
  
  さび病抵抗性を有する'ねぎ中間母本農1号'の育成とその特

性

  誌名 野菜茶業研究所研究報告
ISSN 13466984
著者名 若生,忠幸

山下,謙一郎
塚崎,光
小原,隆由
小島,昭夫
野口,裕司

発行元 農業技術研究機構野菜茶業研究所
巻/号 11号
掲載ページ p. 55-62
発行年月 2012年2月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



'JlJ'~1i>1ì研究所研究報)!j- 11.55 -62 (2012) ;)D 

さび病抵抗性を有する‘ねぎ中間母本農 1号'
の育成とその特性

若生忠幸・iJJ下謙一郎・塚11時光・小原降由

小島 昭夫*・里子口 裕司

(τ|勺iX:23 I，r 8 ):J 29 EI受理)

Developmen t of ‘Negi Chuukanbohon Nou 1¥a 
Bunching Onion (Allium jistulosum L.) Parental 

Line wi th R ust Resistance 

Tadayuki Wako， Ken-ichiro Yamashita， Hikaru Tsukazaki， 

Takayoshi Ohara， Akio Kojima and Yuji Noguchi 

I 緒 ，::0 

近年，ネギのf七 ~f;' では安ll11iな愉入品に対抗するため，

コスト低減や市品質化がm~な諜題となっている.また，

ii'i 1~i者の信頼を得るための安全性(ì{i;保や環境保令型民業

への関心の高まりとともに， ~ I:. j~i'~現場では化学合成農薬

のfi!JlJJ:ll:低減にIr，]けた取り組みがぶめられている.その

一方で，!iiJl，f.:.#x崎やiili作などにより，病害の多発が深刻

イヒしている.

ネギさび1丙は，糸状mi?ucciniααllii (de Candolle) 

Rudolphiによって発病し，ネギ業身tmの表而iに-l1i円形

ないし紡錘形のやや借り上がった符黄色の小斑点が多数

j形成され，ネギのII}L'tirflilil簡を著 しく低下させる"!k(裂な地

上部病害である.秋季から梅雨季の長期lにわたり発止す

るため，栽.I:;-''i則|悶J:I:I~支I王I斉IJ によ る防除が高頻度1こ行われ

ており，延|切除Tfll績はネギの病害では最も大きく ，3H 

3千 haにのぼる (1二1本他物|坊疫協会， 2009) 殺前剤1¥)(

.(Iiの労力・コストの低減のため抵抗性品種の育成が望ま

れているが，ネギさひ'1i石に強度な抵抗セ|二をもっ育種素材

はりlらかになっていない，，*者らは，国内外のネギi宣伝

素材は認められなかったものの，発生した病m数lこJ!?1穏・

系統IHJ?;.;が存在することを作認した(府生ら， 1999). 

さらに，発病干'iU主が比較的低かった級数の品栂を松本集

I:J:Iとして，抵抗性に|刻するi自伝チ頻度を高める循環選抜

を試みたところ，そのサイクルをjffiめるにしたがって，

抵抗性をIhU二させることが可能であることを明らかにし

た (Yamashitaら， 2005). そこで，循環選抜後のさび

がj低抗性改良集日|から抵抗性および一般形質をliHl定する

ことにより，既存品積よりも強い抵抗性を示す‘ねぎ1:1"

間仰木良 1サ'を育成したので，その経過と特性を械告

する.

‘ねさ 1:11 1 [\'J1辻木良 1 弓'の I守 j真に I~ し，特性検定試験

の実施にあたっては 1島森県iir業技術センタ 一野菜研究

所および千葉県農林総令研究センター育稀研究所の111.当

者各位に多大な御協力を m~ 、た.また，野菜茶業研究所

irJl究支援センタ一業務第 l不|の方々には選抜系統の裁椛

管坦l等に多大な業務支援をTi'I~ 、た.ここに記 して感謝の

意を表する.

E 育成経過

資源 133品種 ・系統についてさび病闘の接磁による抵抗 ‘ねぎ巾問l辻本農 1号'の育成経過を図 ーlにボす.

性素材の検索を行ったところ，本病に強い抵抗性を持つ ネギ追ーらよ資源 133品磁・系統の巾から，さび病抜極検定

干5 1<1 - 2392 三弔 V，li'lnlïki波 IIITi;( ~ I :. 3[jO 

野菜TI磁・ゲノム側究官!l或

*イj'f，liiWJm{~il長
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図- 1 'i2ぎ1:1"間l辻本農 1号'の育成系統図

S は I~I~![ ， C は;十IIIJ会交問~， rvIは集|立l交配後の IE代を示す

において発病程度が比較的低かった‘主冬一本'-<~;

