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直売所活動活性化にむけた直売所立地条件の定量的把握方法

高橋太一*

〔キーワード直売所，立地条件，地域密度，

地域平均人口，道路交通ネットワーク

1 .はじ めに

直売所活動は当初地域生産地域消費を前提とし

て行われていた.地域生産地域消費は，一定の地理

的範鹿内における生産と消費の結びつき，ある地域

内の生産活動とその生産地域を取り囲んだ近接地

域の消費活動によって行われてきたこの考え方自

体は直売所活動としての基本であり，今後とも地産

地消を無視した直売所活動はありえないであろう.

しかし，直売所においては，その大規模化が進むと

ともに，来客者の遠隔地化，広域化が進行している.

そのため直売所活動にとって，遠踊地の消費者も重

要な活動対象になっている.また，生産地域からか

なり離れていても，アンテナショップのように地域

を眼定し，特定産地のものが特定地域の消費者に消

費される場合は，直売(所)活動として認識される

ことも多くなっている.これは直売所が一定の遠隔

地にある消費，需要も活動の対象とする段階に入っ

たことを示すものであろう.

このような状況に対応しようとすれば，直売所が

立地する地域の条件(以下，立地条件)がどのよう

なものであり，その条件をどのように活用していく

かということが，必然的な課題として提起されるは

ずである.また，各直売所のもつ立地条件は多様で、

あるから，その立地条件を活用するということは，

その多様な条件自体をまず把握，分析しなければな

らないことを意味する.一方で，具体的な直売所活

動においては，地産地消が当然とされてきたために，

当該地域の立地条件については，来訪者の地域性を

意識する程度で，周辺の全体状況の中での位置づけ

ながら分析されることはほとんどないといってよ

し¥

しかしながら，立地条件の活用は直売所活動に

とってより重要になると予測され，活用のためには
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立地条件を何らかの形で把握する必婆性は高まっ

ている.そこでここでは，筆者の近畿中関西国農業

研究センターでの研究を元にした，立地条件の定量

的な把握方法を紹介したい

2. 立地条件類型の摘出と分析

(1)立地条件からの類型摘出

ここでは，広島県，滋賀県における 2000年次で

の市区町村1 地域を事例とした分析を紹介する注1)

いわゆる平成の大合併により 2000年次に比較して

現在は大幅に市区町村数が減少しているが，ここで

は当時の市区町村をそのまま使用する.

一般的に，立地条件分析には人口や交通などの社

会的状況を含めることが多く，当然各地域の個別の

データを把握する必要がある.一方で，個別の立地

条件だけを把握しでも，他地域との相対的な関係が

わからなければ，個々の具体的直売所における条件

の有利，不利についての判断はできない.個別立地

条件を把握し，それを周辺他地域と関係づけること

が立地条件活用につながることになる.

しかし，立地条件すべてを把握して，地域すべて

を相互に比較することは，コスト，労力の関係から

閤難である.そこで，筆者は各地域を 3つの指標に

よって類型化し，その類型間の比較にもとづいた分

析を行うことにした注 2) 分析対象範屈は，任意の

地域からみて一般道路を利用した移動時間片道 120

分範囲内をとっている. 120分範聞は，誼売所活動

における消費活動の範囲が拡大しているとしても，

注 1)直売所活動に立地条件を活かすとすればあまり地域を

大きくしてとらえることは望ましくない そのためここでは

2000年次の市区町村とした

注 2) もちろんこの 3指標だけが京地条件を機成するもので

はないが，ここは度売所活動の活性化に立地条件の定量的(数

蚤約)把握による分析が有効であることを示すことを目的と

している.そのため，一定の有効性がある指擦を設定できれ

ば目的を透していると考える
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表 1 道路交通ネットワーク指標の計算方法と意味

各地域(市町村)における役場所在地問の移動時潤を
地域開の移動時間とする.

任意地域の役場所在地を起点XO(移動待問。)として，
2 ~Oから120分範殴に役場所在地のある他地域(他府県

を含む)まで移動時間をそれぞれとり，緩い11炭にX1・・・
Xnとする.

ここで， Y1=XI-XO， Y2=X2-X1， .. 'Yn=Xn-X(n-l)とと
3 り， Y1からYnの標準偏差を各地域の自動車移動時間

における地域条件の数値として捉える.

