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原著論文

水稲品種「あさひの夢」にみられるセジロウンカ殺卵反応の弱さとその遺伝的背景

中村 充1)・水上優子 1，3) ・加藤恭宏 1，4)・船生岳人口)・田島三郎お)・工藤 悟1)・加藤 満0・城田雅毅1)
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描要

愛知県では水稲品種「あさひの夢jにおいてセジロウンカの多発が確認されてきた.本研究はそ

の要因を解明するために，愛知県の奨励品種である「あさひの夢J，iコシヒカリ J，i祭り晴」のセ

ジロウンカに対する殺卵反応を調査した.その結果， iあさひの夢」は殺卵率が有意に低く，セジロ

ウンカの多発は殺卵反応、の弱さに起因していることが示唆された.次に，殺卵反応の弱さの由来を

明らかにするために， iあさひの夢Jの系譜上を中心とした 25品種・系統の殺卵反応を調査すると

ともに，殺卵反応の発現に必須である殺卵遺伝子 Ovcに近接する RFLPマーカ一分析を行った そ

の結果，インド型稲品種 iModanJと，その戻し交雑反復親「農林 8号」から「愛知 37号(青い空)J

まで続く系譜上のグループと， i京都旭」から「あさひの夢」まで続く系譜上のグループの殺卵反応

が弱いことが明らかとなった.特に後者は殺卵反応の弱い品種・系統が連続しており，そのほとん

どが殺卵遺伝子 Ovcを有しない iIR24Jと同じ即日マーカ一分析結果を示した. これらのことか

ら「あさひの夢」の殺卵反応が弱いのは殺卵遺伝子 Ovcを有さないためで、あると考えられ，それが

「京都旭J由来である可能性が示唆された.

キーワード

水稲，セジロウンカ，殺卵反応，殺卵遺伝子，系譜，品種・系統間差

緒雷

セジロウンカ Sogatellaルrcij告raは梅雨時期に海外から

飛来する水稲害虫であり，愛知県では水稲品種「あさひ

の夢」において特異的な多発が確認されてきた(愛知県

病害虫防除所 2002)，iあさひの夢」は「愛知 70号(あ

いちのかおり)Jを母， i愛知 56号(月の光)Jと「愛知

65号」の一代雑種を父として育成された品種で、ある， iあ

さひの夢Jは「愛知 56号(月の光)J由来の稲縞葉枯病

と穂いもち抵抗性を有し，玄米外観品質と食味に優れる

ことから，愛知県においては平成 9年に奨励品種に採用

され，平成 20年には 3080ha栽培されている(農林水産

省大臣官房統計部 2009)，しかし，愛知県尾張北部地域
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を中心にセジロウンカが多発生し，寅化や壊化となる他，

分げつ数の減少や稗の伸長抑制など，生育障害により減

収する事例が確認されてきた(愛知県病害虫防除所 2002)，

セジロウンカ個体群密度を低下させる作用としては，

吸汁を阻害することで抗寄生性や抗生性を発現する吸汁

阻害型抵抗性と，産下卵を産卵部伎の褐変により高率に

死亡させる殺卵型抵抗性(寒)112000)が報告されている.

前者はパキスタン等の南アジア北部の在来インディカ水

稲に偏在する形質であるが，ジャポニカ水稲には報告さ

れていない(寒)112000) 一方，後者は日本産ジャポニ

カ品種に普遍的に認められる誘導抵抗性であるとされて

いる(寒)IJ2000)， 

この殺卵反応については，殺卵活性をもっ安息香酸ベ

ンジルが産卵部位周辺の細胞間擦を満たす液浸化により

おき，卵が産卵後 2日以内に高率に死亡すること CSuzuki

et al， 1996， Seino et al， 1996，鈴木・清野 1997，寒)112007) 

や，イネの生育ステージに依存し，最高分げつ期に反応
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が最も高くなること(鈴木ら 1993)が明らかにされてい

る また， 日本型稲品種「あそみのり」とインド型稲品

種 rIR24Jの組換え自殖系統群を用いた QTL解析から，

殺卵反応に主要な QTLが第6染色体短腕部に検出された

こと (Yamasakiet al. 1999，山崎 ・安井 2002)や，近似

同質遺伝子系統群による詳細な分析の結果，この主要

QTLが殺卵遺伝子 0νcとして同定され，この遺伝子が殺

卵反応に必須であること (Yamasakiet al. 2003，山崎 ・安

井 2002)が報告されている.