:1+ 2号 ‘長寿 ‘せなみ ‘冬扇一本'および

ιυ11太'の 6品積を基本集団 (Co) として選定 し，

1998年にこれらの|主111直次代を得た. その後，接稀検定

による|きI組系統の選抜とそれらの相互交配・ iヨ株別採樟

による/lJ系系統集|立|の育成およびI，J系選抜を lサイクル

とする選抜を 2サイクル行い， さび病抵抗性改良集IJI

(CJ を育成した. C，の選抜引占|体から 自舶系統選抜を 3

回繰り返し，抵抗性および主要形買を凶定させた系統を

育成した.その後，集|守|交配により採精し，ネギ12濃 3

号の系統名 を付ーして特 tl:検定試験 (2008~2010 年度)

を災施した*i~i5f~，本系統は既存品被に比べて強度のさび

病抵抗性を示 し，また，その抵抗性は後代に遺伝するこ

とが惟認された.そこで， 2011年 3月 31日に‘ねぎ中

間同本農 1号' として品極主託銀 1:1¥願し(I'U !tjJi孫 号第

25781号)， 6月 281:1に11:¥胤公表された.

E 特性

育成地における試験成績

a さび病抵抗性

さび病抵抗tl=検定は， Yamashitaら (2005)の方法

に従い， ビニルハウス内に定柿後 5~6 か月栽1]与したネ

ギにさび病菌夏胞子懸濁液 (5x 10" fllil胞子1m!)をl噴霧

接種し，接種約 1~4 か月後に発病程度を調査 した.表

lに各年次の抵抗性検定における橋種，定植， 1妾種およ

び調査H寺別を示した.抵抗性程度は，調査日における病

即発生程度=に恭づいて設定した発病評点， もしくは調査

日ごとの発病評点の累積値 として算山した発病度 (ar巴a

under th巴 diseaseprogress curve: A UDPC) に基づ

いて判定 した 2010 {I.:度は，純物体の発育段階が抵抗

性に及ぼす影響を制べるため，橘碑!時期を約 lか月ずつ

ずらして生育が 3段階に異なる植物をJlJいて， 同時に抵

抗性を検定 した.試験規模は， fJ1i試品種・系統あたり

10個体を 5反復栽柿し，栽布tl~i非日立は liezlîI! 70 cm，株Ita!4

cmとした. 施肥量は， N: P巳コ九，0.;: Kι〈ι，0=1日5: 17.5 : 1日5 

k王glρ10a とした +松椋;2主l目:託準準f仁i九改叫IA品品;日;

する代5表長的な+似i民{i深楽ネキギ、品稀 ‘」ιj蔵， をJl]い， 対!日{品樟と

しては，さぴ病に11"lH!立の抵抗世1:を有する ‘長寿'およ

びさび病に竹'{lj内性の‘:r.R 1I1' を JIJ~ 、た. さらに， 2009 

{1:!.:Itからは‘長寿'よりやや強度の抵抗tl:を宿する ‘夏

sii 3 号'を文来対、J照Ji

は新i江潟I烏4県で採収したさび?が病d丙n限附王刻Iを盟野f菜茶I似研d川「で経f作1ドi土1ザ哨V将削(/けげ5'i一U杭0

夏j胞j胞包一チfをj月川|日1い， 20ωOω9 {年ド度および 2010千年|ド二!度主支:は， 1ij-森県で

採取したl基iを野菜茶Tufでl'Mft[した夏!J包イ宇を月]l、た.

2008 {I:/立の検定では， 1安積後 1~2 か ):J は全体的に発

的が緩慢であった. 試験区により発病程度に琵がみられ

たものの， 7)月-J3 1:日5ヨiの制宅査t円には標準.文来対、'J!照1問司引lJ品I

以上が発病したのに文来対、Jしい， ‘ねさぎ、 I司1'1[作問;悶日i悶ヨ芋今本農 l号号 の発

1的内株 2率f容Eは 5閃6%にとどまつた(~表長 一 2幻). 竹r的性の ‘jf[[]I' 

では激しい病{肢が見られ，発病詐，~~T: は 3.8 に迷 し， Jj_1 fJ~ 

度抵抗性の‘長寿'では発病手F.'.':r:2.2であったのに対し，

‘ねさ中1'1¥11辻本Jlli]ーザでは 0.6と低い数値にととまっ

た.本給梨より， ‘ねぎrl-IIU!liJ:本民 l号'は標準 ・対J!~~i

31種に対してl切らかに強L、抵抗性を示 した.

2009 {I:/立は，より ~~:j ~ 、発病条件でのほ抗性の比絞を

行うため，発病泊三 }~T:の定義を表 -3/出l主主の通り変更 した.

4 ):J 17日には全イjt試品種で発病株率が 100%となったが，

‘ねぎ1:1"間I.B:本農 1号'の平均発病rPド点はl.6と標準日I

種 (3.9) および1'11税JJt抵抗性の対W!品積 (3.3) と比べ

低い備であった(表 -3). 以上の結果， ‘ねぎ rl:t間l辻本

農 l号'は背森県で採取された閣に対しでも明らかに強

い抵抗性を示 した.

