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1. はじめに

メンデルの遺伝法則が再発見されてから， 109年が経

過した. この間，遺伝学に裏付けられた科学的育種はす

さまじい勢いで進展し，イネやコムギの単位面積当たり

収量は 1900年当時の約 2.5倍にも上昇した.科学的育種

の成果は収量にとどまらず，適応性や各種ストレス耐性

の強化，品質・食味の向上にも及び，育種は農業生産に

かかわるもっとも重要な営みとして人間の生存基盤を支

えてきている.著者は，学生時代から 40年間，育種に役

立つ情報を提供したいと念じつつ，イネ， コムギ，ダイ

スを主材料として新たな有用遺伝子の探索・同定を目指

してきたが，育種に寄与する成果はほとんど出せないま

ま今日を迎えてしまった. このような著者に特集記事を

執筆する資格なぞないと思われるが， ここでは，イネに

焦点を絞り，これまで7こ行ってきた研究の一端を紹介し，

読者， とくにこれからの育種学を背負う若い研究者への

反面教師としての役割を果たしたいと考えている.

2. イネ有用遺伝子の探索・同定

ここでは，著者が研究対象としてきた種々のイネ形質

のうち， とくに重要と考えている出穂開花期，草丈およ

び収量性の 3形質について話を進めたい.これら形質は，

育種において絶えず念頭におかなければならない形質で

ある.

(1)出穂開花期遺伝子一一適応性の視点から

著者が，学生として京都大学育種学研究室の門を叩い

た当時(1969年)，同研究室では 1940年代より続くイネ

の出穂期に関する遺伝研究が盛んに行われていた. しか
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し，当時は，イネの出穂開花期にはあまり関心がなく，

「人為突然変異の効果的誘発法の解析とその育種的利用に

関する研究」を選択した.しかし突然変異の誘発と維

持を繰り返しているうちに，出穂期にかかわる誘発突然

変異がきわめて多様である(到穂日数 70~ 130日， 130 

日を過ぎても出穂しない変異体も出現)ことに気がつき，

なぜ、これだけの変異が生じるのかを解き明かしてみたい

と思うようになった.著者は，毎年 3 万~4 万個体の

イネを栽培してきた 真夏の出穂、調査(個体ごとに出穂

日を調査する)は心身にとってかなりの負担であったが，

やり終えた後の充実感はなにものにもかえがたいもので

あった.

イネの開花前発育相は， 日長に反応しない基本栄養成

長相と， これにつづく感光相，さらに日長に反応しない

花芽分化~開花迄相とに分けられ， 3番目の相の長さに

はほとんど遺伝的変異がない.そこで，北海道から台湾

にいたる各地域の代表的ジャポニカ品種の基本栄養成長

相の長さおよび感光性の強度を調べたところ，ジャポニ

カ品種は明瞭な 4つの生態型(北海道品種群，東北・北

陸品種群，関東以西品種群，台湾品種群)に大別され，

それぞれ基本栄養成長相短・感光性極弱，基本栄養成長

相やや長・感光性弱，基本栄養成長相やや短・感光性強

および基本栄養成長相極長・感光性弱の特徴を有してい

ることが明らかになった(谷坂ら 1992，Saito et al. 2009). 

このことは，出穂開花性(基本栄養成長相の長さと感光

性の強度)が品種の地域適応性を決定する重要な形質で

あることを示している.

出穂期に関する遺伝解析は，古くから盛んに行われて

きており，これまでに 30以上の遺伝子座が同定されてい

る.著者らは， 1970年代より，出穂期遺伝子El，E2お

よび E3に関する 8種類の遺伝子型系統 (EGO~ EG7， 

Yamagata et al. 1985， Okumoto and Tanisaka 1997， Ichitani 

et al. 1998a， Saito et al. 2007) と各地域の代表的なジャポ

ニカ品種との交雑後代を用いて，上記生態型を決定する
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重要遺伝子の分析を開始した. QTL解析法がまだ開発さ

