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大豆育種の今後の方向性および技術

羽鹿牧太*
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我が国の大豆生産の最大の問題点は反収が低い

ことである.2010年の平均反収は 162kg/10aにとど

まり，最も高かった佐賀県でも反収は 240kg/10aに

達していない 一方世界に目を転じると 2010年の

世界の平均反収は初めて 250kg/10aの大台に達し，

米国 ・ブラジル ・アルゼンチンの大豆主要生産国は

290kg/10aを超える反収を記録している(表 1).1980

年以降の 30年間で世界平均は 55kg/10aも反収が向

上したのに対し，日本は横ばいで推移し，その差は

70kg/10aにまで拡大している.

図 l 育成年代別大豆品種の作付面積に占める割合
注)数字は育成年代を示す (2010年).

我が国の大豆の低収要因については，雑草の多発，

湿害，病虫害，長雨・台風 ・冷夏等の気象災害，播

種遅れ，収穫遅れ，捨て作りなどが考えられている

が，最近では品種が変わらないことも一つの原因で

はないかと指摘されている.

農林資産省調べ.

圏内の大豆品種の作付をみると，上位 3品種は 20

年近く変化がない(表 2).作付割合をみると 20年

以上前に育成された品種や在来品種が作付面積の

60%以上を占め， 2001年以降に育成された品種は全

てをあわせても 15%に満たない(図 1).また 2001

表 l 主要生産国の大豆反収の推移

平均反収 (kg/10a) 参考

国・地域 1961 1971 1981 1991- 2001- 2010年
1970年 1980年 1990年 2000年 2010年 反収

米国 169 189 209 250 275 292 

ブラジノレ 108 150 173 217 263 294 

アノレゼンチン 109 173 204 221 262 291 

日本 129 138 165 163 165 162 

世界 129 159 179 210 234 255 

注)FAOSTATから作成

表 2 大豆品種上位 3品種 (2010年度)の作付面積の変化

品種名 育成年
作付面積 (ha) 作付けシェア(%)

1990 2000 2010 1990 2000 2010 

フクユタカ 1971 23，803 22，873 33，350 16.3 18.7 24.2 

エンレイ 1980 24，170 15，836 17，358 16.6 12.9 12.6 

タチナガハ 1986 6，898 9，218 11， 185 4. 7 7.5 8. 1 

ノl、言十 54，871 47，927 61，893 37.6 39.1 44.9 

園内合計 145，900 122，500 137，700 

注)タチナガハは 1990年度は第 5位(農林水産省調べ)

. (独)1良研機構作物研究所畑作物研究領域 (MakitaH勾ika) 0369-5247/10/￥500/1論文/JCOPY
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年以降に約 40品種が育成されたが，作付面積が上

位10位に入っているのはわずかに「ユキホマレJIサ

チユタカJの2品種で，作付面積が 1，000haを超え

た品種も「ユキシズカ」を加えた 3品種のみとなっ

ている.米国では大豆の多収化を図るために，栽培

技術の改善とともに，より多収の品種を求めて数年

おきに品種を入れ替えることが普通であり，我が固

と対照的な状況となっている(島田ら 2012).

ではなぜ品種の置き換えが進まないのだろう

か? その原因の一つに農家や実需者の品種に対

するこだわりがある.新しい品種が育成されても作

期や栽植密度などを変えるなど栽培技術の変更の

必要があれば農家の取り組みは遅れる.実需者の側

からは，新品種はネームバリューがないこと，ロッ

トがまとまらないことなどから当初は購入意欲も

低くならざるを得ない.このように新品種が育成さ

れても強力な普及の支援策がなければ広域での普

及はなかなか進まないのが現状である.

一方品種開発側の大きな問題として，最近の新品

種が従来品種に対する明らかな優位性を持たない

ことが指摘される IフクユタカJIタチナガハ」な

ど現行の主力品種はそれまでの品種に比べて栽培

しやすく，収量が高いことで急速に普及した.その

後も多くの新品種が育成されているが，これら現行

品種の普及が一段落した後に育成された品種は耐

病虫性などが改良されているものの，主力品種に比

べて「収量が明らかに高し、J，I栽培しやすいJといっ

た農家にとって分かりやすい農業上の優位点をア

ヒ。ールしにくくなっている.いわばドングリの背比

べのような品種・系統ばかりになって，農家や普及

機関の積極的な取り組み意欲を引き出せないでい

る.

こうした状況の中，大豆の反収を上げるために新

たな品種開発の戦略が求められている.本稿では

我々が取り組み始めた新たな品種開発の方向とこ

れに関わる育種技術について紹介する.

2.新たな大豆育穫の基本戦略

(1)これまでの育種の問題点

1961年の大豆完全輸入自由化以降，国産大豆は否

応なく低価格の輸入大豆との競合にさらされ，品質

による輸入大豆との差別化は不可欠の要素となり，

育種目標として「高品質化」は常に最上位に位置づ

けられてきた.しかし「高品質品種」育成のために

交配母本は白目・大粒の高品質な圏内品種同士に限

られる傾向が強く，小粒・褐目の海外品種はあまり

用いられてこなかった.その結果として遺伝資源全

体から見ると国内品種の遺伝的背景は非常に狭く

なっており，画期的に優秀な品種の育成を難しくす

る一因となっている.