2010 {I.:度第 1ITII橋種の試験では，接種約 3週間後の 3

月 1EIに下J政 ‘長寿 ‘:rluEl'に発病がみられ

(データ 11洛)， 3月 10日にはすべての供試品積・系統に

病徴が認められた(表-4). 'ねぎ中間I1J:-4>:鹿 1号'で

は病徴の進展が遅く， 4月 71:1および 22日の調査ーでは，

標準・対照品極は発病評}，I、(4以上 と「晶、発病'fBU立を示 し

たのに対し， ‘ねぎ仁1:llu]1ヨ本鹿 l号'の 発病fW点 は
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2.4-2.6 と比較的料微のまま経過した. 発病 l度

(AUDPC) については 66 と対照品種‘夏扇 3号'

(142) の半分以下の数値であった.

本試験では，嬬種目寺期の鼻!なる植物をmいて同一調交

1:1に発病程度を比較したところ，いずれの摘種jgJにおい

ても， ‘ねぎ中間母本j昆l号' は標百戸・対Wt6'11種と比べ

l切らかに発病度が低く，異なる発育段階でも安定した低

抗性を発締した.

表一l 育成i也における‘ねぎ中間l辻本農 H号' のさび

病抵抗性検定実施時期]

年度掃除円 定植日 機f量日 制定日 接fm源
採取地

2008 ~OOÎ年お月初日 10月10日 2008年3月4日 7月311 新潟

2009 ~0 08勾ー7月 1;:; 日 日月 1日 ~009年3月 6 日 1!117日 f守秘

2010 2009<下7月l日 お月28日 ~ 010年~Jì 8日 2月10日~・1月22日 背i，f

2010 ~O O~年7月九 1 日 9月16日 2010年2月8日 3月10日-4月22日 ñ，~~ 駒

2010 2009'1'.8月31日 1 0月 22 日 ~01 0年2月 8 日 3月10日-4月22日 背~r.

表一2 ‘ねぎ I:I :IIH'JIヨホ: J1il 1 号' の さび病抵抗性検定~)i

よ1! (2008 ~l'-J主〉

系統・品種 発病評点χ
発病株率

(%) 

ねぎ中間母本農l号 0.6 a 56 a 

吉蔵 2.6 bc 80 b 

長寿 2.2 bc 92 b 

東国 3.8 c 100 b 

乞発病評点 O無病徴

1 1葉あたり病斑1~3個

2 1葉あたり病斑4-10個

3 1葉あたり病斑11~30個

4 1葉あたり病斑31個以上

異なるアノレファベット間にはTukeyの多重比較検定

により5%水準で、有意差あり

表-3 ‘ねぎ巾/iAJI寺本JJJk1号'のさび病抵抗性検定結

巣 (2009!.rJ~) 

系統・品種 発病5平 ~"I.
発病株率

(也)

ねぎ中間母本農l号 l.6 a 100 

吉蔵 3.9 b 100 

夏扇3号 3.3 b 100 

長寿 3.3 b 100 

東国 4.'1 h 100 

z発病評点、0無病i数
1 1薬あたり病斑1-5個

2 1葉あたり病斑6-20個

3 1業あたり病斑21個~葉の半分程度を覆う状態

4病斑が葉の半分程度~全体を覆う状態

5葉全体が病斑に穏われ，大企に胞子を放出

異なるアノレアァベyト問にはTukeyの多重比較検定により5唱水準

で有意差あり

表-4 ‘ねさ 1:1"間/iJ本庄 1号'のさび病抵抗性検定結

果 (2010年度)

系統・品種
軍士， ~巨怖fl\‘

krn) umn) 

111丘白およひ聾病採点'
発病度

(AUIWじ)罵3月10日 3月辛i目 4月78 月22日

第1屈指1量(2凹9咋;]月1日)
れ吉中間母本AI号 n.s 16.7 0.-1 '" 0.7 i1 2.4 .， 2.町日 fi6 a 

吉長 得~A 20.5 I.i h 3.2 b jl 7 b 5.0 b 16:1 c 

夏眠3号 78，6 19.1 1.桁 h 2.6 b 4 1 • Hb  1-12 b 

長寿 86.1 21.1 2.0 h 3.3 h -1.1 11 再oh 166ι 
京国 8'.2 189 1.8 h l.3 h 1.6 b 5.0 b 162 c 

第2回播種(2聞9年7月九l日}
れず叩間像;j二良3号 61.1 112 0.:¥ ~ I O.fi i1 2.2 <1 :t.I 21 5R n 

脅威 i1..:; 1:5，f， 1.l n 2.2 h 1.0 h 1.5 h 1:11 !x'. 

:ll1ll3号 73.3 14.fi. 1.:¥ h 2.1 b :J.7 b ".:J b 12~ h 

長:JI' 81.4 1.1.:l 1..1 h 'l，7 h .1.2 h -1.1 h I't.¥ hじ
京国 8.13 1:;.6 1.7 h 1.0 h .1.3 h t.fi h 151 じ

沼3[目指国1201。り'I'8J!31日)
れき'中間母本民l司 3R.2 '.8 0.0 ‘ 。-'1 il 1.0刊 J.3拍 :¥0 ;1 

占蔵 19.8 ..!¥ 0.9 b 2.1 "" 3.8 < 4.0 bc 121 (: 

Ui;lH!'・ ln.2 0.5 h 1.3 h :l.l b ¥，.J h n:i b 

畏舟 ~4.2 1.9 0，7 b 1.9 hr: :t6 bc ，1:3 c 115 c 

JT:国 5U 7.4 o制 1. 2.2 c 4.0 c 4.1 (: 125 ， 

T20lO年2月五日調f.i.

