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摘要

地下部内部全体にペラルゴニジンを主たるアントシアニジンとして蓄積するダイコンの新品種開

発を目標に，中間母本の作出と色素発現の遺伝様式を検討した ベラルゴニジンを蓄積する遺伝資

源として「天安紅芯」を用い，これに日本の代表的な品種・系統を交配し，その後代を用いて交配，

選依を繰り返し青果としての品質にすぐれ，地下部の内部全体が赤く発色する自殖系統を育成し，

この中間母本を 「乾谷J(いぬいだに)と命名した. i乾谷jのアントシアニジ、ノ角lfo;j:万を行った結果，

ペラルゴニジンを主たる色素として生産していることが確認された 「乾谷jと育成途上の地下部内

部全体が赤く発色する系統を交配して得られた試作 F，の栽矯試験の結果，収穫物が両親より大き

く，地下部内部全体が赤く発色し，ベラルゴニジンを主たるアントシアニジンとして蓄積する F，品

種開発の可能性を{確認した また，r乾谷」と地下部内部が白色の品種・系統を交配じ， F" F2およ

び戻し交配における分離比を検討した結果，地下部表皮の色 すなわちペラルゴニジンとシアニジ

ンの発現は今までに提唱されてきた 2遺伝子1m:の仮説で説明がつかないこと，地下部内部全体が発

色する 7r~質については 3 遺伝子座に支配されている可能性が示唆された.

キーワード

Raphanus sativl!s L.，アントシアニン，ペラルゴニジン，活性酸素除去機能，色素発現，アントシア

ニジン F，育種

緒言

夕、、イコン (Raphanussafivus L.)は， ハク サイ，キ ャベ

ツとともに日本で最も広く栽培されている説菜である.

ヨーロッパやアジア西部で品種として縫立されたハツカ

ダイコンのグループには，根や匹軸の表皮にアントシア

ニンが蓄積し，赤色を呈する品種がある 日本において

も根部表皮の一部にアントシアニンを発現する品種 「赤

筋大根」があるが，根の内部にアントシアニンを蓄積す

る品種は，r天安紅芯」や「北京紅芯Jなど，極めて限定

され， その形状は球形である アントシアニンには活性

酸素除去機能があり (Zefra-Stoneef a!. 2007)，食材の色

合いの観点からもアントシアニンを含有するダイコンの
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品種育成が望まれているが，既存の紅芯品種は球形であ

るとともに小型で生産性が低く またデンプン含量が高

いため，肉質が堅くサ ラダ等の生食にも適するとは言い

難い.

ダイコンにおいて発現するアントシアニンのアントシ

アニジンとしては， これまでにペラルゴニジンとシアニ

ジンが知られているが (Hoshiet al. 1967)，通常シアニ ジ

ンは青紫色を呈するため，サラダなど生食用のダイコン

品種としては不向きであり， これらの用途には鮮やかな

赤色を呈するベラルゴニジンを含む品種の方が遮iしてい

ると考えられるーしかし 匹軸を含めた地下部の内部全

体にペラル ゴニジ ンを主たるアント シアニ ンとして含む

青果周の品種は未だ育成されていない

一方，同じアブラナ科に属するシロイヌナズナでは，

モデル他物として全塩基配列が決定され， メタボローム

解析が進められている (Tohgeet a!. 2005) シロイヌナ

ズナで得られた成果は，同じアブラナ科のヨウシュナタ 。
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ネやダイコ ンなどにおける実用化が期待されている.ア

