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Synopsis 

Kazunori Ashikaga. Hiroyuki Tamaki， Kenzaburo Deguchi， 

Koichi Sato (2008) Heritability of Nutritive Value in First 

Crop of Timothy (Phleum pr，αtense L.). Jpn J Grassi Sci 54 : 

19-23 

It is important to improve the nutritive value of timothy 

(Phleum pratense L.) by breeding for enhancing animal pro・

ductivity. In order to estimate the heritability in the broad 

and narrow senses of the nutritive value in白rstcrop of 

timothy. the samples of 15 cJones and their polycross prog-

eny lines， both of which had been cultivated in the same 

environment， were analysed by near infrared reftectance 

spectroscopy (NIRS). The results suggested that (1) the her-

itability in the narrow sense is high in three nutritive in-

dices， low digestible fiber (Ob)/ organic cell wall (OCW) ra-

tio， Ob and water soluble carbohydrate (WSC) contents， (2) 

the genetic correlations among the indices are effective for 

simultaneous improvement or weak. and (3) the genetic cor-

relations between the dry matter weight and the indices 

are weak on the condition that the materials have been 

selected in yield and as long as they belong to the same 

maturity. Therefore. it was concluded that the nutritive 

value of timothy not only can be improved effectively by 

individual selection procedures with the indices but also 

can be improved simultaneously among the indices and 

with yield. 

Key words : First crop， Heritability， Nutritive value， Timothy. 

緒 宅-

'" 

高栄養価の牧草給与は家畜生産性の向上につながり，1% 

のinvitro乾物消化率 (IVDMD)の増加により，平均して日

増体量の 3.2%の向上が期待できる (Casler・Voge11999)。

チモシーは北海道内における草地面積の 70%以上を占める

最重要草種であり，その栄養価の向上が北海道酪農へもたら

す貢献度は極めて大き L、。近年， 2005年に策定された 「食

料 ・農業 ・農村基本計画」に即して問料自給率の向上が重要

目標として掲げられ，輸入飼料に依存しない自給組問料多給

型の生産構造へ早急な転換が求められている。このため，チ

モシー育種における栄養価関連形質，すなわち消化性，採食

性，可消化養分総量 (TDN)含量，組タンバク質 (CP)含量

に加え，良質なサイレージ発酵に不可欠な可溶性炭水化物

(WSC)含量の向上が必須かっ急務となっている。

栄養価に関する育種への取組は，他草種においてこれまで

精力的になされてきた。消化率ではスムーズブロムグラス，

オーチャードグラス， トールフェス クで共通して狭義の遺伝

率 (hのは高いと結論づけられ (Rossら1970;雑賀 1981;矢

萩ら 2001)， 採食量と密接に関係している中性デタ ージェン

ト繊維 (NDF)含量も リードカナリーグラス，スムーズフロ

ムグラスで消化率と同様に大きな逃伝的変異と高い実現遺伝

率を示したと報告さ れている (Surprenantら1988; Casler 

1999)。また WSC含量についてもペレニアルライグラス，

オーチヤードグラスで広義の遺伝率 (hB
2
) が高い (Humph.