V発病評点:'1，-3脚注君主眼

‘発耐I~(AUDPC)~ !:Hl，・1(1))((0民，+us;lnl
(1..t-'I):i回目的調官とjil回目的調査則聞の日数
1)>，目γilJ阻闘の調貨における平均発病:干点

US，:i回 自の;1¥'1売における早舟尭柄糾占

具売るアルファベット1mにはTuk昨白書車比較椴;tl':.tlJ同水摘で布!!:mあり

b さび病抵抗性の遺伝解析

‘ねぎIjJII¥J/辻本民 l号'とさぴ病 lこ柄引l片|生の短~~性ネ

ギ育成系統，短業 26-48-2 8-2 8 との交維による F2分

i~f，十集 IJI を白地して待たF:， 100系統を供試した. 2008 "f 

7月 5¥:1に橋穂， 9 )-J 3 EIに抵抗性検定川ハウスに各系

統 10似体ずつ 5反復となるように定他した. 2009 "1': 3 

)-J 6卜lに亙胞チ懸泌械を後積し， 4 月 17 日 に発病ail~ }， 

35 FI (P1 xp) 

+ 30 

25 
.ねぎ中間母本農l号

(P
1
) 

+ 

短築26-4s

2s-2s 

(P.，) 

+ 
ハH
v

p

h
υ

内
ノ
M

E

T
-

系
統

数

10 

p 

a 

。
~ 1. 2~ 1.6 ~2 ~2.<1~2.8~3 . 2-3 . 6 -4 ~4 .'1 

発病評点

I~ - 2 ‘ねき中間母本民 1号' と短誕 26-4s-2 s-2 sと

の交雑 F3系統li.'(:におけるさび病の発病評点の分市

9tlI'-IlI、¥;点:0 ~!l~fi内徴

1 lã~あたり 11i.J斑 1-5 例

2 1葉あた り術斑 6-2011/;1

3 1菜あたりf両氏 21M-戎ーの半分組肢を濯う状態

4 11;;;泌が誌の半分脱皮~全体を彼う状態

5 ~~全体が11;:;政fに滋われ，大ifj に胞子 を }jx:U
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を調査した.

'tl.ぎ中間母本農 1号' と短~ 268-48-28-28との交

雑 F，の発病評点は権病性親にやや近いfi0:を示し，交雑

日系統群の発病手l'点は，抵抗性殺に近いものから椛病

性親に近いものまで連続的な分1riを示した(図-2). こ

のことから， ‘ねぎ中間母本島 1号'のさび病低抗tl:は

複数の遺伝子に支配され，音11分優性に発現すると考えら

れ，後代における抵抗性の発現には，交全ff'親の抵抗性程

度も関与することが示唆された.

c 一般特性

‘ねぎ中間母本農 1号'を 2006年 4月5日にセルト

レイに 1穴あたり 2粒橘種し， 6月 1日に畝間 100cm， 

株!'1m2.5 cmで各系統 50価|休 2反復になるように露地lliil

場に定植した施肥長は， N: P，O， : K，O=16・20.3: 

16 kg/10 aとした.農業生物資源研究所ジーンパンク

の組物特性調査マニュアル(農業生物資源研究所，

1997)に準拠してと1-'.背中の特性を調査するとともに， 11

月 22 卜|に収穫し，収穫物の諸特性を調査した.標tV~ 1~1~~1 

極は‘吉蔵対!l~i品有!として a夏扇 3 号'を周 L 、た.

‘ねき中間母本躍 1 号'の栽椛~:tのと七育特性は 1:存妥，

葉色およびろう質については‘古政' と同程度であった

(表 5， 1~1 - 3). 収穫物特性については，襟部の締まりや

収穫物の揃L、は‘吉蔵'と同制度であったが，革勢は劣り，

収穫物の葉鞘長，葉鞘径，地上官11生霊については，

および‘夏扇 3号'より小さかった(表-6，図-4). 分げ

表 5 ‘ねぎ':1:1tiJ]'1辻本民 l号'の春まき

栽暗における生育特性

系統・品種名 草姿z 葉色y葉折れxろう質w

程度

ねぎ中間母本農1号 7 7 3 5 

吉蔵 7 7 5 5 

夏扇3号 8 7 3 5 

z 草姿1c開張性)~9(立性)， y葉色 1(淡)~9(濃)

x 葉折れ程度1Cj，')~9(多)， .ろう質ー 1(少)~9(多)