れていない時代の量的形質の分析は効率が悪く， 目標を

達成するまでに約 20年の歳月を要してしまったが，何と

か，各生態型の成立上の鍵となった遺伝子を明らかにす

ることができた.すなわち，わが国の品種はすべて互にl

座に基本栄養成長相を短縮する機能型アレル Eflをもつ

のに対して，台湾品種は機能欠損型アレルの eflをもつ

こと，さらに，北海道以外の地域の品種の大半が El座

に機能型アレルをもつのに対して，北海道品種はすべて

機能欠損型アレル elをもつこと，東北・北陸品種の多く

がSel座に se1をもつのに対して，関東以西品種はすべ

てSelをもつこと，関東以西品種聞にみられる出穂、期の

早晩はE2およびE3座の遺伝子型によって決定されるこ

となどを明らかにした(Ichitaniet al. 1997， 1998b， Inoue et 

al. 1998，奥本ら 1991，1992a， 1992b， Okumoto et al. 1996)ー

イネは，元来，湿潤温暖な低緯度地方に起源する短日

植物である. このような特性をもっイネが高緯度に位置

する冷涼な北海道(北緯 42~ 45度)でなぜ商業栽培で

きるようになったのか.著者は，中学の社会の授業で「寒

さに強いイネを作ったからj と習ったが，育種研究を始

めてから，これが大きな誤りであることに気がついた

冷涼な北海道では 7月初旬から中旬にかけて花芽分化

しないと，登熟期が 9月中旬以降にずれ込み，低温障害

が発生する. しかし 7月初旬から中旬の北海道の日長

はイネにとっては超長日条件の 15~ 16時間である. し

たがって，感光性(短目性)の強い品種は，花芽を分化

することができず，収穫が皆無となる 北海道で商業稲

作ができるようになったのは，基本栄養成長相が短く日

長反応性がきわめて弱い品種の育成に成功したからにほ

かならない.既述のように，北海道品種はすべて強感光

性遺伝子座の El (=Ghd7)座に elをもっ(Ichitaniet al 

1998b， Okumoto et al. 1996) が，他地域品種の大半は引

をもっ.一方，El座と同様に，強感光性遺伝子座として

同定された Sel (=HdJ)座に関しては，機能型アレルを

もっ品種と欠損型アレルをもっ品種とが存在し Clchitani

et al. 1997)，北海道品種の極弱感光性の獲得には elが重

要な役割を果たしていることが明らかにされた.著者ら

は，最近，北海道品種に分布する εlアレルには 2種類あ

り，ひとつは日本晴アレル (EJ)に対する l塩基置換型，

一方は転写調節領域へのレトロトランスポゾン挿入型で

あることを見出している.ただし，elをもっ品種・系統

のなかにはある程度の感光性をもつものもあり，北海道

品種の極弱感光性は elの効果だけでは説明できない.他

の要因の探索が必要である.

(2) 出穂開花期遺伝子一一新規遺伝子開発の視点から

シロイヌナズナでは，開花に至る遺伝経路，すなわち，

日長反応経路， 自律経路，春化経路およびジベレリン経

路の存在が明らかにされ，各経路における遺伝子発現の

カスケードの解明も進んでいる.一般に， 自然界に現存

谷坂

する生態型は，重要遺伝子の多くを共通にもつことから，

生態型聞の交雑ではこれら遺伝子の分離が観察されない

ことが多い. このため，シロイネナズナでは，人為的に

重要遺伝子を破壊した人為突然変異体を主要材料として，

開花経路の解明が行われている. しかし，イネの場合，

誘発突然変異の作出に労力と時聞がかかるため，誘発突

然変異の利用が遅れ，開花経路の解明はあまり進んでい

ない 著者は，長期にわたって各種出穏期突然変異系統

を育成し，そのなかからイネの開花経路の解明のみなら

ず実際の育種の場で、役立つ新規出穂期遺伝子の探索を

行ってきた 以下に，その例をあげる.

