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Development of DNA-marker-aided selection technology 
for plants and animals.  
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序　　文

研究成果シリーズは、農林水産省農林水産技術会議が研究機関に委託して推進した研究の成果を、総合的

かつ体系的にとりまとめ、研究機関及び行政機関等に報告することにより、今後の研究及び行政の効率的な

推進に資することを目的として刊行するものである。

この第 ��0 集「DNA マーカーによる効率的な新品種育成システムの開発」は、農林水産省農林水産技

術会議の「有用遺伝子活用のための植物（イネ）ゲノム研究」(�000 ～ �00� 年度 ) の中で、�00� 年度から

�00� 年度までの５年間にわたり、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構を中心に実施した研究成

果をとりまとめたものである。

従来の育種は交配から固定、表現型による選抜、検定を行い、品種となるまでに多くの時間や圃場面積、

労働力が必要であった。こうした中、染色体上の特定の有用遺伝子の位置を示すことができる DNA マーカー

を利用して有用遺伝子を持つ個体を直接選抜することにより、育種効率の飛躍的向上が可能となってきてい

る。当技術はゲノム情報を活用した分子育種技術として、ポストゲノム研究の中でも出口に近く、大きな期

待が寄せられている。

本研究は、選抜マーカーの作出と新品種育成システムの開発を目的に、イネ、ダイズについて、目的形質

の新規の DNA マーカーの作出を進めるとともに、その目的形質遺伝子を導入した同質遺伝子系統の開発を

進めたほか、麦類、野菜、牧草、果樹、イネ等において目的形質の実用的な DNA マーカーを開発した。さらに、

開発された効率的な DNA マーカー選抜技術を育種事業に組み込んだ新品種育成システムを構築した。

また、高精度 DNA マーカーの作出を目的として、イネ、ダイズ、麦類、野菜等について、DNA マーカー

として高精度で近縁度の高い品種間でも利用可能なＳＳＲマーカーや、１塩基配列に基づいた効率的な検出

が可能なＳＮＰｓマーカーを用いる育種技術の開発とその利用を進めた。

この研究の成果は、今後の農林水産関係の育種研究及び新品種の開発を推進する上で有益な知見を与える

ものと考え、関係者機関に供する次第である。

　最後に、本研究を担当し、推進された方々の労に対し、深く感謝の意を表する。

　�00� 年３月

 農林水産省農林水産技術会議事務局長　　

竹谷　廣之　　
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　　井辺　時雄

イネチーム（�00� 年度～ �00� 年度）

（独）農業・生物系特定産業技術研究機構　作

物研究所

　稲研究部　稲育種研究室長

　　安東　郁男

ダイズチーム（�00� 年度～ �00� 年度）

（独）農業・生物系特定産業技術研究機構　北

海道農業研究センター

　地域基盤研究部　冷害生理研究室長

　　石本　政男

麦類チーム（�00� 年度～ �00� 年度）

（独）農業・生物系特定産業技術研究機構　東

北農業研究センター

　作物機能開発部　生物工学研究室主研

　　中村　俊樹

飼料作物チーム（�00� 年度～ �00� 年度）

（独）農業・生物系特定産業技術研究機構　畜

産草地研究所

　飼料作物開発部　育種工学研究室長

　　高溝　正

果樹チーム（�00� 年度～ �00� 年度）

（独）農業・生物系特定産業技術研究機構　果

樹研究所

　遺伝育種部　落葉果樹ゲノム研究チーム長

　　山本　俊哉

野菜・茶チーム（�00� 年度～ �00� 年度）

（独）農業・生物系特定産業技術研究機構　野

菜茶業研究所

　機能開発部　育種工学研究室長

　　福岡　浩之

高精度マーカーチーム

（独）農業生物資源研究所

　分子遺伝研究グループ　応用遺伝研究チーム長

　　矢野　昌裕

サブリーダー

（イネ選抜マーカー）

（独）農業技術研究機構　作物研究所

　稲研究部　多用途稲育種研究室主研

　　出田　収（�00� 年度～ �00� 年度）

研究の要約
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（大豆選抜マーカー）：

（独）農業技術研究機構　作物研究所

　畑作物研究部　上席研究官

　　高橋　良二（�00� 年度～ �00� 年度）

（イネ選抜マーカー・食味ユニット）：

（独）農業・生物系特定産業技術研究機構　作

物研究所

　稲研究部　稲栽培生理研究室主研

　　梅本　貴之（�00� 年度）

（麦類選抜マーカー）：

（独）農業技術研究機構　作物研究所

　畑作物研究部　大麦育種研究室長

　　河田　尚之（�00� 年度）

（独）国際農林水産業研究センター

　生物資源部主研

　　坂　智広（�00� 年度～ �00� 年度）

（牧草選抜マーカー）：

（独）農業技術研究機構　畜産草地研究所

　飼料作物開発部　育種工学研究室長

　　高溝　正（�00� 年度～ �00� 年度）

（野菜類選抜マーカー）：

（独）農業技術研究機構　野菜茶業研究所

　葉根菜研究部　ユリ科育種研究室長

　　小島　昭夫（�00� 年度～ �00� 年度）

（ダイズ選抜マーカー）：

（独）農業技術研究機構　作物研究所

　畑作物研究部　上席研究官

　　高橋　良二（�00� 年度～ �00� 年度）

（果樹類選抜マーカー）：

（独）農業技術研究機構　果樹研究所

　カンキツ研究部　遺伝解析研究室長

　　大村　三男（�00� 年度）

（独）農業・生物系特定産業技術研究機構　果

樹研究所

　遺伝育種部　落葉果樹ゲノム研究チーム長

　　山本　俊哉（�00� 年度～ �00� 年度）

（イネ育成システム）：

（独）農業技術研究機構　作物研究所

　稲研究部　多用途稲育種研究室主研

　　平林　秀介（�00� 年度～ �00� 年度）

（大豆育成システム）：

（独）農業技術研究機構　作物研究所

　畑作物研究部　上席研究官

　　高橋　良二（�00� 年度～ �00� 年度）

（イネ育成システム・いもちユニット）：

（独）農業生物資源研究所

　ジーンバンク　植物資源研究チーム主研

　　福岡　修一（�00� 年度）

Ⅲ　研究担当機関（プロジェクト参画時の名称）

独立行政法人農業技術研究機構

　　　　　　作物研究所

　　　　　中央農業総合研究センター

　　　　　北海道農業研究センター

　　　　　東北農業研究センター

　　　　　近畿中国四国農業研究センター

　　　　　九州沖縄農業研究センター

　　　　　畜産草地研究所

　　　　　果樹研究所

　　　　　野菜茶業研究所

独立行政法人食品総合研究所

独立行政法人農業生物資源研究所

独立行政法人国際農林水産業研究センター

（委託先）独立行政法人家畜改良センター

（委託先）東北大学大学院

（委託先）東京大学大学院

（委託先）東京農工大学

（委託先）千葉大学

（委託先）京都大学

（委託先）京都府立大学大学院

（委託先）神戸大学

（委託先）九州大学大学院

（委託先）北海道立中央農業試験場

（委託先）北海道立上川農業試験場

（委託先）北海道立十勝農業試験場

（委託先）青森県農業試験場

（委託先）宮城県古川農業試験場

（委託先）福島県果樹試験場

（委託先）富山県農業技術センター

（委託先）福井県農業試験場

（委託先）茨城県農業総合センター生物工学研究所

（委託先）山梨県酪農試験場

（委託先）長野県中信農業試験場

（委託先）長野県畜産試験場

（委託先）愛知県農業総合試験場山間農業研究所

（委託先）福岡県農業総合試験場
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（委託先）鹿児島県農業試験場

（委託先）社団法人農林水産先端技術産業振興セ

ンター農林水産先端技術研究所

（委託先）財団法人かずさＤＮＡ研究所

（委託先）株式会社植物ゲノムセンター

（委託先）株式会社北海道グリーンバイオ研究所

（委託先）ビール酒造組合

（委託先）サッポロビール株式会社バイオリソー

ス開発研究所

Ⅳ　研究目的

１　選抜マーカーの作出と新品種育成システムの

開発

イネ、ダイズについて、目的形質の新規のＤＮ

Ａマーカーの作出を進めるとともに、その目的形

質遺伝子を導入した同質遺伝子系統を開発する。

麦類、野菜、牧草、果樹、イネ等において目的形

質の実用的なＤＮＡマーカーを開発する。開発さ

れた効率的なＤＮＡマーカー選抜技術を育種事業

に組み込んだ新品種育成システムを構築する

２　高精度 DNA マーカーの作出

イネ、ダイズ、麦類、野菜等について、高精度

ＤＮＡマーカーとして近縁度の高い品種間でも利

用可能なＳＳＲマーカーや、１塩基配列に基づい

た効率的な検出が可能なＳＮＰｓマーカーを用い

る育種技術の開発とその利用を行う。

Ⅴ　研究方法  

１　選抜マーカーの作出と新品種育成システムの

開発

各種作物において解析分離集団や組換え自殖系

統群、染色体部分置換系統群等を用いた耐病虫性、

食味品質、収量性などの重要形質のマーカー遺伝

解析と選抜マーカー開発を行う。イネのいもち病

圃場抵抗性、トビイロウンカ抵抗性、出穂性など、

ダイズのシスト線虫抵抗性等について、同質遺伝

子系統の育成を進め、新品種の効率的育成システ

ムを構築する。

２　高精度 DNA マーカーの作出

イネ、ダイズ、麦類、野菜等において、ゲノム・

cDNA ライブラリの構築と塩基配列決定、あるい

はイネゲノム解読の成果の活用などによって単純

反復配列（SSR）や一塩基多型 (SNP) などの高精

度 DNA マーカーを大量開発し、分離集団を用い

たマッピングにより高密度連鎖地図を構築する。

また、マーカー遺伝子型の高速タイピング法の開

発、マーカー遺伝子型情報データベースの構築、

新規な量的遺伝子座の解析手法の開発を行う。



― � ―

研究計画表（研究室別年次計画）
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 Ⅵ　研究結果

１　選抜マーカーの作出と新品種育成システムの

開発

イネではいもち病抵抗性、トビイロウンカ抵抗

性、耐冷性等の重要形質に関する精密選抜マー

カーを開発するとともに、出穂性について同質遺

伝子系統群を選抜した。ダイズではマーカー選抜

による戻し交配により、ダイズシスト線虫のレー

ス１抵抗性の NIL ４系統を育成するとともに、ダ

イズわい化病媒介アブラムシのマーカーを開発し

た。麦類、野菜、牧草、果樹等においては、コム

ギの穂発芽耐性に強く関与する QTL 近傍の PCR

マーカーを開発し、戻し交雑系統を育成するとと

もに、高アミロースコムギ選抜用マーカーを作製

した。２つのハクサイ根こぶ病抵抗性遺伝子座の

選抜マーカー開発による強度抵抗性の導入技術を

確立した。牧草の冠さび病抵抗性主働遺伝子をホ

モで持つ系統を作成した。ナシ黒星病等の重要病

虫害抵抗性マーカー開発した。完全甘ガキ性を識

別する DNA マーカーを開発した。

２　高精度 DNA マーカーの作出

イネの日本型品種間の SNP の検出に取り組み、

�000 を超える SNP を検出した。得られた SNP 情

報の公開データベースを作成し、SNP タイピング

チップを試作した。ダイズの SSR マーカーを多

数開発し、�,��� マーカーが座乗する連鎖地図を

作成した。コムギのゲノムマッピングに利用可能

な遺伝子由来の PCR ベースのマーカー �0�� 個を

作出。ナスの SSRマーカー���個および SNPsマー

カー ��� 個を開発し、連鎖地図上へマッピングし

た。ナシとリンゴで合計約 �00 種類の SSR マー

カーを開発しマッピングした。さらに、これらの

高精度ＤＮＡマーカーを用い、専用の解析集団を

作成しなくても量的形質遺伝子座 (QTL) の相互

作用が検出できる、マーカー育種法開発のための

新解析法を確立した。

Ⅶ　今後の課題　

本プロジェクトを通じて得られたマーカー連鎖地

図、マーカー開発手法、データベースなどは、主要

穀類およびそれ以外の作物も含む多くの農作物にお

けるマーカー育種技術開発の基礎となることが期待

できる。開発された形質選抜マーカーを育種事業に

活用して優良な品種や育種素材の育成を促進すると

ともに、有用形質の遺伝的把握と育種システム開発

の高度化のため、ＤＮＡマーカーリソース開発およ

び有用形質の遺伝解析基盤の構築をさらに進める必

要がある。
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樹 �00�. DNA マーカーを用いたコムギ変異

型 Wx-B� 遺伝子の欠失点の推定 . 育種学研究 

�:�-��.

Ⅸ　特許取得・申請　

� ) 「 イ ネ 科 植 物 の 選 抜 方 法 」 ( 特 開

�00�-��0���) 藤野賢治、佐藤毅、矢野昌裕

� ) 「低アミロース性を支配する新規遺伝子

及び低アミロース米品種の識別方法」 ( 特願

�00�-������) 安東郁男、竹内善信、佐藤宏之、

青木法明、平林秀介、黒木慎、清水博之

� ) 「新規デンプンを有するコムギおよびその作

出方法」 ( 特願 �00�-������) 中村俊樹、齊藤美

香、パトリシア リン ヴリンティン、米丸淳一、

石川吾郎、新畑智也、安田秀世、瀬戸泰裕、栗

本洋一、石原義和

� ) 「低温糊化性コムギ由来の小麦粉を含む

穀粉組成物及びこれを使用した食品」 ( 特願

�00�-���0��) 中村俊樹、米丸淳一、石川吾郎、

新畑智也、齊藤美香、安田秀世、瀬戸泰裕、栗

本洋一、石原義和

� ) 「甘味性コムギ由来の小麦粉を含む穀

粉組成物及びこれを使用した食品」 ( 特願

�00�-���0��) 中村俊樹、米丸淳一、石川吾郎、

新畑智也、齊藤美香、安田秀世、瀬戸泰裕、栗

本洋一、石原義和

� ) 「チャのクワシロカイガラムシ抵抗性遺伝子

ＭＳＲ－１の識別用プライマーセット、該プラ

イマーセットを用いた遺伝子ＭＳＲ－１の識別

方法、および該識別方法により得られるポリメ

ラーゼ連鎖反応生成物」 ( 特願 �00�-0���0�) 田

中淳一

� ) 「アブラナ科植物根こぶ病に対する抵抗性遺

伝子検出用マイクロサテライトマーカー、およ

びその利用」 ( 特願 �00�-�0���0) 松元哲、平井



― �� ―

正志、布目司、塚崎光、諏訪部圭太、藤村みゆ

き

� ) 「イネゲノムの � 塩基多型判別法の開発とイ

ネ品種識別への応用」 ( 特願 �00�-�����) 田淵

宏朗、林敬子、芦川育夫

� ) 「イネの品種鑑別法」 ( 特願 �00�-������) 美

濃部侑三・門奈理佐・鈴木淳子・太田理恵子・

根本博・出田収

�0) 「イネゲノム多型マーカー、およびその利用」 

( 特願 �00�-������) 美濃部侑三、門奈理佐、太

田理恵子、益田悠、小池晶子

Ⅹ　研究担当者　

１　選抜マーカーの作出と新品種育成システムの

開発

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構

作物研究所

井辺時雄、Edward Barlaan、根本博、安東郁男*、

出田収、平林秀介 *、高橋良二 *、中谷誠、

蔵之内利和、竹内善信 *、青木法明、近藤始

彦 *、梅本貴之 *、三王裕見子、石丸努

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構

　北海道農業研究センター

清水博之 *、松葉修一、磯部祥子、奥村建治、

船附秀行 *、佐藤裕、石本政男 *、山田敏彦、

榎宏征 *、田村健一 *、田瀬和浩、濃沼圭一、

三木一嘉

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構

　東北農業研究センター

中村和弘 *、高田吉丈 *、境哲文、河野雄飛、

島田信二、伊藤裕之、湯本節三、石川吾郎、

中村俊樹 *、加藤 信、長田健二 *、吉永悟志、

米丸淳一

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構

　中央農業総合研究センター

芦川育夫、林敬子 *、小泉信三

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構

　近畿中国四国農業研究センター

前田英郎 *、春原嘉弘、飯田修一、松下景、

石本政男 *

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構

　九州沖縄農業研究センター

小松邦彦 *、村木正則 *、澤井晃、江口研太

郎

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構

　畜産草地研究所

村木正則 *、黄川田智洋、大同久明、伊東栄作、

藤森雅博、高溝正、清多佳子 *、荒川明

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構

　果樹研究所

林建樹、山本俊哉 *、松田長生、山口正巳、

清水徳朗 *、大村三男、藤井浩、島田武彦、

遠藤朋子、山田昌彦 *、西谷千佳子、澤村豊、

高田教臣、足立嘉彦、三谷宣仁、上野俊人、

白石美樹夫

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構

　野菜茶業研究所

吹野伸子 *、布目司、鈴木徹、塚崎光 *、小

原隆由、小島昭夫、田中淳一、谷口郁也 *、

吉田克志、福岡浩之 *、佐藤隆徳、山下謙一郎、

齊藤猛雄、若生忠幸、宮武宏治 *、松元哲 *

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構

　食品総合研究所

大坪研一 *、中村澄子、鈴木啓太郎

独立行政法人農業生物資源研究所

矢野昌裕 *、山本敏央 *、佐藤正寛 *、竹谷勝、

福岡修一、石丸健、半田裕一 *

独立行政法人家畜改良センター長野牧場

大浦康子

国立大学法人東北大学

前忠彦 *、鈴木雄二

国立大学法人千葉大学

原田久也 *、夏正俊

国立大学法人東京大学

大杉立、山岸徹、佐々木治人 *

国立大学法人東京農工大学

平沢正 *、大川泰一郎

国立大学法人京都大学

谷坂隆俊 *、米森敬三 *、田尾龍太郎、山根

久代

国立大学法人神戸大学

石井尊生 *

国立大学法人九州大学

土井一行 *

京都府立大学

久保中央、平井正志 *
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北海道立中央農業試験場

田中義則 *、竹内徹、鴻坂扶美子、三好智明、

兼平修、堀田治邦、紙谷元一、佐々木純、萩

原誠司、白井和栄、斉藤美樹

北海道立上川農業試験場

木内均 *、沼尾吉則、佐藤毅、吉村徹

北海道立十勝農業試験場

鈴木千賀 *、田中義則、大西志全

青森県農業試験場

神田伸一郎 *、須藤充、坂井真

宮城県古川農業試験場

永野邦明 *、千葉文弥、佐々木都彦、遠藤貴司、

我妻謙介

福島県農業総合センター　果樹研究所

大橋義孝 *、小野勇治、木幡栄子、岡田初彦、

佐藤守

富山県農業技術センター

蛯谷武志 *、宝田研、表野元保

福井県農業試験場

小林麻子 *、冨田桂、堀内久満

茨城県農業総合センター

眞部徹 *、岡本和之、岡野克紀、石井卓朗

長野県中信農業試験場

高松光生、坂元秀彦、矢ヶ崎和弘 *、山田直

弘

愛知県農業総合試験場

坂紀邦 *、寺島竹彦、工藤悟、加藤恭宏、遠

藤征馬

福岡県農業総合試験場

内村要介、山口修、塚崎守啓、甲斐浩臣、馬

場孝秀、古庄雅彦 *、和田卓也 *、尾形武文、

坪根正雄

ホクレン農業総合研究所

藤野賢治 *、乕田淳史 *

サッポロビール株式会社　バイオリソース開発

研究所

金子隆史 *、岡田吉弘、木原誠

２　高精度 DNA マーカーの作出

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構

　作物研究所

出田収 *、加藤浩、根本博、安東郁男、井辺

時雄

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構

　北海道農業研究センター

磯部祥子 *、奥村建治

独立行政法人農業生物資源研究所

矢野昌裕

独立行政法人国際農林水産業研究センター

坂智広 *、許東河、常松浩史

国立大学法人東北大学

西尾　剛 *、岸谷幸枝、白澤健太、佐藤　豊

国立大学法人東京大学

中谷明弘

社団法人農林水産先端技術産業振興センター　

農林水産先端技術研究所

大槻義昭、竹内善信、河野いづみ *、並木信和、

金森裕之、安藤 露

財団法人かずさＤＮＡ研究所

田畑哲之

株式会社植物ゲノムセンター

門奈理佐 *、益田悠、小池晶子、鈴木淳子、

太田理恵子、美濃部侑三

株式会社北海道グリーンバイオ研究所

乕田淳史 *

   （* 執筆者）

Ⅺ　取りまとめ責任者あとがき

我が国の農業は、国際化の進展の中で早急に体質

強化を図ることが求められており、安定多収性、高

品質等の特性を有する作物の開発が急務となってい

る。このような状況を踏まえ、従来の育種技術を飛

躍的に発展させる新育種技術の開発を目的として、

平成６年度から、農業生物資源研究所を主査場所と

してイネ、麦類、大豆等の７作物の特定形質を対象

に「ＤＮＡマーカーを用いた新育種技術の開発」が

実施されてきた。ゲノム解析研究の成果を受けたイ

ネについては、ＤＮＡマーカーをいもち病抵抗性選

抜や出穂期制御へ応用する段階になったほか、主要

な果樹、野菜、樹木等においても有用なマーカーの

開発が進展し、有用形質の効率的選抜を可能にする

ＤＮＡマーカー育種技術の有用性等が確認された。

そこで、平成 �� 年度から、主査場所を農業技術

研究機構（現 農業・食品産業技術総合研究機構）

作物研究所に移し、「ＤＮＡマーカーによる効率的

な新品種作出システムの開発」として組み替え拡充

したものが本プロジェクトである。研究内容も新た
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なＤＮＡマーカーの開発に加え、高精度マーカーの

開発に取り組むとともに、従来の表現型による特性

検定に替わるＤＮＡマーカー選抜技術を組み込むこ

とによって省力的かつ効率的な育種事業である新品

種育成システムの構築を進めることとした。その結

果、ゲノム解析研究が進んでいるイネ・ダイズでは

主要品種の作期集中、難防除病害の蔓延などの問題

に対して DNA マーカー選抜技術の実用化が図られ、

その成果は出穂期の異なる良食味系統群の育成など

具体的な成果につながった。また、麦類、飼料作物、

野菜、果樹等の園芸作物についても耐病性、品質関

連の新形質などの主要目的形質の DNA マーカー選

抜技術が確立され、その目的形質をもち総合的農業

形質の優れた品種・系統の効率的育成手法が開発さ

れた。さらに、ゲノム解析研究が遅れ DNA マーカー

の作出が困難であった穀類、園芸作物、飼料作物の

主要品目において、高精度なマーカー開発手法が確

立されるとともに、今後の技術開発の基盤となる汎

用性の高いマーカーリソースの蓄積が大きく進捗し

た。以上のように、本プロジェクトは量・質ともに

当初の目標以上の高いレベルの成果を上げることが

できた。さらに特筆すべきことは、本研究に参加し

た現場の研究者が分子遺伝学の新しい流れを熱意を

持って積極的に取り入れ、それを現場の課題に創造

的に応用したことであり、その高い士気は、今後の

作物育種の進展に大きく寄与すると思われる。

   （推進リーダー：井辺　時雄）
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第１章　イネ

１　イネの直播適性に関するＤＮＡマーカー選

抜技術の開発（1102）

　　イネ低温伸長性に関する高精度選抜マー

カーの開発 （1102）

ア　研究目的

寒冷地における直播栽培用品種育成においては、

低温下における安定した苗立ち性の付与が重要な育

種目標である。苗立ち性は複合形質であり、これま

でに苗立ち性に優れる遺伝資源からの目的形質の導

入には成功していない。本研究では、苗立ち性の主

要因と考えられている低温発芽性および低温伸長性

に関するQTL解析を行い、高精度選抜DNAマーカー

の開発を行う。

イ　研究方法

ア　低温発芽性に関する高精度選抜マーカーの開発

ａ　高精度マッピング

低温発芽性に優れるイネ系統「Italica Livorno」と

一般品種「はやまさり」との交雑に由来する組換

え自殖系統を用いた低温発芽性の QTL 解析により、

作用力大きな遺伝子 qLTG-�-� が第３染色体短腕末

端領域に存在することが明らかになった。「日本晴」

の公開塩基配列から SSR 配列を抽出して、QTL 領

域へのマーカー作出を行った。得られたマーカーは、

組換え自殖系統によりマッピングし、qLTG-�-� の

詳細な座乗位置を明らかにした。

ｂ　準同質遺伝子系統の作出

QTL 解析により同定された低温発芽性遺伝子

qLTG-�-� の遺伝子作用力を明らかにするため、準

同質遺伝子系統の作出を行った。組換え自殖系統よ

り、qLTG-�-� 領域のマーカー遺伝子型および低温

発芽性の表現型から系統 BIL��� を選抜した。この

BIL��� に対して qLTG-�-� 領域のマーカーを用い

て、マーカー選抜と「はやまさり」による戻し交雑

を行った。最終的に、BC�F� 世代から準同質遺伝

子系統を選抜した。また、ゲノム全域の遺伝子型に

ついてもマーカーにより評価した。

イ　低温伸長性に関する QTL 解析

ａ　解析集団

解析集団として、低温伸長性に優れるイネ系統

「Italica Livorno」と一般品種「はやまさり」との交

雑に由来する組換え自殖系統（HI 集団）および低

温伸長性に優れるイネ系統「Arroz Da Terra」と一

般品種「ほしのゆめ」との交雑に由来する組換え自

殖系統（HA 集団）を用いた。HA 集団については、

�� 個の SSR マーカー（McCouch ら）１）による連鎖

地図の作成を行った。

ｂ　低温伸長性の評価

低温伸長性の評価は、試験管を用いた方法と苗箱

を用いた方法により行った。試験管法では、��℃で

発芽した種子を試験管内��℃水中で�0日生育させ、

その子葉鞘長を測定した。苗箱法では、発芽種子を

苗箱の人口床土に播種し、��℃ � 日の出芽処理を行

い、その後 ��℃の人工気象器において ��cm の冠水

処理を行った。処理後 �0 日に苗長を測定した。

ウ　研究結果

ア　低温発芽性に関する高精度選抜マーカーの開発

「Italica Livorno」および ｢ はやまさり ｣ はともに

温帯ジャポニカに区分され（Mackill ら）２）、遺伝的

近縁度が高くマーカーの多型率は低かった。そこで、

QTL 領域の公開塩基配列から、SSR 配列を抽出し、

マーカーを作出し、両親間の多型を調査した。その

結果、これまでの QTL 近傍マーカー GBR�00� より

も短腕末端側に位置する BAC クローン AC0�����

および AC0����� にそれぞれ１個（GBR�00� およ

び GBR�00�）の多型マーカーを作出することがで

きた（図 ��0�-�）。これらのマーカーを組換え自

殖系統においてマッピングし、QTL 解析を行った。

その結果、QTL はこれら新規に作出したマーカー

間に位置することが明らかとなった。このとき、

GBR�00� において、最も寄与率（��.0%）が高い結

果（LOD; �0.�、作用力 ; ��.�（発芽率のアークサ

イン変換値））となった。

準 同 質 遺 伝 子 系 統 の 作 出 に 当 た っ て は、

qLTG-�-� の極近傍での組換え個体の選抜を行っ

た。「Italica Livorno」には多くの劣悪形質が認め

第１編　選抜マーカーの作出と新品種育成システムの開発
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られるため、これらが qLTG-�-� に連鎖する可能

性もあるため、目的領域外の「Italica Livorno」由

来の染色体領域の導入を少なくすることとした。

BIL��� へ「はやまさり」を戻し交雑した BC�F� 世

代 �� 個体から、最も QTL の近傍で組換えを生じ

ている個体 #�� を選抜した（図 ��0�-�A）。その後、

自殖による固定化とゲノム全域の遺伝子型評価に

より、BC�F� 世代から準同質遺伝子系統を選抜し

た。準同質遺伝子系統は、戻し交雑親「はやまさ

り」よりも明らかに高い低温発芽性を示した（図

��0�-�B）。このことから、単一の遺伝子として、

qLTG-�-� は高い遺伝子作用を示すことが明らかと

なった。

イ　低温伸長性に関する QTL 解析

試験管法による低温伸長性は、HI 集団および

HA 集団のいずれにおいても連続的変異となっ

た（図 ��0�- ３A, B）。QTL 解析の結果、HI 集団

では第３染色体 RM����、HA 集団では第１染色体

RM���� の近傍に QTL の存在が明らかとなった（表

��0�-�）。しかしながら、いずれも寄与率が低く作

用力の小さな遺伝子と考えられた。

苗箱法による低温伸長性についても、連続的変異

が観察された（図 ��0�-�C, D）。QTL 解析の結果、

HI 集団では第７染色体 RM��0� に有意な QTL の存

在が明らかとなった（表 ��0�-�）。また、作用力の

低い２個の QTL の存在も示唆された。一方、HA

集団では第１染色体 RM���� の近傍に有意な QTL

の存在が明らかとなった（表 ��0�-�）。この QTL

では、「Arroz Da Terra」型の対立遺伝子が低温伸長

性を高くする遺伝子作用を示した。

エ　考　察

ア　低温発芽性に関する高精度選抜マーカーの開発

本研究では、温帯ジャポニカ「Italica Livorno」

に由来する作用力の大きな低温発芽性遺伝子

qLTG-�-� に関する高精度選抜マーカーの開発と準

同質遺伝子系統による詳細な遺伝子作用力の評価

を行った。「Italica Livorno」は、大規模な遺伝資源

の評価から選抜された低温発芽性に極めて優れる

図1101-1　QTL 近傍域の連鎖地図と QTL 解析の結果

　　　上；LOD カーブ

　　　中；作出したマーカー（下線）と連鎖地図

　　　下；高密度連鎖地図（Harushima ら）�） B

A

図1101-2　準同質遺伝子系統の遺伝子型

　　　　　A；目的領域における遺伝子型

　　　　　B；ゲノム全域の遺伝子型
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系統である（小高と安部）４）。そのため、「Italica 

Livorno」と「はやまさり」間に見出された作用力

の大きな遺伝子 qLTG-�-� は、低温発芽性の改良に

おいて重要な遺伝子と考えられる。一方、インデイ

カ「Kasarath」においては第 �� 染色体に作用力の

大きな遺伝子の存在が明らかになっている（Miura

ら）５）。今後、これらの遺伝子について、相互作用

の解析および集積系統の作出により、高度の低温発

芽性を有する系統の作出が期待される。このとき、

DNA マーカーは系統作出において有効なツールと

なる。また、「Italica Livorno」や「Kasalath」といっ

た栽培品種以外の遺伝資源を用いる場合に、劣悪形

質による育種効率の低下が大きな問題となっている

（Mackenzie ら）６）。そのため、目的遺伝子の詳細な

染色体上の位置を明らかにし、導入する染色体領域

を出来る限り小さくすることが必要である。　
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図1101-3　低温伸長性の変異

　　　　　　　　　A, B；試験管法、C, D；苗箱法

　　　　　　　　　HY；はやまさり、HS；ほしのゆめ、

　　　　　　　　　IL；Italica Livorno、ADT；Arroz Da Terra

表1101-1　試験管法による低温伸長性の QTL 解析の結果

表1101-2　苗箱法による低温伸長性の QTL 解析の結果
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イ　低温伸長性に関する QTL 解析

試験管法での低温伸長性に関しては、いずれの解

析集団においても作用力の小さな QTL が同定され

た。これらについては、QTL の存在を今後確認す

る必要がある。HI 集団で得られた QTL は、「Italica 

Livorno」と「はやまさり」間で見出された低温発

芽性の QTL である qLTG-�-� と同じ領域であった。

qLTG-�-� では、「Italica Livorno」型の対立遺伝子

が低温発芽性を向上していた。低温伸長性について

も、「Italica Livorno」型の対立遺伝子が低温伸長性

を向上させる結果となった。今後、遺伝子の異同も

含め、本研究で明らかになった低温伸長性の QTL

の存在を確認する必要がある。

苗箱法では、HI 集団で第 � 染色体 RM��0� 近

傍に低温伸長性の QTL が検出された。しかしな

がら、この領域には作用力の大きな出穂日の遺伝

子 qDTH-� の存在が明らかになっている（Fujino 

and Sekiguchi）７）。そのため、この QTL は「Italica 

Livorno」型対立遺伝子による晩生化に起因する種

子の登熟不良による低温伸長性の低下と考えられ

た。第 � 染色体 RM���� および第 � 染色体 R����hc

に有意ではないものの LOD のピークが認められた

ので、今後QTLの存在を検討する必要がある。また、

HA 集団では第 � 染色体 RM���� において寄与率

��％の作用力の大きな QTL の存在が明らかになっ

た。今後、QTL の存在を確認するとともに、高精

度 DNA マーカーの開発を行うことで、低温伸長性

の改良にとって有効な遺伝子であるのかを検討する

ことが望まれる。

試験管法および苗箱法により、第 � 染色体に複数

の QTL の存在が明らかとなった。マーカーの位置

から判断すると、いずれも独立な遺伝子と考えられ

た。このように複数の遺伝子が同一染色体上にある

場合には、連鎖ブロックとして目的遺伝子群が導入

されることになる。この場合、これらの領域に座乗

する劣悪形質も連鎖して導入されるため、目的遺伝

子型個体を選抜することが困難となる。今後、QTL

の存在を確認する上で、連鎖領域に座乗する形質の

同定も、選抜の上で重要となる。　

オ　今後の課題

ア　低温発芽性に関する高精度選抜マーカーの開発

「Italica Livorno」 由 来 の 低 温 発 芽 性 遺 伝 子

qLTG-�-� の選抜にあたっては、劣悪形質の連鎖の

危険性を排除するためにさらに高精度なマーカーの

開発が必要となる。この場合、戻し交雑後代を解析

材料とするファインマッピングを行うことが有効で

ある。本研究で作出した準同質遺伝子系統について

は、今後多くの農業形質を戻し交雑親と比較するこ

とにより、連鎖する劣悪形質の存否を明らかにしな

ければならない。また、qLTG-�-� は単一遺伝子と

して同定できたが、低温発芽性には複数の遺伝子が

関与する。そのため、qLTG-�-� を複数の遺伝的背

景に導入し、安定して形質発現が認められるかを確

認しなくてはならない。

イ　低温伸長性に関する QTL 解析

低温伸長性の評価に当たっては、いずれの方法も

今後反復試験により、形質評価の安定性や QTL の

存在を確認することが必要である。　

カ　要　約

ア　低温発芽性に関する高精度選抜マーカーの開発

「Italica Livorno」 由 来 の 低 温 発 芽 性 遺 伝 子

qLTG-�-� に関して、高精度選抜マーカーの開発を

行った。また、qLTG-�-� に関する準同質遺伝子系

統を DNA マーカー選抜により作出し、qLTG-�-�

の単一遺伝子によって低温発芽性が高くなることを

明らかにした。

イ　低温伸長性に関する QTL 解析

試験管法および苗箱法により低温伸長性を評価

し、QTL 解析によって関与遺伝子を明らかにした。
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２　イネの多収性関連形質に関するＤＮＡマー

カー選抜技術の開発（1103）

　　イネシンクサイズに関与する遺伝子のマッ

ピングとピラミディング（1103）

ア　研究目的

本研究では、極めて複雑とされるシンクサイズ

関連形質の包括的な理解を目的に、シンクサイズ

の大きい多収インド型品種ハバタキを供与親に、

日本型品種ササニシキを反復親に選び、出穂性や

稈長の分離を最小限にした染色体断片置換系統群

（CSSL）を作成した。完成した CSSL を � 年間栽培

し、穂の構成要素に関わる QTL の網羅的な検出を

試みた。さらに、遺伝作用の大きな QTL の単独お

よび集積による効果を共通の遺伝的背景のもとで

確認した。このような実験を踏まえて QTL の集積

（ピラミディング）によって多収インド型品種の穂

型を日本型イネ品種に再現できる可能性について

考察を試みた。

イ　研究方法

ア　染色体断片置換系統群の作出

ササニシキとハバタキの交配に由来する BC�F�

（BIL）�� 系統について ��� 個の RFLP マーカーで

遺伝子型調査を行い、全ゲノムをカバーする最小

セットとなる �� 系統を選抜した。選抜個体はササ

ニシキを � 回戻し交配して SBC�F� を作成し、各

系統から � 〜 �0 個体を展開した。これらについて

上記 ��� 個の RFLP マーカーで遺伝子型を調査し、

CSSL 選抜のための候補個体として �0 個体を選抜

した。これらの自殖種子（SBC�F�、SBC�F� および

SBC�F�）について目的領域および目的外領域に存在

する � 〜 � 個の PCR マーカーによって遺伝子型を

確認し、CSSL 系統となる �0 個体を選抜した。この

時点でカバーできていない領域については、SF� 個

体由来の SF� 個体から � 個体を選抜した。合計 ��

個体について ��� 個の PCR マーカーを用いて目的

領域がホモ型に固定した個体を選抜・固定し CSSL

シリーズを完成させた。

イ　染色体断片置換系統群の基本特性調査

CSSL 系統は、�00� 年と �00� 年の � 年間、つく

ば市にある農業生物資源研究所の実験圃場で栽培し

た。� 系統あたり �� または �� 個体を � 列植え（株

間 ��cm 畝間 �0cm）で栽培し、肥培管理や防除等

の栽培管理は慣行法に従った。

各CSSL系統について出穂�0～�0日後に��穂（標

準的な�穂 /個体 x �個体 /系統）をサンプリングし、

一穂粒数（spikelet number; SN）、一次枝梗数（primary 

branch number; PBN）、二次枝梗数（secondary branch 

number; SBN）、一次枝梗長（primary branch length; 

PBL）、穂軸長（panicle length; PL）そして稈長（culm 

length; CL）と到穂日数（Days to heading; DTH）を

測定した。二次枝梗数については一穂あたりの二次

枝梗数の合計を一次枝梗数で割った値とした。

ウ　シンクサイズに関連する QTL の検出と確認

CSSL 系統の各形質の測定値についてササニシキ

の測定値を基準としたダネット検定による多重比

較を実施し、�％水準で有意差を示した系統につい

てその置換領域に QTL が存在すると定義した。ま

た複数の系統で有意差が検出され、それらに共通

の導入断片がある場合、その共通領域に原因とな

る QTL が存在すると推定した。また、ここで定義

した QTL の存在を再確認し、その詳細な位置を特
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定するために、有意差が認められた一部の CSSL

系統についてササニシキとの交雑 F� 集団を用いて

QTL cartographer ver.�.0 による Composite interval 

mapping を行った。

エ　シンクサイズに関連する QTL の集積系統の

作出と評価

育成に用いたササニシキとハバタキの BIL や CSSL

育成途中の集団において、二次枝梗数に関して第 �

染色体に、一次枝梗数に関して第 �染色体にハバタ

キ対立遺伝子が増加させる領域が見出された（それ

ぞれ qSBN� および qPBN� と仮称）。この領域には同

じ組み合わせで Nagata et al.�) が QTL を検出してい

ることから、これら QTL の効果は顕著であると考え、

CSSL 育成と並行してそれらの NIL を育成した。ま

たその集積系統を作出して穂の構造に関する �種類

の QTL のピラミディング効果を調査した。

�つの QTL-NIL 同士の交配によって F� 集団を作成

し、QTL 近傍の SSR マーカー（qSBN� 用：RM���0、

qPBN� 用：RM���0）を用いて遺伝子型の調査を行っ

た。両QTLの組み合わせに関する�種類の遺伝子型 a）

RM���0がササニシキホモ型、RM���0がハバタキホ

モ型、b）RM���0がハバタキホモ型、RM���0がササ

ニシキホモ型、そして c）RM���0、RM���0ともにハ

バタキホモ型を選抜した。これら系統と比較品種のサ

サニシキを�00�年に圃場で栽培し、各形質について

CSSLと同様の方法で調査した。測定値についてチュー

キー・クレーマー検定による多重比較を行った。

ウ　研究結果

ア　染色体断片置換系統群の全般的な特徴

完成した �� 系統の CSSL について ��� 個のマー

カーによって決定した遺伝子型を図 ��0�-� に示す。

CSSLはイネゲノム約��0Mbのうち第�染色体（マー

カー Bb��P��a 周辺）、第 � 染色体（同 RM���� 周

辺）、第 �0 染色体（同 RM���� 周辺）のわずかな領

域（約 �.�Mb）をカバーできなかったが、それ以外

はいずれかの系統でハバタキ断片に置換することが

できた。各 CSSL における平均置換領域は ��.�Mb

（�.�Mb 〜 ��.�Mb）であり、目的領域外に残された

わずかなハバタキ断片（平均 �.�Mb）を含めてもゲ

ノムの �割以上がササニシキに由来するものとなっ

た。完成した CSSL の中で唯一、第 � 染色体長腕を

図1102-1　ササニシキとハバタキの染色体断片置換系統群（CSSL）グラフィカルジェノタイプ。縦軸

に系統を、横軸に染色体を示す。染色体上の黒塗りの領域はハバタキホモ型、灰色はヘテロ型、

白色はササニシキホモ型を表す
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置換した系統である SL�0� については、弱勢によっ

て全ての測定形質について他の系統と著しい差が生

じたため、以降の調査からは除外した。

イ　染色体断片置換系統群の基本特性調査

�00� 年および �00� 年の栽培における各 CSSL と

ササニシキの調査形質の測定値を表��0�-�に示す。

稈長と出穂期は系統を特徴付ける最も重要な２つ

の形質である。�00� 年の調査では、CSSL 系統の稈

長は最も低い SL�0�（��.�cm）から最も高い SL���

（��.�cm）まで約 ��cm の差が認められた。出穂期

については、最も早い SL���（��.� 日）から最も

遅い SL���（��.� 日）まで約 � 日の差が認められた。

このような状況で調査した穂の形態に関する各形

質について � 年間いずれかで有意となった系統数

は、一穂粒数で増加 �0 系統 / 減少 � 系統、一次枝

梗数で増加 � 系統 / 減少 � 系統、二次枝梗数で増

加 �0 系統 / 減少 � 系統、穂軸長で増加 � 系統 / 減

少 � 系統、そして一次枝梗長で増加 � 系統 / 減少 �

系統であった。

一穂粒数については、ササニシキが ��� 粒で、ハ

バタキは ��� 粒 ( ササニシキの形質値を � とした場

合の比率 �.��) であった。これに対して CSSL の測

定値はほぼ正規分布に従っており、最大は SL�0�

の ��� 粒（対ササニシキ比で �.��)、最小は SL���

の �� 粒 ( 同 0.��) であった。二次枝梗数、一次枝梗

長および穂軸長についても分布および最大値の対サ

サニシキ比は同様であった。しかし一次枝梗数につ

いては最大を示した SL��0 の値（��.� 本 / 穂）は

ハバタキの値（��.0 本 / 穂）と同程度まで増加した。

ウ　染色体断片置換系統群で検出されたシンクサ

イズ関連 QTL

検出された QTL の染色体上での分布を図 ��0�-�

に示す。第 �� 染色体を除く全ての染色体にいずれ

かの QTL が見出され、合計 �� ヶ所のハバタキ対

chr. CSSL No. 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005
1 SL401 165.3 a 153.3 a 11.8 a 10.8 a 2.8 a 2.7 a 18.1 18.2 6.4 6.5 78.0 77.1 96.2 101.0

SL402 117.3 110.6 9.1 a 9.2 2.4 a 2.2 18.5 17.9 7.5 a 7.1 69.7 a 63.2 a 97.3 a 100.3
SL403 130.1 a 132.8 8.9 a 9.6 2.8 a 2.7 a 17.8 18.2 7.6 a 7.5 a 66.5 a 62.8 a 95.2 102.3
SL404 118.1 122.4 10.2 11.0 2.1 1.9 19.3 18.7 7.0 a 6.7 81.2 80.1 95.8 103.3

2 SL405 117.7 128.4 9.9 10.7 2.1 2.1 19.0 18.6 6.7 6.4 a 79.0 76.6 96.5 a 102.3
SL406 128.6 a 126.1 10.4 10.1 2.4 a 2.3 19.5 a 18.9 6.8 6.7 78.9 77.7 96.0 104.0

SL407 - - - - - - - - - - - - - -
3 SL408 124.9 a 133.5 10.1 10.4 2.3 a 2.3 a 19.1 19.4 6.9 6.9 81.6 82.4 a 93.7 100.0

SL409 112.6 125.9 11.2 a 11.2 1.7 1.8 19.2 19.2 6.4 6.5 86.2 a 85.6 a 97.5 a 104.0
SL410 107.8 120.8 10.2 10.4 1.7 2.0 18.7 19.1 6.8 7.2 80.9 78.6 95.5 102.7
SL411 91.0 a 100.4 a 9.3 9.6 1.7 1.8 17.5 17.5 a 6.3 6.5 a 79.3 76.4 97.3 a 103.3

4 SL412 112.8 114.8 10.2 10.2 1.8 1.9 18.1 18.4 6.6 6.8 77.1 a 77.3 93.5 102.7
SL413 117.2 136.2 9.8 10.1 1.9 2.3 18.0 19.2 6.9 7.3 a 80.6 80.9 a 95.2 101.7
SL414 83.4 a 92.4 a 9.4 9.7 1.1 a 1.3 a 17.7 18.5 6.2 a 6.6 79.4 81.2 a 94.7 102.3

5 SL415 108.3 106.7 9.9 10.1 1.9 1.7 a 18.1 18.4 6.5 6.6 76.5 a 76.3 95.2 101.0
SL416 131.1 a 138.3 a 11.7 a 11.6 a 2.0 2.1 20.6 a 20.3 a 7.3 a 7.3 a 80.1 79.6 95.2 103.3
SL417 105.1 101.4 a 10.1 9.8 1.7 1.6 a 19.1 19.0 6.6 6.6 91.5 a 87.9 a 94.8 100.3
SL418 113.1 99.4 a 9.6 9.4 2.1 1.8 18.3 18.1 6.6 6.3 a 78.8 75.9 a 96.7 a 101.0

6 SL419 130.5 a 123.2 10.9 10.5 2.2 a 2.0 17.5 18.4 6.2 a 6.6 82.8 a 81.5 a 92.8 a 98.7 a
SL420 139.6 a 117.6 12.1 a 11.1 2.0 1.7 a 19.9 a 18.8 6.9 6.7 88.6 a 80.7 a 96.5 a 100.0
SL421 139.9 a 139.1 a 11.7 a 11.2 2.2 a 2.3 20.2 a 20.5 a 7.0 a 7.2 a 76.8 a 74.5 a 93.7 99.7

7 SL422 120.9 110.7 10.1 9.2 a 2.2 a 2.2 19.0 18.2 6.9 6.9 78.8 74.9 a 98.5 a 104.0
SL423 113.9 113.7 10.1 9.9 2.0 1.9 18.2 19.3 6.8 7.0 80.1 77.5 94.5 101.0
SL424 108.1 105.9 9.9 9.7 1.9 1.8 19.1 19.5 6.8 6.9 80.2 78.2 94.7 100.7

8 SL425 116.2 119.0 10.1 10.8 2.0 1.8 18.5 19.3 6.8 6.8 79.1 78.3 93.0 101.0
SL426 111.2 111.3 10.0 9.4 1.9 2.0 18.2 18.5 6.5 6.9 78.8 79.4 94.0 101.0
SL427 126.7 a 121.8 11.0 a 10.9 2.0 1.8 19.4 a 19.6 6.5 6.4 a 81.0 78.9 95.0 102.7
SL428 131.3 a 138.9 a 10.1 10.9 2.5 a 2.3 17.9 17.9 6.6 6.6 75.6 a 77.6 96.3 a 104.7 a

9 SL429 119.1 130.9 10.3 10.9 2.0 2.1 17.6 18.2 6.9 a 6.7 74.7 a 75.3 a 95.5 104.0
SL430 118.7 111.4 10.3 10.1 2.0 1.8 18.3 17.8 a 6.6 6.5 a 73.7 a 74.3 a 95.5 103.0

10 SL431 116.8 122.9 10.7 10.6 1.8 2.0 18.6 19.1 6.6 6.8 81.7 78.7 96.2 103.3
SL432 121.3 128.3 10.6 11.0 2.0 2.1 18.4 18.8 6.6 6.8 76.7 a 73.7 a 92.7 a 100.0
SL433 122.6 127.9 10.0 10.1 2.4 a 2.4 a 18.3 18.9 6.8 6.9 72.7 a 69.9 a 95.5 101.3

11 SL434 116.7 127.1 10.2 10.5 1.9 2.1 18.3 18.1 6.6 6.6 76.9 a 76.6 94.0 101.3
SL435 110.9 125.3 10.4 11.1 1.7 1.9 18.9 19.6 6.6 6.9 81.0 78.2 92.7 a 101.0
SL436 117.3 120.4 10.0 10.2 2.1 2.1 18.8 19.2 6.8 6.9 81.1 75.8 a 95.0 102.7

12 SL437 116.1 112.8 10.5 10.3 2.0 1.8 18.2 18.3 6.5 6.5 a 82.9 a 78.0 95.8 100.2
SL438 98.4 a 116.1 9.8 9.9 1.6 a 2.0 18.7 19.7 7.2 a 7.8 a 88.1 a 82.5 a 97.2 a 104.2 a
SL439 95.6 a 108.6 8.6 a 8.7 a 2.0 2.2 18.0 19.0 7.3 a 7.7 a 90.4 a 82.1 a 97.0 a 103.3

Sasanishiki 112.6 121.1 10.1 10.3 1.9 2.0 18.4 18.9 6.6 6.9 79.9 78.3 94.5 101.9
Habataki** 218.7 218.5 12.0 12.8 4.4 3.5 22.6 22.2 11.0 10.5 76.9 73.2 99.6 102.3

CSSLs detected significant difference in each year marked "a".
*; SL407 is excluded from the evaluation because it showed extremely weakness.
**; The scores of Habataki was evaluated at different place in the same experimental field. 