reys 1995; Sanadaら2004)との報告があり，これらの栄養

価関連形質の改良は十分に可能である ことが示さ れている。

一方，CP含量ではオーチヤードグラスで hB
2は中程度であ

り (Shenk. Westerhauss 1982)，スムーズブロムグラスで

hN
2は低い (Tanら1978)と報告されている。しかし，一般に

栄養価に関する諸形質と収量は負の相関関係にあるため(古

谷 1987; Casler . Vogel 1999)，育種方法や選抜方法を改善

することによってこの相反する関係を最小限にする必要があ

り (Casler1999 ; Bregardら2001)， 栄養価関連形質の選抜

には厳密な考慮を払わなければならない。

チモシーでは主に消化性に関連した研究が行われており，

IVDMDは狭義の遺伝率が高く〔古谷 1987)，個体選抜で十

分な選抜効果がある (Surprenantら1990)との報告があり，

消化性向上の可能性は高いと考え られる。またチモシーでは，

収量を減少させずに消化率を向上させることができる選抜指

襟として，Surprenantら(1990)は可消化乾物収量 (DDMY，

IVDMDX乾物収量)を，Claessensら (2005a)は酸性デタ ー

ジエン トリクニ ン (ADL)/セルロース (CEL)をそれぞれf是

案しており，消化性と収量性との負の相関の打破は可能であ

ることも示唆されている。

しかしながら，チモシーにおいては消化性以外の栄養価に

事連絡著者 (correspondingauther) • ashikakn@agri.pref.hokkaido.jp 
一部は北海道草地研究会平成 17年度発表会 (2005年 12月)において発表。
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関わる形質について報告が少なく， また TDN含量や採食量

をより精度高く推定できるとされる酵素分析分画を用いて育

種学的な見地から報告した例もない。さらに，どの指標を用

いて個体もしくは後代系統のどちらの選抜段階で選抜するの

が効率的か，また異なった環境条件によって各指標における

品種・系統聞の相対的な序列がどの程度変動するのかを言及

している報告も少なく(古谷 1987; Surprenantら1990)，

その育種的対応は未だ十分とはし、えない。一方，玉置 (2005)

は新形質を育種目標として導入する場合，効果的に改良する

ためには同一環境下における広義および狭義の遺伝率，そし

て環境(年次や場所等)に対する安定性の 2点を把握する必

要があるとしている。

そこで，本研究では同一環境下において，個体選抜もしく

は後代検定のどちらの段階での選抜が効率的かを把握するた

め番草における栄養価に関する諸形質について広義およ

び狭義の遺伝率を検定した。併せて，栄養価に関する諸形質

相互間と収量性との並行改良が可能であるかを把握するた

め，それらの表現型相関，遺伝相関および環境相聞を検定し

た。これらの結果に基づいて，高栄養価チモシ一品種の育成

に向けた効果的な改良方法を検討した。

材料と方法

供試材料として，栄養価に関する諸形質について選抜経歴

を持たない早生の親栄養系とその多交配後代系統 15組およ

び早生品種「ノサップ」を用いた。これらの親栄養系は， 1997 

年に 8，142個体で養成された基礎集団から早生品種「ノサッ

プ」の後継として特に改良の望まれた耐倒伏性，競合力，耐

病性および収量性(草勢と母系の収量性)等での 3年間の厳

しい選抜から 42個体を選抜し，さらに出穂始の変異幅が全

体で 3日以内になるように選抜された 15個体を栄養系繁殖

により増殖させたものである。これらの親栄養系を 2001年

に畦幅，株間とも 60cmの間隔で 4反復乱塊法で個体植し

た。また同年同一圃場に，それらの後代系統および「ノサッ

プ」を畦幅 60cm，畦長 90cm，2畦/試験区， 4反復乱塊法で

条播した。サンプルを採取した 2004年の親栄養系および後

代系統に対する早春の施肥量 (N-P20s-K20)はそれぞれ 6.0

6.9-6.0kg/10a，7.5-15.0-7.5kg/10aであった。刈取りは全材

料の生育ステージが出穂揃期であった同年 6月25日に行っ

た。採取した生草サンプルを 70
0C48時間通風乾燥後に粉砕

い近赤外分析法 (NIRS)を用いて栄養価関連形質を推定し

た。本研究では栄養価に関わる評価形質として表 1に示した

7形質を指標とした。この内，低消化性繊維 (Ob)含量は採

食量との相闘が NDF含量や他の酵素分析法による繊維分画

(細目包壁物質 (OCW)含量および高消化性繊維 (Oa)含量)

よりもさらに強く(出口ら 1996)，また繊維消化性の評価形

質とした Ob/OCWはinvivo TDN含量と r=-0.87 (n=23， 

P< 0.001)の極めて強い相闘があり(出口ら未発表)，ADL! 

