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蔚培養によるピーマン黒枯病抵抗性育種母本の育成
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ABSTRACT 

SHIMOMOTO， y'lへSAWADA，H人OKADA，M.1， MORITA， Y.人 MIZUMOTO，H人KIBA，A.3 and HIKICHI， y.3 (2012). Breeding of 

mother lines of Capsicum resistant to Corynespora blight caused by Corynespora cassii白la.Jpn. J. Phytopathol. 78: 85-91. 

Corynespora blight caused by Corynespora cassiicola has spread through western Japan， leading to massive losses in sweet pepper 

production. In this study， to select plants resistant to Corγnespora blight， we first inoculated 13 commercial cultivars and four mother 

lines of Capsicum plants with C. cassiicola. None of these plants were resistant to Corynespora blight. Of 38 breeding lines of 

Capsicum that were inoculated with C. cassiicola， five lines expressed a resistance to Corynespora blight that was highly variable 

among plants of the same line. Fourteen new lines were developed from the four resistant lines using anther culture. These anther-

culture lines were highly resistant to the disease. From four anther-culture lines with higher resistance compared to other lines， self但

cross breeding lines were produced. The self-cross breeding lines had high resistance to Corynespora blight， the same as the anther-

culture lines. Thus， these self.暢crossbreeding lines should be useful as mother・linesfor breeding new cultivars of C. annuum resistant 
to Corynespora blight. 

CReceivedJuly 8， 2011; Accepted October 25，2011) 
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緒 言

Corynespora cassiicola CBerk. & M人 Curtis)c.T. Weiによる

ピーマン黒枯病は， 2004年 1月に高知県土佐市の施設栽培

ピーマンとシシトウガラシにおいて本邦では初めて発生が

確認された病筈で，葉，茎および果実に黒褐色の病斑が形成

され，その結果，早期の落葉，果実の品質低下，校枯れを起

こす CShimomotoet al.， 2008) .地際部に病斑が形成された

場合には株枯れとなる場合もある. Fungal Databases (http:// 

nt.ars駒grin.gov/fungaldatabases/index.cfm) によると，世界的

には5カ閣の Capsicum属捕物においてC.cassiicolaによる病

害の発生が報告されており，我が闘では残臼本のピーマン栽

培に甚大な被害を及ぼしている 本病の防除対策としては，

ベンズイミダゾール系薬剤と QoI部の散布処理が用いられ

ているが，薬剤耐性菌株の出現により，代替手段の探索が急

務となっている(下元ら， 2009). 

植物病害の防除手段として，抵抗性品種の科苅は最も安価

で労力のかからない防除手段である. とくに， レースー品種

相互作用に基づく真性抵抗性遺伝子の科用は，交配により閤

定系統の作出が容易であることから，数多くの作物の病害抵

抗性に活用されている しかしー遺伝子支配の真性抵抗性

は種内の特定の菌株のみに作用する場合があり，スペクトラ

ムが狭い.さらに，真性抵抗性はジグザグモデル(Jonesand 

Dangl，2006)のeffector-triggered immunityに属し病原菌は

その抵抗性誘導に関わるエフェクタ一分子の変異により， 1，底

抗性を回避することが可能である.そのため，持続的に病害

抵抗牲を潤場で維持するためには，謹数の真性抵抗性遺伝子

それぞれを単独または複数有する田定系統を混在させたマル

チラインを作成する必要がある(石崎ら， 2005;松永， 1996). 

量的形質遺伝子座 (Quantitativetrait loci， QTL) に

支配される病害抵抗性は，真性抵抗性と比較すると抵抗性の

程度は弱いが，スペクトラムが広く，抵抗性打破株の出現頻
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度がきわめて低いと期待される.しかし， QTLで決定される

抵抗性は単純にメンデルの法射を適用しづらく，栽培品種へ

の導入には多大な労力を必要とする.

QTLに支配された違法形質を回定する有効な手段として

蔚培養が知られている.菊培養で得られる植物体は花粉由来

であれば半数体あるいは2倍性半数体で，半数体の染色体倍

加によりわずか 1世代で純系を作出することができ，固定化

に要する育種年娘を大幅に短縮できる(松本， 1989). これ

までにイネ，ナス，ハクサイ等で蔚培養による品種育成と育

種母本の育成が行われている(関広ら， 1993; Matsumoto et 

al.， 1989;三ツ川ら， 2005;問自ら， 2007)が，病害抵抗性品

種の育成を目的に行われた事例は青枯病抵抗性のナス科様

物台木品種の作出(問自ら， 2002;世見ら， 2010)など数少

ない.

