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ミャンマー中央平地におけるイネ地方品種の

収量関連形質の変異

入江憲治*・岡 三徳**. KHIN A YE***・藤巻宏*・菊池文雄本

(平成 19年5月25日受付/平成 19年 7月13日受理)

要約・ ミャンマーのイネ地方品種の収量関連形質の品種間変異を明らかにするために，出穂期の品種間変

異の比較的小さい中央平地の Bago管区と Mandalay管区の 92地方品種にミャンマーの高収量品種

Manawthukha， Yar 2および IR72を比較として加え，至IJ穂日数，稗長，穂、長，穂数， 一穂重， 一株穂、重，

一株地上部乾物重，籾千粒重，籾の長径と幅，収穫指数 (HI)を調査し，解析した。92地方品種はいずれの

形質に関しでも大きな品種間変異を示し，改良品種に比べて，晩生，長稗，長穂で一穂、重，籾千粒重が大き

く，概して穂重型の品種が多かった。草型に関しては比較品種が短稗・穂数型であるのに対し， 多くの地方

品種は長稗・穂重型の草型を示した。地方品種の収量関連形質問の関係から，籾幅と籾千粒重との聞には高

い相関関係 (r=0.60**)が認め られた。大粒型 (b型)品種は籾幅が大きく，長粒型 (c型)品種は籾幅が小

さい傾向があり，籾の大小は籾長より籾幅の変異に左右されることがわかった。収穫指数と一穂重との聞に

は高い相関 (r=0.60**)が認められた。収穫指数の大小は，改良品種では穂数に依存しているのに対し，地方

品種では一穂重に依存する傾向があった。地方品種の特徴を総合的に把握するために，到穂日数，稗長，穂

数，穂長， 一穂重，籾千粒重，籾長，籾幅の 8形質の相関行列を用いて主成分分析を行った。その結果，大

粒の b型の品種は C型の品種に比べて相対的に第 l主成分スコアーが大きく，晩生で籾千粒重が大きい特徴

をもつことが分かった。中央地域の天水稲は， 地形と降雨パタ ーンによって洪水常習地帯あるいは時々洪水

にあう冠水常習地帯に栽培されている。このような悪い水利条件下で栽培されているイネは雑草との激しい

競合の下におかれていたため，栄養生長が旺盛で稗長の長い穂重型品種が有利になると推察された。

キーワード :長稗 ・穂重型，短稗・穂、数型，籾型，品種分化，有用遺伝資源

緒 Eヨ

ミャンマ一連邦(以下ミャンマー)は東南アジアの西端

に位置し中国，ラオス，タイ，バングラデシュ，インド

と国境を接する (Fig.1)。地形的にはヒマラヤ山脈から続

く西部丘陵地，東部丘陵地そして中央平地からなり，海抜

Omから5，881mまで標高差が大き L、。モンスーン熱帯，

暖温帯から高山性冷温帯などの気候を含み，気温および降

水量からデルタ地域 (DeltaRegion)，海岸地域 (Coastal

Region)，中央乾燥地域 (CentralDry Zone Region)，山

岳丘陵地域 (MountainousRegion)の4つに大き く分け

られている。中央平地を流れる Ay巴yarwady河により作

られた肥沃な土地は， この地域に稲作を中心とした水田農

業を発達させ，とくに豊かな水量に恵まれた Ayeyarwady

デルタは主要な水田稲作地帯となっている。一方， Chin 

州， Kachin 州， Shan州などの北部の山岳丘陵地域では，

焼畑移動耕作による陸稲栽培が行われている。イネの総栽

培面積は約 640万 ha(2000年統計)であり，全耕地面積の

64%を占める九 各地域で栽培されるイネ品種には，浮稲，

摩東京農業大学国際食料情報学部国際農業開発学科
叫福島県農業総合センター

一ミャンマー農業瀧概省農業研究局

深水稲，濯概稲，天水田稲(高地水稲，低地水稲)，陸稲な

ど多様な生態型がみられる。また，これまでのアイソザイ

ム分析や籾型などの遺伝的変異の研究から， ミャンマーは

栽培イネの遺伝的多様性中心地域の一部であると考えられ

ている。 ミャンマーのイネ地方品種は異なる自然環境に対

する適応や異なる民族による長年にわたる人為選抜の結

果，多様に分化してきたと考えられる。近年，高収量の改

良品種が急速に普及し，地方品種の栽培は減少の一途を