育種の場の問題も指摘されている.米国などの諸

外国に比べて圃場面積が狭い我が国では育種の機

械化が遅れており，収量選抜は育成の最終段階で数

十系統に絞られた段階で初めて行われる.数千~数

万系統を収量試験に供試して多収系統を選抜する

米国に比較すると，収量選抜の規模があまりにも小

さく，これが多収系統の選抜を困難にしている一因

ともなっている.また狭畦密植栽培など新たな栽培

技術の下での選抜はほとんど行われておらず，栽培

技術に応じた品種育成が遅れている.

(2)新たな育種の戦略

こうした我が国の大豆育種の問題点を克服する

ため，我々は新たな 2つの育種の戦略を打ち出して

いる.

一般的に大豆の育種では初期世代は遺伝的多様

性を維持しつつ固定化を進めるために集団育種法

を用い，中期世代から純系化と系統選抜を行う系統

選抜法を組み合わせて行う.このような従来型の育

種法は両親の長所を持った系統を選抜することで

交配母本以上の優秀な品種を育成できる可能性が

ある反面，その確実性は低い.また個体や選抜に手

間と時間(交配から品種登録まで平均して 12~13

年)がかかり，社会情勢の変化などに機敏に対応で

きない.

そこで考えられたのが，近年開発が進んできた

DNAマーカーと戻し交配を利用して，主要品種の

欠点のみをピンポイントで改良する短期戦略であ

る.囲内の主要品種は“モザイク病やシストセン

チュウなどの病虫害に弱い"“裂爽しやすくコンパ

イン収穫ロスが多い"“青立ちしやすい等"の欠点

をいくつか持っており，これらが低収要因の一つに

なっている.そこでこれらの弱点を DNAマーカー

と戻し交配を利用してピンポイントで改良するこ

とにより，比較的短期間で実質的に収量性の改善が

可能な品種を育成できる.実際に用いている品種と

ほとんど同じ遺伝的背景を持つ系統なら，農業特性
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や加工適性品質などは元の品種とほぼ同等になり，

農家や実需者にも受け入れられやすいと期待され

る.

中長期的な育種戦略は，遺伝的背景の拡大や新た

な草型の導入等の従来育種の枠を超えた取り組み

により，新たな多収品種の育成を目指すものである.

粒大や瞬色などの外観品質が劣るためこれまで海

外品種やツルマメは交配母本にあまり使われてお

らず，また粒大や粒ぞろい等の外観品質が重視され

てきたこともあり，育成品種のほとんどが大粒の有

限伸育性になるなど，草姿の画一化も進んでいる.

そこでこれまでの品種育成のやり方を根本的に見

直し，意識的に海外遺伝資源等を導入して遺伝的背

景を拡大するとともに，無限伸育型等の新たな草型

の導入や栽培技術に合わせた品種育成に取り組も

うという試みが始まっている.もちろん従来とは全

く異なる方向での品種育成であり，短期間での成果

はなかなか望めないが，中長期的には国内品種の反

収レベノレを向上し，画期的な安定多収品種の開発に

結びつくと期待される.

3. ピンポイント宵種による主要品種の改良

(1) DNAマーカーと遺伝子情報

ピンポイント改良の基本となるのは DNAマー

カーである.図 2に示すように DNAマーカーとは

耐病虫性や開花期など特定の形質に関連する遺伝

子配列をマーカーとして用いるものである.形質に

関与する遺伝子そのものをマーカーとして用いる

-
-ι町屯V手何~‘.匝“ペわfυj介、 ι 1ユγR主唱

|ぷぷぷぷI巧主主t二λ升弓々 毛

;三そネ斗手元斗L主j丸話丸交?へ斗一一Iりι之二Iささささ| 

fど戸宍向1ミミ?ぎI宍誌剖ミ若1 
‘ ， 

DNAを抽出

場合もあるが，通常は遺伝子の特定ができていない

ことが多く，その周辺の遺伝子配列をマーカーとし

て用いることが多い.

また数多くの DNAマーカーにより作製された分

子連鎖地図は遺伝解析に非常に有効で，形質を元に

作製された遺伝子地図が数個程度の連鎖関係を示

すに過ぎないのに対し，染色体領域全体の遺伝子の

位置関係を示すことも可能となっている.

大豆の分子連鎖地図の作成は，水稲に比べてゲノ

ムサイズが大きいことや染色体数が多いことなど

からやや遅れていたが，近年の遺伝子解析技術の進

歩により非常に詳細なマップが作成されるように

なっている.特にダイズゲノムが解読されて

(Schmutzら 2010)，ホームページ(http://www.phyto

zome.net/soybean.php)上で公開されると任意の場所

に DNAマーカーを設定できるようになり，分子連

鎖地図の作製だけでなく，関与遺伝子そのものの特

定に大きな威力を発揮するようになっている.こう

して得られた情報はインターネット上で公開され，

誰でも自由に使うことができるようになっており，

大豆育種の重要なツールとなっている (http://soybas

巴.orgl) . 