区1-3 ‘ねぎ中間母本農 1 号'の$j()tr~l:tの !'TL安

(2010 {Io 11 ):J 18 IJ 11故影)

I~I - 4 ‘ねぎ中間母本農 1号'の収穫物

ノミーは 20cm 

(2011 "1'-I.)"J 13 LI jl止彩)

表- 6 ‘ねぎ中間母本農 1号'の春まき秋とり栽士去における収穫物特性

系統・品種名
襟部の， 1収機物y 最大 業身 業鞘長 紫鞘径 地上部 分げつ 欠株率 m身の異 業鞘の認
締まり の揃い 葉身長 折f圭 生重 発生率 硬さ 硬さ

(cm) (mm) (cm) (mm) (g) (弛) (弛)

ねぎ中間母本農1号 5 50_2 30_8 29_0 18_5 127_2 0_0 2_6 8 

吉蔵 51.7 33_5 36_0 21.4 205_9 2_8 5_3 

夏扇3号 19_8 31_3 34_3 20_0 194_5 。。 。。 9 

Z 襟昔(lの締まり 1(劣)~9(f韮)， y収穫物の揃し、 1(劣)~9(優)， '主主身・主主鞘の硬さ 1(軟)~g(硬)
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表←7 特性検定場所における試験設計

J呆憧密度 施肥量(kg!lOa)
検定場所 年度 播種目 定植日 調査日 試験規模 畝開株間

(cm) (cm) 
N P205 Jく20

2008 5月7日 7月8日 9月4日 40株 3反復 100 2..5 20.0 20.0 20.0 

青森県産業技術セン
2009 3月2:l日 5月19日 7 月 14 日 ~9月 2 日 40株 3反復 100 2.5 20.0 20.0 20.0 タ一野菜研究所

2010 3月23日 6月2日 7月 10 日 ~IJ 月 5 日 40株 3反復 100 2.5 20.0 18.0 20.0 

千葉県農林総合研究
2008 6月25日 8月 2~ 日 九月28日

センター育種研究所
2009 6月19日 8月27日 3月31日

つの発生はなく，集身及び諜'14[i{illは比'Is('EI<.JfiY.!かった.

以 l二のあl;架， ‘ねさ 1'11問/;]:本民 1号' は，既存の恨iif.

ネギ品析に比べ収5i:性は劣るものの，恨i来ネギとして必

要な形質は概ね11njわっており，さび病抵抗宇!，の育種素材

として有望とみなされた.

2 特性検定試験場所における試験成績

青森県l~il~業技術センタ一野菜iíJI 究所および千葉県農林

総合研究センター育桁iiJI究所で実施した特性検定試験の

設計概裂を表一7に示す .J=!'JiiW"I~" tillとして‘古，#1<'対

n日品在!としてさび病に ':1:1程度~やや強L、抵抗性をボす

‘夏扇 3号，， ':11限度抵抗性を示す‘長寿'および抗日前

性の‘点l主rをJ¥Jし、Tこ.いずれの検定地でも!と1然発的に

よるさひ7丙の発生脱皮lこ基づき抵抗性を淵査した.

:30j司、:l反復 100 2.0 13.5 22.5 1:l.5 

:30株 3反復 90 2.0 13.5 22.5 13.5 

表-8 背森県における ，~d. さ iー1 '111\] /.fJ本出 1号'

のさび病抵抗性検定結果 (2008年度)

系統・品種 発病評，~Z
発病株率

ねぎ中間母本農l号 2.8 c 

吉蔵 2.2 c 

夏扇3号 0.4 a 

長寿 1.5 b 

東国 2.9 c 

Z発病評点 o無病徴

1 1葉あたり病斑1~3個

2 1葉あたり病斑4~10個

:3 1葉あたり病斑1l ~30個

4 1葉あたり病斑31個以上

(%) 

100 b 

97 b 

37 a 

80 b 

100 b 

異なるアルファベット聞にはTukeyの多重比較検定
により5%水準で、有意差あり
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2008 +¥度における 青本県の検定では， ‘ねぎ'1-'1I1j s:J:本

農 l号' は ‘夏扇 3.)号J および ‘長寿'とくらべてイョー誌

に発的詐点が，b1J く，限的性の '*1宝l'と向f~，U立の発病む!

j主を示し，抵抗性は認められなかった(表 8) . 
ぷ-9 '?i'森県における ‘ねぎ '1:1IIfJ /辻本躍 1号'のさび

前抵抗性検定中;ii巣 (2009年度)
なお，本検定地では夏季にさび病lこ椛病したニンニクか

らの伝搬により1ま!?何度が高く，発生花，U立が大きくなりやす

いため，本試験でー設定された発病評点では抵抗性を比較し

にくいと考えられた. このことから， 2009年J立からは発病

評点を野菜dinJfと同線の茶話f;に見直した(表 9脚注)

2009 "fJ立の検定では， 7月上旬から発病が認められ，

対照!日経:ι夏扇 3Jiず では 8月 10日に発病手!と点が最も

高くなった(去一9).一方， ‘ねき、'1-'IHiJ/寺本~J:長I号'の

発病言、l'点は， 標d準f存μ;λ.弁対Jf照!照乱品静程一と比べJ廊廊極令めて低く f祁日

2010年j皮立は平正勾|より夏季が高;焔昆であつたため， いず

れの品磁においても 9月まで病徴の進展は緩慢であった

が， その後やや進展した. 1日1月 5¥巨白:ヨ1までの発1病p内i河J度

(AUDPC) (はま丸， ‘ねき r司iド'11問1可司l同母ヨ寺:本鹿 1弓号，では極めて低い

f促値t泊1を示 しい， 他のJ品j

(j表長一10ω).