まず，品種銀坊主へのガンマ線種子照射によって誘発

された晩生突然変異系統HS169はきわめて長い基本栄養

成長相をもっ.分析の結果， この長い基本栄養成長相は

瓦β(=EhdJ)座に生じた突然変異遺伝子 efl-hによるこ

とが明らかになった(Ichitaniet al. 2002， Nishida et al 

2002) .台湾品種台中 65号に見出された eflは漏出変異

であるが，可fl-hは機能を完全に喪失しており ，eflより

1週間ほど基本栄養成長相を長くする.また，析は，イ

ンディカ品種および台湾以外のジャポニカ品種には存在

しないことから，日本品種聞の交雑(神カ×亀治)によっ

て台湾に適応する品種を育成する過程で生じた自然突然

変異遺伝子であると推定された (Saitoet al. 2009). 銀坊

主から同様の方法で作出された晩生突然変異系統HS276

の長い基本栄養成長相は 染色体 6の短腕に座乗する突

然変異遺伝子 ej7によるものであり ，ej7は既知の劣性ア

レルと比べて機能の低下が顕著であることが判明した

(Yuanetal.2009). これらの例から分かるように，ガン

マ線によって誘発される突然変異遺伝子の多くは，機能

を完全に失っており， したがって，開花経路の解明にき

わめて有効な材料となる.なお，イネの生育期間全般に

わたって短日条件下にある低緯度地方では，感光性がき

わめて弱く，基本栄養成長相の長い品種の育成が重要な

育種プログラムのひとつとなっている インディカには

存在しない efl，それより基本栄養成長相を長くする efl-

h，さらに ej7はこのような低緯度地方のインディカ育種

にきわめて有用であると考える.

(3) 出穂開花期遺伝子一一一基本栄養成長相の推定

基本栄養成長相の遺伝分析は 感光性の効果を取り除

いた短日条件下で行う必要がある 花芽分化から出穂開

花期までの期間には大きな遺伝的変異はなく，基本栄養

成長相の長さの個体間比較は，短日条件下における到穂

日数によって行うことができる. しかし基本栄養成長

相の長さの正確な推定には，短日条件下で栽培したイネ

における花芽分化の日を顕微鏡観察によって確認しなけ

ればならず， これには多大の労力が必要である.著者ら

は，長日および短日条件に置いたイネのポットを 2~3

日おきに数ポットずつそれぞれ短日および長日条件下へ

移動させ，それらのポットの移動日と到穂日数をもとに

a園田・
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基本栄養成長相の長さを推定している (Nishidaet al. 

2001) この方法は，顕微鏡観察が不要な簡便かつ正確な

推定法である.

(4)草丈

半震性イネ品種 IR8およびメキシコ系半震性コムギ品

種群の育成によって，第二次世界大戦後約 20年間続いた

食料不足が回避された. しかし，その後の半媛性に関す

る遺伝研究により， IR8のd47，レイメイの d49および

Calrose76の sdlが同一遺信子座のアレルである(後に

Rice Genetics Cooperativeがこれら遺伝子を sdlに統一)こ

と，一方，コムギの有用半壊性遺伝子も Rht1およびRht2

に限られていることが明らかにされ，新たな有用半壊性

遺伝子の開発の必要性が強く指摘されるようになった.