この数値が小さければ，ある地域から周辺各地域に自
動車で移動する交通約ネックが小さく各地域への移動

4 時間格差が少ないことを示し，大きいほど移動ネックが
あり移動しようとする地域によって移動時間の格差が存
在することを示している

農産物の叛売購入活動等を対象とする場合は，生産

制消費者側IJ1，、ずれで、あっても，日帰り行動で移動以

外に一定の時間をとることが可能な範菌として設

定したものである注3)

ところで，立地条件を分析する指標にはさまざま

なものがありうるが，ここでは第一に地域の数その

ものに注闘した.地域は人口，交通などの条件と直

売所活動を結びつける呉体的な場である.その地域

相互の関係は儲1l1J (独立) ，提携，補完などのさま

ざまな関係がありうるが，一定の範囲内にどれだけ

の数の対象，関係性の場があるかということは重要

な条件である.そこで，任意地域(の市区町村役場

所在地)から 120分範囲にある他地域の数(市区町

村役場数数)を指標として① f地域密度j と呼ぶこ

ととした桟 4) 次いで，人口がすべての経済活動に

とって重要な指標になりうることから，地域ごとの

注 3)潟山県農業総合センター農業試験場で行われた研究課題

「直究所の商閣分析と消費者行動の解明j では，河133良宏研

究員によって， I南山j呆内を範囲としたil'i:売所来訪者の来訪範

閣は，移動距離 110分のところに大きな区分があることが明

らかにされている.

注 4)このため 120分章者医に対象となる地域全体が入るわけで

はない.各地域の行政的な中心地の数で地域数を代替したも

のとなっている

注 5)移動時間については， 2000年時点の各地域(市区町村

単位)を対象lこして，各地域における市区町村役場の所在地

をそれぞれの各地域の時限距離計測地点として，各地域間に

おける一般道路を利用した場合の移動時間を個別lこ集計して

いる.この集計は，インターネット上で利用検索可能な地図

ソフトの rMAPFANJを利用し分単位での数値をとっている.

人口を指標とした.ここでは，まず各地域の 2004

年時点の人口を取っておき，任意地域の①に対応す

る範囲内総人口を①の数値で割った(=移動時間範

囲内総人口/地域数)ものを，② f地域平均人口」

(=120分範囲内地域の平均人口)としづ指標でと

らえた.第三に，地域と人口を直売所活動に結びつ

ける重要な条件として道路交通の事情を取り上げ，

各地域開の移動のしやすさという考え方をもとに，

道路交通事情を各地域聞の移動時間によって数値

化して立地条件の指標とした.具体的には，①に対

応する 120分範閣内の各地域までの時間誼離を短い

順にならべ， n番院と n-1番目の地域の時間距離差

をそれぞれとり， n個の時間差について標準偏差を

計算して，③「道路交通ネットワークJとしづ指標

とした(表1)注5) この数値が小さいほど 120分

範囲の道路交通網が均一に整備されていることを

示し，大きければ 120分範囲の道路交通網がいわば

「疎く Jなる地域があり，地理的要患や道路交通網

の遅れなどによる道路交通上のネックがあること

を示している.

3. 立地条件類型とその配置

3指標値による立地条件の各類型については表 2

に示している. 3指擦を平均値でそれぞれ二分し，

その組合せにより類型は A~日までとなっている.

Aは周辺の地域密度が高く，地域平均人口は大きく，

表 2 直売所活動の立地条件類型区分

地域 地域 道路交通
窮度 平均人口 ネットワーク

類裂

A 高大密

B 高大疎

C 高ノj、密

D 高 IJ、 正来

志 低大密

F 低大疎

G 低 小 草在

日 低小疎

注)設定した分析対象範域の平均値により各指標を2
分割した.