ブラナ科作物においては白家不和合性による F，育績の技

術が確立しており (Haruta1962)，生産性の向上に貢献し

ているが，ヘテロ シスがどの ようにカロテノイ ド， アン

トシア ニンなどの色素の合成・ 蓄積に影響するかについ

ては知見が得られていない

著者らは，r天安紅芯jと宮重系自殖系統，練馬系自殖

系統を交配し，多様なアン トシアニン発現を呈するその

後代から交配 ・選抜を繰り返 し， 生食に適した新品種育

成のための中間母本 「乾谷Jを育成した 本報告におい

ては，この中間母本における主要形質やアントシアニ ジ

ン含量， 試作 F，における色素含量などの諸形質を調査し，

地下部内部全体にペラルゴニジンを含有する F，品種育成

の可能性を確認するととも に，遺伝様式について検討を

行った。

材料および方法

1 供試材料

1992年に，内部が赤色を呈する丸型l品種 「天安紅芯J

と宮重系自殖系統 MY1を交配し，自殖後代からペラル

ゴニ ジンを主たるア ントシア ニジンとする短太の系統を

作出 した これに練馬系品種「長尻J自殖系統 NN1を交

配し，その後代から，現在も広く栽培されているタキイ

交配 「耐病総太り j と同様の根型が細長い素材を作出し

た しかし本系統は色素の発現が弱く，地下部内部が全

体に薄く発色する程度であったため，再度 「天安紅;芯J

を交配した後代から，根型が細長く， ペラルゴニ ジンを

図 1
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主たるアン トシアニ ジン として色素発現する自殖系統を

作出した これを中間母本 「乾谷」と命名し，木研究に

供試した(図 1). 

「乾谷Jの中間母本としての可能性を確認するため， r乾
谷」育成の過程で得られた，練馬系品種 「長尻JNN1を

掛け合わせる前に分岐した系統で，根の長さは不ー1--分で

あるが，地下部内部全体に発色が見られる自殖系統を系

統 Aとして.r乾谷Jとの F，を試作し採種を行った(図 1) 

また，地下部表皮のアントシア ニジンの発色と，地下

部内部全体が発色する形質に関わる遺伝様式を検討する

ため， r乾谷」育成の過程で得られた自殖系統 Bと自殖

系統 Aの間で得られた F，種子， r乾谷Jと複数の品種 ・

系統の間で得られた F，および F"，その一部組み合わせ

について得られた庚し交雑種子を木研究に供試 した(図

1，表 1)ー

なお研究に供試した材料のうち，市販種子をそのまま

栽培 ・供試したものは，当該品種名でロヂび，それらに由

来する白殖系統を供試したものについてはアルファ ベ ッ

ドの系統記号をつけて区別 した (図 1，表 1)

交配はすべて個体単位で行い， 自殖は自家の菅授粉を

行い，他家交配は花粉親の花粉を用いた膏授粉を行った

いずれもコンタミネーションを避けるため，交配操作の

三 日前から交配袋をかけ， 交配操作後に花弁が枯れ落ち

るまでは交配袋をはずさなかった

栽l苛は，:T奇玉県さいたま市におけるー般の青首大恨の

慣行栽培に準じ，幅 90cmの畝に，条間 50cm，株間 29cm 

の間隔で播種し， 畝間には，30 CI11の通路を配置した.ま

た，畝全面を 0.02mm の厚さの黒色ポリエチレ ン製マノレ
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地下部内部全体にアントシアニンを蓄積するダイコソ'1-'問舟本

チフィ ルムで被覆した 施JJ巴は元肥のみとし N，P， K 

とも 8kg/I 0 a施肥した ヌド報告は，2006年から 2010ir 
にかけての結果をとりまとめたものである ω

なお，ダイコンの地下肥大部は，根と JE1~~ijBから構成さ

れてお り，本報告では，般と JJ白川をあわせた肥大部を地

下部と表した.

2. 色素分析

1)分析サンプル

ダイコン地下部 1:本あたり の重さを青|測し，そのダイ

コン地下部の真ん中周辺を中心に 9箇所ずつを径 8mm 

のコルクボーラーでくり抜きサンフりレとした 表皮を取

り除いたサンフ・ルの新鮮重 (Fr百 hweight; FW)を測定し，

凍結乾燥処理 (77550.LABCONCO Corp.， Missouri， USA) 

を行い，乾燥重 (Oryweight; OW)を測定した後，デシ

ケーター内で保存した

2)色素抽出方法

凍結乾燥処理を行ったサンフ。ルを乳鉢・乳1家で破砕し

た破砕したサンフ.ル OWO.Ig vこ1%HCI/MeOH溶液を

50 n】l力11え4.Cの条例ー下でー|免静l冒し色素の抽出を行っ

た

3) ダイコン中のアントシアニン量の測定

サンフ.ルのアント シアニン含EAを測定するため， 2)で

得られた抽出液 1mlを分光光度青I(UV-1200 UV-V1S 

SPECTROPHOTOMETER. Shimadzu Corp.， Kyoto， Japan) 

により 520nmにおける吸光度を測定した. FW 1 gll ml 

の00値は， 骨|測した 00値 x500 x OW/FWで算1:1.¥した.