これまでに開発された大豆の DNAマーカーは，

モザイク病抵抗性，難裂爽性など多岐に上る.その

一部を表 3に示したが，ゲノム情報の公開によりそ

の開発は加速している.効果の大きな 1~2 遺伝子

支配の形質であれば，候補遺伝子の絞り込みが簡単

にできるようになっているので，このような形質に

璽翠

/ー析
.I!i諮

マーカーで有

望系統を選抜

E璽コ

吾約遺伝子 PCR(ζより増鰭可能な配列

図2DNAマーカーとは何か?
DNAマーカーは形質に関与する遺伝子またはその近傍の DNA配列を目印(マーカー)にした
ものである 目的遺伝子に十分近いマーカーを用いれば，形質選抜より効率的で確実に遺伝子
の有無を判別することができる特に交配で多数の遺伝子を集積する際には有効な技術である.
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表 3 これまでに開発された主な大豆の DNAマーカー

農業および園芸第 88巻第5号 (2013年)

マーカーが利用で、きる特性 遺伝子座 参考

開花期遺伝子 El， E2， E3， E4 Watanabeら(2012)

伸育性 Dt1 Liuら(2010)

種皮色 I Todd and Vodkin (1996) 

モザイク病抵抗性 Rsv3， Rsv4 Jeongら(2002)，Gunduzら(2004)

ラッカセイわい化ウイルス抵抗性 Rpsvl Sarutaら(2012)

シストセンチュウ抵抗性 rhgl， rhg2， Rhg4 Creganら(1999)，Rubenら(2006)，Suzukiら(2012)

ハスモンヨトウ抵抗性 CCW-l， CCW-2 Komastuら(2005)

わし、か病抵抗性 Rsdvl Uchiboriら(2009)

難裂焚性 qPDHl Funatsukiら(2006)

葉焼け病抵抗性 Rxp Kimら(2010)

茎疫病真性抵抗性 Rpsl-8 Gordonら(2006)

カドミウム蓄積 Cdl， Cdal Jegadeesanら(2010)，Benitezら(2010)

貯蔵タンパク質欠失 Scgl， CGl， CG23 Tsubokuraら(2006)，石川ら (2005)

Aの遺伝子

従来育種 i :J一一 一月

AとBの遺伝子が半
分ずつj箆じり合う

従来育種では両親以上
の収量性などを備えた優
良な新品種を育成できる
可能性があるが，確実性
は低い

;f ， ， ， ， 

8の遺伝子

Fn → 品種化

毘定化・選後・系統評価

抵抗性遺伝子の
遺伝子供与親 8

反復殺 A

ピンポイント改良

MASマ}カーによる選抜

Bのi重伝子 Aの遺伝子

子
ケ
げ

-
E
S
H
F
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図 3 DNAマーカーと戻し交配を利用したピンポイント改良
交配後代のうち，目的遺伝子を持つ個体をマーカーで選抜して再度反復殺と交配する 繰り返して交配するこ
とにより目的遺伝子以外はほとんどが反復親遺伝子となった系統が得られる

関連する DNAマーカーは数年以内にほとんどが開

発されると予想される.今後は耐倒伏性や収量性の

ように効果が小さい数個以上の遺伝子が関与する

形質や環境要因による変動が大きい形質に関連す

るDNAマーカーの開発が焦点、となるだろう.

(2) ピンポイント改良とは?

前述のように我が国では大豆品種の入れ替えが

少ない.このため考え出されたのが主要品種の欠点

のみを高精度の DNAマーカーと戻し交配を用いて

改良するピンポイント改良である.戻し交配と

DNAマーカーを用いたピンポイント改良の概略を

図3に示す.

通常の単交配育種では交配後代はそのまま固定

化して， F4~F5世代から選抜を行うため最終的には

両親の遺伝子を半分ずつ入り交じった系統が育成

される.両親以上の特性を持つ優良品種が育成で、き

るものの，固定化と選抜に長期の育成期間や広い圃

場が必要で，目的の品種を確実性に育成できるとは
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限らない.また新品種になっても農家や実需者の認

知が遅れれば普及にも時聞がかかる.

一方ピンポイント改良では， DNAマーカーで交

配後代に目的遺伝子が導入されていることを確認

し，再度戻し交配親へ交配する.これを目的遺伝子

以外が戻し交配親と同じになるまで繰り返して戻

し交配親とほぼ同じ遺伝背景を持つ系統を育成す

る.通常 5~6 回の戻し交配で戻し交配親とほぼ同

じになるので，温室を用いた年 3世代の交配ができ

れば 2-3年で育成が完了する.

1990年代に成分改良育種などで用いられた形質

選抜による戻し交配では，形質評価ができる世代ま

で固定化してから選抜，次の戻し交配を行わなけれ

ばならないため，連続的に戻し交配ができないこと

が多く，戻し交配に長い時聞がかかった.また多く

の形質を同時に導入することは困難で，評価が難し

い形質の場合は育成の途中で目的形質が欠落して

しまう恐れもあった.

しかし十分な精度を持つ DNAマーカーであれば，

交配種子で遺伝子の有無を判別できるため，連続し

た戻し交配が可能となり，数個の遺伝子を同時に導

入することもそれほど難しくはない.また両親の全

ゲノム領域に適当なマーカーを設定して同時に選

抜を行う(全ゲノム選抜)ことで，より短期間で戻

し交配を進めることができる.全ゲノム解析を行う

とどの程度遺伝的に元の品種に近付いているのか

を確認できるため無駄な交配を避けることもでき

る.

(3) 大豆のピンポイント改良の例

水稲で、はすで、に「コシヒカリ BLJ等のピンポイ

ント改良品種が育成され，実際に広く栽培されてい

る.大豆でもこれまでにいくつかの品種や系統が育

成されているが，まだ広く栽培されるまでには至っ

ていない.ここではこれまでに育成された品種や育

成が進んでいる系統について紹介する.

