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第 1章 序 論

第 1節 新形質米開発の背景

日本における米の需要最は明治半ば以降の産業

の近代化に伴って急激に増加した．このため圏内

における米の増産だけでは需要を賄し、きれず，米

の輸入は怪常的に行われていた．大正の後半から

太平洋戦争前まで 100万トンを超える輪入・移入

が続主戦争が進むにつれ日本の食料不足は深刻

化していった. 1942年には米を始めとする主要食

糧を国家管理とする食糧管理法が施行された．戦

の品種を大きく引き離し， 1972年以蜂作付け第 1

位の座を占めている（表 1-1）.また. 2位から 10

位の品種はいずれも良食味を求め，その系譜に「コ

シヒカリ Jを持つものである．市場の正倒的な指

示の下，品種開発は「コシヒカリ」系の食味を持

つものへと偏重していった．

日本の米生産及び消費がこのような状況に置か

れている中，農林水産省で、は消費ニーズ、の多様化

に対応するため，新たな用途を目指し， 1989年よ

り f需要拡大のための新形質水田作物の開発（ス

ーパーライス計画）Jと称する 7年間の総合的開発

後の食糧逼迫時には園内での米生産が需要に追い 研究を開始した．この研究においては米のタンパ

っかず，大量の麦や米が輸入された．この問題に ク質やデンプンの特性の解明，新たな用途に向く

対して，用排水等の基盤整備や大規模な土地改良， 品種の育成と加工・利用技術の開発が行われた．

化学肥料の増産，干拓事業等による新田開発など スーパーライス計間jの源流は 1981年より 15年

が国を挙げて行われた．こうした取組の結果，昭 聞に渡って行われたフ。ロジェクト研究「超多収作

和 30年以降は米の生産量が明確に上向き，昭和 物の開発と栽培技術の確率 (I超多収稲J)Jにある．

40年代の初めには，米の自給が達成された．その この研究はコメ生産経費の低減，稲作の活性化，

後，国民生活の向上に伴って食生活の多様化が進 米の需要拡大をねらって，一定面積から最大の収

み，米に代わって肉類や油脂類の消費が増加した

ため，一人あたりの米の消費量（1人当たりの供

給量）は 1962年の l18.3kg／年をピークに減少傾向

に転じていった．これに対して米の生産量は 1967

年から 1,400万トンを超える状況が続き，大幅な

生産過剰となった. 1969年には自主流通米制度の

導入とともに初の米の生産調整が試行され， 1971

年から本格的に開始された．一人あたりの米の消

量をあげるための品種改良と栽培研究を推進しよ

うとしたものである．「スーパーライス計画Jでは

じ也多収稲j研究フ。ロジェクトの研究成果に加え

て，新たな遺伝資源の利用を検討した．簡単にい

えば，「スーパーライス計画Jのねらいは，日本の

イネの穂に世界の米を実らせ，世界の米を日本で

作り，自本の水田と食卓に登場させることである

と言える（横尾 1990).

費量はその後も減少を続け， 2009年にはピーク時 「スーパーライス計画」では低アミロース米，

の半分（58.5kg／年）にまで低下した（図 1-1). 高アミロース米，香り米，有色素米，巨大脹米等，

戦後イネの品種改良において その呂標は生産の 現在新形費米と呼ばれる多くの品種が開発され，

安定と軽労化であった．短拝化よる倒伏抵抗性の ミノレキークイーン（伊勢ら 2001）やサワークイーン

付与は多肥栽培と収穫の機械化を可能とし，耐病 （安東ら 2004）といった品種が登場した．この流れ

性や耐冷性の付与は生産の安定性や生産面積の拡 の中で突然変異を利用し，佐乳中の易消化性タン

大に大きく貢献した．生産量が需要量を上回るこ パク質であるグノレテリンを減少させた「エノレジー

とで，次の段階として良食味米への要望が高まっ シーlJ（西村 2000）や「春陽」（上原ら 2002）とい

た. 1969年の銘柄米制度導入後， 1970年代には った品種が育成されていった．

米の品質・食味重視の動向がより鮮明となってい 昨今，中留やインド等の発展途上国の経済発展

った．この動きは 1994年の食糧管理法から食糧法 による食料需要の増大，世界的なバイオ燃料への

への移行に伴いさらに加速されることとなった． 原料としづ食料以外の需要の増大，地球規模の気

fコシヒカザ」，「ササニシキJといった良食味品 候変動の影響といった中長期的に継続する構造的

種が注目を浴び，品種改良においても食味の向上 な要因などにより，穀物の固捺価格は上昇基調に

が第一目標となっていった．中でも「コシヒカリ j ある（図 1-2）.このような状況の中，食料の安定生

の作付面積は現在全作付面積中の 37%を占め，他 産と自給率の引き上げは日本の未来に向けてさら
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に重要な課題となっている．国内産米の新用途利

用を促進する意味においても今後新形質米の更な

る開発が必要とされる．
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平成 23年産水稲うるち米の品種別作付け比率表 1-1
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農林水産省 2)世界の穀物価格の推移図 1-2



松井A 崇晃：新潟県で、の新形質米品種開ヲきのための低グルテリン稲の基本特性の解も！？ 5 

第2節新潟県における新形質米の開発 心自粒が発生しやすく，外観品質はやや劣る．米

現在，全国各地の農業試験研究機関から，それ 飯のほか米菓などへの利用が期待される．

ぞれの地域に適した新形質米が数多く育成されて

いる．こうした新形質米品種は多様な品質や食味 「かほるこj

を求める消費者ニーズ〉に答え，また，新たなニー 「かほるこ」は，全量を炊飯するタイプの香り

ズを作り出す可能性を有している．実際に新形質 梗米である．母本である関東 154号（後のサリーク

米品種が地域農業の活性化や米の需要拡大につな

がっている慨も見受けられる．新潟県でも地域の

イーン）はパスマティタイプの香りを持ち，本品種

も同種の香りを受け継ぐ．新潟県での熟期は「わ

活性化への利用を目指し 1989年より新形費米の せじまん」（佐々木ら 1996a）並の極早生である．中

品種開発に取り組んできた（小林ら 2001，小林 稗で，草型は偏穂重型である．耐倒伏性はやや強

2004，石崎ら 2011）.開発当時，聞や他県で育成 で，葉いもち圃場抵抗生は中，穂いもち間場抵抗

された品覆を直接新潟県に導入することが検討さ 性はやや強である．玄米は長粒で収量性はやや低

れたが，熟期や栽培特性などが必ずしも新潟県に い．香ばしい香りと細長い粒形のためチャーハン

適さないことが予測された．このため新潟県では やピラフ，カレーなどの調理・加工米飯などに向

当時の新潟県における奨励品種との交配によって， く．

新潟県の栽培に適した新形質米の開発に独自に取

り組んできた．以下に現在種苗登録されている新 2）巨大妊芽米

潟県育成の新形質米品種を示す（表 1・2，閣 1-3). 「越車j

「越車jは一般品種の 2～3倍の大きさの眼芽を

1 ）香り米 持つ梗種で、ある．新潟県における熟期は「ゆきの

f稚児のほiま」 精j より早い平生である．極短稗で，草型は穂数

「稚児のほほjは父本である東北 144号（後の 型，耐倒伏性は強である．いもち病関場抵抗性は

「はぎのかおり J（佐々 木ら 1994））に由来する香 葉いもち，穂いもち共にやや弱，穂発芽性は極易

りをもっ嬬種で、ある．新潟県における熟期は「わ である．玄米は小粒で、収量性は低い．発芽粒の発

たぼうしJ（佐々 木ら 1996b）より 3告程度遅い早 生が起きやすく，玄米の外観品質は劣る. ij主芽に

生に属する．やや長稗で，草型は偏穂重型，耐倒 含まれる機能性成分の利用（岡田ら 2000）にあたり，

伏性はやや弱，葉いもち闘場抵抗性はやや弱，穂 脹芽の大きな本品種の活用が期待される．

いもち関場抵抗性は中である.rこがねもちjより

多収で，玄米の外観品質は長い．穂発芽性は易で

ある．全量あるいは数%程度を一般の嬬米に混合

し，もち加工に用いるほか梗米に数%混合する

ことにより，香りの、添加とともに炊飯米の光沢や

粘りの向上が期待できる．

f越佳香」

「越佳香Jも「はぎのかおり Jに由来する香り

をもち，一般の米に数%程度を浪合して使用する

タイプの稜種である．新潟県での出穂期は「ゆき

の精J（星ら 1992）並の平生であるが，登熟期間が

長く，熟期は「コシヒカリ J並の中生となる．中

稗で，草型は中間型である．耐倒伏性はやや弱で

ある．葉いもち闘場抵抗性はやや中，穂いもち圃

場抵抗性は弱である．玄米はやや大粒で腹自・乳

3）低アミロース米

「夏雲」

「夏雲j は見かけのアミロース含有率が 5%程

度で，日主手しはかなり白濁する．新潟県での熟期は

「わせじまんj 並の樺平生に属する．中稗で，

型は偏穂数型である．倒伏抵抗性はやや弱，いも

ち病園場抵抗性は葉いもち，穂、いもち共やや弱で

ある．障害型耐冷性は中である．登熟は早く，成

熟期の枯れ上がりがやや多い．千粒重は「わせじ

まんj並であるが，収量はやや少ない．標高 500m

程度の高標高地では見かけのアミロース含有率が

が 10%程度となり，米飯は低アミロース米特有の

もち臭が軽減され，通常栽培されている梗品種よ

り粘りが強く高い食味評価となる．
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「秋雲j 不良，登熟はやや緩慢である．いもち病問場抵抗

「秋雲」は見かけのアミロース含有率が 10%程 性は葉いもち，穂いもち共に中，穂発芽性はやや

度の低アミロース米である．新潟県での熟期は「コ 易，脱粒性は中である．もち生地の硬化性は「わ

シヒカリ j より 3日程度遅い中生である．稗長は たぼうし」並に良い．もち加工用に単品あるいは

「コシヒカリ」より lOcm以上短く，耐倒伏性は ブレンド用としての利用が見込まれる．

「コシヒカワ Jに優る．いもち病抵抗性は葉いも

ち，穂、いもち共にやや弱で穂発芽性は難である．

収量は「コシヒカワ」並で米の粘りが強く，高い

食味評価を示す．単品あるいはブレンド用として

主食用とする他，おにぎり，冷凍米飯，ソフト米

菓などへの利用が期待される．

4）高アミロース米

こしのめんじまん

「紫宝J

「紫宝j は果皮に紫黒色の色素を持つ嬬種であ

る．新潟県における熟期は fわたぼうし」より遅

い早生である．稗長は中間で，草型は偏穂重型で，

耐倒伏性は中である．いもち病問場抵抗性は葉い

もち，穂いもち共に中である．穂発芽性は中，脱

粒性は中である．「わたぼうしjに比べ収量性は劣

るが，千粒重は重い．もち生地の硬化性は「わた

「こしのめんじまん」は腔乳の見かけのアミロ ぼうし」並に良い．通常の米の炊飯時に 1割り程

一ス含有率が 27%程度の高アミロース品種である． 度の玄米を混入することで淡い紫色の米飯が炊き

新潟県における熟期は fコシヒカリJより 15日遅 上がる．この他玄米粥，みりん，水飴などの原料

い晩生である．稗長は「コシヒカリ Jより短く， としての利用が期待される．

草型は偏穂、重型，語、J控lj伏性は強である．収量性は

「コシヒカリ j より高く玄米の外観品質は良い．

玄米千粒震は「コシヒカリ j より軽く，玄米の粒

形はやや細長い．穂発芽性はやや易で，葉いもち

掴場抵抗性は弱，穂いもち圃場抵抗性はやや弱で

ある．製麺用等に向けた米粉として使用される．

5）有色素米

r紅更紗」

「紅吏紗」は果皮に赤褐色の色素を有する梗種

である．新潟県での熟期は「ゆきの精J並の早生

である．稗長は中稗で革型は中間型である．耐倒

伏性は強である．いもち病圃場抵抗性は葉いもち，

穂いもち共にやや弱で，穂発芽性はやや易である．

脱粒性は中である．千粒重は fゆきの精」並に重

いが，収量性は「ゆきの精Jより劣る．通常の米

の炊飯時に 1害ljり程度の玄米を混入することで淡

し、赤色の米飯が炊き上がる．その他米菓等への利

用が期待される．

新潟県では，中山間地域や佐渡地域を対象に

2001年度から独自に開発したこれらの新形質米

品種の種子の配布を開始した.2011年度までに述

べ 702件の配布を行った．現在，これらの品種は

特産品の開発やグリーンツーリズムで訪れる観光

客の食材または加工食品の原材料として利用され

ており，地域農業活性化の起爆剤になるものとし

て大いに期待されている．また，新潟県では 2008

年の小麦価格の高騰を契機に，小麦粉消費量の

10%以上を米粉に置き換える「RlO（アールテン）

ブρロジェクトJを推進している．この活動はフー

ド・マイレージを節約した環境重視型商品として，

輸入小麦粉の 10%以上を米粉に代替した「小麦粉

製品j及び，栄養特性や米粉自体の食味を生かし

た米粉を主原料とする「米粉製品」を機能重視型

商品として開発・普及させ，ひいては食料自給率

の向上をめざすものである．新形質米はこの活動

の推進において重要な役割を担い，今後さらに開

発をすすめ，品種の充実を図ることが求められる

「紅香」 と同時にその特性を明らかにし，新たな利用法を

「紅香」は果皮に赤掲色の色素を有する稀種あ 探索・提案することが求められる．

る．新潟県での熟期は「わたぼうしj より遅い早

生である．稗長は中稗で，草型は偏穂重型で酎倒

伏性は中である．止葉はやや下垂し，草型はやや
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表 1-2 新潟県で開発された新形質米

分 類 品種名 組合せ

香 もち 混合型 稚児のほほ 新潟橘31号きわたぼうし／東北144号，はぎのかおり

り
うるち

混合型 越佳香 トドロキワセ／東北144号，はぎのかおり

米
全量型 カコほる こ 関東154号，サリ ークイーン／アキヒカリ

巨大臣米 越車 北海269号／新潟早生

低アミロース米
5% 夏雲 ゆきの精／彩

10九 秋雲 新潟早生／探89-2019

高ア ミロース米 こしのめんじまん ホシユタカ／ゆきの情

有 うるち 紅更紗 新潟嬬31号／篠の井／／新潟橋31号／東北144号
色 赤米

新潟橘31号／篠の井／／新潟橘31号／東北144号
素 も ち 紅香

米 索黒米 も ち 紫宝 わたぼうし／奥羽需349号、 朝紫

' 事 事 ． 。
稚児のほほ 越佳香 かぼるこ 越車 夏雲 秋雲

' 織,jl~＞ ギ：~
、

、,L 、.－＇

こしのめんじまん紅更紗 紅香 紫宝 コシヒカリ

図 1-3 新潟県で開発された新形質米の外観
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第3館 理化学特性の測定による食昧の評価

日本において米の食味は官能試験や理化学測定

を用いて評価されている．官能試験は食味そのも

のを誼接評価する方法であり，その他すべての測

定値の基準となる．しかし，官能試験は多くの試

料や評価者を必要とするため多大な時間と労力を

必要とする．一方，理化学特性は化学成分や調理

特性，調理過程や調理後の糊化や物理特性を基に

食味を評価する方法である．以下に食味と関連の

深い理化学特性の主なものについて記す．

告ンパク賓

米粒の総タンパク質含有率と米飯の食味との間

には負の相関があることが知られている（石間ら

1974，山下・藤本 1974，竹生 1983，松江ら 1991).

