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短報

マツノザイセンチュウ接種検定後の抵抗性クロマツ自然交配家系の生存率と

接種前後の期間および開花期間の降水の関係

倉本哲嗣*.1・平岡裕一郎2 大平峰子1・詞持政員。3 藤 i宰義武2

マツノザイセンチュウ接種後の生存不の年次変動の原図を明らかにするため，マツノザイセンチュウ抵抗性クロマツ自然交

配家系 1B支系に対する接種検定後の生存率について 8年間の結果を検討した。その結果，生存率は接種後8週間ならびに接

種前後 21日間の降水量との問に相関関係は認められなかった。しかし，解析の対象とした 11自然交配署長系のうち 7家系で，

その家系が受粉した年のIJfJ:IE1切の降水没が少ないほとa統計ー的に有意に依存率が潟かった。よって，開花期の降水長の迷いに

よってもたらされる花粉の飛散状況の途いが，抵抗性クロマツ自然交配家系に対する接種検定の年次変動を生じさせる原因の

一つである可能性が高いと予想された。
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1.はじめに

現在の九州地方におけるマツノザイセンチュウ抵抗性ク

ロマツ直の生産は，マツノザイセンチュウ接種検定(以後，

接種検定とする)を行い，その結果生き残った健全な個体

を出荷するという方法で生産されている(以後，このよう

に生産される苗を，検定済み抵抗性クロマツ苗とする)。

これは，一定レベルの抵抗性を確保することを目的として

いるが，年により生存率が変動することが知られている。

これに関して，戸田 (1997) は接種目の前後初日開の計

20日開の降水量が生存率に影響すると報告している。ま

たクロマツの近縁種であるアカマツでは，接種後 40日間

のi浄水量ーが健全率に影響することが推測されている(戸

田ら， 1992)。一方接種検定後の生存率は，議種後の降水

に影響されないとした報告があること(倉本ら， 2005)， 

年によって生存率と接種後初日の降水量開に相関性がみ

られる(吉間， 2006) とした報告があることから，現段階

では降水量が生存率に与える影響について明確な結論が得

場迷絡先者:者(Correspondingauthor) E拘mail:noIikura@affrc.go必

られていなし、。接種検定の結果が検定前後の降水量‘によっ

て変動するならば，検定済み抵抗性クロマツ苗そのものの

もつ遺伝的な能力ではなく，環境条件によってたまたま合

格した備体が出荷されてしまうおそれがある。よって，検

定済み抵抗性クロマツ苗の品質保証のために，接種後の降

水量が接種検定後の生存率に与える影響について明らかに

する必要がある。

一方，罪捜圏産の抵抗性クロマツである田辺ク-54の自

然交配家系では，その花粉親の寄与がDNAマーカーによっ

て推定されており (Gotoet al.， 2002 ;宮原ら， 2002 ;倉本

ら， 2004)，それらの報告に示されているデータを比較す

ると，同じ採種間からの荷でも採種した年によって花粉親

の構成比率が異なっている。また，抵抗性クロマツ人工交

配家系では，その交配組み合わせによって抵抗性が異なる

こと(倉本ら， 2008)，人工交配家系に対して行った 2004年，

2005年および2006年の接種検定の結果では，生存率の変

動がみられず，接種検定結果がほぼ遺括的要因によって支

配されていること(倉本ら， 2007)が報告されている。こ
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れらの報告から，自然交配家系に対する接犠検定の結果が