地域密度は，平均以上を「高J，平均未満を
「低J

地域平均人口は，平均以上を「大J，平均未満を
「ノj、J

道路交通ネットワークは，平均以上を「疎J，平均
未満を「筏J
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広島県各市区町村の立地条件類型表 3
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25 

安佐南区

福山市

安浦町

熊野町

黒瀬町

西区

竹原市

安芸津町

海同町

向原町

市区町村

南区

佐伯区

本郷町

府中町

八千代町

東区

安芸区

河内町

廿日市市

神辺町

20 

久井町

新市町

美土里町

三和町(双)

世羅町

ニ次市 御調町

三和町(神)庄原市

総領町 甲奴田T

吉舎町 三良坂町

向島町 甲山町

ニ原市
世羅西町

豊松村

甲田町

府中市
6 

6 

20 

6 

作木村ー君田村

比和町

内海町

高野町

瀬戸田町

口和町

中区

安佐北区

登栄町

東広島市

坂町

福富町

千代田町

大和町

吉田町

高宮町

尾道市

上下町

大野町

豊平町

呉市

東野町

大竹市

大柿町

大朝町

西城町

長豊町

東城町

類型

A 

B 

C 

D 

宮島町

務;;<Ij町

吉和村

沖美町

戸河内町

芸北町

佐伯町

下蒲刈町

沼隈町

豊浜町

筒賀村

布野町

湯来町

大崎町

木江町

江間島町

音戸町

神石町

川尻町

倉橋町

因島市

能美町

加計町

油木町

E 

F 

G 

9 

図 la 広島県地域別立地条

件類型 (2000年次市区町村)

A
B
C
D
E
F
G
H
 

H 

20km 

」間ム醐J

。

ている. A， C， Fが 20以上と多く，それ以外は日

が 9，D，払 Gが 6ずつ， Bが lとなる.図 lから

立地条件として， Aは広島市，福山市，東広島市を

中心とした都市地域， Cは中山開で人口は相対的に

少ないが道路交通ネットワークが整備された地域，

Fは瀬戸内海沿岸を中心として地域数は相対的に少

ないが地域平均人口が大きく道路交通ネットワー

クが整備されている地域となる.逆に Bは福富町の

道路交通ネットワークが整備されている地域であ

り， Hは周辺の地域密度が低く，地域平均人口は小

さく，道路交通ネットワークの整備が相対的に遅れ

ている地域になる. B~G までの各類型は 3 指標の

組み合わせによって，立地条件が)1慎次異なってくる.

また広島県の地域別立地条件類型を表 3に，表 3

のデータを地域別に地図化したものが鴎 la，bにな

る.広島県では， A~H まですべての類型が立地し
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。

浜町 o 20km 

図 lb 広島県市区町村 (2000年次)

みであり，周辺の地域密度は高く，人口も多いが，

道路交通ネットワーク上のネックがあることを示

している注6)

同様の滋賀県の地域別類型分布が表 4になる.日

が20で最も多く，次いでAは 13，Gは 10，Fは 4，

Cは2，Eは lとなり， BとDに該当する地域はな

い. B と D は地域密度が高くかっ道路交通ネット

ワークが相対的に未整備ということで共通してい

るが，滋賀県にはこのような立地条件に当てはまる

注 6)広島県福富町の交通網を具体的にみると，北東から時計

悶りに西方向まではかなり繋備されているが，北西から北方向

の地域へはや園山地があり大きく迂留することになるこれら

の状況が数値化され示されている.

立地をもっ地域はない.滋賀県は琵琶湖が中心にあ

るものの全体的には平坦地域が多く，地域密度が相

対的に高い地域では道路ネットワーク整備も伺時

に進んでいることを示している.Aは大津市から安

土町を軸とした琵琶湖南東部岸に立地し， Hは滋賀

県北部に数多く立地している.Hは，県内地域間で

比較したときに，地域密度が低く，地域平均人口が

小さく，道路交通ネットワークの整備が相対的に遅

れている地域であり，滋賀県は Hがかなりの割合を

占め，かっ県北に多いことなどから，県が南北で大

きく異なる立地条件を持っていることがわかる.



様であり，地域の認知度を確立するために

競合が生じやすい.一方で，道路交通ネッ

トワークは相対的に不利であり，活動地域

選択の幅が狭くなっている.消費人口とし

ては有利な地域であるが，地域認知の確立

と道路交通ネットワーク条件が相対的に不

利であり Aより厳しい条件にあるといえる.