粉の糊化特性を評価する方法である．代表的な測

定機器であるブラベンダー社の「アミログラフj

で測定したアミログラムの最高粘度やブレークダ

ウンなどが食味と高い関連性を持つことが知られ

ている（有坂ら 1992）.日本では一般的に最高粘

度が高く，ブレークダウンが大きい米の食味が良

いとされている．また，最終粘度が高く，コンシ

ステンシーの大きい米はアミロース含有率が高く，

糊化澱粉が老化しやすいと言われている（岡留

1995，豊島 1997). fアミログラフJの測定では

一屈の測定時間が 2時間と長く，また試料も 40～

50gを必要とすることから，ラピッド・ピスコ．

アナライザー（RVA）を用いた少量サンプノレによ

る迅速な測定方法が開発されている．

同一品種で、あっても気象や栽培条件によりタンパ 米飯の物理特性

ク質含有率の変動は大きくなる（本庄 1971）.近赤 これまで蓄積された研究成果から，人間の検査

外光分析装置の発達により簡便・迅速な測定が可 による米飯の食味評価には硬さや粘りといった米

能となり，食味の評価だけでなく栽培指導の目安 飯の物理特性の影響が強いとされている（大坪

としても使われる． 1996）.米飯の物理特性の測定には様々な測定機器

が持ちいられているが，原理的には米飯粒または

アミロース 容器に入れた米飯を押しつぶす時に要する力，お

日本の主要な梗米品種の澱粉には 15～ 25%の よび引き上げる時のちからを測定することにより

アミロースと 75～ 85%のアミロベクチンが含ま 米飯の硬さや粘り，付着性などの特性値を得る．

れている（奥野 1988）.一方，嬬品種の澱粉はア 代表的な測定機器としてテクスチュロメーターや

ミロベクチンのみを含んでいるのが一般的である． テンシプレッサーなどがある．テクスチュロメー

米飯の粘りとアミロース含有率が深く関係し，食 ターと官能検査の相関から食味の指標として付着

味の総合スコアの大きいものはアミロース含有率 性，硬さ／付着性との関連が指摘されている（遠藤

が低いことが知られている（倉沢 1969，稲津 1988). ら 1976）.また岡留ら（1996）は改良型のテンシ

アミロース含有率は品種による影響が大きく，良 プレッサーを用いて試料となる米飯粒の厚さに応

食味品種の育種において重要な選抜指標とされて じた一定の圧縮率で圧縮し，米飯粒の表層や全体

いる．開一品種の場合では，霊長熟温度が高いほど の物性から食味との関連を調査した．

アミロース含有率が低くなる傾向にある（稲津 理化学測定法の特徴として①食味評価としては

1988）.竹田（1993）は新たな澱粉調整・精製技 結果の精度が官能試験に及ばない，②高価な測定

討すと構造解析法を用いて従来のアミロースとアミ

ロペクチンの中間の構造を持つ分子の存在を報告

している．

糊化特性（アミログラフィー）

米の糊化特性試験は水に懸濁させた米粉または

米粉澱粉を一定速度で撹祥しながら，加熱による

膨潤糊化過程と冷却による糊化液の老化過程にお

ける粘度変化を連続的に測定することによって米

装置を必要とする場合がある，などの問題がある．

しかし，試料の調整法や測定方法を統一すれば比

較的少量の試料と少人数で測定が可能であり，客

観的な結果として世界や日本各地で，あるいは異

なる時間に得られた測定結果を比較することが

能となるなどの利点もある．理化学測定で得られ

た測定値は単独あるいは複数を組み合わせて使用

され官能調査の結果との聞に高い相関を得ている．
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第4節 DN Aマーカー育種

DNAマーカーを形質の選抜に用いる技術である

DNAマーカー選抜（markerassisted selection, 

MAS，マーカー支援選抜）は，形震転換と並んで育

種における革新的技術として注目される．

DNAマーカー選抜のメリットとしては，①収穫

後にしか判定できない形質で、あっても幼苗段階か

ら判定できる，②サンプリング部位を選ぶことな

く何度でも繰り返し判定できる，③判定が環境変

動に影響されない，④生物検定に用いる病原菌や

虫およびそれらの培養飼育設備などが必要ない，

⑤共優性マーカーを使えばホモ・ヘテロの判別が

｛間体単位でできる，⑤いくつかの形震をほぼ同時

に判定でき，遺伝子の集積が容易である，⑦全染

色体のゲノム領域を確認することができ目的領域

以外の染色体断片の導入を少なくすることができ

る，これに関連して③染色体上で近接する遺伝子

間では稀にしかおきない組み換えを効率的に検出

できることなどがあげられる．一方で①DNAの分

析に時間や労力，設備，高額な試薬類などによる

コストの増加，②近縁の両親問では多型が得にく

いこと，③知財保護により使用する DNAマーカ

ー自体に特許権が設定されている物がある，など

の問題もある（安東ら 2005）.また，援数の形質が

ネットワーク状に作用して成立する~又量性のよう

な複雑な形質では，ゲノムの特定部分だけに注目

して操作するDN Aマーカー選抜による改長に限

界があると考えられている．

イネにおいては斎藤ら（1991）により RFLP地

鴎の作成が始められ， 1991年に第 1期イネゲノム

研究プロジェクトがスタートし，イネの DNAマ

ーカー育種研究が本格的に始まった．その後 1998

年から撞基配列解読を核とする第 2期のプロジェ

クトとして規模が拡充され， 2000年からはミレニ

アムプロジェクトの一環として更に拡充された．

2004年には全ゲノムの塩基配列が解読され，塩基

配列に基づいて目標となる染色体領域に DNAマ

ーカーを設定することが可能となった．また，遺

伝子の特定・単離の進展により遺伝子そのものに

マーカーを設定することも容易となってきている．

近年，マーカーの合成単価や各種試薬の価格も

年々下がっていることや，次世代シーケンサーや

マイクロアレイによる SNPsの検出システムの登

場により，より高速に大量のサンフ。ルを処理する

ことが可能になり，実用育種での利用に対する環

境も整ってきている．

これまでに DNAマーカーを用いたイネの実用

品撞がいくつか育成されている（表 1-3）.主なも

のを記すと， fコシヒカリ愛知 SBLJは縞葉枯病

抵抗性遺伝子（Stvb-1）と穂いもち抵抗性遺伝

(Pbβを導入した「コシヒカリ jの準間質遺伝子系

統である（杉浦ら 2004）.「コシヒカリつくば SDl

はインド型品種の IIR24Jに由来する短稗遺

伝子 （sdl）を「コシヒカリ Jに導入したものであ

る（食糧問題研究所 2006).「コシヒカリ関東 HDl

号j はインド型品種「KasalathJの早生化遺伝子

(Hdl）を fコシヒカリ Jに導入（竹内ら 2008)'

「関東 HD2号」はインド型品種「Kasalath」の

晩生化遺伝子 （Hd5）をコシヒカワに導入したも

のである（食糧問題研究所 2009). I関東 BP豆1

号j は野生イネ由来のトビイロウンカ抵抗性遺伝

子 （bphll）を「ヒノヒカリ j に導入した準同質

遺信子系統である（農研機構内．「ともほなみJ

は陸稲由来のいもち病闘場抵抗性遺伝子(pi21）を

導入した良食味品種である（坂ら 2010）.この他に

も育成中の系統を含めれば，更に多くの系統がリ

ストアップされると思われ，今後吏に DNAマー

カー選抜の存用性が実証されるであろう．
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表 1-3 DNAマーカー選抜を用いて育成された主な品種

品積名 登録年 育成地 鑑一…支
コシヒカリ愛知SBL 2005 愛知県農業総合試験場 縞葉枯病Jま抗性 （Stvb-1）と、穏いもち抵抗性 （Pbi)をコシヒカリに導入

コシヒカリつくばSDI号

コシヒカリ関東HDl号

関東日DZ号

2008 械懐物ゲノムセンター 短稗遺伝子 （sdi)をインド型品種目24よりコシヒカリに導入

2009 作物研究所 インド型品積Kasala thの平生化遺伝子 （Hdl)コシヒカ yIこ導入

2010 作物研究所 インド型品積Kasala thの晩生化遺伝子 （Hd5）をコシヒカリに導入

ミルキーサマー 2011 作物研究所 平生化遺伝子 （Hdl）を低アミロース品積ミルキークイーンに導入

関東BPH1号

ともほなみ

2012 作物研究所 トどイロウンカほ抗性遺伝子 （bphJJ)を野生稲からヒノヒカヲに導入

2012 愛知県農業総合試験場 陸稲品種 f戦捷Jのいもち病問場抵抗性遺伝子 （pi21）を、コシヒカリに導入

農業生物資源研究所
作物研究所

コシヒカリ関東BL!号

ヒノヒカリ関東BL!号

出願中作物研究所

出綴中作物研究所

いもち病兵性抵抗性遺伝子 （Pi9）をコシヒカヲに導入

いもち病兵性抵抗性遺伝子 （Pita）をヒノヒカリに導入

第 5節 低グjレテリン稲の背景と本研究の目的

腎臓病は年々増える傾向にあり，その主な原因

は社会の高齢化と糖尿病の増加があげられる．

齢化が腎不全の増加をもたらす理由には，老化に

よる腎臓の機能低下かがあげられる．一方，糖尿

病になって血糖のコントロールが充分で、ないと，

その合併症状として 10～15年間で糖尿病性腎症を

引き超こすこととなる．

ヒトの腎臓はソラマメの種子の様な形をした臓

器で，横隔膜の下の左右に存在する．一つの重さ

は 150g程度ある．腎臓の機能は，①探生成を通じ

て，体液の憧常性を維持し，②尿素などのタンパ

ク震代謝物を排出し，③内分泌と代謝調節を行う

ことである．尿は血液をろ過して作られるので，

腎臓には沢山の血液が流れ込んでいる．

ネフロン（1個の糸球体とそれに続く l本の尿

細管）が多少ダメージを受けて機能が低下しても

残っているネフロンの働きで代償される．しかし，

腎臓病が進行し，腎臓の機能が約 20～30%以上低

下すると，代償機能が追いつけなくなってしまう．

ほとんど腎臓が機能しなくなると，血液透析療法

が必要となる．日本における 2012年 12月時点で

の人工透析患者数は 30万人を超えている（図 1-4).

日本での透析治療の大部分を占める血液透析では，

また透析療法に対する国民医療費の負担は年間

1.2兆円程度とも推測され（厚生労働省4）），大きな

課題となっている．

腎機能に異常が認められた場合の処置のーっと

してタンパク質の摂取制限があげられる．この処

置はタンパク質の摂取量が多いとネアロンの障害

を進行させるため，タンパク質の摂取量を制限し

て，腎臓病の進行を遅らせる方法である．

過去にはタンパク質の摂取制眼に用いられてき

た低タンパク質食品の米としては，吟語表酒用の掲

精技術により精自米の表皮部分を取り除いた特精

米と，酵素などにより米のタンパク質有機的に分

解・除去した米飯の 2種類が存在した．いずれも

収穫後の米に特殊な処理を施したもので，タンパ

ク質含有量の少ない精白米自体は存在しなかった．

現在，路乳中の易消化性タンパク質であるグルテ

リンを減少させた「エノレジーシ~iJ （西村 2000)

や「春陽J(上原ら 2002）といった品種が育成され，

低タンパク質食品として利用されている．

イネの一般品種の白米中にはタンパク質が約

6.1%含まれている（文部科学省 2010）.イネの経乳

貯蔵タンパク質は溶解性によりアノレブミン，グロ

プリン，プロラミン，グルテリンに分類される．これ

らのタンパク質はその大部分がプロテインボディ

一般的に l閉あたり 4～5時間の透析を週 3回行う． に局在しアノレコール溶解性のプロラミンはプロ

透析療法は患者にとって大きな負担となっている． テインボディー I(PB-I ）内に，希アルカリある
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いは希酸溶解性のグノレテリンはプロテインボディ

-II (PB輔 II）内に主に蓄積される（Tanakaet al. 

1980, Ogawa et al. 1987). PB-Iは人体内では消

化されず体外に排出される（Tanakaet al. 1975). 

イネにおいて優性突然変異遺伝子 Lgclの利用に

より臨乳中のグルテリンを通常のイネに比べて

112から 113に低減させた低グノレテリン品種は体内

で吸収されるタンパク質を低減させる特徴を持つ

（西村 2000,2004）.これらの品種は低タンパク質

米として腎不全患者の病態食として臨床的に有効

であることが報告されている（望月・原 2000,

原ら 2002).

低グノレテワン品種が米粉ノfンの製造にお

いて膨らみが良く焼成後に固くなりにくい傾向が

あることが報告されている（高橋ら 2009）.近年，米

の蕎要拡大を図る上で、製ノfン特性の高い品種が求

められており，低グ、ノレテリン品種の有効な利用法

として注罰される．

350000 

300000 

250000 

200000 
額
拠
面白

150000 

100000 

50000 

。

低グルテリン品種の開発は継続的に行われてい

るものの，炊飯米の食味に関してはコシヒカリ等

の良食味米に比べて未だ不十分である（飯田ら

2004）.新潟県作物研究センターにおいても低グル

テリン品種の開発に取り組み，これまで複数の系

統を育成してきた．しかし，これらの系統も十分

な食味を獲得するには至っていない（表 1-4).