年ごとに異なる原田のーっとして 花粉親の構成比家が年

によって異なるためと考えられる。

ところで，樹木花粉の飛散に関して，スギでは，相対湿

度や降水量といった気象条件によって花粉の飛散状況が異

なっているという報告がある(高坂， 1988)。また， ミズ

ナラの結実率は，開花期の降水による花粉飛散抑制の有無

によって左布されることが報告されている(倉本， 1996)。

抵抗性クロマツ採韓関においても問様に，開花期間の降水

が花粉飛散に影響しているならば，抵抗性クロマツの自然

交配家系における花粉親の構成比率に変化が生じ，結来的

に接種検定後の生存ー率の変動に何らかの影響を与えている

可能性が考えられる。

そこで本報告では，検定済み抵抗性クロマツの菌の品賞

保証のための基礎博報を得るため，抵抗性クロマツ自然交

配家系に対して接種検定を行った後の生存率の年次変動

が，接種前後あるいは接種後の降水量や降水臼数に影響さ

れているか，また，開花期間の降水量や降水任数の年変動

に影響されているかについて検討した。

11.材料と方法

1.供試家系

解析には，独立行政法人森林総合研究所林木育種セ

ンター九州育種場(以後，九州育種場とする)において

1998年から 2004年，および2006年の合計8年実施した

接種検定結巣を用いた。接種検定を行った抵抗性クロマツ

自然交配家系は，九州育種場構内の交配閣において自然交

配によって得られた田辺ク-54，三豊ク 103，三時ク-90，

波方ク-37，波方クー73，志摩ク-64，津屋崎ク-50，小浜ク-

30，大分ク-8，JII内ク 290および頴娃ク-425の合計 11家

系である。なお，各家系の検定剖数および抵抗性クロマツ

実生後代の抵抗性評価(九州地区林業試験機関連絡協議会

育種部会， 1999)を表-1に示す。

一方，これまでの DNAマーカーによる花粉親の構成比

率の検証(宮原ら， 2002)から，自然交配家系では周囲備

体のクローン配置が異なると，花粉親の寄与が異なってい

ることが予想された。そこで各家系とも九州脊穣場内の抵

抗性クロマツ交配間第 Iブロックに植栽されている 1偲体

から採種・育苗された自然交配家系についてのみを解析の

対象とした。なお，各家系とも，各年について 3反復以上

で検定を行い，かつ 1反復あたり最低 20本ずつ検定を行っ

た。

2.接種検定と生存率の算出

各年とも播種の翌年春に床替えした苗に対し， 7月25

日前後の靖夫日に，苗木 1本あたり 5，000頭のマツノザ

イセンチュウ(島原個体群)を改良剥皮接種法(藤本ら，

1989)により接麓した。接種後8週間自の調査結巣から反

復ごとに生存率を求めた。さらに，今回データとして用い

た生存率が過去の自然交配家系を用いた抵抗性クロマツの

評舗と向犠であるか確認するため，家系ごとに 8年間の乎

均生存率と抵抗性クロマツ実生後代の抵抗性評価 (jL1+1地
iま林業試験機関連絡協議会育種部会， 1999) との間の相関

係数を求め，統計的に有意で、あるか検討した。

3.反復率の算出

得られた検定結果について遺伝的要閣の寄与の程度を確

認するため，毎年の反復あたりの生存率を 8年間の検定結

果を込みにして年・家系を要理とした分散分析を行い，か

っその分散分析の結果から家系，年と家系の交互作用およ

び誤差の分散成分を求め，反復率を算出した。解析には農

林水産研究計算情報センターの SASversion 6.l.1の GLM

プロシージャをf吏用した。

4.接種後 8遣問および接種前後 21日間の降水が生存

家に与える影響に関する解析

解析は，生存率と接種目より生存率の調査を行った 8週

後まで(以後，接種後8週間とする)の降水量と降水日数，

および接種日の前後 10日間の計21日間(以後，接種前後

21日間とする)の降水量と降水日数との相関係数を求め，

有意差検定を行った。降水量および降水日数のデータは，

九州、i育種場で測定されている菌焔気象情報を使用した。な

お，実際の検定済み抵抗性クロマツ苗の生産では母樹単位

で種子を管理することはほとんどないことから，解析では

各年における各家系の王子均生存率(以後，家系生存率とす

る)だけではなく，各年における全家系を込みにした平均

生存率(以後，全平均生存率とする)も使用した。

5.開花期間の緯水量が生存率に与える影響に関する

解析

開花年の開花期間の降水量が生存率に与える影響に関す

る解析は，家系生存率および全平均生存率と開花期間の降

水量および降水日数の相関をそれぞれ求め，有意差検定を

行った。抵抗性クロマツの開花期間は，九州育種場内で、行っ

た抵抗性クロマツの開花調査結果(戸間ら， 1994)を参考に，

開花期の年変動を考慮して，4月8日から 4月28日とした。

111.結果と考察

1. 8年間の接種検定結果と反復率

家系ごとに 8年間の平均生存率を求めたところ，これま

でに報告されている抵抗性クロマツ実生後代苗の抵抗性評

価(九州地区林業試験機関連絡協議会育種部会， 1999) と

同じ傾向で(表-1)，抵抗性評価と 8年間の平均生存率問

には相関係数が 0.781と，統計的に 1%水準で有意な相関

関係がみられた。次に分散分析を行ったところ，年次問，

家系間，反復および交互作用のすべての要因で 1%または

5%水準の有意差がみられた。さらに，分散成分から各要

因の寄与率を算出すると，最も生存率に大きな影響を与

える要因は接種した年(約 35%)で，次に家系(約 23%)