Days to heading : HD
(days)

Primary branch length
: PBL (cm)

Culm length : CL
(cm)

Spiklet numbers  per
panicle : SN

Primary branch
numbers per panicle :

PBN

Secondary branch
numbers per panicle :

SBN

Panicle length : PL
(cm)

表1102-1　�00� 年および �00� 年の栽培における CSSL 群（�� 系統）とササニシキおよびハバタキの形質値
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立遺伝子が値を増加させる領域と �� ヶ所の減少さ

せる領域が明らかとなった。両年で共通に見出さ

れた QTL は一穂粒数で � 領域 ( 増加させる QTL が

� 領域 / 減少させる QTL が � 領域 )、一次枝梗数で

�領域 ( 同 �領域 /� 領域 )、二次枝梗数で �領域 ( 同

２領域 /� 領域 )、一次枝梗長で � 領域 ( 同 � 領域

/0領域 ) および穂軸長で�領域 ( 同�領域 / ０領域 )

であった。

QTL の分布は一様ではなく、第 �染色体（RM����

から RM���� までの領域）には � つの形質について

ハバタキ型で増加する QTL が、第 � 染色体（RM����

から RM���� までの領域）には � つの形質で減少す

る QTL が検出された。また、第 � 染色体（RM���0

から RM���� までの領域）や、第 �染色体（RM����

から RM���� までの領域）にも類似の領域が予想さ

れた。さらに逆方向に作用する QTL が同時に検出

される例も見つかった。例えば、�00� 年の試験で

は、第 �染色体（RM���� から RM���� までの領域）

には一穂籾数と二次枝梗数が増加し一次枝梗長が減

少する領域が、第 �� 染色体（RM��0� から RM����

までの領域）には一次枝梗長が増大し一穂籾数が減

少する領域が見出された。

図1102-2　ササニシキとハバタキの染色体断片置換系統群（CSSL）で �00� 年と �00� 年に見出された穂の構

造に関する QTL。置換染色体領域に対して左下が �00� 年に、右上に �00� 年に検出された QTL を

示す。QTL の表記は、一穂粒数（spikelet number; SN）、一次枝梗数（primary branch number; PBN）、二

次枝梗数（secondary branch number; SBN）、一次枝梗長（primary branch length; PBL）、穂軸長（panicle 

length; PL）であり、黒文字がハバタキの対立遺伝子で値を増加させ、白抜き文字が減少させる

図1102-3　SL�0�とササニシキの F２集団の QTL 解析

で推定された第１染色体の穂の構造に関する

QTL。LOD カーブ上に四角で囲って示した

QTL は図�において検出された QTL を表す
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導入領域が複雑に入り組んでおり、推定が困難に

なっている第 � 染色体の QTL の動態を明らかにす

るために SL�0�とササニシキの交配 F� 集団（N=�00）

を栽培し、QTL 解析を実施した。その結果、一次

枝梗長および一次枝梗数の QTL はいずれも導入領

域中の複数個所に推定された（図 ��0�-�）。

エ　シンクサイズ関連 QTL に関する集積系統の

作出と評価

作出した QTL-NIL のグラフ遺伝子型と穂の形態

形質を調査した結果を図 ��0�-� に示す。各 QTL の

導入領域は NIL(SBN�) で約 �.��Mb、NIL(PBN�) で約

��0kb であった。

一次枝梗数については、qPBN� がハバタキ対立遺

伝子である �系統が高く、一穂あたり �.� 本（ササ

ニシキ背景）あるいは �.� 本（NIL(qSBN�) 背景）増

加した。一方、二次枝梗数については、qSBN� が

ハバタキ対立遺伝子である � 系統で高く、一次枝

梗あたり �.� 本（ササニシキ背景）あるいは 0.� 本

（NIL(qPBN�) 背景）増加した。そして一穂籾数につ

いては、QTL を導入した � 系統は全てササニシキ

(��� 粒 ) と比較して高く、かつ一次枝梗数と二次枝

梗数の両方が増加する NIL(SBN�+PBN�) では一穂あ

たり ��� 粒となり、NIL(SBN�) の ��� 粒、NIL(PBN�)

の ��� 粒と比べて更に高い値を示した。

エ　考　察

ア　収量性解析に適した CSSL の作出

収量性や品質、環境ストレス耐性といった作用力

の小さな多数の遺伝子群が関与する形質の遺伝的基

礎を明らかにしようとする場合、栽培期間や草型の

違いといった一部の遺伝的要因も正確な解析にとっ

てノイズとなる。ササニシキとハバタキは遺伝的に

は遠縁であるが、完成した CSSL の出穂期について

は � 週間、稈長については ��cm と変異幅が少ない

（表 ��0�-�）。実際に Nagata et al.�）の BIL による

QTL 解析結果と比較しても、新規な QTL を見出し

ており、生育条件を厳密に揃えて測定しなければな

らない形質の遺伝解析にとって本 CSSL が極めて有

用であることが示された。

イ　ゲノム上に複数存在するシンクサイズ QTL

穂の構成要素をいくつかの要因にわけ、� 年間の

栽培試験に基づく遺伝解析を行った。この結果、シ

ンクサイズに関連する QTL は全染色体上に広く分

布し、その数は少なく見積もっても �� 個であり、

実際にはそれ以上の QTL が関与すると予想された

（図 ��0�-�, �）。また、SL��0 がハバタキ並みの一

次枝梗数（��.� 本）であった以外は、どの形質に

おいてもハバタキを超える値を示した系統は得られ

なかった。このことから、穂の構造に関して QTL

の単独での効果は小さいことが考えられる。

ハバタキを使った穂関連形質の研究は過去にも

報告されている。本研究では、ササニシキとハバ

タキの BIL を利用した QTL 解析（Nagata et al. �））

の結果検出された第１染色体短腕の籾数が増加す

る QTL（Number of spikelets per panicle; nsp）や第

� 染色体長腕の籾数および一次枝梗数（Number of 
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図1102-4　集積実験に用いた QTL-NIL のグラフィカ

ルジェノタイプ（A）と一次枝梗数、二次枝

梗数および一穂粒数に対する集積効果（B）
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primary rachis branches; rb�）増加の QTL を再現す

ることができた。このうち SL�0� や SL�0� で示さ

れた一穂粒数および二次枝梗数の増加は F� 集団を

用いた QTL マッピングの結果から Ashikari et al.�)

によって単離された grain number �(Gn�) 遺伝子によ

ると考えられる。

ウ　シンクサイズの大きさは QTL の相加効果で

決定するのか

QTL-NIL による集積実験から二次枝梗数を増加

させる qSBN� と一次枝梗数を増加させる qPBN� は

それぞれ独立かつ相加的に作用することが明らか

になった（図 ��0�-�）。そしてこれらの籾数増加

への貢献は対ササニシキ比で qSBN� が約 �0％増、

qPBN� が約 �� ～ �0％増であり、２つの QTL を集

積した NIL(SBN�+PBN�) ではこれらが相加的に働き

約 �0％増（��� 粒）であった。しかしながらこの値

でもこの年のハバタキの籾数（約 ��0 粒：圃場の別

の場所でのデータのため参考値）との差を説明しき

れない。これら以外の作用力の小さな QTL を集積

させなければハバタキの穂のシンクサイズは説明で

きないと予想される。

主要な QTL 以外の染色体領域がシンクサイズ

を相乗的に増加させる可能性も否定しきれない

ため、NIL(SBN�) と他の全ての CSSL の交配 F� を

NIL(SBN�) とササニシキ F� とともに栽培し、同様

のデータを用いた有意差検定を行ったがその傾向は

相加的なものであった（データ省略）。すなわち最

も作用力の大きな QTL に対してシンクサイズ増加

の方向に相乗的に働く特定の染色体領域は存在しな

いと考えられる。

今回の集積実験では穂軸長や一次枝梗長といっ

た長さの QTL の集積を行っておらず、これらが籾

数にどのように貢献するかは不明である。しかし

ソース能も含めた最終的な収量を考えた場合、空

間キャパシティーとして穂軸長は考慮すべき形質

である。実際に NIL(SBN�+PBN� ) ではササニシキと

同じ長さの穂に多くの籾が密生しており、登熟の

受け皿としてのシンクサイズを真に大きくしたと

は考えづらい。我々は第 � 染色体の穂軸長の QTL

についても集積したピラミディング系統を育成中

でありその収量への効果については今後明らかに

する予定である。

エ　日本型品種の遺伝的背景にインド型品種の穂

を構築できる可能性

多収性インド型イネの穂のシンクサイズの大きさ

を全て説明できるような特別な QTL は存在しない

ことが明らかとなった。しかも検出されたシンクサ

イズ関連QTLの数は少なく見積もっても��個あり、

そのうちハバタキ型アリルが増加させるものだけで

も �� 個ある。これらを全て交配によって集積して

ハバタキの穂をササニシキ上に構築する作業は非現

実的と言わざるを得ない。

本研究で取り組んだ穂のシンクサイズ関連 QTL

のように、ゲノム上に散在している複数の QTL や

それらの QTL の相加効果によって構築される形質

については、QTL ピラミディングのような単純化

した QTL を積み上げていく育種法では限界がある

と考えられる。有用なアリルのみを効率的に集積し

ていくために、他殖性作物において広く用いられる

循環選抜育種法のような新しい考え方を DNA マー

カー技術と絡めて検討することがイネにおいても必

要と考えられる。

カ　要　約

日本型品種ササニシキを遺伝的背景として、多

収性インド型品種ハバタキの染色体断片でゲノム

のほぼ全領域をカバーした染色体断片置換系統群

(CSSL) を作出した。この CSSL を用いてイネシンク

サイズに関わる一穂粒数、一次枝梗数、二次枝梗数、

穂軸長、一次枝梗長の QTL の網羅的な検出を試み

た。� 年間の栽培試験の結果、ゲノムの全領域にわ

たって合計で �� 領域を検出した。検出した QTL の

効果は非常に小さく、どの形質についても � 領域で

ハバタキの穂の大きさを説明できる QTL は存在し

なかった。その中でも効果が大きかった第 � 染色体

の二次枝梗数を増加させる QTL（qSBN�）と第 � 染

色体の一次枝梗数を増加させる QTL（qPBN�）を

QTL-NIL の交配により集積させたところ、各形質

が独立かつ相加的に増加することが確認され、それ

に伴い一穂粒数の明瞭な増加も認められた。本研究

において、イネの穂の構成要素に関わる QTL はゲ

ノム全体に多数存在し、それらは基本的に相加的

に機能することが示唆された。本研究で作出した

CSSL 系統はイネゲノムリソースセンターを通じて

配布中である。
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３　イネの陸稲由来縞葉枯病抵抗性に関するＤ

ＮＡマーカー選抜技術の開発（1104）

　　野生イネの縞葉枯病抵抗性に関するＤＮＡ

マーカー選抜技術の開発（1104）

ア　研究目的

イネ縞葉枯病抵抗性遺伝子はこれまでにインド型

品種由来のStvb-i ならびに日本陸稲由来のStva・Stvb

の２つが同定されている。現在までに育成された縞

葉枯病抵抗性品種には、インド型品種「Modan」に

由来するStvb-i のみが導入されており、この抵抗性

が崩壊した場合には大きな被害が予想される。一方、

日本陸稲に由来する抗性遺伝子は２つの優性補足遺

伝子によって支配されているため、抵抗性の発現に

よる選抜では育種効率が悪く、これまで水稲育種に

は活用されてこなかった。選抜効率を高めるために

はこれらの遺伝子と連鎖するDNAマーカーを探索し、

指標として選抜を行うことが有効である。そのため、

２つの抵抗性遺伝子に関して初期世代で選抜を行う

ことのできる DNA マーカー選抜システムを構築す

る。また、縞葉枯病抵抗性遺伝資源の拡大を図るため、

イネ野生種を用いた新たな抵抗性の探索を試みる。

　

イ　研究方法

ア　陸稲由来縞葉枯病抵抗性遺伝子選抜システム

の構築

ａ　抵抗性遺伝子座乗染色体領域の同定

抵抗性遺伝子の座乗染色体を明らかにするため、

日本晴×陸稲関東 �� 号の F� 系統を用いて QTL 解

析を行う。QTL が検出された領域に関しては、そ

れぞれ個別の解析集団を作出し、各領域について詳

細な解析を試みる。

ｂ　陸稲由来抵抗性遺伝子 Stvb 選抜システム

の構築

抵抗性遺伝子 Stvb については第 �� 染色体長腕領

域に位置するとの報告があるため、この遺伝子近傍

に位置する SSR マーカーについて連鎖解析を行い、

SSR マーカーを用いて Stvb を効率的に選抜できる

システムを構築する。

ｃ　陸稲由来抵抗性遺伝子Stva 選抜システムの構築

抵抗性遺伝子 Stva に関しては正確な座乗位置が

不明であるため、座乗染色体領域の同定を試みる。

座乗領域を同定した後に、この領域に位置する SSR

マーカーを用いて連鎖解析を行い、効率的な選抜シ

ステムを構築する。

イ　野生稲由来縞葉枯病抵抗性に関する遺伝解析

ａ　A ゲノム野生種染色体置換断片を用いた

QTL 解析

Ａゲノム野生種である、Oryza rufipogon (IRGC-

Acc�0����) の染色体置換系統を用いて縞葉枯病に

関する QTL 解析を行い、新たな抵抗性遺伝子資源

を探索する。

ｂ　Ｃゲノム野生種由来抵抗性導入系統に関す

る QTL 解析

Ｃ ゲ ノ ム 野 生 種 で あ る O. officinalis (IRGC-

Acc�00���) の染色体を導入した系統（農林 �� 号（�

倍体）/ O .officinalis // コシヒカリ）から２つの抵

抗性系統（WL���R、WL���）を選抜した。これら

の系統と感受性品種「コシヒカリ」との F� 系統群

各 �� 系統を用いて QTL 解析を行い、抵抗性に関与

する染色体領域を特定する。

ウ　研究結果

ア　陸稲由来縞葉枯病抵抗性遺伝子選抜システム

の構築 

日本晴×陸稲関東 �� 号の F� 系統を用いて QTL

解析を試みた結果、第 � ならびに第 �� 染色体長

腕領域に QTL が検出された。第 �� 染色体には

Stvb の複対立遺伝子である Stvb-i が座乗してお

り（Hayano-Saito et al. �））、この領域に検出された

QTL は Stvb 遺伝子を検出したものと推察された。

そのため、第 � 染色体に検出された QTL は Stva 遺

伝子であると考えられた。

第 �� 染色体の Stvb 座乗領域について、この領

キ　引用文献

１) Nagata, K. et al. (�00�) Quantitative trait loci or 

sink size and ripening traits in rice (Oryza sativa L.). 

Breed. Sci. ��:���-���.

２) Ashikari, M. et al. (�00�) Cytokinin oxidase 

r egu l a t e s  r i c e  g r a i n  p roduc t i on .  S c i ence 
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域に位置する SSR マーカーを用いて詳細な解析を

行い、図 ��0�-� の連鎖地図を構築した。連鎖地図

を基に作出した組換え自殖系統の抵抗性検定結果

から、Stvb は第��染色体長腕に位置する RFLP マー

カー G��� 近傍にあることが明らかとなり、遺伝子

の両側に密接に連鎖する SSR マーカーが同定され

た。

第 � 染色体 Stva 領域に関しても同様に詳細な解

析を試みた結果、Stva は RFLP マーカー C�0� 近傍

に位置することが明らかとなった。この領域につい

ては既存の SSR マーカーが少なく、日本水稲と陸

稲間で多型が出にくい領域であったため、イネゲノ

ムプロジェクトから公開された塩基配列情報を基に

この領域の SSR 配列を検索し、この領域を特異的

に増幅する SSR マーカー（MS-� ～ MS-��）を設計

した。これらのマーカーを用いて連鎖解析を行った

結果、� 種の SSR マーカーが Stva 遺伝子近傍に位

置づけられた（図 ��0�-�）。

イ　野生稲由来縞葉枯病抵抗性に関する遺伝解析

O. rufipogon にコシヒカリを戻し交配して作出した

BC�F���� 系統について縞葉枯病検定を行った。作物

研において SSR マーカー ��� 種を用いて QTL 解析

を行った結果、第 �0、第 ��染色体長腕領域に QTL

が検出された。また、第 � 染色体には単独では作

用を持たないが、第 ��染色体の QTL を強調するよ

うな作用を持つ領域が検出された。第 ��染色体の

QTL は作用力が非常に強く、既知の抵抗性遺伝子

Stvb-i が座乗する領域に検出されたため、この QTL

はStvb-i を検出した可能性が強いと考えられた。

コシヒカリ、WL���R、WL��� について SSR マー

カー ��0 種を用いてスクリーニングを行った結果、

WL���R については �� 種、WL��� については �0

種で多型を検出した。多型が検出された SSR マー

カーを用いてコシヒカリ／ WL���R、コシヒカリ

／ WL��� の F� 系統群各 �� 系統について QTL 解析

を進めた結果、両集団において A ゲノム野生種を

用いた解析と同様に既知の抵抗性遺伝子 Stvb-i が

座乗する、第 �� 染色体長腕領域に LOD 値 �0.0 前

後の作用力の強い QTL が検出された（図 ��0�-�）。

QTL が検出された領域の SSR マーカーは WL���R、

WL��� ともに感受性品種である農林 �� 号（� 倍体）

と同じバンドパターンを示しており、O. officinalis

由来の抵抗性遺伝子がこの領域に導入されているこ

とが示唆されたが、導入された染色体領域を特定す

ることはできなかった。

これまでにコシヒカリ／ WL���R と WL���R ／
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図1103-1　第 �� 染色体 Stvb 近傍の解析結果

図1103-2　第 �染色体 Stva 近傍の解析結果
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月の光（Stvb-i）とを交配した F� 系統群各 �� 系統

を用いた遺伝解析から、WL���R は Stvb-i とは異な

る遺伝子座に１つの抵抗性遺伝子を持つと推定され

ていたが、QTL 解析の結果はこれとは矛盾するも

のであった。検出さらえたQTLに最も近いマーカー

RM��� についてコシヒカリ／ WL���R 集団の遺伝

子型と頻度分布を調査した結果、QTL の作用力は

Stvb-i よりも弱く、複数の領域が抵抗性に関与して

いる可能性が示唆された（図 ��0�-�A）。

コシヒカリ／ WL��� と WL��� ／月の光（Stvb-i）

とを交配した F� 系統群各 ��系統を用いた遺伝解析

から、WL��� は複数の抵抗性遺伝子を持つと推定

された。この集団においても SSR マーカー RM���

について遺伝子型と頻度分布を調査した結果、コ

シヒカリ／ WL��� の集団ではホモ、ヘテロの分布

が明確になっていたため、WL��� はこの領域に強

い作用力を持つ遺伝子が導入されている可能性が

ある（図 ��0�-�B）。しかし、WL���R における結

果とは矛盾しており、今後両系統について第 �� 染

色体を詳細に解析し、抵抗性に関与する領域が複

数存在するのかを確認する必要がある。また、図

��0�-�B においてコシヒカリ型ホモ個体の分布は

感受性側から抵抗性側まで広がっており、この領

域以外にも抵抗性に関与する遺伝子が存在する可

能性が示唆された。

エ　考　察

ア　陸稲由来縞葉枯病抵抗性遺伝子選抜システム

の構築

陸稲由来縞葉枯病抵抗性遺伝子 Stva・Stvb に関

しては、それぞれ第 � ならびに第 �� 染色体に存在

することが報告されている（鷲尾ら �））。しかし、

本研究において QTL は第 � ならびに第 �� 染色体に

検出されており、第 � 染色体には抵抗性に関与する

領域は見出されなかった。

２つの抵抗性が座乗する領域について詳細な連鎖

解析を行った結果、第 �� 染色体 Stvb 領域に関して

は � 種の SSR マーカーが、第 � 染色体の Stva 領域

に関しては �0 種 SSR マーカーが位置づけられた連

鎖地図が構築された（図 ��0�-�、図 ��0�-�）。それ

ぞれの遺伝子の両側には SSR マーカーが密接に連

鎖しており、Stvb には RM�0� と RM���� を、Stva

には MS-� と MS-�� を用いることで効率の良い選

抜が可能となった。Stva ならびに Stvb に関する解

析の結果、これらの遺伝子は作用力が異なっている

ことが明らかとなり、両方を併せ持つことで陸稲の

縞葉枯病抵抗性と同等の抵抗性が発現されることが

示された。

イ　野生稲由来縞葉枯病抵抗性に関する遺伝解析

Ａゲノム野生種O. rufipogon を用いた QTL 解析

で検出された第 �� 染色体の QTL 領域は、既知の抵

抗性遺伝子 Stvb-i が座乗している領域であり、この
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図1103-3　第 �� 染色体に検出された QTL 

( 斜線は LOD 値 �.0 以上の領域 )

図1103-4　検出された QTL に最も近いマーカー 

RM��� の遺伝子型と頻度分布 

（A）コシヒカリ／ WL���R　 F� 系統群の頻度分布 

（B）コシヒカリ／ WL���　  F� 系統群の頻度分布
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抵抗性遺伝子を検出したものと考えられた。しかし、

第 �0 染色体に関してはこれまでに縞葉枯病抵抗性

遺伝子が座乗しているとの報告はなく、新規の抵抗

性を検出した可能性があるが、見出された QTL は

作用力が弱く、抵抗性の遺伝子としての利用にはさ

らに解析が必要であると考えられた。また、第 �染

色体に検出された QTL に関しても作用力は小さく、

さらに効果を確認する必要がある。

Ｃゲノム野生種O. officinalis 由来抵抗性系統を用

いた QTL 解析においても第 �� 染色体長腕に作用力

の強い QTL が検出された。そのため、この QTL に

関しても既存の抵抗性遺伝子 Stvb-i を検出した可

能性が示唆されたが、解析に用いた２つの抵抗性

系統 WL���R ならびに WL��� においてこの領域の

QTL の作用力が異なる可能性もあり、検出された

QTL と Stvb-i との異同を明らかにする必要がある

と考えられた。また WL��� は第 �� 染色体以外にも

抵抗性に関与する領域が存在する可能性があり、さ

らに詳細な解析が必要である。

本研究において QTL 解析を行った日本陸稲、Ａ

ゲノム野生種O. rufipogon ならびにＣゲノム野生種

O. officinalis のすべてにおいて既知の抵抗性遺伝子

Stvb-i が座乗する第 �� 染色体長腕に作用力の強い

QTL が検出される結果となった。これは、縞葉枯

病抵抗性に重要な役割を果たす遺伝子がこの領域に

存在する可能性を示唆しており、検出された QTL

の対立性検定を含めた詳細な解析を行う必要がある

と考えられた。

オ　今後の課題

ア　陸稲由来縞葉枯病抵抗性遺伝子選抜システム

の構築

陸稲由来縞葉枯病抵抗性遺伝子 Stva・Stvb の選

抜システムが構築されたため、今後抵抗性遺伝子

Stva・Stvb に関する準同質遺伝子系統の育成を進め、

抵抗性遺伝子の利用を促進する。また、Stva・Stvb

に関しては作用力の相違が確認されたため、準同質

遺伝子系統を用いた詳細な解析を行う。

イ　野生稲由来縞葉枯病抵抗性に関する遺伝解析

第 �� 染色体の長腕領域に検出された QTL につい

てさらに詳細な解析を行い、既知の抵抗性遺伝子

Stvb-i との異同を明らかにする必要がある。また、

さらに別の野生種について解析を継続し、第 �� 染

色体以外に位置する新規の抵抗性遺伝子を探索す

る。Ａゲノム野生種O. rufipogon に検出された第 �

ならびに第 �0 染色体の QTL に関しては、縞葉枯病

に対する抵抗性を確認し、育種への利用を検討する

必要がある。

カ　要　約

ア　陸稲由来縞葉枯病抵抗性遺伝子選抜システム

の構築

陸稲由来縞葉枯病抵抗性遺伝子 Stva・Stvb は、

それぞれ第 � ならびに第 �� 染色体長腕に座乗する

ことが明らかとなった。これらの領域に関して詳細

な連鎖解析を行い、抵抗性遺伝子と密接に連鎖する

SSR マーカーを同定し、抵抗性遺伝子の効率的な選

抜システムを構築した。

イ　野生稲由来縞葉枯病抵抗性に関する遺伝解析

Ａゲノム野生種O. rufipogon ならびにＣゲノム野

生種O. officinalis を用いて QTL 解析を行った結果、

両野生種において第 �� 染色体長腕に作用力の強い

QTL が検出された。この領域は既知の抵抗性遺伝

子 Stvb-i が座乗する領域であるため、検出された

QTL に関しては対立性検定を含めた詳細な解析が

必要である。また、Ａゲノム野生種O. rufipogon に

は他にも第 � ならびに第 �0 染色体に QTL が検出さ

れた。これらの QTL はこれまでに報告のない領域

に検出されたものであったが、作用力が弱いため、

抵抗性育種への利用についてはさらに検討する必要

がある。
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４　イネの食味関連形質に関する DNA マーカー

選抜技術の開発（1105）

ア　研究目的

イネの食味は育種上重要な形質であり、良食味系

統を効率的に選抜する DNA マーカーを作出する必

要がある。本研究は、さきひかりと日本晴の組換え

近交系 (RIL) を用いて、食味関連形質についての量

的形質遺伝子座（QTL）を明らかにすることが目的

である。

イ　研究方法

ア　さきひかり／日本晴 RIL の養成

さきひかり／日本晴および日本晴／さきひかり

の交配を行い、単粒系統法により F� 世代まで、���

系統を養成した。なお、RIL の形質評価は、�00� 年

は F� 世代、�00� 年は F� 世代で行った。　

イ　食味関連形質の調査

以下の項目について �00� 年および �00� 年に栽培

した RIL の食味関連形質を調査した。

表1104-1　さきひかり／日本晴 RIL における食味関

連形質の QTL

30cM

1 2 3 8 104 6

wxCT

9

図1104-1　さきひかり／日本晴 RIL による食味関連形質の QTL

�)　黒実線は �00�、�00� の � 年で共通して検出された QTL であり、グレー実線は �00� 年、点

線は �00� 年のそれぞれ１年のみで検出された QTL である。

�)　△・▽はそれぞれさきひかりの対立遺伝子が形質値を増加・減少させることを示す。
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ａ　食味官能試験

白米 ��0g を加水量 ��0g で炊飯し、炊飯米の粘り

を、さきひかりを 0 の基準として、-� ～ +� の � 段

階で評価した。評価は �反復で行った。

ｂ　白米のアミロース含量およびタンパク質含量

の測定

白米を粉砕し 0.��mm メッシュで篩った後、オー

トアナライザによりアミロース含量を、インフララ

イザによりタンパク質含量を測定した。測定は �反

復で行った。

ｃ　デンプンの糊化特性の調査

白米を粉砕し0.��mmメッシュで篩った後、ラピッ

ドビスコアナライザにより最高粘度、最低粘度、最

終粘度を測定し、ブレークダウン、コンシステンシー

を算出した。

ウ　QTL 解析

��� 種の DNA マーカーを用いて MAPMAKER/

EXP (�.0b) により連鎖地図を作成した。次に、

Windows QTL Cartographer�.� を 用 い、CIM 法 で

QTL 解析を行った。

ウ　研究結果

「さきひかり／日本晴 RIL を用いた食味関連形質

の QTL 解析」について、RIL の連鎖地図および検

出されたQTLを図��0�-�に示し、各QTLのLOD値、

相加効果および寄与率を表 ��0�-� に示した。　

エ　考　察

「さきひかり／日本晴 RIL を用いた食味関連形質

の QTL 解析」について、�00�、�00� の両年で検出

された食味関連形質の QTL は、第 � 染色体のアミ

ロース含量および糊化特性に関する QTL、第 � 染

色体の粘りおよび糊化特性に関する QTL であった。

なお第 � 染色体には両年で到穂日数に関する QTL

が検出された ( 小林・冨田 )�)。　

オ　今後の課題

「準同質遺伝子系統（NIL）の養成と食味 DNA マー

カーの作出」について、さきひかりの良食味 QTL

を導入した日本晴 NIL を育成し、QTL の作用力を

確認する。その結果をもとに食味についての DNA

マーカーを作出して、実用的な DNA マーカー選抜

が行えるようにする。　

５　コシヒカリの良食味関連遺伝子の解析およ

び選抜育種技術の開発（1111）

ア　研究目的

水稲の食味の向上は重要な育種目標の一つであ

る。良食味系統の選抜は官能試験や成分分析などに

より行われており、多くのサンプルと時間・労力が

必要となる。そのため特に初期世代での集団選抜

は困難である。DNA マーカーを用いた選抜を可能

にするため食味関連遺伝子の解明が進められてい

る。しかしながら、食味が環境に大きく影響される

形質であることから食味関連 QTL の検出と選抜用

の DNA マーカーの開発が進んでいないのが現状で

ある。本研究では、遺伝的背景を単純化し、かつ環

境要因の影響をできるだけ排除できるコシヒカリと

Kasalath の染色体断片置換系統（SLs）を用いて食

味に関連する QTL を見出し、さらに見出した食味

に関連する QTL について組換え固定系統の解析を

行い、詳細なマッピングを進める。

イ　研究方法

ア　SLs を用いた食味関連 QTL のマッピング

コシヒカリと Kasalath の交雑に由来する �� 系統

の SLs、コシヒカリおよび Kasalath（各 �0 個体）を

作物研究所谷和原圃場で � 区に栽培し、供試材料と

した。食味官能試験は �00� 年 � 月に行った。また、

白米を粉砕し、オートアナライザーによるアミロー

カ　要　約

さきひかりと日本晴の組換え近交系を用いて、食

味関連形質についての QTL 解析を行ったところ、

第 � および第 �染色体に �00� 年および �00� 年に共

通して、食味官能試験における炊飯米の粘り、白米

のアミロース含量およびデンプンの糊化特性に関す

る QTL が検出された。

キ　引用文献

１) 小林麻子・冨田桂 (�00�). 水稲日本型品種の食

味関連形質に関する QTL 解析 . 育種学研究 .�( 別

�).���.

研究担当者（小林麻子 *、冨田桂）
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ス含有率の測定（作物研・米品質制御研）およびラ

ピット N による蛋白質含有率の測定を行った（作

物研・栽培生理研）。それらの SLs の測定データと

コシヒカリのデータを用いて t 検定を行った。

イ　組み換え固定系統を用いた QTL マッピング

コシヒカリと Kasalath の交雑後代から育成された

SL-�0� と SL-��� をコシヒカリに交配し、得られた

F� 集団（n=�00）の後代から育成した組換え固定系

統（各 �0 個体）の � 区を作物研究所谷和原圃場で

栽培し、供試材料とした。食味官能試験は、�00�

年 � 月に行った。

図1105-1　コシヒカリと Kasalath の SLs を用いて見出した食味関連 QTL 

左側に染色体を示す。染色体上の鼠色の丸はQTLを示す。総、光、味、粘、硬およびアは各々食味官

能試験の食味総合値、光沢、うま味、粘り、硬さおよびアミロース含有率のQTLを示す。右側の上に

は SLの系統番号を示す。また、系統番号の下の実線は、各々系統のKasalathホモ型の染色体領域を示す。

表1105-1　コシヒカリと Kasalath の SLs の食味関連形質の評価
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ウ　研究結果

「SLs を用いた食味関連 QTL のマッピング」に

ついて、コシヒカリと Kasalath の交雑に由来する

�� 系統の SLs を用いて食味総合値に関与する QTL

を第 � 染色体の短腕上に見出した（図 ��0�-�、表

��0�-�）。同領域には、食味総合値の構成要素であ

る光沢、うま味、粘り、硬さおよびアミロース含有

率の QTL も検出された。この QTL は、アミロース

含有率が約 ��％を示した。その他に、食味総合値

およびうま味に関与する QTL を第 � および第 � 染

色体の短腕上に見出した。また、粘り、硬さおよび

アミロース含有率に関与する関与する QTL を第 �

染色体の長腕上に、粘りおよびアミロース含有率に

関与する QTL を第 � 染色体の短腕の末端上に、ア

ミロース含有率に関与する QTL を第 � 染色体の長

腕上に検出した。これらの QTL は Kasalath の対立

遺伝子が食味値を下げる方向に作用した。その一方

で、Kasalath の対立遺伝子が食味値を上げる方向に

作用する QTL を第 �0 染色体の中央上に見出した。

イ　組み換え固定系統を用いた QTL マッピング

第�染色体の QTL の組換え固定系統（sub-SL�0�-�

～ �）を用いて「粘り」に関与する QTL を RM��0�

と RM����の間にマッピングできた（図��0�-�、表

��0�-�）。また、「食味総合値」および「うま味」の

QTLと「光沢」のQTLを各 RM����と RM����の間と

RM����と RM���0の間にマッピングできた。第�0染

色体の QTL については、組換え固定系統を用いた食

味の解析により詳細な位置を明らかにできなかった。

エ　考　察

食味総合値に関与する QTL を第�染色体の短腕上

に見出した。その領域には、総合値の構成要素であ

る光沢、うま味、粘り、硬さおよびアミロース含有

率のQTLも検出した。さらに、このQTLは、アミロー

ス含有率が約 ��％を示した。同領域には、wx 遺伝

子座が見出されている (Harushima et al. ���� �))、Tan 

et al. ���� �))。このWx 遺伝子は、食味に関与する

ことが明らかにされている (Juliano ���� �))、伊勢ら

�00� �)、Sato et al. �00� �))。これらのことから、本研

究において見出した食味に関連する第 �染色体の短

腕上の QTL は、wx 遺伝子座と考えられた。　

本研究において見出した第 �染色体の短腕上以外

の食味関連 QTL には、既知の遺伝子座が報告されて

いない。よって、第 �、第 �、および第 �0染色体上

の食味関連 QTL は、新規性があると考える。それら

の QTL 近傍の DNA マーカーは、良食味系統の選抜

用マーカーとして利用できる可能性があると考える。

オ　今後の課題

コシヒカリと Kasalath の戻し交雑後代を用いて

見出した第 �0 染色体の QTL を詳細にマッピング

できなかった。今後、第 � 染色体上の QTL も含め
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図1105-2　コシヒカリと Kasalath の戻し交雑後代を

用いて見出した食味関連 QTL　

A.  第 �染色体の RFLP 連鎖地図を示す。

B.  第 � 染色体上に見出された食味関連 QTL の

組換え固定系統のグラフ遺伝子型 . 白および黒

い領域は、各々コシヒカリと Kasalath ホモ型の

染色体領域を示す。

C. 組換え固定系統を用いてマッピングしたQTL。

総、光、味と粘は各々食味総合値、光沢、うま

味および粘りの QTL を示す。

表1105-2　組換え固定系統を用いた食味

関連形質の解析結果
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６　DNA マーカーによる低アミロース・低タン

パク質稲品種選抜技術の開発（1112）

ア　研究目的

米の食味の向上は重要な育種目標である。良食味

系統の選抜は、光沢検定、成分分析および食味官能

試験等により行われており、多くのサンプル量・時

間・労力が必要となる。そこで食味官能値と負の相

関の高い米成分であるタンパク質とアミロースに着

目し、各々の含有率を支配する遺伝子座を解明する

ことにより DNA マーカーを用いた良食味系統の効

率的な選抜法の開発を目指す。

本研究では、北海道で開発され良食味の母本として

期待される系統「北海���号」「空育���号」の持つ

アミロース含有率がやや低い特性、および中間母本系

統「北海PL�」の低タンパク性の遺伝解析を目的とした。

イ　研究方法

ア　空育 ��� 号の低アミロース性の解析　 

いただき / 空育 ���号 // いただきの BC�F� 系統か

ら出穂期がほぼ「いただき」と同時期の ��� 個体を

用いアミロース含有率の QTL 解析を実施し、さらに

NIL 作成のため、「いただき」に戻し交雑を行なった。

イ　北海 ��� 号の低アミロース性および北海 PL�

が持つ低蛋白性遺伝子の解析　 

北海 PL�/ 北海 ��� 号由来の F�-F��0 系統につい

てアミロース含有率、タンパク質含有率およびタン

パク質含有率に関連のある形質を調査し、QTL 解

析を行なった。次に「北海 ��� 号」の低アミロース

性がwx 座にマッピングされたため、原品種の「き

らら���」とともにWx 遺伝子の塩基配列解読を行っ

た。また NIL 作成を行うため、北海 PL� を一回親

としていただきへの戻し交雑を行った。

ウ　研究結果

ア　空育 ��� 号の低アミロース性の解析

供試した���個の SSR マーカーのうち「いただき」

と「空育���号」の間で多型を示した��個のSSRマー

カーを用いて連鎖地図を作成し、MAPMAKER ／

QTL を用いてアミロース含有率に関与する QTL 解

析を行ったところ、第 �染色体の短腕上の SSR マー

カー RM����-� 近傍に、「空育 ��� 号」の対立遺伝

子がアミロース含有率を 0.��％減少させる QTL を

て、さらに組換え固定系統の解析を行い、QTL の

検証と詳細なマッピングを進める。また、これらの

DNA マーカーを育種現場で活用し、実用性を検証

する必要がある。

カ　要　約

コシヒカリと Kasalath の染色体断片置換系統を用

いて食味に関連する QTL を第 �、第 �、第 � 染色体

の短腕および第 �0 染色体の中央上に見出した。第

� 染色体の短腕上の QTL には、アミロース含有率

の QTL も検出できたことからwx 遺伝子座と考えら

れた。第 � 染色体の短腕上 QTL 以外は、未知遺伝

子座であった。これらの食味関連 QTL 近傍の DNA

マーカーは、良食味系統の選抜用マーカーとして利

用できる可能性があると考える。　
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検出した。さらに、第 � 染色体の短腕上の RM����

近傍には逆に 0.��％増加させる QTL を見出した（図

��0�-�、表 ��0�-�）。第 �染色体の QTL を持つ NIL

（BC�F�）は、「いただき」より約 �％低いアミロー

ス含有率であった（図 ��0�-�、表 ��0�-�）。

イ　「北海 ��� 号」「北海 PL�」の低アミロース性

および「北海 PL�」の低蛋白性の遺伝解析　 

「北海 PL�」と「北海���号」の交雑に由来する�0

系統（F� ～ F�）を養成し、�0��個の SSR マーカーの

うち「北海 PL�」「北海 ���号」の間で多型を示した

���個の SSR マーカーを用いて連鎖地図を作成した

(STAFF 研 )。タンパク質含有率に関与する QTL 解析

では、第 �染色体の RM���0 と第８染色体の RM����

付近には作物研および北農研産の両方で同じ位置に

QTL が検出された（寄与率は両方で �0～ �0%）。こ

のうち RM���0 付近は耐冷性（強）、出穂（晩生）、

稈長の QTL も検出され相互の関係が示唆された

( データ省略 )。NIL を作成するため、「北海 PL�」を「い

ただき」で戻し交雑し、BC�F� を第 �、第 �および第

�染色体の QTL 近傍の DNA マーカーで選抜し、選抜

した��系統の各�個体を「いただき」に戻し交雑し、

各個体について約�0粒の BC�F� 種子を収穫した。

図1106-1　「いただき」と「空育���号」の戻し交雑

系統のアミロース含有率に関するQTL領域

連鎖地図の左側には、MAPMAKER/QTL を

用いて推定された QTL の位置と信頼限界を示

す。信頼限界は、QTL の LOD 値が �.0 減少す

るまでの範囲とした。

表1106-1　いただきと空育 ��� 号の戻し交雑系統の

アミロース含有率に関与する QTL

図1106-2　第２染色体の QTL を持つ NIL のグラフ

遺伝子型

白と黒の領域は、各々「いただき」と「空育

��� 号」の染色体の領域を示す。○はアミロー

ス含有率に関与する QTL を示す。

表1106-2　第２染色体の QTL を持つ NIL のアミ

ロース含有率
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また第６染色体のRM����付近には、「北海���号」

の低アミロース性を支配する作用力の大きな QTL

が見出された（図 ��0�-�）。この QTL はwx 座の変

異遺伝子であることが示唆されたため、「北海 ���

号」および原品種の「きらら ���」についてWx 遺

伝子の翻訳領域の塩基配列を決定した。その結果、

「きらら ���」については既知のWx 遺伝子と塩基

配列に違いが認められなかったが、「北海 ��� 号」

については第 �0 イントロン中に ��bp の欠失が認め

られ（図 ��0�-�）、これまで報告の無い新規のWx

遺伝子（Wx-oz(t)）であることが分かった。この欠

失領域を挟むようにプライマーを設計、PCR 反応

を行ったところ、「きらら ���」では ���bp、「北海

��� 号」では ���bp の増幅産物が得られ、多型が検
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図1106-3　第６染色体に見出された北海 ��� 号

由来の低アミロース性 QTL

図1106-5　欠失部位を含む領域を増幅させるプライ

マーを用いた PCR 反応

サイズマーカー：HyperLadder Ⅴ

K: きらら ���, H: 北海 ��� 号

図1106-4　wx 遺伝子座の構造

　Inukai et.al.�000 より作成。□はエクソンを示し、線はイントロンを示す。網掛け部分は今回塩

基配列解読を行った部分を示す。B,E,N,Y はシーケンス用のプライマーを示す。

図1106-6　欠失部位を含む領域を増幅するプライマーを用いた代表的北海道品種および代表的低アミロース

米品種の PCR 反応

　M;Marker �0, �と ��;きらら���, �と ��;北海���号 , �と ��;おぼろづき , �-��;道産うるち品種 , 

��-��; 道産もち品種 , ��; あやひめ , ��; 彩 , ��; ＮＭ ���, �0; ミルキークイーン , ��; スノーパール
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７　食味形質の評価ならびに食味候補遺伝子の

マーカー化（1113）

ア　研究目的 

米の食味はイネの重要な形質のひとつである。本

研究ではプロジェクト内の食味ユニットで用いる解

析集団等について、�) 食味関連形質の評価、�) 食

味との関連が示唆されながら、遺伝解析が行われて

いない形質の評価法の確立と解析、�）食味候補遺

伝子の多型の探索と識別マーカーの作成、を目的と

した。具体的には、�）解析集団のアミロースおよ

びタンパク質含量の測定、�）グルコマンナン等細

出された（図 ��0�-�）。同プライマーを「北海 ���

号」ないし「おぼろづき」の後代に用いたところ、

低アミロース性の有無と増幅産物のバンドサイズは

完全に一致した（データ省略）。また「おぼろづき」

以外の北海道の奨励品種と主な低アミロース米品種

は、全て「きらら ���」と同じサイズのバンドを示

した（図 ��0�-�）。

エ　考　察

本研究では、良食味品種選抜のための有効な

DNA マーカーを得るため、アミロース含有率およ

びタンパク質含有率に特徴のある品種・系統の形質

に着目して QTL 解析を行い、QTL をマッピングし

た。このうち、「北海 ��� 号」は、北海道で ��％程

度のアミロース含有率を示し、既存の低アミロース

米品種より粘り過ぎず、単品利用出来る極良食味品

種として「おぼろづき」が交雑後代から育成されて

いる（安東ら �））。本研究では、この低アミロース

性が、これまで報告のあるwx 遺伝子座の低アミロー

ス性遺伝子（Inukai et al. �000 �）, Sato et al. �00� �））

とは異なる新規の低アミロース遺伝子であることを

解明した。そしてその塩基配列から設計したプライ

マーにより、Wx-oz(t) を有する品種の選抜や品種

識別が高精度にかつ容易に行えることを明らかにし

た。さらに「空育 ��� 号」や「北海 PL�」の持つ低

アミロース性は、さらに細かくアミロース含有率を

制御できるマーカーとして利用できる。タンパク質

含有率を下げる QTL については、これまでも報告

があるが（尾形 .���� �）, 和田ら .�00� �) ）、実用的

な良食味品種育成に用いられるものは少ない。本研

究で低タンパク質含有率の母本系統「北海 PL�」で

見出した QTL は、他形質の QTL との連鎖関係に留

意することにより、DNA マーカー選抜により低タ

ンパク質の実用品種選抜に利用できると考える。

オ　今後の課題

本研究で見出された QTL のうち、作用力の小さ

なものについては、同質遺伝子系統の育成を通じて

さらにその効果を確認することにより、実用品種選

抜に有効な選抜マーカーとして利用できる。

カ　要　約

北海 ��� 号の持つ低アミロース性を第６染色体上

にマッピングし、新規のWx 遺伝子であることを解

明した。またこの遺伝子の塩基配列を元に設計した

プライマーは、本遺伝子を持つ品種の選抜や品種

識別に用いることを明らかにした。さらに「空育

��� 号」や「北海 PL�」の持つ低アミロース性、「北

海 PL�」の低タンパク性の QTL をマッピングした。

これらの近傍マーカーについても、アミロース含有

率やタンパク質含有率の低い品種を選抜するための

マーカーとして活用できる。　

キ　引用文献

１) 安東郁男ら (�00�)．極良食味の低アミロース米
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２) Inukai,T. et al.(�000).Analysis of intragenic 

recombination at wx in rice: Correlation between the 
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胞壁多糖、炊飯光沢の品種間差の調査、�）Wx 遺

伝子の多型とアミロース含量の関連解析、米粉の糊

化開始温度に影響を及ぼすデンプン合成酵素 IIa お

よびデンプン枝付け酵素Ｉ欠損性を選抜する DNA

マーカーの作成、である。

イ　研究方法

ア　食味関連形質の評価

ａ　アミロース含量は精白米を用いオートアナラ

イザー（ブラベンダー社）で測定した。

ｂ　タンパク質含量は rapid-N（シーベルヘグナー

社）により全窒素含量を測定し、換算した（換

算係数値 �.��）。

イ　食味関連形質の測定法の確立と解析

ａ　炊飯米の外観はごはん評価装置 CRE-�の試作

機（静岡製機製）を用いて白さとつやを測定した。

ｂ　グルコマンナンは、米粉をマンナーゼ処理し

遊離するマンノース量から換算した。

ｃ　ペクチンは米粉と炊飯米からシュウ酸アンモ

ニウムで抽出し、抽出液中のウロン酸含量から

換算した。

ｄ　白米粉の糊化粘度特性は Rapid Visco-Analyzer

を用いて測定した。

ウ　食味候補遺伝子の多型の探索と識別マーカー

の作成

ａ　Wx 遺伝子多型とアミロース含量：登熟温度

を制御して栽培した �� 品種の米からアミロー

ス含量を測定し、Wx 遺伝子の第１エクソンに

ある繰り返し配列の反復数との関係を調査し

た。圃場で栽培したコシヒカリ－アキヒカリの

倍加半数体系統、温度を制御した温室で栽培し

たササニシキとハバタキの染色体部分置換系統

群（SL）を用いて、Wx 遺伝子の多型とアミロー

ス含量との関係を調査した。

ｂ　alk 遺伝子多型とデンプン特性：alk 遺伝子（デ

ンプン合成酵素 IIa、SSIIa）の塩基配列を比較し、

アミノ酸置換を伴う一塩基多型（SNPs）の遺

伝子型とデンプン特性の相関解析を行った。

ｃ　デンプン枝付け酵素Ｉ欠損性のマーカー化：

デンプン枝付け酵素Ｉ（Sbe�）欠損品種（旱不知Ｄ、

Kurnai）に見られるアミロペクチン鎖長分布の特

徴に関して、遺伝解析を実施した。さらに Sbe�

欠損性と連鎖するマーカーを特定、作成した。

ウ　研究結果

ア　食味関連形質の評価

アミロースおよびタンパク質含量：食味ユニット

内の協力として、コシヒカリ－ Kasalath の SL、戻

し交雑系統、北海 PL� －北海 ��� 号の交配後代、

いただき－空育 ��� 号の交配後代についてアミロー

ス含量およびタンパク質含量を測定した（データ

略）。コシヒカリ遺伝子型背景で第 � 染色体短碗

側が Kasalath に置換した SL�0� はコシヒカリより

アミロース含量が高かった１）（図 ��0�-��0�-�B）。

SL�0� とコシヒカリの交配後代（図 ��0�-��0�-�A）

を用いて詳細に調べたところ、第 � 染色体短碗末

端に 0.�% 程度アミロース含量を増加させる量的形

質遺伝子座（QTL）、SL�0�-� が持つ Kasalath 染色

体領域に約 �% 下げる QTL の存在が示唆された（図

��0�-��0�-�B）。

イ　食味関連形質の測定法の確立と解析

グルコマンナン含量：コシヒカリと Kasalath の

SL（�� 系統）のうち、第 �染色体長碗側が Kasalath

の染色体である SL��� がグルコマンナンを含んで

いた（データ略）。コシヒカリと SL��� のアミロー

ス含量はそれぞれ ��.� ± 0.�%、��.� ± 0.�% と大き

な差は見られなかったが、糊化粘度特性を調べたと

ころ、SL��� の米粉はコシヒカリより粘度が低かっ

図1107-1　第 � 染色体置換系統の遺伝子型とアミ

ロース含量

A ：置換系統の遺伝子型遺伝子型。白およ

び黒い領域は、それぞれコシヒカリと

Kasalath ホモ型の染色体領域を示す。

B ：第 �染色体置換系統のアミロース含量
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(CT)n=17
SL419 

(CT)n=18 (CT)n=18

a

bb

た（表 ��0�-�）。それに対し、SL��� の精製デンプ

ンの粘度はコシヒカリと明確な違いは観察されな

かった。

炊飯米の外観：食味評価の高い品種ではつやのポ

イントが高く、ごはん評価装置によるつやの測定値

は、食味の指標値として有用であることが示された

（図 ��0�-�）。一方、同装置による白さの測定値は、

食味評価との明確な対応は認められなかった。

ペクチン含量：コシヒカリと Kasalath の炊飯前後

のペクチン含量を調べたところ、Kasalath の方がよ

りペクチン含量が減少する傾向が認められたが、有

意な差ではなかった（図 ��0�-�）。

ウ　食味候補遺伝子の多型の探索と識別マーカー

の作成

Wx 遺伝子多型とアミロース含量：第 � エクソン

の繰り返し配列において、CT の反復数が �� の系

統（コシヒカリ、ササニシキ等）と、�� の系統（ア

キヒカリ、ハバタキ等）があった。登熟温度を制御

して栽培した �� 品種についてアミロース含量を調

べたところ、反復数 �� の系統は �� の系統よりアミ

ロース含量が低い傾向が見られた（図 ��0�-�）。そ

こで CT 反復数の異なるコシヒカリとアキヒカリの

倍加半数体系統から出穂日が近い �� 系統を選び、

Wx の遺伝子型とアミロース含量との関係を調べた

が、有意な差は検出されなかった（図略）。ササニ

シキとハバタキの SL についてもアミロース含量を

調査した。第 � 染色体がハバタキ由来である系統

（SL���）とササニシキのアミロース含量を比較し

たところ、SL��� の方がアミロース含量低く、ハバ

タキとほぼ同じであった（図 ��0�-�）。

表1107-1　コシヒカリとグルコマンナンを含む系統の RVA 特性値

図1107-4　Wx の多型とアミロース含量

(CT)n=��: 繰り返し数が �� の品種、系統

(CT)n=��: 繰り返し数が �� の品種、系統

誤差線は標準偏差

図1107-5　Wx の遺伝子型とアミロース含量

異なる記号は有意差があることを示す。

図1107-2　ごはん評価装置による炊飯米の外観評価

図1107-3　炊飯によるペクチン含量の変化
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alk 遺伝子多型とデンプン特性：複数品種の SSIIa

塩基配列の比較から、アミノ酸置換を伴う SNP が

４つ確認された。それらのハプロタイプとデンプン

特性（アミロペクチン短鎖比率、アルカリ崩壊性、

糊化開始温度）との相関解析の結果、SNP� と SNP�

各々が原因変異点と判断された（図 ��0�-�）。これ

ら変異点に基づく SNPs マーカーを開発し、その有

効性を検証した（データ略）。

デンプン枝付け酵素Ｉ欠損性のマーカー化：デン

プン枝付け酵素Ｉ（Sbe�）の活性を欠損する旱不知

Ｄとコシヒカリの交配後代 F� を用い、アミロペク

チン鎖長分布の特徴に関して遺伝解析を実施した。

その結果、第６染色体 Sbe� 座を含む領域（約 �cM）

に原因遺伝子（劣性１遺伝子）の存在が示唆され

た（図 ��0�-�）。同遺伝子はマーカー RM���� と

RM��0� の間に存在し、Sbe� が原因遺伝子である可

能性が高いため、Sbe� 欠損品種のゲノム塩基配列

の解析結果に基づいてコシヒカリや Kasalath との間

で多型を示す In/Del マーカー、SNP マーカーを作

成した（データ略）。

エ　考　察

ア　食味関連形質の評価

コシヒカリ、Kasalath の SL を用いて検出され

た第 � 染色体短腕のアミロース含量を増加させる

QTL をさらに詳しく調べた。この領域をより絞っ

た系統を用いた解析から、第３染色体短腕末端が

Kasalath 染色体である場合にアミロース含量が高く

なることが示された。さらに短腕末端がコシヒカリ

染色体となった SL�0�-� では、コシヒカリよりア

ミロース含量が低かったことから、この領域にはア

ミロース含量を上げる QTL と下げる QTL が存在す

ると推察された。

イ　食味関連形質の測定法の確立と解析

グルコマンナン含量：イネの品種のなかには、グ

ルコマンナンを含むものとほとんど含まないものが

ある。この違いは、第�染色体長腕末端に座乗する

Man 遺伝子によって制御されている２）。今回用いた

コシヒカリ、Kasalath の SL においても、同じ染色体

領域でグルコマンナンの有無が制御されていた。グ

ルコマンナン含量と米の食味、加工適性の関係はま

だ明らかにされていない。本研究において食味との

関連が示唆されている RVA のブレークダウン（最高

粘度－最低粘度）が、グルコマンナンを含む SL���

において、コシヒカリより約�00RVU 低いことが示さ

れた。精製したデンプンを用いた場合、RVA 粘度特

性の系統間差がほとんど見られないことからも、こ

の粘度特性の違いには細胞壁多糖であるグルコマン

図1107-6　Alk 遺伝子（SSIIa）の遺伝子内ハプロタイプとデンプン特性との関連

各 SNP の下に日本晴 SSIIa の cDNA 翻訳開始点からの塩基番号を示した。誤差線は標準偏差。

図1107-7　コシヒカリと旱不知の交雑 F� 個体を用

いた Sbe� 座近傍マーカー（RM���0）の遺

伝子型とアミロペクチン短鎖比率の関係
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ナンの関与が想定された。今後、より詳細な解析を

行うために、第�染色体の長腕末端だけが Kasalath 染

色体で置換された準同質遺伝子系統も作出している。

炊飯米の外観：ご飯評価装置（試作機）によるつ

やの測定値は、食味の指標値として有望であることを

明らかにしたが、同装置の製品化が見送られたため食

味の遺伝解析に用いることができなかった。同装置の

代替機としてイメージ分光器（分光計測社製）を試用

した。その結果、可視光及び近赤外光においてWxa、

Wxb の違いに基づく炊飯光沢の差は検出できた。

ウ　食味候補遺伝子の多型の探索と識別マーカー

の作成

Wx 遺伝子多型とアミロース含量：Wx 遺伝子第

１エクソンの繰り返し配列の反復数とアミロース含

量の高低とは必ずしも対応しないことがあるため、

選抜マーカーとして用いるには留意を要する。

alk 遺伝子多型とデンプン特性：特定されたアル

カリ崩壊性の２つの原因変異点は、糊化特性の異な

る品種の判別に有用であることが検証されている
３），４）。また、今回開発したマーカーは国内外の

育種、研究機関に提供し既に活用されている。

デンプン枝付け酵素Ｉ欠損性のマーカー化：Sbe�

遺伝子領域には、この研究で作成した�つのマーカー

以外にも複数のマーカーが作成されている５），６）。

これらを選択して用いることで Sbe� 欠損品種と多

くの品種との間で多型が得られ、交配後代における

マーカー選抜が可能である。

オ　今後の課題

ア　食味関連形質の評価

アミロース含量の若干の品種間差を研究対象とす

る場合、食味に影響を及ぼすかについては別途検討

する必要がある。

イ　食味関連形質の測定法の確立と解析

現在、官能検査と同レベルで炊飯光沢を解析する

有望な機器がないため、新たな機器の開発が望まれ

る。グルコマンナンに関しては、今後、粉体の加工

適性などについて引き続き研究を行う予定である。

ウ　食味候補遺伝子の多型の探索と識別マーカー

の作成

今回、Sbe� 欠損品種の選抜マーカーに用いた変

異は、原因変異点に基づくものか明らかでない。今

後、この点を明らかにする必要がある。

カ　要　約

ア　食味関連形質の評価

プロジェクトユニット内の協力として複数の遺伝

解析集団のアミロース含量、タンパク質含量を測定

し、課題遂行に貢献した。また、アミロース含量を

若干変更するアリルが第 �および第 � 染色体に存在

することを示唆するデータを得た。

イ　食味関連形質の測定法の確立と解析

複数の食味関連形質について測定法を検討し、そ

の中でグルコマンナンの有無が米粉の糊化粘度特性

に影響する可能性を示した。

ウ　食味候補遺伝子の多型の探索と識別マーカー

の作成

デンプンの老化速度や冷やご飯の食味と関連する

アルカリ崩壊性を識別する SNP マーカー、ご飯の

柔らかさに関与する可能性のある Sbe� 欠損性を選

抜する SNP および In/Del マーカーを作成した。

キ　引用文献
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２) Yano M. et al. (����). A dominant gene controlling 

accumulation of glucomannan in the cell wall of rice 
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temperature and other physicochemical properties in rice 
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５) Bao J.S. et a l .  (�00� ) .  Microsatel l i tes in 

starch-synthesizing genes in relation to starch 

physicochemical properties in waxy rice (Oryza 

sativa L.). Theor. Appl. Genet. �0�:���–�0�.