1)ハスモンヨトウに抵抗性を備えた「フクミノリJ

西南日本で多発する大豆の食葉性害虫のハスモ

ンヨトウは，しばしば大発生して大きな被害をもた

らす.西南日本の主力品種「フクユタカjはハスモ

ンヨトウに対する抵抗性を持っておらず，薬剤散布

が主な防除手段となっている.

「ノ¥スモンヨトウ」に対する抵抗性育種の歴史は

古く， 1980年代にはすでに「ヒメシラズJr操回大

豆j などの抵抗性品種が知られていたが，晩生・小

粒といった劣悪形質を持っており，単一の交配では

実用に耐える品種が育成できなかった.

また選抜法も圃場試験や選好性試験等が開発さ

れたが，時間や手聞がかかり多数の検定ができない

など多くの問題点があり，従来の手法では実用的な

特性を備えたハスモンヨトウ抵抗性品種の育成は

困難であった.

そこでハスモンヨトウ抵抗性に関連する DNA

マーカーを開発して，抵抗性を IフクユタカJに導

入する試みが行われた.ハスモンヨトウ抵抗性検定

は圃場検定に比較して再現性が高く，詳細な比較が

可能な抗生性試験が用いられ rヒメシラズJの抗

生性は CCW-lとCCW-2の主要な 2つの遺伝子で

発現していることが明らかにされた (Komatsuら

2005，図 4).この 2つの遺伝子に関連する DNAマー

カーを用いて「ヒメシラズ」の抵抗性を「フクユタ

カj に戻し交配で導入して育成された系統が「フク

ミノリ Jである(大木ら 2011). rフクミノリ j の

開花期，成熟期等の主要な農業特性はほぼ「フクユ

タカ」と同じで，圃場での区別は困難である.また

抗生性程度から判断される「フクミノリ」の抵抗性

程度は「ヒメシラズJよりやや弱し、ものの「フクユ

タカ」より明らかに優れており(図 5)，圃場におけ

る抵抗性の効果も確認されている.

2) シストセンチュウ抵抗性を導入した「ユキホマ

レRJ

シストセンチュウは大豆の根に寄生する線虫の

一種で，大発生すると大豆の生育を抑制して大幅な

減収をもたらす.従来園内ではレース 3と呼ばれる

系統が多数を占めていたが，近年北海道ではより強

力な系統のレース 1が発生して問題となっている.

北海道の主力品種「ユキホマレ」は耐冷性や耐倒

伏性に優れる優良な品種であり，レース 3のシスト

センチュウにも抵抗性を備えているため， 2001年の

育成後急速に普及面積を伸ばした.しかし「ユキホ

マレ」はレース 1には感受性で，レース 1の発生地

域では作付はできない.このため「ユキホマレjへ

のレース l抵抗性導入が行われた.レース 1抵抗性

の遺伝資源 rPI84751J はこれまでの研究から 4つ

の抵抗性遺伝子 rhgl，rhg2， rhg3， rhg4を持ってい

ると推定されている (Rubenら 2006). レース 3抵

抗性である「ユキホマレJはこのうち「下回不知J
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図 5

を示し (図 6)，栽培後のセンチュウ密度も低下する

ことが明らかにされている.

3)難裂莱性を導入した系統群の育成

大豆は成熟期を過ぎると爽がはじける特性(裂爽

性)を持っている.裂茨性は手刈りによる小規模栽

培ではそれほど問題にならなかったが，大豆栽培の

大規模化に伴ってコンパイン収穫が広まると， 刈 り

遅れた時の自然裂爽やコンパイン収穫時のヘッド

由来の rhglの複対立遺伝子と rhg2，rhg3を持って

おり，レース l抵抗性を付与するためにはiPI84751J

由来の rhglとrhg4の導入だけで十分と考えられた

(鈴木ら 2003).

3回の戻し交配で育成された「ユキホマレ RJは

「ユキホマレ」とほぼ同等の農業特性を持ち，レー

ス 1にも抵抗性を示す(鈴木ら 2010).またシスト

センチュウ汚染圃場では「ユキホマレ」よりも多収
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ロスは無視できなくなっている(城田ら 2003).こ

のロスを防ぐため，海外では爽が弾けにくい「難裂

爽性jを導入した品種が普及しているが，北海道を

除く園内の主要品種はほとんど難裂爽性が付与さ

れていない.

難裂爽性は劣性の形質であり， F2世代の成熟まで

育成しないと発現しない上に，収穫条件により 裂爽

性の程度が多少異なり確実な選抜が難しい形質で

ある.そこで難裂焚性に関連するDNAマーカーの

開発と，マーカーと戻し交配と組み合わせた主要品

種への難裂爽性の一斉導入が行われた.

タイの品種 rSJ2J から難裂爽性を導入した「ハ

ヤヒカリ」を解析材料として QTL解析が行われた

結果，難裂爽性は一つの遺伝子 qPDHlにより発現

すること が明 らかにされた (Funatsukiら 2006).こ

の QTLの周辺に DNAマーカーを設定し， rタチナ

ガハJ， rサチユタカJ，rエンレイ J，rフクユタカJ

等の主要品種へ戻 し交配を行った.このうち「サチ

ユタカj と「タチナガノリについてはほかの領域に

ついてもマーカー解析を行い，目的遺伝子以外の遺

伝子領域が戻し交配親と同一になるように選抜が

進められた.各系統とも 5~6 回戻し交配を行った

時点で固定化を行って農業特性の調査をするとと

もに裂爽率の調査を行った.その結果いずれの系統

も戻し交配親に近い農業特性を示し，裂爽性も改善

されていることが明らかにされた(図 7).