本研究は「あさひの夢」とその系譜上にある品種 ・系

統についてこの殺卵反応調査と殺卵反応の発現に必須で

ある殺卵遺伝子 Ovcに近接する RFLP(R巴strictionFragment 

Length Polymorphism :制限酵素断片長多型)マーカ一分

析を行うことで， rあさひの夢」におけるセジロウンカ多

発要因とその由来を明らかにした.

材料および方法

試験 l 愛知県における水稲奨励品種の殺卵反応

「あさひの夢J，rコシヒカリ 」および「祭り晴」の幼苗

を育苗用ポリポッ ト(高さ 5CIl1 X口径 6cm)に l本植え

し，水稲育苗箱に各品種 l列 5個体ずつ 2反復配置した.

供試苗はガラス温室内に設置した寒冷紗のケージ内で生

育させた分げつ初期に(独)九州沖縄農業研究セ ンター

から分譲されたセジロウンカ(平成 II年に熊本県菊池郡

西合志町(現合志市)で採集)成虫が 100個体以上存在

するケージに育苗箱ごと移し 2日間産卵させた.放飼

後はセジロウンカを除いた供試株をケージ内で保管し， 4

日後に実体顕微鏡下で切開して，産卵数と眼点形成の有

無(図 1)を指標とした卵の死亡率を調べた.つまり，眼

点が形成された卵を生存卵 (図 l左)，眼点が形成されな

かった卵を死亡卵 (図 l右)と判定した.統計的検定は

ボンフエローニの多重比較法を用い， 比率は逆正弦変換

を施した値を検定した

試験 2.rあさひの夢」の系譜ょにある品種・系統の殺卵

反応

「あさひの夢」の系譜上にある 23品種・系統(図 3)と，

比較として殺卵遺伝子 Ovcを有する 「あそみのり 」と有

しないインド型稲品種 rlR24Jを供試した供試個体は

試験番号順にミノル式ポット育苗箱 (14X32穴)に l穴

おきに 8反復播種し， 60日間寒冷紗のケージ内で育苗し

たセジロウンカの接種と殺卵反応の調査は試験 lと同

様に行った.試験は2回行ったが，2回の試験聞の卵の

死亡率に統計的有意差が認められなかったため，両試験

の結果を合計し，試験 lと同様に比率に逆正弦変換を施

し，ポンフエローニの多重比較法で品種・系統聞の統計

的検定を行った.

試験 3 殺卵遺伝子 Ovcの近傍 RFLPマー力ーによる

「あさひの夢Jの系譜上にある品種・系統の分析

殺卵遺伝子 0νcに近接する RFLPマーカ ー RI954 (山

崎 ・安井 2002)を使用して試験 2と同様の 25品種 ・系

統のマーカ一分析を行った. DNAはイネのバルク成葉か

らCTAB法 (Murrayand Thompson 1980)で抽出した

4μgのDNAを制限酵素 EcoRIで消化し， 0.8%アガロー

スゲルでト電気泳動した後，プラスチャージナイロンメン

ブレン (GEヘルス ケアバイオサイエンス(株))に転写

した プロープとして RI954を用い， ECL Direct Nucleic 

Acid Labelling and Detection System (GEヘルスケアバイ

オサイエンス(株))によって多型の検出を行った.プ

ローフーのハイプリダイゼーション ・洗浄 ・蛍光シグナル

検出操作はそれぞれメーカー推奨の方法に準じて実施した

結果

試験 l 愛知県における水稲奨励品種の殺卵反応

株当たり平均産卵数には品種間で有意な差が認められ

なかった(表1).一方， 卵の死亡率は， rコシヒカリ 」と

「祭り晴」が 70%以上であったのに対し， rあさひの夢j

は 11.6%であり， rあさひの夢」の卵死亡率が 1%水準で

有意に低かった(表 1). 