６) Han Y.P. et al. (�00�). Genes coding for starch 

branching enzymes are major contributors to starch 

viscosity characteristics in waxy rice (Oryza sativa 
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８　選抜用 DNA マーカー作出のための米飯物性

測定（1114） 

ア　研究目的

作物研究所において、戻し交雑系統を用いなが

ら食味関連 QTL の探索を図るとともに、見出した

QTL について精度の高いマッピングを行い、得ら

れた食味関連 QTL の DNA マーカーを用いた高精度

選抜システムを開発する。当研究室は、チームの一

員として、DNA マーカー作出のための米飯物性測

定を担当する。また、少量試料による食味評価技術

の検討も行う。

イ　研究方法

コシヒカリとカサラスの戻し交雑後代から作成さ

れた SLs（�� 系統の � 反復）および北海 PL� と北

海 ��� 号の交雑後代から育成した �0 系統の RILs の

試料水分を ��.�% ± 0.�% に調整した後、精白米 �0g

をプリンカップに秤取し、電気釜を用いて炊飯した。

２時間保温して約 ��℃とした後、テンシプレッサー

によって低圧縮・高圧縮連続測定試験を行い、米飯

粒表層部の硬さ、粘り、付着量、バランス度等を測

定した。反復測定粒数は �0 粒とした。

また、精米粉 �.� ｇに純水 �� ｍｌを加え、Rapid 

Visco Analyser(RVA) および新型 RVA( ライスマス

ター ) によって糊化特性試験を行い、最高粘度、最

低粘度、最終粘度、ブレークダウン、コンシステン

シー等を測定した。測定は２反復で行った。

米飯の食味官能検査は作物研究所で行われた。

ウ　研究結果

ア　テンシプレッサーを用い、コシヒカリとカ

サラスの戻し交雑後代から作成された SLs の米

飯物性を測定した結果、米飯表層の硬さは �� ～

���(gw/cm�)、粘りは �～ �0(gw/cm�)、付着量は 0.��

～ 0.��(mm)、米飯粒全体の硬さは ���� ～ ����(gw/

cm ２)、粘りは ��� ～ ��0(gw/cm�)、付着量は �.�0

～ �.��(mm) であった。北海 PL� と北海 ��� 号の交

雑後代から育成した �0 系統の RILs の米飯物性は、

米飯粒表層の硬さが ��.� ～ �0�.�(gw/cm�)、粘りは

��.� ～ ��.�(gw/cm�) であった

イ　コシヒカリとカサラスの SLs の RVA による

糊化特性試験の結果、最高粘度は ��� ～ ���RVU、

最低粘度は ��� ～ ���RVU、ブレークダウンは ���

～ ���RVU、コンシステンシーは �� ～ ���RVU で

あった。解析の結果、RVA では最高粘度の QTL

を第 � 染色体の短腕と中央の領域に検出した（図

��0�-�）。また、最低粘度に関わる QTL を第 � 染色

体の長腕上の領域に検出した。ブレークダウンに関

わる QTL は第 � 染色体の短腕上の領域に見出され、

図1108-1　コシヒカリと Kasalath の SLs を用いて見いだされた物性に関係する QTL

SL の系統番号を図上に示した。○で囲んだ領域は QTL を示す。ブレークとコンシスはそ

れぞれブレークダウンとコンシステンシーを示す。白、斜線部と黒の領域はコシヒカリホ

モ型、ヘテロ型と Kasalath ホモ型を示す。　** はコシヒカリと比較した �% 有意差を示す。
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コンシステンシーに関わる QTL は第 � 染色体の中

央の領域、第 �染色体と第 �染色体の短腕上の領域

に見出された。これらの QTL のうち、コンシステ

ンシーに関わる第 � 染色体の中央の QTL、第 � 染

色体の短腕上の最高粘度、ブレークダウンおよびコ

ンシステンシーに関わる QTL は、昨年度に戻し交

雑系統群を用いて見出された QTL と同じ領域に検

出された。また、コンシステンシーに関わる第 �染

色体の中央、第 � と第 � 染色体の短腕上の QTL に

は、食味官能値の粘りとアミロース含有率に関与す

る QTL が見出されており、関連性が示唆された。

北海 PL� と北海 ��� 号の RILs の RVA を用いて測

定した糊化特性の最高粘度は ���.� ～ ���.�(RVU)、

最低粘度は �0�.� ～ ���.�(RVU) であった。また、

新型 RVA を用いて測定した表層老化度は、��.� ～

���.� であり、表層粘りは �0.� ～ ��.� であった（表

��0�-�）。最低粘度に関与する QTL を第 � 染色体

の短腕上と第 � 染色体の短腕上に見出した。同領

域には、ブレークダウン、ピークタイム、表層老

化度、表層老化硬度、表層硬さおよび表層粘りの

QTL が検出された。このうち、第 � 染色体の短腕

上の QTL は、寄与率が ��.� ～ �0.�% あり、大きな

作用力を持っていた。第�染色体の短腕上のQTLは、

寄与率が �0.� ～ ��.�% であった。また、RVA の第 �

染色体と第 � 染色体の短腕 QTL には、アミロース

含有率に関与する QTL が見出されており、関連性

が示唆された（表 ��0�-�）。

ウ　コシヒカリとカサラスの SLs 試料について

作物研で実施された官能検査結果と RVA 測定値お

よび米飯物性値との関係を調べた（図 ��0�-�、図

��0�-�、表 ��0�-�）。BILs においても RVA 測定値

について各種の QTL が見いだされた（表 ��0�-�）。

エ　PCR 装置を使用する一粒炊飯方法を開発し、

幅広い特性の米を試料としてテンシプレッサーに

よって米飯物性を測定した。従来のカップ炊飯法に

よる測定値との単相関を表５に、アミロース含量と

一粒炊飯のバランス度の間に高い正の相関が認めら

れた（表 ��0�-� および図 ��0�-�）。

 RILs   PL9 287
Max Min

1.8 2.3 2.0 2.1
0.8 0.7 0.6 0.6
1.3 5.2 2.2 2.5

RVA
337 467 410 421
150 308 233 258

79 146 117 110
39 111 79 70

LOD

WX
RM4413

WX
RM4413

WX
RM4413

28.7
2.2

13.6
4.7

30.9
2.3

78.8
11.1

50.4
21.7

80.8
11.4

6
9

6
9

6
9

表1108-1　北海 PL� と北海 ��� 号の交雑に由来す

る RILs の物性測定結果

表1108-2　北海 PL� と北海 ��� 号の交雑に由来す

る RILs の RVA 測定値の QTL

図1108-2　官能粘り値と RVA 糊化特性

図1108-3　官能粘り値と米飯バランス度
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LOD
30.8

2.6
2.9
3.3

30.3
4.3
2.2

18.3
Kasalath

S1084
R2816
C25
R1952
S1084
S11214
C1016
S1084

6
1
3
6
6
1
4
6

78.8%
12.2
13.5
15.3
78.2
22.1
10.9
61.0

-65.6
7.5

-7.8
-8.1

-58.5
29.8

-10.9
25.4

A6/A4) A6/A4)

R2
R59.0 2 0.80

A) B)

A6/A4) A6/A4)

R2
R59.0 2 0.80

A) B)

表1108-3　コシヒカリと Kasalath の BILs を用いて見いだされた米飯物性に関連する QTL

表1108-4　SLs における RVA 結果の例 表1108-5　２種の炊飯方法の物性の相関

図1108-4　１粒炊飯及びカップ炊飯による米飯物性測定値とアミロース含量との関係

Ａ：１粒炊飯　　Ｂ：カップ炊飯（従来法）
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９　米の食味およびアミノ酸に関するＤＮＡ

マーカーの開発（1115）

ア　研究目的

米の食味は、水稲の品種育成上、重要な形質であ

る。食味の評価は、食味官能試験や理化学的特性等

による総合判断によるところが大きい。食味官能

試験において、総合評価に影響を与えるのは、粘り

とともに味であることが明らかとなっており、アミ

ノ酸は味に関与する重要な理化学的特性と考えられ

る。そこで、食味およびアミノ酸に関連するＤＮＡ

マーカーを作出することを目的とする。

イ　研究方法

ア　食味値およびアミノ酸に関する QTL のマッ

ピング

森田早生 / コシヒカリの組合せに由来する RILs��

系統（F�，F�，F�）を供試した。圃場で標準栽培した後、

収穫し乾燥・調製・搗精後に食味試験に供試した。

食味試験は総合、外観、味、粘り、硬さで評価し、

これらを総称して食味値とした。アミノ酸は精白米

粉から �0% エタノールを用いて抽出し、Na 型カラ

ムのアミノ酸自動分析装置 ( 島津、ACL-�000) によ

り定量した。アミノ酸ではグルタミンとアスパラギ

ンの合計量がアミノ酸総量に占める比（QN 比）が

食味との相関が高かったことから、これを QTL 解

析の対象形質とした。RILs の遺伝子型値と併せて、

炊飯米の食味値およびアミノ酸に関する QTL 解析

エ　考　察

ア　コシヒカリとカサラスの戻し交雑後代から作

成された SLs

RVA では最高粘度の QTL を第 � 染色体の短腕と

中央の領域に検出した。また、最低粘度に関わる

QTL を第 � 染色体の長腕上の領域に検出した。コ

ンシステンシーに関わる第 � 染色体の中央、第 �と

第 � 染色体の短腕上の QTL には、食味官能値の粘

りとアミロース含有率に関与する QTL が見出され

ており、関連性が示唆された。　

イ　北海 PL� と北海 ��� 号の交雑後代から育成

した �0 系統の RILs

最低粘度に関与する QTL を第 � 染色体の短腕上

と第 � 染色体の短腕上に見出した。同領域には、ブ

レークダウン、ピークタイム、表層老化度、表層

老化硬度、表層硬さおよび表層粘りの QTL が検出

された。このうち、第 � 染色体の短腕上の QTL は、

寄与率が ��.� ～ �0.�% あり、大きな作用力を持っ

ていた。第 � 染色体の短腕上の QTL は、寄与率が

�0.� ～ ��.�% であった。また、RVA の第 �染色体と

第 � 染色体の短腕 QTL には、アミロース含有率に

関与する QTL が見出されており、関連性が示唆さ

れた。

オ　今後の課題

ジャポニカ同士の試料の精密な物理化学的測定及

び DNA マーカー開発への貢献。　

カ　要　約

ア　コシヒカリとカサラスの戻し交雑後代から作

成された SLs の場合、RVA では最高粘度の QTL を

第 � 染色体の短腕と中央の領域に検出した。コンシ

ステンシーに関わる第 � 染色体の中央、第 � と第 �

染色体の短腕上の QTL には、食味官能値の粘りと

アミロース含有率に関与する QTL が見出されてお

り、関連性が示唆された。　

イ　北海 PL� と北海 ��� 号の交雑後代から育成

した �0 系統の RILs の場合、最低粘度に関与する

QTL を第 � 染色体の短腕上と第 � 染色体の短腕上

に見出した。第 � 染色体の短腕上の QTL は、大き

な作用力を持っていた。RVA の第 � 染色体と第 �

染色体の短腕 QTL には、アミロース含有率に関与

する QTL が見出されており、関連性が示唆された。

ウ　PCR 装置を使用する一粒炊飯方法を開発し、

幅広い特性の米を試料としてテンシプレッサーに

よって米飯物性を測定した。従来のカップ炊飯法に

よる測定値との間に単相関を示し、アミロース含量

と一粒炊飯のバランス度の間に高い正の相関が認め

られた。

キ　引用文献

１) 中村澄子・鈴木啓太郎・原口和朋・大坪研一 

(�00�). 物性測定のための米一粒による炊飯方法

の開発の研究 . 育種学研究 .�:��-��.

研究担当者（大坪研一 *、中村澄子、鈴木啓太郎）
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を QTL Cartographer�.0 を用いて行った。

イ　戻し交配材料を用いた食味値およびアミノ酸

に関する QTL の実証

コシヒカリを遺伝的背景とした BC�F� 系統群を用

いて、食味値およびアミノ酸に関する QTL の実証

を行った。

ウ　一般主要品種を用いた食味値およびアミノ酸

に関する QTL の実証

上記の QTL について、食味レベルに差のある福

岡県の主要品種を用いて実証を行った。供試品種は

以下の通りである。

食味良：コシヒカリ、夢つくし、つくしろまん、

ヒノヒカリ、つやおとめ

食味中：ほほえみ、つくし早生

食味劣：森田早生、日本晴、ニシホマレ、ツクシ

ホマレ、レイホウ

ウ　研究結果

ア　食味値およびアミノ酸に関する QTL のマッ

ピング

F�、F� および F� の RILs を用いた３カ年の QTL

解析結果を表 ��0�-� および図 ��0�-� に示す。食

味値（総合、外観、味、粘り、硬さ）に関する

QTL は第 �、�、�、�、�、�0、�� 染色体にわたっ

て存在することが明らかとなった。第 � 染色体の

QTL は、本組合せで検出されたタンパク質含有率

の QTL とほぼ同じ位置にあった。食味 QTL は複

数の染色体にまたがっていたが、最も多くの形質
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表1109-1　森田早生 / コシヒカリの RILs で検出された食味値に関する QTL

図1109-1　森田早生 / コシヒカリの RILs で検出された食味値に関する QTL



― �� ―

chr3 chr7
図1109-2　森田早生 / コシヒカリの RILs

で検出されたアミノ酸関連 QTL

表1109-2　森田早生 / コシヒカリの RILs で検出

されたアミノ酸関連 QTL

表1109-3　食味 QTL 実証結果 (chr�A) 表1109-4　食味 QTL 実証結果 (chr�B)

表1109-5　食味 QTL 実証結果 (chr�-�) 表1109-6　食味 QTL 実証結果 (chr�-�)

表1109-7　食味 QTL 実証結果 (chr�) 表1109-8　食味 QTL 実証結果 (chr�)

表1109-9　食味 QTL 実証 (chr�0) 表1109-10　食味 QTL 実証結果 (chr��A)

表1109-11　食味 QTL 実証結果 (chr��B) 表1109-12　アミノ酸関連 QTL 実証結果 (chr�)
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で QTL が検出されたのは第 � 染色体短腕部末端

の RM��0� 近傍の領域であった。またアミノ酸の

QN 比に関する QTL は、第 � および � 染色体の食

味値の QTL の近傍に検出された（表 ��0�-�、図

��0�-�）。

イ　戻し交配材料を用いた食味値およびアミノ酸

に関する QTL の実証

食味値に関する実証の結果、t 検定で遺伝子型の

効果が有意である領域は前述の第 �染色体短椀部の

RM��0� 近傍の領域であった（表 ��0�-�、�）。また

t 検定で有意でないものの、遺伝子型の効果が認め

られたのは、第 �、�、�0 染色体の領域であった（表

��0�-�、�、�）。第 �、�� 染色体の QTL は遺伝子型

の効果が認められなかった（表 ��0�-�、� および

�0、��）。また、アミノ酸の QN 比に関する第３染

色体の QTL ではコシヒカリ型がアミノ酸 QN 比を

高めると同時に、アミノ酸総量も増加させる効果が

認められた（表 ��0�-��）。

ウ　一般主要品種を用いた食味値に関する QTL

の実証

一般主要品種を用いた QTL の実証の結果、第 �

染色体の RM��0� および RM���� の遺伝子型は、コ

シヒカリを含む良食味品種では全て同じコシヒカリ

型であり、森田早生を含む食味が劣る品種では全て

同じ森田早生型であった（表 ��0�-��）。また第 �、

�0 染色体 QTL 近傍マーカーの遺伝子型は、食味が

不良な品種で遺伝子型に違いがあるものの、コシヒ

カリを含む良食味品種では全て同じコシヒカリ型で

あった。

エ　考　察

森田早生とコシヒカリの交雑に由来する RILs を

用いた QTL 解析とコシヒカリを遺伝的背景とし

た戻し交配材料での実証の結果、食味値に関する

QTL は第 �、�、�、�0 染色体に存在することが明

らかとなった。また一般品種を用いた解析において

も、上記の � カ所の領域はマーカー遺伝子型と食味

レベルとの関係が対応しており、いずれの領域も日

本型水稲品種の食味に関与する領域であることがう

かがわれた。田中ら（�00� �）はアキヒカリとコシ

ヒカリの交雑に由来する DHLs を用いて第 � 染色体

短腕に粘りに関する QTL を検出しているが、今回

見出した QTL はその近傍にあると考えられる。本

QTL の近傍にはイネのwx 遺伝子（Harushima et al. 

���� �）もあるため、日本型品種間の食味の差に

も wx 遺伝子が関与する可能性も考えられる。第 �、

�、�0 染色体の QTL は新規な食味 QTL と考えられ、

特に第 � 染色体短腕上には食味値に関する多くの

QTL が検出されている。本領域近傍には炊飯米の

テクスチャーに関するQTLも検出されている（Wada 

et al. �00� �）ことから、本領域はコシヒカリの食

味を決める重要な領域であると推察された。

アミノ酸の QTL は、第 �、� 染色体の食味 QTL

の近傍に検出された。両 QTL ともに食味 QTL の近

傍に検出されたことから、精白米粉のアミノ酸が食

味に影響することが示唆された。　

オ　今後の課題

森田早生を遺伝的背景とする戻し交配材料での食

味 QTL の実証が必要である（�00� 年度実施予定）。

表1109-13　コシヒカリ近縁品種及び主要品種の食味関連 QTL 近傍の遺伝子型
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10　染色体部分置換系統を用いたソース機能

関連形質の遺伝解析および環境要因の解析

（1117）

ア　研究目的

イネの収量ポテンシャル向上を図るためには、

シンク容量の確保とともにソース形質の増強が重

要である。本課題と関連課題では、インディカ型

品種が持つ高いソース能（光合成能と非構造性炭

水化物蓄積・転流能）と乾物生産性、玄米収量性

に関与する遺伝子座を明らかにするとともに、そ

れらの環境（３地点ｘ２年）との関係を解析する

ことを目的とする。このうち本課題では、乾物生

産と収量を向上させる遺伝子座と環境間での安定

性の評価、および光合成能と関連形質に関わる遺

伝子座の推定を行なう。このため � 年間にわたり

ササニシキ（ジャポニカ型品種）/ ハバタキ ( イン

ディカ型品種 ) 染色体部分置換系統（CSSL）の圃

場評価を行なった。

イ　研究方法

ア　ササニシキ / ハバタキ CSSL�� 系統及び両親

２品種を圃場（作物研谷和原水田圃場（灰色低地

土））において栽培した（0.��x0.�m、� 月中旬１本

植え）。施肥は N �g/m�（硫安 +LP�0+LP�00）、PK 

各 �kg/�0a 基肥とした。

イ　調査は以下の通り；出穂期 0、�� 日目：光合

成速度（止葉）、気孔コンダクタンス（gs）(LI-��00

による )、止葉窒素含有率 (N%)、炭素安定同位体比

(δ��C)、葉面積当り窒素含量（SLN）、成熟期：乾

物重（TDW）、玄米収量、収穫指数（HI）、収量構

成要素。調査した形質について Dunnet 法により各

CSSL とササニシキとの差を検定した。また同じ方

法で栽培した秋田県大仙市と東京都府中市での評価

結果を含めて環境との関係を検討した。

ウ　研究結果

ア　日平均気温は府中＞大仙＞つくばで、�00�

年＞ �00� 年の傾向であった（表 ���0-�）。つくば

では２年間平均の到穂日数は、ササニシキに比較し

てハバタキではより +� 日、CSSLs では -� ～ +� 日

であった。ハバタキはササニシキに比較して一穂籾

数では高かったが、穂数が低いため、総籾数はやや

低く、収量はほぼ同等であった。TDW もハバタキ

はササニシキとほぼ同等であった。

イ　ANOVA の結果から、一穂籾数、δ��C、穂

数は環境（地点、年次）間の安定性が比較的高

く、一方、TDW、収量では低いと判断された（表

���0-�）。N% は、出穂期には比較的地点間の安定

性が高かったが、出穂 �� 日では地点との相互作用

が大きかった。これは止葉からの窒素転流が窒素

供給条件で変化し、系統間の出穂後の N% の低下程

度が、地点によって異なることによると推察され

た。

また各 QTL の食味向上効果を検証する必要がある。

カ　要　約

森田早生とコシヒカリの交雑に由来する RILs を

用いた QTL 解析と戻し交配材料を用いた実証の結

果、食味値に関する QTL は第 �、�、�、�0 染色体

上に検出された。また、精白米粉のアミノ酸に関す

る QTL は第 �、� 染色体に検出され、食味値に関す

る QTL の近傍に位置していた。
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ウ　３地点での TDW は出穂期以降の乾物増加と

正相関が見られた（図 ���0-�）。また、３地点での

収量も、不稔率が高かった SL���、SL��� を除くと

出穂期以降の乾物増加と相関があった。これらよ

り成熟期の乾物重、収量の向上への登熟期間の乾

物集積能の寄与の重要性が示唆された。地点間で

みると TDW、収量は府中＞大仙＞つくばの傾向に

あった。

エ　TDW については、３地点・２年の検定では、

SL���（第９染色体）、SL���（第 �� 染色体）でサ

サニシキより高かった (P<0.00�)（表 ���0-�、図

���0-�）。SL��� は、３地点で TDW は高い傾向にあ

り、穂数（大仙 �00� 除く）と稈長の増加を伴って

いた。SL��� は、ササニシキの TDW が低かったつ

くばで TDW の増加が大きく、これは穂数の増加を

伴っていた。

オ　３地点・２年あわせた検定では、総籾数の

増 加 が、SL�0�、SL�0�、SL��0、SL���、SL���、

SL��� で認められたが、登熟歩合および千粒重は低

下の傾向があり、ソース能力の不足が示唆された。

総籾数が増加する系統のうち、SL���（第８染色体）

は、つくばでのみ収量の増加が認められた。これは、

登熟歩合はやや低下するものの、総籾数の増加が大

きかったことによる。

カ　SL���（第６染色体）は、年次・地点でほぼ

安定して HI が高かった。

キ　つくばでの出穂期の光合成速度は、２年

ともハバタキでササニシキより高かった（表

���0-�）。ハバタキでは、gs 、N%、SLN が安定し

て高いことより、光合成能の高さには、CO� 供給

能力と CO� 固定能力の高さが関与していると推察

された。またハバタキは、δ��C が低く、これは

gs が高いことを反映していると考えられた。出穂

後 �� 日目では、ハバタキの光合成速度はササニシ

キより低かったが、これには N% の低下が関与して

いると推察された。

2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006
21.2 21.0 4.2 4.3 23.5 23.1 16.3 13.9 4.9 3.7 24.7 24.2 14.8 12.3 4.5 2.8
2717 2766 535 567 2559 2796 1774 1684 535 450 2722 2829 1626 1444 491 333
24.2 23.5 4.5 5.5 26.2 24.9 17.2 14.2 6.3 4.7 26.8 25.5 14.9 12.4 5.4 3.9
1161 1012 218 238 944 1023 618 582 226 192 1099 1148 613 559 220 177

(MJ/m2) ( (MJ/m2) (hr)(hr)( (hr)

Sources TDW * * * δ13C δ13C N% N%
0d 28d 0d 28d

var/year*var 1.7 1.7 10.4 7.4 20.4 4.2 2.7 4.7 6.5 17.0 14.6 3.2 2.2

var/site*var 3.1 4.4 8.9 14.6 30.2 8.7 8.7 9.5 21.8 18.5 18.3 10.8 4.9

表1110-1　栽培地の気象条件

表1110-2　ANOVA における各形質の平均平方比からみた系統・品種間差異の環境安定性 (0d: 出穂

期、��d: 出穂 �� 日後、＊は SL���、��� を除いた検定 )

図1110-1　出穂期～成熟期の乾物増加量と成熟期乾物重 (TDW)（左）と

収量（右）の（�00�、�00� 平均値 )
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Chr TDW HI
/on2m/on2m/g2m/g mc2m/on

T T 3S T T 3S T T 3S T T 3S T T 3S T T 3S T T 3S T T 3S
Sasa(2005) 1249 572 0.39 290 105 30197 0.82 80.2
Sasa(2006) 1073 478 0.38 230 101 24897 0.86 78.7

Sasa(2Y) 1161 525 0.38 260 103 27547 0.84 79.4
Haba 19 -38 -0.03 (**) -104 (***) 86 *** *** 2503 0.01 -3.1 (***)

1 04SL401 135 54 0.00 10 (#) 46 *** *** 12524 *** *** -0.13 (***) (***) 5.3 # *
1 04SL402 -40 (#) 18 0.03 28 3 2678 -0.04 (**) -5.8 (*) (***)
1 04SL403 47 82 0.04 # *** 24 20 *** *** 7154 * -0.03 -7.7 (**) (***)
1 04SL404 100 70 0.02 23 8 * 3743 0.00 4.9 *
2 04SL405 140 100 # 0.02 68 ** 0 6152 -0.01 1.2
2 04SL406 159 * 85 * 0.01 44 13 # *** 7584 * *** 0.00 3.4 #
3 04SL408 172 85 0.00 38 3 4187 0.03 4.7
3 04SL409 133 -51 (***) -0.07 (***)(***) 30 3 3036 -0.08 5.8 * ***
3 04SL410 76 27 -0.01 0 6 628 0.00 2.7 **
3 04SL411 131 10 (*) -0.03 (***) 30 -10 (***) -560 (***) 0.02 * 0.9
4 04SL412 78 36 0.00 57 * -5 3720 -0.03 3.8
4 04SL413 134 46 -0.01 26 16 * *** 6350 # # -0.04 10.8 *** ***
4 04SL414 76 -25 (**) -0.04 (*) (***) 54 # -26 (***)(***) -3379 (***) 0.02 *** 5.5 # *
5 04SL415 87 44 * 0.00 30 1 2587 0.01 1.4
5 04SL416 -6 -21 -0.01 -32 (***) 12 *** -1644 -0.01 0.7 *
5 04SL417 36 -80 -0.07 (***)(***) 1 -12 -3957 (*) 0.00 ** 12.2 *** ***
5 04SL418 105 -9 -0.04 (***) 51 # -8 (*) 1982 -0.03 2.4
6 04SL419 16 15 0.01 43 -7 1493 0.00 3.6
6 04SL420 126 # 51 * 0.00 31 10 *** 5171 ** -0.03 11.0 *** ***
6 04SL421 34 78 0.05 * *** 9 (***) 12 *** 3049 0.00 2.1
7 04SL422 91 23 -0.01 12 0 1 0.04 0.8
7 04SL423 74 18 -0.01 47 -2 3243 -0.05 1.6
7 04SL424 185 53 -0.02 (***) 54 # -14 (*) (***) 227 (***) 0.04 # 5.3 # **
8 04SL425 81 47 0.01 24 2 2261 0.05 1.3
8 04SL426 94 71 * 0.02 ** 47 -6 2202 0.03 # 4.3
8 04SL427 143 86 0.02 * 21 20 *** *** 6953 * # -0.08 (*) 8.5 *** ***
8 04SL428 233 * 142 *** ** 0.02 ** 40 20 *** *** 9245 ** ** -0.03 2.2
9 04SL429 344 *** *** -17 -0.10 (***)(***) 83 *** 4 ** 9116 ** *** -0.05 1.7
9 04SL430 142 27 -0.02 61 * -2 4785 0.02 -0.3 (#)

10 04SL431 152 74 0.00 70 ** 0 6342 # -0.03 3.5
10 04SL432 25 24 0.01 # 31 3 3293 -0.06 0.0
10 04SL433 53 (**) -64 (***) -0.06 (***)(***) 69 ** 12 *** 10296 *** *** -0.19 (***) (***) -2.1 (***)
11 04SL434 72 15 -0.01 6 3 789 0.04 -2.6 (*)
11 04SL435 -92 -97 (#) (#) -0.04 (*) (*) 12 -15 (*) (***) -3472 (*) -0.03 # -0.3
11 04SL436 257 * 73 -0.03 78 ** * 0 7062 * 0.02 2.9
12 04SL437 284 ** * 80 -0.03 73 ** 0 6837 # 0.04 7.2 ** ***
12 04SL438 187 *** -315 (***)(***) -0.25 (***)(***) 70 ** *** -14 (*) (**) 1847 -0.49 (***) (***) 8.8 *** ***
12 04SL439 107 * -221 (***)(***) -0.17 (***)(***) 59 * *** -6 3441 -0.34 (***) (***) 9.4 *** ***

N%(%) gs 13C( SLN(mg/cm2)
(umol m-2s-1) (mol m-2 s-1)

2Y 2Y 2005 2006 2Y 2Y 2005 2006 2Y 2Y 2005 2006 2Y 2Y 2005 2006 2Y 2Y 2005 2006
74.10.82-913.085.29.71ikihsinasaS

Habataki 31.2 *** *** *** 3.00 *** ** * 1.085 *** *** *** -29.7 (***) (*) (***) 2.19 *** *** ***
SL414 21.0 ** ** 2.98 *** *** 46.11.82-993.0 * * *
SL425 20.7 * *** 2.89 ** * 0.442 * 45.11.82-

434.057.23.91434LS # -28.5 (**) (*) 1.52
SL435 21.1 ** * 25.10.82-614.046.2
SL438 20.9 ** ** 77.10.82-173.087.2 *** *** **

28
N%(%)

(umol m-2s-1)

2Y 2Y 2005 2006 2Y 2Y 2005 2006

18.11.02ikihsinasaS
Habataki 12.0 1.51

表1110-3　ササニシキ / ハバタキ CSSLs の TDW、収量、収量構成要素

（値はササニシキとの差、T: つくば、�S：�地点、

　水準 ***0.�%,**�%,*�%,#�0%、(  ) はマイナス）

表1110-4　出穂期と出穂 �� 日後の光合成速度と関連形質 ( つくば )
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11　イネの多収性に関わる生理形質評価法の確

立－とくに穂への炭素、窒素分配効率について

（1118） 

ア　研究目的

多収性を示すインド型イネ品種は、その栽培好適

環境下において登熟期における乾物の穂への分配が

日本型イネより優れているとみなされている。しか

しこれらの形質を支配する生理的因子 ( 分子的基盤 )

と遺伝的基盤は十分には明らかにされていない。本

研究は、（１) 光合成の初発反応を担い、葉身窒素の

およそ�0% を占める光合成の鍵酵素 Rubisco の簡易評

価法を確立すること（H��年度）、そして（２) 日本型

ク　つくばでの２年間あわせた検定では、SL���

（第４染色体）、SL���（第８染色体）、SL���（第 ��

染色体）、SL���（第 �� 染色体）で、出穂期光合成

速度の増加が認められたが、ハバタキに比べると増

加は小さかった（対ササニシキ �� ～ ��%）。SL���

では N% が、SL��� では N% と gs、SL��� では SLN

が高く、これらの形質が光合成能の向上に関与して

いる可能性が示唆された。また、SL��� は２年間で

δ��C の低下が認められ、gs が高い傾向を反映し

ていると推察された。

エ　考　察

光合成速度、乾物重、収量に関与する染色体領域

が推定された（図 ���0-�）。ハバタキの高い光合成

速度には、高い気孔コンダクタンスと CO� 固定能

力が寄与していると推定されたが、いずれの形質

も単独の染色体領域の増加効果は比較的小さいこ

とより、遺伝要因は複雑であることが示唆された。

δ ��C については、環境間での安定性は比較的高

かったが、葉窒素含有率については、窒素供給条件

によって効果が変化すると推察されたことより、稲

体全体の窒素分配からさらに葉窒素含有率の規定過

程を把握する必要があると考えれた。

オ　今後の課題

推定された領域について QTL の存在を確認する

必要がある。SL���、SL��� とササニシキとの F� 集

団を用いて、置換断片領域のδ��C、葉窒素含有率

（N%）の QTL マッピングを進めている。葉窒素含

有率については、窒素吸収・転流・分配も考慮して

さらに解析を継続する。光合成能については単独の

染色体領域の増加効果は小さかったが、集積効果や

QTL 間の交互作用について検討する必要がある。

カ　要　約

ササニシキ /ハバタキCSSLにおける乾物生産性、

収量性、出穂期の光合成速度に関与する形質の候補

染色体領域が明らかになった。

キ　引用文献

無し

研究担当者（近藤始彦 *、三王裕見子、石丸努）
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図1110-2　光合成速度、乾物重に関与すると推定された染色体領域
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およびインド型イネの交雑集団 ( ササニシキ / ハバタ

キ CSSLs) を用いて収穫物指数 (HI) を支配する染色体

部位を推定すること（H��-��年度）を目的とした。

イ　研究方法

ア　イネ葉を対象にした Rubisco 定量法の確立

多数の検体について精度良く Rubisco の定量を行

なうためのシステムを検討した。具体的にはイネ葉

身を材料に、Rubisco の効果的抽出法、SDS-PAGE、

CBB 染色、デンシトメーターを用いた測定につい

て検討した。

イ　HI に関する QTL 解析

大仙、つくば、東京で �00�，�00� 年度に栽培さ

れたササニシキ、ハバタキとそれらの CSSLs 系統

の HI について検討し、HI を支配する染色体部位を

探った。

ウ　研究結果

ア　イネ葉を対象にした Rubisco 定量法の確立

ａ　抽出法：粉砕機 (MM�00(Retch))、ミル（Tissue 

Lyser Adapter Set (�� チューブ )、ジルコニアボー

ルを使用した磨砕法と乳鉢を用いた方法を比較

検討した。その結果、磨砕機を用いた場合は効

率的ではあるが乳鉢を用いた方法に比べ回収率が

��-��% とサンプルにより振れが大きかった。こ

れより、以後乳鉢法を用いることとした。

ｂ　SDS-PAGE：Rubisco の大サブユニットの分離能

を高めて BSA を標準たんぱく質として定量する

方法を検討し、分離ゲルのアクリルアミド濃度が

�0% で最も良い分離が得られた。日本エイドー社

のミニスラブ電気泳動装置（NA-�0��）の �� レー

ンを使用し、�- レーンにスタンダードの BSA を

�-� μg、残り �� レーンにサンプルをそれぞれ２

連でマイクロシリンジを用いてアプライした。

ｃ　デンシトメーターを用いた定量精度の検証：同

一ゲル内、異なるゲル間での同一サンプルについ

ての振れについて検討した結果、誤差は �-�％の

範囲であった ( 図 ����- １)。

イ　HI に関する QTL 解析　

ａ　CS��� とササニシキについて、収穫期の単位土

地面積当たりの地上部乾物重、穂重総籾数、お

よび登熟歩合について比較した。地上部乾物重

は、CS��� がササニシキに対し、つくばでは同じ

(�00�) か若干高く (�00�)、大仙、東京ではいずれ

の年も低かった。穂重は、つくばでは CS��� が

両年を通して高かったが、大仙と東京では年次に

より高くなったり低くなったりと一定しなかっ

た。総籾数は、つくばでは � 年間を通して多かっ

たが、大仙では変わらず、東京では若干低かった。

登熟歩合は、いずれの地区においても差がなかっ

た（表 ����-�)。

　　これらに対し、総乾物重に対する穂重の割合 (HI)

は、�年間を通しいずれの地域においても、CS���

がササニシキに対し高い値を示し、�00�年の東京の

場合を除いてその差はいずれの場合も統計的に有意

なものであった。同様な傾向は、総乾物重に対する

精玄米重割合、地上部総窒素量に対する穂窒素量割

合 (NHI)においても見いだされた。これらの結果は、

Chr. �の長腕側上部に HI を高い値へと導く QTL が

存在することを強く示唆した（表����-�)。

ｂ　この部位には一次枝梗数を決定する遺伝子座１）、

穂首付近の大維管束数を支配する遺伝子座２）が存

在するとされている。そこで一次枝梗数、２次枝

梗数、維管束数、それらの比について調べた。そ

の結果、CS��� とササニシキの間では、一次枝梗

数と２次枝梗数割合、一次枝梗数に対する穂首節

間大維管束数の割合に差が見られなかった（表

����-�、図 ����-�)。これらの結果は、HI を高く

するこれら以外の因子（QTL） が Chr.� の長腕側
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図1111-1　ゲル上の BSA および Rubisco LSU の量

とデンシトメーターで測定したバンド強度

の関係
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HI

g m-2 g m-2 HI %    x 103 m-2

1249 (100) 649 (100)     0.520 (100)        81.8 (100) 30.2 (100)
1286 (110) 715 (110)     0.557 (107)        74.3 (  91)       31.1 (103)

SL421 1269 (102) 750 (116)   0.592 (114)* 81.5 (100)       33.4 (111)

1409 (100) 779 (100)     0.553 (100)        83.5 (100) 37.2 (100)
1510 (107) 786 (101)     0.521 (  94)        68.2 (  82)      34.9 (107)

SL421 1197 (  85) 705 (  91)     0.589 (107)* 84.4 (101)      36.7 (  99)

1712 (100) 885 (100)     0.517 (100)        82.4 (100) 44.5 (100)
1590 (  93) 909 (103)     0.579 (112)        90.1 (106)      47.2 (106)

SL421 1680 (  98)    1013 (114)     0.602 (116)* 81.7 (  99) 43.0 (  97)
SL421: Chr. 6 alleles 

HI

g m-2 g m-2 HI %    x 103 m-2

1072 (100) 564 (100)     0.526 (100)         85.5 (100) 24.9 (100)
1074 (100) 547 (  97)     0.510 (  97)         77.9 (  91)       28.9 (116)

SL421 1121 (105) 655 (116)     0.584 (111)* 86.5 (101)       27.8 (112)

1343 (100) 719 (100)     0.535 (100)         85.9 (100)      33.9 (100)
1261 (  94) 681 (  95)     0.540 (101)         78.0 (  91)      32.9 ( 97)

SL421 1308 (  97) 773 (108)     0.591 (110)* 89.3 (104)      34.5 (102) 

1321 (100) 760 (100)     0.575 (100)         88.6 (100) 35.1 (100)
1289 (  93) 770 (101)     0.597 (104)         90.1 (102)      41.5 (118)

SL421 1203 (  98)      728 (  98)     0.605 (105)* 89.3 (101) 32.6 (  93)
SL421: Chr. 6 alleles 

表1111-1 表1111-2

rb1

SL420

SL421

QTL for HI

Chr. 6

C358E
G329
2071Em

nsp

qNVB6-2

Reported QTL

Number of large vascular bundles 1)

(Nmber of primary rachis branches) 2)

(Number of spikelets per panicle) 2)

1) Kasahara et al., Breed. Sc., 49, 75-81 (1999)

2)  Nagata et al., Breed. Sci., 52, 259-272 (2002)

C688H

HI
±

HI

(A)    (B) (B)/(A) (C)/(A)
(C)

125 9.9 22.5 2.27 10.1 1.02

187      11.8 42.9 3.64 22.5 1.91

SL421 148    12.0 26.9       2.24 12.9 1.08

SL420 149      12.5 25.1 2.01 12.6 1.01

.

Data taken by Nagata et al., (

表1111-3

図1111-2
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12　光合成、吸水、倒伏抵抗性に関連する形質

の定量的検討と遺伝子座解析（1119） 

ア　研究目的

水稲の収量を今後一層高めていくためには、収穫

指数の向上とともに乾物生産を増加させていくこと

が重要となる。本研究は、乾物生産に大きな影響を

及ぼす光合成、吸水、倒伏に着目し、ササニシキ／

ハバタキ染色体断片置換系統群（CSSLs）を用いて、

個葉の光合成能力、老化過程における光合成速度の

低下とこれらに関わる形質、水ストレスによる光合

成速度の日中低下に関係する根の吸水能力とこれに

関わる形質、倒伏抵抗性とこれに関わる形質につい

て定量的解析を行い、これら乾物生産に関わる生理、

形態的形質の染色体領域を明らかにすることを目的

として行った。　

イ　研究方法

ア　材料

�00� 年にササニシキ / ハバタキ CSSLs�� 系統を

本学農学部附属広域都市圏フィールドサイエンス教

育研究センター水田に栽培した。�00� 年は、�00�

年に光合成、吸水能力、倒伏に関わる形質がササニ

シキに比較して高いと推定された系統を水田ある

いはポットに栽培した。両年とも水田には ��.� 株

/m� で生育させ、肥料は基肥として堆肥約 �t/�0a、

化成肥料を N、P�O�、K�O 各成分で �、��.�、�.�kg/�0a

施用した。ポットには �株 / ポットで生育させ、肥

料は基肥として化成肥料を N、P�O�、K�O の各成分

で �g/ ポット施用し、葉色をみて N を適宜で追肥

した。

イ　光合成速度の測定

葉の光合成速度は携帯用光合成蒸散測定装置

（LI-��00；LI-COR 社製）を用いて、�,�00μmol m-� 

s-� 以上の自然光あるいは約 �,000μmol m-� s-� の人

工光下で測定した。

ウ　水の通導抵抗

浸透的吸水・水輸送過程における水の通導抵抗

（Ros）は、茎基部から出液を採取し、木部液の浸透

ポテンシャル（Ψroot xylem sap）、出液速度（E）、土壌

溶液の浸透ポテンシャル（Ψsoil sol）、根の反射係数

（σ、ここでは 0.� とした）から、 (�) 式より求めた。

受動的吸水・水輸送過程における水の通導抵抗（Rpa）

に存在することを示唆する。

エ　考　察

ア　イネ葉を対象にした Rubisco 定量法の確立

多検体を対象にしたイネ葉の Rubisco 含量の定量

法が確立された。

イ　HI に関する QTL 解析　

Chr.� 長腕側のハバタキ染色体によるササニシキ

部分置換系統 CS��� は、大仙、つくば、東京のい

ずれにおいても �年間を通してササニシキより有意

に高い HI 値 ( 総乾物重に対する穂重割合 ) を示し、

この部位に高い HI 値をもたらす QTL の存在が強く

示唆された。

オ　今後の課題

ア　イネ葉を対象にした Rubisco 定量法の確立

QTL 解析等を行なう際の Rubisco の多検体定量法

が確立された。今後は Rubisco 含量についての品種

間差、QTL 等を調べることが課題となる。 

イ　HI に関する QTL 解析

今後は、Chr.�の長腕側に見出された HI の QTL に

ついてさらに絞込みを行い、HI を支配する QTL が既

存の遺伝子により支配されているのか、それとも新

規の遺伝子によるのかについて解析が必要である。

カ　要　約

Chr.� 長腕側のハバタキ染色体によるササニシキ

部分置換系統 CS��� は、大仙、つくば、東京のい

ずれにおいても �年間を通してササニシキより有意

に高い HI 値 ( 総乾物重に対する穂重割合 ) を示し、

この部位に高い HI 値をもたらす QTL の存在が強く

示唆された。

キ　引用文献

１） Nagata, K., Fukuta, Y., Shimizu, H., Yagi, T., 

and Terao, T. (�00�) Quantitative trait loci fro sink 

size and ripening traits in rice (Oryza sativa L.). 

BreedingSci., ��: ���-���

２） Sasahara, H., Furuta, Y., and Furuyama, T. (����) 

Mapping of QTLs for vascular bundle system and 

spike morphology in rice. Breeding Sci., ��: ��-��

　

研究担当者（前　忠彦＊、鈴木　雄二）
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CSSLs�� 系統のうち出穂期の光合成速度がササニシ

キより高い傾向の認められた � 系統（公開番号 ( 以

下 SL)���、,���、���、���、���、���）について詳

細な比較を行った。その結果、供試した CSSL の中

には光合成速度がササニシキに比較して常に有意に

高くなる � 系統があり（SL���、���）、高くなる程

度は約 �0 ～ �0％であった（図 ����-�）。供試した

他の系統では大部分がササニシキに比較して光合成

速度が常に高い傾向にあったが、有意差が認められ

なかった栽培時期，栽培条件があった。以上の結果

から、少なくとも第 �、第 �� 染色体にササニシキ

の光合成速度を高めることに関わる遺伝子座領域が

あることが推察された（図 ����-�）。

なお、出穂後 �� 日に測定した老化過程における

は、葉身の蒸散速度（T）と葉の木部の水ポテンシャ

ル（Ψleaf xylem）から (�) 式より求めた。

　Ros = σ ( Ψsoil sol - Ψroot xylem sap) / E　　　 (�)

　Rpa = - Ψleaf xylem / T　　　　　　　　　　(�)

エ　稈の挫折抵抗性に関与する形質の測定

出穂後�0日に稈基部の第Ⅳ節間の挫折荷重を材料

試験機テンシロンを用いて測定し、稈の挫折抵抗性

を表す稈の挫折時モーメント、太さを表す断面係数

および折れにくい材質を表す曲げ応力を算出した。

ウ　研究結果

ア　光合成速度

出穂期の止葉の光合成速度は、ハバタキはサ

サニシキに比較して常に約 �0 ～ �0％高かった。

20
cM

20
cM

図1112-1　ササニシキ、ハバタキ、CSSLs 数系統の

出穂期の止葉の光合成速度の一例

* は５％水準でササニシキより有意に高

いことを示し（Dunnet 法、以下同様）、縦

棒は標準偏差（n=� ～ �）を示す。SL���、

��� は他の測定ではササニシキに比較して

有意に大きくならない場合があった。

図1112-2　ササニシキ、ハバタキ、CSSL 数系統の

登熟期の受動的吸水・水輸送過程における

水の通導抵抗 

　 *, ** はそれぞれ５％、�％水準でササ

ニシキより有意に高いことを示し、縦棒は

標準偏差（n=�）を示す。

図1112-3　出穂期の止葉の光合成速度の増加と登熟

期の吸水能力の向上に関わると推定される

染色体領域

縦棒は染色体を示し、実線、点線はそれぞ

れ、光合成速度、吸水能力を高くすること

に関わっていると推定される領域を示す。
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光合成速度にはハバタキと CSSLs のいずれにおい

てもササニシキより有意に高いことは認められな

かった。

イ　水の通導抵抗

CSSLs�� 系統の浸透的吸水・水輸送過程におけ

る水の通導抵抗は、ササニシキに比較して SL�0�、

��0、���、���、���、���、���、���、��� が小さく、

SL��� が大きい傾向が認められた。これらの受動的

吸水・水輸送過程の水の通導抵抗をササニシキと比

較した結果、SL��0、���、��� が有意に小さいこと

が分かった（図 ����-�）。以上の結果から、第 �、�、

� 染色体に吸水能力を高めることに関わる遺伝子座

があることが推定された（図 ����-�）。

ウ　倒伏抵抗性

ハバタキはササニシキに比べて稈が太く断面係

数が約 �.� 倍大きいことにより稈の挫折時モーメ

ントが �.� ～ �.� 倍大きかった。両年度を通じて、

CSSLs の稈の挫折時モーメントは、５系統がササニ

シキより有意に大きかった。その構成要素である

断面係数と曲げ応力に分けると、断面係数では２系

統（SL�0�, ��0）がササニシキより有意に大きかっ

た（図 ����-�）。一方、折れにくい材質を表す曲げ

応力では、�系統（SL���）がササニシキより小さかっ

た。断面係数を高める遺伝子座領域が第 �，� 染色

体に推定されたので、第６染色体の遺伝子座領域を

もつ SL��0 とササニシキの F� 集団を用いて、QTL

解析を行った結果、第 � 染色体長腕側の RM���� 近

傍に、LOD 値 ��.�、寄与率 ��.�％と高い断面係数

の遺伝子座が検出された（表 ����-�）。

エ　考　察

ア　光合成速度に関する形質

本研究の結果から、ササニシキの出穂期の止葉

の光合成速度を高めることに関わる遺伝子座は第

�、�� 染色体にあることが推定された。光合成速度

が高くなる程度は �0 ～ �0% で、ハバタキの光合成

速度がササニシキの �0 ～ �0% 高いことに比較して

小さかった。この結果は、これまでの光合成に関

与する形質の QTL 解析でも示されているように光

合成速度を高めることに関わる遺伝子座が複数の染

色体にあることを示唆するものである（Teng et al., 

�00�）。Ishimaru et al. (�00�) は第８染色体に光合成

速度と密接に関係するリブロース -�,�- 二リン酸

カルボキシラーゼ / オキシゲナーゼ（Rubisco）の

QTL を認めている。今後は光合成速度を高める可

能性のある第４、第８染色体にも着目して検討する

とともに、遺伝子座領域の相互作用にも着目して検

討する必要がある。

図1112-4　ササニシキ、ハバタキおよび CSSLs の第Ⅳ節間の断面係数の比較

　　　　　 はササニシキより 0.�%、 は �% 水準で有意差があることを示す。

表1112-1　SL��0/ ササニシキの F� 集団において検出された稈の挫折時モーメン

ト、断面係数の QTLs。
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イ　水の吸水能力に関与する性質

ハバタキはササニシキに比較して、水の通導抵

抗が小さく、高い吸水能力を示す。本研究の結果

から、ササニシキの登熟期の吸水能力を高めるこ

とに関わる遺伝子座が第 �、�、� 染色体にあるこ

とが推察された。しかし、これらの遺伝子座をも

つ CSSLs のいずれも水の通導抵抗はハバタキに比

較して大きいので、光合成と同様、吸水能力を高

めることに関わる遺伝子座が複数の染色体にある

ことを示唆するものである。今後は吸水能力を高

める可能性のある他の染色体にも着目して検討す

るとともに、遺伝子座領域の相互作用にも着目し

て検討を進める必要がある。

ウ　倒伏抵抗性に関与する形質

ハバタキの高い挫折抵抗性をもたらす断面係数に

ついて，CSSLs とササニシキを比較した結果，断面

係数を高める遺伝子座領域が第 �，� 染色体の２つ

の領域に推定された。ハバタキの断面係数はササニ

シキに比べて約 �.� 倍と大きいのに比べて、この２

つの領域をそれぞれ有する CSSLs はササニシキに

比べて �.� 倍程度の断面係数であった。このことか

ら、それぞれの遺伝子座は断面係数を高める効果が

あるが、断面係数をハバタキ並に著しく高める遺伝

子座は単独ではなく、いくつかの遺伝子座が作用す

る可能性が示唆された。第 � 染色体の遺伝子座領域

をもつ SL��0 とササニシキの F� 集団を用いて QTL

解析を行った結果，第 � 染色体長腕側に、LOD 値、

寄与率がともに高い断面係数の遺伝子座が検出され

た。日本晴/カサラスのBILsを用いた解析（Kashiwagi 

et al., �00�）でも第 �、� 染色体を含むいくつかの

染色体に稈を太くする遺伝子座領域が推定されて

おり、第６染色体では本研究とほぼ同じ長腕側の領

域であることを報告している。コシヒカリ / ハバタ

キの第 � 染色体の BC�F� 集団を用いて QTL 解析を

行った結果、長腕側の同様の領域に断面係数を高め

る遺伝子座領域が推定され、さらに領域の絞り込み

を進めれば断面係数を高める遺伝子座が特定される

可能性が高いと考えられる。第１染色体ではこの染

色体領域をもつ CSSL の断片がいずれも長いため、

第１染色体の狭い領域を推定することができなかっ

た。第１染色体は半矮性遺伝子 sd� が長腕側に座乗

しており、稈の太さに関わる形質が sd� と独立して

いるかどうかは興味深い。フジミノリの sd� 突然変

異であるレイメイの断面係数はフジミノリよりやや

小さいことから sd� によって稈が太くなってはいな

いこと（大川ら　���0）、日本晴 / カサラスの BILs

では第１染色体短腕側の領域に最も LOD 値、寄与

率の高い QTL が推定されており（Kashiwagi et al., 

�00�）、sd� とは異なる領域に座乗する可能性があ

る。第１染色体についてもさらに解析を進める必要

がある。

オ　今後の課題

ア　光合成速度、吸水能力に関与する形質の

QTLs の特定、QTL の集積効果

光合成速度、吸水能力を高める各染色体の遺伝子

座領域の絞り込み行い、それぞれの染色体領域の

NIL を作出し、集積させることによる光合成速度、

吸水能力を高める効果を検討する。

イ　挫折型倒伏抵抗性に関与する形質の QTLs の

特定と QTL の集積効果

挫折型倒伏抵抗性に関わる断面係数を高める染色

体領域の絞り込みを行い、それぞれの染色体領域の

NIL を作出し、集積させることによる断面係数を高

める効果を検討する。

カ　要　約

ア　光合成速度

第 �、�� 染色体に出穂期のササニシキの止葉の光

合成速度を高めることに関わる遺伝子座領域がある

ことが推察された。

イ　吸水能力

第 �、�、� 染色体に登熟期のササニシキの吸水能

力を高めることに関わる遺伝子座があることが推定

された。

ウ　倒伏抵抗性

ハバタキの高い挫折型倒伏抵抗性は、ササニシキ

に比べて断面係数が大きいことによってもたらされ

る。CSSLs の断面係数は、２系統（SL�0�, ��0）が

ササニシキより有意に大きく、第１，６染色体に断

面係数を高める遺伝子座領域が推定された。第６染

色体の遺伝子座領域をもつ SL��0 とササニシキの

F� 集団を用いて、QTL 解析を行った結果、第 � 染

色体長腕側の RM���� 近傍に断面係数の遺伝子座が

検出された。
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13　イネ茎葉における非構造性炭水化物の蓄積・

転流に関する遺伝解析と生理生態作用の解明

（1120）

ア　研究目的

イネの収量ポテンシャル向上を図る上で、ソース

形質の増強はシンク容量の確保とともに極めて重要

な課題である。そこで本研究では、イネの登熟期に

おけるソース形質として重要な、葉鞘および稈にお

ける非構造性炭水化物（nonstructural carbohydrates, 

キ　引用文献

１) Teng, S., Q. Qian, D. Zeng, Y. Kunihiro, K. 

