
  
  イネ種子胚の生長に及ぼす矮性遺伝子の影響

  誌名 神戸大学農学部研究報告 = The science reports of Faculty of Agriculture, Kobe
University

ISSN 04522370
著者名 上島,脩志

池田,奈実子
発行元 神戸大学農学部
巻/号 16巻2号
掲載ページ p. 369-376
発行年月 1985年1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)



神大燦研殺 (Sci.Rept. Fac. Agr. Kobe Univ.) 16: 369-376， 1985 

イネ種子陸の生長i乙及ぼす媛性遺伝子の影響

上島{溺志h 地問議実子料

(ff自殺159年8月初日受滋)

EFFECTS OF SOME DW ARF GENES ON THE GROWTH 

OF EMBRYOS IN KERNELS OF RICE 

Osamu KAMI]lMA and Namiko IKEDA 

Abstract 

Effects of some dwarf genes on the growth of the embryo， embryonic.coleoptile and radicle were 
investigated using three groups of rice varieties or linω. Length and number of parenchyma cells of the 

coleoptile were also examined. The first group of the materials consisted of a variety‘Taichung 65' 

(T6ふcont) and its dwarf near→sogenic line， T65・-d l • A variety ‘Tamanishiki' and its dwarf mutant 

'Kotak邑ーtamanishiki'which has dl8k gene composed the second group. The third group consisted of a 

variety 'Shiokari' (Sh同 cont)and its dwarf 11邑ar.isog邑niclines， Sh世 db Sh-d 2 al1d Sh-d 10・

The lel1gths of the embryo， coleoptile al1d radicle il1 matured seeds of T65-d 1 and Sh幽.d1 were signif. 

ical1tly shorter thal1 thos巴 oftheir respective normal varieties. II1 T65-dl al1d Sh-dl， the length of 

epidermal cells of the coleoptile was sigl1ifical1t1y !onger， but the number of cells in this tissue was 

remarkably fewer thal1 that in their respective normal varieties. Thes邑 factsil1dicate that the d 1 gen記

expresses its effects 011 the embryo size al1d on the cell凶器rcharacteristics il1 the coleoptile simi1arly in 

both the gen凶 cbackgrounds of‘Taichul1g 65' al1d ‘Shiokari'. Furth母rmore，the differences in these 

charact邑rsbetw巴enShωcont and Sh-d 1 became recognizable from 10 days after floweril1g， indicating that 

the d 1 gene begins to act from early stages of the embryo d邑velopment.

Although the length of th邑 coleoptileof ‘Kotake-tamanishiki' was significantly shorter than th且tof 

‘Tamanishiki'， the other characteristics including cellular ones did not show any differ巴ncesbetween the 

above two genotypes. Marked differences in the sizes of the embryo and the embryonic organs were not 

recognized among S~トcont， SIトdzand Shイ 10，though th邑 cel1numbers in th記 epidermis()f coleoptile ()f 

Shωd2 and Shωd10 were somewhat fewer than those of Sh-cont. 

緒 冨

いくつかのイネ緩性系統で，子薬草J!iや滋子様をはじめ

とする幼磁器官の長さが，正常系統iζ比べて綴い ζとが

明らかにされている 4-7，9，11) 。このような幼磁器'腐の

あるものは，すでに綴子阪の件11ζ分化しており，発3，!'Iζ

伴って主主;反したものである。したがって，1Efや脳内器官

の発育lζ対する媛性滋伝子の彩望撃をilJ.lらかにし，発*後

の生長i制支におけJ，6 j滋伝子作矧と{刻~返っ♂ける ζ とは，巡

伝子発現の時期を女nるよで怒裂であるとj恕われる。

中山め及び主主!京 1)は，発芽後の幼樹君Wgが正常・系統よ

*作物手守滋唱さ研究祭

判 j箆林7ki!i震後J53佐試験場

り明らかに短くなる綾役系統でも，休綴綴子ctのl阪や子

議鞘あるいは幼棋の長さが正常系統のそれらとほとんと‘

~ならないζ とを総め，媛役i段伝子の作用が発現するの

は発芽後であろうとした。しかし，絞ら11)(ま数種の媛?生

稲を供試し，大熱製の綾悦稲l立正予言品種より経滋が有言誌

に綴く， j仮設と発:!J'後の子奨鞘長とのi聞に平行的な関係

がある ζ とをみた。著者らも暗号幸目的において，dl巡伝子

は合中65号をi滋伝的背殻とする場合，郎副院内子薬草I~を

合(!J65号のそれより綬くする ζ とを認めた。

ζのように，イネのlEfやIl奈内務官の大き容に対する媛

性滋伝子の彩型撃については災なった給巣が得られている

が，その恕出としては，調べられた緩性巡伝子の穏類の

迷い，比絞される幾性系統と正常系統におけるi議伝的背

畿の迷い，ならびに!民の切片作成や測定上の誤澄などが
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長まえられる。