関J!i日および発病評点、
系統品種

7月H日 7月28日 8月10日

ねぎ中間母本j出l号 0.-1 a 0.3 a 0.:1 11 

吉厳 1.6 c I.u b 2.6 b 

夏庫i:l号 1.0 L 1.2 b 2.5 b 

長司; 1.5じ 2. i c 1.0 c 

京国 1.6 c 3.1 c 1.6 c 

l発病評点。無病徴
11葉あたり病J)I 1~5個

2 1莱あたり病斑日~20個

11紫あたり病斑21個-'11;0)半分程度を覆う状態
4病斑が葉の半分程度~全体を殖う状態
三業全体が病斑に積われ，大量に胞子を放H:l

F発病度(AUDPC)=工{(斗，t.JX(口5，.， + 1)5，) 121 

9月2日

0.1 a 

1.0 h 

0.2 n 

1.8 c 

1.5 c 

Ctj.l-t.):i回目白調査とi+l回自の調査の問の日数
口S;+I:i+l回目的問査における平均発病評点
DSj:i回自の関査にお:する平均発病評者、

異なる7ノレブァベット問にはTukey円多重比較検定により利水準で有意差あり

発病度予
(，¥UDPC) 

17 a 

92 b 

70 1】

1:，9 c 

154 c 
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表 10 背森県における‘ねさ 1:1:1 11耳目本J~ 1号'のさび病抵抗性検定結果 (2010"n長)

調査日および発病評点先
発病度y

系統・品種

7月15日 8月3日 8月23日 9月13日 10月l日 10月19日 11月5日
(AUDPC) 

ねぎ中間母本農I号 。。 。。 0.0 。。 。。 0.0 a 0.2 a 1 a 

吉蔵 0.1 0.2 0.0 。。 0.0 0.3 a 0.9 b 18 a 

夏扇3号 0.0 0.2 。。 。。 。。 0.3 a 0.9 b 16 a 

長寿 0.1 0.:3 0.0 。。 0.0 0.1 a 1.3 b 19 a 

東国 0.3 0.5 0.1 。。 0.1 2.0 b 3.1 c 77 b 

;.:， r発病評点の基準，発病度(AUDPC)の算出方法については表-9と同様

異なるアルファベット間にはTuk巴yの多重比較検定により5%水準で、有意差あり

表-11 千葉県における‘ねぎ1:1:11日J/:rJ本法 l号'

のさび病抵抗性検定結巣

年度 系統・品種 発病評点z 発病株(主弘存) 

2008 ねぎ中間母本農l号 。。 。
吉蔵 。。 。
長寿 0.1 3 
京国 0.2 10 

2009 ねぎ中間母ヨfi.:，ml号 。。
吉蔵 0.1 
長寿 0.2 16 
東国 0.6 33 

z発病評点 。無病i教
1 1葉あたり病斑1~3個

2 1 葉あたり病斑4~10個

:) 1葉あたり病斑11~:lO個

4 1主主あたり病1)131個以上

千諜りi!の検定では， 2008， 2009年度ともにさび病の

発'1二が少なく，標準・対照品磁でも発的手l'点，発的株率

ともに総じて低かったが， ‘ねさ rl"1[I.ij/i]:..-f:J.主 1~言 'には

さびがjの病徴は全 く現れなかった(表一ll).

以」二の結巣，いずれの検定地においても‘ねぎ 11'間/tJ:

本J1!k1号'は，後数年次の試験で既存JEl積に比べてさび

病の発生が少なく，強度の抵抗性を有すると判定された.

W 考 察

ネギさび病の発生生態については，発病と討I~UJ[，湿度，

土壌肥料条1LI二等との関係について明らかにされているが

(竹内， 1986)，品積抵抗性に|渇してト分な知見は得られ

ていない. 筆者 らは， 133品種・系統のネギ遺伝資泌を

供試 し， ビニルハウス栽培による接禄検定を実施した結

呆，感染初期の発病院度に品積間差を認めたが，その後

の症状の進行とともに，発病程度の差は半IjJ}IJて‘きなくなっ

たことから，強度の抵抗性紫材は存在しないと判断した

(ぷ:λ1:.ら， 1999) さび病はネギの主要病害であるが， 有

効な抵抗性素材が見11¥されていないことから，これまで

抵抗性育磁はほとんと行われていなかった また，さび

的閣は絶対寄生lhliのため， "1:次変動の大きい(竹内，

1986) r~r 然発病に基づく検定が行われることが多く，こ

れまでの育積操作においては，選抜の効果は一|一分fぜられ

ていなかったと考えられる.そこで本liJF究では，さび病

院iの桜花自検定による抵抗性会I'1ll1iと循環選抜法によりネギ

積内のさび病抵抗性に関わる遺伝子頻度を高めた集団を

育成し，既存品積より抵抗性の強いI:I:IIM]"/寺木の育成を試

みた.循環選抜は，集問内の1n~作為交配と人為選抜を繰

り返し行い，組換えを促進することにより，集11:1内のイ司'