高知県農業技術センターは， 2005年に農林水産ジーンパン

ク事業によりミャンマーで収集された Capsi，ωm属植物の種

子を保有している ミャンマーの気候および地形はそれぞれ

熱帯から温帯および山岳地帯，王子原地待，高原地帯ならびに

デルタ地帯ι変化に富む自然環境が認められる.さらに，

ミャンマーでは周辺の国々と関係の深い多くの民族を介した

栽培縞物の人的移動が行われている.これらのため， ミャン

マーで栽培されているイネ，マメ科作物，ウリ科作物等には，

非常に高い多様性が認められている(松本ら， 2004;中川ら，

2002;友岡ら， 2003; ら， 2006) .これら作物と向様に，

Capsicum属;植物においても果実の色，大きさ姿等の種々

の特性において大きな変奥が認められており(菊藤ら， 2006)，

有望な遺伝資源がブールされていると期待される.

現在までに，黒枯病に対する抵抗性を有するピーマンやシ

シトウガラシは縫認されていない.そこで，本研究では黒枯

病抵抗性品種の育種母本の選抜を釘的に，まず日本国内の主

要な Cゆsicum属植物の栽培品種と育種素材の黒枯病に対す

る抵抗性の解析を行い，いずれの品種も黒枯病感受性である

ことを明らかにした.そこで，ミャンマーにおいて収集され，

高知県農業技術センターで保存している遺保資源38系統(驚

藤ら， 2006)の黒枯病に対する抵抗性を解析し，黒枯病抵抗

性系統を選抜した.さらに，これら系統の約培養系統を作出

し黒枯病抵抗性問定系統を選抜した.

材料および方法

供試麓株高知県内で採取した黒枯病擢病シシトウガラ

シ葉(品種名不明)から単胞子分離されたC.cassiicola 3菌

株を供試した.すなわち， 2006年 4月に高知県南国市で分離

された FN3(Shimomoto et al.， 2011) ， 2007年 9月に高知県

香美市で分離された逆)111-1，および2008年 6月に高知県南

田市で分離された P120Rを供試した.

接種試験 C. cassiicola FN3およびP120R菌株については，

Shimomoto et al. (2011)に準じてブドウ糖加用ジャガイモ煎

汁寒天 (PDA)培地 (Difco)平板上で 250Cの時黒条件下で

10日間第養した.逆JII1-1菌株については，オートミール寒

天培地 (Difco)王子板上で上方約 20cmからのブラックライト

ブ、ルー蛍光灯 (20W，松下電器産業)の連続照射条件下で同

様に培養した.埼養後に，各菌叢上に形成された分生子を滅

菌水に懸濁し，供試植物に 4mL/植物個体の割合で、噴霧接種

した.接種後は Shimomotoet al. (2011) の方法に準じて栽

培し，接種目臼後に発病調査を行った.病斑数を調査した

場合にはTukeyの方法により有意差を検定した.

ピーマン・シシトウガラシ品種と育種素材の黒枯病抵抗性

検定 ピーマン・シシトウガラシ 13品種‘葵ししとう， (ナ

ント種苗)， ‘カリフォルニアワンダー， (タキイ種苗)， ‘京

ゆたか， (タキイ種苗)， ‘さらら， (日本濁芸生産研究所)， 

‘つばきグリーン， (武蔵野種苗)， '=1二佐じしスリム， (高知

県農業技術センター)， ‘土佐じしビューティー， (高知県農

業技術センター)，‘トサヒメ R'(高知県農業技術センター)， 

‘トサミドリ， (高知県農業技術センター)， ‘南部大長， (日

光種苗)， ‘はばたき 3号， (横浜植木)， ‘みおぎ， (日本国芸

生産研究所)および‘みはた2号， (日本商芸生産研究所)， 

ならびにその育種素材 4系統 'Bara' (インドネシア原産)， 

‘C. chinense accession PI152225' ，‘C. chinense accession 

PI159236¥ ‘Laris' (インドネシア原産)の種子を供試した.