CELは前述したように Claessensら (2005a)が提唱してい

るものである。 hS2は親栄養系および後代系統の分散分析結

果から hS2= rac2/ (rac2 +OE2)として求め (Oc2は遺伝分散，OE2 

は環境分散，r は反復数)， hN
2は片親回帰の手法(親子回帰か

ら回帰係数を 2倍)により求めた。遺伝相関 (rc)および環境

相関 (rE)係数は親栄養系における 2形質 A，Bの分散共分散

分析により，rc=COVcI--.i (OCA2XOCS2)， rE=COVd--.i (OEA2 

X OES2)としてそれぞれ求めた (COVcは遺伝共分散，COVE 

は環境共分散， UGA2およびOGB2は形質 Aおよび Bの遺伝分

散，。EA2およびUEB2は形質 Aおよび Bの漂境分散)。

結 果

1. 栄養価関連形質の広義および狭義の遺伝率

栄養価関連形質の hS2を表 2に示した。 親栄養系における

hS2は66.3-89.9%といずれの形質においても高く， また標準

偏差も 0.71-2.27で，栄養系聞の差異も有意であった。後代系

統の hS2はいずれも親栄養系より低かった。「ノサップ」と比

較し， 後代系統の平均値は Ob，Oaおよび OCW含量が 0.8-

1.8%高く ，Ob/OCWおよび ADL!CELは0.7-1.1%低かっ

たことから， これらの系統は繊維含量は多いが，繊維の消化

性は高いことが推察された。一方， WSC含量は 0.8%低かっ

たが， CP含量は同程度であった。

栄養価関連形質の hN
2を表 2に示した。CP含量と OCW

含量の hN
2はそれぞれ 37.5%，48.4%とやや低かったが， そ

の他の形質は 63.8-90.1%と，いずれも高かった。

2. 親栄養系における栄養価関連形質相E聞の関係

親栄養系における栄養価関連形質相互間の相関係数を分散

共分散分析により求め，表3に示した。正の遺伝相関関係が

Ob/OCWとOb含量および ADL/CEL間， ADL!CELと

WSC含量間，Ob含量と OCW含量間で認められた。また，

負の遺伝相関関係が OCW含量と ADL!CEL，WSC含量お

よび CP含量間， Oa含量と Ob/OCW，ADL!CELおよび CP

含量間， Ob含量と WSC含量間で認められた。全体的に遺伝

相関係数は表現型相関係数に近い値を示した。環境相聞は形

質問の組み合わせによって強さが異なり，また遺伝相関と符

号が異なる場合も認められた。

並行改良上の関係として，栄養価関連形質相互間の大半に

おいては，効率的な並行改良が可能であるc すなわち一方の

形質の改良が他方の形質の改良につながる遺伝相関を示す

表 L 指標として検討した栄養価関連形質.

形質 高消化性
繊維

低消化性
繊維

細胞壁
物質

繊維
消化性

可溶性
炭水化物 粗蛋白質

略語 Oa Ob OCW Ob/OCW1 ADL!CEU WSC Cp 

単位 (%DM) (%DM) (%DM) (%) (%) (%DM) (%DM) 

i細胞壁物質中に占める低消化性繊維の割合.
2セルロース中に占める酸性デタージエントリグニンの割合.
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表 2. 栄養価関連形質および乾物重1の主要な特性および遺伝率(%).

Ob/OCW ADL!CEL WSC CP Ob Oa OCW 
(%) (%) (%DM) (%DM) (%DM) (%DM) (%DM) 

平均値 86.2 9.8 9.5 6.1 61.6 9.9 71.5 

「親栄養系」
標準偏差 2.11 0.74 1.58 0.71 2.27 1. 58 2.27 

有意性2

広義の遺伝率 (%)3 76.6 66.3 89.9 80.3 80.5 77 .4 84.7 

平均値 86.5 10.1 9.9 5.3 62.9 9.8 72.7 

「ノサ yプ」 87.6 10.8 10.7 5.3 62.1 8.8 70.9 

「後代系統」 標準偏差 1.34 0.60 0.62 0.34 1.36 0.97 0.96 

有意性 ns ns 

広義の遺伝率 (%)3 49.7 54.7 52.7 48.5 65.5 36.9 5.2 

狭義の遺伝率 (%)4 90.1 87.5 63.8 37.5 73.2 86.4 48.4 

親子相関 0.71** 0.54寧 0.81判事 0.39 0.61* 0.70** 0.57率

1親栄養系の単位は g/株， 後代系統の単位は g/畦.