これらの育成系統は交配母本として利用される

とともに，一部の系統は実用化を目指して奨励品種

決定調査等に供試されている.特に「サチユタカJ

に難裂焚性を導入した系統「関東 114号Jは農業特

性等がほぼ 「サチユタカ」と 同等であることが確認

できたので， rサチユタカ A1号J(図 8)として 2012

年に種苗登録申請を行い，実際の農家圃場で栽培試

験を実施している.

4) そのほかのピンポイント改良

これら以外にも多くの品種に対してピンポイン

ト改良で様々 な形質の導入が進められている.現在

進められている主なピンポイン ト改良系統を表4に

示した.このほかにもいくつかの抵抗性や難裂爽性

などを組み合わせた複合抵抗性系統の育成も進ん

でいる.

ピンポイント改良に適した品種としては， (i) 

広く普及するか，普及が見込まれる品種， (u)欠

点の改良で広く普及できると考えられる品種， (ui) 
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に裂爽率を測定.自然裂茨率はそれぞれの成熟期から 1ヵ月後に岡場で調査.
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図 8 難裂爽遺伝子をサチユタカに導入した「サチユタカ A1号」
右上:成育中の草姿，右下:60oC3時間加熱処理による裂爽，左成
熟後 1ヶ月岡場に放置後の自然裂爽，いずれも右が 「サチユタカ A1
号J，左が 「サチユタカ」

表 4 これまでに開発された主なピンポイント改良品種・系統

品種 ・系統名 原品種
種苗登録 ユキホマレ R ユキホマレ
または フクミノリ フクユタカ
申請済 サチユタカ A1号 サチユタカ

関東 120号 フクユタカ
関東 121号 エンレイ
関東 122号 ことゆたか
中育 67号 スズマル

育成中

中育 69号 スズマル
東北 169号 おおすず

この他にも多くの戻し交雑系統が育成中.

欠点を改良できる DNAマーカーが開発されている，

(iv )欠点に関与する遺伝子数が l~数個程度と限

られる こと等が考えられる.耐倒伏性やタンパク含

量などのようにマーカーが未開発あるいは多くの

遺伝子が関与している形質が欠点となっている品

種はピンポイント改良に向いていない.

(4) TILLING法を用いた新たなピンポイント改良

育種

TILLING (Targeting Induced Local Lesions In 

Genomes)法は McCallumら (2000a，b)が報告した

突然変異系統の効率的スクリーニング法である.こ

れまで突然変異系統は表現型によってス クリ ーニ

ングされてきたが，ゲノム情報の充実により，目的

遺伝子の情報が得られている場合には DNA配列か

ら目的の突然変異を見つけることができるように

なった.

導入形質

シストセンチュウ高度抵抗性
ノ¥スモンヨトウ抵抗性
難裂焚性
難裂爽性
難裂焚性
難裂爽性
わい化病・シストセンチュウ高度抵抗性
シストセンチュウ高度抵抗性
モザイク病抵抗性

TILLING法では， EMSなどの処理を行って作成

した突然変異集団の各個体からゲノム DNAを抽出

し，数個体分をまとめて鋳型サンプルとし，目的遺

伝子の DNA配列の一部をプライマーとして増幅す

る.目的領域に変異を持つ個体が混じっていれば増

幅後の遺伝子断片に対合しない部分ができるので，

そこを解析することで，変異の有無を見分けること

ができる (図 9).

早生化や難裂爽性など一部の有用形質は遺伝子

が壊れると発現するので，目的品種に突然変異処理

を行って TILL町G法で遺伝子が変異した系統を見

出すことができれば，そのままあるいは少ない回数

の戻し交配でピンポイン ト改良品種を育成できる.

また変異処理の強度を調節してターゲット遺伝子

のみを壊すことで，周辺領域まで戻し交配親と全く

閉じになった系統の作出も可能である.現在のとこ
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なツーノレとなると思われる.

(5) ピンポイント改良の問題点

ピンポイント改良品種は抵抗性遺伝子など目的

の遺伝子を導入するだけなので，短期間に品種を育

成できる反面，導入形質以外は収量性や耐倒伏性な

どが元の品種以上に優れた品種の育成はできず，導

入形質が活かされない条件下では元の品種と変わ

らない.このため，栽培法などで品種の問題点が解

決されているケースではあえて導入するメリット

が少ない rフクミノ リ」の例では，フェロモント

ラップによる発生予察の充実，脱皮限害剤等の新規

薬剤の開発等によってハスモンヨトウ対策が進ん

だことと「フクミノリ」の抵抗性程度が薬剤散布を

不要にするほど強くないこと などから現場の導入

意欲は低く ，普及は進んでいない.難裂英性を導入

した系統群も低温などにより収穫時期の裂爽がも
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図 9 TILL別 G法の原理

EMS処理等で突然変異を誘発した変異集団から個体別に DNAを抽出して保存，数個体分を Mixして PCRを行

う.このとき標的遺伝子を増幅するようにプライマーを設定する.もし変異が生じていれば変異部分が対合で

きず，その部分を制限酵素CelIで切断することができる。これを電気泳動で解析すると，切れた DNAがあれ

ば別のバンドが生じるので、変異系統を見つけ出すことができる.