Fujimoto, D. Huang and L. Zhu (�00�). QTL analysis 
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traits in rice (Oryza sativa L.). Euphytica ���: �-�.

２) Ishimaru, K., N. Kobayashi, K. Ono, M. Yano and 

R. Ohsugi (�00�). Are contents of rubisco, soluble 

protein and nitrogen in flag leaves of rice controlled 

by the same genetics? Journal of Experimental 
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３) Ka sh iwag i ,  T .  a nd  K .  I s h ima ru  (�00� ) . 
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研究担当者（平沢　正 *、大川泰一郎）

NSC）の蓄積・転流に関わる染色体領域とその生理

生態作用を明らかにする。

イ　研究方法

東北農研センター大仙研究拠点（秋田県大仙市、

灰色低地土）の水田圃場において、ササニシキ（日

本型）／ハバタキ（インド型）染色体断片置換系統

群（CSSLs）�� 系統と両親 � 品種を �00� 年および

�00� 年 � 月 �� 日に � 株 � 本で手植えした。施肥は

窒素成分で合計 �g/ ㎡（硫安、LP�0、LP�00 を等

量ずつ混合）とし、全量代かき時に施用した。出穂

期、出穂後 �0 日および成熟期に � ～ � 株を抜き取

り、代表株について各器官に分解した後 �0℃で ��

時間乾燥し、器官別乾物重を秤量した。そして稈＋

葉鞘を粉砕した試料の NSC 濃度を重量法で測定し

た（大西・堀江 �)）。試験区は乱塊法 � 反復に配置

した。同様な栽培試験を茨城（作物研）および東京

（農工大）でも行い、得られた稈＋葉鞘試料の NSC

蓄積についても併せて測定して、栽培地間差異を検

討した。

ウ　研究結果

ササニシキと比較してハバタキの出穂期における

葉鞘 + 稈 NSC 含有率および含量は安定して高かっ

た（表 ����-�）。CSSLs の出穂期における NSC 測

定値の年次間、栽培地間相関はいずれも有意であり、

年次、栽培地間で比較的安定した系統間差が認めら

れた。栽培地では大仙での蓄積が多い傾向にあった。

� 栽培地で � 年間行った結果より、ハバタキ型へ

の染色体断片置換で出穂期の NSC 蓄積がササニシ

キと比較して有意に高まる系統が含量で �� 系統確

 * ** *** 5 1 0.1
 * ** *** 5 1 0.1

(%) (g/m2)
6002500260025002

Sasanishiki 37.2 39.0 34.3 41.7 36.4 32.0 197 189 203 224 167 147
Habataki 47.5 *** 45.6 *** 43.1 *** 50.2 *** 45.5 *** 39.4 ** 311 *** 238 *** 250 *** 251 224 *** 187 *
CSSLs ave 39.0 38.7 35.3 42.7 34.1 31.6 209 210 203 230 167 146

max 43.6 41.8 39.0 46.9 39.9 35.9 274 254 255 282 239 196
min 33.9 34.5 31.2 39.9 30.2 27.6 168 172 146 177 122 96

'05vs'06 *** * ** *** *** ***

** * *** ** ** *** *** ***
*** *** *** ***

表1113-1　出穂期におけるササニシキ、ハバタキおよび CSSLs の

葉鞘 + 稈 NSC 蓄積特性と年次・栽培地間相関
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図1113-1　ササニシキ／ハバタキ CSSLs の出穂期における葉鞘 + 稈 NSC 含量 

表1113-2　葉鞘 + 稈 NSC 含量が増加した系統の

生態特性

表1113-3　出穂期における葉鞘 + 稈 NSC 蓄積と

他形質との相関関係

図1113-2　ササニシキ／ハバタキ CSSLs における出穂後 �0 日間の葉鞘 + 稈 NSC 増減量およ

び成熟期の NSC 含量
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認された（図 ����-�）。しかし、各系統の生態特性

はそれぞれ異なっており、地上部乾物重の増加が認

められたものが � 系統、葉鞘＋稈への乾物分配率、

および NSC 含有率の増加が認められたものがそれ

ぞれ � 系統あった（表 ����-�）。一方、他形質との

関係を調査したところ、NSC 含量は到穂日数、出

穂期乾物重、稈長と有意な正の相関関係にあり、収

量構成要素では登熟歩合との関連が認められた（表

����-�）。

転流特性については、ササニシキと比較して出穂

後 �0 日間の NSC 減少量が多い系統が � 系統、成熟

期の NSC 含量が少ない系統が �系統認められた（図

����-�）。一方、SL���、��� は著しい不稔を生じた

ため、成熟期において茎葉に多くの NSC が残存し

た（図 ����-� b）。

エ　考　察

水稲茎葉への NSC 蓄積・転流に関与する染色体

領域とその生態的特徴が明らかとなった。NSC 蓄

積・転流特性には多くの染色体領域の関与が推定さ

れる結果となったが、第 �（SL�0�）、第 �（SL���）、

第 �（SL���、���）、第 �� 染色体（SL���、���）上

の置換領域は、過去におけるササニシキ／ハバタキ

BILs での解析で検出された QTL 箇所と一致してお

り（図 ����-�、Nagata et al. �)）、この領域に NSC

蓄積に関与する遺伝子座が存在することが強く示唆

された。

蓄積と転流のそれぞれの観点から解析した結果

について、図 ����-� をもとに総合的に考察すると、

ハバタキ型への染色体断片置換により NSC 蓄積が

増加する領域は成熟期の残存量も多い傾向にあるな

かで、第 �染色体上の領域は蓄積・転流が共に増加

しており注目される。また、第 �染色体上の蓄積量

に関係する置換領域についてはササニシキ／ハバ

タキ以外の交雑集団においても NSC 蓄積に関する

QTL が確認されている（Takai et al. �)、Ishimaru et 

al. �)）。したがって、これらの領域に注目して QTL

領域の絞り込みと生理機能の解析を進めることが重

要であると考えられた。

オ　今後の課題

NSC 蓄積・転流能で注目された染色体領域にお

ける QTL のファインマッピングと生理機能の解明、

他形質との関連性、遺伝子集積による収量・品質安

定化への効果の検証等を行う必要がある。

カ　要　約

ササニシキ／ハバタキ CSSLs を用いて茎葉にお

ける NSC 蓄積・転流特性に関与する染色体領域を

検討し、インド型品種由来の NSC 蓄積・転流能向

図1113-3　NSC 蓄積・転流に関与すると推定される染色体領域 
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14　シンク・ソース機能関連形質の簡易評価法

の開発と染色体部分置換系統を用いた遺伝解

析に関する研究（1121）

ア　研究目的

イネにおいて、現在以上の多収性品種を作出する

ためには、シンク・ソース機能の向上が不可欠であ

る (Ohsugi �00�)�)。しかしながら、これらの機能に

関連する形質は、多数の遺伝子が関与する量的形

質であり、その複雑な遺伝的機構を明らかにするこ

とは容易ではなく、またその計測には多大な時間と

労力を要する。本研究課題では、収量性に関与する

成熟葉のソース機能（光合成）と葉鞘におけるシン

ク・ソース変換機能 ( 炭水化物貯蔵と転流 ) に関係

する形質として、葉内の Ribulose-�,�-bisphosphate 

carboxylase/ oxygenase (RuBisCO) 含量、葉鞘内の非

構造性炭水化物 (NSC) 含量についての簡易評価法を

開発する。またササニシキ / ハバタキ染色体部分置

換系統 (CSSL) のうち、止葉の RuBisCO 含量、葉鞘

内の NSC 含量に関する有望系統を選抜し、ササニ

シキを戻し交配した F� 分離集団について量的形質

遺伝子座 (QTL) 解析を行い、QTL の詳細位置およ

び寄与する DNA マーカーを特定することを目的と

した。

イ　研究方法

ア　葉内の RuBisCO 含量、葉鞘内の NSC 含量に

ついての簡易評価法の開発

ａ　RuBisCO 含量の簡易測定法

Leaf disk� 枚 (�.�cm�) を抽出 Buffer とともに磨砕

し、抽出液を遠心後、上清を酵素液とした。酵素

液を ��.�％ SDS-PAGE 電気泳動によって分離し、

RuBisCO の Large subunit 量をデンシトメーターに

て測定し、定量した。

ｂ　NSC 含量の簡易測定法

第 � 葉鞘を縦に � 分割し、一方の葉鞘を新鮮重

測定後、ヨウ素染色液に �0℃ �0 分間浸した。そ

の後、スキャナーを用いて染色された葉鞘を画像

として取り込んだ。取り込み状態は ��bit カラー、

高品質、解像度 �00dpi、出力サイズ等倍であった。

取り込んだ画像は Red, Green, Blue の三色に分解

して、それぞれのピクセル数を測定した。もう一

方の葉鞘は、液体窒素中で粉砕し、熱水抽出、グ

ルコアミラーゼによるデンプンの分解を行った後、

糖含量を測定することにより新鮮重当たりの NSC

含量を測定し、ヨウ素染色用葉鞘内の NSC 含量を

算出した。

イ　RuBisCO 含量、葉鞘内 NSC 含量に関与する

QTL の詳細位置の特定

�00� 年度はつくば市 ( 作物研究所 )、東京都府中

市 ( 東京農工大学 )、大仙市 ( 東北農業研究センター )

において栽培されたササニシキ / ハバタキ CSSL 及

びその両親について、出穂期の止葉の RuBisCO 含

量を簡易評価法により測定した。�00� 年度はササ

ニシキ / ハバタキ CSSL のうち、RuBisCO 含量に関

しては �00� 年度の結果から SL���、葉鞘内 NSC 含

量については長田らの結果から SL���、SL��� に着

目し、ササニシキとの戻し交配 F� 集団それぞれ約

��0 個体を東京農工大学附属圃場 ( 東京都府中市 )

にて栽培した。RuBisCO 含量の測定は簡易評価法

を用い、NSC 含量の測定は出穂期の第�葉鞘の乾燥・

上に関わると推定される第 � および第 � 染色体上の

注目領域を特定した。
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粉砕した試料を用い、�00℃の熱水処理後、グルコ

アミラーゼにより非構造性炭水化物を可溶化した。

遠心後、残渣を乾燥し、粉砕試料の重量変化により

NSC 含量の測定を行った。ゲノム解析については

分げつ盛期の未展開葉身からアルカリ抽出法により

DNA を抽出し、SSR 多型解解析を行った。

ウ　研究結果

ア　葉内の RuBisCO 含量、葉鞘内の NSC 含量に

ついての簡易評価法の開発

ａ　RuBisCO 含量の測定

方法の項に記述した測定法により、少量の Leaf 

disk での解析を可能にするとともに、電気泳動とデ

ンシトメーターを用いることにより、多検体に対応

する評価法を確立した。

ｂ　NSC 含量の測定

Red, Green, Blue の pixcel 数と NSC 含量との関係

について検討を行った結果（図 ����-�）、Blue が一

番高い相関（r=0.���, �％有意）を得た。また � つ

の色の組み合わせを検討した結果、Blue － �.�� ×

Green ＋ �.�0 × Red の時、r = 0.���（0.�％で有意）

の高い相関を得た。

イ　RuBisCO 含量、葉鞘内 NSC 含量に関与する

QTL の詳細位置の特定

ａ　RuBisCO 含量増加に関する遺伝子座解析

�00� 年度につくば、府中、大仙で栽培したササ

ニシキ / ハバタキ CSSL について、Dunnett 法によ

りササニシキとの RuBisCO 含量の差を実験地ごと

図1114-1　Red, Green, Blue の各色、及び � 色を組み合わせた際のピクセル数と

NSC 含量との相関
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に検定した。出穂期については、つくば、府中で

は RuBisCO 含量が有意に多い系統は見られず、大

仙では SL�0�,SL�0� が有意（�％）に RuBisCO 含量

が多かった。環境安定性を評価するために分散分析

を行った結果、RuBisCO 含量は系統間で有意な差

があった。また実験地間でも有意な差（0.�％）が

見られ、実験地により RuBisCO 含量が変動するこ

とが認められた。しかし、系統×実験地での F 値

が有意でなかったことより、系統間での RuBisCO

含量の順位は実験地によって変動しないと考えられ

た。このため、各系統とササニシキとの RuBisCO

含量の差について、� 実験地をまとめて Paired-t

検定した結果、出穂期ではハバタキがササニシキ

より有意（0.�％）に RuBisCO 含量が多く、また

SL���,SL��� で有意（�％ ) に RuBisCO 含量が多

かった。RuBisCO 含量の増加に関する CSSL とし

て SL��� が有望であることから、マーカー解析を

行うための領域の絞込みを第 � 染色体に関与する

SL���,���,���,��� を用いた AB-QTL 解析により

行った。その結果、�� ～ ��0.�cM の領域において、

推定 ��.�％表現型分散を説明（PVE％）する AB-

QTL を特定した（図 ����-�）。SL��� をササニシキ

で戻し交配した F� 集団において QTL 解析した結

果、RuBisCO 含量を増加させる QTL が第 � 染色体

�0�.�cM の領域において検出された（表 ����-�）。

RuBisCO 含量が葉の形態的特長による可能性が考

えられ、調べた結果、RuBisCO 含量と比葉重（SLW）

との間の相関は有意であったが、相関係数自体は

Mc01S 
Putative PVE%

Graphical genotypes and the putative AB-QTL
% from SasanishikiRM4915

11.6

RM1248
0.0

RM7452
110.4

Detected AB-QTL

*
n.s.

n.s.
n.s.

   0   
|||

SL-418 |||||

32.0 75.0

SL-417 |||||||||
SL-416 ||||

 SSR marker (cM)

5

qABRC-5

RM1386Chr CSSLs

SL-415

Parent
CSSL Chr Trait

Name of
QTL LOD A R2%

SL-417 5 RuBisCO qRC-5 RM3476 ~ RM7452 109.5 3.4 0.4 11.6
SLW qSLW-5 RM2185 ~ RM1386 73.6 6.5 0.6 23.1

NSC (mg) qNSCC-5 RM1386 ~ RM5642 88.6 2.7 3.2 7.1
SL-438 12 NSC (%) qNSCP-12 RM6998 ~ RM6905 41.1 3.5 2.1 7.8

NSC (mg) qNSCC-12 RM6905 ~ RM6973 48.8 4.3 6.3 10.2

Marker interval Location
(cM)

Chr; . A; .  R2 %; QTL .

図1114-2　第 � 染色体上における RuBisCO 含量 (gm-�) に関する AB-QTL 解析。遺伝子遺伝子型

グラフにおける白色部分はササニシキホモ型，斜線部分はハバキホモ型であることをそ

れぞれ示す。棒グラフはササニシキと比較した CSSL 表現型値の差の割合を示す。Chr; 

染色体番号。← S; 短腕側。n.s., *; 二元配置分散分析 - 多重比較検定 (Dunnett 法 ) でサ

サニシキと比較して有意差なし，�％水準で有意差あり。Putative PVE％ ; 分散成分分析

による AB-QTL。領域のマーカー遺伝子型で説明される分散の割合。

表1114-1　ササニシキ / 目標 CSSL 交配由来 F� 集団における QTL 解析の結果。



― �� ―

低く、また SLW を増加させる QTL は RuBisCO 含

量を増加させる QTL 領域と一致しない第 � 染色

体 ��.�cM 付近において検出され、RuBisCO 含量

を増加させる QTL は比葉重の影響はなかった（表

����-�、表 ����-�）。

ｂ　NSC 含量・濃度増加に関する遺伝子座解析

葉鞘内 NSC 含量については SL���、SL��� に着

目し、AB-QTL 解析を第 � 染色体、第 �� 染色体

に関して行った。その結果、NSC 含量については

第 � 染色体 �� ～ ��0.�cM、第 �� 染色体 ��.� ～

��.�cM、NSC 含有率については第 �� 染色体 ��.�

～ ��.�cM の 領 域 に お い て、PVE ％ ��.�、��.�、

��.� の AB-QTL をそれぞれ特定した。F� 集団に

おいて QTL 解析した結果、NSC 含量を増加させ

る QTL が第 � 染色体 ��.�cM および第 �� 染色体

��.�cM、NSC 含有率を増加させる QTL が第 �� 染

色体 ��.�cM の領域においてそれぞれ検出された

( 表 ����-�)。

ｃ　QTL 近傍マーカー遺伝子型における変異

F� 集団の表現型変異を � マーカー座の遺伝子

型に着目してみたところ、十分変異を説明できる

DNA マーカーが � つ明らかになった。RuBisCO 含

量を増加させる DNA マーカーは RM����、NSC 含

量を増加させる DNA マーカーは RM���� が有望で

あると結論付けられた ( 表 ����-�)。

Trait

Flag leaf length 0.06 n.s.
Flag leaf width 0.02 n.s.
Flag leaf area 0.07 n.s.

Specific leaf weight 0.20 **

Correlation coefficient vs
RuBisCO

n.s., **; , 1%

qRC-5 RM7452 15.3 SS 50 2.8 ± 0.4 b

SH 124 2.9 ± 0.5 ab

HH 10 3.3 ± 0.4 a

qNSCP-12 RM6998 16.7 SS 44 18.4 ± 3.8 b
SH 94 19.6 ± 3.7 b
HH 52 21.7 ± 3.0 a

QTL Marker Genotype Frequency
Mean value ±

S.D.PVE%

SS, SH, HH; , , . PVE%; 
.

Fisher PLSD 5% .

表1114-2　ササニシキ / SL��� 交配由来 F� 集団における RuBisCO 含量

と葉関連形質との相関。値は Pearson の積率相関係数。

表1114-3　F� 集団における QTL 近傍の �マーカーにおける変異。
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エ　考　察

ア　葉内の RuBisCO 含量、葉鞘内の NSC 含量に

ついての簡易評価法の開発

ヨウ素液で染色した葉鞘については、染色部分

長によって NSC あるいは蓄積デンプン含量を推定

する計画であったが、染色部分の濃淡により染色限

界の正確な判断が不可能であった。また、染色部分

にもむらがあったため、スキャナーにより取り込ん

だ画像を解析する方法に変更した。その結果、ス

キャナーにより取り込んだ画像の Red, Green, Blue

の pixcel 数により解析する方法での葉鞘内 NSC 含量

の定量が可能であると考えられた。しかし、今回の

QTL 詳細位置の特定には乾物試料を用いたため、簡

易評価法ではなく従来法を用いた。今後は今回開発

した簡易測定法が普及していくものと考えられる。

イ　RuBisCO 含量、葉鞘内 NSC 含量に関与する

QTL の詳細位置の特定

結果から，成熟葉のソース機能と葉鞘におけるシ

ンク・ソース変換機能に関係する形質として、葉内

の RuBisCO 含量、葉鞘内の NSC 含量・含有率に関

する QTL を特定し，それに寄与する DNA マーカー

についての知見が得られた。これらの情報は、収量

性向上を目的とした、ソース機能と葉鞘におけるシ

ンク・ソース変換機能向上に関するマーカー利用選

抜に利用できると考えられる。また、F� のうち戻

し交配の結果、目的 QTL 付近以外が再度ササニシ

キ型に置換された後代については、更に詳細な遺伝

子のファインマッピングに供試することが可能であ

ると考えられる。

オ　今後の課題

現在の段階では RuBisCO 含量、NSC 含量・含有

率に関する QTL は特定できた。しかし、特定され

た領域は、ある程度幅があり、今後は領域を狭めて

いくことが必要である。またそのためには特定され

た領域付近に新たなマーカーを開発し、解析する

ことが必要である。このため、F� を栽培しており、

今後 F� 集団を展開することも可能である。また特

定された領域には関連するいくつかの酵素遺伝子

も見つかっており、それらの酵素と RuBisCO 含量、

NSC 含量・含有率との関係についても調査する必

要がある。

カ　要　約

成熟葉のソース機能（光合成）と葉鞘におけるシ

ンク・ソース変換機能（炭水化物貯蔵と転流）に関

係する形質である止葉の RuBisCO 含量、葉鞘内の

NSC 含量について、

ア　RuBisCO 含量、NSC 含量の測定に関する簡易

評価法を開発した。

イ　ササニシキ / ハバタキ CSSL とササニシキを戻

し交配した F� 分離集団を用いて解析した結果、

RuBisCO 含量を増加させる QTL が第 � 染色体

�0�.�cM、NSC 含量を増加させる QTL が第 � 染

色体 ��.�cM および第 �� 染色体 ��.�cM、NSC 含

有率を増加させる QTL が第 �� 染色体 ��.�cM の

領域においてそれぞれ検出された。

ウ　RuBisCO 含量を増加させる DNA マーカーは

RM����、NSC 含量を増加させる DNA マーカーは

RM���� が有望であると結論付けられた。

キ　引用文献

１） Ohsugi, R. (�00�). Carbon metabolism to improve 

sink and source function In K. Toriyama, K. L. 

Heong and B. Hardy Eds., Rice is life: scientific 

perspectives for the ��st century. Proceedings of 

the World Rice Research Conference held in Tokyo 

and Tsukuba, Japan, �-� November �00�. Los Banos 

(Philippines): International Rice Research Institute, 

and Tsukuba (Japan): Japan International Research 

Center for Agricultural Sciences. CD. ���-���.

研究担当者（大杉立、山岸徹、佐々木治人 *）

15　イネの直播適性に関する DNA マーカーを利

用した育種法の開発（1801）

ア　研究目的

直播関連形質の低温苗立ち性・発芽性の QTL 解

析が進展し、平成 �� 年度には SSR マーカーの作出

に至り、品種育成への利用がより現実的なものと

なってきた。

そこで本課題では、「ほしのゆめ」に低温苗立ち

性を導入した準同質遺伝子系統の育成、品種育成に

有用な新配付系統への低温苗立ち性 QTL 導入系統
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の作出およびこれにより作出される準同質遺伝子系

統と QTL 導入系統を利用した品種育成を行う。

イ　研究方法

ア　「ほしのゆめ」BC�F� において目的領域お

よび背景領域のマーカー遺伝子型を確認し、その

BC�F� について目的領域を持つ個体を目的領域に近

接する � マーカー (AC�����,AC�����,AP0���) でそ

れぞれ H、H、A 型（H: ヘテロ、A:「ほしのゆめ」型）

を選抜して系統とし、各農業形質を調査した。

イ　前年（平成 �� 年）夏に圃場採種した「ほし

のゆめ」BC�F�（BC�F� で � マーカーが HHA 型の自

殖後代）を用い、水田に於いて � 月 �� 日播種の湛

水直播および平均水温 ��℃設定の冷水掛け流しに

より苗立ち性検定を行った。

ウ　配付系統「上育 ��0 号」、新品種「上育 ��� 号：

大地の星」の BC�F�（BC�F� で � マーカーが HHA

型の自殖後代）をシャーレによる発芽性検定試験に

供試した。

エ　「大地の星」BC�F� を � マーカーで HHA 型を

選抜し、温室で農業形質調査を行った。

オ　「上育 ��0 号」、「大地の星」の BC�F� につい

て � マーカーで HHA 型を選抜し、交配、得られた

BC�F� の選抜を同様に行った。

ウ　研究結果

ア　SSR マーカーなどで BC�F� の遺伝子型を調

査した結果、背景領域が十分に置換された系統は選

抜できなかった ( 図 ����-�)。BC�F� の農業形質調

査の結果、一部系統に各種形質において反復親と大

きな差が認められた（表 ����-�）。

イ　苗立ち検定の結果、各試験 � 反復設定した

比較品種（「ほしのゆめ」、「Italica Livorno」および

「緑育 PL�」）の発芽率の傾向が既往の評価と一致せ

ず、検定条件が不十分であったと判断された（表

����-�）。供試系統について、前年の発芽性の結果

表1115-1　「ほしのゆめ」BC�F� の農業形質

図1115-1　HS��（BC�F�）のグラフ遺伝子型

表1115-2　比較品種の苗立ち調査
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と対照させても、傾向は一致しなかった。

ウ　上育 ��0 号、「大地の星」（Ｊ ���）の BC�F�

の発芽性検定の結果、導入形質の効果が確認され

た（図 ����-�）。

エ　「大地の星」（Ｊ ���）BC�F� 系統の農業形質

調査の結果、出穂以外の形質は反復親との差が認め

られ、全 DNA 領域の置換が不十分であると推察さ

れた（表 ����-�）。

オ　上育 ��0 号および「大地の星」を反復親とし

た交配数、選抜数は表 ����-� に示した。

　

エ　考　察

戻し交雑系統の圃場での苗立ち性検定が十分に行

われなかったことから、今回用いた圃場での苗立ち

性検定方法は技術的確立が不十分であり、改良が

必要であると考えられた。そのため、導入を目指し

た QTL(Fujino et. al. �00�) の圃場での低温苗立ち性

への効果についての評価も今後の課題として残され

た。また、BC�F� までの戻し交雑系統においては、

背景領域の置換が十分行われておらず、親品種と農

業形質に大きな差が見られたことから、戻し交雑を

十分に進める必要があることが考えられた。

オ　今後の課題

導入 QTL の低温苗立ち性への効果検討が不十分

であるため、圃場での低温苗立ち性検定試験などを

継続して行う必要がある。

カ　要　約

ア　第 � 染色体の RFLP マーカー C���b におい

て作用力の大きい低温苗立ち性・発芽性 QTL を検

出し、その近傍の塩基配列情報を元にその QTL に

連鎖する SSR マーカーを作出した。

イ　「ほしのゆめ」戻し交雑系統について、背景

領域が十分に置換された系統は選抜できず、一部の

系統には親品種と農業形質に大きな差が見られた。

ウ　「上育 ��0 号」「大地の星」の戻し交雑系統に

ついて低温発芽性検定の結果、QTL の導入効果が

確認された。

エ　「上育 ��0 号」「大地の星」について低温苗立

ち性育種素材作出を目指し、戻し交雑を進めた。

キ　引用文献

１） Fujino et. al.(�00�).Mapping of quantitative trait 

loci controlling low-temperature germinability in 

rice(Oryza sativa L.).Theor Appl Genet �0�.���-���

研究担当者（木内　均 *、沼尾　吉則、佐藤　毅）

表1115-3　「大地の星」BC�F� の農業形質

表1115-4　「大地の星」、「上育 ��0 号」の戻し交雑および選抜結果

16　イネの高度耐冷性に関する DNA マーカーを

用いた育種法の開発（1802）

ア　研究目的

寒冷地の稲作において耐冷性は重要形質のひとつで

あり、低温年でも品質、食味が低下せず、安定した栽

培を行うために、高度耐冷性を持つ優良品種の育成が

強く望まれている。本研究では、染色体連鎖地図上に

位置付けされた DNA マーカーを用い、ジャワ型品種

「Pakhe Dhan」由来の耐冷性に関与する QTL の解析を
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行い、高度耐冷性遺伝子に隣接する DNA マーカーを

選定する。さらに連鎖した DNA マーカーを利用して、

高度耐冷性を有する系統の選抜技術を開発する。

イ　研究方法

ア　第 �染色体に位置する「Pakhe Dhan」由来耐

冷性 QTL、qFLT-� の解析

ａ　座乗領域の絞り込み

遺伝的背景が「ふ系 ��� 号」で、qFLT-� が座乗

していると推定される領域が段階的に分離する � 集

団（BC�F�）各 �0 個体を用いた（図 ����-�）。耐

冷性検定は人工気象室で行い、処理温度は �0.�℃、

処理期間は幼穂形成期から開花終了時まで行った。

QTL 解析には Mapmaker/QTL を用いた。

ｂ　準同質遺伝子系統の特性調査

遺伝的背景が「ふ系 ��� 号」で、qFLT-� 近傍領

域 (FP0��0 ～ FP0���、 約 ��cM) を「Pakhe Dhan」

型に置換した系統を生産力検定と耐冷性検定に供試

し、「ふ系 ��� 号」との同質性と耐冷性遺伝子の効

果を調査した。

ｃ　qFLT-� を育種に利用した場合の効果と選抜

効率の調査

「駒の舞」とアｂで用いたの準同質遺伝子系統の

戻し交配後代系統 ( 単独系統 *�)、�� 系統について、

耐冷性検定と qFLT-� 近傍領域の遺伝子型を調査

し、遺伝子型選抜の効果を検討した。

イ　第 � 染色体に位置する耐冷性 QTL、qFLT-�

の解析

遺伝的背景が「ふ系 ��� 号」で、qFLT-� が座乗

すると推定される第 �染色体の上腕部をヘテロに持

つ � 集団 (BC�F�)、各 �0 個体を用いた（図 ����-�）。

耐冷性検定以下の方法はアａと同様である。

ウ　研究結果

ア　第 � 染色体に位置する耐冷性 QTL、qFLT-�

の解析

ａ　座乗領域の絞り込み

須藤ら �) は第 � 染色体の RFLP マーカー S�����

近傍に「Pakhe Dhan」由来の耐冷性 QTL を検出し

たことを報告している。本研究ではまず、S����� 近

傍に SSR マーカーを作成し、高密度連鎖地図を作成

した（図 ����-�）。これらを利用した QTL 解析の結

果、Chr�-� ～ � 集団では FP0��� に QTL を検出し

たが、Chr�-�,� 集団ではいずれのマーカーにおいて

も有為な QTL は検出されなかった（図 ����-�）。

ｂ　準同質遺伝子系統の特性調査

qFLT-� 近傍領域を「Pakhe Dhan」型に置換した

準同質遺伝子系統の出穂期、稈長、玄米収量等はほ

ぼ、「ふ系 ��� 号」と同じであったが、恒温深水法

による耐冷性検定の結果、稔実率は約 ��％、判定で

は �ランク「ふ系 ��� 号」を上回った（表 ����-�）。

ｃ　qFLT-� を育種に利用した場合の効果と選抜

効率の調査

「駒の舞」と準同質遺伝子系統の戻し交配後代の

単独系統は、qFLT-� 近傍領域の遺伝子型が「駒の舞」

型のものは、“極強”以上の出現割合が ��.�％であっ

たが、「Pakhe Dhan」型のものは��.0％であった（図�）。

イ　第 � 染色体に位置する耐冷性 QTL、qFLT-�

の解析

耐冷性検定と QTL 解析の結果、Chr�-�,� 集団で

qFLT-6
1 19.8 25cm

表1116-1　準同質遺伝子系統の生産力検定及び耐冷性

検定結果（�00�、�00� 年平均）

図1116-1　第 �染色体の連鎖地図と解析集団の

遺伝子型及び QTL 検出の有無
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SSR マーカー FP0�0� に QTL を検出したが、Chr�-�

集団ではいずれのマーカーにおいても有為な QTL

は検出されなかった（図 ����-�）。

*�：単独系統とは水稲の集団育種法において、

雑種集団より個体選抜を行い、� 個体を � 系

統として養成したもので、通常、F�、F� 世代

である。

エ　考　察

ア　第 � 染色体に位置する耐冷性 QTL、qFLT-�

について

QTL 解 析 の 結 果 よ り、qFLT-� は FP0��� ～

FP0��� と FP0��� ～ FP0�0� の領域には座乗せず、

FP0��� 近傍の約 �.�cM に座乗すると推定された。

この領域を含む「Pakhe Dhan」の染色体断片を導入

した準同質遺伝子系統の生産力検定及び耐冷性検定

の結果より、qFLT-� は低温条件下において稔実率

を �� ～ �0％程度上昇させ、耐冷性のレベルを � ラ

ンク程度向上させる効果をもち、その近傍には主要

形質に影響を及ぼす遺伝子は座乗していないと考え

られた。また、qFLT-�を通常の育種に利用する際は、

単独系統世代で遺伝子型選抜をすることにより、効

率的に耐冷性の強い系統を選抜することができると

考えられた。

イ　第 � 染色体に位置する耐冷性 QTL、qFLT-�

について

QTL 解 析 の 結 果 よ り、qFLT-� は RM���� ～

RM���� と FP0�0� ～ FP0�0� の領域には座乗せず、

FP0�0� 近傍の約 �0.�cM 上に座乗すると推定され

た。第 �染色体には「Silewah」由来の耐冷性遺伝子

の存在が報告されているが（Saito et al.）�)、今回検

出された QTL はそれとは異なる領域に位置し、新

規の遺伝子であると考えられた。

オ　今後の課題

ア　第 � 染色体に位置する耐冷性 QTL、qFLT-�

について

qFLT-� の座乗領域をさらに絞り込むため、近傍

にマーカーを設定し、より密に連鎖するマーカーを

選定し、選抜に利用していく必要がある。また、遺

伝的背景をふ系 ��� 号、「駒の舞」にした場合での

qFLT-� の効果について調査していく必要がある。

イ　第 � 染色体に位置する耐冷性 QTL、qFLT-�

について

qFLT-� の座乗領域を絞り込むため、近傍にマーカー

を設定し、より密に連鎖するマーカーを選定する必要

がある。また、準同質遺伝子系統を作出し、qFLT-�

の耐冷性におよぼす効果を確認する必要がある。　

カ　要　約

ア　第 � 染色体に位置する耐冷性 QTL、qFLT-�

の解析

ジャワニカ品種「Pakhe Dhan」由来の第 �染色体

に座乗する耐冷性 QTL、qFLT-� について、その座

乗領域を �.�cM に絞り込んだ。qFLT-� は低温条件

qFLT-4

図1116-2　BC�F� 系統における qFLT-� 近傍領域の

遺伝子型別の稔実率

図1116-3　第 � 染色体の連鎖地図と解析集団の

遺伝子型及び QTL 検出の有無
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17　イネの複合抵抗性に関する DNA マーカーを

利用した育種法の開発（1803）

　　DNA マーカーによる効率的イネ高度耐冷性

実用品種作出法の開発（1803）

ア　研究目的

イネ穂ばらみ期耐冷性 QTL（日本型品種および

ブータン品種由来）を実用品種に効率的に導入する

ため、耐冷性 QTL に密接に連鎖するマーカーを選

定し、DNA マーカー選抜による準同質遺伝子系統

の作出を試みる。また、いもち病真性抵抗性遺伝子

と密接に連鎖する PCR マーカーを用いて準同質遺

伝子系統の選抜を実践する。

イ　研究方法

ア　ひとめぼれ由来耐冷性 QTL に関するマッピ

ングおよびマーカー選抜

日本型耐冷性品種ひとめぼれを供与親、耐冷性や

や強～中のチヨホナミを反復親にしたバッククロス

インブレッドラインで確認された第７染色体長腕

の QTL 検出領域に PCR マーカーの作出・拡充を試

みた。また、戻し交雑とマーカー選抜によって遺伝

背景ができるだけチヨホナミ型に置換した分離集団

（QTL 検出領域の組換え個体の自殖後代、４集団）

を作出し、耐冷性検定（処理水温 ��.0℃）に供試

して QTL のマッピングを行った。さらに分離集団

の後代から固定系統を選抜し、�00� 年に生産力検

定試験等に供試し、同質性評価を行った。

イ　奥羽 ��� 号由来耐冷性 QTL に関するマッピ

ング

日本型耐冷性系統の奥羽 ��� 号を供与親、チヨホ

ナミを反復親にしたバッククロスインブレッドライ

ンで確認された第４染色体長腕の QTL 検出領域に

PCR マーカーの作出・拡充をを試みた。また、戻

し交雑とマーカー選抜によって遺伝背景ができるだ

けチヨホナミ型に置換した分離集団（２集団）を作

出し、耐冷性検定（処理水温 ��.0℃）に供試して

QTL のマッピングを行った。

ウ　Kuchum を供与親にした耐冷性の QTL 解析

ブータン品種 Kuchum が保有する穂ばらみ期耐冷

性 QTL を探索するため、Kuchum を供与親、チヨ

ホナミを反復親にしたバッククロスインブレッドラ

インの作出および親多型解析を行った。バッククロ

スインブレッドラインから表現型で出穂期がチヨホ

ナミ並の耐冷性系統を選抜し、選抜系統とチヨホ

ナミとの交雑後代を耐冷性検定（処理水温 ��.0℃）

に供試し、各個体のマーカー遺伝子型、不稔歩合お

よび稈長のデータをもとに QTL 解析を行った。

エ　いもち病真性抵抗性遺伝子に関する準同質遺

伝子系統のマーカー選抜

まなむすめを反復親、Kontor（Piz-t）、Tadukan

（Pita-�）をそれぞれ供与親にした準同質遺伝子系

統を作出するため、連鎖マーカーを用いた組換え個

体選抜と抵抗性遺伝子のホモ化を行い、準同質遺伝

子系統候補を選抜した。また、選抜系統を �00� 年

に生産力検定試験等に供試し、同質性評価を行った。

ウ　研究結果

ア　ひとめぼれ由来耐冷性 QTL に関するマッピ

ングおよびマーカー選抜

第７染色体長腕の QTL 検出領域に計 �0個の PCR

マーカーを作出した。これらのマーカーを用いて４

下で稔実率を �� ～ �0％向上させる効果をもつと考

えられる。また、qFLT-� を育種に利用する際は、

単独系統世代で遺伝子型選抜を行うことにより効率

的に耐冷性の強い系統を選抜できることが明らかに

なった。

イ　第 � 染色体に位置する耐冷性 QTL、qFLT-�

の解析

「Pakhe Dhan」由来の第 � 染色体に座乗する耐冷

性 QTL、qFLT-� の座乗領域を約 �0.�cM に絞り込

んだ。
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つの分離集団の QTL 解析を行った結果、RM�0� ～

RM���� 間が分離する集団で効果の大きな QTL が

検出され、ひとめぼれ遺伝子が不稔歩合を低くした。

また、RM��� ～ RM���� 近傍が分離する集団でも

QTL が検出され、RM��� ～ RM���� 間には２つの

QTL が確認された（図 ����-�）。さらに各 QTL を

含む固定系統を選抜し、耐冷性検定試験および生産

力検定試験に供試した結果、チヨホナミより耐冷性

が向上し（図 ����-�）、玄米千粒重を除きチヨホナ

ミとほぼ同じ特性の系統が得られた（表 ����-�）。

イ　奥羽 ��� 号由来耐冷性 QTL に関するマッピ

ング

第４染色体長腕の QTL 検出領域に計７個の PCR

マーカーを作出した。これらのマーカーを用いて２

つの分離集団の QTL 解析を行った結果、マーカー

RM���� ～ RM���� 間が分離する集団で効果のやや

小さい QTL が検出され、奥羽 ��� 号遺伝子が不稔

歩合を低くしたが、分離領域が短い集団（RM����

～ RM���� 間が分離）では明瞭な QTL は検出でき

なかった。

ウ　Kuchum を供与親にした耐冷性の QTL 解析

不稔歩合に関する QTL 解析の結果、第１および

第４染色体に QTL が検出され、特に第４染色体の

RM���� 近傍の QTL は Kuchum 遺伝子が不稔歩合を

低くした。また、稈長に関する QTL は第１、第４

および第７染色体に検出された。　

エ　いもち病真性抵抗性遺伝子に関する準同質遺

伝子系統のマーカー選抜

Piz-t では CAPS マーカー R�00��S ～ C�0���S で

Kontor ホモ型の個体を選抜し、その後代から４系統

を選抜した。Pita-� では CAPS マーカー SS0�0� ～

SSR マーカー RM��0� で Tadukan ホモ型の個体を選

抜し、その後代から５系統を選抜した。�00� 年に選

抜系統を生産力検定試験等に供試し、まなむすめと
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図1117-1　第７染色体に検出された QTL の位置

�) 連鎖地図の遺伝距離は、分離集団

��� 個体での連鎖解析結果による。

図1117-2　選抜系統の耐冷性検定結果（�00� 年）

�) 恒温深水法による。� 系統 � 株養成し、

７月上旬～９月上旬まで ��.0℃の冷水

を水深 ��cm で循環潅漑。

�) 不稔歩合は、各株の稈長順上位 �穂（計

�� 穂）を対象に実測調査。

表1117-1　選抜系統の生産力検定試験結果（�00� 年）

�) 玄米品質は、１（良）～５（不良）。

�) 食味評価は、＋５（基準よりかなり良い）～－５（基準よりかなり不良）。

　基準品種チヨホナミ。パネラー古川農試職員 �� 名。
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の比較を行い、Piz-t、Pita-� ともに、いもち病抵抗

性以外はまなむすめと同じ特性を示す準同質遺伝子

系統を得た（表����-�、写真����-�）。�00�年から「東

北 IL�� 号（Piz-t）」「東北 IL�� 号（Pita-�）」の地方

番号を付けて、奨励品種決定調査に配付している。

エ　考　察

ア　ひとめぼれ由来耐冷性 QTL に関するマッピ

ングおよびマーカー選抜

RM�0�～RM����間に検出されたQTLは、上田ら�)

が報告している qCT-� と同一と考えられた。また、

RM�0� ～ RM���� がチヨホナミ型に固定し、RM���

～ RM���� 近傍が分離する集団でも QTL が検出さ

れたことから、qCT-� の近くに別の QTL が存在す

ると考えられた。分離集団から選抜した固定系統は

玄米千粒重がやや小さく、遺伝背景がチヨホナミに

十分置換されていないことが主要因と考えられた。

イ　奥羽 ��� 号由来耐冷性 QTL に関するマッピ

ング

RM���� ～ RM���� 間に QTL が確認できたが、こ

の QTL は効果がやや小さく、また、座乗領域の絞

り込みも不十分であった。

ウ　Kuchum を供与親にした耐冷性の QTL 解析

ブータン品種 Kuchum の後代で検出された第４

染色体の QTL は、日本型の耐冷性品種が保有する

QTL とは異なる染色体領域に検出され、その効果

も大きいため、日本型品種への導入により耐冷性が

向上する可能性があると考えられた。

エ　いもち病真性抵抗性遺伝子に関する準同質遺

伝子系統のマーカー選抜

抵抗性遺伝子と密接に連鎖する CAPS マーカーや

SSR マーカーの利用によって、効率的な選抜が可能

であった。また、同質性評価の結果、抵抗性遺伝子

と連鎖する農業上の不良形質は認められなかった。

オ　今後の課題

ア　ひとめぼれ由来耐冷性 QTL に関するマッピ

ングおよびマーカー選抜

他の耐冷性 QTL との集積効果の確認。

イ　奥羽���号由来耐冷性QTLに関するマッピング

詳細なマッピング。他の耐冷性 QTL との集積効

果の確認。斎藤ら �) が報告している穂ばらみ期耐

冷性遺伝子 Ctb� との異同の確認。

ウ　Kuchum を供与親にした耐冷性の QTL 解析

第４染色体に検出されたQTLの詳細なマッピング。

エ　いもち病真性抵抗性遺伝子に関する準同質遺

伝子系統のマーカー選抜

「東北 IL�� 号」、「東北 IL�� 号」の同質性の再確認。

Pik-m に関する準同質遺伝子系統の作出。　　

表1117-2　東北 IL�� 号、東北 IL�� 号の生産力検定試験結果（�00� 年）

�) 玄米品質は、１（良）～５（不良）。

�) 食味評価は、＋５（基準よりかなり良い）～－５（基準よりかなり不良）。

　基準品種まなむすめ。

　パネラー古川農試職員９名（東北 IL�� 号）、�� 名（東北 IL�� 号）。

写真1117-1　東北 IL�� 号の成熟期の草姿

�) �00� 年 � 月。古川農試圃場。
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カ　要　約

ア　ひとめぼれ由来耐冷性 QTL に関するマッピ

ングおよびマーカー選抜

チヨホナミを遺伝背景にした第７染色体長腕の分

離集団で、異なる位置に２つの耐冷性 QTL を検出し、

各 QTL に関する準同質遺伝子系統候補を選抜した。

これらの系統は、チヨホナミより耐冷性が向上し、玄

米千粒重を除きチヨホナミとほぼ同じ特性であった。

イ　奥羽 ��� 号由来耐冷性 QTL に関するマッピ

ング

チヨホナミを遺伝背景にした第４染色体体長腕の分

離集団で、効果のやや小さい耐冷性QTLを確認した。

ウ　Kuchum を供与親にした耐冷性の QTL 解析

チヨホナミとブータン品種 Kuchum の交雑後代に

おいて、第４染色体に Kuchum 遺伝子が不稔歩合を

低くする QTL を検出した。この QTL は耐冷性向上

に有効と考えられた。　

エ　いもち病真性抵抗性遺伝子に関する準同質遺

伝子系統のマーカー選抜

まなむすめを遺伝背景とした Piz-t および Pita-�

に関する準同質遺伝子系統を作出した。　

キ　引用文献

１) 上田忠正・千葉文弥・遠藤貴司・蛯谷武志・竹

内善信・佐々木都彦・永野邦明 (�00�). イネの穂

ばらみ期耐冷性遺伝子 qCT-�(t) の連鎖解析 . 育

種学研究 .�（別 �）:��.

２) 斎藤浩二・黒木慎・早野由里子・佐藤裕 (�00�).

イネ穂ばらみ期耐冷性遺伝子Ctb� のマッピン

グ . 育種学研究 .�（別 �）:��0.