新潟県ではこれまで多くの新形質米品種を開発

してきた，低グノレテリン品種は未だ、開発に歪って

いない．本研究では新潟県におけるイネの低グル

テリン品種の開発を加速するための効率的な選抜

法として DNAマーカーの開発に取り組み，その

効果を検証した．また．開発した DNAマーカー

を用い低グノレテリン遺伝子 Lgcl遺伝子座に関す

る準間質遺信子系統対を作成し， Lgcl遺信子によ

る低グルテリン化が米粉や米飯等に与える影響を

調査し，更には米飯の食味との関連について考察

した．

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 

西暦

図 1-4 慢性透析患者数の推移

（日本透析医学会 2012)
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表 1・4 新潟県作物研究センター育成低グノレテリン系統の食味

品種・主義読名 議舎を

主主〉こしいぷき

受2056 こしいぷきf中国173号

塁塁2119 （こしい；；き／走態183号）F31*4こしいぶき

長2120 くこしいぷき北陸183号）F3／叫こしいぶす？

長21必 紫雲警78号／故宮2号

比〉秋雲

比〉支雲

上七〉ミルキータィーン

妥2022 こしいぶき／中盤173号

長2147 新潟78号／設育2号

J:I::) 達手際

新潟県作物研究センター：焚励品稀決定試験予備調公

会味某準：コシヒカリ

比）：比較品積

7ミ＝－：＜
タンパタ選読史 咲El!:鐙

含手ぎ率〈寄〕

野生霊 15. 8 78.1 

億グルテPン 14.8 73. 1 

ままグノレテ古ン 17. 0 76.9 

低グノレテジン 16. 1 73.8 

低グノレテPン・グl:!ブ予ン 18. 3 68.7 

童子会裂 8.9 72.4 

野生翌 6. 2 72.8 

野生裂 8.τ 74.2 

まEグルテジン 4. 6 昌弘己

法グルテジン・グロブジン 9. 7 71. 0 

ままグノシテジン 20. 3 74.2 

食挨

総合評 箆

-0. 50 

-1.47 

-1. 02 

-0.78 

-1. 90 

-0. 71 

-0.86 

-0.44 

-1. 07 

-1. 05 

何 1.62 
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第2章低グルテリン遺伝子LgcJ選抜PCRマー

カーによる低グルテリン準同質遺伝子系統の

育成と LgcJ遺伝子が原品種の基本農業形質

に与える影響

低グノレテリンの形質は第 2染色体に並んで存在

する 2つのグノレテリン遺伝子 GluB4とGluB5の

開に突然変異によって約 3.5kbの欠失が生じた事

によってできた単一の優性遺信子 Lgclによって

支配される（Kusabaθtal. 2003）.しかし， Lgcl 

と米の食味や加工特性との直接的な関係が報告さ

れた例はない．特定の遺伝子の働きを調査する場

合には遺伝的背去を同一にした同質遺伝子系統問

で比較することが有効である．本研究では間質遺

イ云子系統の作製において有効な PCRを用いた

DNAマーカーを開発し，その有効性を検討すると

共に，これを用いた準間質遺伝子系統対を作製し

た．さらに，この準同質遺伝子系統対を用いて Lgcl

遺伝子の導入が基本的な農業形質に与える影響を

検討した．

第1節 低グjレテリン遺伝子LgcJ選抜PCRマーカ

ーの作製

し交配法により準同笠遺伝子系統を効率良く

作製する際， DNAマーカーの利用による目的遺

信子の選抜は極めて有効と考える．さらにヘテロ

型反復自殖法を用いて肉質遺伝子系統対を作成す

る場合，目的遺伝子とその対立遺伝子の双方が選

抜可能な共優性マーカー，あるいはそれと問等に

機能する DNAマーカーが必要となる．本節では

低グルテリン遺伝子である Lgcl及びその対立遺

信子（形質）に対して STS(SequenceTagged-Site) 

マーカーの作成を試みた．吏に効率的な選抜のた

めに 2つのマーカーを混合したマノレチブ。レックス

PCRを行い，一回の PCRで検出可能かどうかを

検討した．

1)材料と方法

選抜マーカーの作製及び検証

低グルテリン系統の選抜にあたっては，Lgclの

既知の配列(AB093593）より作製した PCRマーカ

ーを利用した．また，非低グノレテリン品種である

「日本晴」の遺伝子配列（AP005428）において

Lgclと相向性の高い配列を参照して PCRプライ

マーを作製し，これを非低グ、／レテリン系統の選抜

マーカーとした（表 2-1).本研究で設計した

LGCd-F及び LGCd官 は Lgclにおいて欠失した

配列を挟むようにアニーリングし，1047bpの増幅

産物を生産すると予測される．また LGCw-Fは

Lgclにおいて欠失した配列の中に位霞し，野生型

の配列においてLGCw-Rとともに 1121bpの増幅

産物を生産すると予測される（函 2-1）.なお，選抜

マーカーとして作製したプライマーのうち

LGCd-FとLGCw-Rは同じ配列である（表2・1）が，

異なるプライマーと共に増幅産物を生産する．

選抜マーカーの検証には fこしいぶき」に低グ

ノレテリン系統である「春陽jを交配したれ種子を

用いた．玄米を短軸方向に二分し，脹のある方より

DNAを抽出し PCRに用いた．また，もう一方よ

りタンパク賞を抽出し SDS-PAGEを用いて表現

型を調査した．

鋳型 DNAの抽出方法

玄米半粒を 2.0mlマイクロチューブに入れ抽出

バッファー（lOOmMTris任 Cl,lOmM EDTA, lM 

KCl, 2% CTAB, pH 8.0）を lmlとシリコーン系消

泡剤（消泡剤 SI，和光純薬）を 10μ1加えジノレコ

ニアボールと共にサンブ。／レ粉砕機（TissueLyser, 

QIAGEN）で粉砕した. 19,000×g, 4°Cで5分間

遠心分離を行った後に上清を取り出し，等量のク

ロロホノレム／イソアミノレアルコーノレ 24:1を加え，

1時間転倒混和を行った.19,000×g, 4℃で5分間

違心分離後上清を取り出し，等量のイソプロパノ

ーノレを加えた．再度 19,000×g,4°Cで5分間遠心

分離後，沈殿を間収した．回収した沈殿は乾燥後

0.1×TE溶液（lmMTris-HCl, O.lmM EDTA, pH 

8.0) 200μ1に溶解させ，これを鋳型DNA溶液とし

fこ．

PCRは 2μ1鋳型 DNA溶液，2μ1 10×ExTaq 

bufferあるいは 10×Taqbuffer （タカラバイオ），

2 μ 1 25mM dNTPs,3種の選抜プライマーそれぞ、

れ lOpmol,lU ExTaqあるいは Taq（タカラパイ

オ）を含む 20μ1で、行った.PCRの混度サイクノレ

条件は変性を94°Cで30秒間，アニーリングを 60°C

で 1分間，伸長を 72°Cで 30秒とし，35回繰り返し

て反応を行った. PCR産物は 1.5%アガロースゲ
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ルでTAEバッファーを用いて lOOV,30分間泳動 「春陽」型と同じく 37kDaおよび 22kDaのグル

し，バンドパターンを確認した． テリンのバンドに対して， 13kDaのプロラミンの

タンパク質の抽出方法

ベンチで潰した玄米半粒に抽出バッファー（尿

素 4M,SDS 4%，グリセローノレ20%,2－メノレカプ

トエタノール 5%を含む 0.5MTris-HCl, pH 6.8) 

を 700ml加え，混合したあと一晩室撮で放置し玄

米中のタンパク質を抽出した. 19,000xg，室温で

20分遠心分離して得られた上清を 100℃で5分間

処理し SDS-PAGEの泳動サンプノレとした．電気泳

動は0.1%のSDSを含む 15%のポワアクリ／レアミ

ドゲ、／レ（0.375Mτ'ris

1995）.染色は EzStainAqua (ATTO）を用いて

行った．

バンドが濃く観察された．

3）考察

関質遺伝子系統対の育成過程においては呂的と

する遺伝子を逃さずに選抜することが要求される．

また，ヘテロ型反復自殖法を用いる場合，目的とす

る違依子座について，ヘテロである個体を選抜す

る必要がある．一方，Lgclは種子貯蔵タンパク質中

のグ、ノレテリンを低減しプロラミンを増加させる優

性遺伝子である（Iidaet al. 1993）.このため選抜当

代の表現型によってヘテロ個体を選抜することが

不可能である．このような場合，DNAマーカーに

よる選抜は目的遺伝子の選抜に有効な手段となる．

目的遺伝子座について共寝性の DNAマーカーを

2）結果 使用することで後代検定を省略し，育成期間の短

「こしいぶきj と f春陽j の DNAポリメラー 縮や規模の縮小が可能となる．今回得られた PCR

ゼに ExTaqを用いて行った PCRの増幅産物の泳 産物の泳動像では lkbp付近にバンドが確認され

動像を図 2包に示す.LGCdマーカーによる PCR るとともにLGCdを用いたものよりもLGCwが高

では「春陽Jにおいて lkb付・近にバンドが認めら 分子側に確認された．この結果は既知の配列より

れた．一方， LGCwマーカーでは fこしいぶきj 予想された増幅産物の分子量に適合する．

にのみ lkbの僅かに高分子側にバンドが認められ PCR産物の泳動像と表現型の比較（図 2-3）に

た．また，LGCd-F及び LGCd-RにLGCw-Fを加

えて行ったマノレチフ。レックス PCRでは「こしいぶ

きJと f春陽Jの双方にバンドが現れたが，「春陽J

のほうが僅かに低分子側に認められ，間品種の区

別は可能であった．

「こしいぶきj と f春陽Jを交配したF4世代に

ついて，前述した 3種のプライマーを用いて DNA

ポリメラーゼ、におqを使用したマノレチフ。レックス

PCRの増幅産物の泳動像と SDS-PAGEの泳動像

を図 2・3に示す.PCRの泳動像では「こしいぶき」

型のバンドを示すものと「春揚j型のバンドを示

すもの，双方のバンド2本を示すものの 3パターン

が認められた．種子タンパク質組成の表現型を示

す SDS-PAGEの泳動像では，個体関で、出現バンド

の濃淡が見られたが， PCRによって「春陽」型の

バンドを示すものでは fこしいぶき」型を示すも

のと比べると 37kDaおよび 22kDaのグノレテリン

のバンドに対して 13kDaのプロラミンのバンド

が濃く観察された．また， fこしいぶきj型， f春

陽j型の双方のバンドを示すヘテロ型個体でも

おいて，すべての個体において図 2-2とは異なる

高分子のバンドが観察された．このバンドは DNA

ポリメラーゼに Taqを用いた時に観察されたため，

DNAポリメラーゼの正確性（Fidelity）に起因す

るものと推察される．一方， SDS”PAGEの泳動像

の濃淡には個体問で差が見られた．これは抽出に

用いた玄米の大きさが均等で、なかったためと考え

られる．このため一見するとグノレテリンの減少が

明瞭でないものもあったが， 131王Daプロラミン

および 26kDaグロプリンのバンドに対してグノレ

テリンのバンドが薄くなっていることから PCR

産物の泳動像と表現型が一致すると判断できた．

これらのことから今匝作製した選抜マーカーが有

効なものであると考えられた．

実際の品種改良においては低グルテリンと同時

に複数の形質が選抜目標となることから，大量の

サンフツレを効率よく調査する必要がある．このた

め，より簡便で安価な方法が求められ，複数のマ

ーカーについて一回の PCRで結果が得られるマ

ルチプレックス PCRは極めて有用である．
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Morita et al. (2009）は4つの PCRプライマーか

らなるプライマーセットを用いて Lgclおよびそ

の対立遺伝子についての共震性マーカーを開発し

た．本研究で用いたプライマーLGCd-Fと

LGCw-Rは間一の配列である．このため， 3種類

のプライマーを用いたマノレチフ。レックス PCRに

よるヘテロ偶体の判別が可能となる．

2-1 Lgcl及び野生型選抜プライマーの配列

配列
期侍される

ブφライマー
(5’3’） 

増幅産物の

塩基数（bp)

LGCd-
F GGAAAATATGGCGTGCGGCC 

1047 
R CGGGTAACAACAACAGGGAGC 

F TGGTGCTGTACCGGTTTGAGG 
LG Cw-

R GGAAAATATGGCGTGCGGCC 
1121 

非低グノレテリン型

（野生型：AP005248)

G/uB4 G/uB5 、
l 12lbp ~~、

．． ． 
LGCw-R LGCw F 

低グ、ノレテリン型

（突然変異型：AB093593)
‘．
 、、、

、、、
、
‘
守、、

a

’
 

、‘．
 、、

－
v
 

G/uB4 4ダG/uB5

LGCd-F LGCd-R 

図2・1 Lg cl遺伝子の構造と選抜PCRプライマーによる増幅位置
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2.0kbp 

1. Okbp 

M KI SY M KI SY M KI SY 

II 

図 2-2 選抜プライマーによる PCR増幅産物の泳動像

I .LGC d-F,R, II .LGCw-F,R, ill.LGCd-F,R,LGCw-F 

M.200bp ladder, Kl.こしいぶき（野生型） , SY.春陽（低ク、、ルテ リン型

凶

A
hv
凶
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WW LL WL WW 

w L L w 

LL WL WL 

L L L 

WW 
(KI) 

LL 
(SY) 

W L 

(KI) (SY) 

図 2-3 雑種分離世代（F4）における選抜マーカーによる PCR増幅産物の泳動像と表現型

A，遺伝子型 WW  こしいぶき型， LL：春陽型，WL：ヘテロ型

B，表現型 W ：野生型，L：低グソレテリン型

KI：こしいぶき， SY：春陽
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第2節 Lgcl遺伝子座準間質遺伝子系統対の育成

経過

1 ）育成経過

Lgcl準同質遺伝子系統対の育成にあたって

は，2000年 7丹に「こしいぶきj を母本とし，「北

陸 183号（後の f春陽J) Jを父本として交配を行

った. 2001にF1を養成し， 2002年と 2003年は

白殖により 1年に 1世代ずつ無選抜で世代を進め

た.2004年は LGCdマーカーのみを用いて「春陽J

型の個体を選抜し，これを母本として「こしいぶ

き」を交配した.2005年～2006年にかけてほ場お

よび温室内でLGCdマーカーと LGCwマーカーに

よってヘテロ型の個体を選抜し，これを母本とし

て「こしいぶきj を 3回交配した．組室内で自殖

させて 2007年春に得られた種子を同年ほ場に展

開し，自殖させるとともに DNAマーカーを使用

した後代検定によりヘテロ型の個体を選抜した．

2008年に DNAマーカーを使用した後代検定によ

り開ーの B4F2個体より派生したこしいぶき型と

春陽裂の B4Fs個体をそれぞれ選抜した. 2009年

B4F4を系統栽培し達観で系統内の形質分離が見ら

れないことを確認し 低グノレテリン型と野生型そ

れぞれ 1系統からなる 2組の準間質遺伝子系統対

「NILl-W/LJ, INIL2明rι」を育成した（図 2-4,

表 2-2). NILl -WおよびNIL2-Wは今回作成した

選抜マーカーを用いた PCRでは「こしいぶき」型

を示し，任乳のタンパク質組成は野生型を示す．

一方，NILlもおよび NIL2-LはPCRにおいて「春

陽J型を示し，タンパク費組成は低グノレテリン型

を示す（表 2-3) . 