このような状況のなか，国際原子力機関(IAEA) と世界

食糧農業機構 (FAO)は， I誘発突然変異の利用による主

要作物の有用半擾性遺伝子の開発」と題する国際共同研

究(1981~ 1985年)を立ち上げ，著者もこの共同研究

へ参加することになった.研究のために多数の草丈変異

体を誘発・収集し，新たな有用半鐘性遺伝子の検出を試

みたが， QTL解析法が開発されていない当時の草丈分析

は予想外に難しく期待した成巣はほとんど得られなかっ

た.唯一有望と思われたコシヒカリのガンマ線誘発突然

変異系統北陸 100号から見出した d60も，配偶子致死遺

伝子galとの補足作用によって配偶子致死を引き起こし，

しかも，galはインディカ，ジャポニカを関わず世界の

大半のイネ品種に分布することから，育種の場では使い

にくい遺伝子であると考えざるをえなかった(谷坂ら

1990) .ただし北陸 100号はD60座のみならず gal座に

も変異を起こしており，この系統を片親として用いれば，

優良半嬢性個体を獲得できないことはない.品種銀坊主

から誘発した半媛性突然、変異系統 HS90は，Sdl座の劣

性突然変異系統である. HS90は原品種銀坊主由来の半

壊性遺伝子 sd9をあわせもち 草丈が通常の半壊性品種

よりかなり低いが，収量は原品種と遜飽ない (Tanisaka

et al. 1994).また，Sdl座の大きな特徴としてヘテロ接合

体が中間親に近い草丈になり， これが現在の半媛性品種

とほぼ同じ草丈になる.ハイブリッドライスは，一般に

草丈が高く倒伏しやすいことが問題となっているが，

sdlsdlsd9sd9を種子親とし，SdlSdlSd9Sd9を花粉親とす

れば，半優性品種並みの草丈をもっ倒伏に強い一代雑種

が獲得される

日本の半壊性育種は，世界に先駆けて， 1940年代より

開始された. これは，わが国の優れたイネ育種を示す一

事例でもある.著者は， 日本品種のなかに sdlとは異な

る有用半媛性遺伝子が存在する可能性があると考え，新

!日あわせて約 70品種の草丈に関する遺伝分析を行った.

その結果，sd9と命名した半壊性遺伝子が日本の品種の

なかに驚くべき広がりをもって分布していることが明ら

かになった.sd9は，震性化作用が約 25%であり ，sdlの

約 30%より若干小さく，また，耐倒伏性に寄与する効果

も小さいが， 日本品種の成立に重要な役割を果たしてき

たことは紛れもない事実である. 日本には sdlをもっ品

種が少ない. これは sd9があり，あえて sdlを利用する

必要がなかった(ない)ことを物語っている

(5)多収性を付与する直立穂遺伝子

1900年以来，順調に上昇を続けてきたイネの単位面積

当たり収量は， 1980年代に入って頭打ちになり，これ以

上の増収は期待できない状況になっている.ただし半

震性遺伝子に頼った従来型の育種を続けるかぎりである.

近年，中国で開発された超多収ジャポニカ品種は， I稔っ

ても頭を垂れない稲穂、かな」の表現がふさわしい直立穂、

をもっ品種である.太く硬い茎， 200を超す種子の数，さ

らに高い種子密度も大きな特徴である(図1) 最初の直

立穂、型品種は，イタリアのジャポニカ品種 Balillaを遺伝

資源として中国洛陽農業大学で開発されたが， 1996年よ

り中国で始まった「スーパーライス育種計画Jのなかで

さらに改良が加えられ，現在までに， 10アールあたりの

玄米収量が 1トンを越す水準にまでなっている.遼寧省

の観光案内版の真ん中にこの直立穂のイネが描かれてい

るのをみたことがある. これは直立穂型品種のインパク

トの大きさを象徴するものとして，今でも鮮明に記憶し

ている. 2000年以降，直立穂型品種の作付面積は，ジャ

ポニカの栽培地域である中国東北部(遼寧省，吉林省，

黒龍江省など)で拡大し，現在ではこの地域の水田の 70%

以上が直立穂型品種で占められている.著者ら (Wanget 

al.2009)は，この直立穂が染色体 9の長腕上の優性遺伝

子EPに支配されていること，およびEP座に関する同質

遺伝子系統を用いた実験により ，EPが主にニ次校梗の数

とそこへの着粒数を顕著に増やすことによって，収量を

約1.2~ 1.5倍にする効果をもつことを明らかにした.直

立穂型品種は，バイオマスが大きく，草丈は通常の半嬢

函 1. ジャポニカ栽培地域である中国東北部で栽培面積を増

やす直立穂型品積 中国では，インディカやハイブリッ

ドライスでの利用が始まりつつある.
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性品種よりかなり長いが，手早はきわめて太くて倒伏しな

い.中国では，EP遺伝子のインディカへの導入，あるい

はハイブリッド品種での利用が進められているという.