そζで本研究は，まず11ii幸誌ので用いた品種・系統のい

くつかについて，肢と脳内総認の長さ後浪IJJ1.:し，結5誌の

i存現ttを確かめた。次いで， A設伝的?苦渋が爽なった場合，

これら諸形質lζ対する熔』↑生滋伝子の作問の仕方がどのよ

うな彩機を受けるかについて，務子の検討を行った。さ

らに， J銭内の子議鞘淡皮*HI胞の長さと数とを綿べ，細胞

レベルにおける巡伝子

材料及び方法

実験1. 供試材料として品穏 f合昨l65J号J C以後'1'65-

contと記す)と， ζのj鐙伝的'1Jf鉄lζdl滋伝子を含む媛

性幣ドミ!質滋伝子系統(以後'1'65-dlと記す) ，及びヨiwfi1
と小父:来錦の詰十 4系統::rmいた。'1'65-dltま，媛校品綴

の火蒸uζ'1'65-contを7l国渓し交雑して予言!浅された系統

である 8) 。またノト丈:rr~filは，ヨ~.wmから iヨ然突然変b1l，によっ

て412じた媛111:系統で， d181ti設伝子を有する 3) 以後'1'65同

cont と'1'65ω dlを'1'65系統群といい，来鈎と小丈

玉錦を:Kwfi¥系統訴という ζ とにする G

ζれらの材料は， 1982年 6fJ 7 [ヨに 1/5000aのワグ

ナーポット iζ;議事li，された。各ポットへの施JJ巴滋は， N， 

PzOij-， KzOのいずれも0.48g・とし，その他 iζ 総

駿を主成分とするこ!こ壌改良剤 4gを総別した。ポット当

たり 3似体を生育させ，栽1:&，まカ局、ラス室内で行ったo:ft:

熟後各系統から稔災良好な総予をiiliび， J阪を軟化させる

ために25"cの憶鍛~ii内で約 10時間7/< 1ζ 授淡した後， F

AA (70%アJレコーノレ:氷俳機:;t)レγ リン口90:5 

5)で限定し，肢の者II分について常法によりj怒さ 12μmの

パラフィン切j十を作成した。乙れそをデラフィ…ノレドのへ

日ase Middle Top 

EL 

Fig.1. Measured parts in the embryo. 
CeJl length was measured at top， middle 
and base portions as indicated in this 
figure. 
EL : Embryo length， CL Coleoptile 
length， RL: Radicle length， 