2) DNAマーカーによる選抜

鋳型 DNAの抽出は 2004～2006年に行った個体

選抜には幼植物より得た葉身約 lcmを用い， 2007

年および 2008年では後代種子を発芽させて得た

葉約 5mm, 5個体分を混合して用いた．

乾燥させたサンブツレに抽出バッファー（200mM

Tris-HCl, lOmM EDTA, 250mM NaCl, 0.5% SDS, pH 

8.0）を 400μ 1加えベッスノレで、磨砕した後 19,000

×g, 4°Cで5分間遠心した．上清 300μ 1を別のチ

ューブに移し等量のイソプロパノーノレを加えた後

19,000×g, 4°Cで 5分間遠心した．上清を除去し

て得た沈殿を 0.1×TE溶液（lmMTris－自Cl,O. lI泊 4

EDTA, pH 8.0) 100 μ 1に溶解させ，これを鋳型DNA

溶液とした．

PCRは 2μ1鋳型 DNA溶液，2μ 1 10×ExTaq 

bu旺erあるいは 10×Taqbuffer （タカラバイオ）， 2 

μ 1 25mM dNTPs,3種の選抜プライマーそれぞれ

lOpmol, 1 U ExTaqあるいはおq（タカラバイオ）を

含む 20μ1で行った.PCR条件は変性を 94°Cで30

秒間，アニーリングを 60°Cで l分間，伸長を 72°Cで

30秒とし，35回繰り返した.PCR産物は 1.5%アガ

ロースゲノレで lOOV,30分間泳動し，バンド、パター

ンを確認した．
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こしいぶき 春陽 こしいぷき
［こしいぶ~~］ ［春隠~］ ［こしいぶき型］

年迄
2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

F, 
9 

f4 
［春隠型］

B,F, 
｛ヘヂロ裂］

I I I I 

世代
p 

Fi 

F弓

F3 

F4 

主主

B2F1 
［ヘヂロ型］

B.F3 B.F3 B,f3 B4f3 
〔こしいぶき型］ ［春隠裂］ ［こしいぶき裂］ ［春隠型］

－~I: -J---1 ( ~-T ：~i.:: ! B.Fa B.Fa ! ! B,F, B.f4 ! 
! ［こしいぶき型］ ［春陽型li ! ［こしいぶき型］ ［泰爆裂li 

B3f1 
［へデロ裂］

l~ （百ILHi) (ll!Ll四 L:) l (ll!L2-Vll (l!JL2-L)) 

図 2-4 Lgcl遺伝子に関する準間質遺信子系統対の系譜

[ ] : Lgcl遺伝子選抜マーカーのバンドタイプ

？：交配，？：自殖

表 2-2 Lgcl準間質遺伝子系統対の育成経過

主義義主
「こしいぶきj を母本とし， f春陽j を父本として交配．

自建・紫還設．

畠建・無選鼓．

自彊・紫選設‘

訪苔類の葉よりDNAを捻出し，泰愚聖髄俸を選設． 「こしいぷきj と交寵．

さき畜類丹葉より DNえを描出し，ヘテロ型個体を選設． 「こしいぶきj と交配．

2006 ~」， 幼苦鎮の葉より D胞を抽出し，ヘテロ型個体を選抜．議室内で fこしいぷ~J と交配．

詰畜類の葉より DNえを描出し，ヘテロ型髄体を選設． 「こしいぷきj と交鹿．主主主

2007 ーニB.:!F斗 1 
這室内で白蓮・無選抜．

B.1F351瞳枠から得た葉よりDNAをパノレクで抽出し，ヘテロ裂のB.f2鱈体を選抜．

2008 

2009 

B岳Fz

B4F3 
B4F45鰭体から得た葉より DNAをバルクで捨出し，関ーのB4F21障体に塩素ずるこしいぷき

型と春鴎裂のB4F3題俸を選抜．

B4F4 Bj'4を系読栽培し，：三場翠察で系統内で形質に分離がないことを薙認．

2-3 育成した Lgcl遺伝子準同質遺伝子系統対

品種・系統名
選抜マーカーバンドタイプ 経季しタンパク

LG Cd LG Cw 表現型

こしいぶき 十 野生型

春揚 十 イ墨グ〉レテリン型

NILl-W 十 野生型

NILl-L 十 低グノレテリン型

おIL2-W 十 野生型

NIL2-L 十 低グルテリン型
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第 3節 LgcJ遺伝子座準同質遺伝子系統対のタ

ンパク震結成

これまでの報告（西村 2000，上原ら 2002，飯

田ら 2004,Iida et al. 1993）において Lgcl遺伝子

を持つ低グ、ルテリン品種は一般の品覆と比較して

37・39kDa及び 22綱 23kDaグノレテリンの 112～1/3

程度の減少と 26kDaグロブジン及び 13kDaプロ

ラミンの倍増及び16kDaプロラミンの2割程度の

増加が共通して観察されている．本節では育成し

た Lgcl遺伝子座に関する準同質遺伝子系統対を

用いて SDS-PAGE泳動像のデンシトメトリーに

より構成割合を調査した．

1 ）材料と方法

2組の準間質遺伝子系統対及び対照品種の「こ

しいぶきJと「春陽j は新潟県農業総合研究所作

物研究センター内の水田で 2010年に栽培した．新

潟県の慣行栽培に従い 4丹 19日に播種，5月 19日

に移植した．栽植密度は 19.4本／m2の一株 4本植

とした．施肥は基肥として N,P20s,K20をそれぞれ

0.3 kg/a施し，穂肥として 2010年は 7月 8日と 7月

15告にそれぞれN0.1kg/aを施用した．

サイクロン式粉砕機（CSM-Sl，藤原製作所）に

より粉砕した玄米粉 O.lgに抽出バッファー（尿素

4M,SDS 4%，グリセローノレ 20%ス メノレカプトエ

タノーノレ 5%を含む 0.5MTris-HCl(pH6.8））を 700ml

加え，混合したあと一娩室視で放置し玄米中のタ

ンパク震を抽出した. 19,000×gで 20分遠心分離

して得られた上清を 100℃で 5分間処理し

SDS-PAGEの泳動サンプルとした．電気泳動は

0.1%の SDSを含む 10%のポワアクリノレアミドゲ

ノレで行った（西尾 1995）.染色は EzStainAqua 

(ATTO）を用いて行った．

泳動像を課影後，画像解析ソフトウエア（CS

Analyzer 3, ATTO）を用いて主要な 7つのバンド

(76kDa前駆体， 57kDa前駆体， 37“39kDaグノレテ

リンαポリペプチド， 26kDaグロプリン， 22-23kDa

グノレテリン3ポザペプチド， 16kDa及び 13kDaプ

ロラミン）についてデンシトメトリーを行い，こ

れらの総和を 100%とした時の組成タンパク質の

構成割合を 100分率で推定した．

2）結果

「こしいぶきJ, r春陽」および 2組の準間質遺

伝子系統対「NILトW/LJ，「NIL2-W/L」の SDS-PAGE

泳動像を図 2づに示す．また表 2-4にデンシトメト

リーにより測定した各品種・系統のタンパク質構

成割合を示す．

組成タンパク質の構成割合は 37-39kDaグ、ルテ

リンαポリペプチドでは「こしいぶきJ, r春陽j

それぞれで 50.1%と12.6%で、あった.22-23kDaグ

ノレテリン日ポリペプチドは「こしいぶきJ，「春陽J

それぞれで 4.8%,16.4%であった 26kDaグロプリ

ンは「こしいぶきJ，「春陽Jそれぞれで 22.1%,

3.8%で、あった.16kDaプロラミンは「こしいぶきJ'

「春陽J4.4%, 5.3%で、あった. 13kDaプロラミン

は「こしいぶき」，「春陽」それぞれ 7.5%, 52.6% 

で、あった．易消化性タンパク質の合計は fこしい

ぶきJで88.0%，「春陽」で 42.1%で、あった．

Lgcl遺伝子座に関する準同質遺伝子系統対にお

いて異なるタンパク質組成間で比較すると

37”39kDaグルテリンαポリペプチドでは野生型，

低グノレテリン型それぞれで約 45%と約 15%であ

った.22-23kDaグノレテリン8ポリペプチドは野生

型，低グノレテリン型それぞれで 25%, 7%であっ

た. 26kDaグロプリンは野生型，低グノレテリン型

それぞれで約 5%，約 15%で、あった. 16kDaプロ

ラミンは野生型，低グノレテリン型それぞれで 3～

5%, 5～8%であった.13kDaプロラミンは野生型，

低グ、／レテリン型それぞれで 3～5%, 5～7%で、あっ

た．易消化性タンパク質の合計は野生型で 84～

88%，低グノレテリン型で44～50%で、あった．

3）考察

本研究で育成した Lgcl遺伝子座に関する準同

質遺伝子系統対で、低グノレテヲン系統では過去の報

と同様にグノレテリンの減少とプロラミン及び，

グロブザンの増加が観察された．「こしいぶき」を

含めたタンパク質組成が野生型の品種・系統はこ

れまでの報告と比べ易消化性タンパク質の割合が

高い傾向が見られた．また，「春陽Jを含めた低グ

ノレテリン型の品種・系統は過去の報告と比べ易消

化性タンパク質の割合が低い傾向が見られた．小

林ら（1998）は新潟県内 5ヶ所で作られた米のタン

パク質組成を調査し，年次問や地域開での変動を
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報告している．本節における調査は 2010年の収穫

物のみの調査結果である．このため，今回得られた

結果だけではタンパク質の構成割合における地域

や年次の影響を明確にする ことはできない．今後，

さらなる調査の結果をもって，判断する必要ある

と思われた．また，今回育成した低グ、ルテリ ン系

統や「春陽」でタンパク質の構成割合に違いが見

られる ことから Lgcl以外の遺伝的背景の影響も

考慮する必要が感じられた．

クルテリンα

クロフリン

クルテリンp

プロラミン

Kl SY 
Nill-

W L 

NIL2-

W L 

76kDa 

57kDa 

37～39kDa 

26kDa 

22～23kDa 

161くDa

13kDa 

図 2-5 Lgcl座準同質遺伝子系統対のタンパク質組成（SDS-PAGE泳動像）

KI：こ しいぶき， SY：春陽

W：野生型.L：低グルテ リン型

表 2-4 Lgcl遺伝子座に関する準同質遺伝子系統対のタンパク質組成

こしいぷき 春陽
NILl NIL2-

日f L w L 

76kDa 4. 6 4.9 5. 2 6. 9 3.0 4. 5 

57kDa 7. 9 5. 1 7. 3 5.9 4.5 5.5 
37-39kDa(gluterin－α） 49. 3 12.8 45.4 14.9 45. 7 14.3 
26kDa (globulin) 4. 8 16. 3 4. 3 14.8 5.2 14. 8 
22-23kDa (gluterin-/3) 21. 6 3.7 24.8 7.4 25.6 6. 5 

16kDa 4. 2 5.3 4. 3 7.9 4. 7 5. 5 

13KDa 7. 5 51. 9 8. 7 42. 3 11. 3 48.9 

総手口 100. 0 100.0 100. 0 100.0 100.0 100.。
易消化性 88. 2 42.8 87. 1 49.8 84. 1 45.5 
難消化性 11. 8 57.2 12.9 50.2 15.9 54.5 
グノレテリン 70. 9 16.6 70.2 22.3 71. 3 20. 8 

難消化性 11. 8 57. 2 12.9 50.2 15.9 54. 5 

21 
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第4節 Lgct遺伝子産準同質遺伝子系統対の基本 質組成間に差はなかった．登熟日数では年次間で

