰ品種群

幼主6号
早生富国

IIJ!lM! 531;-I 11!!J;!]30 I回
図 2 北海道のイネ品種群の遺伝的分化機情モデル

グループIIIaの分化は， I早生富国」の成立に

よって生じた。「中生愛国jXI坊主 6号」に由来

する「早生富国」は， I中生愛国」をゲノム構造

に反映させる形で選抜されたと考えられた。「中

生愛国」は当時の品種育成に交配親として多用さ

れ，多くの地方配布番号が付与された系統が育成

された。

クソレープIIIbの分化は， Iユーカラ」の成立に

よって生じた。「関東日号jXI栄光」に由来する

「ユーカラ」は， I関東日号」をゲノム構造に反映

させる形で選抜されたと考えられた。その後，

「ユーカラ」は当時の品種育成に多用され，多く

の地方配布番号が付与された系統が育成された。

グループIVの分化は， I農林15号」の成立によっ

て生じた。「銀坊主jXI走坊主」に由来する「農

林15号」は， I銀坊主」をゲノム構造に反映させ

る形で選抜されたと考えられた。その後， I銀坊

主」および「農林15号」も当時の品種育成に多用
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され，多くの地方配布番号が付与された系統が育

成された。

夕、、ループVの分化は， Iキタアケ」の成立によっ

て生じた。「永系7361JX I道北5号」に由来する

「キタアケ」は， I永系7361Jの親 ICodyJをゲ

ノム構造に反映させる形で選抜されたと考えられ

た。その後， Iキタアケ」は当時の品種育成に多

用され，多くの地方配布番号が付与された系統が

育成された。

このように，道外の地域に由来する品種を交配

親に用いることで遺伝的多様性の導入，選抜を行

い，更に選抜系統を交配親に多用することで，結

果としてゲノム構造の変化が生じ，遺伝グループ

の分化に至ったと考えられた。

以上のように，これまで各年代の育種目標に対

して品種育成を行ってきた歴史をゲノムレベルで

概観することができた。今後は，より詳細な解析

を行うことで，遺伝子の機能レベルでの品種の変

遷を明らかにする。これによって，品種育成の新

たな展開が開けると期待する。なお，本研究成果

の詳細は Shinadaet al. (2014)を参照いただき

たい。一地域の品種群を解析対象とするゲノム研

究はほとんど行われていない。今後，最新の技術

を上手く取り入れることで，実際の品種育成を対

象とする研究が数多く取り組まれることになる。

また，本研究では北海道のイネ品種群について行っ

たが，他の作物についても同様に取り組むことが

できる。特に， SSRマーカーは，対象品種群の

遺伝的な多型を直接評価できることから，地域の

品種群の遺伝的特徴を評価する有効なマーカーシ

ステムと考える。
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