?トキシリンで染色後，永久プレパラートとして観娯iと

供した。

各系統10-15の腕について， JIH丸子終戦災，幼綬t誌

を前線のと問機の方法で測定した CFig.l) 0 dらに，

ζれらの鍛がそれぞれの系統の平均般に近い 5倒体を滋

び， Fig.lのように子議鞘悩側の上部，ゆ刻11，者五苦sで・

袋皮細胞の;段さをiJ!iJ定した。 ζれから，各部俊ごとの*m胞
長(古il位別細胞j討を求め，さらに子議純表皮全体の平

均細胞炎を計算した。各部伎ととの観察総胞数は，子主5

革路の片側でそれぞれ5-6倒としたので，官官位別*mJJ包占誌
は10-12倒の，また， ::rJ話料表成会{本の5jZi勾締約;隠は30

-351l1i1の細胞の司王均{肢となる。

キ[jJ飽数はす三紫紺援を平均総総長で割った{践とした。乙

のようにして求めた{創立，子議革自殺皮全体の*Is!陶数を示

すもので・はないが，ミ子楽鞘のタト周長とそ子議革自主主との問iζ

l立高い正の紛闘があるのでの， Jニ記の綴l立子築制表皮全

体の紛j泡数lζ比例するものと考えられる。そ ζで，以後

ζの数総後便笈的iζ-=fj;誕純表皮の総i胞数という ζ とにす

る。

なお，紛総長の測定は顕微鋭下で{音域600倍として，

また，その他の形質の首!IJ定は50倍として， ミクロメータ

を矧いて行った。

爽験 2.供試材料として，品穏 fしおかり JC以後

slトcontと記す)と，乙の巡イ云f庁長?渓iζdl，d2及びdlO

i設伝子会有する媛f投機同質i鐙伝子系統(それぞれを81ト

dl， 8h-d2， 8か dlOと記す)を用いた。 ζれらの俊悦

~~同質滋伝子系統は，北海巡大学幾学ffll木下俊民11教授ら

によって育成されたものであるの。以後 ζれらと 81ト

contとそ一括して8h系統尉.ということにする。

材料は1983年 5fJ18E11ζ矯磁し， 1982年と問機の方法

で殺ほした。各系統について， 1綿花後 5，10， 15， 201え

び40E11=l C完熟j釘)Iζ綴花を綴i裂し， IJWfB後40日隠の材

料は実験 lと問機lζ軟化した後，言:た，それ以外の材料

は採取it:i夜ちにFAAで開廷した。 ζれらについて ，n否

認五分のパラフィン切j守そ作製し，災験 1と1待機の方法で

l経，子議革i!i及びがj叙の長怠をポIJ怨した。ただし， IWJ花後

5 B 1ヨでは紅、内総15の分化がIUlTlll1でなかったので， J郎会

体の長さだけを淵資した。調後{悶体数は各系統・各時期

で、10-26で・あった。開花後10日間以降の材料については，

各系統から平均的な 5側体を巡んで，実験 lと間様にし

て子築制表皮細胞の長さを測定し， ζれから昔話彼自IJ納約

長，平均細胞長及び細胞数を求めた。

なお， 8h-cont， 8h-dl及び8h-のから採取した綴花

の開花!ヨは 7月14fヨ主主び18阪で， 81ト dloのそれは 7FJ

23日放び25日であった。
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結 泉

1. T65及び蕊鈴系統群

(1)筏及び騒i勾著書官の長さ

Table 1 IζT65&び五錦糸統計ーの)H5，子紫紺及び幼根

の長さを示した。乙れによると， T65鴫 dlはいずれの

形艇の鎚もT65-conもより有;部ζ綬かった。ーブi，小丈

3i錦の子終草首長は2問自のそれより荷主訟に短かったが， 1自
の2つの形斑の綴は3i@mのそれと澄が認められなかった。

また， T65-contの膝及び)If内器官の長さは玉音患のそれ

らより綬い傾向があり，紅、及び子策鞘長でその毅が手n誌

となっていた。

均紛)!おj廷における系統間笈は有;なで‘あった。一方，去忘

と小》丈{ヒ;ヨ笈~W錦自との間 lにζ(1はま，細胞よ誌にほとんど授が認められ

なかった。そして， T65 -d 1 C 3i ~ff，系統群とは，音fl位

別細胞長及び平均細胞長のいずれにおいても桜めて近似

した綴を示した。なお，各系統とも子楽革路接部の絢i総長

は， J二部のそれより綴い傾向があった。

(2)子薬草画表皮の細胞長と細胞数

*In!泡数では， T65-dlだけが{也の系統より有意iζ少

なく，他の 3系統nJW:iま有縁幾がなかった。

2. Sh系統群

(1)腔及び経内務官の主義さ

Table 2 Iζ供試4系統の子築総袋皮の部位別細胞長，

平均約胞長及び細胞数を示した。 T65-d1の車!日j泡長は

子議革関各部f立ともにT65-contより長い傾向にあり，SJt

Table31乙供試4系統の版，子議総及び幼綴の設さを，

開花後日数ごとに示した。またζれらの器gの長さにお

ける経時的変化会 Fig.2Iζも図示した。

j的立， ~、ずれの系統も開花後 513 EIから10日自にかけ

Table 1. Lengths of embryo， coleoptile and radicle in full-ripe seed of normal 
and dwarf lines of 'T65' and 'Tamanishiki' groups 

Line 

Organ T65欄 cont T65-dl 
Kotak君"

Tamanishiki tamanishiki 

lTI訂1

Embryo 1.51 bネ 1.34 c 1.70 a 1.68 a 

Coleoptile 0.60 b 0.46 c 0.67 a 0.59 b 

Radicle 0.27 a 0.21 b 0.29 a 0.28 a 

* Values in a row not follow日dby the same letter are significantly different 
at the 596 level of probability， as determined by the LSD method. 