ともと少ない地域では効果を発揮できない

さらに奨励品種制度の壁もある遺伝子の解析か

らはほぼ同じと確認できても，従来の奨励品種制度

の枠内では最低 2~3 年の栽培試験 1~2 年の現地

試験が必要であり，同一性を示すのは容易ではない.

また奨励品種のハードルが高いため，し、くつかの欠

点、のうち一つだけを改良しでもなかなか採用され

ないことも多い.

もう一つの問題点として導入遺伝子領域に座乗

する他の遺伝子の影響がある.ピンポイント導入と

いっても完全に I遺伝子のみを導入するのは難しく，

通常ある程度の幅を持った領域を導入せざるを得

ない.このため交配親と比較して開花期，粒大，蛋

白含量な どがわずかに変わるケースが少なくない.

戻し交配親に比べて「ユキホマレ RJや「フクミノ

リJでは粒大がやや小さく ，rサチユタカ Al号jで

は蛋白含量がわずかに低い.これらの違いは地域・

年次間差異や品種間差異に比べて小さいものの，同



い.例えば西南日本の主力品種「フクユタカ」は密

植すると倒伏しやすし無培土栽培は困難である.

また「タチナガノリは茎疫病に弱く，不耕起播種の

際に降雨等で圃場が水浸しになると茎疫病の蔓延

で欠株が多数生じることが報告されている.そこで

こうした新たな栽培技術に対応できる品種育成が

求められている.

密植栽培で問題となるのは，密植にすることで大

立が徒長して倒伏しやすくなることや雑草が発生

した場合に中耕培土による除草ができないことが

あげられる.また不耕起播種や密植栽培では畦がな

いため滞水が起こりやすく，しばしば茎疫病の発生

が問題となる.

このため密植栽倍や不耕起栽培に適した品種育

成のためには，耐倒伏性の強化，生育期除草剤に対

する抵抗性，茎疫病などの立ち枯れ病害に対する抵

抗性の強化が求められる.

耐倒伏性の強化では，分校の少ない主茎型品種が

有利と考えられ，密植適性品種「トヨハルカ」など

が育成されている(図 10). しかし分枝数が少ない

と節数が少なく英数が少なくなる傾向があるため，

花梗長を長くして節あたりの着焚数を増やすため

に長花梗形質と呼ばれる形質の導入も試みられて

いる(山口ら 2008).このほか耐倒伏性の強化のた

めに，海外の耐倒伏性品種との交配，早生化による

短茎化，葉の形を丸葉から長葉にして頭部モーメン

(2013年)

一条件で精密に栽培する試験圃場では問題となる

ことが少なくない.

ピンポイント改良で導入する遺伝子数が多くな

れば付随して導入される領域の合計も大きくなる

ので，この問題はさらに大きくなると考えられ，今

後は周辺領域の削り込みの徹底や TILLING法を活

用するなど，導入遺伝子の周辺領域を可能な限り小

さくすることも必要であろう.
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図 10

ピンポイント改良では病虫害などによる収量低

下を抑制できても，根本的に収量を向上させること

はできない.このため真の多収品種を育成するため

には，従来の育種法による優良品種の育成は欠かせ

ない.しかし長らく従来品種を凌駕する優良な品種

を育成できなかったことを振り返るとき，全く同じ

やり方では画期的な多収品種の育成は難しいと考

えられる.そこで多収化を目指したいくつかの新た

な試みが始まっている.

これらの試みはまだ始まったばかりなので具体

的な成果は乏しく，方向性についても議論が尽くさ

れているわけではないが，これまでの概略を紹介す

る.

(1)密植栽培等の新たな栽培技術に対応した品種

の育成

大豆の多収化や低コスト化を図るための栽培方

法として，近年密植栽培や不耕起播種栽培が注目さ

れている.密植栽培では個体密度を上げることで早

く地面を被覆して雑草の繁茂を防ぎ，かっ日射量を

有効に活用できる.特に降雨等で播種が遅れて晩播

する場合にはその効果が大きい.また中耕・培土を

しないので培土機が不要で低コスト化が図れる上

に，平畦のためコンパイン収穫時に土壌を巻き込む

ことが少なく汚粒の発生も少ない.不耕起播種栽培

では耕起をしないことで手聞とコストを抑えるこ

とができ，地耐力が高いために梅雨時でも素早く播

種できるので降雨による播種遅れをある程度防ぐ

ことができる.耕起をしないので土壌養分の流亡を

防ぐ効果もある.

こうしたメリットがあるため，大豆生産の現場で

は無培士栽培や不耕起栽培が普及し始めているが，

標準播種で中耕培土を行うことを前提に育成され

てきた従来の品種では対応しきれないケースが多

4 超多収を目指した品種育成



羽鹿:大豆育種の今後の方向性および技術 523 

トを軽減して倒伏を防ぐ試みなどが行われている.

初期の土壌処理剤の効果が小さいときや発芽不

良等により被覆が遅れた場合の雑草対策として，近

年ベンタゾンが生育期除草剤として登録されたが，

ベンタゾンに対しては品種間差異があり， Iタチユ

タカJなどの感受性品種では薬害が大きい.このた

め機械除草ができない密植栽培ではベンタゾン耐

性が不可欠となる.