辿 っている。ミャンマ ーにおける高収量品種の栽培は，

1967年の IR8の導入に始まり， 1970年代後半から普及拡

大した。それに伴い地方品種の栽培は減少し，現在では，

ミャンマーにおける改良品種の普及率はおよそ 60%に達

している。とくにデルタ地域の 79%の天水田地帯と濯概

地帯で，改良品種が栽培されている 2)。しかし，地方品種は

さまざまな有用遺伝子を持ち，稲作生産の向上と安定に資

する品種改良に不可欠な遺伝資源となると考えられる。栽

培稲の多様性中心の一部をなすミャンマーの地方品種は，

極めて多様な遺伝的変異をもっとみられるが，その実態は

あまり明らかにされていない。
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Fig. 1 Geographical features of Myanmar. 

入江ら3，4)は， ミャンマーの 14の州、卜管区から収集し，

同国のシードパンクに保存中のイネ地方品種の地域適応性

や品種分化に最も関わりの深い出穂特性ならびに米の調理

法や曙好性に関連して，直接的に人為選抜の対象となる穀

粒形質などについて品種間や地域聞に大きな変異があるこ

とを明らかにした。

本報では， Mandalay管区の Yezinにある中央農業研究

所(現農業研究局)ミャンマー・シードパンクで，ミャンマー

のイネ地方品種の草型や収量関連形質に関する品種間変異

を調査・分析した。収量関連形質の発現は早晩性と関連が

深いことを考慮して，出穂期の品種間変異の比較的小さい

中央内陸部に位置する Mandalay管区(中央乾燥地域)と

これに隣接する Bago管区(中央乾燥地域とデルタ地域か

らなる)から収集した地方品種を用いて解析を行った。

材料および方法

ミャンマーの中央平地の Bago管区の 77品種と Mandalay

管区の 15品種，合わせて 92地方品種を供試した。ミャン

マーに広く普及している Manawthukha，Yar 2および IR

72の改良品種3点を比較品種とした。これらの供試品種の

栽培は， Mandalay管区の Yezinにある中央農業研究所

(現農業研究局)の闘場で行った。 1999年 7月9日に同研

究所の圃場の苗代に播種した。栽培は，中央農業研究所の

慣行法に従った。すなわち，同年 8月9日に，各品種 20個

体を条間 50cm，株間 25cmで水田圃場に l株 l本植で移

植した。基肥として 1ha当たり N:P205 : K20=50・25: 

Table 1 Means and ranges of yield-related traits 

L盟主基盤 Improved varieties 

Yield-related traits Mean Range lR 72 Yar 2 Manaw Mean 

thuka 
Days to heading 114.3 93・136 108.0 98.0 107.0 104.3 
Culm length (cm) 123.7 88.0-145.0 57.5 52.7 78.8 63.0 
Number of panicl剖 8.0 4.4-13.1 15.9 14.1 10.7 13.6 
PanicIe length (cm) 26.7 20.8-32.6 22.0 23.7 23.3 23.0 
Single panicIe dry weight (g) 2.3 1.2-4.3 1.5 1.3 2.1 1.6 
PnicIe dry weight Iplant (g) 18.2 7.3-38.4 23.5 18.4 22.4 21.4 
Total dry weight (g) 64.2 34.9-102.2 69.7 46.6 64.0 60.1 
10側 grainweight (g) 27.2 18.0-42.0 23.0 24.0 19.0 22.0 
UnhuIled length (mm) 9.1 7.5-1 0.5 81 9.3 8.0 8.5 
gram width (mm) 3.1 2.4-3.9 2.4 2.5 2.5 2.5 
Ua何回tinde. (81) 0.29 0.17-0.51 0.34 0.39 0.35 0.36 

