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く研究・技術情報>

DNAマーカーを利用した選抜 CMAS:Markerassisted selection) 
育種の成果と展望

1.はじめに

DNAマーカーとは，生物のもつ DNAの塩基

配列の違いを目印として利用する手法である。た

とえば種に特有の繰り返し配列を利用して人閣の

DNAを増幅させる手法で親子鑑定や犯罪捜査の

憾人識別などが行われているO また医学の分野で

は，遺伝子自体の配列の違いを自印として遺伝病

の診断等も行われている。農業分野でも様々な

DNAマーカーが開発されているが，育種目標と

なる形質の表現型と連鎖したDNAマーカー(抵

抗性品麓に特異的にみられる DNA配列を目印と

したものなど)を利用することによって，簡便に

抵抗性や品質などの遺伝的な違いを選抜すること

ができる。このようなDNAマーカーを利用した

選抜をMarkerassisted selection (MAS)とい

う。育環における選抜では，各種選抜条件を設定

したり，検定材料を養成するために時間と労力が

かかるが， MASでは茎，葉等の組織の一部を用

いて環境条件に影響されることなく遺伝的な遠い

を調べることができるため，検定の労力を軽減し

たり，形質によっては短期間での改良も可能とな

るO 例としてアズキ落葉病抵抗性を判別する

DNAマーカーの電気泳動写真を図 lに示した。

各組織から抽出したDNAは， PCR (polym巴rase

chain reaction)皮芯を行うことによって， 2時

臨ほどで100億倍ほどに増幅され， ~ 1のように

目で識別できるようになる。植物体の紐織から

DNAを抽出して結果を判定するまで 1つの形

質であれば 2日間で500点ほど調査を行うことが

できる。

*道総研中央農業試験場 TakakoSUZUlU 
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図 1 アズキ落葉病レース 1抵抗性
を判別するDNAマーカー

M:DNA分子:!1tマーカー， 1:しゅまり(抵抗性)，
2斑小手立系-1(感受性)， 3きたのおとめ(抵抗性)，
4:ヱリモショウズ(感受性)，
5~8 育成系統(二つのパンドがある 5 ， 7はヘテロ型)