試験 2. rあさひの夢Jの系譜上にある品種 ・系統の殺卵

反応

各供試品種 ・系統の卵死亡率を図 2vこ示した 比較品

図 1. 正常に発育したセジロウンカ産下卵(左)と殺卵反応による死亡卵 (右)
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表1. Iあさひの夢J，I祭り稽Jおよび「コシヒカリ Jのセジロウンカに対する殺卵反応

品種名 産卵数/株土標準偏差 卵死亡率(%)1株土標準偏差

あさひの夢

祭り楕

コシヒカリ

8.8土 7.0n.s 

20.5土18.1n.s 

13.5010 11.7 n.s 

11.6土13.3a') 

75.3土32.6b 

71.7士29.4b 

1)各品種間において 5%水準で有意義がないことを示す (Bonferroniの多重検定による)• 
2)同一英文字は 1%水準で有意差がないことを示す (Bonferroniの多蓑検定による)目

種の株当たり平均卵死亡率は殺卵遺伝子 Ovcを有する「あ

そみのり」が 74.7%，有しない IIR24Jが 11.1%であり，

0.1%水準で有意差が認められた(図 2).一方， Iあさひ

の夢Jの系譜上にある品種・系統の平均卵死亡率は， Iア

キニシキjの72.7%からインド型稲品種である IModanJ

の4.8%まで連続的であった. しかし，比較品種との検

定結果から， Iあそみのり」と有意差がなく IIR24Jと有

意差が認められる殺卵反応の強いグループと，その逆の

殺卵反応が弱いグループにほぼ二分された(図 2).殺卵

反応、の弱いグループは卵死亡率の低い頗に IModanJ，I関

東 79号J，I京都旭J，I愛知 37号(青い空)J， Iハツシ

モム「愛知 70号(あいちのかおり)J， Iあさひの夢J，1St 

No. 1J， I農林 8号J，I愛知 6号J，I愛知 65号Jであっ

た(図 2) これら殺卵反応の弱い品種・系統は「あさひ

の夢Jの系譜図上での椙互関係から， I京都旭jから「農

林 8号J，rハツシモJ，I愛知 70号(あいちのかおり)J，

「あさひの夢Jへとつながるグループと IModanJおよび

「農林 8号」から， IStNo.lj， r愛知 6号J，I愛知 37号

(青い空)Jへとつながるグループにニ分された(図 3)

「関東 79号Jと「愛知 65号Jは他の殺卵反応の弱い品種

からは系譜的に独立していた(岡 3). 

試験3.殺卵遺伝子 Ovcの近傍RFLPマー力ーによる「あ

さひの夢jの系譜上にある品種・系統の分析

RFLPマーカーによる分析結果を表2および図 3，4に

示す殺卵遺伝子 Ovcを有しない IIR24J型の多型(約

6kbのバンドが無いパターン)を示したのは「あさひの

夢Jの他， I京都j@J，IハツシモJ，I愛知 70号(あいち

のかおり)J， IModanJ， 1St No. lj， r愛知 6号J，I愛知

37号(青い空)Jで，全て殺卵反応の弱い品種・系統で

あった. I農林 8号Jは IIR24J型に近い多型を示したも

のの， Iあそみのり j型を示すバンドが極薄く認められた

(図 4).その他の品種・系統は殺卵遺伝子 Ovcを有する

「あそみのり j型の多型を示した.

考 察

愛知県では「あさひの夢」栽培地域で特異的にセジロ

ウンカの多発事例がたびたび、報告されてきたが，その要

因は明らかにされていなかった.そこで本研究ではまず

「あさひの夢」の殺卵反応を他の奨励品種である「祭り

晴」および「コシヒカリ」とともに検定した.その結果，

あそみのり

アキニシキ

名倉穣

北建103号

車山24号

晶系叩3(黄金靖)
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銭坊主
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40-11(喜蜂)
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StNo.1 
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愛知37号(青い空)

京都旭
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卵死亡率
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f g h i 

g h i 

80 100 
(弘)

関2 各品種・系統のセジロウンカに対する殺卵反応、

闘中のパーは S.E.を表示.

各品種・系統間において同一英文字は 5%水準で有意差が

ないことを示す (Bonft巴rroniの多重検定による)• 

「あさひの夢」は「祭り靖」および「コシヒカリ Jに比べ

有意に殺卵反応、が弱いことが明らかとなり， これがセジ

ロウンカの多発の一国となっていると考えられた.

さらに「あさひの夢」の殺卵反応の弱さの由来を検討

するために， Iあさひの夢」の系譜上にある品種・系統に

ついて殺卵反応を検定したところ，殺卵反応、の弱い品種・

系統が複数存在し，それらは「京都j@Jから「農林 8号J，

「ハツシモJ，I愛知 70号(あいちのかおり)J， Iあさひの

夢」へとつながるグループと IModanJおよび「農林 8号」

から IStNo.lj，I愛知 6号J，I愛知 37号(青い空)Jへ

とつながるグループに大別された中でも，前者のグ、ルー

プは系譜の発端である「京都旭」から「あさひの夢j ま

で切れ目無く殺卵反応の弱L、品種・系統がつながってい

た.このことから， Iあさひの夢」の殺卵反応の弱さは

「京都旭」に由来する可能性が高いと考えられる.