C型は地域密度が高く，地域平均人口は

小さく，道路交通ネットワークの整備が進

んでいる地域になる.広島県を例にとれば

中山間で小規模な地域が集まっている，い

わゆる農業地域に立地していることになる.

地域密度が高いことから直売所活動を単独

で行う場合は， A， Bと河様に周辺地域と知

名度確立のために競合する場合が多くなる.

一方で，周辺地域内の全体的な地域平均人口は小さ

いことから，直売所活動の展開においては，地域外

の地域平均人口の大きな特定地域への働きかけが

必要になろう.この点で，道路交通ネットワークは

比較的整備されているので，交通上のネックは少な

く，交通条件からの活動適地選択の条件は相対的に

有利である.

D型は地域密度が高く，周辺地域の地域平均人口

は小さく，道路交通ネットワーク整備も相対的に遅

れている地域になる.つまり直売所活動の展開条件

としては不利な条件が揃っている.知名度確立の競

合が生じやすく，相対的に遠隔地への働きかけが必

要になり，その活動地域選択は交通条件からも相対

的に限定されやすくなる地域である.広島県を例に

とると，尾道市，府中市，世羅町などである.いず

れも周辺の地域密度が高く，地理的な制約から交通

栴にネックが存在している地域になる.この地域は

不利な条件をどのように補っていくかが重要な課

題になる.

E型は，地域密度が低く，周辺地域平均人口が大

きく，道路交通ネットワークが相対的に整備されて

いる地域となる.知名度確立のための競合は相対的

に弱く，周辺に大きな消費人口があり，道路交通

ネットワークも整備されており，直売所活動に有利

な条件が揃っている地域になる.これらの条件を具

体的に活用していくことが求められよう.

F型は，地域密度は低く，周辺地域平均人口は大

きく，道路交通ネットワークにネックを持っている
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13 

守山市

豊郷町

滋賀県各市町村の立地条件類型

市区町村

八日市市草津市

中主町 石部町

愛東町

近江八幡

栗東町

永源寺町

表 4

大津市

忘賀町

安土町

類型

A 

。一
2

一1
一O
一4

山東町彦根市

信楽町

B

一C
一D
一E
一F

10 

20 

近江町

びわ町

甲西町

湖北町

マキノ町

新畑町

甲南町

米原町

竜王町

甲良田了

能登川町

西浅井町

高烏町

甲賀町

伊吹町

日里子町

愛知川町

五個荘町

余呉町

安曇川町

土山町

野洲町

浅井町

秦荘町

虎姫町

木之本町

朽木村

水口町
長浜市

蒲生前T
湖東町

多賀町

高月町

今津町

G 

H 

人 口・立地条件活用

のための活動課題

4. 

立地条件の直売所活動への利活用という視点、か

ら立地条件に対応した課題の整理が必要になる.そ

こで8類型ごとに活動課題の方向性をまとめること

にした.概要は表 5にまとめているが以下では類型

ごとに若子詳しく説明する.ここでは活動について，

地域内で完結的に行うだけでなく地域外への展開

も懇定して整理している

A 型は地域密度が高く，地域平均人口が大きく，

道路交通ネットワークが整備されているという条

件を持っている，最も都市的な性格の強い地域にな

る.人口と交通の函で相対的に有利な条件をもって

おり，その積極的な活用が課題となる.一方で，周

辺の地域密度が高く多数の地域があるということ

は，他地域の消費者に認識してもらうために周辺地

域との競合が生じやすく，地域を単位とした地域知

名度の確立については相対的に厳しい条件を持っ

ていることを示している.底究所活動を地域単位で

行うことを考えた場合にこの類型の地域では，消費

人口や交通条件では有利であるが，地域の特徴を出

し，来訪してもらうという点については相対的に厳

しい条件になる.

B型は地域密度が高く，地域平均人口は大きいが，

道路交通ネットワークの整備が相対的に遅れてい

る地域になる.ただし該当する地域は少数である.

地域密度が高く，地域平均人口が大きい点はAと同
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地域
地域

類型
密度

平均
人口

A 

B 高 大

C 向

D 高

E f氏 大
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道路
交通
ネット
ワーク

粗

密

午立

密

表 5 立地条件類裂と直売所活動のポイント

直売所活動のポイント

都市的条件地域.品機え多様化，地域農業生産の活性化を殴る

地域特徴の強化と宣伝による近隣地域の消費導入浴用.ただし，道路交通ネック
への考慮が必要.