4)完全加水分解によるダイコン由来アン卜シア二ンのア

ン卜シアニジンの精製

2) で得られた対111:'.液 40mlをロータリーエバポ レー

ターをJtjいて濃縮し， 吸着樹脂 I-IP20 (Mitsubishi Chemical 

Corp.， Tokyo， Japan)にアント シアニ ンを吸着 させた.純

水 30mlを朋いて吸着樹脂を洗浄した後，MeOI-l 50 mlを

用いてアン トシアニンを含む回分を浴出した 得られた

画分をロータリーエパポレーターで濃縮乾悶させ， 1% 

I-ICI 1 mlに溶解させた.その溶液 500μlをサンフ。ルチュー

ブに移し， 12NI-ICI500μlを加え， 90.Cで l時間加熱し

表 1 供試材料の原品種およびそれらの入手元
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た.加熱後にサンフ.ルを冷水中で冷却し， 純水 11 mlを

加えて再度I-IP20 に吸着させ，純水 10mlで洗浄後， MeOH 

50 mlを用いてアントシアニン両分を回収した 回収し

た画分はロータリーエパポレーターで濃縮しサンプノレ

チ ューブに移した後，遠心エパ ポレータ ー (CC-IOl

TOMY Seiko Co.， Ltd.， Tokyo， Japan)を用いて乾固し， 1%

ギ酸 80%MeOI-l200μ|に溶解させたものを HPLC用サン

プノレとし7こ

5)HPLCを用いたダイコン由来アントシア二ン中のアン

卜シアニジン比の測定

アントシアニジン解析十こは， Syncrgi 4μFusion-RP 80A 

(50 x 4.6 mm Phcnomel1ex.， USA)カラムによる HPLCを

用いた分離条件は， A液 1%ギ酸， B液 100%MeOHを

溶離液として，流速は 1.5ml/minで， 8液の濃度勾配を

6分間で 30%-40%となるように設定し， 520 11mにおけ

る吸光度を測定した. 11117](分解て‘得られたアントシアニ

ジンの分子種は LC-MSおよび I-IPLCで標準標品とピー

クが一致する ことを確認した.

3 地下部の硬さの測定

「天安紅;品、J(.土地下部が硬く薄切りなど家庭での調想に

は向かないと考えられ，広く栽培されている 「タキイ交

配耐病総太り Jと同程度の硬さを持つ素材を選抜するた

めに多数の似体の硬さを素早く測定できる簡便な方法で

測定した

地下部の JJJ~軸と根の境界付近を横断するよう，直径

8 mmのコル クボー ラーで， 地下部の中心を通るように

組織を抜き取った.直径 8mmの円柱形サンフ。ル両端の

表皮を取り除き，外側から半径の 1/2に相当する部分 2

カ所にケイセイ医科工業製の単回使用手術用メス 8S2982

NO.IOの刃をあて， 50 g/秒の速度で増加するように荷量

をかけ， メス の刃が， 抜き取った円柱形試料の半分以上

に達するまでの聞の最大荷重を測定し，硬さの指標とした

4 遺伝様式の検討

中間母本「乾谷jと，宮亘系自殖系統 MY1，三浦系自

殖系統 MU2，地 F部表皮に若干のアントシアニーンを発現

品種・!泉品稜名 購入年系統名

宮霊系 MYl 総太り宮重
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する品種「赤筋大根J，r極早・生ミニ 30日J，ハツカダイ