市販脊商培土(土太郎，スミリン農産工業)を充填した直

接 9cmのポヲエチレンポットに播種し， 25土 50Cに設定し

たガラス室内において，本葉 3-4葉期まで栽培後， 5.0 X 103 

個ImLの濃度に調整したC.cassiicola FN3頭株の分生子懸濁

液を供試植物各 4個体に噴霧接種した.発病弱査は次に示す

Dixson et al. (2009)の基準に準じて，各株の発病親度を調査

し，品種または育種素材それぞれの平均発病稼度を算出し

た:0，病斑なし1，病斑の発生は少なく，かつ拡大はわず、

かである;2，病斑が発生し，明瞭な拡大および融合が認め

られるが，葉全面の枯死には至らない;3，病斑が発生し，明

瞭な拡大および融合が認められ，葉全面が枯死する.

ミャンマ一系統植物の黒枯病抵抗性検定 2005年に農林

水産ジーンパンク事業により収集された Cゆsicum属植物38

系統(策藤ら， 2006) と， C. annuum品種‘京波'の稜子を

供試した.

市販育苗培土(前述)を充填した直径 9cmのポリエチレ

ンポットに播種し， 25:t 50Cに設定したガラス室内におい

て，本葉3-4葉期まで栽培後， 1.0 X 104鍛 ImLの濃度に調

整したC.cassiicolα逆)111-1菌株の分生子懸濁液を供試櫛物
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各3個体に噴霧接種した.発病調査は前項と同様に Dixsonet 

al. (2009)に従い各株の発病程度を調査し，各系統の平均発

病程度を算出して，黒枯病抵抗性系統の選抜を行った.さら

に高次スクリーニングとして，黒枯病抵抗性系統として選抜

された系統と‘京波'の本葉8葉期の各 5個体に， 1.0 X 103 

伺/mLに調整したC.cassiicol.α逆JII1-1菌株の分生子懸濁液

を噴霧接種し，植物個体当たりの病斑数を調査した.

前培養による黒枯病抵抗性系統の作出 黒枯病抵抗性系

統として選抜された 5系統の中で， C. cassiicola逆)111-1菌株

を接種した結果，病斑数が顕徴に少なかった植物体 (Collection

number 13， 39， 41， 142および 143のそれぞれ 3，1， 3， 1 

および 1株)を供試し， Chambonnet (1988) に準じて約培

養を行った.すなわち，開花前の花菅を 70%エタノールに

15秒間，続いて有効塩素濃度1.2%の次環境素酸ナトリウム

に15分間浸漬後，滅菌水で3田洗浄した.花菅内の約を CP

培地 (Chambonnet，1988)に置床後， 350Cで3日開，続いて

250Cで 17日間，いずれも暗黒条件で培養しさらに 250C

16時間日長 (2000-3000lux)で再分化が認められるまで(最

長6ヶ月間)培養した.再分化植物を寒天にジェランガム(和

光純薬工業)2g!Lを加えた Murashige-Skoog培地(Murashige

and Skoog， 1962)に移槌し， 250C 16時間臼一長 (2000-30001ux)

で1ヵ月間培養した.その後，再分化縞物をノくーミキュライ

トとパーライトを等量混合した培土に移植し，ポリフィルム

で覆って 7日間栽培後，ポリフィルムを捻去し，ガラス室内

で栽培した.着果が認められた株については果実を収護し，

採種した.着果しなかった株については， 1資芽あるいは肢芽

に0.05%芯lIeen20(キシダ化学)含有 0.1%コルヒチン(和

光純薬工業)水溶液をしみこませた脱脂綿を置き，染住体を

倍加させ，採種した.

蔚培養系統の黒枯病抵抗性検定 蔚培養系統と‘京波， (権

病性品種)の種子を供試した.

市販育菌培土を充填した直径 9cmのポザエチレンポット

に謡穫し， 25:t 50Cに設定したガラス室内で栽培後， 1.0 x 

103個/mLに調整したC.cassiicola P120R菌株の分生子懸濁

液を噴霧接種した.発病調査は槌物個体当たりの病斑数を調

査した.試験は2反復で実施し， 1回目は本葉 8葉期の各 6

個体， 2回目は本業 11~ 12葉期の各 5個体をそれぞれ供試

した.

さらに，荊培養系統において黒枯病抵抗性が固定形質であ

ることを評価するために，発病調査後の領体から種子を採種

した.これらの採取種子を前述と向様に本葉 8葉期まで栽培

し，各51極体に噴霧接種して病斑数を調査した.