2. DNAマーカー検定点数の推移

道総研農業試験場 (1日北海道立農業試験場)で

は，品種改農の効率化を目指して2001年から難防

除病害および小麦の品質関連形質を識別できる

DNAマーカーの開発に着手した。 2003年に，ア

ミロース合成遺伝子 Wx-Bl(うどんの粘弾性に

関与)の有無を判別する DNAマーカーを利用し

て小麦の系統内分離を調査したのが，道総研の品

種改良において最初にDNAマーカーを利用した

事例であった。その後，アズキ落葉病抵抗性，ジャ

ガイモシストセンチュウ抵抗性，インゲンマメ黄

化病抵抗性，ダイズシストセンチュウ抵抗性など，

重要病害に対する抵抗性を判別できる DNAマー

カーの開発に成功し，選抜効率等の検証を行った

後，本格的に品種改良への利用を開始した。

DNAマーカーに関する報告が国内外で増加した

2000年以降には，水稲のアミロース低下因子，コ

ムギ赤かび病抵抗性など北海道でも応用可能な形

質もあり，既知の知見を応用した選抜も行ってい

る。現在では道総研で品種改良を行っている水稲，

小麦，大豆，小豆，菜豆，ばれいしょの 6作物に



とは現実的ではない。以下の二つに当てはまる形

質は利用する優先順位が高いと考えられる。

1)検定に時間，労力がかかる病虫害抵抗性の判

定

土壊病虫害およびウイルスによる病害について

は，抵抗性品種の育成がもっとも効果的な対策で

ある。土壌精虫害抵抗性を付与した品種を育成す

るためは汚染題場を利用した選抜が必要だが，汚

染土壌の拡散防止のため細

心の在意が必要で，器具洗

浄等に多くの時間を要する。

また安定的に発病する醤場

を樫期輪作で利用すると，

新たなレースの出現や，自

的の病虫害以外の語障害の

発生を助長する場合もある。

ウイルス病害は検定に

労力と時間を嬰し，接種試

験では年間の供試点数が限

られる。このような形質に

関しでは， MASを利用することによって，汚染

問場の利用や接種検定数を最小限に抑えることが

可能と考えられる。

2)収穫前に構報を得ることにより品種改良を効

率化できる形質

小麦は製粉して様々な食品に加工されることか

ら，Jtz護産物の品質に関する分析項目が非常に多

い。このため収穫前に育種目標に連合した必須の

選抜形費についてMASを利用して系統を絞り込

むことができれば，その後の脱穀，製粉，品質分

析作業が効率化できる。

第 1号 (2012年 1月)員~79巻

おいて，病害抵抗性，品質関連形質などのMAS

を行い(表1)，効率的な品撞改良に取り組んで

おり 6作物で年間約 5万点の検定を行っている O

作物別の検定点数は小麦がもっとも多く(図 2)， 

その理由としては，マーカー数が多いことに加え

て交配種子数が確保しやすいことから， 3系交配

時のF，選抜，反復援し交配などで積極的にDNA

マーカーを利用していることがあげられる。

塁塁1と10 
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生物工学グループでは，優先的に検定する形震，

点数，検定次期等について各育成場と協議，

しながらDNAマーカー検定を行っている(関 3)。

検定結果を利用して系統を選抜することによって

汚染園場の利用問積の縮小，接種検定，品質分析

点数の減少等に貢献している。

3.道総研における MASの手IJ潟

植物体からゲノム DNAを抽出し，特定の領域

を増揺させ，それを確認する作業には概算ではあ

るが 1点100円ほどの費用を要する。このため出

穂期，植物体の高さなど複数の因子が多く関与し，

環境にも影響されるような形質であれば，闘場に

おける累年の評価を行う方が効率的であり，品種

改良に係わるすべての形質でMASを利用するこ
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図3 DNAマ…カー検定スケジュール概要 (2011年)

4.麗し交罰を利用した挺抗性品種の育成

MASを利用した反復戻し交配により「ユキホ

マレJにダイズシストセンチュウレース 1抵抗性

を導入した「ユキホマレRJ，r福勝Jに「大福」

のインゲンマメ黄化病抵抗性を導入した「福寿金

時」が育成されている O

「ユキホマレ」は早熟多収で耐冷性などに優れ

た基幹品種で， rユキホマレRJは「ユキホマレ」

と同様の農業特性，品質特性を有したダイズシス

トセンチュウレースl抵抗性品種として2010年lこ

霞良品種に認定された。この品種は既存品種のダ

イズシストセンチュウレー

ンゲンマメ黄化病抵抗性品種である。品種育成時

の反復戻し交配時に，抵抗性遺伝子と種子色青色

遺伝子が強連鎖していることが明らかとなり，大

規模集団の中から連鎖が切れた系統を選抜した結

果育成された品撞で， 2010年に優良品種として認

定された。この品種の普及によりインゲン黄化病

対策のためのアブラムシ紡除を軽減できることが

期待されている。また種子色が金時色をしたイン

ゲンマメ黄化病抵抗性母本として、活用されている。

この他にも品種化，あるいは農業特性の優れた

交記母本としての活用をめざして各作物でMAS

を利用した反復戻し交自己を実施中である(表 2)。

ス3抵抗性では対応できな 表2 MASを利用した反復戻し交配実施中または実施済み(各稜特性検定供試)の形質

いレース 1の被害の大きい

地域への導入に加えて，抵

拭性母本として活用されて

いる。

「福寿金時jは農業特性， ダイズ

品費特性は「福勝jとほぼ

同等で，金時類では初のイ

ア

イ

コムギ治、かび病低抗十1: きたほなみ，はるきらり

グノレテニンサブユニット， Wxii't伝子 化見82日

必タンパクill伝子 きたほなみ，はるきらり

ダイズシストセンチュウ抵抗l'i: スズマノレ
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5. MASの課題と今後の麗望