研究担当者（永野邦明 *、千葉文弥、佐々木都彦、
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18　イネのいもち病抵抗性に関する DNA マー

カーを利用した育種法の開発（1804）

　　DNA マーカーを利用した陸稲「戦捷」のい

もち病圃場抵抗性遺伝子導入同質遺伝子系統

の育成（1804）

ア　研究目的

イネいもち病は稲作における最も重大な病害であ

り、ブレイクダウンの恐れがない圃場抵抗性品種の

作付けによる耕種的防除が望ましい。しかし現状で

は、良食味特性といもち病圃場抵抗性を結合させた

品種はほとんどない。このことから、全国でいもち

病圃場抵抗性を持たない良食味品種の過剰な作付け

を招き、水稲作の安定生産に支障をきたしている。

このため本研究では、陸稲戦捷のいもち病圃場抵抗

性遺伝子を量的遺伝子座（QTL）解析するとともに、

解析で得られた DNA マーカーを用いていもち病圃

場抵抗性遺伝子を良食味品種ミネアサヒに導入した

同質遺伝子系統 (NIL) を育成する。

イ　研究方法

ア　陸稲戦捷のいもち病圃場抵抗性遺伝子のマッ

ピング

農林水産先端技術研究所（STAFF）から分譲され

た ��� 個の RFLP マーカーから、いもち病圃場抵抗

性が極強の戦捷と弱の農林 �� 号との間で多型を示

すマーカーの選抜を行った。選抜されたマーカーを

用いて戦捷 / 農林 �� 号の F� ��� 個体について DNA

を抽出し、自植 F� 系統を用いた畑晩播による葉い

もち検定の結果と併せて QTL 解析を行った。

イ　いもち病圃場抵抗性を導入したミネアサヒ同

質遺伝子系統の育成

戦捷の４つの QTL 領域をそれぞれ独立に良食味

品種ミネアサヒに導入するため、戻し交配を行った。

各々 B�F� 又は B�F� 世代までは、目的とする QTL

領域以外の染色体領域をミネアサヒに置換するよう

RFLP マーカーで選抜し、後代についても PCR マー

カー等を用いて選抜・固定を行った。

ウ　QTL 領域の葉および穂いもち抵抗性の確認

第４染色体の G��� 領域および G��� 領域、第 ��

染色体の C���� 領域のみをそれぞれ独立に有する

ミネアサヒ NILs(B�F� ～ B�F�)、第 �� 染色体の S���

領域については、QTL が検出されない第１および

第９染色体の一部が残っているが、それ以外はミネ

アサヒに置換した NIL(B�F�) について、当場常法の

葉および穂いもち検定を行った。

ウ　研究結果

ア　陸稲戦捷のいもち病圃場抵抗性遺伝子のマッ

ピング

親解析の結果、両親で多型が認められた RFLP
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マーカーは、��� 種であった。また、葉いもち検

定における比較品種の発病の差異は明確であった。

この条件での F� 系統群の葉いもち圃場抵抗性は

極強から極弱までの連続変異が観察された。QTL

解析の結果、第４染色体の G���、第４染色体の

G���、第 �� 染色体の C���� および第 �� 染色体の

S��� 近傍に葉いもち圃場抵抗性に関与する QTL

が検出された（図 ����-�）。F� 系統群における葉
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図1118-1　農林 �� 号 / 戦捷におけるいもち病抵抗性の QTL 領域

　　　　�) 黒：農林 �� 号 / 戦捷の連鎖地図、白：高密度連鎖地図 ����-�)

　　　　�) 矢印：LOD 値が �.0 以上の QTL の位置

図1118-2　戦捷の QTL 領域を独立に有するミネアサヒ NILs のグラフィカルジェノタイプ

　　　　�) 黒：戦捷の染色体領域、白：ミネアサヒの染色体領域
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いもち圃場抵抗性の全表現型分散におけるそれぞ

れの QTL の寄与率は、��%(G���)、��%(G���)、８

%(C����) および８%(S���) であった。いずれの QTL

においても、戦捷の対立遺伝子が抵抗性を高める

作用を持っていた。

イ　いもち病圃場抵抗性を導入したミネアサヒ同

質遺伝子系統の育成

第４染色体 G��� 領域では、G��� 以外の領域を

ミネアサヒに置換した NIL を得ることができた。

この NIL の戦捷領域の遺伝距離は、��.�cM 以下で

あった。第４染色体の G��� 領域では、DNA マー

カー C�0��-G��� 領域の �.�cM 以下のみを戦捷領

域とする NIL を得ることができた。第 �� 染色体の

C���� 領域では、DNA マーカー RM���-RM��� 領域

の ��.�cM 以下のみを戦捷領域とする NIL を得るこ

とができた。第 �� 染色体の S��� 近傍では、戦捷領

域について QTL が検出されない第１および第９染

色体の一部を残したが、それ以外は DNA マーカー

RM���-S����� 領域の ��.�cM 以下のみを戦捷領域

とする NIL を得ることができた。

ウ　QTL 領域の葉および穂いもち抵抗性の確認

各 QTL 領域（図 ����-�）を独立に有するミネ

アサヒ NILs について、葉および穂いもち病検定を

行った結果、抵抗性強度には大きな差異が認めら

れ、G��� 領域＞ C���� 領域＞ G��� 領域＞ S��� 領

域の順となった。最も強い G��� 領域は、基準品種

の発病から葉いもちは、ごく強、穂いもちは、強～

やや強と判定された。また、C���� 領域はやや強、

G���領域は中程度であった。S���領域については、

やや弱のミネアサヒより僅かに強く、中～やや弱程

度であった（図 ����-�）。

エ　考　察

ア　陸稲戦捷のいもち病圃場抵抗性遺伝子のマッ

ピング

陸稲および陸稲由来品種の葉いもち圃場抵抗性

のQTL解析についてはいくつかの報告がある�,�,�)。

Fukuoka and Okuno�) は、陸稲オワリハタモチの葉

いもち圃場抵抗性の QTL 領域を第４染色体 G���

および G��� 近傍ならびに第 �� 染色体 C��� 近傍に

見出し、G��� 近傍の QTL に pi�� を付名した。こ

れらの染色体上の位置は本研究の QTL と良く一致

していることから戦捷の G��� 近傍の QTL は pi��

である可能性が高い。これは、オワリハタモチの両

親はいずれも系譜に戦捷を有することからも推察

される。Miyamoto et. al �) は、陸稲嘉平の葉いもち

圃場抵抗性の QTL 領域は第４染色体 G��� および

G��� 近傍としている。これらも本研究の QTL の

位置と一致したが、QTL 間の相対的な遺伝子作用

力は異なっていた。Zenbayashi et. al �) は、陸稲関

東 �� 号に由来する水稲中部 �� 号の葉いもち圃場抵

抗性を QTL 解析し、第 �� 染色体の C���� 近傍に

QTL を検出している。この結果も本研究の QTL と

一致している。この様に陸稲戦捷が保有する葉いも

ち圃場抵抗性の QTL は他の陸稲品種とほぼ同一で

あると考えられるが作用力に差異が認められること

図1118-3　戦捷の QTL 領域を独立に有するミネアサヒ NILs のいもち病抵抗性

　　　　�) 数字は、図 ����-� の NILs を示す。

　　　　�) 右写真は、NILs の葉いもち圃場抵抗性の差異を示す。



― �� ―

から、今後の検討が必要であると考えられた。

イ　いもち病圃場抵抗性を導入したミネアサヒ同

質遺伝子系統の育成

DNA マーカーを用いることで短期間に目的とす

る戦捷領域のみを導入したミネアサヒ NILs を育成

できた。愛知県における陸稲戦捷を用いた、�0 年

にわたるいもち病圃場抵抗性育種の例 �) が示すと

おり、通常育種では陸稲のいもち病圃場抵抗性を

水稲に導入することは長い年月が必要とされる。本

研究では極めて短期間のうちに NILs を育成でき、

DNA マーカーの有用性を実証できたものと考えら

れる。しかし、育成した NILs は草姿、食味特性に

劣るものが多く、より一層戦捷領域を狭める必要が

あると考えられた。

ウ　QTL 領域の葉および穂いもち抵抗性の確認

４つの QTL 領域のうち、最も強い作用力を示し

た G��� 領域は、日本水稲の中では最強ランクに

相当すると考えられ、単独でもいもち病に対する

農薬防除を省略できるものと考えられた。また、

C���� 領域についてもやや強の作用力を持つ。こ

れらの作用力を持つ良食味水稲品種は現存しない

ため、この２つの QTL 領域を水稲に導入すること

を最優先とし、品種育成を進めるべきであると考

えられた。

オ　今後の課題

ア　陸稲戦捷のいもち病圃場抵抗性遺伝子のマッ

ピング

陸稲戦捷が保有する葉いもち圃場抵抗性の QTL

は他の陸稲品種とほぼ同一であると考えられるが作

用力に差異が認められる。このことから、遺伝子単

離等のゲノム解析を進め、その異同の確認が必要で

あると考えられた。

イ　いもち病圃場抵抗性を導入したミネアサヒ同

質遺伝子系統の育成

育成した NILs は草姿、食味特性に劣るものが多

く、より一層戦捷領域を狭めるために各 QTL 領域

近傍に PCR マーカーを設定し、選抜を進める必要

があると考えられた。また、これらの QTL を作付

面積の最も多いコシヒカリに導入し、稲作の安定生

産に貢献する必要があると考えられた。

ウ　QTL 領域の葉および穂いもち抵抗性の確認

各 QTL 領域単独の作用力は明らかとなったが、

今後はこれらの領域の再集積、更には他に報告され

ている Pb�、Pi��t 等との集積を検討する必要があ

ると考えられた。

カ　要　約

ア　陸稲戦捷のいもち病圃場抵抗性遺伝子のマッ

ピング

陸稲戦捷のいもち病圃場抵抗性遺伝子を QTL 解

析し、第４染色体の G���、第４染色体の G���、第

�� 染色体の C���� および第 �� 染色体の S��� 近傍

に葉いもち圃場抵抗性に関与する QTL を検出した。

イ　いもち病圃場抵抗性を導入したミネアサヒ同

質遺伝子系統の育成

戦捷の４つの QTL 領域をそれぞれ独立に導入し

たミネアサヒ NIL ｓを育成した。

ウ　QTL 領域の葉および穂いもち抵抗性の確認

育成したミネアサヒ NILs について、葉および穂

いもち抵抗性を確認し、その作用力は G��� 領域＞

C����領域＞G���領域＞G���0領域の順であった。
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19　イネのトビイロウンカ抵抗性に関する DNA

マーカーを利用した育種法の開発（1805）

　　DNA マーカーを利用したイネトビイロウン

カ抵抗性新品種育成システムの開発（1805）

ア　研究目的

トビイロウンカは毎年中国大陸より日本に飛来し

てイネに多大な被害を与える重要害虫であり、抵抗

性遺伝子の利用は栽培上簡便かつ経済的である。し

かし、既存の抵抗性遺伝子 Bph�、　bph� 等の一部

の抵抗性が既に感受性化しており、新たな抵抗性遺

伝子の探索・同定、導入が急務である。本研究では、

異種ゲノム種O.officinalis、O.minuta、O.australiensis

由来のトビイロウンカ抵抗性遺伝子の分子マーカー

による連鎖解析・同定を行うとともに、選抜マーカー

の探索を行う。さらに、得られた DNA マーカー情

報を用いて、同質遺伝子系統の育成を行う。

イ　研究方法

ア　O.officinalis 由来トビイロウンカ抵抗性遺伝

子の bph�� の選抜マーカーの作出

bph��(t) は、Hirabayashi ら �) により第３染色体の

末端 RFLP マーカー G���� 近傍に座乗することが

わかっていたが、さらに公開されている第３染色体

のゲノム塩基配列情報をもとに、簡易に利用できる

SSR マーカーのプライマーを設計した。

イ　O.minuta 由来のトビイロウンカ抵抗性遺伝

子のマッピング

平林ら �) はO.minuta 由来のトビイロウンカ抵抗

性の QTL 解析から第５、８、�� 染色体上にトビ

イロウンカ抵抗性に関する QTL を検出した。その

QTL のうち、もっとも寄与率が高い第 �� 染色体長

腕の QTL について絞り込みを行った。さらに、こ

の領域が分離する材料を養成し、表現型・遺伝子型

の調査によるマッピングを試みた。

ウ　O.australiensis 由来トビイロウンカ抵抗性遺

伝子Bph�0(t) のマッピングと不良連鎖

Bph�0(t) は Ishii et al(����) によって第 �� 染色体

上の RFLP マーカー RG��� と �.��cM で連鎖すると

報告されているが、さらに詳細な座乗位置を決定す

るため、�� 染色体長腕の RFLP マーカーと RG���

近辺の SSR マーカーを用いて、座乗領域の推定を

試みた。さらに同質遺伝子系統の育成の際、長稈や

不稔などの不良形質が連鎖することが判明したの

で、その連鎖関係を明らかにした。

ウ　研究結果

ア　O.officinalis 由来トビイロウンカ抵抗性遺伝

子の bph�� の選抜マーカーの作出

公開されている第３染色体長腕末端の G���� 近

傍に、ゲノム塩基配列情報をもとに SSR 領域を見出

し、このうち �� カ所についてプライマーを設計し

た。その結果、６マーカーが bph��(t) 近傍に位置付

けられた。既存の SSR マーカーも加えて、bph��(t)

の両側にマップすることができた（図 ����-�、写

真 ����-�）。
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　　　　写真1119-1　RM���� のバンドパターン

図1119-1　bph��(t) の連鎖地図（第３染色体上）
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イ　O.minuta 由来のトビイロウンカ抵抗性遺伝

子のマッピング

O.minuta 由 来 ト ビ イ ロ ウ ン カ 抵 抗 性 系 統

M-1635-7 にヒノヒカリを戻し交雑した後代を用い

て、第 12 染色体上の QTL についてマッピングを試

みた。

第 12 染色体長腕の QTL 領域のみを持つ系統を

選抜し、QTL が確認された領域に抵抗性を確認で

きた。次に、この領域が分離する材料を養成し、

表現型・遺伝子型の調査によるマッピングを試み

た。また、この抵抗性遺伝子は、C751 から R1684

の間に存在するものと考えられた。　次に、マッ

ピングを行うためO.minuta 由来トビイロウンカ抵

抗性系統 M-1635-7 にヒノヒカリを 3 回戻し交雑

した後代 BC3F3 で第 12 染色体長腕がへテロ型であ

る個体を選定した。その個体から派生した BC3F4

　130 系統を用いて、O.minuta 由来トビイロウン

カ抵抗性遺伝子のマッピングを試みた。その結

果、本遺伝子は RFLP マーカー C185 を中心とし

た SSR マーカー HM17 から HM42 の領域に座乗す

ることがわかり、新たに Bph16 (t) と仮名した ( 図

1119-2)。 

ウ　O.australiensis 由来トビイロウンカ抵抗性遺

伝子Bph10(t) のマッピングと不良連鎖

Bph10(t) は Ishii et al 3) によって第 12 染色体上の

RFLP マーカー RG457 と 3.68cM で連鎖すると報告

されているが、さらに詳細な座乗位置を決定するた

め、12 染色体長腕の RFLP マーカーと RG457 近辺

の SSRマーカーを用いて、座乗領域の推定を試みた。

その結果、RG457 両側近傍の SSR マーカー RM277、

　RM511、RM519、RM313 付近には座乗せず、そ

れらよりさらに、約 15cM 末端側の RFLP マーカー

E20994 ～ R10289 ～ C2808 の約 16cM 間に座乗する

と考えられた（図 1119-3）。また、Bph10(t) は不稔

を起こす遺伝子と連鎖していたが、この不稔遺伝子

は、C1069 付近に座乗することがわかり、この連鎖

を切ることにも成功した。

さ ら に、Bph10(t) は、 第 12 染 色 体 長 腕 上 の

HM17、HM25 と組換え価 0% でマッピングされた。

そこで、HM17、HM25 の両側に新たに 6 種の SSR

マーカー HM42、43、53、54、55、56 を設定して、

6 集団 1021 系統の遺伝子型を調査し、この領域で

組み換えのあった系統を探索した。その結果、この

領域は組換えの頻度が極端に少なかったが、組換

えの起こった系統の表現型を調べた結果、Bph10(t)

は HM17、HM25 間に座乗することがわかった ( 図

1119-3、写真 1119-2)。また、現在、HM17、HM25

間で組換えがおこり、抵抗性の分離している系統の

後代を用いてさらに絞り込みを図り、同質遺伝子系

統の作出を目指している。 

エ　考　察

ア　O.officinalis 由来トビイロウンカ抵抗性遺伝

子の bph11 の選抜マーカーの作出

bph11(t) は、トビイロウンカ抵抗性の幼苗検定で

は、中程度の抵抗性しか示さないため、判定が難し

いことが分かっている。そのため、有用な選抜マー

カーの作出が求められていた。そこで、第 3染色体

長腕末端の RFLP マーカー G1318 付近には、簡易

に選抜できる PCR ベースのマーカーが不足してい

たため、SSR マーカーを設定し、既存の SSR マーカー

も加えて、bph11(t) の両側にマップすることができ

た（図 1119-1、写真 1119-1）そのなかで RM3329、

HM8 は bph11(t) の極近傍にあり、選抜マーカーと

して、利用できると考えられた。

図1119-2　抵抗性遺伝子Bph16(t) の第 12 染色体上

の連鎖地図
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イ　O.minuta 由来のトビイロウンカ抵抗性遺伝

子のマッピング

O.minuta 由来の抵抗性遺伝子は、本研究で第 ��

染色体の長腕領域に座乗することが分かった。し

かし、この領域には、既に Bph�、bph�、Bph�、

Bph�0(t) の � つの遺伝子が座乗しているが、これ

ら遺伝子との対立性について今後調査する必要が

ある。座乗領域近傍に SSR マーカーを設計して詳

細なマッピングを行った結果から、HM��、HM��、

HM�� が選抜マーカーとして利用できることが判明

した。現在、Bph��(t) 両側のフランキングマーカー

を利用して同質遺伝子系統の育成を行っている。

ウ　O.australiensis 由来トビイロウンカ抵抗性遺

伝子Bph�0(t) のマッピングと不良連鎖

Bph�0(t) は、Ishii ら �) の報告と同様に第 �� 染色

体上の領域に座乗することが示唆された。しかし、

本研究では、Ishii らが報告した領域から約 ��cM 末

端側の領域に座乗することが示唆された。マッピン

グの結果から、Bph��(t) とほぼ同じ領域にマッピン

グされた。選抜マーカーもBph��(t) と同様に HM��

等が利用できる。さらに、Bph�0 の近傍には不稔だ

けでなく、長稈の遺伝子も座乗しおり、連鎖の解消

が必要である。

オ　今後の課題

ア　O.officinalis 由来トビイロウンカ抵抗性遺伝

子の bph�� の選抜マーカーの作出

bph��(t) は、単独での抵抗性程度は幼苗検定で

は中程度であり、Bph�、bph� などの抵抗性より弱

いことが分かっている ( 平林未発表 )。そのため、

bph�� で単独で利用するだけでなく、抵抗性安定の

ためには、他の抵抗性遺伝子とのピラミディングが

必要と考えられる。現在、他の遺伝子と集積化を急

いでいるところである。

イ　O.minuta 由来のトビイロウンカ抵抗性遺伝

子のマッピング

O.minuta 由来の抵抗性遺伝子の同質遺伝子系統

育成のため、さらに詳細なマッピングが必要である。

また、この領域には不稔の遺伝子が有るため、組み

換えが押さえられており、組み換え個体を得ること

が難しい。Bph�0 同様、長稈遺伝子も連鎖しており、

連鎖解消のためには、かなり大規模のスクリーニン

図1119-3　Bph�0(t) の連鎖地図 ( 第 �� 染色体上 )

　　　　写真1119-2　HM��、HM�0のバンドパターン
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グをかけて、組み換え個体を得る必要がある。

ウ　O.australiensis 由来トビイロウンカ抵抗性遺

伝子Bph�0(t) のマッピングと不良連鎖

Bph�� と同様に大規模伸すクリーニングが必要で

ある。

カ　要　約

ア　O.officinalis 由来トビイロウンカ抵抗性遺伝

子の bph�� の選抜マーカーの作出 bph�� 極近傍に

RM����、HM� の選抜マーカーを見いだした。

イ　O.minuta 由来のトビイロウンカ抵抗性遺伝

子のマッピング

O.minuta 由来の抵抗性遺伝子を第��染色体の長腕領

域 HM��、HM��、HM��近傍にマッピングした。これ

ら�つのマーカーは選抜マーカーとして利用できる。

ウ　O.australiensis 由来トビイロウンカ抵抗性遺

伝子Bph�0(t) の座乗領域の解析と不良連鎖

Bph�0(t) は、Ishii ら �) の報告と同様に第 �� 染色

体上の長腕領域のBph�� 近傍に座乗することがわ

かった。HM�� を選抜マーカーとして利用できる。

キ　引用文献
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20　インド型品種 Kasalath の染色体断片移入

法の開発　a) 出穂性に関する育種法の確立

（1806）

ア　研究目的

イネの出穂期をモデル形質とし、戻し交雑育種法

と DNA マーカーによる選抜を組み合わせて、QTL

の準同質遺伝子系統 (NIL) の作出を行うとともに、

複数の QTL を特定の遺伝背景へ導入する。これに

より QTL の検出からそれらを含む染色体断片の導

入による変異拡大に至るまでの一貫した新しい育種

法を開発する。本研究では、既に選抜を完了した出

穂期に関与する QTL の NIL について生産力検定試

験を行うことによって育成系統の素材の有用性を明

らかにする。

イ　研究方法

ア　コシヒカリと Kasalath の雑種後代から出穂期

に関与する QTLs を検出し、各 QTL についてコシ

ヒカリの準同質遺伝子系統 (NIL) を連続した戻し交

雑と DNA マーカーを用いた選抜によって育成した。

NILs は、生産力検定試験を作物研究所谷和原圃場

で行った。

イ　特性検定試験を宮城県古川農業試験場と長野

県農事試験場原村試験地で行った。

ウ　研究結果

ア　出穂期 QTL の qDTH-� の NIL「関東 IL� 号」

と qDTH-� 領域の Kasalath 断片をさらに短くもつ

「和系 ���」は、コシヒカリより出穂期が �� 日早く

なった（図 ���0-�、表 ���0-�）。また、qDTH-� の

NIL「和系 ��0」、qDTH-� の NIL「和系 ���」およ

び qDTH-� の NIL「和系 ���」は、コシヒカリに比

べて出穂期が �日、�日、�� 日遅くなった。

出穂期 QTL の NILs は、コシヒカリに比べて稈長、

穂長、玄米重および食味に違いがあった。

イ　早生系統の「関東 IL� 号」と「和系 ���」は、

反復親のコシヒカリより耐冷性が弱く判定された

（表 ���0-�）。

エ　考　察

ア　出穂期 QTL の NILs は、関東平坦部ではコ

シヒカリと比較して出穂期が �� 日早生、� 日晩

生、� 日晩生、�� 日晩生であった。出穂期以外の

形質については、稈長、穂長、玄米重および食味

に差が認められた。Li ら �）と Yu ら �）は、出穂

日と草丈の間に有意な相関を認めている。また、

Yamamoto ら �）は、出穂性 QTL と稈長 QTL を同

じゲノム領域に見出している。これらのことか

ら、出穂期の違いが稈長、穂長さらには玄米重に

影響している可能性が考えられる。出穂期 QTL の

NILs は、コシヒカリに比べて食味も違っていた。
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Matsue ら �）は、登熟気温が食味に大きく影響する

ことを明らかにしている。出穂期の違いが食味に

影響している可能性が考えられる。しかしながら、

出穂期遺伝子領域の Kasalath の染色体断片に稈長、

穂長、玄米重、食味に関係する遺伝子が含まれて

いる可能性も考えられるので、これらの点につい

ては、さらに検討する必要がある。

イ　早生系統の「関東 IL� 号」と「和系 ���」の

耐冷性がコシヒカリに比べて弱くなった理由は、 

qDTH-� の導入により、耐冷性が弱くなったと考え

られるが、qDTH-� 領域の Kasalath 断片に耐冷性を

弱くする遺伝子が含まれる可能性もあり、さらに検

討する必要がある。

オ　今後の課題

ア　本研究で育成した異なる出穂期の NIL シリー

ズは、引き続き実用性を検討する必要がある。

イ　出穂期の NILs は、出穂期以外の稈長、穂長、

玄米重、食味、耐冷性が違っていた。原因について

は、さらに研究を進める必要がある。

IL1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

370

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

367

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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図1120-1　コシヒカリの出穂期の準同質遺伝子系統

出穂期に関与する遺伝子領域を Kasalath 型に置換したコシヒカリの準

同質遺伝子系統のグラフ遺伝子型 . 白と黒の領域は、各コシヒカリと

Kasalath から由来する染色体を示す . 三角は、出穂期の遺伝子座を示す。

表1120-1　出穂期 QTL に関する準同質遺伝子系統の生産力本検定試験結果

表1120-2　出穂期 QTL に関する準同質遺伝子系統の耐冷性特性検定結果
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カ　要　約

本研究で育成した異なる出穂期の準同質遺伝子系

統シリーズは、関東平坦部ではコシヒカリと比較し

て出穂期が �� 日早生、� 日晩生、� 日晩生、�� 日

晩生であった。出穂期以外の形質については、稈長、

穂長、玄米重、食味、耐冷性に差が認められた。こ

れらの形質との関係については、さらに検討する必

要がある。

キ　引用文献

１) Li, Z.K.・S.R.M. Pinson・J.W. Stansel・W.D. 

Park (����). Identification of quantitative trait 

loci (QTLs) for heading date and plant height in 

cultivated rice (Oryza sativa  L.). Theor. Appl. 

Genet. ��: ���-���. 

２) Yu, S.B.・J.X. Li・C.G. Xu・Y.F. Tan・X.H. 

Li (�00�). Identification of quantitative trait loci and 

epistatic interactions for plant height and heading 

date in rice. Theor. Appl. Genet. �0�: ���-���. 

３) Yamamoto, T.・F. Taguchi-Shiobara・Y. Ukai, 

T. Sasaki・M. Yano (�00�). Mapping quantitative 

trait loci for days-to-heading, and culm, panicle 

and internode lengths in a BC�F� population using 

an elite rice variety, Koshihikari, as the recurrent 

parent. Breed. Sci. ��: ��-��. 

４) Matsue, Y.・K. Mizuta・K. Furuno・T. Yoshida 

(����). Studies on palatability of rice grown in 

northern Kyushu. I. Effects of transplanting time 

and lodging time on palatability and physicochemical 

properties of milled rice. Jpn. J. Crop Sci. �0: 

��0-���.

研究担当者（矢野昌裕 *）

21　インド型品種 Kasalath の染色体断片移入法

の開発　ｂ）有用遺伝子に関する育種法の確立

（1807）

ア　研究目的

コシヒカリを遺伝的背景とするインド型品

種 Kasalath の 染 色 体 断 片 置 換 系 統 群（CSSLs: 

Chromosome Segment Substitution Lines�）） を 用 い

て、農業上重要とされる形質の QTL 解析を実施し、

Kasalath 由来の有用 QTL の同定、QTL マッピング

および有用 QTL に関するコシヒカリの同質遺伝子

系統（QTL-NIL）を育成する。具体的には、着粒数

を増加させる第 � 染色体と第 � 染色体の QTL およ

び短稈化に関与する第��染色体のQTLについて�)、

マッピングと QTL-NIL の育成を行う。また、新た

な有用 QTL の探索のため、玄米外観品質および食

味関連形質として味度について CSSLs の評価を実

施し、QTL マッピングを行う。

イ　研究方法

ア　着粒数増加 QTL

　ａ　第 �染色体の QTL

QTL を含む染色体領域が分離する集団（��� 個体）

を用いて、形質評価（主稈の着粒数を測定）と遺伝

子型の決定を行い、計算ソフト QTL Cartographer 

Ver.�を用いてQTL近傍マーカーを特定した。次に、

近傍マーカーの遺伝子型と形質値に基づいて NIL 候

補個体を選抜し、生産力検定を行った。

　ｂ　第 �染色体の QTL

QTL を含む染色体領域が分離する F� 集団（��

個体）の遺伝子型と各個体由来の F� 系統の形質値

（�0 個体の平均値、主稈の着粒数）を用いて、QTL

解析を行った。さらに、F� 系統群から F� 組み換え

固定系統を選抜し、QTL マッピングと NIL 候補個

体の選抜を行った。

イ　短稈化 QTL

QTL を含む染色体領域が分離する F� 集団（�0 個

体）を用いて、形質評価（主稈の稈長を測定）と遺

伝子型の決定を行い、計算ソフト QTL Cartographer 

Ver.� を用いて QTL 解析を行った。次に F� 各個体

由来の F� 系統群を用いて後代検定を行い、さらに

組み換え固定系統群（F�）を作成し、QTL マッピ

ングと NIL 候補個体の選抜を行った。

ウ　玄米外観品質（玄米品質）向上 QTL

株間 ��cm ×条間 ��cm の密度、� 本植えで栽培

した区から �0 株を収穫し、�.�mm で選別した玄米

を形質評価に用いた。CSSLs の各系統とコシヒカリ

の形質値を比較し、整粒比率が有意に高かった系

統 SL-�0�（第 � 染色体の一部が Kasalath 型に置換

されている）および SL-���（第 �� 染色体の一部が

Kasalath 型に置換されている）とコシヒカリとの交
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雑 F� 集団（おのおの �� 個体）を用いて QTL 解析

を行った。また、SL-�0�、SL-��� を高温登熟性検

定（登熟期間の夜温 ��℃、および ��℃）に供試した。

品質調査は、肉眼による �00 粒調査とした。

エ　味度向上 QTL

株間 ��cm ×条間 ��cm の密度、� 本植えで栽培

した区から �0 株を収穫し、�.�mm で選別した玄米

を味度の測定に用いた。CSSLs の各系統とコシヒ

カリの形質値を比較したところ、SL-���（第 � 染

色体の一部が Kasalath 型に置換されている）およ

び SL-���（第 �0 染色体の一部が Kasalath 型に置

換されている）の味度が有意に高かったことから、

SL-��� および SL-��� の Kasalath 置換染色体領域が

分離する集団（F�）を基に F� 組み換え固定系統群

を作成し、QTL マッピングを行った。

ウ　研究結果

ア　着粒数増加 QTL

　ａ　第 �染色体の QTL

宝田ら �) の報告では、R���� の近傍に QTL が

存在すると推定されている。この情報を基にさら

に、マッピングを行ったところ、QTL の存在領域

を T0�M��-SS と RM���0 の間に絞り込んだ（図

����-�）。育成した QTL-NIL を用いて生産力検定を

� か年実施したところ、草姿などはコシヒカリと同

質であり、着粒数はコシヒカリよりも � 穂（主稈）

で �0％、� 株当りで �0％増加した。また、粗玄米

重はコシヒカリと同等であり、精玄米重はむしろ減

少した（表 ����-�）。

　ｂ　第 � 染色体の QTL

QTL の存在領域を RM���� と RM���� の間に絞

り込み（図 ����-�）、マッピング用系統群の中か

ら NIL 候補個体（H��-����-�）を選出した（図

����-�）。

イ　短稈化 QTL

組み換え固定系統群によるマッピングの結果、対

象領域には、RM���� と RM���� の間に稈長を長く

する、RM���� と ��F�0-SS の間に稈長を短くする、

��F�0-SS と RM���� の間に稈長を短くする、計 �

つの稈長に関与する QTL が存在するものと推察さ

7

S14029
C213

RM3555

R10253

R3089

RM5847

S13453

S13161

00KF2-16-19-4 4 3

10cM

RM3404

S5865

RM5720

7 7 7

00KF2-16-3 00KF2-16-35 00KF2-16-47

QTL
AP4570C

T03M19-SS
T1477F01

7

S14029
C213

RM3555

R10253

R3089

RM5847

S13453

S13161

3

RM3404

S5865

RM5720

7 7 7

00KF2-16-3 00KF2-16-35 00KF2-16-47

QTL
AP4570C

T03M19-SS
T1477F01

99KF1-56-8 3

KasalathB A H -

99KF1-56-8 3

KasalathB A H -

1

RM7241

C52409

RM5302

S13774

RM3426
H16-2218-5 3 3

169

65

130

50

10cM

RM6324

RM1392

RM1167

QTL

RM8068
RM7278

1

RM7241

C52409

RM5302

S13774

RM3426
H16-2218-5 3 3

169

65

130

50

10cM

RM6324

RM1392

RM1167

QTL

RM8068
RM7278

表1121-1　着粒数増加 QTL-NIL の生産力検定

図1121-1　着粒数増加 QTL(chr.�) のマッピング

図1121-2　着粒数増加 QTL(chr.�) のマッピング

図1121-3　着粒数増加 QTL(chr.�)-NIL のグラフ

遺伝子型
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れ、QTL の組み合わせによって、稈長に微妙な差

が生じていると推測した（図 ����-�）。

また、図 ����-� に QTL-NIL のグラフ遺伝子型お

よび生産力検定の結果を示した。NIL はコシヒカリ

に比べ、稈長は �cm 短く、倒伏程度がやや軽減した。

また、出穂期が �日早く、収量性はやや劣る傾向が

認められた。玄米品質および食味はコシヒカリとほ

ぼ同等であると考えられた。

ウ　玄米外観品質（玄米品質）向上 QTL

CSSLs �� 系統のうち出穂期がコシヒカリと比較

して± �日以内の系統の中に、整粒比率がコシヒカ

リよりも有意に高い系統が存在し、それら系統の

Kasalath 型置換染色体領域から Kasalath 対立遺伝子

が外観品質を向上させる QTL を第 � および第 �� 染

色体に同定した �)（図 ����-�）。さらに人工気象室

を用いた高温登熟性検定においても有用 QTL の存

在を再確認した（表 ����-�）。第 � 染色体の QTL

について、F� 集団での QTL 解析の結果、整粒を増

加させる QTL および基白粒を減少させる QTL を同

一のマーカー（RM����）近傍に検出した。基白粒
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図1121-4　短稈化 QTL のマッピング 図1121-5　短稈化 QTL-NIL のグラフ遺伝子型と

生産力検定

図1121-6　CSSLs の評価により同定した有用 QTL の

染色体上への位置付けマッピング
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減少QTLのLOD値は��.�、相加効果は-�.�粒であっ

た。なお、コシヒカリの整粒、基白粒はそれぞれ

��.� 粒、��.� 粒であった。第 �� 染色体の QTL に

ついて、F� 集団での QTL 解析の結果、整粒を増加

させる QTL および基白粒を減少させる QTL を同一

のマーカー（RM��0�）近傍に検出した。基白粒減

少QTLのLOD値は�.�、相加効果は-�.�粒であった。

なお、コシヒカリの整粒、基白粒はそれぞれ ��.� 粒、

��.� 粒であった。

エ　味度向上 QTL

CSSLs �� 系統のうち出穂期がコシヒカリと比

較して± � 日以内の系統の中に、味度がコシヒカ

リよりも有意に高い系統が存在し、それら系統の

Kasalath 型置換染色体領域から Kasalath 対立遺伝子

が味度を向上させる QTL を第 � および第 �0 染色体

に同定した �)（図 ����-�）。次に、組み換え固定系

統群を作成してマッピングを行ったところ、第 �染

色体の QTL については E����� と C��� の間に、第

�0 染色体の QTL については RM���� と RM���� と

の間にそれぞれ染色体上の存在領域を絞り込んだ

（図 ����-�）。

エ　考　察

ア　着粒数増加 QTL

　ａ　第 � 染色体の QTL

QTL-NIL の生産力検定の結果、着粒数のみを増

加（シンクサイズを増大）させても収量の増加には

結びつかないことが明らかとなった。この原因はと

してソース能の不足が考えられるが、� 次枝梗と �

次枝梗のシンク能の違いを明らかにすることも今後

の課題である。また、本系統の倒伏指数がやや高まっ

たことから、収穫部位の重量増大に相応するだけの

耐倒伏性の付与も収量性の向上には不可欠であるこ

とが明らかとなった。

他方、SL-���（QTL を含む CSSL）の千粒重、登

熟歩合を比較すると着粒数レベルが同等であるにも

関わらず、SL-��� の方が NIL よりも低下程度が少

ないことから、両者の Kasalath 由来染色体置換断片

の異なる領域に登熟に関与する QTL の存在が示唆

された（表 ����-�）。

　ｂ　第 � 染色体の QTL

QTL の存在領域を RM���� と RM���� の間に絞り

込んだ（図 ����-�) が、本 QTL は既に単離されて

いる sd� とは異なる遺伝子座であることも明らかで
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表1121-2　玄米品質向上 QTL を含む CSSL の

品質評価

表1121-3　玄米品質向上 QTL の QTL 解析

図1121-7　味度向上 QTL(chr.�0) のマッピング
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ある（図 ����-�）。

イ　短稈化 QTL

本研究で推測した � つの QTL は、いずれも作用

力が小さい遺伝子座であり、単独での効果は期待

できないものの、集積することによって稈長をコ

ントロールできる可能性を示している。また、玄

米品質や食味など他形質への影響なく耐倒伏性を

付与するための QTL として有用であると考えられ

る。

ウ　玄米外観品質（玄米品質）向上 QTL

第 � 染色体の QTL について、千粒重が低下する

（小粒化）QTL もほぼ同様の位置に検出された。品

質向上 QTL が小粒化 QTL と連鎖するのか、あるい

は小粒化による品質向上であるかは、さらに検討が

必要である（表 ����-�）。

第 �� 染色体の QTL については、本 QTL を含む

CSSLs である SL-��� の栽培特性が耐倒伏性にやや

劣る点を除けば、ほぼコシヒカリと同一であること

から、コシヒカリへの高温耐性付与という観点から

有望な QTL であると考えられる。

エ　味度向上 QTL

味度は食味官能値との相関が極めて高く、食味の

間接選抜指標として有用である。本研究では、対照

をコシヒカリとしているため本 QTL を含む NIL は

コシヒカリを超える食味をもつ品種となる可能性を

もつ。

オ　今後の課題

ア　着粒数増加 QTL

Kasalath がもつ � つの QTL の集積効果および

Gn� のような他品種の QTL との集積実験によって、

着粒数のさらなる増大に取り組み必要がある。さら

に着粒数という形態面のみの研究では収量性向上の

ための成果は期待できないことから、シンク能、ソー

ス能を含む包括的な研究体制を組む必要がある。

イ　玄米外観品質（玄米品質）向上 QTL

第 � 染色体の QTL について、小粒化 QTL と品質

向上 QTL との関係（連鎖なのか多面発現なのか）

を明らかにするためには大規模集団から組み換え個

体を選抜する必要がある。

ウ　味度向上 QTL

味度向上 QTL の NIL を育成し、食味官能値を測

定する必要がある。また、栽培特性、収量性などを

調査し、実用性を評価する予定である。

カ　要　約

ア　コシヒカリを遺伝的背景とするインド型

品種 Kasalath の染色体断片置換系統群（CSSLs: 

Chromosome Segment Substitution Lines）を用いて、

Kasalath が有する育種上有用な QTL の検出とマッ

ピングを行った。

イ　着粒数増加 QTL は第 � および第７の � カ所、

短稈化 QTL は、第 �� に � カ所存在し、それぞれの

QTL-NIL を育成した。

ウ　玄米品質向上 QTL を第 � および第 �� の � カ

所および味度向上 QTL を第 � および第 �0 の � カ所

にそれぞれ検出し、マッピングした。
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22　陸稲の実用形質に関する DNA マーカーを利

用した育種法の開発（1808）

　　DNA マーカーを利用した陸稲「嘉平」のい

もち病圃場抵抗性遺伝子導入同質遺伝子系統

の育成（1808）

ア　研究目的

陸稲の栽培において、いもち病抵抗性や耐干性は

最も重要な形質であり、その強化は陸稲の安定生

産に非常に重要であるこれらの形質について DNA

マーカーを利用した選抜法を開発する。いもち病抵

抗性については、陸稲「嘉平」のいもち病圃場抵抗

性を導入した「コシヒカリ」の同質遺伝子系統を作

出する。耐干性については、陸稲「ゆめのはたもち」

の深根性に着目し QTL 解析を行う。

イ　研究方法

ア　いもち病圃場抵抗性

　ａ　第 �染色体のマッピング

陸稲「嘉平」で明らかになった第 � 染色体上の �

つのいもち病圃場抵抗性 QTL(qBFR�-�、qBFR�-�）

(M. Miyamoto et al.)�) の近傍について IRMI の SSR

マーカー情報を基にマッピングを行った。

ｂ　葉いもち特性検定による qBFR�-� の物理

的位置の確認

長さの異なる qBFR�-� 領域を「嘉平」ホモにも

つ嘉平 / コシヒカリ由来の組換え固定系統を、葉い

もち特性検定（畑晩播多窒素法）に供試し、いもち

病圃場抵抗性の強弱を判定した。

ｃ　いもち病圃場抵抗性遺伝子導入同質遺伝子

系統の育成

DNA マーカーにより qBFR�-� 近傍をヘテロに持

つ系統を選抜し、「コシヒカリ」を戻し交雑した。

葉いもち検定の結果を考慮し qBFR�-� 近傍が短く

なった個体をマーカーにより選抜し、戻し交雑を繰

り返した。

イ　耐干性

　ａ　連鎖地図の作製

水稲「オトメモチ」×陸稲「ゆめのはたもち」の

交雑に由来する F� 世代 ��� 系統を供試材料とし、

コーネル大学および IRMI の SSR マーカー情報を基

に連鎖地図の作製を行った。また、同マーカーを用

いて「ゆめのはたもち」の外国稲由来染色体領域の

推定を行った。

ｂ　コアサンプリング法による深層 (�0 ～

�0cm) 根量の測定

連鎖地図作製に供試した F� 世代 ��� 系統のうち

�00 系統を畑圃場に展開し、各系統 � 個体ずつコア

サンプリング法により出穂期の株下 �0 ～ �0cm の

深層から根を採種した。採種した根は洗浄後 ��℃、

�� 時間乾燥させ根重を計測した。

　ｃ　QTL 解析

QTL 解析には MAPMAKER/QTL を用い、�00� 年

度 �00 系統からコアサンプリング法により採取し

た株下 �0 ～ �0cm の深層根量データおよび、同 �00

系統を �00� 年度行った耐干性特性検定の干ばつ区

と対照区の収量比データを用いた。（耐干性特性検

定：検定床としてファイロンハウス内に長さ ��m ×

�0cm × �0cm の木枠を組み、干ばつ区は枠底にサラ

ンネットで挟んだ �cm の砂利層を設けて断水層と

し、その上に ��cm の客土をした。対照区は砂利層

を設けず �0cm の客土を入れた。灌水は多孔チュー

ブで行い、干ばつ区は灌水を止めることにより減水

分裂期を中心に干ばつ処理を加えた。�株の �区制

で行い全刈りし精籾重を計測した。）作製した連鎖

地図および深層根量より、QTL 解析を行った。

ウ　研究結果

ア　いもち病圃場抵抗性

　ａ　第 � 染色体のマッピング

� つ の い も ち 病 圃 場 抵 抗 性 QTL(qBFR�-�、

qBFR�-�）の近傍について �� マーカーからなる

��.�cM の連鎖地図を作成した（図 ����-�）。

ｂ　葉いもち特性検定による qBFR�-� の物理

的位置の確認

長さの異なる qBFR�-� 領域を持つ � 系統群を

含む �系統群を葉いもち特性検定に供試した（図

����-�）。QTL と抵抗性強度の関係は、qBFR�-�, 

qBFR�-�の両方、 qBFR�-�単独、 qBFR�-�単独の順に

低下した。このことは、M. Miyamoto and H. Hirasawa�)

の陸稲在来品種間の解析と同様の結果を示した。ま

た系統群 �～ �の比較から qBFR�-� の物理的な位置

は、RM���よりも長腕下流にあると推測された。

ｃ　いもち病圃場抵抗性遺伝子導入同質遺伝子

系統の育成

�00� 年に戻し交雑して得られた qBFR�-� を持つ
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系統から得られた BC�F� 種子を栽培し交配母本とし

て �0 系統をマーカー選抜した。選抜した qBFR�-�

を持つ �� 系統に「コシヒカリ」を戻し交雑し、�

組合せ当たり � ～ �� 粒の BC�F� 種子を得た。ま

た、交雑に用いた BC�F� の全ゲノム（推定カバー率

��.�%）について DNA マーカーを用いて遺伝子型を

調査しヘテロ残存率を算出したところ、ゲノム中の

ヘテロ領域の残存率は �.� ～ ��.�% であった。

イ　耐干性

　ａ　連鎖地図の作製

図 ����-� に示すような �� マーカーからなる連鎖

地図を作製した。また、「ゆめのはたもち」とその

反復親である「農林糯 �号」間で多型を示すマーカー

が �� 得られ、RFLP 解析により推定されていた第 �、

� 染色体に加え、第 �、�、�、� 染色体上にも外国

稲 (JC��) 由来の染色体領域があると推定された。

ｂ　コアサンプリング法による深層 (�0 ～

�0cm) 根量の測定

圃場検定の結果、F� 系統の深層根重密度は系統

間で分離し、根重密度が「オトメモチ」より低い系

統や「ゆめのはたもち」より高い系統が見られ系統

間で有意差が得られた（図 ����-�）。

ｃ　QTL 解析

深層根量データをもとにした QTL 解析では Lod

値 �.0 以上を示す QTL が � カ所検出された（表

����-�）。耐干性特性検定データの QTL 解析では

Lod 値 �.0 以上を示す QTL は検出されなかった。

エ　考　察

ア　いもち病圃場抵抗性

QTL といもち病抵抗性強度の関係は、強い方か

ら qBFR�-�, qBFR�-� の両方を有する、 qBFR�-� 単

独、 qBFR�-� 単独の順となった。このことはこれま

での QTL 解析の結果を裏付けるものとなった。ま

た供試した系統群の比較から qBFR�-� の物理的な

位置は、第 � 染色体の DNA マーカー RM��� よりも

長腕末側にあると推測された。　

イ　耐干性

深層根量の QTL で第１染色体上に検出された

RM�0�� 近傍では、耐干性特性検定データの QTL

Chr. 4 (MultipleQTL model)
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図1122-1　いもち病圃場抵抗性の QTL 図1122-2　遺伝子型と葉いもち発病度

図1122-3　ゆめのはたもちの

グラフ遺伝子型

図1122-4　オトメモチ / ゆめのはたち、

F� 系統の根重頻度分布
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解析においても低いながらも Lod 値のピークが認

められた。このことから、このマーカー近傍に耐干

性に関する何らかの要因があることが示唆された。

オ　今後の課題

ア　いもち病圃場抵抗性

戻し交雑由来の組換え固定系統を用いて、いもち

病特性検定と遺伝子型の確認により qBFR�-� の位

置をさらに絞り込む。また DNA マーカー選抜によ

り、戻し交配母本を選抜し効率的に同質遺伝子系統

化を進める。　

イ　耐干性

コアサンプリング法による深層根量データの有用

性が明らかとなったが、実際に根を掘り取るため多

大な労力と時間を必要とする。そのため、さらによ

り簡便な形質評価法の開発を行う必要がある。

カ　要　約

ア　いもち病圃場抵抗性

陸稲「嘉平」の第 � 染色体上の � つのいもち病

圃場抵抗性 QTL、qBFR�-�, qBFR�-� のいもち病抵

抗性強度の関係は、抵抗性が強い順に　qBFR�-�, 

qBFR�-� の両方を有する、 qBFR�-� 単独、 qBFR�-�

単独であった。また、qBFR�-� の物理的な位置は、

第 � 染色体の DNA マーカー RM��� よりも長腕末側

にあると推測された。

イ　耐干性

「ゆめのはたもち」の外国稲 (JC��) 由来の染色体

領域は第 �、�、�、�、�、� 染色体上にもあると推

定された。深層根量データをもとにした QTL 解析

ではLod値�.0以上を示すQTLが�カ所検出された。

キ　引用文献
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２) Masaru Miyamoto and Hideo Hirasawa (�00�). 
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表1122-1　深層根量に関する QTL

23 　イネ近縁野生種の染色体断片移入育種法の

開発　ａ）コシヒカリ・いただきを遺伝的背

景としたイネ近縁野生種の染色体断片置換系

統群の作出と有用遺伝子解析（1809）

ア　研究目的

イネ近縁野生種には、稲の栽培化の過程で失わ

れ、未利用の遺伝子（病害虫抵抗性・ストレス耐

性・収量性など）が豊富にあると考えられる。野生

種は不良形質を多く持つため、それが隠し持つ有

用遺伝子を直接評価することは不可能である。ま

た、有用遺伝子を導入するため野生種を直接母本と

して利用することは多大な労力と時間を費やし困難

なことも多い。そのため、本研究では、野生種の

持つ有用遺伝子を簡単に評価でき、すぐに利用可

能とするための数種の野生種染色体断片置換系統

群 (ILs：Introgression lines) を育成する。供試親とし

てOryza rufipogon、O.nivara、O. longistaminata、O. 

glumaepatura 等を用い、反復親としてコシヒカリお

よび短強稈で良食味のいただきを用いる。本年度は、

おもに ILs の作成のため戻し交配を行う。

イ　研究方法

ア　コシヒカリ・いただきを遺伝的背景とした

イネ近縁野生種の染色体断片置換系統群の作出

（平成 �� ～ �� 年）

ａ　コシヒカリを遺伝的背景としたO.rufipogon、

O.nivara 染色体置換系統群の作出

原産地が異なる数種のO.rufipogon およびO.nivara

の染色体断片をコシヒカリに導入するため、
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O.rufipogon およびO.nivara を � 回親とし、コシヒ

カリを反復親として SSR マーカーによるマーカー

選抜および戻し交雑を実施した。

ｂ　いただきを遺伝的背景としたイネ近縁野生

種の染色体断片置換系統群の作出

いただきについてはO.barthii、O.glumaepatura、

O.rufipogon、O.meridionalis の � つ A ゲノム野生種

を �回親とし、いただきを反復親として、戻し交配

を２回行った。 

イ　野生イネ由来の有用遺伝子解析

ａ　O.rufipogon 由来のいもち病圃場抵抗性

O.rufipogon にコシヒカリを反復親として戻し交

雑した BC�B���0 系統を用いていもち病圃場抵抗性

について QTL 解析およびマッピングを行った。

ｂ　O.rufipogon（Acc�0���� タイ産）ILs の有

用形質評価

コシヒカリを遺伝的背景としたO.rufipogon の染

色体置換系統群 �� 系統（コシヒカリを含む）を用

いて、３反復有用形質の解析を行った。

有用形質：出穂期、稈長、穂長、穂数、脱粒性、

葉色、収量性等

　　

ウ　研究結果

ア　コシヒカリ・いただきを遺伝的背景としたイ

ネ近縁野生種の染色体断片置換系統群の作出

ａ　コシヒカリを遺伝的背景としたO.rufipogon、

O.nivara 染色体置換系統群の作出

各O.rufipogon に戻し交配を � 回行った。先行し

たO.rufipogon（Acc�0���� タイ原産）では、途中、

BC�F�、BC�F�、BC�F� 世代で、マーカー選抜を行い、

O.rufipogon 由来染色体断片がイネ染色体上に網羅

するように選抜した（図 ����-�）。

ｂ　いただきを遺伝的背景としたイネ近縁野生

種の染色体断片置換系統群の作出

いただきについてはO.barthii、O.glumaepatura、

O.rufipogon、O.meridionalis の � つ A ゲノム野生種

を �回親とし、いただきを反復親として順調に戻し

交配を実施した。 

イ　野生イネ由来の有用遺伝子解析

ａ　O.rufipogon 由来のいもち病圃場抵抗性

葉いもち病圃場抵抗性について、�00� 年にコシ

ヒカリ *�/O.rufipogon（IRGC-ACC�0���� タイ産）

BC�F� ��� 系統で QTL 解析を行い、５つの QTL を

検出した（図 ����-�）。この ��� 系統のうち、５

つの QTL のうち第４染色体の QTL 領域が分離し、

他の４つの QTL 領域がコシヒカリ型に置換された

BC�F� 系統 0�WSR� を選抜した。�00� 年 0�WSR� 系

統を展開し、その後代 BC�F� �00 系統の種子を確保

した。�00� 年にその �00 系統を用いて、葉いもち

病圃場抵抗性検定を �反復で行い、第 �染色体上の

QTL について、詳細にマッピングを行った。第４

染色体長腕上の SSR マーカー RM����-�（�0�.�cM）

と 0cM で連鎖した（図 ����-�）。RM����-� は選抜

マーカーとして使用できる。現在、コシヒカリを遺

伝的背景としたいもち病圃場抵抗性同質遺伝子系統

図1123-1　コシヒカリを遺伝的背景としたO.rufipogon(Acc�0����) 染色体断片置換系

統群 (BC�F�、BC�F�)

　　　　黒：O.rufipogon 型ホモ、灰：O.rufipogon 型ヘテロ、白：コシヒカリ型ホモ
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図1123-2　O.ruifipogon 由来の葉いもち

　　　　圃場抵抗性に関する QTL の領域

図1123-3　O.rufipogon 由来のいもち病

　　　　圃場抵抗性遺伝子のマッピング（右）

各形質の推定座乗領域を示す。

出穂性　早生：５、晩生：２、３、６　稈長　単稈：２、３、�0、長稈：��

穂長　長穂：３、８、��　収量性　多収：２、�0、��、少収：１、２

全重＋　６、�0。ぼう性　１、６、脱粒性　１　葉色　淡：１、３、６　濃：４

稈弱：１、枯上：９、稈開張：９　( 数字は染色体を示す )

図1123-4　O.rufipogon 由来の有用形質の座乗位置
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の育成にむけてマーカー選抜を行っている。　

ｂ　O.rufipogon（Acc�0���� タイ産）ILs の有

用形質評価（図 ����-�）

エ　考　察

ア　コシヒカリ・いただきを遺伝的背景とした

イネ近縁野生種の染色体断片置換系統群の作出

（平成 �� ～ �� 年）

コシヒカリを遺伝的背景とした O.rufipogon

（Acc�0���� タイ産）由来染色体置換系統群を � 系

統群作成できた。平成 �� 年度から一般に公開して

いる。本系統群は、比較的、野生イネらしい脱粒性、

不稔、極矮性、ぼう性など不良形質が多くあり、農

業上の有用形質を評価してようとする場合には注意

が必要である。この系統群の特徴として、多くの系

統が晩生側にシフトしている、長稈の系統も多いこ

とがあげられる。農業上の有用形質例えば、一穂籾

数、穂長、かん長、収量性、いもち病圃場抵抗性も

多くあり、今後の解析が期待される。

イ　野生イネ由来の有用遺伝子解析

　ａ　O.rufipogon 由来のいもち病圃場抵抗性

O.rufipogon 由来のいもち病圃場抵抗性強の遺伝

子を第 � 染色体長腕上にマッピングした。この領域

には陸稲のもつ圃場抵抗性（福岡ら �）、Miyamoto 

et al �)）や、中国雲南由来の中部 ��� 号のもつ圃場

抵抗性遺伝子（寺島ら �)）も座乗しており、今後、

詳細な解析が必要である。また、

ｂ　O.rufipogon（Acc�0���� タイ産）ILs の有

用形質評価

ILs での有用遺伝子の評価は、単年度の成果でも

あり、今後さらに複数年かけて結果を出して評価

したい。また、今回、各形質に関して検出できた

QTL に関しては、すでに、マッピング集団を用意

しており、今後、詳細なマッピングを実施する予定

である．

オ　今後の課題

ア　コシヒカリ・いただきを遺伝的背景としたイ

ネ近縁野生種の染色体断片置換系統群の作出

O.rufipogon（Acc�0���� タイ産）由来染色体置換

系統群は、比較的、不良形質が多くあるが、これら

を排除した染色体置換系統群の再整備も行う必要が

ある。

イ　野生イネ由来の有用遺伝子解析

農業上重要な形質のうち、光合成、転流関連の研

究を行う必要がある。 

カ　要　約

ア　コシヒカリ・いただきを遺伝的背景としたイ

ネ近縁野生種の染色体断片置換系統群の作出

コシヒカリを遺伝的背景とした O.rufipogon

（Acc�0���� タイ産）由来染色体置換系統群 � 系統

群 �� 系統を作成できた。

イ　野生イネ由来の有用遺伝子解析

O.rufipogon（Acc�0���� タイ産）由来のいもち病

圃場抵抗性に関する QTL 解析を行い、

５つの QTL を検出した。そのうちもっとも効

果的な第 � 染色体長腕上の QTL についてマッピ

ングを行い、詳細にマッピングでき、Pi��(t) と命

名した。

キ　引用文献

１) 福岡修一、工藤悟、奥野員敏 (�00�). 育種学研

究５別冊 �号 ���

２) Miyamoto M、 Yano M、 Hirasawa H(�00� ) 

Breeding Sci.��: ���-���

３) 寺島竹彦、福岡修一、坂紀邦、工藤悟 (�00�)

育種学研究８別冊２号 ��

研究担当者（平林秀介 *）

24　イネ近縁野生種の染色体断片移入育種法の

開発　ｂ）ヒノヒカリを遺伝的背景とした異

種由来の染色体置換イネ系統の作出と評価お

よび異種由来有用遺伝子のマッピング（1810）

ア　研究目的

九州におけるリーディングバラエティーであるヒ

ノヒカリを遺伝的背景とし、数種の A ゲノム野生

イネを供与親とする ILs を作出し、評価する。作出

した ILs は広く配布し、各形質の評価に長じた研究

機関と連携をとって進め、育種素材として活用でき

るようにする。計画の遂行に必要となる DNA マー

カーの整備を行う。
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が、全体としては遺伝的背景のヒノヒカリ染色体に

よる置換程度が不充分であったため、全染色体につ

いて ILs の候補個体を得るのは困難であった。そこ

で、��� 個体の遺伝子型を基盤にして、供与親染色

体領域がすべて含まれるように �� 個体を選び（図

����-�）、戻し交配を行ない、BC�F� 種子を合計

��� 粒得た。さらに、世代促進のため、BC�F� 世代

を北ベトナムに育成した。冬の寒さのため、生存個

体数は約 ��0 個体に減少したが、葉のサンプリング

を終えた。また、普通期栽培に育成した BC�F� 世

代 �� 個体を対象に、ヒノヒカリを戻し交雑して、

各個体５粒以上の BC�F� 種子を得た。

O. rufipogon（WK��）、O. barthii（WK�0）および

O. meridionalis（W����）の ILs の作出については

BC�F� 世代を育成し、戻し交雑を行なった。WK��

由来の集団では �� 個体、O. barthii 由来の集団では

��個体、O. meridionalis 由来の集団では ��個体につ

いて、各個体から５粒以上の種子を得るようにヒノ

ヒカリを戻し交雑し、予定通り戻し交雑を完了した。

イ　全ゲノムをカバーする SSR マーカーを得た。

図 ����-� には O. rufipogon で使用可能なマーカー

を示した。他の交配組み合わせにおいても同様の情

報を得た。本研究で得た多型マーカーはアガロース

電気泳動で検出できるため、取り扱いが容易である

のが利点である。

イ　研究方法

ア　O. barthii、O. meridionalis、O. rufipogon 由来

の ILs の作出

ヒノヒカリと３種の野生イネとの F� にヒノヒカ

リを連続戻し交雑し、必要な植物材料を得た。可能

な限り迅速に世代を進めた。一部の材料では DNA

マーカーによる選抜を行った。

イ　DNA マーカーの多型情報の蓄積

大量のサンプルについて遺伝子型の決定を行う必

要があるため、DNA マーカーの解析システムの処

理能力向上をめざした。PCR を利用したマーカー

である CAPS、SSR マーカーの多型検出および情報

の蓄積を行った。イネにおいては大量の SSR マー

カーが利用可能であるので、そこから増幅産物を判

別しやすく、アガロース電気泳動で利用可能なもの

を選ぶとともに、DNA 抽出や電気泳動などの実験

系を見直し、スピード化と低コスト化をめざした。

ウ　研究結果

ア　平成 �� 年度（課題終了年）の時点において、

以下の成果を得た。

ヒノヒカリ／ W�0�（O. rufipogon）に由来する戻

し交雑世代 BC�F� 世代 ��� 個体について、全染色

体を包含する �� 個の SSR マーカーを用いて、DNA

マーカー選抜を完了した。その結果、いくつかの

染色体領域においては ILs の候補となる個体を得た

図1124-1　ヒノヒカリ / W�0� の交配に由来する BC�F� 世代 �� 個体の遺伝子型

各個体の遺伝子型を１行で示し、上部に染色体および SSR マーカーの染色

体上での位置（cM）を示した。黒、白、斜線は遺伝子型を示し、それぞれ

ヘテロ型、ヒノヒカリホモ型、欠失データであったことを示す。
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エ　考　察

ア　本課題は、世代促進に手間取り、先行集団の

作出では遅れをとったが、戻し交雑世代の育成は確

実に進めた。現在、プロジェクトの終了より２年

経過し、４種の野生イネ由来の戻し交雑集団はすべ

て十分量の BC�F�（一部 BC�F�）種子を得ている。

今後、関連する各方面と連携して DNA マーカー選

抜を行い、可能な限り BC�F� 世代以降の種子を確

保して、イネ育種の粗素材として供給できるように

する所存である。本課題で問題となった材料育成の

遅れについては、冬場の世代促進が予定通り進まな

かったことに起因する。かなりの大きな集団を扱い、

ヒノヒカリが反復親の場合には、現在のところ、九

州で年に１回に行う方法が堅実であった。

イ　平成 �� 年度から �� 年度にかけては、ヒノヒ

カリに A ゲノム野生イネを導入する際の SSR マー

カーの多型情報を得た。これは、野生イネ遺伝資源

の活用を図る際の実際面では非常に重要であるた

め、今後公開する予定である。

オ　今後の課題

ア　ILs の作成については、関連する各方面と連

携して系統群を完成させ、イネ育種の粗素材として

供給できるようにする。

イ　マーカー情報に関しては、その検出系を一部

発表（土井・吉村 �)、永山ら �)）した。今後、多型

情報とあわせ、詳細を公開する。

カ　要　約

ア　ヒノヒカリと３種（４系統）の野生イネとの

1 3 4 5 6 7 8 109 1211 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A B

図1124-2　ヒノヒカリ -W�0� 間 (A) およびヒノヒカリ -WK�� 間 (B) で

使用可能な SSR マーカー。

イネ連鎖地図上の横線でマーカーの位置を示した．

F� にヒノヒカリを連続戻し交雑し、必要な植物材

料を得た。

イ　PCRを利用したマーカーである SSRマーカー

の多型検出および情報の蓄積を行い、効率的な選抜

ができる基盤を整えた。

キ　引用文献

１) 土井　一行・吉村　淳　(�00�)　新しい遺伝子

を日本稲に導入する　農林水産技術研究ジャーナ

ル　�� (�): ��-��.