)IJ遺伝子の頻度を向上させるのに有効であり， トウモロ

コシなと、の主に他タ!日1:作物において遺伝率の低い盆的j伝

質の改良にmし、られる (Allard，1960). 野菜の台ー種で

は一般的ではないが，キュウリの収量地JJrI(Wehnerら，

1996) やトウガラシの 半身萎ちょう病抵抗性向 上

(Palloixら， 1990) に本育種法が効巣的であったとの

報告がある.本研究では 2サイクルの循環選抜を行った

が;果，選抜I世代を経るごとに発病度 (AUDPC)の11tlが

減少し，Ct S" "Ili:代の AUDPCは基本集Ij-I(Co)の 38%

と有意に低い怖となった CYamashitaら， 2005).本結

果により，循環選抜法がネギさび病抵抗性の改良に有効

であり，たとえネギ種内に強い抵抗性素材が存在しなく

ても，抵抗性系統の育成が可能であることが実証された.

循環選抜の手法に閲して本研究では， トウモロコシの収

量 向上 に大きな効果が実証 されている SI系統選抜法

(Weyhrichら， 1998)をJ'Iれ、た. これは，素材集聞の

選依佃体から 自殖次代を得，それらの特性を系統単位で句

選抜し，その後放任受粉して遺伝的組換えを図る方法で，

選抜効果が高く，遺伝率の低い}f;質にも適する(鵜釘j，
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2003) .一般的に，循環選抜の初期J-I止代では選抜効果は

低いとされているが CKanbeら， 1997)，ネギさび病t底

抗tl:の選抜では比較的早い世代から大きな抵抗性の向上

が認められた.循環選抜により 育成した改良集団 C，お

よび C2の抵抗性を比較したところ，両集IJI問での遺伝

率は 0.81と丙く(若生ら， 2005)，このことが向い選抜

効果を得た)京国と考えられる.

‘ねぎ'11/1りtlJ本IA1 ;号'は， さびがiによる病斑の発生

が既存の品格にくらべてIljjらかに少なく，強い抵抗性を

有すると判断される また，純物体の発育段階が変わっ

てもその抵抗性は安定して発的されることが縦認された.

後続検定では，背森県および新潟県で採取されたl是iに対

して抵抗性を示し，背森県および千葉県における I~I 然発

病による判性検定ではいずれも桜数年次でも抵抗性が認

められた. 2008 "f皮の背森県における特性検定では，

‘ねぎ'-1-'間l辻本民 1号'はJl1(お'cl'l:を示さなかった(表-

8)が， その催病布立中刻からJ采収したさびがqj是iをJ:FJl 、てナi

積検定を行 ったところ， ‘ねぎ 1:1:'11'，]/司本農 Hずは抵抗

性を示 した(去-3). また，本試験では1，[1111後間もない

Y;iJm¥)J9Jから発病が始まったとみられるが， ‘ねき、'I-'II¥]/寺

本農 1号'の発育段階による抵抗性の変動は認められて

いないことから，本試験における 6ねぎ'1'1日JI寺本農 1号'

の催病の!京|話|は不明である.

ネギさびがJ的のレース分化は明らかになっていないが，

接穂検定および特性検定のおIJ巣より， コオ木木宇ド判4三'1ザlJl1日1

く分4布jするネキギ、さひび品病隊悶i に文来対、J して効』身巣r~ を発主拘卸|ド[すると忠わ

れる i追宣凶f伝去角解平析の車あ料枯i占!I;果， コオ木1トド，:吋今1J品h品川lリ干種j雪Eの抵b抗L性は立毘1?-的に発現しい， 

i部~II分f俊亙佐性tを示すことから， 2'真主住恒性!J抵五抗性で、はは;なく， ポリジー

ンに支配される国場抵抗性であると考えられる.近年，

千葉県農業総合研究センターにおいて育成された以j-i二不

女LIネギ品椛‘足長美人'は， /~I 然発病|、では従米の J:)j ~ì:.

イ改L1，日1穏とくらべさび病の発主l二一が少ないことが*~告され

ている(桑!日ら， 2006). ‘足長美人' も出i場抵抗性を

持つと考えられるが， ‘ねぎ"1"問団ー本農 1-~].' との抵抗

性程度の違いについては不明であり，今後検討する必要

がある.