1) DNAマーカーと不良形質の連鎖

「福寿金持」育成時に確認されたインゲンマメ

黄化病抵抗性遺伝子と種皮色青色遺伝子の連鎖を

はじめとして， MASを利用した戻し交配を行う

ことによって有用因子と不良形費との連鎖が明ら

かとなってきた。コムギ赤かび病抵抗性をMAS

によって導入した系統には小粒と耐倒伏性が劣る

傾向がみられ，ダイズわい化病とダイズシストセ

ンチュウ抵抗性を導入した「スズマ jレBCJも小

粒と謝倒伏性が劣る傾向が見られている。加えて

種皮色との連鎖を切ったインゲンマメ黄化病抵抗

性系統は逆に種子色が明るい傾向があり，さらに

茎折れが多いなどの種皮色青以外の形質も連鎖し

ている可能性が示唆されている。

コムギ赤かび病抵抗性育種，ダイズわい化病抵

抗性育環，インゲンマメ黄化病抵抗性育種などは

数十年前から行われてきたが，抵抗性品種の開発

が運れていた。品種の開発が目標としたスケジュー

ノレ通りに進まないことの嬰圏としては，検定法の

精度に問題があり自的とした形賓が選抜できてい

ない，あるいは育種選抜上廃棄してしまう何らか

の不良因子と目的形質が連鎖しており，連鎖引き

ずりによって臣的形質が選抜できていないことが

あげられる。 MASを利用する病害はその効果を

検証してから利用していることから，検定法は縫

立できていると推察できる。従って品種開発が遅

れていた理由は後者の不良形質との連鎖と考えら

れ，戻し交配によってそれが証明されたことにな

る。

今後新しいDNAマーカーを利用する際などは，

育種の進捗状況などを考躍し，不良形質と連鎖し

ている可能性はないのか，不良形質と連鎖してい

る可能性がある場合は連鎖を切ることはできるの

か，その不良形質を補うような選結資源はないの

か等に留意しなくてはならなし、。

2)遺伝資源の再評価と新たな構審祇抗性育種へ

の迅速な対応

北海道には貴重な遺伝資源が多数保存され，農

業特性，麗子の形態などが調査されデータベース

化されているが，今後病虫害抵抗性遺伝資源のス

クリーニングにDNAマーカーを手IJ用できると

えられる。すべての遺伝資源を譲種検定するには，

多大な労力が必要となるが，既知のDNAマーカー

を利用して大量の遺伝資源をスクリーニングし，

数を絞った中で接種検定等の諦査を行うことによっ

て，これまで品種改良に利用されなかった遺伝資

源、を有効に利用できる可能性がある。一度抽出し

たDNAは良い保存状態であれば10年閣は保存で

きるため，北海道で利用可能な新しいDNAマー

カーが公開されるたびに，簡便，迅速に有用な遺

伝資掠を探索できる。

水稲，小麦，大豆，ばれいしょのDNAマーカー

に関する研究はこの10年間で飛躍的に進んでおり，

実際の品種改良に利用可能な報告も多数ある。た

とえば，ジャガイモシストセンチュウ抵抗性やジャ

ガイモ Yウイルス抵抗性は現在北海道で利用し

ている抵抗性遺伝子とは異なる由来の抵抗性遺伝

に連鎖したDNAマーカーが公開されている。

これらの情報を活用することによって，北海道で

新たなシストセンチュウのパソタイプが出現した

場合や新たなウイルス系統が出現した場合には，

抵抗性品種の探索，抵抗性系統の選抜等に迅速に

対応できる可能性があると考えられる。一方で，

小豆，菜豆はDNAマーカーに関する報告が少な

いことが課題となっている。ともに北海道で

要な作物であることから，多くの研究者に取り組

んでいただきたいと切望する。

5.おわりに

DNAマーカーを利用した品種改良に取り組み

10年が経過した。はASを利用した品種改良によっ

てこれまで時間や労力がかかった選抜を簡便化で

きたこと，病害抵抗性などに鐙れ，なおかっ農業

特性の優れた品種，系統を開発できたことなど，

大きな成果が得られている。

これには育成場の担当者が育種事業の傍らで解

析用の材料を長い年月をかけて育成したこと，材

料の観察をしっかりと行い，精度の高い検定を行っ

-12-
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てきたことが背景にある。育種，病害虫部門が開

発した精震の高い検定法と，解析材料を用いて研

究を行った結果，靖度良く目的形質を選抜できる

DNAマーカーを開発することができた。また，

既知の報告についても，これらの検定法によって

その有効性の確認を行うことができた。ゲノム研

究の進捗は非常にE詳し今後も多くのDNAマー

カーに関する報告，抵抗註遺伝子に関する報告な

どが出されるだろう。私たちはその情報を実際育

穏に活用する側として，観察することの重要性を

再認識し，膨大な情報に鶴弄されることなく品種

改良に本当に必要な DNAマーカーを選択し利用

することが大切だと思う。

これまで道立農試が数多くの優れた品穫を育成

できたのは，品種改良に関わってきた多くの方々

-13 

の観察力の結果であり，現在はそれらの品種を利

用して様々なプロジェクトに加えていただいてい

る。今後も品種担当改良の担当者とともに，

MASを最大限活用しながら「菌場で感じたこと

には必ず理由がある」ことを念頭に，選抜の効果

を検証しながら良い品種を脊成していくことがで

きれば幸いである。
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