農業形質浄化期間中の土壌炭素・窒素濃 のみ有意な差が認められ2011年の方が2日長かっ

度の変化 た．

準同質遺伝子系統対においては目的遺伝子以外

の遺伝的背景の間質性が求められる．本節では各

種の農業形質から遺伝的背景を推定・検討した

さらに 2組の準間質遺伝子系統対の差異について

も調査・検討した．

1 ）材料と方法

2組の準同質遺伝子系統対及び参考品種の fこ

しいぶきj と「春陽Jは新潟県農業総合研究所作

物研究センター内の水田で栽培した． 2010年は 4

月四日に播種， 5月 19日に移植し， 2011年は4月

14告に播種， 5月 1813に移植した．試験区は 2反

復移植した．各品種・系統の試験区は 1反復あた

り6.6m2とした．栽植密度は 19.4本／mzの一株4

本植とした．施肥は基肥として N,P20s, KzOをそれ

ぞれ 0.3 kg/a施し，穂肥として 2010年は 7月8日

と7月 15日に， 2011年は7月7日と 7月 14日にそ

れぞれ NO.1 kg/aを施用した．出穂 20日以降に各

試験じまにつき 5株の穂数と最長稗の稗長及び穂長

を測定した．成熟後各試験区につき 40株をメljり取

り精玄米重，玄米千粒重を測定した．また玄米タン

稗長は系統対間で存意な差が認められ，

「NILl-W/LJ に比べて「NIL2-W/L」が 3cm長

かった．試験年次においては 2010年のほうが 3cm

有意に長かった．しかし異なるタンパク震組成問

では有意な差は認められなかった．穂長について

は系統対間およびタンパク質組成聞に有意な差は

認められなかったが，年次間では 2011年が l.2cm

短く 5%水準で、有意な差となった．穂数は系統対

間，タンパク質組成間，年次開での有意性は認めら

れなかったが，系統対と年次の交互作用が 5%水準

で有意となった．

精玄米軍は系統対関でのみ有意な差が認められ，

「NIL2-W/L」が 55kg/10a多かった．玄米千粒重

は系統対間で 0.1%水準，タンパク質組成問で 1%

水準，年次聞で、 0.1%水準の有意な差が認められた．

それぞれの差は系統対間で 0.8g 「NIL2-W/L」が

軽く，タンパク質組成聞では低グノレテリン型が

0.4g重く，年次間では 2011年が 0.8g軽かった．玄

米の粒形において，粒長は系統対間で 0.1%，年次開

で 5%水準の有意差が認められた．それぞれの差は

系統対間で 0.13mm 「NIL2欄wιjが短く，年次間

パク質合存率は近赤外分光光度計（6250HON，ニレ では 2011年が 0.03mm短かった．粒幅は系統対

コ）で測定し，玄米の外観品質及び粒長，粒栢，粒産 開で5%，年次間で0.1%水準の有意差が認められた．

は穀粒判定器（RGQilOB，サタケ）で各試験区につ それぞれの差は系統対開で 0.03mmINIL2-W/LJ 

き 1000粒を 3回測定し，平均値を求めた． が短く，年次間では 2011年が 0.15mm短かった．

各項目の測定値について分散分析を用いて系統 粒厚は系統対聞と年次間で 0.1%水準の有意差が

対間，タンパク質組成時，年次聞の比較を行った．

統計処理は MicrosoftExcel （マイクロソフト）及

びExcel統計 Ver.6.0（エスミ）を用いた

2）結果

今回作製した 2組と準河質遺伝子系統対の出穂

約 20日後の試験闘場での外観を図 2・6に，玄米の

外観を図 2・7に示した．生育期需を通じて系統対

内での外観上の差異は認められなかった．

基本的な農業形質と分散分析の結果を表 2・5に

示す．到穂日数は「NILl-W/LJより「NIL2-Wιj

が2日長く，系統対開で有意な差が認められた．

また，年次間で、も 2010年より 2011年の方が4日長

く，有意な差が認められた．しかし，異なるタンパク

認められた．それぞれの差は系統対間では

INIL2-W/LJで0.03mm短く，年次間では 2011

年が 0.05mm短かった．異なるタンパク質組成問

では粒長，粒幅，粒揮とも有意な差は認められなか

った. 2組の準同質遺伝子系統対の玄米を図 2-7

に示した．生青期間を通じて系統対内での外観上

の差異は認められなかった．

立米タンパク含有率においては系統対間で 5%,

年次開で 0.1%水準の有意な若が認められた．それ

ぞれの差は系統対間では「NIL2-W/L」 が0.3ポ

イント高く，年次間では 2011年が 0.62ポイント低

かった．玄米の外観品質を示す整粒歩合において

は系統対間で 0.1%，タンパク質組成問で 1%，年次

開で 0.1%水準の存意な差が認められた．
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3）考察

本研究で作製したLgclに関する 2つの準同質遺

伝子系統対の基本的な農業形質は反復親に用いた

「こしいぶき」に近い. Iida et al. (1993）は低グ

ルテリン品種の fLGC-1（後の fエノレジーシーIJ)」

と遺伝的に極めて近い野生型のタンパク質組成を

持つ fニホンマサ引の稗長に有意な差が認めら

れたことを報告している．今回用いた準間質遺伝

子系統対においては低グノレテリン型と野生型の関

で稗長に有意な差は認められず， Lgclは稗長に影

響をあたえることはないと考えられる．

今回調査した形質において異なるタンパク震組

成聞では玄米千粒重において有意な差が認められ

た．玄米の粒形について見ると，有意とは断定でき

ないものの（P=0.053），粒長が比較的長くなって

いたことから，タンパク費組成聞における玄米ヂ

粒重の違いは粒長による影響が強いと推察される．

しかし，実際の差は玄米千粒重で 0.4g程度，粒長で

0.03mmと小さく，実質的に準同質遺伝子系統対と

して扱うことに問題がないと考えられる．

玄米の外観品質を示す整粒歩合はタンパク質組

成開で有意な差が認められた.Lgclのドナーであ

る f春陽Jの整粒歩合は「こしいぶきJの整粒歩

合と比べて明らかに低かった．玄米の玄米千粒重

の大きなものは玄米の外観品質が劣る傾向がある

ことが以前から指摘されている（武田ら 1976).

方で今田調査した準間質遺伝子系統においては低

グ、ノレテリン型の千粒重がわずかに重い傾向が見ら

れる．これらのことから Lgclの極近傍に存在する

遺伝子，あるいは Lgclそのものに玄米の外観品質

を向上させる働きがあることが予測され，品種改

良における遺伝資源としての活用が期待されると

共に，その発現機序の解明は良質米生産の上で重

要な意義を持っと思われる．

本研究で作製・調査した Lgclに関する 2つの系

統対は低グ、ノレテリン型と野生型の間に玄米の千粒

重や外観品質にわずかな違いが認められるものの，

他の形質に於いては違いが認められず，遺伝的な

背景は系統対内で、は概ね揃った準同質遺伝子系統

対であると推察される．また，系統対聞では各種

形質において有意な違いが認められ，系統対間で

異なる遺伝的背景を持っと推定される. 2つの系

統対を同時に評価することで Lgclの働きをより

多面的に調査することが可能となると思われる．

今後これらの系統対を用いて食味関連形質や加工

特性等を調査することでj底グノレテリン米の有効

な利用法を改めて検討していきたい．

表 2・5 低グノレテリン準開質遺伝子系統対の基本農業形質

後玄 玄米 玄米智子診 玄米 塁墨色
ill簿登喜急務長 寝室奈
日数回数

事室主主 子長室 千枚霊 堂立長 松孝重 を立憲タンパク歩合

(cmJ (c田j (;;j;::rifj （主主l!Oal (g) ｛出羽） (m田j (mm) （もj （毛主j

参考品種

こしいぷき 103 38 82 19..! 388 558 21.4 5.07 2.73 2.00 6.82 61.2 

還手喜善 110 40 72 19.9 367 61-! 27.9 5.71 2.87 2.09 6.45 8.3 

A 系を支対
？〈江1-L/¥¥" 102 38 76 18.9 382 496 21.7 5.10 2.76 2.00 6.82 51.7 

l¥IL2司し＇＼＼＂ 104 38 79 19.l 375 551 20.9 4.97 2.73 1.97 7.12 64.3 

B タンパク主主君主
霊予三主主主 103 38 戸It 18.8 376 512 21.1 5.02 2.73 し98 6.91 54.6 

立去グノレテヲン君主 103 38 78 19.2 381 535 21.5 5.05 2.76 1.98 7‘04 61.4 

c 年次

2010 101 37 79 l吉.6 376 526 21.7 5.05 2.82 2.01 7.28 50.0 

2011 105 39 7己 18.4 381 521 20.9 5.02 2.67 1.96 6.66 66.0 

分華文分析．有意後
A 木本本 n.s. 本本学 n.s n.s. キキキ ＊ネネ ＊傘本 苧 本ネキ 当匙 ＊ネ＊
B n.s. n.s. n.s. n.s. E‘s. 註.s. ネキ n.s. ロ.s. n.s. n.s. キ＊
c ネキキ キ本本 本本 本 n.s. n.s. キキ本 本 ＊キ＊ 本本＂＇ 本卒業 ネキキ
AXC キ

2主）＊，＂＇＊，ネ料ばそれぞれ 5,1,0.lも水準で有意，事童数以外の彩貨の交互作尽：ま誤差：二ブ－Yンダ
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NIU ＼へ／ ILl-L .JIL2-W NIL2-L 

図2-6 Lgcl遺伝子座に関する準同質遺伝子系統対の草姿

登熟期（2011年 8月 23日撮影） ，新潟県作物研究センター

図 2-7 Lgcl遺伝子座に関する準同質遺伝子系統対の玄米
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要約

本章では間質遺伝子系統の選抜において有効な

PCRを用いた DNAマーカーを開発し，その有効

性を確認した．さらに，これを用いて低グルテリ

ン系統である「北陸 183号（後の「春陽」）」を 1

回親とし，通常のタンパク質組成を持つ「こしい

ぶきjを反復親とした戻し交配法によって Lgcl遺

伝子に関する 2組の準間質遺伝子系統対を作製し

たまた，この準同質遺伝子系統対を用いて基本的

な農業形質を調査した．選抜マーカーとして開発

した PCRプライマーによる PCRでは， f丘グノレテ

リン型選抜マーカーは野生型選抜マーカーより低

分子側に増幅産物を生産した. 2つの選抜マーカ

ーを混合したPCRによって低グノレテリン型と野生

型の判別と同時に，ヘテロ型の選抜も可能であっ

た．特定の遺伝子の多面的な働きを調査する場合，

遺伝的背景を同一にした間質遺伝子系統間で比較

することが有効である2組の準同質遺信子系統対

を比較した結果，異なるタンパク質組成の系統間

で比較すると玄米千粒重ではタンパク質組成が低

グルテリン型の系統が野生型の系統を有意に上居

った．また，玄米の外観品震においてはタンパク

質組成において低グノレテリン型系統が野生型の系

統より優れた．しかし，到穂日数，登熟日数，稗

長，穂数，精玄米震，玄米粒形，玄米タンパク質

含有率において異なるタンパク質組成の準間質遺

倍系統関で有意な差は認められなかった．玄米千

粒重と玄米の外観品質においてはタンパク質組成

間で有意な差が認められたことから，これらの形

質に影響を与える遺伝子が， Lgcl遺伝子の極近傍

に存主することが，示唆された．しかし，玄米千

粒重の差は僅かであることと，その他の形質に有

意な差が見られないことから，今回作製した 2組

の系統対は準同質遺伝子系統対として Lgcl遺伝

子の多面発現の検討において有効な素材となると

判断された．

25 
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第3章低グルテリン遺伝子 Lgc1座における準

同質遺伝子系統対における米飯の物性と米粉の

糊化特性の差異

低グ、ノレテリンの形質を有する品種の開発は継続

的に行われているものの炊飯米の食味の改善に

関してはコシヒカリ等の良食味米に比べて未だ不

十分である（飯田ら 2004）.低グノレテリンの形質は

単一の優性遺伝子である Lgclによって支配され

る（Kusabaet al. 2003）.小麦に米粉を配合したパン

において， PCR法により低グりレテワン米である

陽jの識別が可能であるとの報告がある（Nakamura

and Ohtsubo 2010）が， Lgcl遺伝子による低グ、ノレテ

リン化が米の食味や加工特性へ与える影響につい

て報告された例はない．一方で PB-IIに対する PB-

Iの割合が少ない品種で炊飯米の食味が長いとの

報告（益重ら 1994）がされており，低グ、ルテリン化

が食味へ与える影響を明らかにすることは低グル

テリン米の利用を拡大することだけでなく，米飯

の食味を解明する上でも有益な情報となる．

ではLgcl遺伝子産に関する準同質遺伝子系統対2

組を用いて低グノレテリン米と非低グノレテワン米の

成分，糊化特性，米粒の物性と吸水について測定・

比較し，その若異から Lgcl遺伝子による低グルテ

リン米の特徴を検討した．

第 1節 Lgc1遺伝子座準間質遺伝子系統対にお

ける玄米タンパク質，毘かけのアミ口一

ス含有率及び昧度値の蓑異考察

本節では Lgcl遺伝子鹿準同質遺伝子系統対に

おける食味関連形質である玄米タンパク質，見か

けのアミロース含有率及び味度値を調査し，異な

るタンパク質組成を持つ系統間での差異を検討し

た．

1 ）材料と方法

栽植密度は 19.4本／m2の一株 4本植とした．施肥

は基肥として N, P20s, K20をそれぞれ 0.3kg/a 

施舟し，穂肥として出穂日の約 20日と約 10日前

にそれぞれN0.1kg/aを施用した．

味度，アミロース含存率の測定に用いた試料は，

試験用麿擦式精米機（MC-90A東洋精米機）によ

り見かけの鵠精歩合を 89土1%に掲精し， 1.7mm

の訴を通した後，味度値測定の試料とした．また，

揖精後の白米はサイクロン式粉砕機（CSM-Sl藤

原製作所）を用いて粉砕した．粉砕後 300μmの

簡に通して見かけのアミロース含有率の試料とし

た．

各項目の測定値について分散分析を用いて系統

対間，タンパク質組成問，年次開の比較を行った．

統計処理は MicrosoftExcel （マイクロソフト）及び

Excel統計 Ver.6.0（エスミ）を用いた．

2）結果

玄米タンパク質含有率，精白米の見かけのアミ

ロース含有率及び味度を表 3寸に示す．玄米タン

パク質含有率の系統対関の比較では NILl-W/Lが

NIL2-W/Lより 0.3ポイント低く， 5%水準で、有意に

低かった．異なるタンパク質組成問では一般的な

タンパク質組成である野生型とグノレテリンが少な

い低グツレテリン型では有意な差が認められなかっ

た．年次間着は 0.1%水準で、有意となり， 2010

で7.28%, 2011年産で 6.66%であった．

見かけのアミロース含有率は系統対開で有意な

差は認められなかった．異なるタンパク質組成問

で、は低グワレテリン型が野生型より 1.3ポイント

く，この差は統計的にも 0.1%水準で、存意となった．

年次間差は2010年産が2011年産より 1.1ポイント

0.1 %水準で、有意に低かった．

味度は系統対関に 1%水準で、有意な差が認めら

れ， NILl-W/LがNIL2品1/Lより 2.3低かった．異

なるタンパク質組成問では0.1%水準で有意な差が

NILトW/L及びNIL2-W/Lの2対4系統から構成 認められ，野生型が低グノレテリン型を 3.5上回つ

される Lgcl座に関する準同質遺イ云子系統対及び た．年次開では 0.1%水準で、有意な差が認められ，

対照品種の「こしいぶきj と「春陽」は新潟県作 2010年産が 9.1高かった．

物研究センター内の水田で，新潟県の慣行栽培に

従い 2010年と 2011年に栽培，収穫した．試験区 3）考察

は同一水田内に各品種・系統を 2反復とし，各品 これまでの報告（西村 2000，上原ら 2002，飯田

種・系統の試験区は l反復あたり 6.6m2とした． ら 2004,Iida et al. 1993）において Lgcl遺伝子を持
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つ低グルテリン品種は一般の品種と比較して