結果

ピーマン・シシトウガラシ品種と宵種素材の黒枯病抵抗性

検定

供試したいずれのピーマン・シシトウガラシ品種と育種素

材も，黒枯病の王子均発病度は 2.0以上で明瞭な黒枯病抵抗性

を示す品種と育種素材は認められなかった (Table1). 

ミャンマ一系統植物の黒枯病抵抗性検定 ミャンマーで

収集された Capsicum属織物 38系統と‘京波'の黒枯病に対

する抵抗性を検定した.京波の平均発病程度は 3.0で，接種

10日後にはすべての葉が病斑で覆われ，枯死した.さらに，

ミャンマ一系統のうち33系統では病斑の拡大が認められ，

枯病に対して感受性であると判断された 一方， Collection 

number 13， 39， 41， 142および 143についてはいずれの平

均発病度も1.0で，縞物価体当りの病斑数は少なく，かつ拡

大はわずかであった (Table2). 

そこで¥再度， Collection number 13， 39， 41， 142および

143にC.cassiicolα逆)111-1菌株の接種を行い，病斑数を調査

した.その結果， ‘京波'の 1植物体あたりの平均病斑数が

79.4であったのに対し，いずれの系統においても，平均病斑

Table 1. Disease resistance of cultivars and breeding lines of 

Capsi.α~(m plants to Corynespora blight 

Cultivar or line Average disease severity'll 

C. annuum 
Aoishishito 

Bara 

California Wonder 

Habataki No. 3 

Kyoyutaka 

Laris 

MihataNo.2 

Miogi 

Nanbu時 daityo

Sarara 

TosahimeR 

Tosajishi-Beauty 

Tosajisi-slim 

Tosamidori 

Tsubaki-green 

C. chinense 
Accession PIl52225 

Accession PIl59235 
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a) Four plants of each cultivar and breeding line were inoculated 

with a conidial suspension of Corynes)りoracassiicola isolate FN3， 

and disease severity was assessed 10 days later as: 0 = symp-
tomless; 1 = a few small lesions; 2 = lesions expanding， some 

coalescing， but not resulting in blight; 3口 lesionsspreading to 

form large areas of necrotic tissue， resulting in blight. 
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Table 2. Resistance of Capsicum lines collected in Myanmar to 
Corynespora blight 

Collection numbe1.a) Speciesa) Mean disease severityb) 

5 Ca}りsicumspp. 3.0 

13 c.j均tescence 1.0 

14 c.j均tescence 2.0 

15 c.jシutescence 2.0 

19 Cαlりsicumspp. 2.0 

21 Capsicum spp. 3.0 

22 Capsicum spp. 1.7 

32 Capsicum spp. 2.0 

33 CaJう'sicumspp 2.0 

34 Capsicum spp 1.3 

37 C. frutescence 3.0 

38 Capsicum spp. 3.0 

39 Capsicum spp. 1.0 

41 Capsicum spp. 1.0 

48 Capsicum spp. 3.0 

54 Capsicum spp. 2.0 

57 Capsicum spp. 2.0 

60 Capsicum spp. 2.3 

75 C. frutescence 2.0 

76 Capsicum spp. 2.0 

82 Capsiωmspp. 3.0 

84 Capsicum spp. 2.0 

89 Capsicum spp. 2.0 

91 Capsicum spp. 3.0 

114 C. frutescence 2.0 

122 C. annuum 3.0 

123 C. annuum 1.3 

124 c. frutescence 2.0 

125 C.annuum 2.0 

126 C. annUU1匁 2.0 

129 C. chinense 2.0 

139 C. annuum 3.0 

141 Capsicum spp. 3.0 

142 C. frutescence 1.0 

143 c.jヤutescence 1.0 

145 c.jトutescence 2.0 

146 Capsicu持1spp. 3.0 

155 C. annuum 2.7 

Kyonami C. annuu1匁 3.0 

a) Saito et al. (2006); Coll. = collection. 
b) Three plants each of 38 Myanmar lines of Capsicum plants and 
C. annuum cv. Kyonami were inoculated with conidial suspension 
of Corynespora cassiicola isolate Sakakawa 1-1， and disease was 

assessed 10 days later as: 0 symptomless; 1 a few small 

lesions; 2口 lesionsexpanding， some coalescing， but not resulting 

in blight; 3口 lesionsspreading to form large areas of necrotic 

tissue， resulting in blight. 

数は 32以下で病斑数は京波より有意に少なかった (Fig.l).