コン品種「ホワイトアイシクル」および「八VHJを交配

し，その F[および F2における地下部内部の赤色の発色

について分離比を調査した.また，一部の F[tこ「乾谷J

を戻し交配して分離比を調査した.分離比の計数におい

ては，すべての試料を色素分析することが不可能であるこ

とから，赤色を呈する場合はペラルゴニジン，紫色を呈す

る場合はシアニジンを蓄積していると判断して計数した

結果および考察

l 中間母本「乾谷」の主要特性と F.品種育成の可能性

中間母本「乾谷jは地下部内部が全体に赤く， rタキイ

交配耐病総ったり 」状の納長い形状を示 しており (図 2)，

大きさはやや小型であった(表 2) 地下部のi良さは 「天

安紅芯Jに比べ大幅に改善されており，サラダなどの家

庭での生食向けの調浬も容易と思われた (表 3).

「乾谷」は，地卜宇都内部の一部分が白色となったり，色

の薄い部分が現れる個体の分離も認められず，地下部内

部の発色については，遺伝的に回定していると判断でき

た(表 4)

「乾谷Jでは，地下部内部のアントシアニジン中のシア

ニジンによlするペラ ルゴニジンの比が 95%をl越えてお

り，ペラルゴニジンを主たるアントシアニジンとして発

現していることが確認できた(表 2). 

なお，ベラルゴニジンの遺伝資源として用いた f天安

紅芯Jは，集団で放任綬粉させた種子が販売されており，

業の形態も殆どの個体が無鋸歯~浅い鋸闘をもつもので，

深い鋸歯がある葉を有する個体は少なかった. また，地

下部表皮・内部の色も赤色の発色をみない1t，日体から濃赤

色の個体まで，さらに，アントシアニジンについても，

ベラルゴニジンを主とする赤い色からシアニジンを有す

表 2. 乾谷および試作 F[のま:姿形質

形質 乾谷

倒体数 12 

地下部長さ (cm) 23.4 

向上最大径 (cm) 8.8 

地下部新鮮物重 (kg) 0.98 

業長 (cm) 24.2 

地下部 FW1 g当たりのシアニジン量 (μmoI) 0.78 

地下部 FW1 g当たりのペラルゴニジン量 (μmoJ) 37 

地下部 l本のシアニジン量 (μmoI) 761 

地下部 1:本のペラノレゴニジン量 (μmol) 36，576 

アントシアニジン中のペラノレゴニジン上七(%) 98.0 

表 3 地下部内部の硬さ

項目

る紫色まで多様な変異を有していた(図 3) これらの変

異の中から，地下部内部全体が赤く発色している個体を

宮重系自殖系統 MYlVこ交配して 「乾谷」の育成を開始

した. r乾谷jの発色については，その特徴から「天安紅

芯Jの多様な変異のうち， ペラルゴニジンを主とする明

るい赤色と，地下部内部全体に発色する形質を継承して

いると推定された

間定が進んでいる系統Aとの間での正逆交雑を行って

得られた試作 FIについて，地下.音fiの硬さや地下部内部の

発色を調査した.系統 Aは，根が短く寸詰まりの根形を

しているため，得られた F[は， jI逆交雑ともにやや短根

であったが， 自殖系統である両親に比べ地下部の最大径

や重さが大きく(表 2，図 4)，FI 品種を育成することで

多収性を狙えることが確認できた

図2. 中間母本 「乾谷」の外観と地下部断面

a 全体外観

b:地下部横断面

c 地ド部縦断面

系統 A 乾谷×系統 A 系統 A X乾谷

7 14 9 

7.9 19 20.8 

8.4 9.8 11.2 

0.78 1.29 1.49 

23 34 27 

0.25 0.24 0.26 

12 30 35 

196 315 390 

9，069 38，613 51.482 

97.9 99.2 99.2 

品種・系統

耐病総太り

20 

25.3 

13.4 

2.3 

25.3 

乾谷 系統 A 乾谷×系統 A 系統 A X乾谷 天安紅;芯 耐病総太り

硬さの指標 切断加重 (g) 219 270 226 228 323 223 

信頼限界のl隔 (P=0.05) 11.9 17.7 15.0 17.1 15.0 18.0 
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試作 FIの地下部の発色については，正逆交幸11ともに，

殆どの個体で内部全体が赤く発色しており，内部全体が

赤く発色する F，品種を育成することが可能であることが

確認できた (図的.しかし，内部の一部が白色となる@I

体が低頻度ではあるが見いだされた片親である系統 A

で同様に内部の一部が白色となる個体が出現している こ

とから，系統 Aの遺伝的固定が十分に進めば解決できる

と考えられた(表 4).