世界の食料事情を好転させるたの画期的な収量増が期待

される

3. トランスポゾンMITEによるゲノム多様化機構

の解明

1992年に BureauとWess1erは，トウモロコシにおける

配列解析から両端部にトランスポゾン様配列をもっ奇妙

に小さい DNA断片を見出し，これを MITE(miniature 

inverted-repeat transposable e1ements) と命名した. MITE 

は， 600 bp以下の小さな断片で，その両端にはトランス

ポゾン特有の末端逆方向反復配列(termina1inverted repeats; 

TIR)をもち，さらに，その挿入筒所には TAまたは TAA

などの標的部位重複配列 (targetsite duplication; TSD)を

配している. TIRはトランスボゾンが転移する擦に転移

酵素が特異的に結合する重要な部分であり，標的部位重

複配列はトランスポゾンの挿入時に起こる切断が修復さ

れることによって生じる配列である.このため， MITEは

転移因子の一つであると考えられていたものの，その転

移は最近まで確認されておらず，すでに化石化した転移

因子であるとも考えられていた しかし， 2003年 1月に

著者らのグループを含む 3グループによって， MITEは

今なお転移を続けるトランスポゾンであることが明らか

にされた. MITEはすべての動植物のゲノム内に莫大な

数で存在する. レトロトランスポゾンと比較して，ゲノ

ムを構成する割合こそ大きくないが， コピー数では他の

転移因子をはるかに凌駕し，数千コピーに達するファミ

リーも多種類存在する(イネでは，約 9万種類のファミ

ワーが存在する).このため， MITEは，生物のゲノムの

多様化，遺伝子の改変と創出などに強くかかわってきた

と考えられている (Okiet al. 2008). 

ここでは，著者らが MITEの可動を証明した経緯を紹

介するとともに，その後明らかにすることができた MITE

のゲノム内での挙動について述べてみたい

(I) MITEの可動の証明

イネ品種銀坊主から誘発された突然変異系統IM294の

細籾性は， 1遺{云子劣性突然変異であるにもかかわらず，

自殖をくりかえしても闇定せず，毎世代若干数の正常籾

個体(復帰突然変異体)，あるいは正常籾穂、と細籾穂から

なる個体および正常籾と細籾とからなるキメラ穂をもっ

個体を分離する(国 2) (Teraishi et al. 1999). 著者らは，

このような細籾突然変異の易変性がトウモロコシの種皮

色やアサガオの花弁の斑入りと同様に，縮籾の原因遺伝

子にトランスポゾンが挿入されており， これが切り出さ

れて他のゲノムサイトへ転移すると，正常籾に復帰する

と考え，これを証明するための研究を 1990年代の前半よ

谷坂

図2. 銀坊主のガンマ線照射によって誘発された細籾突然、変

異系統内で分離・出現する籾君主キメラ穂.Rurml!主に挿

入されていたトランスポゾン mPingがlE確に切り出さ

れ，他のゲノムサイトへ転移すると，細籾 (S)が正常籾

(N) に復帰する.

り開始した.当時は，すでに RFLPマーカーの開発が進

んでおり，まず， RFLPを用いて細籾遺{云子の領域を狭

めようとした. しかし，ジャポニカ品種聞には RFLPが

ほとんどなく，また RFLPの多いインディカ品種との交

雑後代では IM294由来の細籾性とインディカ由来の細籾

性とが区別できないことから，まず， トリソミック分析

と表現型マーカーを用いて細籾遺伝子の候補領域を決め

た後，その候補領域の周辺に Kasalath由来の染色体領域

をもち，ジャポニカタイプの籾型をもっ系統を育成した.