215の親栄養系または後代系統聞において柿*はそれぞ れ 5%. 1%. 0.1%水準で有意な差異がある ことを示す.

315の親栄養系または後代系統を対象とした分散分析結果からの推定値. 0を下回る場合は 0.0%で表記する.

21 

乾(物g)重

260.9 

32.83 

78.5 

415.0 

395.3 

13.55 

ns 

0.0 

0.27 

4片親回帰の手法(親子回帰から回帰係数を 2倍)による推定値. ただし乾物重については親子の栽植様式が異なるため， この計算を

行わなかった.

表 3. 親栄養系における栄養価関連形質および乾物重i相互間の表現型相関2 (fp). 遺伝相関3CrC) および

環境相関3 (fE) 係数

Ob/OCW ADL!CEL WSC CP 
(%) (%) (%DM) (%DM) 

fp -0.15 0.13 0.10 -0.64** 

乾(物g)重 fC -0.16 0.24 0.19 -0.84 

fE -0.12 -0.14 0.39 0.12 

fp 0.17 -0.39 0.66** -0.51 
OCW 
(%DM) fC -0.18 0.56 -0.74 -0.49 

fE -0.10 0.14 -0.12 -0.61 

fp 0.98*** -0.70** 0.07 -0.31 
Oa 

fC -0.98 -0.67 0.04 -0.49 (%DM) 
fE -0.99 -0.77 -0.73 0.39 

fp 0.51* 0.09 -0.61・ 0.30 
Ob 

fC 0.48 -0.12 -0.79 -0.16 (%DM) 
fE 0.65 0.70 0.43 -0.84 

fp 0.21 -0.23 -0.22 
CP 

(%DM) fC 0.41 0.07 -0.15 

fE -0.51 -0.71 -0.62 

fp -0.06 0.58* 
WSC 

(%DM) fC -0.21 0.56 

fE 0.73 0.80 

fp 0.66** 
ADL!CEL 

fC 0.59 (%) 
fE 0.82 

1単位は g/株.

2> 掌はそれぞれ 5%.1%. 0.1%水準での有意性を示す (n=15).

315の親栄養系を対象とした分散共分散分析結果からの推定値.

Ob Oa OCW 
(%DM) (%DM) (%DM) 

0.34 0.24 0.51 

0.41 0.26 0.57 

0.09 0.16 0.23 

0.76** 0.35 

0.77 0.37 

0.69 0.27 

-0.35 

-0.30 

-0.51 

か，または弱L、遺伝相闘を示す関係であっ た。特に措抗する

と考えられた糖分と窒素の関係である WSC含量と CP含量

聞において も，遺伝相聞は弱かっ た。一方，並行改良の障害

となりうる遺伝相関の関係が.ADL/CELと WSC含量およ

びOCW含量間， CP含量とOa含量聞において認められた。
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3 親栄饗系における栄養価関連形質と乾物重との関係