殺卵反応の弱いもう一方のグループのうち IModanJは

インド型稲品種で，イネ縞葉枯病抵抗性遺伝子Sかb-iの

供与親品種として日本型稲品種との交雑に用いられた.

このインド型稲品種との交雑によってセジロウンカに対
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亡二コ殺卵反応弱1)

* 肝LPマーカ一分析結果が rIR24J型

(*)RFLPマーカ一分析結果が rlR24J型
に近いがわずかに「あそみのり j裂の
バンドがみられる

関3. 1"あさひの夢J系諮図における殺卵反応が弱い品種・系統の相互関係

]) 1"あそみのり(殺卵反応強)J と有意、援があり， I"IR24 (殺卵反応;弱)J と有意差のない品緩・系統.

(kbp) 1 

6砂

5惨

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

図4. DNA制限酵素に EcoRI，プロープに R1954を用いた RFLP分析結果

「京都旭」から「あさひの夢Jまで連なる品種・系統のみを抜粋.

1. 1"あそみのり J2. I"IR24J 3. 1"あさひの夢J4. 1"愛知 70号(あいちのかおり)J 5. 1"ハツシ

モJ6. 1"東11124号J7. 1"農林8号J8. 1"名倉穏J9. 1"京都旭J10. 1"銀坊主J

fあそみのり j裂の多型は約 6kbにバンドのあるパターンを， I"IR24J型の多型は向位置にバン

ドの無いパターンを示す

する殺卵反応が喪失し，著しく感受性化する事例は多収

性飼料米品種(寒川I1991)や「むさしこがねJ (原・斉

藤 1984，高山ら 1984)でも報告されている.特に「むさ

しこがね」は本グループの IStNo.lj， I愛知 6号J，I愛

知 37号(青い空)J と同様にイネ縞葉枯病抵抗性遺伝子

Sかb-iを IModanJから導入した品種である.これらの事

例と同様に本グループ 3系統 (1StNo. lj， I愛知 6号J，

「愛知 37号(青い空)J)の殺卵反応が弱いのも IModanJ

由来である可能性も考えられる.ただし，この場合イネ

縞葉枯病抵抗姓遺伝子 Sかかiは第 11染色体長腕部にあ

り，第 6染色体にある殺卵遺伝子 Ovcとは座乗位置を異

にしており，殺卵反JZ;の弱さとの間に直接的な連鎖関係

はないと考えられる このことは IModanJに由来した

Sかかiを有する他の品種・系統「愛知 56号(月の光)Jや

「祭り精」が殺卵反応、を示していた(表 1，図 2，3) こと

からも支持される.一方，本グループのもう一つの起点

である「農林 8号」も殺卵反応、が弱かったことから，本

グループ 3系統の殺卵反応が弱い由来は「農林 8号J，さ

らにはその交配親である「京都旭」である可能性もある

このため本グ、ループ 3系統の殺卵反応の弱さの由来につ

いては，さらに検討を要する.

また，これらのグループとは独立して殺卵反応が弱かっ

た系統に「関東 79号Jと「愛知 65号Jがあった この

2品種は今回の供試品種・系統の中で特に出穏期が早く，

殺卵反応、の検定時に乳熟期に達していた(表 2).セジロ

ウンカに対する水稲の殺卵反応は最高分げつ期から出穂

期にかけてピークとなりそれ以降低下していく(鈴木ら

1993，清永・鈴木 1998) ことから，この 2品種は殺卵反

応が本来より弱く発現した可能性がある また「関東 79

号」は「コシヒカリ Jvこガンマ線照射で突然変異を誘導

した品種で、あり，ガンマ線照射が殺卵遺伝子になんらか

の影響を及ぼした可能性も示唆される.
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表 2.RFLP分析結果と殺卵反応の対応および殺卵反応調査時の発育時期