会也域密集的で，周辺人口が小さく，交通条件がよい.周辺地域との地域開競合が
最も発生しやすい類型なので，生産における地域特性を強化して，道路交通条件
と積極的ι結びつける活動.

相対的にもっとも不利な地域.地域開競合を避ける必婆伎が高い.地域密度の高
さを逆に活用して，近接する問条件地域の直売所院で連携活動を起こす.遠隔地
の特定都市への選択的活動を図る.

直売所活動には最も有利な条件を持つ地域内で複数の直売所がある場合は地
域内直売所の連携活動によって地域ブランド化を進展させることが有効になる

周辺地域は格対的に少数・広大であるが範間内lこ大きな人口をもっ都市地域ある
F 低 大 組 場合が多いので，その都市までの交通ネックがなければ誘導型の活動，ある場合

は当該都市での笈伝ショップの開設などが有効.

周辺地域は相対的に少数・広大でかつ都市の消費人口への期待もあまりもてな
G 低 小 密 い.ただし，道路交通条件は良いので， 2時潤範囲外の大都市を侭別選択した誘

導型の活動，あるいは向都市でのイン泊ツプpの開設などを図る.

日 低小手立

遠隔山間部に位置する場合が多いが，地域資源の特徴付けができれば周辺地域
との差異化を行い易い.この差異化に2毒づいて宣伝，広報を行い，遠隔地の特定
都市を姉妹都市的に選択位置づけて集中的な働きかけを行う.また，宿泊など滞
在型の行動と結びつける.

注)設定した分析対象範域の平均値により各指標を2分割した.

地域密度は，平均以上を「高J，平均未満を「低J.

地域平均人口は，平均以上を「大J，平均未満を「小J.

道路交通ネットワークは，平均以上を「疎J，平均未満を「密J.

地域となる.道路交通ネットワークのネックがある

ことは不利な条件であるが，知名産確立のための競

合は相対的に弱く，照辺規模の消費人口が大きいた

め，比較的近い範障に消費人口が存在するので，道

路交通ネットワークのネックが問題になる可能性

も緩和されている売所活動としては一定の有利

な条件を持っていると判新される.

に相対的に遠隔地での活動を行う必要性のあるこ

とが示されている.また，道路交通ネットワークに

ついてはネックがあるために，誼売所活動展開地域

の選択については不幸Jjな条件となっている.広島県

を例にとれば，島自奥地域，中閏山地の深部といった

地域に立地している.

広島県の場合はかなりの程度同じ類型の地域が

集まって地域帯を形成するという状況がみてとれ

る.滋賀県の場合も同様の傾向にある.個々の地域

が直売所活動を行う場合に，立地に関して，周辺地

域との関係，類似性等を考癒することの必要性も示

唆されているといえよう.このため，産売所活動に

おいても一地域を越え，数地域をあわせた活動を協

同，連携して行う対象範囲としてこの地域帯を捉え

ることも可能になる.

G型は，地域密度は低く，周辺地域平均人口は小

さく，道路交通ネットワークは相対的に整備されて

いる地域になる.知名度確立のための競合は弱し、が，

周辺の消費地域平均人口は小さいため，相対的に遠

隔地での活動展開が一つの方向性になる.知名疫を

確立しつつ，道路交通ネットワークの有利性をどう

活用するかということが課題になろう.

日型は，地域密度は低く，周辺地域平均人口は小

さく，道路交通ネットワークにネックをもっている

地域になる.知名度確立のための競合条件が弱いこ

とは一定有利であるが，周辺消費人口が小さいため



高機 直売所活動活性化にむけたjj[売所立地条件の定量的把援方法 921 

5. 龍売所活動における人口圃

交通条件の活用にむけて

r 4. Jでみてきた，類型ごとの条件整理について

は，単一地域での夜売所活動を行うことを前提とし

たために，地域密度が高い場合は知名度確立にとっ

ては不利な条件として判断している.しかし，直売

所活動は単一地域の競合的なものとして捉えるだ

けでなく，一定の範臨での連携による活性化という

方向性もありうる.そのような場合は，地域密鹿の

高さは，連携による協力関係を構築するうえで有利

な条件として作用することになろう.