親栄養系および後代系統における乾物重の主要な特性を表

2に示した。親栄養系では， 乾物重で 78.5%と高い hS2が得

られ，標準偏差も 32.83と大きく，栄養系聞の差異も有意で

あった。一方，後代系統では 「ノサップ」と比較し，平均値

において乾物重が高かったが， hB
2は0%を下回った。そのた

め，栄養価関連形質と乾物重との関係については親栄養系を

用いて以下の議論を進める。親栄養系における栄養価関連形

質と乾物重との関係を表 3に示した。Ob/OCW，ADL/CEL， 

Ob含量， Oa含量および WSC含量は乾物重との遺伝相闘が

弱かったが， 並行改良上障害となりうる関係として， OCW 

含量は rc=0.57，CP含量は rc=-0.84の遺伝相闘が認めら

れた。乾物重との環境相関は全般的に弱かった。

考察

1. 栄養価関連形質の広義および狭義の遺伝率

親栄養系における hB
2は， いずれの栄養価関連形質におい

ても 66.3-89.9%と高かった(表 2)。したがって，これらの形

質の変異は主に遺伝的なものであり，全変異に占める環境変

異の割合が低いことから，本試験は遺伝的変異を精度高く評

価できていることが示された。また標準偏差の大きさや有意

な栄養系間差異があったことからも，同一熟期に属し，栄養

価関連形質以外の諸形質で厳しい選抜圧がかけられたこれら

の栄養系群にも，栄養価関連形質について迫伝的に大きな変

異があると考えられた。一方，後代系統の hB
2は親栄養系よ

りも低かったが，これは条播された多交配後代系統間の遺伝

的変異が理論的に親栄養系の半分になるため(玉置 2004)と

考えられる。

hN
2については，Ob/OCW， ADL/CEL， Ob含量， Oa含量

および WSC含量では 63.8-90.1%といずれも高く(表 2)，個

体選抜で効率的に改良可能であることが示された。遺伝率に

関する既往の報告では，実現遺伝率の手法による IVDMDに

ついての報告が多く，雑賀(1981)はオーチヤ ード グラスで

42-60%と報告し， Casler・Vog巴1(1999)は多年生牧草では通

常およそ 20-30%であったと報告している。 これらに比べ，

本研究で推定された上記 5形質の hN
2は高いが， この原因は

主に迫伝率の測定方法の違いに起因するものであろう。すな

わち，実現遺伝率は親子の評価が異なる年次であるのに対し

て，本研究は親子が同一環境下で検定されているために，そ

れらの聞の共分散が環境変動によ って低下しなかったことに

よると考えられる。チモシーでは古谷 (1987)が同一環境下

における IVDMDの片親回帰の手法による hN
2は89.1%で

あったと報告している。本研究においても繊維消化性の指標

とした Ob/OCWおよび ADL!CELの hN
2はそれぞれ 90.l%，

87.5%と同様の高い数値が推定されており，同一環境下にお

ける上記 5形質の hN
2は高いと考えられた。繊維形質では

Ob含量および Oa含量で高い hN
2が得られたが，より採食量

との関係が強い Ob含量(出口ら 1996)を指標とすること

で，個体選抜段階からの高採食量を目指した改良の有効性が

示唆された。一方， CP含量の hN
2は37.5%と低く，個体選抜

では必ずしも効率的な改良には結び‘つかない可能性があると

考えられた。CP含量はチモシーで選抜効果があることも報

告されているが (Surprenantら1990)，窒素施肥条件により

その育種効果が打ち消されてしまう可能性もある (Casler. 

Vogel 1999)0 CP含量の効率的な選抜法については，施肥水

準との交互作用等を含めより綿密に検討する必要があるだろ

つ。

2. 親栄養系における栄養価関連形質相互間の関係

親栄養系における栄養価関連形質相互間の関係は，互いを

並行改良する上で効率的な改良が可能である，すなわち一方

の形質の改良が他方の形質の改良につながる遺伝相聞を示す

か，または弱L、遺伝相聞を示すものがほとんどであり (表

3)，大半においては互いを損なうことなく同時に改良するこ

とが十分に可能であると考えられた。

しかし， ADL!CELとWSC含量および OCW含量聞にお

いては，並行改良の障害となりうる造伝相闘が認められ，こ

れらの関係においては並行改良は難しいと考えられた。こ

のことから，繊維消化性の指標としては ADL!CELよりも

Ob/OCWの方が WSC含量と OCW含量を共に並行改良す

る上で，より妥当であると推察された。本研究の結果からは，

ADL!CELとOb/OCWとで上記 2指標との相関関係が異

なった原因は特定できないが，両者と WSC含量の相関関係

の相違については，1つの可能性として，WSC含量と ADL!

CELが共通して茎部の影響が大きいと考えられる (Smith

1973 ; Claessensら2005b)のに対し， Ob/OCWはADL!