２) 永山　宇・土井　一行・ソブリザール・安井　

秀・吉村　淳　(�00�)　Oryza glumaepatula 染色体

断片置換イネの SSR マーカーによる遺伝子型決

定　育種学研究６（別１）: ���.

研究担当者（土井一行 *）

25　イネ近縁野生種の染色体断片移入育種法の

開発　ｃ）イネ近縁野生種由来の収量関連形

質の遺伝解析（1811）

ア　研究目的

近年、野生種を材料とした QTL 解析が行われ、

形態的に栽培種より劣っている野生種にも量的形

質をコントロールする有用遺伝子が存在している

ことが示唆されている (Xiao et al.�), Tanksley and 

McCouch�)）。そこで本研究では、栽培種と同じ A

ゲノムを持ち交配可能な近縁野生種（O. rufipogon

ならびにO. meridionalis）を � 種類の典型的な栽培
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段階で分子マーカーを用いたスクリーニングを行い、

最適な系統を選抜し栽培品種による戻し交雑を行っ

た。これらの過程を繰り返し、最終的に栽培品種の

遺伝的背景において有用 QTL 領域付近のみが野生種

由来の染色体断片に置き換わった系統を作成した。

エ　推定された野生種由来の QTL の再評価

作成した染色体断片置換系統を圃場に展開し形質

調査を行った。これらの染色体断片置換系統と栽培

品種の形質を比較することにより、推定された各野

生種由来 QTL の当該形質におよぼす効果の再評価

を行った。

ウ　研究結果

ア　解析集団の育成

O. rufipogon W��0 ならびにO. meridionalis W����

を � 種類の典型的な栽培品種（O. sativa Japonica 

Nipponbare および Indica IR��）で戻し交雑し、それ

ぞれ約 �00 個体からなる BC�F� 世代の � 集団を育

成した ( 図 ����-�)。さらに、これら � つの集団そ

れぞれについて、単粒系統法により BC�F� に至る

自殖集団を育成した。

イ　QTL 解析

野生種と栽培品種間で育成された BC�F� 集団を

品 種（O. sativa Japonica Nipponbare お よ び Indica 

IR��）で戻し交雑し、まず近縁野生種の染色体断片

を移入した集団を用いて収量性に関する野生種由来

の有用 QTL 領域を推定する。次に、推定された領

域についてはさらに、栽培品種遺伝的背景における

野生種由来の染色体断片置換系統（CSSL）を作成

する。そして、これら置換系統の形質調査を行い、

野生種由来の収量性関連の量的形質遺伝子座の有用

性を明らかにすることを目的とする。

イ　研究方法

ア　解析集団の育成

栽培種と交配可能な A ゲノム野生種は � 種存在

する。これらのうち、栽培イネに最も近縁かつそ

の祖先野生種でもあるのは熱帯アジアに分布する

O. rufipogon である。一方、A ゲノム野生種のうち、

もっとも遠縁である野生種の一つはオセアニアの

O. meridionalis である。そこで、本研究では両野生

種よりそれぞれ � 系統ずつ（ミヤンマー原産のO. 

rufipogon W��0 ならびにオーストラリア原産のO. 

meridionalis W����）を選び供試材料とした。なお、

これらの系統は国立遺伝学研究所より分譲を受けた

ものである。そして、これらを �種類の典型的な栽

培品種（O. sativa Japonica Nipponbare および Indica 

IR��）を用いて戻し交雑を行い、栽培品種の遺伝的

背景に野生種由来の染色体断片が部分的に導入され

た分離集団を育成した。

イ　QTL 解析

育成された BC�F� 世代の戻し交雑集団を圃場に

展開し、各個体について �� の収量性関連形質（出

穂期、最大光合成能、稈長、穂長、有効分げつ数、

個体あたりの総種子重、種子 �00 粒重、籾長、籾幅、

玄米長、玄米幅）についての調査を行った。また、

各植物体より DNA を抽出し、ゲノムにほぼ均等に

分布する分子マーカー座（マイクロサテライトマー

カー座）の遺伝子型を調べ、それらのデータに基づ

き QTL 解析を行った。

ウ　染色体断片置換系統（CSSL）の作成

調査した収量性関連形質のうち、個体あたりの総

種子重、最大光合成能、玄米種子幅の �形質につい

て注目し、まず QTL 解析により推定された野生種由

来の有用 QTL 領域を含む系統を BC�F� 集団から選

んだ。次に、それらの後代系統について、幼苗期の

図1125-1　近縁野生種（O. rufipogon W��0 お

よびO. meridionalis W����）を栽培

品種（O. sativa Japonica Nipponbare

および Indica IR��）で戻し交雑した

解析集団の育成課程
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用いて、出穂期、最大光合成能、稈長、穂長、有

効分げつ数、個体あたりの総種子重、種子 �00 粒

重、籾長、籾幅、玄米長、玄米幅の �� 形質の調

査を行った。さらに、各個体について約 �0 － �0

のマイクロサテライトマーカー座の遺伝子型を調

べ、QTL 解析を行った。その結果、O. rufipogon を

Nipponbare および IR�� で戻し交雑した集団におい

て、それぞれ �� および �� カ所の QTL 領域が、ま

たO. meridionalis を Nipponbare および IR�� で戻し

交雑した集団において、それぞれ �0� および �0 カ

所の QTL 領域が検出された（表 ����-�）。これら

のうち、約半数の領域において、野生種の対立遺伝

子が各形質の計測値を増加させる効果がみられた。

ウ　染色体断片置換系統（CSSL）の作成

QTL 解析を行った �� 形質のうち、個体あたりの

総種子重、最大光合成能、玄米幅に関する野生種由

来の有用 QTL 領域を含む CSSLs を Ikeda et al.�) の

方法に基づくマーカー選抜・戻し交雑により作成

した。表 ����-� に示したとおり、選抜を開始した

BC�F� 世代での野生種由来 QTL 領域を含む個体に

は、無関係な野生種由来の染色体領域が数多く残っ

ていたが、マーカー選抜と戻し交雑・自殖を数回繰

表1125-1　近縁野生種（O. rufipogon W��0, O. meridionalis W����）を栽培品種（O. sativa 

Japonica Nipponbare および Indica IR��）で戻し交雑した BC�F� 集団で検出された

収量関連形質に関する QTL の数

表1125-2　各戻し交雑世代の選抜系統において残っていたO. rufipogon W��0 (A)

およびO. meridionalis W���� (B) 由来の染色体断片数
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り返すことにより、BC� 世代に至るまでにこれら

はほぼ取り除かれ、効率よく目的の領域のみが野生

種に置換された CSSLs（集団あたり �� － �� 系統）

が作成できた。

エ　推定された野生種由来の QTL の再評価

染色体断片置換系統を圃場に展開し、形質調査

を行い、推定された各野生種由来 QTL の当該形質

におよぼす効果を再評価した。まず、O. rufipogon

由来の Nipponbare 遺伝的背景を持つ CSSLs にお

いて、収量性（総種子重）について � 系統調べた

が、収量性を向上させる効果は見られなかった（表

����-�）。光合成能ならびに玄米幅については、�

系統と � 系統を用いて調べたところ、全体的に各

形質の値が向上する傾向にあり、その値が有意で

あったものはそれぞれ � 系統であった。IR�� 遺伝

的背景を持つものについては、収量性において �

系統のうち � 系統に有意な増加が見られたが、光

合成能ならびに玄米幅については、有意な系統は

見られなかった。O. meridionalis 由来の CSSLs に

ついては、光合成能に関する系統が作成できなかっ

たため、収量性（総種子重）ならびに玄米幅につ

いての系統評価を行った。その結果、Nipponbare

および IR�� 遺伝的背景を持つ CSSLs のうち、それ

ぞれほぼ半分の系統に有意な効果が見られた（表

����-�）。

エ　考　察

近 縁 野 生 種（O. rufipogon な ら び に O. 

meridionalis）と栽培品種の BC�F� 戻し交雑集団を

用いた収量性関連形質についてのQTL解析により、

全ての形質において野生種の対立遺伝子が各形質

の計測値を増加させる効果をもつ QTL 領域が推定

された。推定された QTL の再評価をするために、

� 形質に関する野生種由来の有用 QTL 領域につい

ての染色体断片置換系統（CSSL）を作成し、形質

調査を行ったところ、推定された約半分 QTL 領域

において、野生イネに栽培品種の形質を向上させ

る因子が存在することが示された。再確認できな

かった領域がみられた原因としては、QTL 解析が

BC�F� 世代のヘテロ性の高い分離集団を用いて行

われたこと、形質自体が環境に左右されやすいも

のであったこと、形質調査が小規模であったこと、

などが考えられる。なお、染色体断片置換系統の

作成では、簡単 DNA 抽出法とマイクロサテライト

マーカー検出法を組み合わせることにより、幼苗

段階での多くの個体のスクリ－ニングが可能とな

り、効率よくマーカー選抜・戻し交雑を行うこと

ができた。

オ　今後の課題

本研究で確認された野生種由来の有用 QTL は今

後のイネ育種に利用可能であると考えられる。一方、

BC�F� 世代などのヘテロ性の高い分離集団を用い

た反復がとれない形質調査に基づく QTL 解析には

注意が必要である。本研究では収量性に関する形

質調査は小規模であったが、研究期間中に BC�F�

世代の � 集団それぞれについて、単粒系統法によ

り BC�F� に至る戻し交雑自殖系統を育成したので、

これら固定系統等を用いた大規模な再調査が可能と

なった。なお、これらの固定系統を他の研究機関へ

の分譲することは可能である。また、野生種由来有

用 QTL を遺伝子レベルで同定するためには、それ

ら野生種染色体領域をさらに細分化した CSSL の作

成が今後必要である。

表1125-3　各集団において作成・評価された、総種子重、最大光合成能、玄米幅 QTL に

ついての染色体断片置換系統数と有意な形質向上がみられた系統数
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カ　要　約

イネ近縁野生種の収量性関連の量的形質の有用

性を明らかにするために、まず栽培種と同じ A ゲ

ノムを持つ近縁野生種（O. rufipogon ならびにO. 

meridionalis）を � 種類の典型的な栽培品種（O. 

sativa Japonica Nipponbare および Indica IR��）で

戻し交雑した � つの BC�F� 集団を用いて収量性

関連の �� 形質についての QTL 解析を行った。そ

の 結 果、O. rufipogon を Nipponbare お よ び IR��

で戻し交雑した集団において、それぞれ �� およ

び �� カ所の QTL 領域が、また O. meridionalis を

Nipponbare および IR�� で戻し交雑した集団におい

て、それぞれ �0� および �0 カ所の QTL 領域が検

出された。これらのうち、約半数の領域において、

野生種の対立遺伝子が各形質の計測値を増加させ

る効果が見られた。次に、個体あたりの総種子重、

最大光合成能、玄米幅に注目し、これらの形質に

ついて推定された野生種由来有用 QTL 領域を含む

CSSLs の作成を BC�F� 世代の個体より開始した。

マーカー選抜に基づく戻し交雑・自殖を進めるこ

とにより、BC� 世代に至るまでにほぼ効率よく目

的の領域のみが野生種に置換された CSSLs が作成

できた。そして、これら置換系統を圃場に展開し、

形質調査を行い、推定された各野生種由来 QTL の

形質におよぼす効果を再評価した。その結果、推

定された約半数の QTL 領域において、野生イネに

栽培品種の形質を向上させる因子が存在すること

がわかった。
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26　量的形質関連遺伝子（ＱＴＬ）等導入のた

めのＤＮＡマーカー利用技術における統計遺

伝学的検討（1812）

ア　研究目的

DNA マーカーを育種技術に応用するためには，

選抜形質の QTL との連鎖のみならず、当該 QTL の

遺伝様式や遺伝率、染色体上におけるマーカーの数、

密度、多型性の情報等が不可欠である。しかし、マー

カーを利用した選抜（MAS）法やその利用技術につ

いての十分な理論的検証はなされていない。もし、

マーカーの有効性が示唆されれば、育種効率の向上

や遺伝資源の活用にも貢献できる。本研究では、選

抜効率を高めるための QTL および QTL に連鎖する

DNA マーカー情報とその利用について検討する。

イ　研究方法

ア　戻し交配において染色体上に仮定した QTL

を DNA マーカーによって選抜したとき、当該 QTL

が選抜される割合およびマーカー調査に必要な個体

数をコンピュータシミュレーションによって算出し

た。シミュレーションの条件は、①マーカー：QTL

の近傍にある単一マーカー（片側マーカー）およ

び QTL を挟むマーカー（両側マーカー）の２種類、

②染色体の長さ：�00cM および �00cM、③ QTL と

マーカーとの距離：片側マーカー＝ �、�、�cM、両

側マーカー＝ QTL を中心に± �、�、�cM、④世代数：

戻し交配をｎ回（n=� ～ �）行い毎世代マーカー選

抜 (BCi(i=�,�, ･･･ ,�)) および最終世代のみマーカー選抜、

とした。以上の条件下で、QTL とマーカーが同じ

系統由来である割合を算出した。乗換えは必須乗換

え以外に平均 (�L-�) 回のポアソン分布を仮定した

（L は染色体長）。また、乗換え干渉の影響について

も検討した。各条件毎に�,000,000反復のシミュレー

ションを行った。

イ　交雑種 F� を基礎集団として、QTL の多型

情報と表型価に基づいて選抜を行ったときの選抜

（GS）反応を、表型価のみの選抜（PS) 反応と比較

した。他殖性植物を対象とし、選抜モデルは大集団

有限遺伝子座モデルを用いた。①形質に関与する総

遺伝子座数（遺伝子座数）=�0、②形質の遺伝率（遺

伝率）=0.�、③形質に関与する既知の QTL の数（QTL

数）=�、④既知の QTL における遺伝分散の全遺伝
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分散に占める割合（遺伝分散比）=0.�、⑤遺伝様式

= 相加的、⑥選抜率 =0.� を基本形とし、①から⑥の

条件を変えることにより、それらが選抜反応に及ぼ

す影響を調べた。GS は効果の大きな QTL とそれ以

外のポリジーンとの指数選抜とし、QTL の効果の

大きさおよび遺伝的パラメーターは既知であると仮

定した。また、選抜に伴う遺伝的パラメーターの変

化は世代ごとに考慮した。選抜は �0 世代行い、GS

反応の PS 反応からの差を求めた。

ウ　研究結果

ア　戻し交配における両側マーカーを用いた選抜

では、マーカーと QTL との距離が± �cM のとき、

非常に高い割合で、望ましい QTL が選抜された（表

����-�）。また、マーカーと QTL との距離が± �cM

のときでも BC� で ��.�％、BC� でも ��.0％前後の

割合で，望ましい QTL が選抜された。一方、戻し

交配における片側マーカーによる選抜では、マー

カーと QTL との距離が �cM のとき、BC� で ��％

前後の割合で望ましい QTL が選抜されたものの、

BC� では ��％程度に低下した。さらに、マーカー

と QTL との距離が大きい場合には、望ましい QTL

を選抜する割合は急激に低下した。これらの傾向は、

染色体の長さには影響を受けなかった。

乗換え干渉を仮定した場合、両側マーカーによる

選抜では、その程度が強くなるほど望ましい QTL

が選抜される割合は高くなり、乗換え干渉が強い場

合にはマーカーとQTLの距離が±�cMのときでも、

望ましい QTL を �00％選抜することが可能であっ

た（図 ����-�）。一方、片側マーカーによる選抜で

は、両側マーカーによる選抜に比べ、乗換え干渉は

QTL 選抜に不利に働く傾向がみられた。

戻し交配を２回以上行う場合には、毎世代マー

カーを調査して選抜するほうが、最終世代のみの

マーカー調査よりも、調査個体総数を少なくするこ

とができた（図 ����-�）。

イ　QTL の多型情報と表型価に基づいて選抜を

行ったときの選抜（GS）反応を、表型価のみの選

抜（PS) 反応と比較した結果を図 ����-� に示した。

結果は以下のように要約される。①遺伝子座数の少

ない形質はそれが多い形質よりも GS の効率は高ま

る。②遺伝率の低い形質は GS の効率が高い。③既
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表1126-1　DNA マーカー選抜によりマーカーと同一系統由来の QTL が選抜される割合

図1126-1  DNA マーカー選抜により QTL

が選抜される割合（両側：両側マー

カー、片側：　片側マーカー）

図1126-2 導入したい QTL 系統由来のマーカーを

持つ個体数の期待値が �0 となるための

調査個体

総数（毎：毎世代調査，終：最終世代のみ調査）
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知の QTL が少ない場合、選抜開始後の早い世代で

GS の効率は急激に減少する。④遺伝分散比が高い

ほど、GS の効果は持続する。⑤ QTL が優性遺伝子

の場合、GS の効果はほとんどない。⑥選抜率が低

い場合、GS の効果は持続するが、それが高い場合

には GS の効果に持続性はみられない。

エ　考　察

ア　両側マーカーを用いた戻し交配による選抜で

は、高い割合で望ましい QTL が選抜され、特に乗

換え干渉の程度が強くなるほどその傾向は高まっ

た。このことから、MAS では、QTL を挟む両側マー

カーを用いることにより、効率的な選抜が可能であ

ることが明らかとなった。特に、乗り換え干渉の程

度が強い場合には、QTL を挟むマーカーの距離が

�0cM であっても、高い確率で望ましい QTL を選抜

することが可能であると考えられる。一方、片側マー

カーによる MAS は，両側マーカーのそれに比べ、

望ましい QTL を選抜する割合が低下することから、

QTL の近傍にないマーカーの場合には、片側だけ

のマーカーの利用は好ましくないと考えられる。

イ　乗換え干渉が生じる場合には QTL を挟む両

側マーカーによる選抜では、マーカーと QTL の距

離が± �cM のときでも望ましい QTL を �00％選抜

することが可能であったため、GS 反応は MAS によ

る選抜反応と同じになることが期待される。した

がって、５世代前後の繰り返し選抜では MAS の有

効性は高いものと考えられる。一方、�0 世代以上

の長期繰り返し選抜では必ずしも MAS による高い

効果は期待できないことが示唆された。これらの結

果は、Gibbson�)、 Fournet ら �)、Larzul ら �)、Pong-

Wong ら �) の研究と類似した結果である。

オ　今後の課題

本研究では、他殖性植物をターゲットとして、無

限遺伝子座選抜モデルを用いて戻し交配を繰り返し

行った場合のMASの効率について調べた。したがっ

て、自殖性植物や有限遺伝子座モデルについては、

検討の余地がある。

カ　要　約

ア　QTL 近傍の片側マーカーおよび QTL を挟

む両側マーカーを仮定し、戻し交配により QTL を

マーカーアシスト選抜（MAS）したとき、QTL と

マーカーが同じ系統由来である割合を算出した。両

側マーカーによる MAS では、高い割合で望ましい

QTL が選抜され、特に乗換え干渉の程度が強くな

るほどその傾向は高まった。一方、片側マーカーに

よる MAS は，両側マーカーのそれに比べ、望まし

い QTL を選抜する割合が低下した。
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図1126-3　様々なパラメーターを換えたときの GS 反応の PS 反応からの偏差
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イ　交雑種 F� を基礎集団として、QTL の多型情

報と表型価に基づいて選抜を行ったときの選抜（GS）

反応を、表型価のみの選抜反応と比較した。関与す

る遺伝子座数の少ない形質はそれが多い形質よりも

GS の効率は高まり、遺伝率の低い形質は GS の効率

が高くなった。既知の QTL が少ない場合、選抜開始

後の早い世代で GS の効率は急激に減少し、遺伝分

散比が高いほど GS の効果は持続した。また、QTL

が優性遺伝子の場合、GS の効果はみられなかった。
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研究担当者（佐藤正寛 *）

27　イネの耐冷性に関するＤＮＡマーカー選抜

技術の開発（1813）

ア　研究目的

北農研ではこれまでにジャワ型品種等を母本とし

て複数の高度耐冷性中間母本系統を育成し、それら

中間母本系統のもつ耐冷性 QTL を連鎖地図上に位

置づけた。本研究では、DNA マーカーを標識とし

た遺伝解析と耐冷性検定を行い、中間母本系統がも

つ既知の耐冷性 QTL 間の相互作用を明らかにする。

また、耐冷性が強い良食味品種「ほしのゆめ」に対

するこれらの中間母本由来耐冷性 QTL の耐冷性向

上効果を明らかにする。

イ　研究方法

ア　耐冷性検定

　ａ　F� 検定

「水稲中間母本農 �号（中母農 �号）」×「水稲中

間母本農 �� 号（中母農 �� 号）」、「中母農 �� 号」×

「北海 PL�」、「中母農 � 号」×「北海 PL�」、「ほし

のゆめ」×「中母農 �号」、「ほしのゆめ」×「中母

農 �� 号」、「ほしのゆめ」×「北海 PL�」の F� およ

び親系統・品種を供試した。個体数は中間母本系統

間の組合せでは約 ��、「ほしのゆめ」と中間母本系

統の組合せでは約 �0 とした。検定は恒温深水灌漑

法で行い、水深約 �� ㎝、水温平均約 ��.�℃、冷水

処理期間 � 月 �� 日～ � 月 � 日とした。各個体の上

位 �穂について触手により稔実率を調査した。出穂

期は株内で �番目と �番目に早い穂が止葉から抽出

した日の平均値とした。

　ｂ　F� 検定

F� と同様の組合せの F� 系統群（各組合せ �� ～

�� 系統、個体数 ��）および親系統・品種を供試した。

F� 検定で強い耐冷性を示した個体を選抜し、F� 個

体別系統とした。耐冷性検定は、水温平均約 ��.�℃

で � 月 � 日～ � 月 �� 日まで処理した。各個体の上

位 �穂について触手により稔実率を調査した。出穂

期の定義は F� と同様である。

イ　DNA マーカー分析

「中母農 � 号」由来で第 � 染色体に座乗し、近接

するCtb-� およびCtb-�、「中母農 �� 号」由来で第

� 染色体に座乗する qCTB-�、「北海 PL�」由来で第

�� 染色体に座乗する qCTB-�� の各耐冷性 QTL と

�cM 以下～数 cM の距離で連鎖する SSR マーカー等

PCR ベースの DNA マーカーを用いて分析を行った。

ウ　研究結果

ア　雑種集団における耐冷性の集積効果の推定

「中母農 � 号」×「中母農 �� 号」F� 集団では稔

実率が両親を上回る個体が多数存在した。「中母

農 �� 号」×「北海 PL�」、「中母農 � 号」×「北海

PL�」の組合せでは稔実率が両親を上回る個体は少

数であった。

「ほしのゆめ」と中間母本系統との組合せの F� 集



― �0� ―

図1127-1　「中母農 �号」×「中母農 �� 号」F� 集団におけるCtb-�,� 及び qCTB-� 近傍マー

カー遺伝子型別の稔実指数頻度分布

注）稔実指数は、中母農 � と中母農 �� の出穂日と稔実率の回帰式を基にして、出

穂日の影響を取り除くように稔実率を補正した値。

表1127-1　「中母農 �号」×「中母農 �� 号」F� において強い耐冷性を示した個体の遺伝子

型と F�、F� の耐冷性

注）稔実指数は、各年毎に中母農 � と中母農 �� の出穂日と稔実率の回帰式を基に

して、出穂日の影響を取り除くように稔実率を補正した値。

図1127-2　「ほしのゆめ」×「中母農 � 号」F� 集団におけるCtb-�,� 近傍マーカー遺伝子型別

の稔実指数頻度分布　　　注）　A：中母農 �号型　B: ヘテロ型　C: ほしのゆめ型
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団ではいずれも稔実率が両親を上回る個体が存在し

た。特に「ほしのゆめ」×「北海 PL�」の組合せで

は両親を超越する個体が多かった。また、「ほしの

ゆめ」×「中母農 �号」の組合せでは、稔実率の高

いものは晩生に多く、出穂期と耐冷性遺伝子との関

連性が示唆された。

以上のことから、「中母農 � 号」と「中母農 �� 号」

間、「ほしのゆめ」と � 中間母本系統間においては

耐冷性の集積効果があると推察された。

イ　耐冷性 QTL の集積効果の推定

「中母農 � 号」×「中母農 �� 号」F� 個体の内、

耐冷性程度が両親の値を大きく超える個体の多く

は、Ctb-� 及びCtb-� と qCTB-� を併せ持っていた。

（図 ����-�）しかしながら、これら � つの QTL 以

外の効果の存在も示唆された。

F� でCtb-� 及び� と qCTB-� を保有していた個

体由来の F� 系統は、平均値で中母農 � 号および中

母農 �� 号よりも強い耐冷性を示すか、強い個体を

分離した。（表 ����-�）

「ほしのゆめ」×「中母農 � 号」、「ほしのゆ

め」×「中母農 �� 号」、「ほしのゆめ」×「北海

PL�」の各 F� 集団の解析では、それぞれCtb-�,�、

qCTB-�、qCTB-�� の耐冷性向上効果が認められた。

（図 ����-�,�,�）

エ　考　察

これまでに高度耐冷性中間母本「中母農 �号」、「中

母農 �� 号」、「北海 PL�」のもつ耐冷性 QTL が明ら

かにされている。（Saito et al. �00� �、黒木ら �00� �、

小松ら ���� �）今回、� 中間母本間の雑種集団の解

図1127-3　「ほしのゆめ」×「中母農 �� 号」F� 集団における qCTB-� 近傍マーカー遺伝子型

別の稔実指数頻度分布　

注）　A：中母農 �� 号型　　B: ヘテロ型　　C: ほしのゆめ型

図1127-4　「ほしのゆめ」×「北海 PL�」F� 集団における qCTB-�� 近傍マーカー遺伝子型別

の稔実指数頻度分布

注）　A：北海 PL� 型　　B: ヘテロ型　　C: ほしのゆめ型
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28　イネのいもち病抵抗性に関する PCR-based

の DNA マーカー選抜技術の開発（1814）

ア　研究目的

近年、イネいもち病真性抵抗性遺伝子型の異なる

数種の同質遺伝子系統を混合栽培するマルチライン

が注目を集めており、判別品種由来のイネいもち

病真性抵抗性遺伝子を導入した品種、系統が育成さ

れている。多数の同質遺伝子系統を必要とするマル

チラインの効率的な育成には、煩雑ないもち病菌接

種に代わる抵抗性個体の選抜方法が重要となる。そ

こで、本研究では、育種現場における同質遺伝子系

統の育成に利用可能なイネいもち病真性抵抗性遺伝

子選抜マーカーセットの開発を目指した。具体的に

は、(�)いもち病真性抵抗性遺伝子近傍へのDNAマー

カー設定を目指し、� 塩基多型を判別する SNP マー

カーの基盤技術を確立する。(�) マルチラインに利

用されるイネいもち病真性抵抗性遺伝子の近傍に選

抜マーカーを構築する。(�) 育成した同質遺伝子系

統が保持する真性抵抗性遺伝子の種類を簡便に識別

できるマルチプレックスマーカーを構築すること、

の３つを目的とした。

イ　研究方法

ア　SNP 判別 PCR マーカー系の確立

SNP 判別 PCR マーカーは、対立遺伝子特異的

析により、中母農 � 号のCtb-�,� と中母農 �� 号の

qCTB-� 間には耐冷性の集積効果があることが推察

された。Ctb-�,� と北海 PL� の qCTB-��、qCTB-�

と qCTB-�� の組合せでははっきりした集積効果は

認められなかった。Ctb-�,� と qCTB-� の集積によ

り「中母農 � 号」および「中母農 �� 号」より耐冷

性が強い個体が見出されており、これらの QTL を

組み合わせて導入することにより高度耐冷性系統の

育成が可能であると考えられた。

北海道で現在作付けされている良食味品種で最

も強い耐冷性を備えた「ほしのゆめ」と � 中間母

本との雑種集団の解析により、Ctb-�,�、qCTB-�、

qCTB-�� はどれも「ほしのゆめ」の耐冷性を向上

できることが明らかになった。このことから、「ほ

しのゆめ」を遺伝背景とする良食味品種の耐冷性育

種にこれらの QTL は有用であると考えられる。一

方、「ほしのゆめ」× � 中間母本の雑種集団内にお

いて、各 QTL をもつ個体の耐冷性程度には大きな

ばらつきがあることから、既知の QTL 以外の耐冷

性 QTL の存在あるいは「ほしのゆめ」のもつ耐冷

性関連因子と中間母本由来 QTL との相互作用の存

在が示唆された。

オ　今後の課題

qCTB-� に関してはより近傍のマーカーを作出す

る必要があるため、作出をすすめる。「ほしのゆめ」

をベースとして、Ctb-�,� と qCTB-� をあわせて導

入した場合の効果は未確認であることから、今回得

られた系統から適当な遺伝子型の個体を選抜して交

配を行うか、戻し交雑個体を利用した交配を行って

解析する。さらに同質遺伝子系統作出を進める。

カ　要　約

中母農 � 号のCtb-�,� と中母農 �� 号の qCTB-�

間には耐冷性の集積効果があることが推察された。

これら � つの QTL を組み合わせて導入することに

より高度耐冷性系統の育成が可能であると考えられ

た。Ctb-�,�、qCTB-�、北海 PL� の qCTB-�� はど

れも「ほしのゆめ」の耐冷性を向上できることが明

らかになった。「ほしのゆめ」を遺伝背景とする良

食味品種の耐冷性育種にこれらの QTL は有用であ

ると考えられる。
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研究担当者（清水博之 *、松葉修一）
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パノール沈殿を行うだけの簡易 DNA 抽出法と組み

合わせた場合においても安定に遺伝子型が判別でき

ることを確認した（Hayashi et al. �00�）�)。

イ　育種選抜マーカーの開発

ａ　Pit、Piz、Piz-t、Pik-m、Pik、Pik-p 選抜マー

カーの構築

Piz、Piz-t、Pit 選抜マーカーは、コシヒカリ / フ

クニシキ（Piz）、とりで � 号 (Piz-t)/ コシヒカリ、

コシヒカリ /K��（Pit）の F� 分離集団（各 ���0、

����、���� 個体）を用いた連鎖解析により、0cM

の 領 域 に z�����（Piz）、zt����(Piz-t)、t���（Pit）

を構築した。また、Pik、Pik-m 選抜マーカーは、

関東 �� 号（Pik）/ OSIL���、関東 �� 号 / コシヒカ

リ、��-SL��/ ツユアケ（Pik-m）、ツユアケ / コシ

ヒカリ、K�0/ コシヒカリの F� 分離集団（各 ���、

��0、����、��0、�0� 個体）を用いた連鎖解析に

よ り、0cM の 領 域 に k�����(Pik)、k����(Pik-m)、

k����(Pik-p) を構築した（図 ����-�）。

ｂ　Pita、Pita-�、Pib 選抜マーカーの構築

Pita、Pita-�、Pib 選抜マーカーとして遺伝子座

位領域に作出した ta�(Pita/Pita-�)、b�(Pib) を用い

て、ヤシロモチ (Pita)/ 日本晴、PiNo.�(Pita-�)/ コ

シヒカリ、BL�(Pib)/ コシヒカリの F� 分離集団 ��、

�0、�� 個体で連鎖解析を行い、設定した位置に正

しくマーカーが作出されていることを確認した（図

����-�）。

ウ　遺伝子型識別用マルチプレックスマーカーの

開発

真 性 抵 抗 性 遺 伝 子 を 特 異 的 に 検 出 す る

ta�(Pita/Pita-� )、k����(Pik-m )、zt�����(Piz-t )、

k�����(Pik-p) を 混 合 し た セ ッ ト � と t���(Pit)、

z������(Piz)、b���(Pib)、k����(Pik) を混合したセッ

ト � を構築した（図 ����-�）。この � 組のマーカー

セットを使用することにより、２回の PCR 反応で

� 種類のいもち病真性抵抗性遺伝子型を識別するこ

とを可能にした（図 ����-�）（Hayashi et al. �00�）�)。

エ　考　察

品種育成に必要な DNA マーカーの要素として、

マーカーの安定性以外に精度、適用出来る品種数が

挙げられる。今回、構築したPit、Piz、Piz-t、Pik-m、

Pik、Pik-p 選抜マーカーが位置する日本晴のゲノム

領域を RiceGAAS（Sakata et al. �00�）�) で解析したと

に PCR 増幅をおこすよう SNP 判別用プライマー

の �' 端が SNP 部位に位置するように設計されてお

り、SNP の遺伝子型は、PCR 増幅の有無をアガロー

ス上で確認することにより判別する。この SNP 判

別 PCR マーカーの利便性をさらに向上させるため、

イネの幼苗から簡易法で抽出した DNA を鋳型に用

いた場合においても安定的に遺伝子型を判別できる

SNP 判別用プライマーの設計法を検討した。

イ　選抜マーカーの開発

ａ　Pit、Piz、Piz-t、Pik-m、Pik、Pik-p 選抜マー

カーの構築

判別品種を「コシヒカリ」、「日本晴」、日本晴

-Kasalath 染色体置換系統のいずれかと交配し、F�

分離集団を育成した。各集団約 �00 個体を用いた連

鎖解析によって遺伝子の両側に DNA マーカーを構

築した後、構築したマーカーを用いて、大規模スク

リーニングを行い、マーカー間で組換えを起こした

F� 個体を選抜した。得られた組換え個体を用いて、

遺伝子近傍の領域における詳細な連鎖解析を行い、

0cM 領域に選抜マーカーを構築した。

ｂ　Pita、Pita-�、Pib 選抜マーカーの構築

染色体上の位置が既に報告されている Pita、

Pita-�、Pib 遺伝子（Wang et al. ���� �）, Bryan et 

al. �000 �）, Wang et al. �00� �））については、ゲノ

ム上の位置情報を利用して、遺伝子近傍に選抜マー

カーを構築した。　

ウ　遺伝子型識別用マルチプレックスマーカーの

開発

PCR 産物のアガロース上におけるバンド位置の

違いを指標に数種類の真性抵抗性遺伝子の有無を一

度に識別するマルチプレックスマーカーを構築する

ため、真性抵抗性遺伝子特異的に検出するように選

抜マーカーを改変し、マーカーの組み合わせ、混合

条件を検討した。　

ウ　研究結果

ア　SNP 判別 PCR マーカー系の確立

マーカーの非特異的な増幅を抑制するため、SNP

判別用プライマーの �' 端のミスマッチに加え、�'

端から � 塩基隣に人工的に塩基置換を導入し、さ

らにホットスタート PCR 法を併用することにより、

マーカーの安定性を向上させた。マーカーの改良に

より、イネの葉の小片を機械的に破砕し、イソプロ
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ころ、すべての領域に真性抵抗性遺伝子の相同遺伝

子とみられるNBS-LRR型のORFが認められた。従っ

て、本課題で作出した選抜マーカーは、遺伝子の近

傍に構築されていることが強く示唆された。また、

これらのマーカーは、「コシヒカリ」以外にも、日

本の主要品種である「ササニシキ」、「キヌヒカリ」、

「ひとめぼれ」、「あきたこまち」、「ヒノヒカリ」を同

質遺伝子系統親として利用出来ることから、多数の

日本の栽培品種に適用可能であると考えられる。さ

らに、本課題では、選抜マーカーに加え、各真性抵

抗性遺伝子特異的に存在する SNP を利用した遺伝子

型識別用マルチプレックスマーカーを構築したこと

で、育成した品種、系統が保持する真性抵抗性遺伝

子の種類を簡便に調べることが可能となった。従っ

図1128-1　構築した選抜マーカーと遺伝子の物理位置と遺伝位置関係 　　 

A: 遺伝子と選抜マーカーの物理距離。日本晴のゲノムシークエンスデータ

（http://rgp.dna.affrc.go.jp/）を元に物理距離を算出している。

B: 遺伝子と選抜マーカーの遺伝距離。

図1128-2　いもち病真性抵抗性同質遺伝子系統におけるマルチプレックスマーカー

セットの利用例

各品種・系統のDNAを鋳型とし、�組のマーカーセットを用いてPCRを行った。

�: コシヒカリ、�:� 種類の判別品種の混合、�: ササニシキ 、�:� 種類のササ

ニシキ BL 系統の混合 (Piz、Piz-t、Pik、Pik-m、Pita、Pita-� )。
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て、本マーカーセットは、いもち病真性抵抗性品種

の育成のみならず、育成系統の維持にも使用可能な

利用範囲の高いマーカーであると考えられる。

オ　今後の課題

遺伝子型識別用マルチプレックスマーカーでは、

Pita（ヤシロモチ由来）と Pita-�（Pi No.� 由来）を

識別できないため、更なる詳細な多型解析を行い、

真性抵抗性遺伝子を特異的に検出するマーカーを構

築する必要がある。また、DNA マーカー選抜の利

便性、有用性を高めるためには、同一手法のSNPマー

カーで選抜できる真性抵抗性遺伝子の種類の充実を

図る必要がある。　

カ　要　約

いもち病真性抵抗性遺伝子を保持した系統を選

抜する DNA マーカーセットの構築に先立ち、SNP

を判別する SNP 判別 PCR マーカーを改良し、簡易

DNA 抽出法と組み合わせた SNP 検出の基盤技術を

確立した。確立した系を用いて、高精度マッピン

グにより、� 種類のイネいもち病真性抵抗性遺伝子

Piz、Piz-t、Pit、Pik、Pik-m、Pik-p、Pita、Pita-�、

Pib の近傍に選抜マーカーを作出した。さらに、品

種や同質遺伝子系統が保持する真性抵抗性遺伝子の

種類を簡便に識別できるマルチプレックスマーカー

を構築した。
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第２章　ダイズ

１　ダイズの病害複合抵抗性に関するＤＮＡ

マーカー選抜技術の開発（1201）

ア　研究目的

ダイズモザイクウイルス (SMV) に起因する褐斑

粒は、ダイズ子実の品質低下の大きな要因である。

ウイルス病の防除は、伝染源となる褐斑粒の除去と

媒介昆虫であるアブラムシの駆除によっているが、

その効果は十分とはいえない。水田転換畑では立枯

性病害の発生が多く、収量の不安定要因となってい

る。立枯性病害の一つである黒根腐病には有効な薬

剤がなく、抵抗性品種の開発が求められている。高

品質な国産大豆を安定生産するためには、これら病

害に抵抗性を有する大豆品種の育成が極めて重要で

ある。本研究では、SMV と黒根腐病に連鎖するＤ

ＮＡマーカーを探索するとともに、病害複合抵抗性

系統の選抜にＤＮＡマーカーを利用することで育種

の効率化を図る。

イ　研究方法

ア　ダイズモザイクウイルス (SMV) 抵抗性

｢YR-��｣（SMV － A・B 抵 抗 性 ） × ｢ 東 山 系

NA��｣（SMV － A・B 感受性）に由来する �� 系統（F�）

を供試し、SMV － A・B 病原系統に対する抵抗性を

調査する。SMV を病原系統ごとに初生葉に接種し、

病徴の発生調査により系統の抵抗性遺伝子型を抵抗

性型、感受性型、ヘテロ型に分類する。遺伝子型の

データを基にして、MAPMAKER を用いて SSR マー

カーによる連鎖解析を行う。

イ　黒根腐病抵抗性

｢YR-��｣（黒根腐病抵抗性）× ｢東山系 NA��｣（黒

根腐病感受性）の F� 系統を用いて、幼苗および圃

場における抵抗性の接種検定を行い、量的形質遺伝

子座 (QTL) を推定する。

　ａ　幼苗検定

�� 系統および交配親をプランターに播種する。

フスマ・バーミキュライト培地にて �0 日間培養し

た黒根腐病菌を接種源とし、ダイズ本葉展開初期の

幼苗地際部養土に �0％量を覆土・接種する。接種

�0 日後に植物体を抜き取り、茎基部と根部の褐変

程度から 0（褐変なし）～ �（枯死）の � 段階に分

級し、発病度を算出する。

　ｂ　圃場検定

供試系統と接種源は幼病検定と同様とし、検定

圃場に１系統 �0 個体６反復養成し、開花期前に１

個体あたり �0 ｇ株元に接種する。黄葉期に植物体

を抜き取り、茎基部と根部の褐変程度から 0（褐変

なし）～ �（枯死）の � 段階に分級し、発病度を算

出する。

ウ　研究結果

ア　ダイズモザイクウイルス抵抗性

RsvA(SMV-A 病原系統に対する抵抗性遺伝子 ) 、

RsvB(SMV-B 病原系統に対する抵抗性遺伝子 ) には

連鎖関係が認められ、RsvB は SSR マーカー Satt���

と �.�c Ｍで連鎖した（図 ��0�-�)。

この連鎖群は Cregan ら �) のダイズ連鎖地図の F

連鎖群と一致した。

イ　黒根腐病抵抗性

　ａ　幼苗検定

抵抗性の親系統「YR-��」および感受性の親系統

「東山系 NA��」の発病度は、それぞれ、�0 および

�0で、「YR-��」の発病度が「東山 NA��」よりも低かっ

たが、大きな差は見られなかった。

F� 系統の発病度は、�0 台～ �0 台まで分布した

（図 ��0�-�）が、親系統と同様に発病度が全体的に

図1201-1　SSR マーカーとモザイク病抵抗性遺伝子の連鎖地図

�) RsvA：SMV-A 抵抗性遺伝子

�) RsvB：SMV-B 抵抗性遺伝子 
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高かったことから、系統間における抵抗性に明確

な差は見られなかった。この結果を用いた QTL 解

析からは、LOD 値 � 以上の有効な QTL は検出でき

なかった。

　ｂ　圃場検定

圃場検定での発病程度は幼苗検定に比べて低く、

親系統「YR-��」および「東山系 NA��」の発病度は、

それぞれ、�.� および ��.� であった。

F� 系統の発病度は、0 ～ �0 台まで分布した ( 図

��0�-�)。この結果から QTL 解析をしたところ、

LOD 値 � 以上の � つの QTL が、第 �� 連鎖群 (M)

と第 �� 連鎖群 (O) に認められた（表 ��0�-�）。

エ　考　察

ア　ダイズモザイクウイルス抵抗性

RsvB に連鎖する Satt��� は PCR 法で利用できる

SSR マーカーで、操作の簡便性から育種現場向きで

ある。実用性を高めるには、より近傍のマーカーが

望まれる。

イ　黒根腐病抵抗性

検出された LOD 値 � 以上の � つのマーカー

Satt��� と Satt��� は、発病が少ない圃場検定の結

果に基づいている。黒根腐病多発条件下での抵抗性

QTL 効果の確認が必要である。

オ　今後の課題

ア　ダイズモザイクウイルス抵抗性

RsvA と密接に連鎖するマーカーが得られていな

いので、今後さらに解析する必要がある。

イ　黒根腐病抵抗性

幼苗接種検定が不安定であるので、検定の精度を

向上するために接種条件を改善する必要がある。ま

た、系統間の抵抗性の差が明確に現れる接種条件（接

種源量、接種時間等）を設定する必要がある。

カ　要　約

ア　ダイズモザイクウイルス (SMV) の B 病原

系統抵抗性遺伝子に連鎖する SSR マーカーとして

Satt��� を検出した。

イ　培養した黒根腐病菌を幼苗あるいは開花期の

ダイズに接種することで、発病を促進することが

できた。幼苗への接種では発病が多すぎて系間差

が不明確となった。圃場検定では、発病程度は軽

かったが、QTL 解析により２つの QTL（Satt���、

Satt���）を見出した。

�) 発病程度

　0：褐変なし

　�：根部あるいは地際部にわずかの褐変あり

　�：褐変が主根または地際部を取り巻くほどに発達

　�：褐変が地際部を中心に長く上下に拡大

　�：主根が腐朽し根量も減少

　�：枯死

図1201-2　黒根腐病発病度別系統数

表1201-1　黒根腐病抵抗性の圃場検定に基づく QTL 解析結果
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２　ダイズのストレス耐性に関するＤＮＡマー

カーの作出（1203）

　　転換畑向け大豆品種育成のためのＤＮＡ

マーカーの開発（1203）

ア　研究目的

大豆は、主要な転作作物として営農上重要な位置

を占めるが、ストレス耐性が不十分なため、約 �年

に一度冷害に遭遇して収量と種子の外観品質が低下

するのみならず、過湿ストレスおよび過湿条件下で

多発する黒根腐病によって収量が低下する。そのた

め、大豆の安定生産と国産大豆の生産振興のために

は、ＤＮＡマーカーを利用したストレス耐性育種の

効率化が不可欠である。

イ　研究方法

ア　黒根腐病抵抗性

圃 場 抵 抗 性 を 有 す る 大 豆 野 生 種「COL/

AOMORI/����/NASU-�」と感受性品種「東山系

NA��」の F� 集団を �.�% の接種源を混和したポット

で栽培し、成熟期に根の発病程度によって抵抗性を

評価し、SSR マーカーによって抵抗性遺伝子のマッ

ピングを行った。

イ　種子の低温着色抵抗性

抵抗性品種「コガネジロ」と感受性品種「キタコ

マチ」との F� 集団を個体別にポットで栽培し、ファ

イトトロンで開花始�日後より��℃の低温処理を�

週間行い、収穫種子の着色指数（着色無：0～甚：�）

によって抵抗性を評価した。そして、SSR マーカーと

AFLP マーカー等（合計���マーカー）の遺伝子型を

評価し、composite interval mapping によって低温着色抵

抗性および早晩性（開花日）のＱＴＬ解析を行った。

ウ　耐湿性

耐湿性のやや高い品種「ミスズダイズ」と低い品

種「秣食豆公 �0�」を交配して千葉大学が育成した

リコンビナントインブレッドライン �0 系統（各 �

ポット：� 個体）を供試して、耐湿性を検定した。

直径 ��.�cm のポットに土壌 �kg（硫安 �g、過石

�g、熔燐 �g、硫加 �g）を詰めて種子を � 粒播種し、

初生葉展開期に �本に間引いてビニールハウスで栽

培した。湛水した�000Ｌのプラスチックコンテナ（�

個）を用いて、半数のポットを第 � 本葉展開期より

地上約 �cm の湛水処理を � 週間行い、成熟期に無

処理個体と処理個体との子実重比で耐湿性を評価し

た。そして、SSR マーカー、AFLP マーカー、RFLP

マーカー等（合計 ��0 マーカー）の遺伝子型を評価

し、composite interval mapping によって耐湿性およ

び早晩性（開花日）のＱＴＬ解析を行った。

ウ　研究結果

ア　黒根腐病抵抗性

大豆ゲノム全体の約 �割の領域を調査したが、抵

抗性と連鎖したマーカーは見いだされなかった。

イ　低温着色抵抗性

低温着色抵抗性を支配する QTL が � 個（pig� ～

pig�）、開花日を支配する QTL が � 個（fd� ～ fd�）

見いだされた（図 ��0�-�）。pig� と fd� は同一の位

置に見いだされ、他のマーカーとの位置関係によ

り早晩性遺伝子E� に対応すると考えられた。早晩

性遺伝子E� ～E� の遺伝子型を単独で変更した準

同質遺伝子系統の抵抗性検定を行ったところ、そ

れぞれの早晩性遺伝子は特有の作用の強度と方向

性を持って抵抗性に関与していることが明らかに

なった（Takahashi & Abe �), Takahashi et al. �)）。早

晩性遺伝子間の相互作用を明らかにするためにE�、

E�、E�、E� の複数の遺伝子型を同時に変更した準

同質遺伝子系統の抵抗性検定を行ったところ、早晩

性遺伝子の低温着色に及ぼす作用は相加的であるこ

とが明らかになった（Takahashi et al. �), Benitez  et 

al. �)）。また、早晩性と無関係に抵抗性を支配する

QTL がいくつか見いだされた。

ウ　耐湿性

耐湿性を支配する QTL が �00� 年に � 個、�00�

年に � 個認められた（図 ��0�-�）。両年で最も大き

な作用を示した QTL（ft�）は年次間で再現性が認

められ、他のマーカーとの位置関係より早晩性遺伝

子 E� に対応すると考えられた。その他のＱＴＬは
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年次間で再現性が認められず、環境要因に影響され

ると考えられた。

エ　考　察

ア　黒根腐病抵抗性

黒根腐病抵抗性の検定には労力がかかり、しか

も十分な抵抗性を有する遺伝資源は見いだされて

いない。そのため、黒根腐病抵抗性の簡易検定技

術を開発し、抵抗性の高い遺伝資源を見いだす必

要がある。

イ　低温着色抵抗性　

早晩性遺伝子が低温着色に及ぼす作用は相加的

図1202-1　低温着色抵抗性と開花日を支配する QTL（着色指数：黒、開花日：斜線）
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で、早晩性遺伝子の遺伝子型の組合せから系統の

抵抗性を大まかに推定できるだけでなく、遺伝子

型を適切に組み合わせることにより抵抗性を高め

ることができる。また、早晩性と無関係に抵抗性

を支配する QTL が見いだされ、耐冷性育種に利用

できる。

ウ　耐湿性

早晩性に関わりのない QTL は年次間で再現性が認

められず、環境要因に影響されると考えられた。また、

早晩性遺伝子E� が優性の晩生個体は湛水処理終了後

の生育期間が長いため、多収になって耐湿性指数が高

い値を示すが、生理的に耐湿性が高いわけではない。

図1202-2　耐湿性を支配する QTL（黒：�00� 年、斜線：�00� 年）と開花日を支配する

QTL のピーク（矢印。年次＋ ct（無処理）または tr（湛水処理））
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そのため、早晩性が同程度で耐湿性指数が異なる品種・

系統を交配して遺伝分析を実施する必要がある。

オ　今後の課題

ア　黒根腐病抵抗性

黒根腐病抵抗性の簡易検定法を開発し、抵抗性の

高い遺伝資源を見いだす必要がある。

イ　低温着色抵抗性　

早晩性と関わりなく抵抗性を支配する QTL に関

する選抜マーカーを開発する必要がある。

ウ　耐湿性

早晩性が同程度で耐湿性に差のある品種を見いだ

して遺伝分析の材料を養成する必要がある。

カ　要　約　

ア　黒根腐病抵抗性

大豆ゲノム全体の約 � 割の領域を調査したが、抵

抗性と連鎖したマーカーは見いだされなかった。

イ　低温着色抵抗性

低温着色抵抗性を支配する QTL が � 個（pig� ～

pig�）、開花日を支配する QTL が � 個（fd� ～ fd�）

見いだされた。pig� と fd� は同じ位置にあり、早晩

性遺伝子E� に対応すると考えられた。早晩性遺伝

子E� ～E� は特有の作用の強度と方向性を持って

抵抗性に関与しており、早晩性遺伝子が低温着色に

及ぼす作用は相加的である。また、早晩性と無関係

の QTL がいくつか見いだされた。

ウ　耐湿性

耐湿性を支配する QTL が �00� 年に � 個、�00�

年に � 個認められた。両年で最も大きな作用を示

した QTL（ft�）は年次間で再現性が認められ、早

晩性遺伝子E� に対応すると考えられた。他の QTL

は年次間で再現性が認められず、環境要因に支配さ

れると考えられた。
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Crop Science ��: ����-����.