地下部の単位重量当たりのペラルゴニジンの量は，試

作 FIでは両親の平均よりは大きな値を示したが， r乾谷」

よりは低く，系統 Aの改良選抜が色素含量の点からも必

要であることが確認された，しかし，試作 F，は， 地下部

重量が両親系統より大きく(表 2)，一個体当たりの色素

生産量は 「乾谷」を越えていたこのこ とは，植物に外

来遺伝子を導入するな どして色素などの高付加価値物質

図3. r乾谷」育成の初期に交配した「天安紅芯jおよびその変異

al ~ 心 地下部内部全体が赤く発色している個体

bl 地下部の一部のみが赤く発色している個体

b2 地下部内部全体が紫色に発色している個体

乾谷 系統A

図4. r乾谷」と系統A間の試作 FI

を生産させる場合にも，当該遺伝子の発現量をコントロー

ルするとともに， FI品種化することが有効であることを

示唆している

家庭での消費を考えると 「乾谷j程度の大きさでも適

していると思われるが，漬物など加工用の材料としては，

より大型の根部が収穫できる多収性を備えている ことが

望ましいことから，ペラルゴニジンを地下部内部全体に

色素発現する系統を育成し， r乾谷」との間で FI育成を

行うことにより，大型の品種を含め多様な品種が育成で

きると考えられた

2 遺伝様式の検討

ベラルゴニジンと シアニジンの生産・発現については，

「聖護院大根Jと， ペラルゴニジンを地下部の表皮に発現

するノ¥ツカダイコン品種 「コメ y トjの交配後代におけ

る分離比から 2つの遺伝子座にそれぞれ 2つの対立遺

伝子か想定されている (Hoshiel a/. 1963). 

「乾谷」と他の品種 ・系統問での FIでは，地下部表皮

の色はすべての組合せで紫色を呈していた (表 5) 巳世

代において，地下部表皮の一部分でも赤色および紫色を

発色している個体は，それぞれ赤色発色個体，紫色発色

個体として計数 し 分 隊頻度を調査した.r乾谷」と自家

受粉を重ねた自殖系統の MYIおよび MU2の Fヲにおけ

る制査結果は，ペラル ゴニジンを発現する遺伝子型を

RRee，アントシアニンが発現せずI~色の遺伝子型を rrEE，

シアニジンを発現する遺伝子型!を RrEeとする地下部表

皮について提唱された遺伝様式のモデル (Hoshi el al 

1963) では，説明できないことが明らかとなった

なお， r赤筋大桜J，rホワイトアイシクルJ，r極早生ミ

ニ 30日」は，集団採種による品種であるため，また 「八

洲jは F，品種であるため，分断比から遺伝様式を推察す

るには妥当ではないが， 参考として記載した(表 5)

ーブ""j， 地 F官官内部の発色については， r乾谷」および系

統 Aにおいてわずかながらシア ニジンが検出されている

(表 2)が，さらにシアニクン含量が高い 自殖系統 Bを見

いだしたので，系統 A と交配し，両親系統とともに FI個

体の地下部内部の色素を分析した(表 6，図 5) 系統 B

は，アントシア ニジン中の 8%を、ノアニジンがしめてお

り，系統 Aとの F，もま たシアニジンが発現していた.こ

のように，ベラルゴニ ジンとシアニジ ンが同一個体にお

いて発現することは，今まで提唱されてきたモデ、ル (Hoshi

表 4 試作 FIおよび両親における地下部内部全体が発色する個
体の頻度

品種 ・系統

項目
系統 A

乾谷× 系統 A X 
乾谷

系統 A 乾谷

1固体数 120 42 102 98 

内部全体が発
120 41 101 96 

色した個体数

向上(%) 100.0 97.6 99.0 98.0 
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表 5. r乾谷Jと{也の品種・系統との F，および F)における地 |、部表皮の発色