であった。一方，生存率に対する年と家系の交互作用の寄

与率は約 5%で，それほど大きくなかった。反復率は 0.911

であった。

以上の結架から，今回解析の対象とした 8年間の抵抗性

クロマツの自然交配家系に対する接種検定結果は，①これ
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表1. 解析に使用した抵抗性クロマツ自然交配家系に対する

検定実施数と抵抗性評価，ならびに各家系の 8年間の接

種検定結来に基づく平均生存率
を広告手C~

家系 検定実施数
出""性クロマツ実生
後{{;の抵抗性制IiJliI)

平均生存率

回辺クー54 8 2 0.385 

三主主ク 103 7 3 0.241 

三崎クー90 7 4 0.487 

1皮方クー37 7 4 0.608 

1皮方クー73 8 5 0.563 

志摩ク 64 8 3 0.465 

津屋崎ク…50 7 3 0.526 

4、i兵ク-30 7 3 0.464 

大分クー8 8 0.276 

JII内ク 290 6 2 0.374 

5耳妓ク…425 8 2 0.378 

。ヒノキ111英樹・抵抗性マツ特性表(九州地区林業試験機関迷絡協議会

宵穣部会， 1999)より ij1m。

までに報告された結果とほぼ向じであること，@年次間差

は大きいものの，交互作用は少なく，家系間差は明らかで，

遺f公的な再現性が高いことが示された。

2. 接種後 8週間および接謹前後 21日間の降水と生存

率の棺関性

表 2に，家系生存率および全平均生存率と接種後 8週

間の降水量との相関係数を示した。その結果，三豊クー103

の家系生存率で降水量が多くなると生存率が低下する傾向

にあったが，すべての家系生存率および全平均生存率は，

接種後 8週間の降水量と統計的に有意な相関関係はみられ

なかった。同様に，表-2では家系生存率および全平均生

存率と接種前後 21日開の降水量との相関係数を示した。

その結果，三豊ク-103および波方クー37の 2家系は，降水

量が多くなると 5%水準で、有意に生存率が低下した。また，

小浜クー30の家系生存率は，統計的な有意差はなかったが，

降水量が多くなると生存率が低下する傾向であった。しか

し，その他8家系の家系生存率および全平均生存率は，接

種前後 21日間降水量と統計的に有意な相関関係はみられ

なかった(表一2)。さらに，家系生存率および全平均生存

率と接種後8週間および接種前後 21B開の降水日数との

相関係数をそれぞれ求めたが，両者とも統計的に有意な相

関関係はみられなかった(表 2)。

以上の結果から，これまで報告されていたような接種前

後の降水量が少ないと接種検定を行った抵抗性クロマツ自

然交配家系の生存率が低下するという結果(戸田， 1997) 

は得られず，むしろ一部の家系生存率で降水量が多いと生

存率が有意に低下する結果となった。

九州地域における実際の検定済み抵抗性クロマツ苗生産

では，全家系を込みにした実生苗を対象に接種検定を行っ

ている。今回，全平均生存率と接種前後の降水量および降

水日数との開に相関関係がみられなかったことから，接種

前後の降水量や降水日数が，検定済み抵抗性クロマツ苗生

産上影響していない可能性を示唆するものと推測された。

3.開花期間の降水量と接種検定結果の棺関性

抵抗性クロマツ自然交配家系ごとに，開花期間の降水量

表 2. 抵抗性クロマツ自然交配家系の接種検定後の生存率と

接種前後の降水量ならびに降水日数との棺関係数

降水量との相関係数1) l浄水日数との相関係数2)