品種・系統名 RFLP分析結果 II 殺卵反応 2) 発育時期

あそみのり + 十 幼穂形成期

IR24 幼穂形成期

あさひの夢 穂:苧み賎

愛知 70号(あいちのかおり) 幼穂形成期

愛知 56号(月の光) 十 必ト 穂、苧み期

愛知 65号 + 手L熟期

ハツシモ 幼穂形成期

中部 17号(ミネアサヒ) + 十 出穂期

あ系 103(黄金晴) + 十 穂、李み期

愛知 37号(青い空) 穂苧み期

北陸 103号 十 十 穂、学み期

東山 24号 十 十 幼穏形成期

農林 8号 (-) 幼穂形成期

関東79号 + 手L熟期

40-11 (喜峰) 十 + 出穏期

日本晴 十 十 穏苧み期

愛知 6号 穂学み期

関東98号(ニホンマサリ) 十 + 幼穂形成期

アキニシキ + + 穂主主み期

名倉穂 十 + 幼穏形成期

京都旭 幼穏形成期

銀坊主 十 + 穂字み期

StNo.1 幼穂形成期

幸光 十 十 穂苧み期

Modan 穏苧み期

¥)DNA制限酵素にEcoRI，プロープに RI954を使用.+は「あそみのりJ型，ーはrrR24J
型， (ー)は fIR24J裂に近いがわずかに「あそみのりJ型のバンドがみられる多型
を示す.

2) は「あそみのり(殺卵反応強)Jと有意差があり， fIR24 (殺卵反応弱)Jと有意主主
のない品種・系統+はその逆の品稜・系統±はどちらとも有意差のない品種・系統

以上のように「あさひの夢Jの系譜上には殺卵反応、の

弱い品種系統が複数あることが確認された. この殺卵反

応、の発現には，殺卵遺伝子 Ovcが必須であり ，Ovcの存

在下で少なくとも 4個の QTLが殺卵反応を高める効果を

有する(山崎・安井 2002) ことが明らかになっている.

このため，殺卵反応に必須である Ovcに近接する RFLP

マーカーによる分析を行った.その結果， rあさひの夢」

の系譜上で殺卵反応の弱かった品種・系統のほとんど，

すなわち「あさひの夢j，r京都旭j，rハツシモj，r愛知

70号(あいちのかおり)j， rModanj， rSt No. 1J， r愛知

6号j，r愛知 37号(青い空)jは殺卵遺伝子 Ovcを有し

ない rIR24j型の多型を示し(表 2)，殺卵遺伝子 Ovcを

有していないと考えられた.r農林 8号」も殺卵反応が弱

かったが，遺伝子型は rIR24j型に近いもののわずかに

「あそみのり」型を示すバンドが認められた.この要因は

明らかでないが， r農林 8号」は殺卵反応が弱かったた

め，殺卵遺伝子 Ovcを有していないか，有していても塩

基配列に何らかの変異が生じ正常に機能していない可能

性が高く，今後詳細に遺伝子情報を調べる必要があると

考えられた.また殺卵反応は同様に弱かったものの，殺

卵遺伝子 Ovcを有する「あそみのり Jと同じ多型を示し

た系統は「関東 79号j，r愛知 65号」であったが， この

2系統は上述したように殺卵反応が本来の特性より弱く

評価されている可能性が高い.一方， r40・11(喜峰)jを

含め，殺卵反応が強かった品種・系統は全て殺卵遺伝子

Ovcを有する「あそみのりJと同じ多型を示し(表 2)， 

殺卵遺倍子 Ovcを有していると考えられた.これらのこ

とから， rあさひの夢Jの系譜の殺卵反応、の強弱は殺卵遺

伝子 Ovcに近傍な R1954をプロープとした RFLP分析の

遺伝子型でほぼ区別され，この違いが殺卵遺伝子 Ovcの

有無を含めた発現に影響を与えていると考えられた.

以上から， rあさひの夢」は一般的なB本型稲品種に比

べて殺卵反応が弱く，それは殺卵遺伝子 Ovcを持たない

ためであると考えられる.またその遺伝的由来は殺卵反

応の弱さとともに即日分析による遺伝子型が「あさひ

の夢Jと同じか近似な品種・系統を辿ると「京都旭」で

ある可能性が高いと考えられる.鈴木(1996) も「ホウ

ヨク Jと「ニシホマレJカミ「レイホウJと「ヒノヒカリ J

に比べ卵死亡率が有意に低いことを明らかにしており，

インド型稲品種の他に日本型稲品種でも殺卵反応の弱い

品種はわずかに報告されているが，今回日本型稲品種の

ルーツの一つである「京都旭Jとその後代の品種・系統
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の殺卵反応、が弱いことが明らかになったことにより，殺