また，地域平均人口，道路交通ネットワークにつ

いての有利，不利は明白であろう.しかし，ここで

は平均値による二分法なので，平均値の近くに位置

する場合仁平均値から離れている場合ではその条

件の違いはかなり異なることに留意する必要があ

る.一方で，統計的に把握することと，立地条件の

印象的な把諜では異なる場合があることにも注意

が必要である.たとえば，地域平均人口の実数でみ

ると，広島市内の都市地域である中区，東区は 3万

4，000人台であるのに対して， 120分範囲で最大の

地域平均人口があるのは，能美町と沖美町で 6万

4，000人台となっている注 7) これは広島市内を竪

単位でとらえたこと，能美町，沖美町からみると呉

市など大きな人口をもっ地域が 120分範囲内にある

ことなどが反映したものである.都市地域ニエ消費人

口大というだけでなく，周辺にどのように人口が分

布しているかを具体的にみる必要があることを示

している.単に偲々の地域の条件を日常的な印象だ

けで見ると，誤った情報による直売所活動を提起す

ることにつながる可能性もある.

道路交通ネットワークのネックによる不利も，そ

の不利な地域であること自体を地域の自然環境と

関連付けて宣伝材料に使うということも可能にな

る.また，ここでは 120分範囲での道路交通ネット

ワークであるが，相対的に不利な交通条件をもっ地

域では，逆に 120分範鹿からさらに拡大させて，宿

ia滞在型の呼び込みを検討することなども活動展

注 7)120分続劉内地域の総人口をとった場合には，河内町が広

島市から福山市までを範翻とするので，広島県内ではもっとも

多い周辺消費人口を抱える地域となる.

注 8)広島風お好み焼きは;焼きそばあるいはうどん入りという

特徴があり，他の地域と際だった特徴があることも背景にある

開の一方策に位置づけられよう.

具体的な活動における立地条件の活用として見

る場合は，活動の内容，あり方によって，その判断，

評価が変わってくることにも留意しておく必要が

ある.たとえば，直売所が立地する地域が最も不利

な条件をもっD型であるとした場合でも，そのこと

自体で直売所活動を断念することに結びつけるこ

とは阜計である.相対的な不幸Ijは，対応が求められ

る条件として認識して，そのための対応策の確立と

いう課題を明白にすることが可能になる.立地条件

がどのようなものであるかを把握することと，それ

をどう活用するかは異なる課題になる.具体的な状

況のなかでこの条件を活かす方法，不利な場合にそ

れに対応する方法を，より実証的な調査とも組み合

わせて具体的に分析していくことが必要になろう.

たとえば，広島県の場合に興味深い事例として，

尾道市と世羅町がこの D 型に属していることがあ

る.実際の地域活動をみると尾道市は著名な観光地

であり，知名度はすでに全国的に確立していると

いってもよい.また世羅町は広島県内でも農業活動

の盛んな地域であり，直売所と一体となった代表的

な活動である観光農園は広島市，福山市，県外など

からの来訪者を対象として取り組まれており，周辺

消費人口や交通の条件をすでに活用する形で活動

は行われている.

以上では，人口・交通の立地条件のみで分析して

きたが，地域ごとに農業生産は多様で、ある.そのた

め，地域ごとの具体的な農業生産=生産量と分析範

囲の消費人口口消費量の組み合わせに加えて，生産

品目ごとの生産・消費の需給関係を地域消費の特徴

とも組み合わせながら活動をとらえることが有効

であると考えられる.たとえば近年広島県では広島

風お好み焼きについて，広島産キャベツを通年で利

用する試みが始められている.広島県における夏・

秋のキャベツ生産は気候的要因から技術的課題が

多いため，これまであまり注目されていなかったが，

お好み焼きのキャベツ使用量の多さと広島嵐お好

み焼きの地域性を結びつけ注 8) 広島産キャベツを

産地主主送，直売活動で利用することをキャベツ販売

の一つの柱にしようとする動きが広島県内で出て

いる.このような取組みは立地条件=広島県内人口

の規模と消費特性を結びつけるものであり，立地条

件をより活用するための取組みとして捉えること
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ができる.産売所活動における立地活用についても

同様の視点が有効であり，広島県内キャベツの産地

化の取組みは立地条件を踏まえたものとなってい

ることが指捕できる.