'1、able2. Cell length in each of thr巴eportions， mean cell length and estimated cell 
numbers in epidermis of coleoptile in full俗 ripeseed of normal and dwarf 
lines of 'T65' and ゾl'amanishiki'groups 

Line 

Kotak白幽

Character T65柵 cont T65-dl Tamanishiki tamanishiki 

Cel1 1日ngth 日1m

Base 9.5 a * 10.2 b 10.5 b 10.7 b 

Middle 10.0 a 11.7 a 10.6 a 11.2 a 

Top 10.8 a 12.2.ab 13.0 b 12.2 ab 

Meαn 10.1 a 1l.4b  11.4 b 11.4b  

Cell numbers 58 a 40 b 59 a 53 a 

* Values in a row not followed by the same letter are significantly diff芭rentat 
the 5 % level of probability， as determined by the LSD method. 



372 Jニ泌総;志・ i世間芸誌災予

Table 3. Lengths of embryo， coleoptile and radicle of normal and clwarf lines of 
'8hiokari' group at various stages of embryo development 

Line 
Days after 
flowering Organ 8h網 cont 8h-dl 8h-d2 8h駒 d!O

ロ1m

5 0.45 abホ 0.41 a 0.45 ab 0.50 b 

Embryo 1.53 a 1.43 b 1.46 ab 1.44 ab 
10 Coleoptile 0.58 a 0.41 b 0.58 a 0.46 b 

Radicl自 0.19 a 0.13 c 0.17 b 0.17 b 

Embryo 1.76 a 1.51 b 1.68 a 1.70 a 
15 Coleoptile 0.70 a 0.44 c 0.72 a 0.57 b 

Radicle 0.26 a 0.16 c 0.26 a 0.21 b 

Embryo 1.88 a 1.62 b 1.78 a 1.77 a 
20 Coleoptile 0.68 a 0.55 b 0.70 a 0.55 b 

Radicle 0.26 a 0.21 b 0.25 a 0.26 a 

Embryo 1.83 a 1.68 b 1.81 a 1.85 a 
40 Coleoptile 0.70 a 0.53 b 0.68 a 0.64 a 

Radicle 0.28 a 0.23 b 0.29 a 0.28 a 

* Values in a row not followed by the same letter are significantly different at the 59ぢ
level of probability， as determined by the L8D method. 