37”39kDa及び 22-23kDaグルテリンの 1/2～1/3程

度の減少と 26kDaグロプリン及び 13kDaプロラミ

ンの倍増と 16kDaプロラミンの 2割程度の増加が

共通して観察され，脹乳中のタンパク質の総量は

変化しないことが知られている（Iidaet al. 1993）.今

回供試した系統においても，異なるタンパク質組

成間で玄米タンパク質含有率に有意な差は認めら

れなかった．アミロースはLgcl遺依子をもっ低グ、

ルテワン型の系統が Lgcl遺伝子を持たない野生

型の系統に比べて僅かに高かった．異なる系統対

で開様の傾向が見られたことから，今回明らかに

なった見かけのアミロースの差は Lgcl座近傍に

位置する遺伝子が影響していると推察される．今

後育成される品種も含め低グルテリン品種を利用

する場面において考慮すべき点と考えられる．低

グノレテリン品薄は通常のタンパク質組成の品種よ

り食味が不十分であることが指摘されている（飯

田ら 2004）.味度値は米の食味と高い相関を持つ値

である（長沢ら 1994）.今回の測定において低グノレ

テリン型の系統で味度値の低下が見られたことか

ら低グ、ノレテリン米の食味低下が示唆された．玄米

タンパク質含有率，アミロース含有率，味度値に

おいて有意な年次間差が認められた. 2010年は

2011年に比べ登熟期の気温が高く推移し，主要な

去を熟期間である 8月の平均気温は2010年が 28.4°C,

2011年が 26.6°Cで、あった（新潟県農業総合研究所

気象観測値）．登熟期の気温の上昇により玄米タン

パク質合有率は高く（本庄 1971，前重 1981)，アミ

ロース含有率は低く（稲津 1988），味度値は低くな

る（長畠・黒田 2004）ことが知られている．本研

究における調査においても同様の傾向が認められ

た．

表 3-1 Lgcl !ff準向質遺伝子系統対における玄米タ

ンパク質，アミロース含有率及び味度

玄米タンパク質 アミロース

含存率（%） 含有率（%）
味重

対照品種

こしいぶき 6.82 16.8 77.6 

春議 6.45 21.1 64.8 

入 系統対

l¥J1Ll-L/¥V 6.82 16. 5 72.4 

メヨし2ーし／W 7.12 16.8 74.7 

B タンパク組成

野生謹 6.91 16.0 75.3 

抵グルテリン裂 7.0-! 17.3 71.8 

c 年次

2010 7.28 16.1 69.0 

2011 6.66 17.2 78.1 
分散分析

有 λ 三主 ＊ネ

B ネネネ ネネネ

性 c ネネ＊ 本＊＊ ＊ネ本

分散分析の結果，全ての交互作用は有意とならず、誤差にプージング
したネ，林，林＊？まそれぞれ5,1,0.1気水準で有意．
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第 2節 Lgcl遺伝子座準同質遺伝子系統対におけ

る糊化特性の差異

本節では Lgcl遺伝子座準開質遺伝子系統対に

おける米粉の糊化特性を調査し，異なるタンパク

質組成を持つ系統間での差異を明らかにし，米飯

の食味との関連についての考察を行った．

1 ）材料と方法

NILトW/L及びNIL2品1/Lの2対 4系統から構成

される LgclJfilに関する準向質遺伝子系統対及び

対照品種の「こしいぶき」と「春陽」は新潟県作

物研究センター内の水田で，新潟県の慣行栽培に

従い 2010年と 2011年に栽培，収穫した試験区

は同一水田内に各品種・系統を 2反復とし，各品

種・系統の試験区は 1反復あたり 6.6m2とした．

栽植密度は 19.4本／がの一株 4本植とした．施肥

は基肥として N, P20s, K10をそれぞれ 0.3kg/a 

施用し，穂肥として出穂日の約 20日と約 1013前

にそれぞれ NO.Ikg/aを施用した．

収穫調整後の精玄米を試験用摩擦式精米機

(MC”90A 東洋精米機）により見かけの掲精歩合

Excel統計Ver.6.0（エスミ）を用いた．

2）結果

ラピッド・ピスコ・アナライザー（RVA）によ

る白米粉の糊化特性植を表 3-2に示す．対照品種

の「こしいぶきj と「春陽j において，最高粘度

は「こしいぶきj で高く，最低粘度は「春陽」で

高かった．このため，ブレークダウンは「こしい

ぶきJで大きくなった．最終粘度及びコンシステ

ンシーは「春陽Jで大きくなった．また，ピーク

タイムは「こしいぶき」が「春陽」より 0.6秒早

かった．

系統対聞の比較において最高粘度，最低粘度，

ブレークダウン，最終粘度，コンシステンシー及

びピークタイムに有意な差は認められなかった．

なお，コンシステンシーにおいて NILl品1/Lが

NIL2-W/Lより大きくなったが，統計的な有意性は

認められなかった（0.05<P<O.l).

異なるタンパク質組成問の比較では，最終粘度

において野生型が 284.2RVU，低グノレテワン型が

298.7RVUとなり，低クソレテリン型が 0.1%水準で、

を 89土1%に掲精し， l.7mmの舗を通した後，サ 有意に高かった．コンシステンシーにおいても野

イクロン式粉酔機（CSM-Sl 藤原製作所）を用い 生型が 105.SRVU，低グ、ルテリン型が 113.8RVUと

て粉砕した．粉砕後 300μmの舗に通して測定の なり，低グルテジン型が大きかった．最低粘度に

試料とした． おいては野生型が 178.4RVU，低グノレテリン型が

糊化粘度の測定は豊島ら（1997）の方法に従い，ラ 184.9RVUとなり，低グルテリン型が高くなる傾向

ピッド・ピスコ・アナライザー（RVASuper4 Newport が見られたが，統計的に有意な差ではなかった

Scientific）によって行った．精米粉末 3.5g（水分 (0.05<P<0.1). 

14%換算）に純水 25mlを加え測定した．糊 年次開の比較において 2010年は2011年に比べ，

化瀧度条件は開始撮度を 50℃として 1分間保持し 最高粘度，ブレークダウン，コンシステンシーが

た後 4分間かけて 93°Cまで加熱した．その後 93°C 小さく，最低粘度，最終粘度は高かった．また，

で 7分間保持し，その後 93～50°Cまで4分かけて

冷却し，さらに 50℃で 3分間保持した．この条件

で最高粘度（昇温時または 93°Cでの保持温度時で

観察される最高値），最低粘度（93℃での保持温度あ

るいは冷却時に観察される最低値），ブレークダウ

ン（最高粘度から最低粘度を引し、た催），コンシステ

ンシー（最終粘度から最低粘度を引し、た値）を測定

した（図 3-1）.各試験区3回の反復測定を行い，平

均値を測定値とした．

各項目の測定値について分散分析を用いて系統

対間，タンパク質組成間，年次間の比較を行った．

統計処理は MicrosoftExcel （マイクロソフト）及び

ピークタイムは遅かった．これらの差は統計的に

も0.1～ 5%の水準で、有意となった．

RVAにおける糊化特性値と玄米タンパク質含有

率，アミロース含有率及び味度値との相関係数を

表 3-3に示す．玄米タンパク質含有率は野生型の

タンパク質組成を持つ系統において最低粘度，ブ

レークダウン，コンシステンシーとの間に有意な

相関が認められた．低グノレテリン型の系統におい

てはブレークダウンとの聞に有意な相関が認めら

れた．アミロース含有率は野生型では最低粘度，

ブレークダウン，コンシステンシーとの聞に有意

な相関が認められ，低グノレテリン型では最高粘度，
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関係が得られない場合においても野生型と低グル

テリン型の最終粘度に有意な差があることから，

異なるタ ンパク質組成聞に認められた最終粘度の

違いをアミロース含有率の違いのみで説明する こ

とは困難であり，タンパク質組成の差異が最終粘

度やコンシステンシーに影響を与えていることが

示唆された．最終粘度やコンシステンシーは米飯

の老化性との関連も指摘され（豊島ら 1997），低グ

ルテリン品種における米飯の食味低下が示唆され

た．

前重(1984）はガラス室による高温処理を単一品

種で、行った試験において登熟気温の上昇による最

高粘度， 最低粘度，最終粘度の上昇を報告してい

る．今回の測定では年次間差の検定において最低

粘度，最終粘度で同様の傾向が認められたが，最

高粘度では一致しなかった．

温
度
（℃）

ハv
n

u

p

h

w

F

、J

100 

20 
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80 
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90 

-Temp 

ー－RVU

ブレークダウンとの聞に有意な相闘が認められた．

3）考察

今回の測定では野生型系統と低グ、ルテリン型系

統の間の比較において最終粘度とコンシステンシ

ーに有意な差が認められた．豊島ら（1997）は広範な

アミロース含有率の品種の測定結果から，アミロ

ース含有率と最低粘度，最終粘度，コンシステン

シーの問に正の相関，ブレークダウンとの聞に負

の相関がある こと を報告している．しかし， 今回

の測定結果とは一致しなかった．今回用いた試料

のア ミロース含有率が 15.0～ 18.4%と比較的狭い

範囲にあることが影響しているためと思われた．

今回，異なるタンパク質組成を持つ系統間でア

ミロース含有率に差が見られたことから，糊化特

性に見られた異なるタンパク質組成を持つ系統聞

の差がアミロース含有率によるものである可能性

を排除することはできない しかし，今回のよう

に最終粘度とアミロース含有率の問に明確な相関

ピークタイム
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RVAにおける温度と粘度曲線図 3-1
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表 3-2 Lg cl座準同質遺イ云子系統対のまVAによる糊化特性

最高粘度 最抵粘度 ブレークダヲン 最終結震 2ンシスデンシーピークタイム

(RVじ） (RVC) (RVlJ (RVC) (RVじ） (min) 

対策品種

こしいぶき 434.9 173.9 261.0 278.5 104.6 6.0 

春陽 377.4 199.2 178.2 339.5 140.4 6.6 

入系読対

NILl-L/vV 444.3 182.1 262.3 293.0 110.9 6.1 

N1L2-L/¥V 446.8 181.2 265.6 289.9 108.7 6.1 

B タンパク’爵眼

野生霊 444.1 178.4 265.7 284.2 105.8 6.1 

抵グノレテリン型 447.0 184.9 262.1 298.7 113.8 6.1 

C 年次

2010 438.9 189.6 249.3 294.5 104.9 6.1 

2011 452.2 173.7 278.5 288.4 114.7 6.0 

分散分析

有A

意B ネネネ ネネネ

性c 2幹 ネ＊ネ ネ＊本 ＊ ＊＊＊ ＊本本

分散分析の諒果，全ての交互作用は有意とならず、誤差；こプーリングした

キ，料，料率はそれぞれ5,1,0.脱水準で有意

表 3-3 Lgcl鹿準同質遺伝子系統対における糊化特性と成分及び味度の相関係数

玄米
アミロース

タンパク質組成型 タンパク質
含有率

持変護

含有率

最高結度
野生型 -0.455 0.390 0.495 

低グノレテヲン滋 -0.617 0.860 ** 0.871 ** 

最抵結度
野生霊 0.770本 -0.769ネ 一0.866不卒

抵7:ルテリン務 0.561 -0.694 -0.637 

ブレークダウン
塁手生型 -0.806ネ 0.774ネ 0.899ネネ

抵グルテリン剤 0.713 * 0.958 ＊＊本 0.944ネネ本

最終結度
塁手生型 0.595 -0.700 -0.697 

畦グルテリン芝日 0.207 -0.536 -0.465 

コンシステンシー 寄生型 ー0.869＊ネ 0.742ネ 0.946ネネネ

抵グルテジン恋 -0.661 0.627 0.594 

上段：妻子生室、下設：低クツレテジン型

ネ，林，材料まそれぞれ5,1,0.防水準で有意
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第3節 句・cJ遺伝子座準向震遺伝子系統対におけ

る炊飯米の物性

本節では Lgcl遺伝子座準同質遺伝子系統対に

おける炊飯米の物性を調査し，異なるタンパク質

組成を持つ系統間での差異を明らかにし，米飯の

験と高圧縮試験における硬さ，粘り及び硬さと粘

りのバランス度を表 3-4に示す．

対照品種である fこしいぶきj と「春揚j を比

較すると，低圧縮試験では「春陽jで粘りが弱く，

バランス度が小さい傾向が見られた．高圧縮試験

食味との関連についての考察を行った． においては， fこしいぶきJで柔らかく，粘りが強

く，バランス度が大きくなる傾向が認められた．

1 ）材料と方法 低圧縮試験において 2組の準同質系統対聞で比

NILl-W/L及び NIL2-W/Lの 2対 4系統から構成 較した持，硬さには差が認められなかった．粘り

される Lgcl鹿に関する準同質遺伝子系統対及び はNILl-W/Lで 11.6gw/cm2, NIL2-W/Lで 13.7gw/cm2 

対照品種の「こしいぶきj と「春楊」は新潟県作 となり， 1%水準で有意な差が認められた．パラ

物研究センター内の水田で，新潟県の慣行栽培に ンス度においても NILl-W/LとNIL2-W/Lの間で有

従い 2010年と 2011年に栽培，収護した．試験毘 意な差が認められ，それぞれ 0.173と0.198とな

は同一水田内に各品種・系統を 2反復とし，各品 った．同じく低圧縮試験において異なるタンパク

種・系統の試験区は l反復あたり 6.6m2とした．栽 質組成問で比較した結果，硬さ，粘り，バランス

植密度は 19.4本／ぽの一株 4本植とした．施肥は 度において有意な差が認められ，低グルテリン型

基肥として N, P20s, KzOをそれぞれ 0.3 kg/a施用 の系統は里子生型の系統に比べて硬く，粘りが少な

し，穂肥として出穂日の約 20日と約 10日前にそ く，バランス度が低いことが示された．年次開で

れぞれ NO.1 kg/aを施用した． 有意な差は認められなかった．

収穫調整後，試験用摩擦式精米機（MC-90A，東 高圧縮試験において 2組の系統対間に有意な差

洋精米機）により見かけの掲精歩合を 89土1%に は認められなかった．異なるタンパク質組成の系

掲精し， 1.7mmの簡を通した後，炊飯米の物性測 統間での比較では硬さにのみに有意な差が認めら

定の試料とした． れ，低グツレテリン型が野生型よりも硬く，それぞ

ガーゼ、を用いて除糠した精白米 lOgを炊飯容器

（アルミ製プリンカップ）に入れ， 1.31 倍（水分

13. 5出換算）の純水を加え， 1時間浸潰した．電気

炊飯器（SR-SW182,Panasonic）で、内釜に純水 500ml

を加え，蒸しモードで 25分間加熱した後炊飯器内

で 10分放置し，その後 25°Cの恒温器に 2時間静

置してから容器中心部分の米粒を測定試料とした．

炊飯米の物性測定にはテンシプレッサ一保持oy

SYSTEM，タケトモ電機）を用い，岡留ら (1996）の

方法に従い，米粒を 25話圧縮時の物性（低圧縮試験）

と 90出圧縮時の物性（高圧縮試験）を測定した（圏

3-2）.各反復区につき 30粒を測定し，平均値を測

定値とした．

各項目の測定鑑について分散分析を用いて系統

対間，タンパク質組成開，年次聞の比較を行った．

統計処理は MicrosoftExcel （マイクロソフト）

及びExcel統計 Ver.6.0 （エスミ）を用いた．

2）結果

テンシプレッサーを用いた炊飯米の低圧縮試

れ 1919.6 gw/cm2と1810.3 gw/cm2で、あった．年次

問葦は硬さとバランス度において有意となり，

2010年産が 2011年産より硬く，バランス度も低

くなった．関 3-3には物性の各特性髄について fこ

しいぶき」の値を 1として異なるタンパク質組成

をもっ系統の物性の違いを示した．

3）考察

テンシプレッサーによる炊飯米の物性測定に

おいて，低圧縮試験では米粒の表面の物性が，

圧縮試験では全体の物性が表現される．岡留ら

(1996）は食味官能試験と表面の粘りやノ〈ランス度

の間に正の棺関があることを報告している．今回

の測定においても異なるタンパク質組成間の物性

の違いは低圧縮試験の粘りにおいて，より明確に

克られた（臨 3・3，表号4).Furukawa et al. (2006) 