ょうやく得られた希望型系統と IM294との交雑後代を用

いて RFLP分析を行ったものの，当時の即日マーカ一

地図はまだ粗く，候補領域の絞込みは約 6cMの範囲にと

どまってしまった (Teraishiet al. 1998). さらに絞り込む

方法を模索していたところ，農業生物資源研究所の虞近

洋彦博土が救いの手を差し伸べてくれた.酵母の人工染

色体クローンを用いて候補領域の絞り込みを行うとのこ

とであった.絞り込みはうまくいき，細籾遺伝子の領域

をYACクローン Yl774とY3356との間の 280kb以内に

挟み込むことができた. (Teraishi et al. 2001). この頃に

なると，イネゲノムの塩基配列情報が利用できるように

なり，研究は一気に進み， cDNAクローンの R430が細籾

遺伝子座の野生型アレルの有力候補として浮かび上がっ
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てきた.そこで，銀坊主と IM294との間で R430の塩基

配列を比較したところ， IM294には 430bpのMITE配列

が挿入されていることが判明した (Nakazakiet al. 2003). 

この野生型遺伝子は，アミノ酸配列において酵母の研m1

(Ubiquitin-related modifier 1)遺伝子と 41%の相同性を示

したことから，Rurm1 (Rice ubiquitin-related modifier 1)と

命名し，この遺伝子に挿入されていた阻TE配列を mPing

とよぶことにした.ここで，籾型と Rurm1座の遺伝子型

とが完全に一致しなければ，mPingが可動するという証

明にはならない.そこで，まず，mPingの切り出しが行

われたにもかかわらず細籾を示す数個体のRurm1座の塩

基配列を調べたところ，切り出しの証拠となるフットプ

リントの存在が確認された.すなわち，mPingの切り出

しが不正確であったために，Rurm1座の機能が回復せず，

正常籾に復帰しないことが確認されたのである.つづい

て，ヘテロ型の復帰突然変異体の後代を多数養成し，籾

型と Rurm1座の遺伝子型とが完全に一致することを確認

し，mPingがゲノム内を転移するトランスポゾンである

と結論した.すなわち，あるゲノムサイトにあった mPing

がガンマ線照射によって切り出され，Rur・m1遺伝子の第

4エキソンに挿入された結果，細籾突然変異が誘発され，

mPingが正確に切り出されるとE常籾に復帰するという

仮説が実証できたのである (Nakazakiet al. 2003). 研究

の開始当初は，トウモロコシの AcやDsのような数kbの

トランスポゾンが関与していると予想しており， MITE 

の可動を，動植物を通じて初めて証明することになると

は夢にも思っていなかった. I幸運」であった. しかし，

時を同じくして，米国ジョージア大学の Wessler博士の

グループと東京大学の平野博之博士のグループがそれぞ

れ細胞培養および蔚培養によって mPingが可動すること

を発見していた.幸い， これら 2グループに先を越され

ることなく，同じ雑誌の同じ号に論文として公表できた

が，このとき「結果が出たらすぐに論文に」を決して忘

れてはならないと思った.

品種目本晴のゲノム配列をみると，mPingとTIRを共

有し内部に 2つの推定 ORFを有する大きな DNA断片が

存在することがわかる.この断片がPing(5341 bp)およ

びPong(5166 bp)である Pingの両端は mPingときわ

めて相向性が高く ，mPingはPingの内部欠失から生じた

可能性が高い.一方，PongはTIRの配列を共有している

が，その内部配列に関しては mPingと相同性が低く， 2 

個の推定 ORFに関しでも Pingと配列が異なっている.

ORF1の機能は明らかではないが，myb様転写因子と低

い相同性を有する DNA結合ドメインをもっ. ORF2は真

核生物に広く分布している転移酵素に共通する DDEモ

チーフをもっている.著者らのこれまでの研究によると，

PingおよびPongのいずれもが mPingの転移に必要な転

移酵素を供給している可能性が高い.