F) 

交配組み合わせ
表皮 {間体数 紫 赤 正l x' P 

乾谷 × 赤筋大根 紫 21 8 8 5 5.4 

('1U土 ili、.内吊l亦) {茨1主、 ー冊以¥".[1'lm;: ，'j) 11.8 3.9 5.3 
0.05<P<0. I 0 

乾谷 X MYI (宮'象自殖系) 紫 52 20 18 24 19.2 

(1uJi. 赤，f'ifft:赤} {炭皮。 1弘内部 内} 29.3 9.8 13.0 
P<0.005 

乾谷 × MU2 (三浦大恨) 紫 67 29 つつ 16 9. I 

{表成功、 内部 赤) ( 1~J!<: 。白 1 内部 ，=J) 37.7 12.6 16.8 
0.01くPく0.025

乾谷 × ホワイトアイ:ノ タノレ 紫 56 26 ?? 8 16.1 
P<0.005 

(型()J.. 品、。 I}~{ff~ 亦} (茨J主:，土l内市i:Iと，) 31.5 10.5 14.0 

乾谷 × 赤筋大根 紫 64 15 8 41 52.6 

(表I主 ，1，、.，λl吊t功、) u毛皮 )部亦内部 I=J) 36.0 12.0 16.0 
Pく0.005

MU2 (二三浦大根) x 乾谷 紫 51 II 15 25 25.8 

{ぜI().土 1当 111剖1;，当) t茨成 功、. ，什，~I: iI':) 287 9.6 12.8 
P<0.005 

極早生ミニ 3011 x 乾谷 紫 41 25 5 II 1.2 

{点JJi.: ，~，.内部 ，'，) {安広赤 I'J剖;亦) 23.1 7.7 10.3 
0.50<P<0.75 

八百H × 乾谷 紫 46 17 9 20 9.3 

f主JJC:I当 l内向i l当) (1~JJi. : iJj一、1'1剖i赤} 25.9 8.6 11.5 
0.005<P<0.0 I 

註。 斜体数字は， 堅議院× コメッ トの結果に基づく分離比 (9: 3 : 4) (Hoshi el al. 1963)による期待値

表 6 系統 A，系統 B，およびそれらの F，の地下部内部のアントシア ニクソ

項目

大級 FWI gあたりのシアニジン最 (μmol)

大根 FWI gあたりのペラルゴニジン蚤:(μmoJ) 

大根 1:本のシアニジン最 (μmoJ)

大根 1;本のペラルゴニジン量 (μmoJ)

アントゾアニジン中のシアニジン比(%)

er a/. 1963)では説明できず，他の遺伝子の関与が強く 示

唆された

また， これまでの 「乾谷J育成の過程で，地下部内部

全体が発色する個体の出現率が低く ，地下部全体が発色

する優良な個体の選抜に困難が伴った ことから，r乾谷」

と他の系統 ・品種間交配によ る民 世代において地下部内

部全体が発色している個体の頻度を調査し地下部内部

の発色に関わる遺伝様式の検討を試みた.

宮重系自殖系統 MYIおよび三浦系自殖系統 MU2以外

の品種は，販売されていた種子から栽培した当代個体を

供試したが， これらの個体は多く の遺伝子座についてヘ

テロ接合体であると予想され 分離比そのものの値が純

系同士のそれとは異なると考えられるが，地下部内部全

体が赤く発色する 品種育成を試みる場合の参考のため記

載した

「乾谷jと MYIの F2においては，地下部内部の一部分

でのみ発色が見られる個体や極めて微弱にしか発色が見

られない個体が観察され，遺伝子型を推察するに必要な

階級を区別することが困難であった(図 6) 特に根の一

部において発色してい る個体は， 調査時の切断箇所， 切

断面によっては発色を確認できず，白色として計数して

系統 B 系統 BX系統 A 系統 A

0.27 0.24 0.25 

2.93 5.41 11.63 

272 430 196 

2，983 9，614 9，069 

8.36 4.28 2.12 

系統A 系統 B

種子親

図 5 系統 Aと系統 B聞の試作 F，
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図 6. r乾谷」とMYlのF2における地下部断而の発色の変異