病培養系統の作出

黒枯病抵抗性系統の選抜において，平均病斑数が有意に少
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Collection number of Capsicum plant 

Fig. 1. Resistance of Capsicum Myanmar lines collection numbers 
13，39，41， 142 and 143 to Corynespora blight as assessed 

by number of lesions per plant at 10 days after inoculation. 

Plants were inoculated with a conidial suspension of 

Corynespora cassiicola isolate Sakakawa 1悶1.Error b註rs

indicate standard error of the means (n=5). Bars with 

different letters indicate values differ巴dsignificantly 

according to Tukey's honestly least significant difference 

test (Pく0.01).

なかった 5系統， Collection number 13， 39， 41， 142および

143の中で，顕著に病斑数の少なかった 9植物体(Collection 

number 13， 39， 41， 142および 143のうち，それぞれ 3，1， 

3， 1および 1植物体)の花曹を約培養し， Collection number 

13から 6系統 (13町 1，13之， 13-3， 13-4， 13-5および 13-6)， 

41から 2系統 (41-1および 41-2)，142から 3系統 (142-1，

142-2および 142句 3)，143から 3系統 (143-1，143-2および

143-3)の再分化植物系統を得て，採種した.Collection number 

39からは再分化植物が得られなかった.

荊培養系統の黒枯病抵抗性検定

得られた 14約培養系統の黒枯病抵抗性を検定した.本葉

8葉期の植物個体に対する接種試験では， ‘京波'における l

植物個体あたりの平均病斑数が 577.3という黒枯病激発条件

下となったにも関わらず，約培養系統の平均病菰数はいずれ

も110以下であり， ‘京波'より有意に少なかった (Fig.2A;

Fig.3) また，本葉 11~ 12葉期の植物個体に対する接種試

験では， ‘京波'における 1植物個体あたりの平均病斑数が

79.2という条件において，約培養系統の平均病斑数はいずれ

も20以下であり， ‘京波'より有意に少なかった (Fig.2B).

得られた 14蔚培養系統の中から， 2回の試験で安定して強

度抵抗性が認められた 4蔚培養系統， 13-2， 13-5， 41-2およ

び 142-2を黒枯病抵抗性候補系統とした.これらから採種し

た自殖系統 13-2-2，13-5-2， 41ふ 2および 142-2-2を播種し，

得られた槌物体の黒枯病抵抗性を検定した結果， ‘京波'に

おける 1植物鱈体あたりの平均病斑数が 233.3という条件下
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Resistance of selfed lines from four anther-culture lines 

derived from Capsicum plants Myanmar lines 13， 41 and 
142 to Corynespora blight as assessed by number of 

lesions per plant at 10 days after inoculation. Self-cross 

lines and C. annuum cv. Kyonami were inoculated with a 

conidial suspension of Corynespora cassiicola isolate 

P120R. Error bars indicate standard error of the means 

(n=5). Bars with different letters indicate values differed 

significantly according to Tukey's honestly least signifi句

cant difference test (Pく0.01).

Fig.4. 
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で，いずれの自殖系統も平均病斑数は 30以下であり，病誕

数に有意義が認められず安定した黒枯病抵抗性を示した

(Fig.4) 

本研究で供試した日本における主要なピーマン・シシトウ

ガラシ品種とその育種素材の中にはどーマン黒枯病に対し

て抵抗性を示すものは認められなかった.また，白木間以外

でも明瞭な抵抗性を示す品種は認められていない (Kwonet 

al.， 2005) . したがって，主要な Capsicum属植物品種とその

育種素材の中には抵抗性を示すものは存在しない可能性が

示唆された.

察考

Une number of anther cu比ureplant 

Resistance of anther culture lines derived from Capsicum 

plants Myanmar lines numbers 13， 41， 142 and 143 to 
Corynespora blight as assessed by number of lesions per 

plant at 10 days after from inoculation. Potted anther 

culture lines and C. annuum cv. Kyonami (A，ふleafstage; 

B， 1l-12-1eaf stage) were inoculated with a conidial 

suspension of Corynespora cassiicola isolate P120R. Error 

bars indicate standard error of the means (A，η=6; B， 

n=5). Bars with di妊erentletters indicate values di笠er

significantly according to Tukey's honestly least signifト

cant difference test (Pく 0.01).

Fig.2. 