CELと比べより大きな繊維分画聞の比率であるため，葉部

の影響も加味され，茎部の影響が弱くなることが推察され

る。今後は，業部率との関係を含め，この点についてさらに

詳細な検討が必要だろう。CP含量と Oa含量聞においても，

並行改良上障害となりうる遺伝相闘が認められ， CP含量の

改良は Oa含量の減少につながる可能性があることが推察さ

れた。この関係は， OCW含量および Ob含量と CP含量との

聞に負の遺伝相闘が見られるように， CP含量と繊維含量と

の聞の共通した傾向であると考えられ，今後 CP含量と Oa

含量を同時に改良するためには，さらに注意が必要だと考え

られた。

3. 親栄養系における栄養価関連形質と乾物重との関係

親栄養系における CP含量および OCW含量については，

乾物重との改良方向が互いに相反する遺伝相闘が認められ

(表 3)， その環境相闘が弱いことか らも乾物重との関係は環

境による影響よりも遺伝的により強く影響しており，これら

2形質を乾物重と並行改良することは難しいと考えられた。

一方，栄養価と収量性との聞における負の相聞を指摘する

既往の報告と異なり(古谷 1987; Casler . Vogel 1999)，本

研究においては CP含量および OCW含量の 2形質を除けば

栄養価関連形質と乾物重との遺伝相聞は弱かった (表 3)。こ

れは，主に本研究の供試材料が① 同一熟期と見なせる程に

熟期幅が小さかったこと，②他の重要形質(収量性，耐倒伏

性等〕で過去に選抜を受けており，生育不良な個体が含まれ

ていなかったこと，の 2点に起因すると考えられる。既往の

報告でも，栄養価と収量は経時的に相反して変化するため，

栄養価の評価は各熟期毎になされる必要がある (Casler. 



足利ら ・チモシーl番草における栄養価の遺伝率 23 

Vogel 1999)と報告されており，同一熟期の材料を用いたた

め，熟期が栄養価関連形質に及ぼす影響が極めて少ない材料

で乾物重との関係を評価できたことが，遺伝相闘が弱かった

ことの一因として考えられた。一方，選抜方法では栄養価関

連形質と収量性とを組み合わせた選抜により収量の犠牲なし

に栄養価を改良できうること (Surprenantら1990; Casler 

1999 ; Claessensら2004)が報告されている。本研究では，

過去に収量性(草勢および母系の収量性)で選抜された材料

を用いたため，結果としてその選抜圧により栄養価関連形質

と乾物重との関係が弱まった可能性が考えられた。また，そ

のような材料においても栄養価関連形質には大きな遺伝的変

異が認められ(表 2)，収量性を組み合わせて選抜しでも，栄

養価関連形質の遺伝的変異を極端に狭めてしまうような可能

性は小さいと考えられた。したがって，各熟期毎に栄養価に

関する諸形質を収量性と組み合わせて選抜することで， CP 

含量および OCW含量以外の栄養価関連形質と収量性との並

行改良は可能であると推察された。

以上のことから，チ モシーの栄養価に関する育種におい

て，栄養価に関連する Ob/OCW，Ob含量および WSC含量

は①狭義の遺伝率が高く ，② 指標相互間の遺伝相聞は効率

的な並行改良が可能である相聞か， もしくは弱し、相関で，③

同一熟期内であり，収量性で選抜がなされた材料において

は，乾物重と指標との遺伝相聞は弱かった。したがって， こ

れら 3つの指標は個体選抜による効率的な改良が可能であ

り，指標相互間の並行改良および各熟期毎にこれ らの指標を

収量性と組み合わせて選抜することで収量性との並行改良は

可能である，との結論に達した。

さらなる効果的な改良方法の構築に取り組むためには，異

なる年次や場所等においても栄養価に関する諸形質の安定性

がどの程度あるのか，すなわち異なった環境条件によって遺

伝子型聞の相対的な序列がどの程度変動するのかを把握しな

ければならない。栄養価に関する諸形質の環境に対する安定

性については，今後の検討課題としたい。
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(OCW)， Ob含量および可溶性炭水化物 (WSC)含量)は①狭義の

遺伝率が高く， ②指標相互間の遺伝相関は効率的な並行改良が可能

である相関か，もしくは弱L、相関で， ③同一熟期内であり，収量性で

選抜がなされた材料においては，乾物重とこれらの指標との遺伝相

関は弱かった。したがって，これら 3指標を用いた個体選抜で効率的

な改良が可能であり，また指標相互聞の並行改良および収量性と栄

養価の並行改良は可能である，との結論に逮した。
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