て絞も主義んに伸長し， 10日釘から20日闘にかけてさらに

わずかな伸長を行ってこれを完了していた。子議革路と幼

線も， 1~~J7E後15-201ヨ践でその伸長が修11了するものとみ

られたが，幼線は開花後20臼悶から40臼自にかけてやや

その設さを地していた。

開花後 5日，闘の総長では， 8h-dlが8h-dJOより有

設に続くなっていたが， 3つの媛t1:系統はいずれもSか

contと手'i:i訟に異ならなかった。しかし，開花後10段目

以降， 8h-dlの!l1;，子議鞘&び幼根の長さは81トcont

より手H設に綴くなっていた。これに対してSかのの務

総官の長さは，開花後10日1=:1の幼根長をj徐けば， 8h-

contのそれらとほとんど笈がなかった。 81ト d¥Oの目奈

良は，開花後のいずれのl時期にも81トcontと手'i;t霊祭を

訴さなかったが，子議鞘と幼線の長8は，経発予ぎの初期

iζ81トeontより有:関ζ続くなっている場合がみられた。

(2)子Z謀総表皮の細胞長と細胞数

Table4 tζ8h系統群の子薬草f~表皮の部位別細胞長と

平均紛j泡長を，開花後日数ごとに示した。

Sかcont，8h・dl及び'81ト d2の平均細胞災は，際1

7B後10日間から15日目にかけてほとんど変化をぶさなかっ

たが， 15131ヨから20日限にかけてやや増大していた。ま

た， 8h-dlOの平均給lJl包長には， 10日悶から20臼日の1m

で大きな変化が認められなかった。 81ト dlと81ト d¥O

では， 40臼自の平均車IsJj包炎が20日問のそれよりかはり長

くなっていた。

8h・ dlの部俊別総胞長と玉手均細胞長は，開花後の各

1待j羽とも8hべ:ontのそれらより長い傾向があり，特lζ

開花後40日iヨには t ":rJiS純i二部を除く部位別細胞授と平

均車[UJ陶主義iζ有;慾な系統的j経~が認められた。 Sト dz の

細胞;災も8h-contのそれより;長い傾向があったが，ほ

とんどの場合その笈は有縁でなかった。また， 8h-dlO 

の総胞t誌は，開花後10日目の子薬草自主義吉isでSルcontよ

り有窓lζ長いζ とをj徐けば，いずれの時期及び部伎とも

81トcontと有慾設が総められなかった。なお 吋2れ

の系統及び時期においても，子議総務部の細胞長は，よ

苦{¥のそれより鋭い傾向が認められた。

Table 5及び Fig.3，ζ，供:試 4系統の予紫革路表皮

の細胞数を開花後日数ごとに示した。

ζれらによると， 8h-contと8h-d2 ，まIm7E後1513

aまで，また， 8h-dl と8h耐 dJOはそれよりやや後ま

で細胞数が機大していた。

各i時期とも， 8h-contの紛胞数が段も多く， 8h輔

の 81ト d!Oがζれに次ぎ， 8h憎めは{也の 3系統より

;常lζ有;遂に少なかった。
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T65欄 dl及びSト dlの完熟穂子ゅの!医長，子議鞘

炎及び幼総長は， ~ 、ずれもそれぞれの正常綴であるT65嗣

contと 8h-contより有慾iζ綴かった、上記の総

巣i立，上島・諸井:的及び波ill・上.i為12)の幸日告とよく一致

する。 ζれらの ζとから dl巡伝子は，合cf:165宅?としお

かりのいずれを巡伝的背殺としても， J.波及び経内務官の

設さぞ正常税のそれらより綬絡するといい得る。さらに

8h系統訴を用いた本実験によって， ζれらの形fまにお

ける81ト d1 と 8h-contとの有意なまをが，開花後10

日関以降lζ認められる ζ とが切らかになった。前幸誌のに

よれば， T65値 dlのj二紀形質織がT65-contより有;滋

iζ小さくなったのは開花後24-40日間であったが，すで

に開花後日目白から， T65倫 dlの!係長と子楽科H誌が?

65輔 contより鋭い傾向がみられた。農JlIの及び米次1めに

よれば，膝や!庄内務官は!綿花後 5-10臼自にかけて殺も

:急i迭に伸長することが知られている。前幸留めで鴻いたT

65-dl &.ぴ本幸誌で用いた81ト dlを含むいずれの材料

でも， J阪の主主長様式はそれとよく一致していた。これら

のζとから ，dl巡伝子は，限内器管が分化し ζれらと

膝とが著しい伸長を行う持j切に，その作用を発現するも

のと考えられる。

一方，小丈五錦については，子主芝草裁が~li錦より有;訟は

綴かったことは，前線のの給梁と黙っていたが，阪t誌と
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Table 4. C邑11length in each of three portions and mean cell length in epidermis 
of coleoptile of normal and dwarf lines of '8hiokari' group at -various 
stages of embryo development 

Line 
Days after 
flow日ring Portion 81トcont 8rト dl 8h・・ d2 8h幽 dlO

μ釘1

Base 9.7 b* 10.0 ab 10.9 ab 11.1 a 

10 
Middle 10.8 ab 12.2 a 12.1 a 10.3 b 
Top 11.2 a 11.6 a 11.9 a 11.4 a 
Meαn 10.5 b 11.3αb 11.6α 10.9αb 

Base 9.1 a 9.4 a 9.8 a 10.1 a 

15 
Middle 10.4 a 11.6 a 11.3 a 11.8 a 
Top 11.9 a 12.6 a 12.5 a 11.5 a 
Meα九 10.5α 11.2α 11.2α 11.2α 

Base 10.3 a 11.0 a 11.4 a 10.3 a 

20 Middle 11.6 ab 12.6 a 12.1 ab 10.9 b 
Top 12.3 ab 13.5 a 12.6 ab 11.1 b 
Mean 11.4αb 12.4 a 12.0α 10.8 b 

Base 11.2 b 13.5 a 10.8 b 11.3 b 

40 Middle 10.8 b 14.3 a 11.8 b 12.3 b 
Top 11.6 a 13.6 a 11.5 a 11.9 a 
Meαn 11.2b 13.8α 1l.3b 11.8 b 

* Values in a row not follow日dby the same letter are significantly differont at the 59ぢ
level of probability， as dotermined by the L8D method. 