家系 接種後 接種前後 接稜後 接種前後

8週間 21日間 8遊間 21日間

回辺クー54 -0.114 -0.155 0.050 0.279 

三主主クー103 0.748 一0.766* -0.592 0.152 

三崎ク 90 -0.429 0.317 0.393 -0.123 

i皮方ク…37 -0.385 -0.771象 -0.442 0.030 

i皮方クー73 -0.263 -0.389 -0.194 0.152 

志摩ク…64 -0.182 -0.323 -0.315 -0.165 

津屋崎ク 50 -0.178 -0.042 0.150 0.546 

4、#i;クー30 -0.315 -0.739 -0.200 0.488 

大分クー8 ー仏216 -0.328 -0.073 0.347 

JlI内ク…290 -0.518 -0.432 -0.173 0.464 

頴娃ク-425 -0.145 -0.357 -0.075 仏221

会平均生存率 一0.278 -0.412 -0.157 0.280 

J)主主稜検定後の生存率と接種後8滋悶ならびに接種前後 21日間のI1降水量

との相関係数。 2)接種検定後の生存療と接被後 8巡悶ならびに接種1背後

21日間の降水日数との栂関係数。 *5%水準で有意。

表ー3. 抵抗性クロマツ自然交配家系の接種検定後の生存率と

開花期間の降水量ーとの相関係数

ι箔長ぞ'¥...7マRcz 中日関係数

凶辺ク 54 一0.796*

三是正クー103 0.225 

三崎ク 90 -0.791 * 

波方ク…37 -0.775* 

波方ク 73 -0.796ネ

志殿、ク…64 -0.725* 

津E室長 ~f クー50 -0.324 

小i兵ク…30 0.689 

大分ク 8 -0.778ネ

JlI内ク…290 0.558 

頴娃ク 425 -0.790本

金平均生存率 -0.769権

* 596水準で有;窓。

と家系生存率との相関係数を求めたところ， 11家系すべ

てで開花期間の降水量が多いと生存率が低くなる傾向にあ

り，そのうち三豊クー103，津屋崎ク-50，小浜ク-30およ

び川内クー290の4家系を除く 7家系は統計的に有意な負

の相関であった(表 3，鴎1)。また，全平均生存率にお

いても，開花期間の降水量と統計的に有意な負の相関関係

がみられた(表-3，図-1)。なお，今問調査した 11家系の

家系生存率および全平均生存率は，開花期間の降水日数と

の聞に統計的に有意な相関関係はなかった。

これまでに，九州育種場交配圏産の抵抗性クロマツ田辺

ク 54の自然交配家系菌について， DNAマーカーによる

花粉親の寄与の推定されており(宮原ら， 2002:倉本ら，

2004)，それらの報告に示されているデータを比較すると

自然交配家系を採種した年によってその花粉親の構成比率

が異なっていた。これは各家系における自然受粉の状態が

異なっていたことを示唆する結果と考えられる。さらに，

抵抗性クロマツの交配組み合わせによって生存率が異なる

こと(倉本ら， 2008) や，自殖家系では生存率が低いこと

(戸自ら， 1997;倉本ら， 2007)，さらには人工交配家系で

は接種検定を行った年が異なっても生存率に変動がみられ

ない可能性が報告されていること(倉本ら， 2007) から，
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図-1.抵抗性クロマツ 11自然交配家系の接種検定後の家系生存

率および金平均生存率と開花期間の降水量との相関

1妻種検定後の生存率と開花期間のl浄水登との棺fl)J係数が統計的に 5%有意水
準であったことを怒l床する。

開花期の降水が花粉の飛散状況に影響することで，花粉親

の寄与率が変動し，結果的に接種後の生存率が変動したも

のと推測された。

また今自の結果は，九州、|育種場の交配圏(採種圏)産の

抵抗性クロマツ自然交配家系のみであるが，開花期間の降

水最の多寡によりおおむね接種検定時の生存率(得宙率)

が予想、できることを示すものであった。これまでの接種検

定済み抵抗性クロマツ苗の生産では，検定後の合格率が年

によって大きく変動し，受注数にあわせた安定した抵抗性

クロマツ苗の生産が困難で、あること，また，接種検定に不

合格となる苗の育苗に要した経費が無駄になり生産コスト

が高くなる，といった問題があった。よって今後他の採種

関でも同様の調査を行い，開様の結果あるいはその採種園

特有の傾向が得られれば，各採種闘産の種子の播種量から

検定済み抵抗性クロマツ菌として出荷可能な得菌数が予測

可能となり，受注数にあわせた効率的な抵抗性クロマツ苗

の生産が図れる可能性があると考える。

以上，抵抗性クロマツ苗に対する接種検定後の生存率の

年次変動は，接種前後の降水量という環境要因によるので

はなく，開花期間の降水により花粉の飛散状況が変化する

ことに原悶がある可能性が推測された。

この論文を作成するにあたり，林木育種センター技術指

導役植田 守氏には貴重なご意見をいただいた。また，今

回使用した接種検定結果の一部は，戸田忠雄氏(元九州育

種場育種研究室長)からいただいた。ここに深く感謝の意

を表します。
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