25kgを施用した。

供試した 92地方品種の出穂期を調査し出穂 35日後に品

種ごとに生育が中庸な 7個体を収穫し， 稗長，穂長，穂、数，

一穂重， 一株穂重，一株地上部乾物重，籾千粒重，籾の長

径と幅を調査した。籾千粒重は登熟期に 100成熟籾を計測

し，千粒重を換算した。さらに収穫指数 (HI)は株当たり

の穂重/地上部乾物重で算出した。 地方品種の収量関連特

性の変異を総合的に把握するため，到穂日数，稗長，穂数，

穂長，一穂、重，籾千粒重，籾幅，籾長の 8形質について，

相関係数に基づく主成分分析を行った。

結 果

供試品種の籾型を松尾5)の分類に従って a型(短粒)， b 

型(大粒)， c型(長粒)に区分した。その結果， a型が 3品

種， b型が 45品種， c型が 44品種であり， a型が最も少な

くb型と c型がほぼ同数であった。なお，比較品種はすべ

てc型であった。

供試した 92地方品種と比較品種の到穂日数と収量関連

形質の平均値と範囲を Table1に示した。いずれの形質に

関しでも地方品種は極めて大きな品種間変異を示し，改良

品種に比べて，晩生，長稗，長穂で一穂重と籾千粒重が大

きく ，総じて穂重型の品種が多かった。

また，収穫指数については，比較品種の IR72が0.34，

Yar 2が0.39，Manawthukhaが0.35であるのに対し，地

方品種は 0.17から 0.51の広い範囲の変異を示し，平均値

は0.29で比較的小さい値の品種が多かった。

稗長と穂、数および稗長と一穂重の聞の相関関係を Fig.2

ならびに Fig.3に示した。これらの図では，地方品種を a，

b， cの籾型に 3区分して表示した。まず稗長と穂数との関

係 (Fig.2)をみると，比較品種(改良品種)に対して地方

品種はかなり稗長が長く穂数が少ないことが分かる。稗長

と一穂、重との関係 (Fig.3)をみると，比較品種は短稗で，

一穂重も小さい方に偏っている。これに対して，地方品種

はかなり長稗であり一穂重の変異はかなり大きかった。以

上の結果から，比較品種は短揮 ・穂数型であるのに対し，

大部分の地方品種は長稗・穂重型の草型を示すことが明ら

かになった。.

次に地方品種の収量関連形質の閣の関係をみるために，

到穂日数，稗長， 一株穂数，穂長，一穂重， 一株穂重， 一株

地上部乾物重，籾千粒重，籾長，籾幅，収穫指数の形質問
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Fig.3 

種の特徴を総合的に把握するために，到穂日数，稗長，穂

数，穂、長，一穂重，籾千粒重，籾長，籾幅の 8形質の相関

行列を用いて主成分分析を行った。上位3主成分の全変異

への寄与率ならびにそれらと形質測定値との相関関係を表

す因子負荷量を Table3に示した。上位3主成分の累積寄

与率は 60.3%に達 し， 全変異のおよそ 6害1]を説明している

ことがわかった。第 1主成分は籾幅，籾千粒重，到穂日数，

稗長などの形質と正の相聞が高く，籾長とはやや高い相聞

がみられるとから，r早晩性と籾の大きさ」に関係する因子

とみることができる。第2主成分は一穂重と稗長との正の

相闘が高く，穂数とは負の相闘が高いことから，長稗 ・穂

重型と短稗 ・穂数型の対比を示す「草型」因子とみること

ができる。そこで，第 l主成分と第 2主成分のス コアーに

関する散布図を Fig.7に示した。なお，この図には，籾型

との関連をみるために，地方品種を aC短粒)型，b C大粒)