ミャンマーで収集された Capsicum属植物の中では

抵抗性を示す系統が認められた しかし，問閣で栽培されて

いるトウガラシは主に自家採取で，同一闇場内でも多様な変

異が観察されたことから採種の際に選抜操作は加わってい

ないと判断されており(驚藤ら， 2006)黒枯病抵抗性形質は

閤定されていない可能性が考えられた.そこで固定系統を作

出するために蔚培養を実施し， 14系統を作出した.これらの

中で，黒枯病に対して強抵抗性を示す系統(黒枯病抵抗性候

補系統)を選抜し，これらの自殖系統の黒枯病抵抗性を，よ

り病原力の強い傾向を持つ P120R菌株を供試して検定した

結果，供試俗体数は少なかったもののいずれの偲体でも黒枯

病抵抗性候補系統と同程度の強い黒枯病抵抗性を示した.す

なわち，これらの自殖系統において，黒枯病抵抗性は国定さ

Symptoms on leaves of anther-culture line number 13-1 

(A) and Capsicum annuum cv. Kyonami (B) at 10 days 

after inoculation with a conidial suspension of Corynespora 

cassiicola isolate P120R. 

Fig.3. 
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れたと考えられた.なお，国内で発生しているピーマン黒柿

病萄は本試験で供試した 3菌株も含め，すべて 1系統に由来

している可能性が高い (Shimomotoet al.， 2011) .したがって，

黒枯病抵抗性候補系統は圏内で発生しているすべてのピー

マン黒枯病菌に対して抵抗伎を示すことが期待される.

既存の品種・系統に病筈抵抗性等の新しい形貿を付与する

場合，民し交配が行われる.一般的に戻し交配による育種は，

単一遺伝子あるいはごく少数の遺佳子に支配されている遺

伝形質について行われる場合が多く，複数の因子が関与する

量的形質の戻し交甑は DNAマーカーを用いた場合を除きほ

とんど行われていない.しかし量的形葉の脊枯病抵抗性に

おいて，交配後に蔚培養を行い，ホモ接合体(純系)を育成

すれば，戻し交甑により脊枯病抵抗性を導入できる可能性が

示されている(岡田， 2005). したがって，本研究により得

られた黒枯病抵抗性候補系統の抵抗性が真性抵抗性および

QTL による抵抗性のいずれの場合にも戻し交配による抵抗

性形質の導入が可能で、ある.また，本研究により得られた抵

抗性素材はC.frutescensまたは Cゆslcumspp. と考えられて

いる(驚藤ら， 2006)が，異なる Capsicum属植物関の交配

による品種育成は可能である(矢ノ口ら， 1993). J;J、上のこ

とから，本研究で得られた黒枯病抵抗性候補系統とc.

annuumとの交配系統を用いて，前培養と黒枯病抵抗性検定

を繰り返すことにより，黒枯病抵抗性のC.annUUl匁品種の作

出が期待できる.すなわち，本研究により得られた約培養系

統は，黒枯病抵抗性のC.annuum品種開発において有望な育

種素材であると考えられる.また，本研究は病害抵抗性品種

育成を問的として荊培養を行った数少ない事例としても

要な報告であると考えられる.今後は効率的な黒枯病抵抗性

品種育成のために，黒枯病抵抗性候補系統の抵抗姓形質に関

する遺伝解析が必要である.

なお，本研究の一部は農林水産ジーンパンク事業 (2005

年)の支援により実施した.

摘要

ピー 7 ン黒枯病抵抗性腎種母本の開発を目的に，まず，日

本国内の主要なピーマン・シシトウガラシ品種とその育種素

材のピーマン黒枯病に対する抵抗性を評価した結果，強度抵

抗性を示すものは認められなかった.そこで， ミャンマーで

収集されたCapsicum属植物38系統のピーマン黒枯病に対す

る抵抗性を評価したところ， 5系統が強抵抗伎を示したこと

から，これらの国定系統を作出するために罰培養を行った.

作出された弱培養系統を用いて黒枯病に対する抵抗性を評

価した結果，いず、れの蔚培養系統も黒枯病に対して強度抵抗

性であった.さらに，強抵抗性の 4系統を選抜し，その自嫡

系統の黒枯病に対する抵抗性を評備した結果，蔚培養系統と

問様に強度な黒枯病抵抗性が認められた.したがって，これ

らの約培養自殖系統は，黒枯病抵抗性形質が闇定されてお

り，黒枯病抵抗姓育種母本として利用が可能で、あると判断さ

れた.
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