卵反応の弱い日本型品種がさらに多く存在する可能性が

高いと考えられる. これまでこのような殺卵反応の弱い

日本型品種に関する報告が少なかった背景には， 日本型

品種が殺卵反応、を普遍的に示すと考えられてきたことか

ら，かえって殺卵反応が見過ごされてきた(寒川 2007)

ことや，殺卵反応、がセジロウンカの卵期にのみ作用し，

成虫の寄主選択や吸汁，蔵卵，産卵，および幼虫の発育

に対する抗生作用を持たないため(寒}112007)，セジロ

ウンカが異常飛来した場合には，殺卵抵抗性を有してい

ても，分げつ抑制や生育遅延に至ることがあることから

虫害抵抗性としての有効性が看過されてきた(寒JII2007) 

こともあると考えられる また，愛知県においては今回

殺卵反応の弱いことが明らかとなった品種のうち，iあい

ちのかおり Jは平成 15年くらいまで， rハツシモjは現

在も栽培されているが，セジロウンカの多発事例は「あ

さひの夢jに比べ少ない. この 2品種は愛知県における

中晩生品種で，多くの場合平生品種である「あさひの夢j

より遅く移植管理される.セジロウンカは止葉から数え

て第 6，7葉を産卵の対象として特異的に選好する(飯富

1995) などイネの生育状況により産卵数が異なることが

明らかとなっているため，殺卵反応の弱い品種であって

もセジロウンカの飛来時期とイネの生育状況のタイミン

グ等から，セジロウンカに産卵の対象として選好されな

いなどにより，多発につながらない場合もあると考えら

れる.しかし今回， rあさひの夢jにおけるセジロウンカ

の多発要因に殺卵反応の弱さがあることが明らかとなっ

たため，今後は，品種育成の面では従来から指摘されて

いるインド型稲品種から日本型稲品種へ有用形質を導入

する場合のみならず，殺卵反応が弱い日本型稲品種と交

雑して品種を育成する場合においても殺卵皮応の低下に

注意する必要があると考えられた.
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Low ovicidal response to the whitebacked planthopper in the Japanese rice variety 

‘Asahinoyume' and its progenitorial varieties 

Mitsuru Nakamura1)， Yuko Mi包zukamiド:しひ，3ベ3
and Masaki Shirota1り) 

1) Aichi Agric， Res. Ctr.， Nagakute-chou， Aichi-gun 480ぺ193，Japan

2) Department 01 Res.， Aichi・PrefCollege 01 Agric.， Nagakute-chou， Aichi“gun 480-1193， Japan 

3) Mount. Reg. Agric. Res. Inst， Aichi Agric. Res. Ctr.， Toyota 441-2513， Japan 

4) Department 01 Agric.， Aichi Pref College 01 Agric.， Okazaki 444司 0802，Japan

5) Chita Agric. Forestry and Fisheries Office， Handa 475-0903， Japan 

6) Amahigashi Agric. Cooperative， Tsushima 496-0005， Japan 

'Asahinoyume'， rice cultivar bred in Aichi Agricultural Research Center， has been damaged by whitebacked 

planthopper (WBPH) in Aichi prefecture for several years.‘Asahinoyume' showed significant1y lower・ovi鮒

cidal response against WBPH compared to ‘Koshihikari' and ‘Matsuribare'， suggesting that the susceptibility 

of ‘Asahinoyume' to WBPH was caused by a low ovicidal response. We also investigated the ovicidal 

response and RFLP analysis with RFLP marker R1954 c¥osely linked Ovc (Ovicidal gene) of25 varieties and 

germplasms on the pedigree of ‘Asahinoyumピ toc¥arifシthegenealogical c丘useof the susceptibility to 

WBPH. Consequently， two lineag巴 groupswere low ovicidal to WBPH， one was the breeding lines derived 

from crossing between ‘Modan' and 明 orin8'，and the other was the lines derived企om‘Kyotoasahi¥Mostof 

these varieties， including‘Asahinoyume¥showed the same RFLP analysis pa抗巴rnas‘IR24' without Ovc. The 

low ovicidal response to WBPH in ‘Asahinoyume' can be inherited from ‘Kyotoasahi' due to a series of low 

ovicidal varieties with the same RFLP analysis pa口ernas‘IR24' on th巴pedigree.

Key Words: Rice， Whit巴backedplanthopper， Ovicidal response， Ovicidal gen巴， Pedigree，Difference ofvariety. 
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