‘ねさ仁1111Jilij本農 1号'は，恨深ネギのミi:.力となって

いる千住'lj.¥'，'ii'，税の形態的特性を示し，立性で襟じまりが

良く，分げつはほとんど発生 しない. 一般Jr;質のfiIIjいに

ついては市販の /~I 然受粉 COP) 品種と同校度と考えら

れる.ただし，本品種は循環選抜の過程で白姑を 2flli， 

その後形質問定のための 白地を 31m経ており， 白71宣明勢

の影響から生育がやや遅く， rln仮品種より収主性は低い.

しかし， 本系統を).，-*見とした F，組合せでは， Tli ¥UX品種

と問主，U立のλI:.i奇itfが{確認されている(未公表データ)• 

このことから，今後本品積を育種素材として優良 F，親

系統を育成することにより， ~ミ川性の高 L 、さび病抵抗'1'1:

iflI障を育成することが可能となる.なお， ‘ねさ '1:'間w
本農 1号'の抵抗性は{fll分後性にi遺伝するとim定される

ため， さび病抵抗性 F"W，磁を育成する切合には，両主ii

に抵布引~I:を持たせることが盟ましい.

循環選抜法によって育成した‘ねさ "1111¥J/辻本農 1汚'

を素材として，本研究で行った接被検定 lこ~まづく選抜に

より，今後より効率的にさひ'JiAf抵抗性育種が行われるこ

とを則待する.

V 摘 要

1) ‘ねぎ't1/l!dIヨネ;鹿 l勾J は，ネギ 133品積・系統の

'_1"からiNi:tした，発病程度の比較的低い‘聖冬一本

‘岩井 2号 ‘長寿 ‘せなみ ‘冬m-;i一本

および‘21:川太'の 6 品磁を ~i~木集FJ'Iとして，循環

選抜を 2サイクル行った後， /~I 純系統選抜を 31m繰

り返して抵抗性および主要Jr;1~I を 出|定させた品積で、

ある

2) ‘ねぎ 1:1:1間{辻本j足l号J は，循環選抜の基本集団の

ーっとした‘長寿'や比較的強い抵抗性を持つrtn収
品格‘夏扇 3・1ず がii)xしく発病する条件下でも，さ

び病の病J)J数が少なく， JiAH放の拡大も遅いことから，

既存のネギ品砲に比べて明らかに日郎、抵抗tl:を示す.

3) ‘ねき "1"II.iJ1辻本良 l号'の抵抗性は，純物の発育段

階が災なっても，安定して発射する.

4) ‘ねぎ'1"同 /:;J:フ判長 1ij'・'と椛府It~l'i業系統の 26-4 s 

ー2s-2 s との交4~f F，は， ‘ねぎ rl'l日J/ij:木農 l弓'よ

り抵抗性が弱く， F~ の /~I 舶により 1*J た F， 系統în'で

は幅広い抵抗性の変興が認められることから，さび

病抵抗性は波数の遺伝子に支配されており，部分優

性に遺伝すると抗定される.

5) ζねき rl'問自主14!長1号'は， 止育がやや:ii1く， Tli¥坂

J品;

村特e↑性生を示示-し， 立性で係じまりが良く，分げつはほと

んど発生しないため?さび病抵抗性品磁を育成する

ための育研~素材として有効である.
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Development of 'Negi Chuukanbohon Nou 1', a 
Bunching Onion (A llium fistulosum L.) 

Paren tal Line with Rust Resistance 

Tadayuki Wako, Ken-ichiro Yamashita, Hikaru Tsukazaki, 

Takayoshi Ohara, Akio Kojima and Yuji Noguchi 

Summary 

A bunching onion parental line, 'Negi Chuukanbohon Nou 1', which has the highest rust resistance so far 

found in this crop, was developed by using a recurrent selection program. After rust inoculation of 133 bunching 

onion accessions, six slightly resistant cultivars , 'Seitou Ippon', 'Iwai 2', 'Chouju', 'Senami', 'Fuyuougi Ippon' 

and 'Toyokawa Futo', were selected as the foundation population (Co) for recurrent selection. A rust inoculation 

test was conducted in every generation during the recurront selection and in the subsequent selfed-line selection. 

'Negi Chuukanbohon Nou l' was selected from the self-pollinated progeny (S,) of a second-cycle improved 

population (C~ ). The symptom severity rated according to Yamashita et al. (2005) was less in 'Negi 

Chuukanbohon Nou l' than in 'Chouju' and 'Natsuougi 3', which were rated as moderately resistant to rust, 

indicating that the spread of disease was very slow in 'Negi Chuukanbohon Nou 1'. Rust resistance in this 

cultivar was expressed stably at different growth stages. Rust inoculation of the progeny of a cross between 

'Negi Chuukanbohon Nou l' and a susceptible line suggested that the resistance is controlled by several genes 

with partial dominance. Although less vigOl'OUS and lower in yield than commercial cultivars , 'Negi 

Chuukanbohon Nou l' will be useful for developing rust-resistant cultivars of the "nebuka negi" type. 
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