立地条件の把握と活用には，把握した条件を眼定

的に捉えるのではなく，地域の持つ多様な実態と結

びつけることで，その条件がもっ可能性を引き出す

ことが必要になるのである.

外国文献抄録

α/sヒドロラーゼファミ 1)一折畳みタンパク質をコードする non-yellow coloring 3の異常が

イネの葉の老化過濯において緑葉維持の表現裂を引き起こす

Mori ta， R" y， Sato， Y. Masuda，剖. Nishimura and M 
Kusaba 2009. Defect in non…yellow coloring 3， an a/b 

hydrolase…fold family protein， causes a stay-green 
phenotype during leaf senescence in rice. The Plant 

Journal. Jun. 12. 
クロロフィルの分解は老化の過穏において重要な現象

である葉の老化過稜においてクロロフィルータンパク質

複合体およびチラコイド膜の分解が必要である.葉の老化

過程において緑築を維持する変異体は stay-green変異体

として知られている.クロロフィル分解に異常がある非機

能型 stay-green変具体は，緑葉は維持されるが老化過程

における葉の機能は維持されない.本研究ではイネの新し

い stay-green変異体として nyc3について報告する.

s音黒培養条件化で nyc3は臼本務に比べてクロロフィル

aおよび bの含量は処渡期間中高く維持されるが，光化学

系Hの活性を示す Fv/Fmおよび膜イオン漏出を示す mS/cm
は， 日本晴と同じように減少した.このことから nyc3は

非機能型 stay-green変異体だと考えられた さらに，テ

トラピロール芸誌の Mg2+イオンを欠いたクロロフィルa誘導

体であるフェオフィチンが nyc3の老化した葉において少

量蓄積した. Stay green変異体 (sgr)はイネの非機能型

stay-green変異体である. nyc3は sgrと同様な表現型を

示したが，その程度は弱かった.葉の老化の最終ステージ

における nyc3sgr二重変異体のクロロフィル含量は sgr

と向じ程度であった.

連鎖解析により NYC3は第 6染色体のセントロメア近傍

に底上していた.セントロメア近傍は総換え価が低いため

に，その領域近傍における遺伝子の Map-basedcloningは，

非常に難しい.しかし，数百 kbの欠失を持つ電磁放射線

により誘導される変異体の対立遺伝一子を用いることによ

り， NYC3はプラスチドに局復し， esterase/lipaseモチー

フを持つ a/s ヒドロラーゼファミリー折畳みタンパク

質をコードしていることが分かつた

nyc3においてクロロフィル aおよび bの含量が高く維

持されたことから nyc3は Chlb還元静素および

chlorophy llaseの機能に影響を与えると考えられる.老

化過程での nyc3において pheophorbideaの醤積および

SGRの発現低下が見られなかった 一方， nyc3 sgr二重変

異体を用いた遺伝解析により， nyc3および sgrの緑葉維

持に関する表現型は同じ遺伝的経路の異常によるものだ

と考えられた.老化過程での nyc3において pheophytina 

が蓄積されたことから， pheophytin aは SGRタンパクの

機能を限Z察する機能があるかもしれない.あるいは NYC3
タンパクの機能欠損が SGRタンパクの機能を阻害するか

もしれない

自然に起こる老化では一部の葉において部分的な黄化

が見られた. nyc3におけるクロロフィル分解能力は弱い

ために，暗黒処理による念速な老化の誘導で、は影響が小さ

く，自然に起こる老化のように遅いものではクロロフィル

の分解がより強く見られたのかもしれない.これは SGRタ

ンパクの組審が不十分であるか，あるいはイネにおける

NYC3のホモログにより nyc3の機能欠損が補償されたかも

しれない 本研究ではおYC3の基質を明らかにすることは

できなかった. l¥TYC3の基質を特定することでクロロフィ

ル分解の制御がより明らかになるかもしれない.

(東京大学大学続農学生命科学研究科作物学研究室

野崎億泰)
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