Table 5. Estimated number of epid日rmalcel1s in coleoptile of normal and dwarf 
lin自sof・8hiokari'group at various stages of embryo development 

Line 
Days after 
flowering 81トcont 8h匂- dl 8h-d2 8h働 dlO

10 57 a市 35 d 50 b 44 c 

15 67 a 38 d 62 b 52 c 

20 60 a 43 b 58 a 55 a 

40 70 a 39 c 61 b 53 b 

* Values in a row not followod by the same 1百七teraro significantly different 
at the 55ぢlevelof probability， as determined by the L8D method. 

幼根主義は3i富市のそれと有滋滋がなく，この点i乙関しては

前線的と一致していた。絞ら11)は，小丈ヨ:5'.錦のj民lli:は3i

~frl と手'H設な殺のない ζdこを報告しており，また渡辺・上

ぬめはSかcontと臼かdl!fとの|滋でj応及びj庄内総官の

大きdlζ室長のtJ.いことそみている。したがって， .dlS
K滋

伝子は，3i@出及びしおかりをその巡伝的符去をとする場合，

ζれらの形質にほとんど彩禁罪そ及ぼさないものと，思われ

る。似し，子:'i定料応対する ζのi設伝子の作用については

さらに検討する必裂があろうo

81ト dzの舷、長と幼綴;臨ま，阪の発予害時期によって8h-

contよりわずかに綬い協会もあったが，子議絡を含め

たζの系統の膝及び限内器窃の主主さは8h-contのそれ

らとほとんど澄がみられなかった。設立辺・よj誌泣)は， J路

長と幼線;段において8h舗のと Slトcontとの|潟に有

怒怒があるとしており，本実験結巣とやや爽なる。しか

し，子紫紺主義lζ有議去をが認められないJ誌は岡3経験とも一
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致していたのしたがって，d2巡伝子が続やj邸内務官の