型あるいはcc長粒)型に区分して表示した。この主成分分

析の結果，大粒の b型の品種は C型の品種に比べて相対的

相関係数行列を Table2に示した。いくつかの形質の間で

有意な相関関係が認められ，収量関連形質の聞に複雑な相

関関係が成り立っていることが分かった。これらの相関関

係のうち，籾長と籾千粒重ならびに籾幅と籾千粒重との関

係をそれぞれ Fig.4および Fig.5に示した。籾長と籾千

粒重との聞には有意な相関関係は認められなかったが，籾

幅と籾千粒重との聞には高い有意な相関関係 Cr=0.60**)が

認められた。これらのことから，籾千粒重の大小は，籾長

より籾幅の変異に左右される傾向があることが分かった。

一穂、重と収穫指数との聞の相関関係を Fig.6に示した。

両形質問にはかなり高い相関心=0.60帥)が認められた。

比較品種は，相関関係からはずれていた。 したがって，こ

れらの改良品種の収穫指数の高いのは，一穂重によるので

はなく穂数が多いことによるためとみ られた。これとは対

照的に穂重型の地方品種では，収穫指数は一穂重と関連し

ていた。

以上のように， ミャンマーのイネ地方品種の草型ならび

に収量関連形質には幅広い変異がみられた。そこで地方品
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に第 1主成分スコアーが大きい傾向があり，晩生で籾千粒

重が大きい特徴をもつことが分かった。また，第 2主成分

スコアーに関しては，籾型によるはっきりとした差異が認

められなかった。

考 察

ミャンマーのイネの地方品種は長い年月をかけて生育環

境に適応し，農民による意識的あるいは無意識的な選抜に

より改良されてきたと考えられる。植物の生育が旺盛な熱

帯地域において不十分な施肥条件と雑草防除の下で安定し

た収量をあげるには，雑草との競合に打ち勝つために，あ

る程度以上の生育量を確保できる草型が有利とみられ，草

丈が高く分け‘つが多く栄養生長が旺盛な地方品種が栽培さ

れてきたと考えられる6.7)。

ミャンマーの中央部の Bago管区と Mandalay管区は，

平野部と低丘陵地帯からなり，天水稲， i-華概稲，深水稲，

陸稲などが栽培されている。中央平原の天水稲は，地形と

0.6 
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Fig. 6 The relation between single panicle dry 

weight and harvest index (Hl). 

Table 3 Facter loadings and contributions of top 

three principal components 

Principal component 
Characters 

11 1lI 

Days to heading 0.55 0.35 -0.36 

Culm length 0.44 0.53 -0.05 

Number ofp加 icles 0.10 -0.67 0.17 

Panicle length -0.22 0.17 0.65 

Dry weight/panicle 0.25 0.69 0.09 

1000 grain weight 0.64 -0.12 0.65 

Unhulled grain length -0.40 0.39 0.54 

Unhulled grain width 0.83 -0.31 0.14 

Ç~~~r!~~t!'?'!. ~~ ~~見~!，_~aJ日EE---22fyt---203% 166% .

Cumulative contribution 23.4% 43.7% 60.3% 
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Fig. 7 Scatter diagram of the first and the 

second principal component scores of 92 

Myanmar rice landraces. 

Table 2 Correlations among II traits of 92 landraces of Myanmar rice 

Grain 
length 
(mm) 

Panicle 
Total 

dry 
dry HI 

ight/ 
eight 

plant 

Number _ Dη 1000 
Days to Culm Panicle 

weight/ Grain 
heading length length 

panicles panicle weight 

n
t
n
、y

m
油

開

G
w
hい

Days to heading 

Culm length 

1.00 

0.32** 1.00 

Number of panicles 

Panicle length 

-0.13 -0.10 1.00 

-0.14 0.02 0.03 1.00 

Single panicle dry weight 0 17 0.29** -0.28** 0.08 1.00 

1000 grain w剖 ght

Grain length 

Grain width 

0.06 0.12 0.14 0.10 0.08 1.00 

・0.14 -0.03 -0.18 0.20 0.09 0.11 1.00 

0.23* 0.07 0.14 -0.16 0.03 0.60** -0.34** r~oo 

Total plant dry weight 0.25* 0.24* 0.60** 0.15 0.28** 0.22* ・-0.09 0.16 100 

Panicle dηI weightlplant 0.06 0.16 0.5'** 0.13 0.65** 0.23* ー0.08 0.18 0.73** 1.00 

HI -0.2'* ー0.11 -0.03 -0.03 0.60** 0.02 0.03 -0.01 -0.19 0.50** 1.00 

Notes)へ村 indicatesignificance at the 5 and the 1 % levels， respectively 
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降雨パタ ーンによって洪水常習地帯あるいは時々洪水にあ