茎疫病は糸状菌による土壌伝染性の病害で，多く

のレースに分化していることが知られている.茎疫

病抵抗性の真性抵抗性の研究は古くから行われて

おり，様々な検定法の開発により茎疫病は多数の

レースに分化していることが明らかにされている.

また多くの抵抗性の遺伝資源が報告され，し、くつか

のレースのついては抵抗性遺伝子の DNAマーカー

が開発されている (Gordonら 2006，Sugimotoら

2008). 一方で真性抵抗性を導入した品種が茎疫病

に擢病する抵抗性の崩壊も報告されており，真性抵

抗性は根本的な茎疫病問題の解決にはならないと

考えられる.近年茎疫病の圃場抵抗性が注目されて

おり，品種間差異も知られるようになっている(山

下 2008).現在農林水産省の研究プロジェクトで圃

場抵抗性の DNAマーカーの開発が行われており，

交配を通じた他品種への抵抗性導入も試みられて

いる

(2)無限伸育型系統の育成

我が国の品種は開花期になってしばらくすると

主茎の伸張が停止する「有限伸育型」が育成品種の

ほとんどを占め，成熟期近くまで主茎が伸びて次々

に開花・着爽する「無限伸育型」はほとんどない.

無限伸育型は耐倒伏性や大粒化に不利と見られて

いたためであるが，開花期聞が長いことから開花期

の干ばつや着爽期の虫害の被害を回復しやすく「青

立ちしにくしリ特徴を持つなど利点も少なくない.

また最近の海外育成品種には耐倒伏性を強化した

無限伸育型品種も少なくなく，こうした品種を交配

母本にして無限伸育型を積極的に導入する試みが

始まっている(図 11). 

これまでに従来品種より多収を示す無限伸育型

系統がいくつか育成されているが，まだ実用に耐え

る特性を持った系統は育成されておらず，また無限

伸育型で多収化が可能かの検討も十分でない.しか

し無限伸育型遺伝子 (Dtl) 関連マーカーや無限伸

育型を利用する上で重要な開花期遺伝子関連マー

カーなども開発されてきており，近い将来に圏内向

けの有望な無限伸育型系統が開発されるだろう.

(3)遺伝的背景の拡大の試み

我が国の大豆品種は在来品種を含めて比較的狭

長葉

円葉

有限{申育型 無限伸育型 長葉と円葉が混在する品種

図 11 従来の園内品種にない新たな草型の導入
左:有限伸育型品種(タチナガハ)と米国の無限伸育型品種
(LDOO-3509 )の比較，右:上位葉が長葉で下位葉が円葉の品種
(Macon). 
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い遺伝背景しか持っていないことが明らかにされ

ている (Kurodaら 2009，Kagaら 2012).そこで海

外品種や大豆の野生種のツルマメなどこれまで使

われてこなかった多くの遺伝資源を交配に取り入

れて，育成系統の遺伝的背景を拡大し，多収品種を

育成しようとする試みが始まっている.特に最近の

米国品種は圏内品種よりも多収を示す事例が少な

くなく，有力な交配母本として期待されている.

しかし海外品種は国内品種に比べて粒大，粒形，

種皮色等の外観品質が劣ることが多く，これまでは

品質選抜の段階で組み合わせごと廃棄されること

も少なくなかった.そこで育種目標そのものを見直

し，品質選抜のハードルを最低限にして収量や耐倒

伏性に重点化した品種育成が模索されている.特に

国産大豆の 6割以上を占める主要な用途である 「豆

腐用」は，外観品質が製品の品質に大きな影響を与

えないと見られ，粒大や瞬、色にこだわらない実需者

も多いことから，外観品質が悪くても収量性や栽培

性が優れた品種であれば実用化の可能性は十分あ

る.

ツルマメはつる性や小粒性などの劣悪形質を数

多く持っており，大豆と数回交配しても劣悪形質を

十分除去しきれない.このためこれまでは成分改良

など極限られた品種育成の材料にしか用いられて

こなかった.近年ツルマメの持つ未知の有用遺伝子

の活用を目指して，大豆との戻し交雑自殖系統群

(backcrossed inbred lines : BILs)の育成や大立との

多系交配などが試みられている.

(4)大豆の生育期間の延長と作付体系の根本的見

直し

米国南部の大豆収量の増加には播種期の前進化

と生育期間の延長が指摘されている(島田ら 2012)

我が国では水稲麦 大豆の輪作体系の中で大豆

栽培を行う必要があるため，これまで大豆の播種期

の変更や生育期間の延長は深く検討されずにきた.

しかし関東以南の栽培体系では， (a)播種期が梅雨

期にあたり，降雨により適期播種ができないことが

多い， (b)播種期が遅いため，多くの日射量が期待

できる梅雨明け直後から盛夏にかけては生育量が

小さく日射を有効に利用できない上に，根の仲張が

不十分で干ばつに遭いやすい，特に開花期に干ばつ

に遭うと落花・落爽が生じやすい， (c)台風の襲来

が多い盛夏~晩夏にかけてはまだ茎がしっかりし

ていないため倒伏しやすい，等の現在の育種・栽培

技術では解決しがたい多くの問題点があり，現行の

作付体系を前提とする限り安定した多収化には限

界がある.これを根本的に解決するためには作付体

系から根本的に変えていくことも必要であろう.