(2) mPingの爆発的増幅

既述のように，ゲノム内には多種類の MITEファミリー

が存在するが，同一ファミリーに属する MITE聞の相同

性はかなり高い.このことは， MITEのゲノム内での増

幅がその内部に突然変異が生じる以前のごく短期間に爆

発的に行われた可能性のあることを示している.しかし

ゲノム内には MITEの自律性因子に相当する配列が見当

たらないことが多く， MITEの増幅機構は依然として明

らかにされていない.転移因子は， コピー数が増えると

その配列がメチル化されることが知られている. メチル

化や RNAiは生物が異種 DNA断片の増幅を抑制するた

めの機構であるとされており，転移因子のコピー数の増

幅は高々数十個程度で停止する. したがって， MITEが

どのようにして転移因子の増幅抑制を回避し，ゲノム中

に莫大な数のコピーを増やすことができたのかは大きな

謎として残されている.

日本晴の配列データによると，mPingのコピー数は 51

である. 日本で広く栽培されているイネ品種の多くは，

日本晴とほぼ同数のコピーをもっ. しかし，低緯度地域

で栽培されている熱帯ジャポニカ品種やインディカ品種

は，コピーが少なく 10数個程度，さらにそれらの祖先野

生種 Oryzarufipogonもo~ 30個程度である (Karkietal. 

2009). したがって，mPingは，イネの栽培化以前にすで

にゲノム内に存在しており，栽培化やインディカ・ジヤ

ボニカへの分化の過程で、そのコピー数を増やしてきたよ

うである. ところが，著者らが細籾突然変異系統の親品

種である銀坊主の mPingコピー数をトランスポゾン・ディ

スプレイ法によって調べたところ，その数は日本晴より

はるかに多く， 1163コピーにも達していることが明らか

になった (Naitoet al. 2006).また，銀坊主系品種群(・・

銀坊主と名がつく品種)および愛国系品種群(・…・・愛国

と名がつく品種)の mPingコピー数を調査したところ，

これら品種は 800以上のものと日本晴と同程度かそれ以

下のものとに層別され，さらに，mPingの挿入箇所が品

種間で必ずしも一致しなかった.これらのことから，

mPingの爆発的な増幅はそれぞれの品種のゲノム内で進

んだ可能性がきわめて高いと推察した.すなわち，mPing 

の増幅はイネの栽培化以前，すなわち一万年以上も前に

始まったが，銀坊主にみられるような急激な大量増幅は

ごく最近であったと考えている.

既述のように，mPingのコピー数に関しては， 50程度

の品種と 800以上の品種とがあり，中間のコピー数を示

す品種は見いだせなかった このことは，mPingも多く

のトランスポゾンと同様に増幅を開始した時点で、いった

んは転移の抑制を受けること，すなわち mPingの大量増

幅を制限する機構が存在することを示すとともに，コピー

数が 800を超す品種では，その抑制機構が何らかの原因

によって解除され，次に他の有効な抑制機構が構築され

るまで転移・増幅を続ける可能性のあることを示してい

る.著者らは現在，mPingの増幅が抑制されている日本
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晴と抑制が解除されている銀坊主との交雑後代を利用し，