乾谷と MYlのむにおける地下部の発色について，およそ 1160の頻度で得られた 「乾谷」問機の地下部

全体が赤く発色する個体を|徐くと，発色の程度や部{立はまちまちで，その個体の遺伝子型を推定できる

クラス分けは困難であった

いる可能性がある. しかし，内部全体が強く 発色する個

体とそれ以外の個体は明確に区別することができたので，

内部全体が発色する個体とそれ以外の個体を計数した

「乾谷」と MYI間の F2における結果は， 3つの独立 した

遺伝子住を想定し， I乾谷」をそのすべてについて劣性ホ

モ型， MYI を優i~l: ホモ型と仮定し， 3 遺伝子座のすべて

が劣勢ホモ型になる場合にのみ地下部全体での発色とな

ると想定すると， r乾谷」とMYIの F]の地卜令部内部が白

色であり， F2において地下部内部全体が発色する個体の

分離頻度が 3遺伝子庄のすべてが劣勢ホモ型となる個体

の出現率 1/64に適合していた (表 7).さらに， r乾谷」

X MYIの F]に， r乾谷」を戻 し交配した結果は， 3遺伝

子座とも劣性ホモ型となる個体の出現率1/8とも適合し

たことから， I乾谷jの根内部全体の発色には 3遺伝子座

が関与していると考えられた.

また， I乾谷jと三浦系自殖系統 MU2，I赤筋大根j，r極
早生ミニ 30日」の F]においては地下部内部の一部で発

色が見られる個体と 白色個体の分離が見られ， これらの

品種・系統は，地下部内部での発色に関与する遺伝子を

一部保有していることが推察された.また， r赤筋大tlU
Iホワイトアイシクルj，I極平生ミニ 30日」は，市販種

子から育成した個体を「乾谷」との交配に用いたため，

分高H比の数値そのものの信頼性は低いが， r極早生ミニ

30 1:1 j以外は，地下部内部全体が発色する個体のU:l現頻

度は， 2遺伝子座関与の 1/16より著しく低いとJ佐奈され

た(表 7)

また， r極早 iしミニ 30 日 J は，遺伝的な[~i]定が進んで

いないと考えられるものの， n吃谷」との F今世代におい

て，地下部全体が発色する個体のU:¥現頻度が他に比べて

著しく 高 く，発色に関する遺伝的背景が他と呉なること

が強く 示唆された (表 7)

これらの実験結果は，地下部内部全体が赤いダイコン

の品種改良において，交配と選抜計匝iの検討に参考とな

ると考えられたー

地ド音[1内部企体にペラルゴニジンを発現する優れた F]

を生産するため，現在もう一方の片親の育成を進めてい

るが，今後は発現するアントシアニジンを決定する色素

の生合成に関連する酵素に対応する遺伝子のffl'析など，

分子生物学的ア プローチも試みる予定であるー

謝辞

中間母木「乾谷Jの育成に関しては， -[--余年の長きに

わたり多くの方に御支援をいただいた.特に， r乾谷」の



72 浅子 ・大脇 ・小関 -佐々木・ 阿部 ・百瀬 ・下村

表 7 地下部内部全体が発色する個体の分離頻度

交配緩み合わせ

系統・ 品種名 系統 ・品種名

Fzを採秘 した F，の |F2および戻し交配における地下部内部の発色の分縦比

地下部内部の発色 |全体が発色 一部分が発色 白色 がおよ びP

乾谷 xMYl 
(号泣l主:ホI 内部 3亦茨l主 白 Fよl吊1:，'1) 白色 4 

{乾谷 X MYI) X乾谷
~谷によるik し交配 8 

乾谷 xMU2 
(安広 :赤 J内部赤渋皮 白白.阿部 ;白}

白色 フ

MU2 x乾谷
(茨l立白. I~l部 :自 淡1主 : #. l!i部 :ホ}

白色

乾谷 ×ホ ワイ トアイーノグノレ

(}H主.坊と. ，付稿 。亦 ("}，i.J;主 I~I 内部 :1当)
白色

乾谷 x赤筋大恨
(表皮赤，内部 称 袋 庇 ー部品、， 内部:I当)