３) Benitez ER et al. (�00�)　Soybean maturity gene 

effects on seed coat pigmentation and cracking in 

response to low temperatures. Crop Science ��: 
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研究担当者（高橋良二 *）

３　ダイズのハスモンヨトウ抵抗性に関する

DNA マーカーの作出（1204）

ア　研究目的

暖地における大豆作ではハスモンヨトウ

（Spodoptera litura Fabricius）幼虫による被害が大き

な問題になっている。現在まで「ヒメシラズ」や

「PI������」（ソウデンダイズ）等の圃場抵抗性を有

する遺伝資源を活用して抵抗性品種育成の努力がな

されてきたが、その抵抗性親の農業形質の劣悪さか

ら未だ優良系統の育成はなされていない。この現状

を打破するためには DNA マーカーを利用した戻し

交配を中心とする育種が有効な手段になると考えら

れる。そこで、「ヒメシラズ」を材料として QTL 解

析を行い抵抗性に関連する遺伝子の位置と効果およ

び選抜のための DNA マーカーを明らかにする。ま

た、その DNA マーカーを用いて戻し交配を行って

抵抗性遺伝子に関する準同質遺伝子系統を開発し、

「ヒメシラズ」の抵抗性遺伝子の効果および既知の

抵抗性遺伝子との対立性等を検証する。

イ　研究方法

ア　「ヒメシラズ」のハスモンヨトウに対する抗

生性の QTL 解析

材料として「フクユタカ」×「ヒメシラズ」の

F� 集団 ��� 個体を用いた。「フクユタカ」は西日本

における大豆の主要品種でハスモンヨトウに対して

抵抗性を有していない。「ヒメシラズ」はハスモン

ヨトウに対して圃場抵抗性を示す飼料用品種であ

る。抵抗性はハスモンヨトウ幼虫に対する抗生性を

基準として評価した。各植物個体の葉を飼料とし、

個体あたり � 頭のハスモンヨトウ � 齢幼虫を蛹化ま

で飼育して、蛹化までの時間と蛹重を測定した。幼

虫の雌雄による誤差を補正するため、一種の成長率

である成長指数＝（蛹重）/（蛹化まで時間）を算
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出し、� 頭の平均値を各植物体の抗生性の指標とし

た。連鎖地図は計 ��� 座の SSR（単純反復配列）と

毛茸色に関する遺伝子座T を用いて構築した。SSR

の遺伝子型は、USDA(Cregan et al.�)) および千葉大

が開発したプライマーを用いて PCR 増幅し、電気

泳動を行って確認した。連鎖群の構築・地図距離の

計算は MAPMAKER/EXP�.0b によった。QTL の検

出には QTL Cartographer �.�� による複合区間マッ

ピング法を用いた。

イ　「ヒメシラズ」由来抵抗性遺伝子の効果およ

び既知抵抗性遺伝子との対立性の検証

まず、QTL 解析で明らかになった抵抗性遺伝子

に連鎖する SSR マーカーを用いた選抜と「フクユ

タカ」の連続戻し交配を行い、「フクユタカ」を遺

伝的背景とする準同質遺伝子系統を開発した。また、

海外で報告がある食葉性昆虫抵抗性系統「PI������」

（ソウデンダイズ）の遺伝子 (Rector et al. �)) に関し

ても同様に戻し交配系統を開発した。次に、それら

系統のハスモンヨトウに対する抗生性を評価して各

抵抗性遺伝子の効果を確認した。また、戻し交配系

統間の交配を行って、「ヒメシラズ」と「PI������」

の遺伝子の対立性を検証した。選抜に用いるマー

カーは遺伝子を挟む位置にある � 座とし、組み換

えによる選抜の失敗を防いだ。抗生性の評価法は

QTL 解析でも用いた成長指数を用いた。

ウ　研究結果

ア　「ヒメシラズ」のハスモンヨトウに対する抗

生性の QTL 解析

��� 個体の F� 分離集団の抗生性のヒストグラム

は連続的ではあるが二峰性を示した（図 ��0�-�）。

飼育した幼虫の成長指数が低い（すなわち植物の抗

生性が高い）峰の方の個体数が少なく、峰の谷間と

なる成長指数 �.� を境界として � 群に分けた場合、

その個体数の比（抗生性高：低　��：���）は �：�

から統計的に逸脱しなかった（χ�=�.��、0.�<P<0.�）。

��� 座の遺伝子座による連鎖地図は計 �� 連鎖群、

���0.�cM となった。各遺伝子座の位置はほぼ既存

の報告に合致していた。成長指数の QTL 解析の結

果、連鎖群 M 上の � ヵ所に QTL が検出された ( 図

��0�-�)。SSR マーカー Satt��0 と Satt��� の間に位

置する座を CCW-�、Satt��� と Satt��� の間に位置

する座を CCW-� と名付けた。なお、CCW はハス

モンヨトウの英名 Common Cut-Worm の頭文字で

ある。両座の位置と効果を表 ��0�-� にまとめた。

CCW-� の方が LOD 値、相加効果および分散に対

図1203-1　「フクユタカ」×「ヒメシラズ」由

来 F� 集団の成長指数の分布

図1203-2　成長指数に関する連鎖群 M 上の LOD 値

LOD r2 1)

CCW-1 M Satt220-Satt175 12.7 1.87 1.36 0.283 
CCW-2 M Satt567-Satt463 6.8 1.58 0.03 0.159 

表1203-1　成長指数に関する QTL の位置とその効果
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する寄与率に関して CCW-� よりも大きかった。ま

た、抗生性を高める対立遺伝子は両遺伝子座とも「ヒ

メシラズ」に由来していた。

イ　「ヒメシラズ」由来抵抗性遺伝子の効果およ

び既知抵抗性遺伝子との対立性の検証

各 QTL に関する戻し交配系統の育成経過を図

��0�-� にまとめた。解析に用いた系統の世代は

BC� および BC� で、計算上ではゲノムの ��.�% お

よび ��.�% が「フクユタカ」に置き換わっている。

開発された系統の連鎖群 M のグラフ遺伝子型と飼

料としてハスモンヨトウを飼育した場合の成長指数

を図 ��0�-� にまとめた。戻し交配系統（NIL-C�、

NIL-C�、NIL-C�+C�および NIL-PI）の成長指数は「フ

クユタカ」よりも有意に低かった。分散分析の結果、

CCW-� と CCW-� の間に遺伝子間の相互作用は検

出されなかった（データ省略）。また、CCW-� およ

び PI������ 由来 QTL ではその遺伝子型が「フクユ

タカ」とヘテロであると成長指数が抵抗性ホモより

も有意に高いが（フク /NIL-C� およびフク /NIL-

PI）、「ヒメシラズ」と「PI������」とのヘテロでは

有意差がなかった（NIL-C�/NIL-PI）。

図1203-3　戻し交配系統の育成過程

図1203-4　戻し交配系統の連鎖群 M のグラフ遺伝子型と成長指数

�) 成長指数は各系統で飼育したハスモンヨトウ � 齢幼虫の ( 蛹重 )/( 蛹化迄期間 ) で算出

した。同列内の異なる文字間に Tukey-Cramer の多重比較で �% 水準の有意差がある。
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エ　考　察

ア　「ヒメシラズ」のハスモンヨトウに対する抗

生性の QTL 解析

QTL 解析で見出された CCW-� は相加効果と優性

効果の関係から、抗生性を高める対立遺伝子が劣

性であると考えられた。これは、分離集団の抗生性

のヒストグラムから抗生性に関わる劣性の遺伝子の

存在が示唆されたこととよく合致する。CCW-� の

位置には「PI-������」においても食葉昆虫抵抗性

の遺伝子座が報告されており (Rector et al. �))、ま

た、PI由来抵抗性対立遺伝子も劣性であることから、

CCW-� と PI 由来遺伝子座が同一である可能性が高

いと考えられた。CCW-� については、近傍に効果

の非常に弱い食葉性昆虫抵抗性の QTL が報告され

ているが (Terry et al. �))、その効果に大きな違いが

あることから、少なくとも「ヒメシラズ」の抵抗性

対立遺伝子は新規のものと考えられた。

イ　「ヒメシラズ」由来抵抗性遺伝子の効果およ

び既知抵抗性遺伝子との対立性の検証

戻し交配系統の全てが「フクユタカ」よりも抗生

性が高かったことから、CCW-� および CCW-� と、

「PI������」由来の QTL が実際にハスモンヨトウの

成長を妨げる効果があることが示された。CCW-�

と CCW-� の間に相互作用がないことは「PI������」

の遺伝子の例（Zhu et al.�））とは異なっており、興

味深い。一方、CCW-� および CCW-� 上の抵抗性

対立遺伝子を併せ持つ NIL-C�+C� は年次間で効果

にばらつきがあり、CCW-� の効果は環境の影響を

受ける可能性があることが示唆された。CCW-� と

PI 由来 QTL 上の抵抗性対立遺伝子は「フクユタ

カ」対立遺伝子とヘテロになると効果がなく、抵抗

性対立遺伝子は劣性という QTL 解析での示唆が裏

付けられた。また、両座の抵抗性対立遺伝子が劣

性であることから、両 QTL が異なる遺伝子座と仮

定した場合、NIL-C�/NIL-PI は抗生性が低くなるは

ずであるが、結果では抗生性は高かった。よって、

CCW-� と PI 由来 QTL は同一であると考えられた。

オ　今後の課題

ア　「ヒメシラズ」のハスモンヨトウに対する抗

生性の QTL 解析

ダイズのゲノム研究は近年日本を始めアメリカ等

でも精力的に取り組まれており、今後、それらの成

果を生かした新たな解析に取り組むことができるよ

うになる。よって、QTL 解析に供試した分離集団

を着実に維持・管理して、恒久的にゲノム情報を利

用した解析が可能な組み換え自殖系統群を育成して

おく必要がある。

イ　「ヒメシラズ」由来抵抗性遺伝子の効果およ

び既知抵抗性遺伝子との対立性の検証

各遺伝子の抗生性に関する効果は調査できたが、

それら遺伝子で実際の圃場におけるハスモンヨトウ

の被害をどれだけ低減できるかについての知見は未

だ得られていない。戻し交配系統が既に得られてい

ることから、それを利用して実際の圃場における効

果を明らかにする必要がある。また、得られている

戻し交配系統は未だ抵抗性親由来領域を �0cM 程度

残している。育種上あるいは更なる研究の発展上、

戻し交配をより進める必要がある。

カ　要　約

ア　「ヒメシラズ」のハスモンヨトウに対する抗

生性の QTL 解析

分離集団を用いた解析から、連鎖群 M 上の � ヵ

所にハスモンヨトウに対する抗生性に関する QTL

（CCW-� および CCW-�）を見出した。両座とも抵

抗性対立遺伝子は「ヒメシラズ」に由来しており、

CCW-� の抵抗性対立遺伝子は劣性と考えられた。

イ　「ヒメシラズ」由来抵抗性遺伝子の効果およ

び既知抵抗性遺伝子との対立性の検証

戻し交配系統を開発してそのハスモンヨトウに対

する抗生性を評価した結果、CCW-�、CCW-� およ

び PI������ 由来の QTL が実際に抗生性を向上させ

る効果があることが確認された。また、戻し交配系

統同士の交配実験の結果、CCW-� と PI������ 由来

QTL が同一の座であること、座乗する抵抗性対立

遺伝子が劣性であることが示された。

キ　引用文献
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２) Rector BG et al. (�000) Quantitative trait loci for 

antibiosis resistance to corn earworm in soybean. 

Crop Sci. �0:���-���.

３) Terry LI et al. (�000) Soybean quantitative trait 
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loci for resistance to insects. Crop Sci. �0:���-���.
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研究担当者（小松邦彦 *）

４　ダイズの耐冷性に関連するＤＮＡマーカー

の作出（1206）

　　ダイズの耐冷性に関するＤＮＡマーカーの

高精度化（1207）

ア　研究目的

ダイズは北海道畑作の基幹作物であり、また、転

作作物としてもその重要性が増している。実需者か

らは安定生産を求める声が強いが、北海道において

しばしば発生する冷害は著しい収量低下をもたらす

ことから深刻な問題となっている。現在耐冷性育種

は主に検定圃場や人工気象室を用いて行われている

が、前者は気象条件の変動があり、また後者は面積

的制約があることから、より効率的な選抜法の開発

が望まれている。そこで本研究では、ダイズ耐冷性

に関連する DNA マーカーの探索を行い、既に進行

中の線虫抵抗性や矮化病抵抗性の DNA マーカー開

発と連動して、将来的に北海道においてダイズの

DNA マーカーによる複合ストレス耐性育種を可能

にすることを目的とする。

イ　研究方法

ア　人工気象室における耐冷性検定条件の検討

ダイズの生殖期における人工気象室における耐冷

性検定法を新たに３種類考案しその変法もあわせて

試験した（図 ��0�-�）。

イ　人工気象室の耐冷性検定に基づく QTL 解析

ａ　F�RIL�0� 系統を育成し、人工気象室で検定

法 III を用いて、栽培収穫し、収量連形質について

調査した（２反復）。

ｂ　USDA（Song et al. �））および千葉大（Yamanaka 

et al. �））で開発された約 �000 の SSR マーカーにつ

いて両親のアレルの比較を行った。

ｃ　APX� の cDNA をクローニングし、塩基配列

の多型を利用し、SNP マーカーを作出した。

ｄ　��� の SSR マーカー、２つの形態マーカー、

２つの SNP マーカーにより、F�RIL�0� 系統のジェ

ノタイピングを行った。

ｅ　各形質の対数変換した CTI（低温区での値

/ 対照区の値× �00）について、QTLCartographer

を用いて、CIM 解析を行った。

ｆ　統計解析は、SASのソフトウェアを用い行った。

ウ　圃場の耐冷性検定に基づく QTL 解析

F�RIL�0� 系統を育成し、そのうちの晩生のもの

を除く �� 系統について、札幌および上士幌圃場で

平成 �� 年から �� 年の２カ年、栽培・収穫し、収量

関連形質（着莢数、莢あたり種子数、種子数、収

量、百粒重）について調査した。しかしながら、平

成 �� 年は上士幌圃場においても顕著な低温条件に

ならなかったため、低温区は平成 �� 年度のみの結

果を用いて解析を行った。ジェノタイピングデータ

はイの結果を用い、解析方法もイに準じた。

エ　QTL の確認と熟性遺伝子座の耐冷性に及ぼ

す影響の解明

ａ　トヨムスメ、トヨハルカ（十育 ��� 号）、十

育 ��� 号を遺伝背景とした E�e�e� 型（ハヤヒカリ

と同様の熟性遺伝子型）系統を作出するため、戻

し交配しマーカー選抜を行うとともに、各世代で

人工気象室において耐冷性検定を行った。トヨム
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図1204-1　人工気象室での耐冷性検定法　

O は従来法で対照植物は屋外で生育さ

せた。Ⅰ、Ⅱ、Ⅲは全期間人工気象下

で生育させた．灰色が対照区ならびに

低温処理期間以外の生育条件、黒色は

低温処理条件
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スメ× HC�F�-�� の F� については、マーカーによ

り、e�e�e� 型、e�E�e� 型、e�e�E� 型、e�E�E� 型、

E�e�e� 型の個体を選抜し、その自殖後代を圃場に

おいても耐冷性検定した（図 ��0�-�）。

ｂ　ハヤヒカリ× HC�F�-�0（E�e�e�t、Satt���

がトヨムスメ型）の F� 集団 �� 個とトヨムスメ×

HC�F�-�� の F�:� 世代 ��� 系統を人工気象室で耐冷

性検定および SSR マーカーでのジェノタイピング、

分散分析をおこなった。

オ　 耐冷性品種トヨハルカを用いた耐冷性に関

する QTL 解析

トヨムスメとトヨハルカで、SSR マーカーの多型

検索を行い、トヨムスメ×トヨハルカの RIL��� 系

統について、人工気象室での耐冷性検定、ジェノタ

イピング、QTL 解析を行った。

カ　裂莢性に関する QTL 解析

トヨムスメ×ハヤヒカリの RIL について裂莢性検

定を行った。

ウ　研究結果

ア　人工気象室における耐冷性検定条件の検討

検定法 II および III でハヤヒカリとトヨムスメの

耐冷性の品種間差異を子実重レベルで確認すること

ができた。検定法 II は従来の検定法に近く、開花・

成熟期がそろった集団の耐冷性検定に用いることが

可能で、検定法 III は開花・成熟期の早晩性に関係

なく、系統の持つ潜在的な生殖成長期の耐冷性を評

価するのに有効と考えられた（図 ��0�-�）。

イ　人工気象室の耐冷性検定に基づく QTL 解析

ａ　F�RIL�0� 系統は耐冷性に関し、CTI が 0 から

�0 まで、大きな変異を示した。

ｂ　トヨムスメとハヤヒカリの間で、�00 の SSR

マーカーで多型が得られた。

ｃ　APX� は連鎖群 B� にマッピングされた。

ｄ　�0� の RILs についてのジェノタイピングの

結果、�� 連鎖群からなる約 ��00cM の連鎖地図が構

築された。

ｅ　人工気象室の結果から、個体あたり種子重

の耐冷性（常温区に対する低温区の割合）に関す

る QTL 解析を行うと、３つのゲノム領域で有意な

（�000 回のパーミュテーションテストでα＜ 0.0�）

QTL が検出された（図 ��0�-�）。

ｆ　収量構成要素の解析から、連鎖群 C� に座乗

// /F7-14
BC1

239 // 239 /F7-14

237 // 237 /F7-14

F2
F2:3

P

BC 1 F 2

BC2

BC1F2:3
P

F2:4
F

BC2F2

/F7-14 MAS

MAS

BC

MAS

MAS

BC2F2:3
P

MAS

BC3

BC1

F2
F2:3

P

BC 1 F 2

BC2

BC1F2:3
P

F2:4
F

BC2F2 BC2F2:3
P

BC3

図1204-2　戻し交雑（BC）とマーカー選抜（MAS）を利用した熟性遺伝子型の耐冷性

への影響の調査　　　　P: 人工気象室、F: 圃場

図1204-3　各種検定法による、ハヤヒカリとトヨム

スメの耐冷性評価　

低温処理条件は図１のとおり。ただし、圃場は、

��年の札幌と上士幌の圃場試験の比較。Ⅱ' は

開花始めの１週間前から低温処理を４週間実施。

Ⅲ' はⅢと同様の条件で、�0% の遮光を行った。

CTI ＝（低温区での子実重）／（対照区での子実重）×�00



― ��� ―

する QTL は、個体あたり種子数の耐冷性と一粒重

の耐冷性双方に関与し、連鎖群 L に座乗する QTL

は個体あたり種子数の耐冷性に関与することが推定

された（図 ��0�-�）。

ｇ　効果の大きな２つの QTL は、開花期・成熟

期の早晩性を支配する熟性遺伝子座に近接した（図

��0�-�）。

ｈ　連鎖群 I に位置する熟性遺伝子座の近傍に

は、単独で耐冷性に関する有意な QTL は存在しな

いが、連鎖群 L の耐冷性遺伝子座と相互作用を示し、

連鎖群 C� の遺伝子座も併せて、熟性遺伝子座すべ

てがハヤヒカリ型になった場合に、耐冷性が最も強

くなった。

ウ　圃場の耐冷性検定に基づく QTL 解析

圃場については、�00� 年単年度のデータから解

析したところ、構成要素に関しては、いくつか有意

なものが得られたが、収量の CTI に関する有意な

QTL は検出されなかった。

エ　QTL の確認と熟性遺伝子座の耐冷性に及ぼ

す影響の解明

ａ　トヨムスメの F�:� 世代では、人工気象室での

検定でばらつきが大きかったが、

E�e�e� 型は、他の遺伝子型に比べ、低温下での

子実重が大きく、耐冷性が勝った。しかし、戻し

交配を重ねた系統では、いずれの品種、系統でも

E�e�e� 型の耐冷性への効果は判然としなかった

ｂ　ハヤヒカリ× HC�F�-�0 の F� 集団では、開

花期・成熟期に関して、大きな変異はみられず、もっ

とも大きな効果をもつ QTL について固定している

ことが確認されたが、褐毛遺伝子座に関しては、分

離し、T 型およびヘテロ型の耐冷性がｔ型を大きく

上回った（表 ��0�-�）。また、Satt��� の遺伝子型

別の耐冷性に有意差がみられ、連鎖群 H 上の耐冷

性 QTL の存在が確認された（表 ��0�-�）。

オ　耐冷性品種トヨハルカを用いた耐冷性に関す

る QTL 解析

トヨムスメとトヨハルカでは SSR マーカーの多

Satt681

Satt281

Satt363

Satt322

Satt277

Satt708

Satt307
LG C2 LG I LG L LG H

Satt623 Sat_245 Satt434

Sat_216

Sat_158

Satt676

Satt442

Sat_127

Satt635

Satt666

Satt373

Satt299
Sat_184

Sat_099

Sat_340
Satt156

Sat_320

Satt182

Sat_408

Sat_170

Sat_104

Satt496
Satt614

Satt451

Satt100
T

Sat_336

Sat_130

図1204-4　種子重とその構成要素の耐冷性および開花

期に関するQTLの座乗位置各種検定法によ

る、ハヤヒカリとトヨムスメの耐冷性評価

　　　　各連鎖群の名称は Song et al.(�00�) に対応する

表1204-1　耐冷性 QTL 近傍のマーカーの効果に関する分散分析と遺伝子型別の子実生産能関連形質の平均値
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型率が低く、全く多型が存在しないゲノム領域も多

く存在したが、連鎖群 A� の Sat_��� 近傍に耐冷性、

特に一粒重の耐冷性に関して効果の大きな QTL が

検出された（図 ��0�-�）。

カ　裂莢性に関する QTL 解析

トヨムスメ×ハヤヒカリの RIL について裂莢性に

関する QTL 解析を行ったところ、連鎖群 J に効果

の大きな QTL が同定された。

エ　考　察

ア　人工気象室における耐冷性検定条件の検討

育種においては、実際の栽培条件に近い検定法 O

が専ら開花期の耐冷性検定に使用されてきたが、１

年に一度しか試験ができない、開花期、成熟期が北

海道で栽培できる範囲の系統しか供試できないなど

の制約が伴う。本研究で開発した検定法 II や III は、

完全に人工気象条件で栽培するため、一年に複数回

の試験が可能で、また III はトヨムスメ×ハヤヒカ

リの RILs などのように開花期や成熟期の変異が大

きい集団にも適用できることから、耐冷性のゲノム

解析に適した検定と考えられる。　

イ　人工気象室の耐冷性検定に基づく QTL 解析

トヨムスメ×ハヤヒカリの RILs を用いた QTL 解

析では、開花期・成熟期を制御する QTL の近傍に

２つ、関係のないところに１つ有意な耐冷性 QTL

が検出された。本研究では、生理的ステージにあわ

せ、温度処理を行ったので、自然条件を利用した場

合に生じる、早生と晩生の系統の間で感受性の高い

時期に受ける温度のずれが影響して、みかけ上の

耐冷性に差が生じ、開花期・成熟期の QTL と耐冷

性の QTL の位置が重なった可能性は低い。アメリ

カの品種を遺伝背景とする準同質遺伝子系統等で

も、開花・成熟期を制御する遺伝子座（熟性遺伝

子座）が耐冷性に関連することが示唆されており

（Takahashi et al. �））、熟性遺伝子座そのものが耐冷

性に影響を与えている可能性が考えられた。

ウ　圃場の耐冷性検定に基づく QTL 解析

RIL の耐冷性試験を行った�00�年から�00�年の４

年間の間に耐冷性検定圃場で十分な低温条件が得られ

たのは�00�年のみで、十分な試験を行うことができ

なかった。近年の温暖化を考えた場合、耐冷性検定圃

場の設置場所など再考する必要があるかもしれない。

エ　QTL の確認と熟性遺伝子座の耐冷性に及ぼ

す影響の解明

ウで考察したように、熟性遺伝子座そのものが耐

冷性に影響を与えている可能性が考えられたが、マー

カーを利用した戻し交雑によって作出した熟性遺伝

子型が異なる系統間の耐冷性の比較では、必ずしも、

ハヤヒカリ型の系統の耐冷性が高くなっていなかっ

た。このことは、熟性遺伝子そのものではなく、そ

の近傍に位置する遺伝子が耐冷性に関与しているこ

とを示唆するものである。実際に、開花・成熟期にもっ

とも大きな効果をもつ QTL の近傍の耐冷性 QTL は

より褐毛遺伝子座 T に関連していることが示された。

オ　耐冷性品種トヨハルカを用いた耐冷性に関す

る QTL 解析

トヨムスメ×トヨハルカの RIL から見いだされた

QTL は連鎖群 A� に座乗しており、現在までに耐冷

図1204-5　トヨムスメ×トヨハルカの RIL

において検出された耐冷性 QTL

の近接マーカー Sat_��� の遺伝子

型に基づく一粒重の耐冷性に関す

る頻度分布
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性との関連が示唆されている遺伝子座（毛茸色、葉

形、伸育性など）と関連性がなく、新規の QTL と

考えられる。しかも、その作用力は大きく、効果は

T と関連している耐冷性遺伝子と類似していること

から、非常に有用な QTL と考えられる。

カ　裂莢性に関する QTL 解析

トヨムスメ×ハヤヒカリの RIL は耐冷性解析の

ために育成したものであるが、裂莢性においても

分離したので、QTL 解析したところ、効果の大き

な QTL とそれに隣接するマーカーを同定すること

ができた。これらは、非常に有用で、すでに育種事

業での利用が始まっている。このように、限られた

研究資源を有効に活用するためには、こうしたアプ

ローチも今後ますます重要になると思われる。

オ　今後の課題

ア　人工気象室における耐冷性検定条件の検討

開花期および種子登熟期の耐冷性については、本

研究で開発した方法により検定可能と考えられる

が、初期生育時等の耐冷性については、今後検討を

要する。イネの穂ばらみ期にあたる花粉形成期につ

いては、十勝農試で検定法が開発されたので、その

簡素化、一般化を行う必要がある。

イ　人工気象室の耐冷性検定に基づく QTL 解析

今後新規の耐冷性素材の発掘とその解析、また、

新規耐冷性検定法の開発と利用により、新規 QTL

の同定とマーカー選抜システムの構築が望まれる。

ウ　圃場の耐冷性検定に基づく QTL 解析

連鎖群 H に検出された QTL やトヨハルカを用い

た集団で同定された連鎖群 A� の QTL などは、新

規のものなので、その効果については、圃場で確か

める必要がある。生育期全般を通じての低温に対す

る耐冷性の QTL の同定が望まれる。

エ　QTL の確認と熟性遺伝子座の耐冷性に及ぼ

す影響の解明

千葉大の原田らによって、熟性遺伝子座の高精度

マッピングおよびマップベースクローニングが進め

られているので（Yamanaka et al. �））、こうした情

報を利用しつつ耐冷性 QTL の解析を進めることが

重要であろう。

オ　耐冷性品種トヨハルカを用いた耐冷性に関す

る QTL 解析

単年度の試験結果なので、再現性の確認が不可欠

である。I 座近傍には、シストセンチュウ抵抗性遺

伝子、低温着色耐性遺伝子が座乗しており、今後耐

冷性 QTL を高精度マッピングし、これらとの位置

関係を明らかにすることが必要である。また、耐冷

性の効果が類似しているＴ座との比較も望まれる。

カ　裂莢性に関する QTL 解析

ハヤヒカリ由来の難裂莢性対立遺伝子を本州以南

の品種に導入した場合に極早生性などの不良形質を

支配する遺伝子が連鎖していないかを調査する必要

がある。

カ　要　約

ア　人工気象室における耐冷性検定条件の検討

完全人工気象における開花期の耐冷性検定法を３

種考案し、年複数回の試験、開花・成熟期の大きく

異なる系統の検定が可能となった。

イ　人工気象室の耐冷性検定に基づく QTL 解析

有意な耐冷性の QTL を３つ同定し、それらのう

ち２つは開花・成熟期に関する QTL の近傍に位置

した。また QTL 間で相互作用のあるものもあった。

ウ　圃場の耐冷性検定に基づく QTL 解析

低温条件が得られた年は１回しかなく、有意な

QTL は同定できなかったが、いくつかの候補領域

を見いだした。

エ　QTL の確認と熟性遺伝子座の耐冷性に及ぼ

す影響の解明

熟性遺伝子型による耐冷性の差異が判然としな

かったことから、熟性遺伝子座そのものが耐冷性に

影響を及ぼしている可能性は低いことが推察された。

オ　耐冷性品種トヨハルカを用いた耐冷性に関す

る QTL 解析

連鎖群 A� の Sat_��� 付近に効果の大きな QTL を

検出した。これは、新規の耐冷性 QTL であること

から、より詳細な検討が待たれる。

カ　裂莢性に関する QTL 解析

耐冷性解析のための RIL とジェノタイピングデー

タを利用し、効果の大きな裂莢性に関する QTL と

それに連鎖するマーカーを同定した。
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研究担当者（船附秀行 *）

５　ダイズの発芽前冠水抵抗性に関するＤＮＡ

マーカーの作出（1205）

　　ダイズ種子の冠水抵抗性に関するＤＮＡ

マーカーの作出（1205）

　　ダイズ種子の冠水抵抗性に関する密接連鎖

ＤＮＡマーカーの作出（1208）

ア　研究目的

わが国のダイズ栽培においては、播種期が梅雨期

と重なるために、発芽前冠水抵抗性（冠水抵抗性）

品種の育成が希求されている。冠水抵抗性には複数

の生理的特性および種皮や子葉組織の物理的特性な

どが関与しており、その遺伝分析および育種には分

子マーカーの利用が有効である。本研究では、組換

え自殖系統を用いた QTL 解析により、冠水抵抗性

遺伝子と密接に連鎖する DNA マーカーを開発する

とともに、検出された QTL の効果を解析するため

の準同質遺伝子系統（NIL）を作出する。

イ　研究方法

ア　Peking ×タマホマレに由来する組換え自殖系

統 (PT-RILs)�� 系統とその逆交雑に由来する組

換え自殖系統 (TP-RILs) �� 系統の育成および分

子連鎖地図の作成

PT-RILs (F�) それぞれについて、SSR 座 ��� 座、I

座（種皮色）、T 座（毛茸色）およびW� 座（花色）

の遺伝子型を調査し、MAPMAKER/EXP �.0b を用い

て連鎖地図を作製する。同様に、TP-RILs について

も SSR 座 ��� 座、I 座およびW� 座の連鎖地図を作

成する。

イ　冠水抵抗性検定法の確立と QTL 解析

各 RIL 種子に冠水処理を � 日および２日行った

後、浸漬水中での種皮離脱率、浸漬水の導電率、相

対発芽率（冠水無処理区の発芽率比）、正常生育率

（供試粒数比）の４項目について調査を行う。冠水

� 日処理については、これら形質に加えて胚軸と

子葉の障害率 ( 発芽個体数比 ) を調査する（�0 粒 / 

RIL、反復 �）。また、登熟環境によって抵抗性遺伝

子の発現が変動する可能性があるため、京都で栽培・

収穫した種子（F� バルク）と長野県で栽培・収穫

したその後代種子（F� バルク）を供試する。QTL

解析には Windows QTL Cartographer �.� を用い、

Interval Mapping 法および Composite Interval Mapping

法において LOD 値が �.0 以上の領域を冠水抵抗性

QTL とみなすことにする。

ウ　冠水抵抗性 QTL の qSft� 座に関する NIL の

育成

イの解析により検出された作用力の大きな QTL

（qSft�）についてファインマッピングするための

材料を養成する。qSft� 領域をヘテロ型でもつ PT-

RILsの黄豆系統 PT��（F�）および黒豆系統 PT��（F�）

の後代系統を供試して、qSft� 遺伝子型による発芽

率と正常生育率の差異を調査する。

エ　qSft� のファインマッピングに向けたマー

カー作成

ミスズダイズの TAC クローンライブラリー ( 北

農研 ) から、qSft� 領域内にある SSR 配列および

RFLP プローブ配列に関するクローンをスクリーニ

ングした後、これらの末端配列情報より Peking と

タマホマレ間における多型を探索するとともに、そ

れら多型の STS 化を試みる。また、EcoRI-MseI サ

イト多型に基づく計 �0�� の AFLP マーカー情報か

ら当該領域の STS マーカーを作成する（千葉大の

支援による）。

オ　冠水抵抗性遺伝子のピラミディングに向けて

エンレイは黄豆の中では強い冠水抵抗性を有す

る品種である。エンレイの冠水抵抗性遺伝子が、

Peking 由来の抵抗性遺伝子と座を異にする場合に

は、上記 QTL とのピラミディングの効果が期待さ

れる。そこで、タマホマレ×エンレイの F� 集団を

上記 QTL 座に関する遺伝子型群に分けて群ごとの
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冠水抵抗性を調べ、エンレイの冠水抵抗性遺伝子と

Peking の冠水抵抗性 QTL との座の異同を調査する。

冠水処理は１日とし、� 日後の発芽率および正常生

育率を調査する。

ウ　研究結果

ア　PT-RILs と TP-RILs の育成と分子連鎖地図の

作成

PT-RILsの連鎖地図はカバー領域が���0 cM、マー

カー間の平均距離が �.�cM であった（図 ��0�-�）。

一方、TP-RILs についてはそれぞれ ���0 cM およ

び ��.� cM であった。既存の連鎖地図 (Song et al. �))

との比較から、PT-RILs の連鎖地図はゲノムのほぼ

全領域を、また TP-RILs については � 割程度をカ

バーしていると推察した。

イ　冠水抵抗性検定法の確立と QTL 解析

Hou and Thseng �) の方法を改良した室内実験によ

り冠水抵抗性を検定する手法を確立するとともに、

発芽や幼苗の生育のみならず浸漬水中の種皮離脱率

および導電率も冠水抵抗性の指標となることを明ら

かにした。これら指標形質に関してQTL解析を行っ

た結果、B�、G を除くすべての連鎖群に QTL が検

出された（図 ��0�-�）。また、QTL がクラスターを

形成した計 � 箇所それぞれを qSft�-qSft� と命名し

た。もっとも大きな効果を示した � つの QTL クラ

スター、qSft� および qSft�、はそれぞれ連鎖群 H の

Sat_��� 座の近傍および連鎖群 A� の I 座近傍に位置

していた。qSft� は、色豆品種が黄豆品種より強い

冠水抵抗性を示す傾向にあること（Hou and Thseng 
�）) を遺伝的に説明する因子であると推察された。

ウ　qSft� に関する NIL の育成

PT��、PT�� の後代種子を用いて発芽率および正

常生育率を調査したところ、どちらの形質に関して

も Peking 型の qSft� 遺伝子型がタマホマレ型のもの

より高いこと、さらに、qSft� は Sat_���-Sat_��� 間

に位置することが明らかになった（表 ��0�-�）。

エ　qSft� のファインマッピングに向けたマー

カー作成

qSft� 領域には多型を示す既知の SSR 座がなく、

新規分子マーカーの作成が必要となった。そこで、

図1205-1　PT-RILs における分子連鎖地図と、冠水抵抗性 QTL の位置
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ダイズ TAC クローンの末端配列に関して Peking-

タマホマレ間多型を探索したところ、Satt��� 近傍

のSTSマーカーを１個作成することができた。また、

qSft� 近傍には � 個の AFLP マーカーが検出された

が、どちらも Sat_���-Sat_��� 内部には座乗してい

なかった。

オ　冠水抵抗性遺伝子のピラミディングに向けて

タマホマレ - エンレイ間で各 qSft 領域近傍の SSR

多型を調査したところ、qSft� と qSft� を除く７つの

座で多型 SSR マーカーが見出された。そこで、各座

の遺伝子型別に冠水処理後の発芽率および正常生育

率を調査したところ、qSft� 座の発芽率に関して若

干の差異が認められたものの（�% 水準で有意）、他

の座および形質に関して差異は認められなかった。

エ　考　察

ア　PT-RILs および TP-RILs の育成と分子連鎖地

図の作成

Peking とタマホマレ間には、種々の形質に関して

差異があること、また、本研究によって分子連鎖地

図が作成されたことから、PT-RILs は種々の形質の

遺伝解析に有用な材料になると考えられた。また、

逆交雑の RILs 集団は細胞質遺伝の解析に有用であ

ると考えられた。

イ　冠水抵抗性検定法の確立と QTL 解析

一部の冠水抵抗性 QTL はその効果に関して登熟

環境の影響をかなり受けることが明らかになった。

しかし、qSft�、qSft� の効果は安定していたことか

ら、これら QTL を導入することによって冠水抵抗

性強品種の育成が可能であると結論された。ただし、

qSft� は I 座近傍に位置しており、黄豆育種には利

用できない可能性のあることが示唆された。種皮に

は急激な初期吸水を緩和し物理的ダメージから種子

を守る機能があること（Duke et al.�)）、また、種皮

中のプロアントシアニジンが嫌気下で発生する有害

な活性酸素 ) を除去する機能があることが知られて

いる（VanToai and Bolles �))。したがって、これら

機能の優劣に関与すると推定される I 座の遺伝子型

は冠水抵抗性と密接に関連している可能性がある。

ウ　qSft� に関する NIL の育成

PT��および PT��の後代 NIL においてqSft� 座遺伝

子型間差異が認められたことから、PT��および PT��

のqSft� 座ヘテロ型後代個体の次代はqSft� 座のファ

インマッピングに有効な材料になると考えられた。

エ　qSft� のファインマッピングに向けたマー

カー作成

qSft� 領域には新規マーカーの作成に必要な多型

が少なかった。既存の地図（Song et al. �）, Cregan 

et al. �））においても当該領域のマーカー密度が低

く、qSft� 近傍は元来多型の少ない領域であると考

えられた。

オ　冠水抵抗性遺伝子のピラミディングに向けて

ほとんどの qSft 領域がエンレイの冠水抵抗性と

無関係であったことから、エンレイの抵抗性遺伝子

座は多くの場合 Peking の座と異にすることが明ら

かになった。したがって、Peking とエンレイの抵抗

性遺伝子のピラミディングによって、強度の冠水抵

抗性を示す品種の育成が可能になると考えられた。

オ　今後の課題

ア　PT-RILs と TP-RILs の育成と分子連鎖地図の

作成

TP-RILs の連鎖地図についてはまだ拡充の余地が

ある。

Satt181 Sat_175 Sat_218 Satt434
PT46(F8) , F11

BP P P P T 97.6 (93.4-101.9) * 88.7 (81.8-97.0) *
BT P T T T 89.7 (85.4-  95.7) 72.3 (51.0-90.9)

PT31(F5) , F7 (SY )
YP (SY06) P P T 61.0 (58.9-  63.2) * 20.3 (14.0-24.2) *
YT (SY11) T T T 32.3 (25.3-  42.1) 10.0 (  0.0-15.8)

SY14( ) , F8
T T P 94.7 (89.5-100.0) * 21.3 (14.1-29.8)
T T T 73.3 (60.0-  80.0) 21.2 (19.6-22.1)

表1205-1  qSft� 領域へテロ型個体の後代における冠水抵抗性の

遺伝子型間差異
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イ　冠水抵抗性検定法の確立と QTL 解析

黄豆の育種に qSft� が利用できるかどうか明らか

にするため、qSft� と同様、NIL を育成し、I 座との

同座性を検証する必要がある。

ウ　qSft� 遺伝子型を異にする NIL の育成

異なる遺伝的背景における qSft� の効果を検証す

る必要がある。

エ　qSft� のファインマッピングに向けたマー

カー作成

SSR も AFLP(EcoRI-MseI) も AT リッチ領域に作

出されるマーカーであり、GC リッチ領域に作出さ

れる AFLP を調査すれば新規マーカーが作成できる

可能性がある。

オ　冠水抵抗性遺伝子のピラミディングに向けて

エンレイに Peking もしくは PT-RILs の抵抗性強

系統を交配した集団を養成すれば、冠水抵抗性遺伝

子のピラミディングによってエンレイかなり冠水抵

抗性が強い系統が作出できる可能性のあることが示

された。

カ　要　約

ア　PT-RILs と TP-RILs の育成と分子連鎖地図の

作成

ダイズゲノムのほぼ全域をカバーする連鎖地図を

作成した。これによって、ゲノム全域にわたる遺伝

解析が可能になった。

イ　冠水抵抗性検定法の確立と QTL 解析

冠水障害を室内で検定する方法を確立した。冠水

抵抗性関連形質に関する QTL 解析によって、� つ

の QTL クラスターを検出した。このうち、� つの

QTL、qSft�（連鎖群 H、 Sat_��� 座の近傍）および

qSft�（連座群、I 座近傍）、の効果がきわだって強く、

とくに前者は黄豆の冠水抵抗性育種に利用可能であ

ると考えられた。

ウ　qSft� に関するする NIL の育成

qSft� 領域ヘテロ型個体の後代において、Peking

型系統がより強い冠水抵抗性を示すことが明らかに

なり、qSft� の効果が確認された。ヘテロ型 NIL は

qSft� のファインマッピングの有用な材料になる。

エ　qSft� ファインマッピングに向けたマーカー

作成

ダイズ TAC クローンの配列情報や AFLP を利用

して、qSft� 領域における新規マーカーの作出を試

みたが、Peking- タマホマレ間には多型が少なく、

QTL の領域を狭めることができなかった。

オ　冠水抵抗性遺伝子のピラミディングに向けて

エンレイは黄豆の中では強い冠水抵抗性を有す

る。タマホマレとの交雑後代の冠水抵抗性を調査し

たところ、エンレイの冠水抵抗性は Peking の抵抗性

QTL と座を異にする可能性の高いことが示唆され

た。このことは、エンレイと Peking のもつ抵抗性遺

伝子のピラミディングによって、冠水抵抗性強の品

種を育成しうる可能性のあることを示している。
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６　複数遺伝子に支配されるダイズシスト線虫

抵抗性の高精度マーカーを用いた育種法開発

（1209）

ア　研究目的

ダイズシストセンチュウは、農薬による防除が困

難なため、抵抗性品種による対応が必要な重要病害
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虫である。現在の北海道の基幹品種は一部を除いて

ダイズシストセンチュウ・レース�に抵抗性であるが、

より広範囲のレースに対応可能でダイズシストセン

チュウの密度低減効果の大きいレース�抵抗性品種

が望まれている。本研究課題では、ダイズシストセ

ンチュウ・レース�抵抗性を支配する�つの遺伝子

座 rhg�、rhg�、rhg�、Rhg� に連鎖する高精度マーカー

を開発する。さらに、これら複数遺伝子座支配であ

るシストセンチュウ・レース�抵抗性に関する新品

種育成システムの開発および有望系統の選抜を行う。

イ　研究方法

ア　レース �抵抗性の解析

　ａ　TC��0� RILs のグラフ遺伝子型による解析

レース � 抵抗性に関与する � 遺伝子座（rhg�、

rhg�、rhg�、Rhg�）について TC��0� RILs F�:�（��0

系統、感受性×レース �抵抗性）のグラフ遺伝子型

の解析から、レース � 抵抗性とマーカー遺伝子型の

関係を確認する。また、抵抗性遺伝子のレース �と

レース � 抵抗性との関係を検討するため、レース �

抵抗性の解析も行う。

　ｂ　TC0�0� F� による解析

線虫抵抗性の � 遺伝子座のうち rhg� および rhg�

座近傍のみを組み換えた F� 集団 TC0�0� F�(��0 個

体、感受性×レース � 抵抗性、いずれも rhg� と

Rhg� は抵抗性型 ) についてグラフ遺伝子型の解析

およびレース �抵抗性検定を行う。

イ　十勝農試保有品種・系統を用いた rhg� およ

びRhg� の遺伝子型の解析

十勝農試の交配母本を中心とする �� 品種・系統

を用いて、rhg� およびRhg� 座の連鎖マーカーの遺

伝子型を解析する。

ウ　レース �抵抗性の選抜システムの開発

ａ　「レース � 抵抗性×レース � 抵抗性」組合

せにおけるマーカー選抜の適用性評価

十交 ����（「十系 ��� 号」×「ユキホマレ」）を

用いて、レース � 抵抗性×下田不知系レース �抵抗

性の組合せにおけるマーカー選抜システムを開発す

る。

ｂ　戻し交配によるレース � 抵抗性有望系統の

作出

供与親に「十系 ��� 号」、反復親に「ユキホマレ」

を用いて、rhg� およびRhg� 座のマーカー選抜を用

いた連続戻し交配を行い、レース �抵抗性の有望系

統を作出する。

ウ　研究結果

ア　レース �抵抗性の解析

　ａ　TC��0� RILs のグラフ遺伝子型による解析

RILs でレース �抵抗性とグラフ遺伝子型の比較を

した結果、Satt�0�（連鎖群 G）と Satt���（連鎖群

A�）で遺伝子型と抵抗性が一致した。また前課題中、

RILs と同組合せの F� 解析により得られていた抵抗

性遺伝子の候補領域（田中ら �)) であった Satt���（連

鎖群 B�)、Sat_0��（連鎖群 D�) では、組み換え型個

体があった。また、Rhg� 座を除く � 座が抵抗性型

の場合、レース �抵抗性を示した（表 ��0�-�)。

　ｂ　TC0�0� F� による解析

F� ��0個体中、rhg� 座近傍（Sat_���-Satt���-SCAR�）

が抵抗性ホモ型であった��個体のうち、レース�抵

表1206-1　解析集団 TC��0� の RILs（F�:�）のグラフ遺伝子型
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抗性を示したのは��個体であった。しかし、rhg� 座

を想定していた連鎖群 D�のグラフ遺伝子型とレース

�抵抗性の関係は一致しなかった（表��0�-�)。

イ　十勝農試保有品種・系統を用いた rhg� およ

びRhg� の遺伝子型の解析

レース � 抵抗性型の �� 品種・系統における遺伝

子型は Satt�0�、Satt��� ともに抵抗性型であった。

また、Satt�0� は「レース � 抵抗性」型、「下田不知

系レース �抵抗性」型、および「感受性」型を示し

た（図 ��0�-�）。レース � 抵抗性の品種は、Satt�0�

が「レース �抵抗性」型または「下田不知系レース

�抵抗性」型であった（表 ��0�-�）。

ウ　レース �抵抗性の選抜システムの開発

ａ　「レース � 抵抗性×レース � 抵抗性」組合

せにおけるマーカー選抜の適用性評価

前項までにおいて、レース �抵抗性の �遺伝子座

のうちRhg� 座を除く � 座がレース � 抵抗性に関与

すること、rhg� 座にはレース � 抵抗性型（rhg�-p）

と下田不知系レース � 抵抗性型（rhg�-g）の複対立

遺伝子が存在することが示唆されたことから、これ

表1206-2　TC0�0� F� のグラフ遺伝子型と線虫抵抗性

1 (rhg1-p)

3 (rhg1-g)

図1206-1　Satt�0� の遺伝子型とセンチュウ抵抗性

1：ﾚｰｽ � 抵抗性、3：下田不知系ﾚｰｽ � 抵抗性、S：感受性　　の品種・系統

)rhg1-p 1 rhg1-g 3
Rhg4 1 S

rhg2 rhg3

表1206-3　センチュウ抵抗性と rhg�、Rhg� の遺伝子型の関係
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らの遺伝子間の相互関係を利用し、rhg� 座および