は米より抽出したフ。ロラミンを添加して炊飯した

米において硬さが増すことを報告している．また，

低グ？ルテリン米である「春陽」ではプロラミンの

米粒外周部での局在性が報告されている（増村・斉
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藤 2010）.これらのことから低グルテリン化に ンパク質組成の変化によるものかは断定できな

よるプロラミンの外周部での増加が炊飯米の表 い．高温下で登熟した米はアミロベクチンの短

層の物性を変化させる可能性が示唆された．今 鎖／長鎖の比が小さくなることが知られている

回の測定では全体の硬さについても低グルテリ

ン系統での増加が認められた．しかし，全体の

硬さはアミロース含有率の影響をうけるとの報

告（岡留ら 1996）もあり，今回得られた結果がタ

圧縮率的
試料高

測 定

Fi r st Second 

Bite Bite 

25拡
低圧縮

試験

90目
高圧縮

試験

(Asaokaθt al 1985）ことから，高圧縮試験の硬

さに見られた年次間差には登熟環境の違いが影

響していると考えられた．

First Bite 

低圧縮試験
圧縮率25唱

硬さ

Hl 硬さ
-Sl 粘り

粘り

バランス度－Sl/Hl

Second Bite 

高圧縮試験
圧縮率90目

H2 硬さ
も2 粘り

硬さ

粘り

バランス度－S2/H2

図 3-2 テンシプレッサーを用いた米粒の物性試験
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3 4 Lgcl座遺伝子準同質遺伝子系統対における炊飯米の物性

低圧縮試験

硬さ 粘り バランス度 硬さ

Hl -Sl -Sl/Hl H2 

[gw/cm2] [gw/cm守 [gw/cm2] 

対照品種

こしいぶき 71.1 14.2 0.204 1924.2 

春陽 70.3 9.3 0.133 2265.1 

A 系統対

NILl-L八v 68.8 11.6 0.173 1879.3 

トiIL2-Lハv 69.7 13.7 0.198 1850.6 

B タンパク質組成

野生型 67.9 13.7 0.203 1810.3 

低グルテリン型 70.6 11.6 0.168 1919.6 

C 年次

2010 69.6 13.1 0.191 1962.1 

2011 68.9 12.2 0.181 1767 .8 

分散分析

有 A 本本 ＊ 

意 B 羽k 本＊ ＊本 ＊本

性 c ＊＊＊ 

分散分析の結果，全ての交互作用は有意とならず、誤差にプーリングした

＊，＊＊，＊料はそれぞれ5,1,0.1%水準で有意

硬さ
(Hl) 

低圧縮試験

粘り

(-SI) 

粘り

（ーS2)

バランス

(-Sl/Hl) 

バランス

(-S2/H2) 

こしし、ぷき

-ltr:- 春陽

-0一野生型

高圧縮試験

粘り

-S2 

』v/cm可

375.8 

350.4 

377.7 

384.2 

377.8 

384.2 

385.2 

376.7 

高圧縮試験 ー‘一低グルテリン型

図 3-3 Lgcl座準同質遺伝子系統対における炊飯米の物性

注）こしいぶきの測定値を 1.0とした値

バランス度

-S2/H2 

0.197 

0.158 

0.203 

0.209 

0.210 

0.202 

0.197 

0.215 

＊本

33 
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第4節 Lgc！遺伝子産準同質遺伝子系統対におけ

る自米の吸水率及び加熱吸水率の差異

本節では Lgcl遺伝子座準開糞遺伝子系統対に

おける白米の吸水率及び加熱吸水率を調査し，異

なるタンパク葉組成を持つ系統聞で、の差異を明ら

かにし，米飯の食味との関連についての考察を行

った．

1 ）材料と方法

2）結果

吸水開始前の水分含有率， 20分後， 120分後の

吸水率及びそれぞ、れの膨潤率を表 3-5に示す．白

米吸水率及び膨潤率において，「春陽jは「こしい

ぶき」と比べ 20分後で高く， 120分後で低くなる

傾向が見られた．

Lgcl座準同質遺伝子系統対において吸水前水分

含有率は年次で有意に異なり， 2010年が 2011年

より高かった.20分後吸水率において，系統対間，

NILl-W/L及びNIL2-W/Lの2対4系統から構成 異なるタンパク質組成聞及び年次開で有意な差は

される Lgcl鹿に関する準間質遺伝子系統対及び 認められなかった．また，吸水前の水分含量を考

対照品積の fこしいぶき」と「春陽j は新潟県作 慮、した 20分後膨潤率においても有意な差は認め

物研究センター内の水田で，新潟県の慣行栽培に られなかった. 120分後の吸水率は，系統対問で

従い 2010年と 2011年に栽培，収穫した．試験区

は同一水田内に各品撞・系統を 2反復とし，各品

種・系統の試験区は I反復あたり 6.6m2とした．栽

植密度は 19.4本／ポの一株 4本植とした．施肥は

基肥として N, P205, KzOをそれぞれ 0.3 kg/a施用

し，穂、肥として出穂、日の約 20日と約 10日前にそ

れぞれ NO.1 kg/aを施用した．

収穫・調整後小型精米機（パーレストケット）

を用いて 90±0.5弘に掲精し， 1.7mmの簡に通した

白米を測定試料として用いた．

揚精後の白米は不織布の封備に入れた後，プラ

スチック容器に密閉し， 10℃で 1週間保存した．

吸水率の測定は l田あたり約 2gの白米を用い，

3回測定し，平均値を測定値とした．酒造用原料

米全国統一分析法(1996）に従い，浸漬前の重量に

対する 15°Cでの 20分及び 120分後重量から吸水

を算出した．また，乾物換算した浸演前の重量

と吸水後の重量から算出した水分含有率を膨潤率

とした．

加熱吸水率は患部に開けた穴をナイロン製メッ

シュで塞いだ遠沈管に白米約 2gを入れ， 60°Cと

80°Cの約 25mlのイオン交換水に 30分浸潰した．

の比較において， NILl-W/LがNIL2-W/Lより 1%水

準で、有意に高かった．具なるタンパク質組成問で

の比較においては有意な差は認められなかった．

年次開の比較では2010年産が2011年産より 0.1%

水準で、有意に低かった. 120分後膨潤率において

は系統対間の差は有意とはならなかったが，

NILl-W/Lが NIL2-W/Lより高くなる傾向が見られ

た（0.05くP<O.1). 

加熱吸水率の測定結果を表 3-6に示す．水温

60℃と 80°Cの両方において「春陽」は「こしいぶ

きJに比べ低い傾向が見られ，特に水温 80℃で顕

著で、あった．

測定に用いた Lgcl鹿準同質遺伝子系統対にお

ける自米の吸水前の水分合有率は年次開で、有意に

異なり， 2010年が 2011年より高かった．

水温 60°Cにおける加熱吸水率は系統対関及び、年

次間に有意な差が認められ， 80℃においては年次

開にのみ有意な差が認められた．いずれの水温に

おいても異なるタンパク質組成間に有意な差は認

められなかった．

3）考察

浸漬後 lOOOrpmで 1分間遠心した後，自米の重量 疎水性で、あるプロラミンの米粒中での増加は炊

を測定した．（浸演後の重量）／（浸漬前の重量）＝ 飯時の吸水の低下を引き起こすことが予測される．

加熱吸水率とした． 平・庄司（2000）は化学的処理によりプロラミンを

各項目の測定値について分散分析を用いて系統 低減させた米粉での膨潤率の増加を報告している．

対関，タンパク質組成問，年次簡の比較を行った． 今回精白米粒を用いた吸水率及び加熱吸水率の調!J

統計処理は MicrosoftExcel （マイクロソフト） 定結果では異なるタンパク質組成問に有意な差が

及び Excel統計 Ver.6. 0 （エスミ）を用いた． 認められなかった. 120分後の吸水率は白米水分
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と密接な関係があるとされる（Iidaet al. 1993) 

ことやタンパク質含有率との関係（大村 1999)

が考えられることから今回の測定で 120分吸水

率に見られた年次間差は吸水開始前の白米水

分や生育環境の影響を受けていると考えられ

た．

表 3-5 Lgcl底準同質遺伝子系統対における白米の吸水

護漢詩水分 白米吸水率（%） 白米臨霞率（%）

〔%） 20分 120分 20分 120分

対探品覆

こしいぷき 13.8 20.1 25.0 39.2 45.0 

春陽 13.9 22.1 23.6 41.9 43.6 

λ 系統対

？、ヨL1ーし／W 13.7 19.l 25.5 37.9 45.4 

河口ーし／W 13.8 18.3 25.1 37.3 45.1 

B タンパク費組成

野生型 13.8 19.0 25.3 38.0 45.3 

低クツレテリン型 13.7 18.8 25.3 37.3 45.1 

c 年次

2010 13.9 17.9 24.7 37.2 44.9 

2011 13.5 19.4 25.8 38.0 45.5 

分散分析

有人 ＊ネ

意 B

生 c ネ＊＊ ネネ＊ ＊＊ 

分散分析の結果，全ての交互作用は有意とならず、誤差にブーリンクエた

本，キキ，

3-6 Lgcl鹿準同質遺伝子系統対における自米の加熱吸水率

浸議前水分 加熱吸水率
(%) 60℃ 80℃ 

参考品種

こしいぶき
春揚

13.0 
13. 0 

1. 254 
1. 247 

2. 165 
2.075 

A 系統対
NILl-L/存 13.0 1. 263 2. 186 
NIL2-L/W 13. 1 1. 248 2. 178 

B タンパク組成
寄生型 13. 1 1. 257 2. 185 
抵グルテリン型 13. 0 1. 254 2. 180 

c 年次
2010 13. 4 1. 248 2. 137 
2011 12. 6 1. 263 2. 227 

分散分析
有 A ＊料

意 B
性 C 料 ＊ 料 ＊ ＊

分散分析の結果，全ての交互作用は有意とならず、誤差
にプーリングした
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要約

本章では前章で開発した Lgcl座に関する準間費

遺伝子系統対を2組用いて Lgcl遺伝子による米の

低グルテリン化が米粉の特性や米飯の食味に与え

る影響を検討した．今回用いた準同質遺伝子系統

対で、は低グルテリン系統で食味官能試験と相関の

い数値である味度値の低下が見られ，米飯の食

味低下が示唆された．また，低クツレテラン系統の

アミロース含有率は通常のタンパク質組成の系統

を約 1ポイント上田った．糊化特性の測定の結果，

最終粘度とコンシステンシーは，低グルテリン系

統で有意に増加した．低グノレテリン系統における

最終粘度の低下はアミロース含有率の増加のみで

説明できず，タンパク質組成の変化が米粉の糊化

特性に与える影響が示唆された．テンシプレッサ

ーを用いた米飯の物性測定において，表面の粘り

が低グノレテリン型の系統で有意に低下し，硬さと

粘りのバランス度においても有意な差が確認され

た．また，粒全体の硬さも低グノレテリン系統で有

意に増加した．低グノレテリン品種ではグノレテリン

の低下とともにプロラミンが増加する．プロラミ

ンは米粒の表層に蓄積されることから，低グノレテ

リン化が表層の物性に影響を与えていると考えら

れた．疎水性で、あるプロラミンの増加により低グ

ノレテリン系統では白米の吸水率低下が予測された

が， 15℃での白米粒の吸水率において，低ク、、ルテ

リン系統と野生型系統の聞に有意な差が認められ

なかった．また， 60°C及び 80°C！こ加熱した持の吸

水においても異なるタンパク質組成問で有意な差

が見られなかった．今回の測定において使用した

準間質遺伝子系統ではアミロース含有率は低グノレ

テリン系統が野生型系統より約 1ポイント高かっ

た．このため，低グノレテリン系統と通常のタンパ

ク質組成を持つ系統との需に観察された差がタン

パク質組成の変化だけによるものとは限定できな

かった．しかし，それらが Lgcl遣信子を用いた低

グルテリン品謹における米飯の食味や加工特性の

変化の一国であると考えられた．
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第4章総合考察

本研究では DNAマーカー選抜を使用して実際の 成できた．このことはこれまで地道に行われてき

系統育成を行った．研究材料の育成という，あく

まで試験的な試みに過ぎないが，新潟県作物研究

センターにおいて DNAマーカー選抜を品種改良に

用いた初めての例となる．

イネにおいて臨乳のタンパク質組成の改変を育

種自標とする場合，収穫物である米の採取・分析

をしつつ選抜作業をすすめることは多大な労力を

要する．生育ステージや調査部位を選ばない DNA

マーカーによる選抜はこのような場合極めて効率

的な手法となる．

たイネゲノム研究の恩恵、に与ったものである．

イネの低グノレテリン品種は開発当初，慢性腎不

全患者の病態食や酒造用米としての利用が想定さ

れていた．現在，慢性腎不全患者の病態食として

は 26kDaグロプリンを欠失させ，更に易消化性タ

ンパク質を減少させた品種が育成されている（商

村 2004）.今回作製した DNAマーカーはこのよう

な遺伝子の蓄積（ピラミッデ、イング）による品種改

良にも利用可能であろう．

これまで、母グノレテリン品撞の特徴を調査する際，

本研究において準同質遺伝子系統対の作製には， 遺伝的背景の異なる品種で比較することが多かっ

主に戻し交配を用いて行った．戻し交配法の利点 た．このため品種間で認められた差異を単に Lgcl

として，取り扱う個体数が少なくて清むことがあ 遺伝子あるいはタンパク質組成の変化に基づくも

げられる. DNAマーカーによる効率的な選抜とと のと結論し，論議することは危険である．特定の

もに用いたことで，扱う個体数を最小限に抑える 遺伝子の多面的な働きを調査する場合，遺倍的背

ことが出来た．このことにより交配や世代促進に 景を問ーにした開震遺伝子系統間で比較すること

温室を活用することがき，育成期間の短縮につな が有効であると考えられる（高矯 1975).