う冠水地帯に栽培されている。このような悪い水利条件下

で栽培されているイネは雑草との激しい競合の下におかれ

ているため，栄養生長が旺盛で稗長の長い穂重型品種が収

量確保に有利になると推察される。

松尾5)は， 籾型と稗長や穂長など多くの形質を組み合わ

せて区分したイネの生態型が栽培条件と密接に関係して分

化することを明らかにした。本研究の結果， ミャンマーの

イネ地方品種についても，籾型や草型に関する品種分化が

認められ，大粒 (b型)品種は，長粒 (c型)の品種に比べ

て長稗 ・穂重型になる傾向がみられた。このような変異

は，痩薄な土壌に加えて，無施肥など粗放的耕種条件の下

では， Source量の増加の拡大が収量の増加と深く結びつ

いてきたものと推察される。

一般にイネの収量向上には，全乾物生産量とともに光合

成産物の転流効率との関連で収穫指数を高めることが必要

である。草丈の高いミャンマー地方品種の収穫指数は 0.3

程度，短稗の改良品種の収穫指数は 0.5程度である7)。ミャ

ンマーの地方品種では，一穂重の大きい品種が収穫指数も

高まる傾向がみられた。本研究では，一つの施肥水準にお

ける収量特性の品種間差異を解析したが，今後，異なる施

肥条件下での耐肥性を調べることが必要である。現在，

ミャンマーでは短稗の改良品種が急速に普及し，全作付面

積の 60% 以上を占めるに至っている。これらの改良品種

の収量をさらに向上させるには，地方品種の一穂重の大き

い特性を取り込むことが重要と考えられる。こうした観点

から， ミャンマ一地方品種を今後の品種改良の素材として

活用することが期待される。

1970年代以降，国際稲研究所(IRRI)を中心に達成され

たいわゆる「緑の革命」は，半棲性遺伝子の活用によるイ

ネの草型改良により達成されたと言っても過言ではない。

この緑の革命の流れを汲むイネの品種改良では，sdl座の

対立遺伝子を導入した短稗 ・穂数型の方向で，草型改良が

進められてきた。他方， 1970年代以降の中国のハイブリッ

ドライスの開発では，sdl座の半震性遺伝子と雑種強勢と

を組み合わせて，新たな短稗 ・穂、重型の草型を創出したと

言える。このハイブリッドライスの改良方向をモデルとし

て純系品種の改良を進めるには， ミャンマーの地方品種に

見られるような超穂重型の特性と半棲性遺伝子を組み合わ

せることにより高収量の短稗 ・穂、重型品種を開発すること

が肝要と考えられる。
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Summary : A total of 92 rice landraces collected in Bago and in Mandalay Divisions of the central 

region of Myanmar and 3 improved cultivars as references were grown at the Central Agriculture 

Research Institute in Yezin， Myanmar in order to investigate varietal differences in the yield-related 

traits e.g. days to heading， culm length， number of panicles， panicle length， single panicle dry weight， 

panicle dry weight/plant， total dry weight， 1000 grain weight， unhulled grain length and width， 

harvest index (HI). Compared with the improv巴dcultivars used as reference， Myanmar rice landraces 

seemed to be categorized into the panicle weight type with rather long culm and few panicles. There 

was a significant correlation (r=0.60帥)between the grain width and the 1000 grain weight in the 

correlations among the yield-related traits. This result indicates that the size of unhulled grain is 

influenced more by the variation of grain width than that of grain length. In addition， there was a 

significant correlation (r=0.60") between the HI and the single panicle dry weight. The HI of 

improved cultivars depends upon the number of panicles， while that of rice landraces of Myanmar 

depend upon the single panicle dry weight. Principal component analysis (PCA) was carried out with 

the eight yield-related traits to characterize Myanmar rice landraces. The results of PCA disclosed 

that the b (large grain) type landraces tended to have the longer growth duration and the heavier 

weight of grains than the c (slender grain) -types. Myanmar rice landraces， which have been extinct 

due to rapid diffusion of modern cultivars， are expected to supply rice breeders with useful gene 

resources for improving agronomic traits like yield， tolerance to various environmental stresses， and 

so on. 

Key words : grain shape， long-culm and heavy-panicle weight typ巴，short culm and panicle-number 

type， useful genetic resources varietal di任erentia tion 
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