抑制解除の機構を探ろうとしている なお，mPingのコ

ピー数が多い品種では mPingが l個体， 1世代当り約 40

個の頻度で増幅している

(3)遺伝子発現への効果

MITEは，真核ゲノムのかなりの部分を占めており，遺

伝子およびゲノムの進化に大きくかかわっている.宿主

ゲノムが数百あるいは数千もの転移因子の爆発的増幅を

いかにして乗り切ってきたのか，興味のあるところでは

ある.しかし自然界における転移因子の爆発的増幅は

通常はきわめてまれな事象であることから， リアルタイ

ムでの観察は困難であり，その理由はいまだに明らかに

されていない.著者らは，mPingのコピー数が爆発的に

増幅しているイネ品種を用いることによって，その理由

が明らかにできると考え，それらイネ 24個体の mPingの

挿入部位 1，664箇所を特定するとともに，比較マイクロ

アレイ分析によって mPing挿入が遺伝子 710個の発現に

与える影響を調査した.その結果，mPingは，多くの場

合，エキソンへの挿入を回避し 5'隣接配列に挿入され

やすいこと，また，この事実を反映して，大多数の mPing

挿入が遺伝子の転写活性を高めるか，ほとんど影響を与

えないことが明らかになった (Naito et al. 2009) .さらに，

コピー数の多い品種と少ない日本晴に低温 WC) およ

び塩ストレスを与えた結果，転写調節領域に mPing挿入

をもっストレス応答遺伝子(コピー数の多い品種)が，

もたない同じ遺伝子(コピー数の少ない日本晴)と比べ

て転写量が高くなること，加えて，この mPing挿入が隣

接するストレス応答遺伝子にもストレス誘導性を与えて

新しい調節ネットワークを形成することが明らかになっ

た. これらの結果は，ゲノムの再構成および遺伝子の調

節に対する転移因子およびそのほかの反復配列の関与に

関して以前に提唱された「転移因子のゲノムショックモ

デル」に根拠を与えると同時に，宿主ゲノムが数百ある

いは数千もの転移因子の爆発的増幅を乗り切れる理由を

示すものと考えている.

転移因子は環境ストレスを受けたときに転移が激しく

なり，進化もまた環境に大きな変化があったときに進行

する.銀坊主を含む一部の品種では，大きな環境ストレ

スを受けた時のように，mPingの爆発的増幅が続いてお

り，これによって，ストレスに応答する能力を mPingの

転写調節領域への挿入という形で獲得したのではないか

と思われる.適応進化のリアルタイム観察かもしれない.

(4) mPingSCARマー力一の開発

分子マーカーの開発により，農業上重要な遺伝子のマッ

ピングおよび単離が比較的容易に行えるようになった.

しかし，遺伝的背景が類似した遺伝子型間で、は，利用可

能な分子マーカーの獲得が困難であった.著者らは，品

種銀坊主と日本晴との聞にmPingのコピー数に関して大

谷坂

きな違いがあることに注目し，銀坊主と日本晴聞の交雑

後代を用いて，mPing挿入サイト多型に基づく PCRマー

カーの作出を試みた (Mondenet al. 2009) 作出した 183

のマーカーのうち 150が銀坊主と日本晴間で多型を示し，

これらはイネゲノムの遺伝子領域に均等に分布していた.

他のマーカ-661個について銀坊主と日本晴聞の多型を

調査したところ， 46"ーカーで多型が認められた他マー

カー (46) を加えた計 196マーカーと銀坊主と日本晴の

交雑に由来する組換え自殖系統を用いて出穂期と稗長に

関する QTL解析を行ったところ，出穂期に関しては既知

の，稗長に関しては新規の QTLを見出すことができた.

梓長や収量のような量的形質の遺伝分析には，遺伝的背

景の影響を受けない交雑組合せを用いるほうが効率的で

ある 開発した mPingSCARマーカーは，遺伝的背景が

酷似した品種どうしの交雑後代を用いた遺伝解析に利用

可能であることから，ジャポニカの遺伝分析に勧めたい

マーカーである.著者らは，現在，mPingSCARマーカー

の数を増やす(1，000マーカーの作出が見込まれる)とと

もに， これを用いて銀坊主に誘発された多数の突然変異

遺伝子のマッピングを行っている.

おわりに

著者は， これまで圃場を主な研究の場としてきた.交

配によって作出した材料や突然変異原処理によって誘発

した突然変異体を大量に圃場栽培し， 目的とする研究を

行ってきたが，同時に近い将来，有効な材料となるかも

知れない植物材料の養成にも努めてきた. この‘かもし

れない'材料の養成は，大変な労力と時聞がかかり，ほ

とんどの研究者があまり見向きもしない仕事であるが，

あえてこれに挑戦しその結果‘かもしれない'を用い

て， MITEの可動を証明し，多くの有用遺伝子と出会う

ことができた.苦労が報われたと思うと同時に，育種学

を含む植物科学では，材料の育成が大切であることを改

めて伝えていきたいと考えている
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