がった．庚し交配法は極少数の形質をピンポイン 本研究では伺質遺伝子系統の選抜において有効

トで改良したい場合に有効である．これまでにサ な PCRを用いた DNAマーカーを開発し，これを用

サニシキやコシヒカリにいもち病抵抗性遺伝子や いて Lgcl遺伝子に関する 2組の準間質遺伝子系統

早生化のための遺信子領域を導入するために同手 対を作製した．これらの系統の基本的な農業形繋

法が用いられ，実用的な品種がいくつも育成され

ている（佐々木ら 2002，小島ら 2003, Ishizaki et 

al. 2005，竹内ら 2008）。今後も現存の優良品種

の部分的な改良により普及性の高い品環を創りだ

そうとする試みは活発になるとおもわれる．この

点においても今回の DNAマーカーによる選抜は新

潟県におけるイネの品種改良技術の改善につなが

る重要な知見であると考える．

を異なるタンパク質組成問で比較すると低グ、ノレテ

リン系統で玄米千粒重が重く，玄米の外観品質が

優れ，見かけのアミロース含有率が高いことが観

察された．これらの形質に見られた差異は佐乳中

のタンパク質組成が夜議関連しているとは考えに

くく， Lgcl遺伝子近傍の遺伝的背景の同質化が不

十分であったと推察される．しかし，観察された

差異は比較的小さく，糊化特性や米飯の物性の比

本研究で作成したSTSマーカーはLgcl遺伝子鹿 較結果に与える影響は極めて小さいと考えられる．

に関する準間質遺伝子系統対の育成において有効 また，玄米の外観品質の向上が観察されたことは

に機能した．現在，新潟県育成の抵グノレテリン品 高温による玄米の外観品質の低下が問題となる近

種は存在せず，今後，農家への普及を巨的とした 年の状況において有益な遺伝子の存在が予測され，

実際の品種改良においての活用が期待される．

本研究で用いた Lgcl選抜DNAマーカーは公開靖

報をもとに作成した．自的とする形質を支配する

遺伝子（Lgcl）の塩基配列が明らかにされていたた

め，遺伝子の配列上に DNAマーカーを設定するこ

とが可能で、あった．また， Lgclが3.5kbという比

較的大きな欠失による突然変異遺伝子で、あったた

め，対立遺伝子の DNAマーカーも比較的容易に作

今後の解析が期待される．

一般に低グルテリン品種は通常のタンパク質組

成の品種に比べて米飯の食味が不十分であること

がこれまでにも指摘されている（飯田ら 2004）.今

回用いた準同質遺伝子系統対においても低グ、ノレテ

リン系統で味度値の低下が見られ，米飯の食味低

下が示唆された．

RVAを用いた糊化物理特性において低グルテリ
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ン型の系統では最終粘度が有意に上昇し，コンシ

ステンシーが増加した．テンシプレッサーを用い

た米飯の物性測定においては米飯表層の粘りが低

グルテリン型の系統で有意に低下し，硬さと粘り

良食味品の育成において経乳中のプロラミンの影

響を考慮する必要を感じた．

イネの登熟期間において，グルテリンは開花 5

日自から急激に増加するのに対して，プロラミン

のバランス度においても存意な低下が認められた． は 10日目以降に増加し始める（田中ら 1990）.こ

今回の測定においては低グルテリン系統と通常

のタンパク質組成を持つ系統との間でアミロース

含有率の差が検出されたため，米粉の糊化特性や

米飯の物性に見られた差がタンパク質組成の変化

だけに起函ものとは眼定できなかったが，タンパ

ク質組成の差が米飯の食味や加工特性に少なから

ぬ影響を与えていることは示唆された．

高矯ら（2009）は様々な品種を用いた米粉ノfンの

製パン試験において，間程度のアミロース含有率

品種で比較した場合，低グ、ノレテリン品種の方が焼

成後に聞くなりにくい傾向があることを認め，タ

ンパク質組成がパンの物性に与える影響を示唆し

ている．このことと本研究で得ーられた結果の関係

を誼接結び、つけることはできない．今後，今回育

成した準同質遺信子系統対を実際の加工試験に供

試し，明らかにしていくことが必要と考えられた．

低グルテリン品種である「春陽」で、は疎水性タ

ンパク質であるプロラミンが米粒の外周部を厚く

覆っていることが報告されている．このことによ

り米の吸水性が低下し，物性的に硬さを増すとと

もに，デンプン同士の粘着を妨げることで粘りが

低下するとの考察がこれまでに述べられている

（増村・斉藤 2010）.しかし，今回の調査では 15°C,

60℃及び80℃における白米粒の吸水はいずれの条

件においても低グルテリン系統と通常のタンパク

質組成の系統の間で有意な差が認められなかった

ことから，この問題についてはさらなる調査と研

究が必要であり，今後の課題として残された．

以上のことを踏まえ低グルテリン品種に見られ

る食味低下の原因については， ILgcl遺伝子はグ

ノレテリンの低下とともに米粒の外周部で、のフ。ロラ

ミンの増加を引き起こす．プロラミンの増加が

米飯表層部のデンプンの糊化抑制あるいは老化促

進を引き起こし，表層の粘りを低下させ，米飯の

食味を低下させる．」との仮説（図 41）を現時点で

たてることができる．低グルテリン品種に限らず

プロラミンの多い品種ほど食味が劣るとの報告

（益重ら 1994）もあり，今後の米飯の食味の研究や

のことに着目し，タンパク質の構成割合の改変を

目的として，窒素成分の施肥量に加えて施用時期

の検討がこれまでに行われているが十分な効果は

得られていなし、（建部ら 1996，西村 2007). しか

し年次や地域による差も観測されており（建部ら

1996，小林ら 1998），さらなる検討が可能であろ

う．施肥方法の改善により眠乳中のタンパク質組

成の改変が可能となれば，稲体の栄養条件を健全

に保ちつつ，食味不良の原因と考えられるプロラ

ミンの最を減らす事で良食味米の生産が可能とな

り，近年の気象温暖化に対する高品質良食味米の

生産技術として大いに期待できる．

本研究で Lgcl遺伝子による米の低グノレテワン

化は米飯表層の粘りを低下させることが明らかに

なった．低ク、、ルテリン品種の食味改善につては低

アミロース品種の交配親への利用が行われている．

表層の粘りを改善するとともに Lgcl遺伝子の

利用によるアミロース含存率の上昇に対しでも有

効な手段と思われる．一方，表層の粘りの低下は

通常米飯としては食味の低下を引き起こす可能性

があるが，粘りを嫌うすし飯やどラフ等には有利

に働く可能性もあり，今回育成した系統対を用い

て低グルテリン米の用途や利用価値を探って行き

たい（図 42). 
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今後低グ、ルテリン米の活用が期待される用途図42 
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要旨

イネにおいて低グノレテリン品種と呼ばれるもの

は Lgcl遺伝子により普通の米に比べて怪乳中の

グルテリンが 1/2から 113に減少し，プロラミン

およびグロプリンが 2倍前後に増加したものであ

る．この結果，眠乳中の総タンパク質量は変化し

ないが体内で消化吸収されるタンパク質は減少す

る.Lgclによって低グノレテリン化された米は腎臓

病患者などの病態食として利用されている．新潟

県ではこれまで新形質米として通常の米とは経乳

デンプン中のアミロース含有率が異なる米や有色

素米等を育成してきたが，未だに低グルテリン米

遺伝子系統対として Lgcl遺伝子の多面発現の検

討において有効な素材となると判断された．

低グノレテジン遺伝子 Lgclによる臨乳タンパク

質の組成の変化が炊飯米と米粉の加工特性に与え

る影響を調査するために，本研究で作成した Lgcl

座に関する準同質遺伝子系統対 2組を調査した．

糊化特性の測定の結果，最終粘度とコンシステン

シーは，低グノレテリン系統で存意に増加した．テ

ンシプレッサーを用いた米飯の物性測定において，

表面の粘りが低グ、／レテリン型の系統で有意に低下

し，硬さと粘りのバランス度においても有意な低

下が確認された. 15℃での白米粒の吸水率におい

品種の育成には至っていない．一方でLgcl遺伝子 て，低クツレテリン系統と野生型系統の間に存意な

が脹乳タンパク質の組成以外に与える影響を検討 差が認められなかった．また， 60℃及び S0°C（こ加

した例は少なく，その生産物である米の食味や加 熱した時の吸水においても異なるタンパク質組成

工特性との誼接的な関係が報告された例も少ない． 間で有意な差が見られなかった．今回の測定にお

特定の遺伝子が与える影響を調査する場合，その いてアミロース含有率は低グルテリン系統が野生

遺伝子に関する同質遺伝子系統問で比較する方法 型系統より約 1ポイント高かった．このため，低

が有効である．本研究では DNAマーカーを用い

た低グルテリン品種の選抜方法を確立し， Lgcl遺

伝子崖準同質遺伝子系統対を作成した．更に，作

成した準同質遺伝子系統対を用いて Lgcl遺伝子

による米の低グノレテリン化が糊化特性や米粉の物

性に与える影響を調査した．

伺質遺伝子系統の選抜において DNAマーカー

は槌めて有効な道具となる．本研究では始めに

PCRを用いた Lgcl遺伝子選抜 DNAマーカーを

開発し，その有効性を確認した．さらに，これを

用いて低グルテリン品種である「春陽」を 1回親

とし，通常のタンパク質組成を持つ「こしいぶき」

を反復親とした戻し交配法によって Lgcl遺伝子

に関する 2組の準向質遺伝子系統対を作製した．さ

グノレテリン系統と通常のタンパク費組成を持つ系

統との間に観察された差がタンパク質組成の変化

だけによるものとは限定できなかった．しかし，

それらが Lgcl遺伝子を用いた低グルテリン品種

における米飯の食味や加工特性の変化の一因であ

ると考えられた．低グツレテリン品種で、は疎水性タ

ンパク質であるプロラミンが米粒の外周部を厚く

覆っていることがこれまでに知られている．この

ことにより米の吸水性が低下し，物性的に硬さを

増すとともに，デンプン同士の粘著を妨げること

で粘りが低下するとこれまでは考えられてきた．

しかし，本研究においては低グ、ノレテリン系統と野

生型系統の間に吸水性の違いは観察されなかった

ことから，低グ、ルテリンによる物性の変化は吸水

らに，この準同質遺信子系統対を用いて基本的な 率の違いに起困するものではないと考えられた．

農業形質を調査した．異なるタンパク質組成の系 このことからプロラミンの増加とデンプンの糊化

統開で比較すると玄米千粒重ではタンパク質組成 抑制あるいは老化促進との関係が示唆され，今後

が低グルテリン型の系統が野生型の系統を有意に の課題として残された．

上回った。また，玄米の外観品質においてはタン 本研究で Lgcl遺信子による米の低グノレテリン

パク質組成が低グルテリン型系統のほうが野生型 化が米飯表層の粘りを低下させることが明らかに

の系統より擾れた。しかし，到穂日数，登熟自数， なった．この特徴は通常米飯としては食味の低下

稗長，穂数，精玄米重，玄米粒形，玄米タンパク を引き起こす可能性がある．しかし，粘りを嫌う

質合存率において異なるタンパク質組成の準同質 すし飯やピラフ等には有利に働く可能性もあり，

遺伝系統間で有意な差は認められなかった。これ 今回育成した系統対を用いて低グノレテリン米の用

らのことから今回作製した 2組の系統対は準詞質 途や利用価値のさらなる検討が可能である．
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Abstract 

In rice, the characteristic of low glutelin is 

controlled by a dominant gene, Lgcl. There 

have been few studies that investigated the 

influence of Lgcl, except in term of seed storage 

protein composition. Additionally, the effects on 

this gene on taste and processing characteristics 

have not been clarified. To investigate specific 

gene pleiotropy, it is effective to compare 

isogenic lines with a common genetic 

background. In this study, co-dominant DNA 

markers for PCR were developed for the 

breeding of isogenic lines. Two near-isogenic 

line pairs were developed with these DNA 

markers. Furthermore, to investigate the 

influence of Lg, 1, basic agronomic 

characteristics, processing characteristics of 

boiled rice and rice flour were examined. 

A co’dominant DNA marker for PCR was 

developed for a breeding of the isogenic lines for 

Lgcl. Two near isogenic line pairs were 

successfully developed with these DNA markers. 

Between near-isogenic lines with different 

protein, the low glutelin type was significantly 

heavier in terms of 1000・kernelweight of brown 

rice than its wild type. The low glutelin type 

was also superior to its wild type in terms of 

quality of appearance of the brown rice. 

However, notable differences were not shown in 

days to heading, days to ripening, culm length, 

panicle length, grain yield, shape of brown rice, 

and protein content of brown rice. From these 

results, it was concluded that the two sets of 

near-isogenic line pairs developed in this study 

should be useful for investigation of the 

pleiotropism of the Lgcl gene. 

In order to investigate the effects of changes 

in the endosperm protein composition due to the 

low glutelin gene Lgcl, the processing 

characteristics of boiled rice and rice flour were 

investigated using two sets of near-isogenic line 

pairs for the Lgcl locus. On measurement of 

gelatinization physical properties, we found 

that final viscosity and consistency were 

significantly higher in low glutelin lines. On 

physical property measurement with boiled rice, 

surface stickiness was significantly decreased in 

the low glutelin lines, and a significant decrease 

was seen in the balance of hardness to 

stickiness. On water absorption of the polished 

rice grains at 15°C, a significant difference was 

not observed between the low glutelin lines and 

normal protein composition lines. In this study, 

the low glutelin lines showed higher amylose 

content than normal protein composition lines. 

Therefore, the differences between low glutelin 

lines and normal protein composition lines could 

not be determined based on protein composition 

alone. However, these differences are the cause 

of the low palatability of boiled rice and are 

responsible for the processing characteristics of 

flour made from low glutelin cultivars 

possessing the Lg; 1 gene. 

It became clear that the low glutelin due to 

the Lgcl gene causes a decline of the tenacity of 

the outer layer of boiled rice. This characteristic 

may usually cause declines of the taste for 

boiled rice. But not sticky rice is suitable for 

sushi or pilaf. Further examination of utility 

value of the low glutelin rice is possible in using 

these near isogenic line pairs. 
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