設さに影響そ及ぼしている可能性は?i~をできないが，そ

の程度は大きくないものと推淡される。

Sh ~dlOの7~熟紹子IßSでは，際と l庄内務官の主義さにSか

contのそれらと脊怒霊祭が認められなかった。渡辺・ k

島iおも， ζの系統のj防長と子楽納長はSかcontと有滋

lζ災.ならない乙とをみている。しかし，本実験*古巣から，

Cの系統は開花後10-20臼自において，子薬草首長と幼根

主主でslトcontより予言;蕊1ζ緩い場合がみられ，さらに渡

辺・上段12)も幼線長が8h-contより有慾iζ短いζとを

認めている。 ζのようなことから， d10巡伝子l立膝及び

目玉内器官の主主さに対してわずかな短縮作剤を及ぼしてい

る可能性はあるが，厳密な結論をiAJるζ とはできなかっ

fニ。

綴校法伝子をもたない正常品穏間iζも， I短長lζ授があ

る乙とはすで， ~ζ知られている2， 10) 本実験においても， T

65-contのj民主主び!郎内器'gの設さは玉錦のそれらよりい

ずれも短い傾向があり，この結果は前総めのそれと一致

していた。 8h-contとT65-cont及び宝錦とは栽培年

次が災なるためj滋筏な比較はできないが， 8h-contは

他の 2品務よりl民放びjJJE内器官がさらに;災い傾向にあっ

た。 ζれと問機の結果は上絡めも認めている。乙れらの

ζ とから， ，短長だけでなく，jJJE内総-gの長さにも正常品

続的1で去をがあり，乙れらの形'litlま媛性i遺伝子以外の逃伝

子 Ct$) ~ζ も支配されていると考えられる。 8h・ d 1 の
!応主主びj泌内務営は， ζれとi司じ媛性i段伝子をもっT65-

dl より長くなっており，そのftflはヨiw~lのそれに近かった。

ζのζとは，それぞれの巡伝子のもつ巡伝的T:f:l誌の迷い
を反i決しているものと考えられる。したがって，特に践

のような微細な形質lζ対する綾悦巡伝子のj彩轡を知るた

めには，そのj遺伝的手?議-を十分考i澄する必塁さがあるとJ.B、

われる。

T65ωdl EえびSかめの7t熟穏子膝lζおりる子議総

表皮締約は，各器11位ともそれぞれの正常紛であるT65幽

contと81トcontより長い傾向があり，平均*1lJ胞;後に

おける笈は有感sで・あった。これに対して， J二紀の媛処:系

統の祁lJ泡数は，正常fJiのそれより明らかに少なくなって

いた。 ζれと問機の総泉は渡辺・上おも得ている。し

かもSかめの納1I包長は，開花後10[3 Elからすでに8Jト

contよりやや長い傾向がみられ，-1jその細胞数は常

lζ8h-contより有議lζ少なかった。したがって dl

im伝子がそF薬草þ~をiE'IÏ';~担より綴縮させる係閣は， ζ れを

構成する細胞の設さを紛争紛させるためではなく， I筏内子

薬草認の発脊i猷去において，細胞の遜j滋分裂ぞ抑制し，そ

の結巣*1目的数を減少8せるためであるといえよう。そし

て， ζのような作用は!限発育の比較的初期から発滋する

ものと考えられるo

8h噛 d2I立， 81トcontと比べて前述のように子紫純

長にほとんど‘去をがなかったが，その細胞長はわずかに長

い傾向があったため，開花後初日目を除く終日寺j切で紛胞

数が8h-contより有怒iζ少なくなっていたo 8h-dlO 

もその細胞銭はSルcontよりやや主義い場合が多く，一

方子楽鞘長はわずかに短いため，約総数はSト dzより

怠らに少なくなっていた。 ζの給幾は，渡辺・上lE;12)の

それと鎖似していた。 ζれらの乙とから d2及び dl0

巡伝子制限内での子議鞘発脊iff!I:f*でその細胞分裂を抑

制しているものと推妻美容れる。そして8h聞ののように，

務官の去をtきには正常品君主と澄がはくても，媛性巡伝子は

細胞レベノレでその作用を発現している場合のある ζとが

示唆される。

一方，IJ、文.Ji錦の子議革路では，細胞授と綿Ilfjj数のいず

れも五銭1と手n支援がみられなかった。渡辺・上島12)も，

8h-d18Kと81トcontでζれらの形質般にほとんど授の

ない ζ とそみているo したがって， dlSK逃伝子は子築制

送皮細胞の分裂や伸長iζ対して彩襲撃しないーものと考えら

れる。

なお，8h系統若手の一部l乙幼総長と子策絡袋i究都III泡;災

が関:{E後初日釘から401ヨ自にかけて増大しているように

みえるものがあった。 ζの版関の iっとして， 40臼闘の

総子は，磁を軟化するため101時間水iζ波・淡したので， ζ

のImlζ肢がわずかに動きlJjした可能倣が考えられる。し

かし， ζの点lζ関しては明石艇にできなかった。

摘婆

1. 合[1365母又はしおかりをi滋伝的背援とする綾校準同

質巡伝子系統T65闘の， 8h駒 dl ， 8h -d2 及び81ト

dlO，ならびにHFilとその幾性自然突然変銀系統である

小父:Jiwnl (d lSK巡伝子を含む〉を月1いて，路長，腕内の

子議続長及び};IJ般災lζ対する綾t1，;鐙伝子の彩線を調べたo

さらに， ζれらの系統閣でそ子~鞘袋皮細胞の:長さと数を

比絞した。

2. '1、65-dl &.び8h-dlは，それぞれの対応する iE

常品積より，目安長，二子築総長&.び幼線設のいずれも有滋

lζ短かった。しおかりと8h-dlとの間における ζれ

らj緒形質似の笈は開花後10臼回以降から認められた。小

丈Ji$lilの庇長と幼娘i誌はヨi&自のそれと有;滋lζB'i1ならなかっ

たが，二子議革l~設は手n設に綴かった。 8h- の及び 81ト

d1 0 としおかりとの|滋には， ζ れらのJ~~安値 lζ 幸子しいまを

がみられなかった。

3. T65-dl及び 8h-dlの子総革m表皮細胞の長さは，
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それぞれ合cjJ65号としおかりより脊慈iζ長く，細胞数は

逆iζ妻子しく少なかった。 Sh帽のとSh-dlOでも細胞数

がしおかりよりやや少ない傾向にあった。しかし，小丈

ヨi~自の*IB総長及び細胞数は，いずれも2邸前のそれらと有

;設に災ならなかった。
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