一例として水稲の移植を遅らせて，大豆の播種期

を前倒しする栽培体系が考えられる.西日本で大豆

を5月頃に播種し9月上中旬頃に収穫する栽培体系

(図 12)は，そのような新たな栽培体系の 1つの候

補として考えられる.安定した天候が期待できる 5

月播種ならば，播種遅れは生じにくい上に，開花期

頃には梅雨の降雨があり，干ばつによる落花・落爽

を防止できる.また十分な日射量が必要な爽肥大期

は梅雨明け後の盛夏にあたり，成熟が始まる 8月下

旬には落葉が始まるので，台風による倒伏の問題も

5.F1 

梅雨

0・・ゅ
6月一D 肩

台風・秋雨

8月 I9月 I10月 11月

播種期の前進化 情種 画口 1 成熟

従来の栽培期間(西日本) |播種 II 開花 | 成熟

L-.JしTJ1 1 1 

|収量低下に及ぼす要因| 吟 播種遅れ干ばつ台風による倒伏

図 12 播種期の前進化による安定多収化は可能か?
播種期の前進化は，①梅雨の長雨による橋穏遅れがなくなる，②梅雨明け直後の開花期の干
ばつを回避できる，③台風シーズンには落葉が始まり，倒伏を回避しやすい等のメリットが
見込める
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少ない.水稲も移植であれば6月下旬の梅雨時の作

業に大きな問題はなく，開花期が盛夏を避けること

ができるので高温登熟の問題も少なくなるだろう.

このように，水稲と大豆のポジションを入れ替え

ることでより安定した大豆作が期待できる.もちろ

んこうした作付体系の変更には早播に適した大豆

品種の育成，晩期移植に適した水稲の育成等多くの

問題をクリアする必要があるが，輪作体系のトータ

ルで収益を考えた場合，検討する価値はあるだろう.

5.遺伝子組換え大豆と国産大豆

遺伝子組換え技術は大豆以外の生物からも自由

に有用遺伝子を導入できる技術であり，画期的な安

定多収品種を育成できる可能性がある.海外では

1990年代から遺伝子組換えによる除草剤抵抗性大

豆が育成され，非選択性除草剤との組み合わせで効

果的に除草を行う栽培技術が大立の安定生産に大

きく役立ってきた.現在では遺伝子組換え大豆の作

付割合は米国で約 95%，ブラジルで 80%以上，ア

ルゼ、ンチンでほぼ 100%に達し，主要生産国では大

豆生産になくてはならない技術となっている.

国産大豆の反収水準は世界的に見れば非常に低

く，かっ不安定であるが，この大きな原因の一つは

明らかに雑草の問題である.雑草が多発すると雑草

との競合により大豆が直接減収するだけでなく，コ

ンパイン収穫時には雑草の茎から出た水分と巻き

込んだ土壌により汚粒が発生して商品価値を著し

く損なう.このため極端に雑草が発生した場合には

農家は耕作を放棄することも珍しくない.特に物理

的な除草手段である中耕培土ができない狭畦密植

栽培ではその影響は大きい.こうしたことから我が

国でも遺伝子組換えにより除草剤耐性を付与した

品種が育成されれば，栽培法の幅が広がって安定多

収化に大きく寄与できると考える研究者は少なく

ない.

一方で遺伝子組換え作物に対する日本の消費者

の理解はなかなか進まず，現在のところ豆腐，納豆

など主要な大豆食品は非遺伝子組換え大豆のみが

使われている.この傾向は当面は変わらないと思わ

れ，我が国で実際の育種に遺伝子組換え技術を取り

入れることは容易ではない.

このため，今後も当分の聞は遺伝子組換え技術が

品種育成の主体となることは見込まれない状況に

なっている.

6.終わりに

近年，地下水位制御システム (FOAES)，耕うん

同時畦立て播種等の播種技術，殺菌剤の種子粉衣等

多くの栽培技術が開発されて(藤森 2005，加藤

2011，細川 2012)，普及も進んできているが，相変

わらず国産大豆の収量は 160~170kg/10a で低迷し

ている.一方試験研究機関における大豆収量は現行

品種でも 300kg/10a以上を示すことが多く， 200kg 

以下のケースは少ない.試験場収量が坪刈り収量で

あることを考慮に入れても生産現場の収量は低す

ぎる.このことからも，国産大豆の低収量を品種育

成や栽培技術だけで解決することはできないこと

がわかる.

大豆生産現場を歩くと，ブロックローテーション，

排水対策，適期播種・収穫等の基本技術を実施でき

ている圃場は多収をあげているが，一方で全体に雑

草が生えた圃場，発芽が悪く一部が裸地になった圃

場，播種遅れで生育が極端に悪い園場，収穫が遅れ

て脱粒が激しい圃場など，収量が極端に低そうな圃

場も珍しくない.

大豆生産農家と話をすると，開発された技術を知

らない，知っていてもお金や手聞がかかる，水稲や

麦の作業で時聞が取れないなど，低収量に至る様々

な要因があることが分かる.品種育成では直接これ

らの要因を解決できるわけではないが，簡単にたく

さん取れる品種を作ることで農家の取り組み意欲

を高め，生産力の底上げを図っていければと願って

いる.
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