白色

乾谷 ×赤筋大根
(ïH主 ・ 品 '. 内閣1: 赤 (~ It 一部亦. 内部 .向}

白色 ヲ

乾谷 ×赤筋大銀
(表皮 :赤 内部赤表1主.一郎亦.内部。 白)

白色

極早生 ミニ 30目 ×乾谷
{点政 (，.内部 :白 表皮み，内部赤}

白色 18 

143 

50 

156 

60 

48 

102 

38 

84 

34 

109 

13 

15 

38 

。唱0000

0.995<P 

(0.0986) 

(0.75<P<日白90)

0.19 

0.50<P<0.75 

。196

0.50<P<0.75 

0.0234 

6 0.90<P<0.95 

16 

46 

0.403 

0.50<P<0.75 

0.326 

0.50<P<0.75 

036 
30 0.50<P<0.75 

。 369.4 

P<O.OOS 

x1およ び Pは， Fzにおいて地下部内部全体が発色する個体の分離比を 1/64，それ以外を 63/64と仮定した場合の統計値.

ただし，( )内の数字は，地下部内部全体が発色する個体の分離比を 1/8と仮定した場合の統計値.

命名の由来となった京都府相楽郡精華町乾谷の武田清司

氏，故杉浦幸雄氏，杉浦信子氏，さいたま市見沼区中川

の故河本寿一氏，さいたま市岩槻区相野原の故永任l志ず

氏，永閉昌子氏，群馬県邑楽郡板倉町の佐山和雄氏の皆

様には， 実験用の闘場用地や各種農具の提供など多大な

協力をいたナごいた.ますこ，新日本製織鞘旧ライ フサイエ

ンス研究セ ンターの宇野所長以下のメンバーには滋励と

ともに，様々な御支援をいただいた ことに記して謝意

を表する
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Parental line “Inuidani" of Japanese radish (Raphαnus satiνω L.) accumulating 

pelargonidin as a m司oranthocyanidin entirely within its underground part and preliminary 

genetic analysis 

Yoichi Asakol)， Yusuke Owaki2.l)， Yoshihiro Ozeki2l， Nobuhiro Sasaki2l， Yutaka Abe2Al， Tadayuki Momose2) and Koichiro Shimomural) 

1) Toyo University， Itakura 374-0198， Japan 

2) Tokyo UniversiかofAgriclIltllre and Technology， Koganei 184-8588， Japan 

3) Kyodo Milk IndllstlアCo.Ltd.， Nishitama 190-0182， Japan 

4) Nationallnstitllte ofHealth Sciences， Setagaya 158-8501， Japan 

[n order to develop a new F) cultivar of Japanese radish (Raphanus sativus L.)， genetic studies and breeding a 

parental line were attempted to accumulate pelargonidin as a major anthocyanidin巴ntirelywithin its undel 

ground part. The parental line “lnuidani" was established after 17-year breeding and selection of a variety of 

materials derived from cross-breeding m司jorJapanese cultivars/strains and a Chinese cultivar“Ten-an 

Koshin" as a genetic source of pelargonidin accumulation.“[nuidani" show巴dgood qualities as a fresh 

vegetable and accumulated a brilliant red pigment entirely within the underground part. Chemical analysis of 

this red pigment showed that pelargonidin was the major anthocyanidin. A trial cross between“lnuidani" and 

Strain A， which accumu[ated pelargonidin entirely within the underground part but less than“lnuidani"， 

showed the potential for an F) cultivar with a larger underground part and with a higher red pigment 

accumulation within the underground part than its parentallin巴s.Segregation of F 1 and F2 between“lnuidani" 
and other cultivars without red pigment expression in the underground part indicated that the surface color of 

the underground pa口wasnot controlled by only two loci and suggested that pigment accumi.Ilation entirely 

within the underground part might be controlled by three loci. 

Key Words: Raphαnlls sativus L.， anthocyanin， pelargonidin， 1百dicalscavenger， pigment accumulation， 

anthocyanidin， hybrid breeding. 
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