Rhg� 座に連鎖するマーカーを指標として、マーカー

選抜の有効性を評価した。

十交 ����BC�F� において、rhg� 座近傍が抵抗性

型で、Rhg� 座近傍が抵抗性型またはヘテロ型の個

体を検出し、後代検定を行った結果これらはレース

� 抵抗性を示した。また、十交 ����BC�F� のレー

ス �抵抗性の分離比は、優性 �対および劣性 �対の

遺伝様式に適合した（df=�、P=0.��）。

ｂ　戻し交配によるレース �抵抗性有望系統の

作出

rhg� および Rhg� 座周辺マーカーを用いて、図

��0�-� の手順で連続戻し交配を行った。選抜後代

系統を生産力検定予備試験および系統適応性検定

試験に供試した結果、農業形質の優れる BC�F� の

� 系統について、�00� 年に地方番号「十育 ��� 号」

を付した（表 ��0�-�）。

エ　考　察

ア　レース �抵抗性の解析

　ａ　TC��0� RILs のグラフ遺伝子型による解析

連鎖群 G では、Satt�0� の遺伝子型と抵抗性が一

致することから、同マーカーは rhg� 座と連鎖する

と考えられた。また、連鎖群 A� では Satt��� の遺

伝子型と抵抗性が一致することから、同マーカー

は Rhg� 座と連鎖すると考えられた。Pekin 系の抵

抗性遺伝子のうち、rhg� とRhg� は連鎖地図上の位

置が報告されており（Cregan ら �))、本試験の結果

と一致した。連鎖群 B� および D� のマーカーは、G

および A� の上記マーカーと比べ連鎖関係は弱いと

MAS

MAS

MAS

MAS

233 (YH)

表1206-4　「ユキホマレ」を戻し交配親とするマーカー選抜系統の農業形質

表1206-2　マーカー選抜を用いたユキホマレの戻し交配
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考えられた。rhg� と rhg� 座の連鎖地図上の位置に

関する報告がないため、B� の Satt��� および D� の

Sat_0�� に連鎖する抵抗性遺伝子座を暫定的にそれ

ぞれ rhg�、rhg� とした。

レース � 抵抗性 � 遺伝子座のうち連鎖群 A� の

Rhg� 座を除く � 座が抵抗性の場合、レース � 抵抗

性を示した。

　ｂ　TC0�0� F� による解析

rhg�（連鎖群 B�、Satt��� 近傍）が抵抗性ホモ型

の個体中で、抵抗性と感受性の出現頻度は �：� の

比に適合した（df=�、P=0.��）ことから、抵抗性の

獲得には既知の rhg�、Rhg�、rhg� に加えて劣性の �

遺伝子（rhg�）が必要であることは明らかである。

しかし、rhg� と想定していた連鎖群 D� のグラフ遺

伝子型とレース � 抵抗性の関係は一致しなかった

（表 ��0�-�）ことから、rhg� は連鎖群 D� 下流とは

異なる領域に座乗すると推測された。

イ　十勝農試保有品種・系統を用いた rhg� およ

びRhg� の遺伝子型の解析

レース � 抵抗性には、rhg� とRhg� が抵抗性型で

あることが必須である。

また、Satt�0� は「レース � 抵抗性」型、「下田不

知系レース � 抵抗性」型、および「感受性」型を

示した（図 ��0�-�）ことから、rhg� 座にはレース

� 抵抗性型（rhg�-p）とレース � 抵抗性型（rhg�-g）

の複対立遺伝子の存在が示唆された。この結果は、

後に植木ら �) が rhg� の公開されているゲノム情報

を元に設計した、レース � 抵抗性の「Peking 型」、レー

ス �抵抗性の「ネマシラズ型」、感受性の「Lee 型」、

を区別する CAPS マーカーを用いた判定結果と一致

した。

レース �抵抗性の品種・系統は、Satt�0� が「レー

ス �抵抗性」型または「下田不知系レース �抵抗性」

型であったことから、rhg� はレース � 抵抗性型は

レース � 抵抗性型に対して上位性があることが示唆

された。また、Rhg� はレース � 抵抗性には関与し

ていないと考えられる。

ウ　レース � 抵抗性の選抜システムの開発

ａ　「レース � 抵抗性×レース � 抵抗性」組合

せにおけるマーカー選抜の適用性評価

レース �抵抗性と「下田不知系」レース �抵抗性

の交配組合せにおいては、rhg� とRhg� 座の � 遺伝

子座で抵抗性が分離していると考えられた。そのた

め、rhg� と rhg� 座は両親間で共通していると考え

られ、これらの近傍マーカー遺伝子型解析を省略し、

rhg� と Rhg� 座近傍のグラフ遺伝子型解析のみによ

るレース � 抵抗性のマーカー選抜が可能であった。

ｂ　戻し交配によるレース �抵抗性有望系統の

作出

「十育 ��� 号」は、戻し親である「ユキホマレ」

と主茎長、子実重、百粒重に統計的に有意な差はな

く、「ユキホマレ」と類似した農業形質を持つ。現在、

奨励品種決定基本調査や特性検定試験、加工適性試

験等に供試し、「ユキホマレ」のアイソライン系統

として品種化に向けた試験を継続中である。

この組合せでは、当初マーカーの開発・解析を行

いながら戻し交配を開始した。そのため、交配開始

から �回目の戻し交配まで � 年かかっている。しか

し、現在では選抜手法が確立したため、交配開始か

らから �年で �回の戻し交配が可能である。これに

より、通常の育種手法（単交配）と同程度の育成期

間でレース � 抵抗性の有望系統を作出することが可

能となった。また、マーカーを用いた選抜は、従来

選抜法と比較して圃場やセルトレイでの大規模な後

代検定を必要としない。

以上のことから、連続戻し交配にマーカー選抜を

用いることは、レース �抵抗性有望系統の効率的な

作出に有効である。

オ　今後の課題

ア　レース �抵抗性の解析

レース � 抵抗性の � 遺伝子座のうち、rhg� の領

域を特定することができなかったため、他研究機関

の協力と連携を得て解析を進める必要がある。

イ　レース �抵抗性の選抜システムの開発

「ユキホマレ」アイソライン系統の品種化を目指す。

カ　要　約

ア　レース �抵抗性の解析

　ａ　TC��0� RILs のグラフ遺伝子型による解析

rhg� および Rhg� に連鎖するマーカー（連鎖群 G、

Satt�0�、連鎖群 A�、Satt���）を見いだした。

　ｂ　TC0�0� F� による解析

rhg� に連鎖するマーカー（連鎖群 B�、Satt���）

を見いだした。

イ　品種・系統による rhg� およびRhg� の遺伝子
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型の解析

レース � 抵抗性には、rhg�、Rhg� が抵抗性型で

あることが必須である。

ウ　レース � 抵抗性の選抜システムの開発

ａ　「レース � 抵抗性×レース � 抵抗性」組合

せにおけるマーカー選抜の適用性評価

rhg� と Rhg� の � 遺伝子座のマーカーを用いて

レース �抵抗性の選抜が可能である。

ｂ　マーカー選抜を用いた「ユキホマレ」の連

続戻し交配

マーカー選抜を用いた「ユキホマレ」の連続戻

し交配を行い、レース � 抵抗性の BC� 系統「十育

��� 号」を作出した。
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７　ダイズモザイクウイルス抵抗性に関するＤ

ＮＡマーカーの開発とその利用による抵抗性

系統の作出（1210）

ア　研究目的

ダイズモザイクウイルス（SMV）によるモザイク病

は、ダイズの主要な病害の一つである。国内の SMV

は A ～ E の�病原系統に分類され、北海道を除く全

国で A および B 系統が分布し、東北南部や関東地方

では C および D 系統も分布することから、これらの

地域では�系統に対して抵抗性を有する品種の栽培

が不可欠である。そこで本研究では、国内の SMV 病

原系統に対応した DNA マーカーを開発し、抵抗性遺

伝子の効率的な集積と人工接種法に代わる簡便な選

抜を可能にする手法を開発する。そして、開発した

マーカーを利用して抵抗性系統の選抜を進める。

イ　研究方法

ア　SMV 抵抗性遺伝子のマッピングの材料には、

２つの RILs（茨城豆 � 号×スズユタカ、おおすず

× Athow）を供試した。戻し交雑には、SMV-A,B

抵抗性選抜では「十育 ��� 号」と「ふくいぶき」の

組合せ、SMV-C,D 抵抗性選抜では「おおすず」と「ふ

くいぶき」の組合せを供試した。なお、「おおすず」

は「下田不知」由来 SMV-A,B 抵抗性を、「スズユタカ」

と「ふくいぶき」は「下田不知」由来 SMV-A,B 抵

抗性および「Harosoy」由来 SMV-A,C,D 抵抗性を

有する品種である。「茨城豆 � 号」と「十育 ��� 号」

は SMV の全病原系統に感受性である。

イ　Cregan et al. �）や千葉大の SSR マーカーによ

る連鎖地図を MAPMAKER/EXP を使用して作成し

た。新たなマーカー作製について、北農研で解析さ

れた BAC クローンの塩基配列や既報の SMV 抵抗性

遺伝子に関する情報からプライマーを設計した。ま

た、北農研や千葉大で開発された CAPS マーカーを

使用した。

ウ　SMV 人工接種検定は網室または温室で行っ

た。SMV 罹病葉を緩衝液中で摩砕した液を検定個

体の初生葉に接種した。抵抗性判定は、第 � ～ �本

葉に現れる病徴の有無の観察と ELISA 法あるいは

DIBA(Dot immuno-binding assay) 法により行った。

ウ　研究結果

ア　SMV-A および B 抵抗性遺伝子のマッピング

「おおすず× Athow」RILs（��� 系統）を供試して、

SMV-A および B 抵抗性遺伝子（RsvA、RsvB）の

マッピングを行ったところ、RsvA とRsvB は連鎖群

（LG）F 上の Satt��� と OPN��SCAR の間の同じ位置

に座乗し、マーカー間の距離は �.�cM であった（図

��0�-�）。また、「茨城豆 �号×スズユタカ」RILs （���

系統）を供試したマッピングでも、RsvB は連鎖群 F

上のマーカー Satt��� と OPN��SCAR の間に座乗し、

マーカー間の距離は �.�cM であった（図 ��0�-�）。

イ　SMV-C および D 抵抗性遺伝子のマッピング

「茨城豆 � 号×スズユタカ」RILs（��� 系統）を

供試して、SMV-C および D 抵抗性遺伝子（RsvC、



― ��� ―

RsvD）のマッピングを行ったところ、RsvC とRsvD

は連鎖群 B� のマーカー B��H0�CAPs（北農研開発）

と TM0��（東北農研開発）の間の同じ位置に座乗し、

マーカー間の距離は �.�cM であった（図 ��0�-�）。

ウ　マーカー選抜を利用した戻し交雑と後代検定

によるマーカー選抜の有効性の検証

「おおすず」を反復親、「ふくいぶき」を抵抗性遺

伝子供与親とした戻し交雑をマーカー選抜を利用し

て行い、BC�F� 個体を得た。自殖により世代を進め

た BC�F� 個体のRsvC とRsvD 近傍マーカー TM0��

型を調査し、BC�F� を用いて後代検定したところ、

TM0�� が「ふくいぶき」型の個体は SMV-C および

D 病原系統に対して全て抵抗性「強」、「おおすず」

型の個体は全て抵抗性「弱」であり、抵抗性遺伝

子近傍マーカー型と抵抗性の表現型は一致した（表

��0�-�）。また、マーカー選抜利用による戻し交雑

図1207-1　SMV-A および B 抵抗性

遺伝子のマッピング

�) 供試材料：「おおすず× Athow」RILs

図1207-2　SMV-B 抵抗性遺伝子のマッピング

　　　�) 供試材料：「茨城豆 �号×スズユタカ」RILs

図1207-3　SMV-C および D 抵抗性

遺伝子のマッピング

�) 供試材料：「茨城豆�号×スズユタカ」RILs

表1207-1　戻し交雑における選抜個体（BC�F�）のマーカー型と後代検定による SMV-C,-D 抵抗性
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を進め、「十育 ��� 号」と「ふくいぶき」の組合せ

では BC�F� を、「おおすず」と「ふくいぶき」の組

合せでは BC�F� を得た。

エ　考　察

ア　SMV 抵抗性遺伝子のマッピング

２つの RILs を用いたマッピングの結果、RsvA と

RsvB は連鎖群 F に座乗することが明らかになった。

同じ連鎖群 F に SMV 抵抗性遺伝子の Rsv� が座乗

することが報告されているが（Yu et al.�）, Gore et 

al.�)）、これら抵抗性遺伝子との相同性を解明する

ためには対立性検定を行う必要がある。

「スズユタカ」や「ふくいぶき」の抵抗性遺伝子

源品種「Harosoy」は SMV 抵抗性遺伝子の Rsv� を

有し、それは連鎖群 B� に座乗することが報告され

ている（Jeong et al. �))。マッピングの結果、RsvC

とRsvD に分離は認められず、連鎖群 B� の同じ位

置に座乗したが、この要因としてRsvC とRsvD の

強連鎖、あるいは１遺伝子による２病原系統に対す

る抵抗性の多面発現が考えられる。

イ　マーカー選抜を利用した戻し交雑と後代検定

によるマーカー選抜の有効性の検証

後代検定の結果、「ふくいぶき」の有する RsvC

と RsvD の選抜に TM0�� が有効であることが確認

された。これは抵抗性遺伝子と TM0�� が強い連鎖

関係にあるため、片側マーカーだけでも選抜が可能

であったためと考えられる。

オ　今後の課題

ア　SMV 抵抗性遺伝子のマッピング

RsvA と RsvB の選抜マーカーについては、精

度向上のためにより密接なマーカーの開発を進め

る。RsvC と RsvD のマーカーについては、遺伝子

単離を視野に入れたファインマッピングを行い、

選抜マーカーの高精度化を図る。また、国内の

SMV 病原系統と抵抗性遺伝子の関係を解明する必

要がある。

イ　マーカー選抜を利用した戻し交雑と後代検定

によるマーカー選抜の有効性の検証

本研究では抵抗性遺伝子の片側マーカーだけで選

抜を行ったが、より確実なマーカー選抜を行うため

には抵抗性遺伝子の両側のマーカーを使用すること

が望ましい。そのため、今後は本研究で開発された

２つのマーカー TM0�� と B��H0�CAPs を利用した

マーカー選抜を進める。

カ　要　約

ア　SMV 抵抗性遺伝子のマッピング

RILs を用いたマッピングの結果、RsvA と RsvB

は連鎖群 F の Satt��� と OPN��SCAR の間に座乗

し、RsvC と RsvD は連鎖群 B� の B��H0�CAPs と

TM0�� の間に座乗することが明らかになった。

イ　マーカー選抜を利用した戻し交雑と後代検定

によるマーカー選抜の有効性の検証

「おおすず」と「ふくいぶき」の交配組合せに

ついて、マーカー選抜利用による戻し交雑を行っ

た。得られた BC�F� 個体の RsvC と RsvD 近傍マー

カー TM0�� 型を調査し、BC�F� を用いて後代検定

したところ、TM0�� が「ふくいぶき」型の個体は

SMV-CおよびD病原系統に対して全て抵抗性「強」、

「おおすず」型の個体は全て抵抗性「弱」であった。

抵抗性遺伝子近傍マーカー型と抵抗性の表現型が

一致し、本組合せにおいて TM0�� の有効性が確認

された。
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８　ダイズわい化ウイルスを媒介するジャガイ

モヒゲナガアブラムシ抵抗性に関するＤＮＡ

マーカー選抜技術の開発（1202）

　　ジャガイモヒゲナガアブラムシ抵抗性遺伝

子を利用したダイズわい化病抵抗性品種の早

期育成（1211）

ア　研究目的

ダイズわい化病は、ジャガイモヒゲナガアブラム

シが媒介するウイルス病であり（玉田 �))、北海道

の大豆生産における重大な病害である。本研究課題

では、ジャガイモヒゲナガアブラムシの産仔数を抑

制するダイズのアブラムシ抵抗性 ( 神野ら �)、荒木

ら �)）に着目し、同抵抗性に関するマーカーを開発

し、マーカー選抜を利用した反復戻し交配手法を確

立し、よってダイズわい化病抵抗性の品種を早期に

育成することを目的とした。

イ　研究方法

ア　高精度マーカーの開発

解析集団（Adams ／ユキホマレ）の F� 個体を材

料に Cregan ら �) の SSR マーカーによるバルク解析

からジャガイモヒゲナガアブラムシ抵抗性遺伝子座

（Raso�）が座乗する連鎖群を探索した。Raso� 座候

補領域の SSR マーカーをプローブに BAC クローン

を選抜し、これらのゲノム情報からより高精度なカ

スタマイズマーカーを設計した。さらに、RILs-F�

（Adams ／ユキホマレ） �0� 系統を解析集団として、

Map Manager QTX b�0（Manly ら �））によりジャガ

イモヒゲナガアブラムシ抵抗性（以下、アブラムシ

抵抗性）関する QTL 解析を行うとともに、抵抗性

検定とグラフ遺伝子型の解析から選抜マーカーを決

定した。アブラムシ抵抗性は、� 個体に � 日齢の幼

虫 �頭を放虫し �� 日後の産仔虫数により評価した。

イ　戻し交配によるアブラムシ抵抗性育種素材の

早期育成

アブラムシ抵抗性によるわい化病抵抗性の系統を

早期に育成するため、開発した選抜マーカーによる

反復戻し交配を行った。抵抗性の遺伝資源「Adams」

に由来する中間母本「植系�0号」を供与親に用い、

基幹品種「トヨムスメ」および新品種「トヨハルカ」（平

成��年育成）をそれぞれ反復親とする「中交����」

と「中交���0」の２組合せを養成した。反復戻し交

配は、圃場または温室を利用して年２～３回行った。

「中交����」の後代系統 BC�F�、BC�F�および BC�F�

は、自殖後の F�世代において抵抗性ホモ遺伝子型の

個体選抜、F�世代以後はアブラムシ抵抗性の系統検

定および小規模生産力予備試験等の特性調査を行っ

た。「中交 ���0」の後代 BC�F� 個体は、抵抗性ホモ

遺伝子型で個体選抜後、F�世代より系統展開した。

ウ　研究結果

ア　高精度マーカーの開発

バルク解析の結果、連鎖群 N にアブラムシ抵抗性

遺伝子座（Raso�）に関与するとみられる領域を認め

た。しかし、候補領域を挟む SSR マーカー Satt���

と Satt��0 間の距離が �.�cM あることから、北海道

農業研究センターの BAC ライブラリーからこれら

SSR マーカーの配列を含む BAC クローンを選抜する

ともに、当初多型性のない Satt00�、Satt��� および

Sat_��� について、USDA の Soybase より入手した配

列情報と解析両親間の塩基配列を比較解析して、多

型検出可能なプライマーを新たに設計した。その結

果、候補領域内に Satt00�（共優性）、Satt���（優性）、

Sat_���（優性）の多型マーカーを得ることができた。

再構築した連鎖地図に基づきアブラムシ抵抗性

に関する QTL 解析を行った結果、連鎖群 N 上の

SSR マーカーである Satt���-Satt00�-Satt��0 間に

LOD 値のピークを検出した（図 ��0�-�）。さらに、

LOD r2

13.07.516.2

23.00.617.3

72.02.311.2

52.03.213.2

cM

Satt009

Satt530

Satt675

Satt683

Satt631 81.07.87.0 Satt159
1.0 9.4 0.20Satt152

図1208-1　ジャガイモヒゲナガアブラムシ抵抗性

QTL 近傍の連鎖地図
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これらマーカーのグラフ遺伝子型と抵抗性検定の

解析から、Raso� は Satt00� 座と Satt��0 座で挟ま

れる �.�cM の間に存在することが示唆された（表

��0�-�）。

イ　戻し交配によるアブラムシ抵抗性育種素材の

早期育成

中交 ���� は、BC�F� から BC�F� まで４回のマー

カー選抜と戻し交配を繰り返し（図 ��0�-�）、選抜

した抵抗性遺伝子型ヘテロのBC�F�個体を自殖後、

BC�F� の ��0 個体から抵抗性（Adams 型ホモ）を

�� 個体選抜し、圃場で養成した。また、マーカー

選抜後代のアブラムシ抵抗性検定の結果、BC�F�

の４系統及び BC�F� の６系統はアブラムシ放虫後

の産仔虫数が何れも感受性の「トヨムスメ」より

有意に少なく、高い抵抗性を有する系統も認めら

れた（図 ��0�-�）。また、これら選抜系統の農業

特性について調査した結果、BC�F� 系統群および

BC�F� 系統では粒大など子実の外観形質の改善が

RILs
Sa

tt6
31

Sa
tt1

59

Sa
tt1

52

Sa
tt0

09

Sa
tt5

30

Sa
tt6

75

Sa
tt6

83

144 A A B B B B B 1.01
96 A A A B B B B 1.45
52 A A A B B B B 1.18
67 A A A A B B B 1.24

192 A A A A B B B 0.71
10 A A A A B B B 0.33

109 B B A A A A A 0.52
111 B B A A A A A 0.74
112 B B A A A A 0.57
93 B B B A A A A 0.66

110 B B B B A A A 0.60
34 B B B B A A A 0.90
63 B B B B A A A 0.93

103 B B B B A A A 1.07
132 B B B B A A A 1.14
200 B B B B B A A 1.15

Adams A A A A A A A 0.38
B B B B B B B 1.00

A Adams B

表1208-１　QTL 近傍の組換え系統のグラフ遺伝

子型と抵性性

図1208-2　マーカー選抜を利用したトヨムスメとトヨハルカの戻し交配

　　　　注）十育 ��� 号：トヨハルカ（TH）の地方番号、MAS は選抜数 / 供試数を示す
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認められた。

中交 ���0 は、中交 ���� よりさらに短期間で

BC�F� から BC�F� まで４回の選抜と戻し交配を行

い（図 ��0�-�）、選抜した BC�F� 個体を �00� 年春

の温室で自殖で養成した。

エ　考　察

ア　高精度マーカーの開発

前期と後期を合わせた４年間の研究期間で、目

的とするジャガイモヒゲナガアブラムシ抵抗性

遺伝子座 Raso� を連鎖群Ｎ上の共優性マーカー

Satt00� 座とSatt��0 座で挟まれる�.�cMの間にマッ

ピングすることが出来た。アブラムシ抵抗性検定

法として、精度が不十分な圃場検定に代えて労力

を必要とするが精度の高い接種検定法を改良して

解析材料の評価に適用したこと、ダイズのゲノム

情報が容易に利用出来たことなどから、バルク解

析から RILs を用いた QTL 解析およびグラフ遺伝

子型解析により実用性の高いマーカーの開発が可

能であった。

イ　戻し交配によるアブラムシ抵抗性育種素材の

早期育成

早期の高精度マーカーの開発により、研究期間後

半では１年間で３回の戻し交雑が実施可能であっ

た。育成された後代系統は、今後育種事業に組み

入れ品種化を検討する予定である。これらは、ア

ブラムシ抵抗性が作用力の大きい優性単一遺伝子

Raso� の導入により可能であると推定して、後代検

定を省略して開花前に交配すべき抵抗性ヘテロ型の

BCnF� 個体を選抜したこと、さらに選抜に必要な

BCnF�（理論値で２個体以上）を少なく設定し冬季

温室条件下でも確実に交配できたことなどから効率

的な育種操作が可能であった。

マーカー選抜のみで世代を進めた中交 ���� の

BC�F� の４系統及び BC�F� の６系統は、何れも抵

抗性を示した。しかし、選抜系統の産仔虫数が抵

抗性導入母本の「植系 �0 号」より多いことから、

「植系 �0 号」のアブラムシ抵抗性には抵抗性遺伝子

Raso� 以外の関与が示唆された。

オ　今後の課題

ア　高精度マーカーの開発

�.�cM で Raso� 座を挟み込む共優性で PCR ベー

スのマーカーが開発されたが、今後戻し交雑個体以

外に分離集団でマーカー選抜を適用する場合、遺伝

的背景の異なる育種材料に適用可能な多型性の高い

マーカーへの改良およびマーカー検定に係わる労力

とコストの低いマルチプレックス解析などの開発が

望まれる。

イ　戻し交配によるアブラムシ抵抗性育種素材の

早期育成

ダイズわい化病抵抗性の機作のひとつ媒介アブラ

ムシ抵抗性に関するマーカー選抜の基盤はほぼ完成

したが、もう一つの抵抗性機作である新たな遺伝資

源「WILIS」に由来するダイズわい化病ウイルス抵

抗性 ( 田澤ら �)）に関する高精度マーカーの開発が

必要である。これによりダイズわい化病に対して、

アブラムシとウイルス抵抗性を備えた多重抵抗性系

統の開発が可能となる。

図1208-3　戻し交雑系統のアブラムシ抵抗性後代検定
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カ　要　約

ア　高精度マーカーの開発

ジャガイモヒゲナガアブラムシ抵抗性に関する

精度の高い接種検定法を改良し、抵抗性遺伝子座

Raso�を �.�cM の距離で挟み込む共優性で PCR ベー

スのマーカーを開発した。

イ　戻し交配によるアブラムシ抵抗性育種素材の

早期育成

高精度マーカーを用いた１年間で２～３回の戻し

交雑により、効率的な育種操作が可能となり、アブ

ラムシ抵抗性を有する中交 ����BC�F� など６系統

を育成した。これらは、今後育種事業の中で品種化

を検討する。
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９　ダイズの BAC ライブラリーの構築（2204）

　　ダイズ BAC ライブラリーを利用したカスタ

マイズマーカーの作出（1212）

ア　研究目的

ゲノム全体をカバーする BAC（Bacterial artificial 

chromosome：バクテリア人工染色体）ライブラリー

は、目的形質を支配する遺伝子近傍のゲノム構造の

解析や連鎖地図に基づいた遺伝子単離に非常に有用

である。そこで、DNA マーカーに基づく分子連鎖地

図の作製に用いられている日本品種「ミスズダイズ」

について、BAC の一種であり、アグロバクテリウム

法による遺伝子導入が可能な TAC（Transformation-

competent bacterial artificial chromosome）ライブラリー

を構築する。さらに、ダイズ関係研究室（ダイズチー

ム）が対象としている形質の遺伝子座近傍の TAC

クローンを単離し、その配列の一部を解析、新たに

DNAマーカーを作出する。また、これらDNAマーカー

をアメリカ農務省（USDA）や千葉大学で開発され

た SSR マーカーとともに連鎖地図上へ位置付ける。

イ　研究方法

ア　TAC ライブラリーの構築

ａ　ダイズ実生から子葉を取り除き、液体窒素で

凍結、粉砕した。Liu ら �) の方法に従って核を抽出、

高分子ゲノム DNA を調製し、低融点アガロースに

包埋したプラグを作製した。

ｂ　HindIII, BamHI, BglII, MboI による部分消化の

条件を検討し、パルスフィールド電気泳動により目

的サイズ（�00-�00kb）のゲノム DNA 断片を精製し

た。HindIII あるいはBglII で消化後、脱リン酸化し

た TAC(pYLTAC�) ベクターにゲノム DNA 断片を接

続し、大腸菌 (DH�0B) へ導入した。

ｃ　HindIII でインサートの有無を、I-SceI でイン

サート長を調査後、各クローンは ��� 穴プレートで

増殖させ、-�0℃で保存した。

ｄ　プレート毎に TAC クローンを精製し、１次

元プールを作製した。さらに、縦横プレート（ジェ

ノテックス社製）�) を用いて、２次元目と３次元目

のプールを作製した。

イ　TAC ライブラリーを利用したカスタマイズ

マーカーの開発

ａ　対象形質の近くに位置するものの、交配母
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本間で多型が検出されない SSR マーカーについて、

ダイズ TAC ライブラリーから３次元スクリーニン

グによって当該配列を含むクローンを単離し、SSR

領域を含む約 �kb と両端部各約 �kb の塩基配列を決

定した。配列情報に基づいて CAPS プライマーを設

計し、交配母本間の多型を探索した。

ｂ　公開されているダイズ EST 情報に基づいて

プライマーを設計し、３次元スクリーニングによっ

て当該配列を含む BAC クローンを単離した。そ

して、EST 領域を含む約 �kb の塩基配列を決定し、

CAPS プライマーを設計、「Jack」と「フクユタカ」

間の多型性を調査した。

ｃ　「Jack」と「フクユタカ」を両親とする組

換え自殖系統 F� 世代 ��� 系統（九州沖縄農研開

発）を用いて、USDA-SSR マーカー（Cregan ら �）、

Song ら �)）や千葉大で開発された SSR マーカーと

ともに、CAPS マーカーを連鎖地図上へ位置付けた。

ｄ　ダイズチームにおいて有用遺伝子の導入や

組換え自殖系統の作出に用いられている �� 品種・

系統について、USDA-SSR マーカーと千葉大の SSR

マーカー合計 ��� 個の多型を調査した。さらに、多

型情報に基づき、NTSYSpc ver.� を用いて系統樹を

作製した。

ウ　研究結果

ア　TAC ライブラリーの構築

HindIII 部分消化により ��� 穴プレート ��0 枚に

総計 ��,��0 クローンからなる TAC ライブラリー

（HindIII）を構築した。ライブラリーから無作為に

��0 クローンを選び、インサート率と平均インサー

ト長を調査したところ、それぞれ ��%、��.�kb であっ

た（図１）。次に、BamHIによる部分消化を試みたが、

ゲノム DNA を適度な長さの断片に切断することが

できなかった。そこで、BamHI と同配列の粘着末

端を生じる、BglII とMboI を用いて、部分消化を行っ

た。BglII を用いた場合、目的とする �00-�00kb の

断片を得ることができた。そこで、BglII 部分消化

により ��� 穴プレート ��0 枚に総計 ��,0�0 クロー

ンからなる TAC ライブラリー（BglII）を構築した。

ライブラリーのインサート率と平均インサート長

は、それぞれ ��%、��.�kb であった（図 ��0�-�）。

TAC ライブラリー（HindIII）の総計は約 �.�Gb、

TAC ライブラリー（BglII）の総計は約 �.�Gb であ

り、合計で約 �.� ゲノム相当のダイズ TAC ライブ

ラリーを構築した。各ライブラリーの３次元プー

ルを作製し、任意の遺伝子配列を含む TAC クロー

ンを PCR によって単離するシステムを構築した（図

��0�-�）。

イ　TAC ライブラリーを利用したカスタマイズ

マーカーの開発

ａ　９領域　総計 �� 組の SSR マーカーについて

TAC クローンのスクリーニングを行った。その結

果、�� 組（��%）の SSR プライマーを用いて �� 個

の BAC クローンを単離した（表 ��0�-�）。このう

図1209-1 ２種類のダイズ TAC ライブラリーの特徴
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ち、�� 個の TAC クローンについて SSR 領域及び両

端部の塩基配列を決定した。TAC クローンの配列

情報から CAPS 検出用のプライマーを設計し、��

種類の CAPS マーカーにおいてダイズチームの各課

題で交配母本として使用している両親間での多型を

確認した（表��0�-�）。��種類の EST 情報をもとに、

ミヤコグサのゲノム情報からイントロンを挟むエ

キソン領域にプライマーを設計した。このうち、��

種類について BAC クローンを単離し、このうち２

個の TAC クローンを除き、EST に相当する塩基配

列を確認した（表 ��0�-�）。EST 情報によって効率

よく TAC クローンのスクリーニングが可能である

図1209-2 スクリーニング用３次元プールを用いた特定の塩基配列を含む TAC クローンの単離

TAC TAC
 TAC  TAC

SSR
EST

TAC BglII HindIII BglII 3.3
BAC HindIII 2.6

Jack  Jack

SSR    
EST    

SSR

表1209-1　各種プライマーによる TAC クローンのスクリーニング

表1209-2　CAPS マーカーの開発状況
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図1209-3　ダイズの分子連鎖地図（USDA-SSR マーカー：��� 個、千葉大の SSR マーカー

（頭文字が C）：�� 個、EST 情報に由来する CAPS マーカー（頭文字が H）：�0 個）
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ことから、SSR プライマーによるスクリーニング効

率の低さは、TAC ライブラリーにではなく SSR 領

域の配列あるいは使用したプライマーに起因するも

のと推測された。

ｂ　SSR 領域及び EST 領域の配列に基づく CAPS

マーカーの多型性を組換え自殖系統の両親である

「Jack」と「フクユタカ」について解析した。多型

率はそれぞれ ��％と ��％であり、既存の SSR マー

カーの多型率 ��％よりも低かった（表 ��0�-�）。

��� の USDA-SSR マーカー、千葉大が開発した ��

の SSR マーカーとともに、�0 の EST 情報に由来す

る CAPS マーカーを JoinMap� により分子連鎖地図

へ位置付けた（図 ��0�-�）。

ｃ　��� 個の SSR マーカーのうち、増幅が良好で

はないものを除く ��0 マーカーの多型解析結果に

基づき、UPGMA 法によって系統樹を作製した（図

��0�-�）。品種・系統は育成地毎に類似性が高く、

在来品種、外国品種・導入系統、野生ダイズ（ツル

マメ）の順に遺伝距離が離れていた。

エ　考　察

ア　ダイズ TAC ライブラリーの特徴

ダイズゲノムの約 �.� 倍に相当する TAC ライブ

ラリーを構築することができた。３次元プールを

作製してあるため、PCR によって目的配列を含む

TAC クローンを短時間 ( 数日間 ) で単離することが

可能である。また、TAC クローンはアグロバクテ

リウム法によって植物へ導入することができ、遺伝

子の機能解析にも利用可能である。注意点として

は、２種類の異なる制限酵素によって TAC ライブ

ラリーを構築したが、まれにライブラリーに含まれ

ないゲノム領域が存在する場合がある。その際は、

他の BAC ライブラリー等を併用する必要がある。

イ　ダイズ TAC ライブラリーを利用した DNA

マーカーの開発

SSR プライマーや EST 情報に基づいて設計した

プライマーによって、特定領域の TAC クローンを

短時間に抽出することができた。これらの TAC ク

ローンの配列情報から新しい DNA マーカーを効率

的に作製できたことから、本方法によって重要領域

図1209-4　��0 の SSR マーカーの多型性に

基づく �� 品種・系統の系統樹

　　　　育成地あるいは由来を示した。
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に DNA マーカーを設計していくことは有効な手法

であると考えられる。

ウ　SSR マーカーの多型情報の収集

日本国内で有用遺伝子の導入や組換え自殖系統

の作出に用いられている �� の品種・系統について

��0 種類の SSR マーカーの多型情報を集積すること

ができた。この情報は、今後、遺伝子解析やDNAマー

カー選抜を実施するうえで重要な参考情報となる。

オ　今後の課題

ア　新規マーカーの開発

ダイズは �0 対の染色体を有し、ゲノムサイズも

大きい。すでに �,000 種類を超える DNA マーカー

が開発されているが、DNA マーカー選抜に利用で

きるものは限定される。また、DNA マーカーの密

度が低い領域も存在する。EST や完全長 cDNA 情報

を活用して、新たな DNA マーカーを開発する必要

がある。

イ　ダイズ形質転換手法の開発

DNA マーカー選抜の究極の目標は形質を支配す

る遺伝子情報そのものを目印とすることである。本

研究で開発した TAC ライブラリーはアグロバクテ

リウム法によってダイズへの導入も可能である。ポ

ジショナルクローニングによる遺伝子単離とその機

能解析のためにもアグロバクテリウム法によるダイ

ズの形質転換技術を確立する必要がある。　

カ　要　約

ア　ダイズ TAC ライブラリーの構築

日本品種「ミスズダイズ」の約 �.� ゲノムに相当

するTACライブラリーを構築した。当ライブラリー

は TAC ライブラリー（HindIII）��,��0 クローンと

TAC ライブラリー（BglII）��,0�0 クローンから構

成されている。各ライブラリーの３次元プールを

作製し、目的の遺伝子配列を含む TAC クローンを

PCR によって簡便に単離するシステムを構築した。

イ　ダイズ TAC ライブラリーを利用したカスタ

マイズマーカーの開発

ダイズチームで対象としている形質の近くに位置

するものの、交配母本間で多型が検出されない９領

域　総計��組の SSRマーカーを用いて、TACクロー

ンを単離し、それらの配列情報から交配母本として

使用している両親間で多型を示す �� 種類の CAPS

マーカーを開発した。また、EST 領域の配列に基づ

く CAPS マーカーを開発し、��� の USDA-SSR マー

カー、千葉大が開発した �� の SSR マーカーととも

に、分子連鎖地図へ位置付けた。また、有用遺伝

子の導入や組換え自殖系統の作出に用いられている

�� 品種・系統の DNA マーカー情報を得た。

キ　引用文献

１) Liu YG et al. (����) Complementation of plant 

mutants with large genomic DNA fragments by a 

transformation-competent artificial chromosome 

vector accelerates positional cloning. Proc. Natl. 

Acad. Sci. USA. ��:����-���0.

２) Chen YZ et al. (�00�) A BAC-based STS-content 

map spanning a ��-Mb region of human chromosome 

�p��-p��. Genomics ��:��-�0.

３) Cregan PB et al. (����) An integrated genetic map 

of the soybean genome. Crop Sci. ��:����-���0.

４) Song QJ et al. (�00�) A new integrated genetic 

linkage map of the soybean. Theor. Appl. Genet. 

�0�:���–���,

研究担当者（石本政男 *）

10　ダイズの SSR マーカーの作出（2104）

　　AFLP マーカーを用いたダイズ連鎖地図の高

密度・高精度化（1213）

ア　研究目的

SSR マーカーは育種における選抜マーカーとし

て、極めて有用である。ダイズは四倍体由来で、

複雑なゲノム構造を持つので、座位特異的である

SSR マーカーは特に優れた DNA マーカーである。

本研究では、濃縮法と dual-step 法を用いて、今ま

でダイズではあまり開発されていない CA、CT、A

　　T をコアとする SSR マーカーを出来るだけ多

数作出すること、塩基配列データベースから � 塩

基、� 塩基を反復単位とする SSR マーカーを作出

することが目的である。また作出した SSR マーカー

のうち、マッピング集団の両親間で多型を示すも

のを分子連鎖地図上に位置づけ、地図の高密度化

を図り、形質遺伝子座の同定に役立てることを目
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標とした。また AFLP マーカーを足がかりにして、

SCAR マーカー、CAPS マーカーなどの高精度な

DNA マーカーを作出して、選抜マーカーとして利

用可能なものを充実させる。そのため、マッピン

グ集団の両親間で多型を示す AFLP バンドの塩基

配列から STS マーカーを作出して、連鎖地図上に

位置づけること、シストセンチュウ抵抗性遺伝子

rhg-t�、開花期関連遺伝子FT�、FT� などについて

近傍の AFLP マーカーを作出して SCAR マーカー

化を行なうことを目的とする。

イ　研究方法

ア　SSR マーカーの開発

ａ　農林�号のゲノムDNAを用いてSSRマーカー

の開発を行なった。

ｂ　EcoRI とMseI によるゲノム DNA の切断、ア

ダプターの結合とアダプターを利用した PCR、ビ

オチン化した SSR のモチーフをプローブにしたマ

グネティックビーズ濃縮により SSR を含むゲノム

DNA 断片をクローン化した。

ｃ　平滑末端 DNA 断片にアダプターを結合した

ものを鋳型として、SSR のモチーフとアダプター配

列の一部をプライマーとした増幅産物を用い、SSR

の両側隣接配列の塩基配列を決定する dual-step 法

（Lian et al. �））を補完的に用いた。

ｄ　AT をコアとする SSR の単離法を上記 � つの

手法のプローブ、プライマーを工夫して検討した。

ｅ　データベース DDBJ を利用して、ダイズの

EST から SSR モチーフを FASTA を用いて相同検索

により検出した。

イ　AFLP マーカーの SCAR マーカー化

ａ　AFLP 法（Vos et al. �））によりミスズダイズ

と秣食豆公 �0�との間で多型を示した約 ��00 の増幅

バンドをゲルから Freeze-Squeeze により溶出した。

ｂ　pGEM-T-Easy ベクターにより TA クローニ

ングを行い、塩基配列を決定した。

ｃ　得られたすべての塩基配列を BLAST により

検索して、レトロトランスポゾンや他の反復配列、

および葉緑体、ミトコンドリアの遺伝子を含むもの

を除外した。

ｄ　残りのクローンのうち、信頼出来る配列を持

つものについて、Primer� を用いてプライマーを設

計して、SCAR マーカー化または STS 化を行なった。

STS 化には BAC ライブラリー、λライブラリーを

用いた。

ｅ　ミスズダイズと秣食豆公 �0� 間の SCAR マー

カーの多型をHEGS ( high efficiency genome scanning)

法（Kawasaki and Murakami �））または SSCP (single 

strand conformation polymorphism)法（Orita et al. �, �））

により解析した。

ｆ　多型を示した SCAR マーカーは F� 集団を用

いて、連鎖地図上に位置づけた。

ｇ　準同質遺伝子系統またはバルク集団を用いて

ダイズシストセンチュウ抵抗性遺伝子 rhg-t�、ダイ

ズモザイクウイルス抵抗性遺伝子RsvC、RsvD、開

花期関連遺伝子FT�、FT� 近傍の AFLP マーカーを

作出して SCAR マーカー化、STS 化を行なった。

　

ウ　研究結果

ア　濃縮法と dual-step 法を比較して、SSR の単

離効率はほとんど差がないが、前者の方が塩基配列

決定の回数が少ないので、コストが低く抑えられる

ことがわかった。

イ　CA と CT をコアとする SSR の単離にはそれ

ぞれビオチン化した (TG)�、(AG)� をプローブとし

た濃縮法を主に用いた。濃縮後の溶液を鋳型にして、

EcoRI プライマー、MseI プライマーによる PCR を

行い、pGEM-T-Easy ベクターに結合させ、大腸菌

DH� αを形質転換した。ホワイトコロニーのみレ

プリカして、DIG ラベルした (TG)� または (AG)� を

プローブに用いてコロニーハイブリダイゼーション

により陽性クローンを検出した。��0 の CA をコア

とする SSR マーカー、��� の CT をコアとする SSR

マーカーを開発した。

ウ　AT をコアとする SSR を含むクローンを得る

ために、プライマーやプローブとして AT の反復配

列単独を用いた場合は極めて効率が悪いので、付け

加える配列について種々検討して、ダイズに豊富に

存在する (AT)m(AC)n のモチーフの SSR を単離する

ことにした。濃縮法で、ビオチン化するプローブを

(TA)�(GT)�、コロニーハイブリダイゼーション用の

プローブを (TA)�(GT)� とすることで、効率を上げ

ることが出来た。この方法で��のATを含むSSRマー

カーを開発した。その一部を表 ���0-� に示した。

エ　EST データベースに基づき、AAC、AAG、

AAT、ACG、AGC、AGT、ATG、GGA、GGC、
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GGT、 AC、AG、AT をコアとする SSR を探索して、

合計 ��� の SSR マーカーを作出した。

オ　マッピング集団の両親、ミスズダイズと秣

食豆公 �0� の間の多型率を非変性ポリアクリルアミ

ドゲル電気泳動法で解析したところ、ゲノム DNA

から作出した (AC)n SSR では �％、(CT)n SSR では

��％、(AT)m(AC)n SSR では ��% であった。EST 由

来の SSR の多型率は最も低いのが (ATG)n の ��％、

最も高いのが (AT)n の �0％であった。

カ　現在までに多型が確認された SSR マーカー

��� を新たに位置づけた（図 ���0-�）

キ　解析した AFLP 断片のうち、約 ��％が反復

配列に関係したもので、約 �0％が葉緑体またはミ

トコンドリアの遺伝子にヒットした。

ク　�0� クローンについて、SCAR マーカー化が

完了した。

ケ　両親間で多型を示した SCAR マーカーは �0�

であった。これらのうち �� を連鎖地図上に位置づ

けた ( 図 ���0-�)。

コ　rhg-t� 近傍では � 個の AFLP マーカーの

SCAR マーカー化、� 個の STS 化、RsvC、RsvD 近

傍では３つの AFLP マーカーからひとつの SCAR

マーカー化、FT� 近傍では � 個の AFLP マーカー

から � つの STS マーカー化、FT� 近傍では � 個の

AFLP マーカーから � つの SCAR マーカー化、ひと

つの STS 化をすることが出来た（表 ���0-�)。

エ　考　察

ア　本研究で開発された �塩基をコアとするゲノ

ム由来の SSR マーカーは Cregan et al. �）の開発し

た � 塩基をコアとする SSR マーカーに比較して多

型性が低かった。ポリアクリルアミドゲルによる

解析では移動度に差異の認められない増幅断片をク

ローン化して塩基配列を比較したところ、反復配

列のところで �塩基の違いが多く見られた。従って

DNA シーケンサーで解析すれば多型性が高まると

考えられる。

イ　(AT)m(AC)n のモチーフを持つ SSR は多型性

が高いため、よいターゲットである。

ウ　EST データベースに基づく SSR は予想以上

に多型性が高く、発現遺伝子のマーカーでもあるの

で、更にマーカー化を進める価値がある。

エ　連鎖地図上で AFLP マーカーは SSR マーカー

に比較してクラスターになる傾向があった。しかし

特定領域のマーカー開発のためには、AFLP 法は極

めて有効であった。

オ　今後の課題

ア　理研を中心に完全長 cDNA ライブラリーが作

出され、多数のクローンの両末端塩基配列情報が蓄

No. Clone
name 

Repeat type Primer Annealig
temp.( )

1 AT-3-3 (TC)7G(CA)6(TA)5 (F)5-GAGTTTAGCGTTAGTATGTTGA-3 60 
(R)5-ATTACGTTCTTGTTGTTGTTCA-3 58 

2 AT-3-5 (CA)13(TA)7 (F) 5-TTTTTCTCGATATACATTCACC-3 58 
(R) 5-TGAATGGCGTGTACTAAGTTA-3 58 

3 AT-3-7 (TA)5(TG)13 (F)5-CAATAAGTGGTAACATGAAGAA3 58 
(R) 5-TCATCCACCTAATCATCTACT-3 58 

4 AT-3-10 (AT)6(GT)34 (F)5-CTTAAAATATTGGTGTAGGCTG-3 60 
(R)5-ATCACCCTCCTTCAAAAATATC-5 60 

5 AT-3-11 (CA)10(TA)4 (F)5-ATTCTTTGTCGGGTCTTTGTTG-3 62
(R)5-ATATAACCCTCTTCTTGACAGTA-3 62 

6 AT-3-13 (AT)9(AC)8 (F)5-CATATATATAAAACTAGCACACAT-3 60
(R) 5-TATTTGAATTGTTTACTCTTATGT-3 58 

7 AT-3-14 (CA)5(TA)3(AT)2A(AT)2 (F) 5-TATCAGAGCGTTGTGTCCTAAT-3 62
(R) 5-ATGTACGCAATGAGTGATAAAAT-3 60 

8 AT-3-16 (AT)11(GT)8 (F) 5-GTAGATATGGGCATGTAGTAAA-3 60 
(R)5-AAAATGCAATAGATAAAGTAAACT3 58 

9 AT-3-21 (AT)9(GT)33 (F) 5-TATGCGTGTTGGTTTTTCAGGA-3 62 
(R) 5-AAATCCTCAATAACAACATCAAG-3 60 

10 AT-3-24 (TA)7(GATA)7 (F) 5-GTTTTGGGAATTGTAAGGTCTG-3  62 
(R) 5-CACAGCATTCACGGATCATCA-3 62 

表1210-1　(AT)m(AC)n モチーフの SSR マーカー（一部）
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 新規 SSR 又は STS マーカー）（１）図1210-1　ダイズの分子連鎖地図（ 
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図1210-1　ダイズの分子連鎖地図（  新規 SSR 又は STS マーカー）（２）
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積されているので、それを利用した DNA マーカー

の開発手法を確立する必要がある。

イ　ダイズとミヤコグサのゲノムのマクロシンテ

ニーが解明されて来たので、ダイズ連鎖地図上の

マーカー密度の低い領域のマーカーを作出するため

に、ミヤコグサの塩基配列情報を利用することが考

えられる。

ウ　飽和地図確立のために、ダイズ染色体の細胞

遺伝学的な解析が必要である。

カ　要　約

ア　ダイズゲノムから (CA)n、(CT)n、(AT)m(AC)n

をモチーフとする SSR マーカーを各々 ��0、���、

�� 開発した。

イ　ダイズの EST データベースから合計 ��� の

SSR マーカーを開発した。

ウ　�0� の AFLP 断片について SCAR マーカー化

が完了した。

エ　両親間で多型が確認された SSR マーカー

���、AFLP マーカー ���、AFLP-SCAR マーカー ��

を新たに位置づけた。その結果 ���� マーカーから

成る連鎖地図が得られた。

オ　rhg-t� 近傍では � 個の AFLP マーカーの

SCAR マーカー化、� 個の STS 化、RsvC、RsvD 近

傍では３つの AFLP マーカーからひとつの SCAR

マーカー化、FT� 近傍では � 個の AFLP マーカー

から � つの STS マーカー化、FT� 近傍では � 個の

AFLP マーカーから � つの SCAR マーカー化、ひと

つの STS 化をすることが出来た

キ　引用文献

１) Lian C et al. (�00�) A simple method for 

developing microsatellite markers using amplified 

fragments of inter-simple sequence repeat (ISSR). J. 

Target gene AFLP marker 
Converted 

marker 
Marker type 

Marker 

behaviour 
Primer sequence (5'-3') 

rhg-t1 GGG_CTA 2 SCAR 7 SCAR Dominant F : AGACCCATAAGCTTATGTAATG

R : ATCGCCCTGAGTCTCAAAGC 

CAT_CTC 1 SCAR 4 SCAR Codominant F : ATAACTTGATATCTTGGTCAAG

R : AATTTCGCAGTTATCAGATAC 

GTA_TAC 1 PCR-SSCP 9 STS Codominant F : ACCTAAACTCGATGGGTATG 

R : ATTTTGTTATTCTCTCTGTGTAC

RsvC RsvD  E56M44 56/44-L1R1 SCAR Codominant F: GCACTTGCATTCTGTGCATT 

R: GCACCGAGTTCATCCATTCT 

FT2 E37M47_27 37/47_27CAPS STS Codominant F: GACGACGTTTCCATCACTGT 

(PCR-RFLP) R: CGAAGATTCCACAGCCCTAA 

E60M38 60/38CAPS STS Codominant F: CAGTGTTCGCCAGGCTTAGT 

(PCR-RFLP) R: GCTTGGGTAAACATCCCAAA 

E37M31 37/31STS STS Codominant F: TTGTGGTGCGATTGTGATTT 

R: CCTCTTGTCGTTCTCACCAA 

FT3 E18M23 18/23SCAR SCAR Codominant F: GCAATGACAACAGATCAC 

R: AACGGACAAGAACTGGG 

E54/56M59 54/59SCAR- SCAR Codominant F: GAATGTGCTTGTGTTTGTGTC 

R: GCTTCTGTGACCTTGTGTTG 

E30M47 30/47SCAR- SCAR Codominant F: CAGTAAAATTGATGGGTGCC 

R: CTGATACACCCAAAGGAAAC 

E6M22 6/22STS- STS Codominant F: TTGCATGAAGTTTTGGTTGC 

R: TGAAATGTCCATCTGAGTCTGG 

E41M34 41/34SCAR SCAR N. D. F: TGGTTGGTGTGACTTGACTTG 

R: TTTCTCCAAAAGATCACAGACTC

表1210-2　AFLP マーカーから作出された新規マーカーの例
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Plant Res. ���:���-���.

２) Vos PR et al. (����) AFLP: a new technique 
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��:��0�-����.
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研究担当者（原田久也 *、夏　正俊）

　

11　ダイズのシスト線虫抵抗性 ( ﾚｰｽ 3) に関す

るＤＮＡマーカーを利用した育種法の開発

（1902）

ア　研究目的

ダイズシストセンチュウ（以下、センチュウと略

す）は大豆生産に深刻な被害を与える土壌害虫であ

る。当研究室では日本国内に広く分布しているセン

チュウのレース �に対し、在来種「下田不知」由来

の抵抗性品種の育成を進めている。センチュウ抵抗

性育種の効率化を図るため、従来の接種検定に代わ

る選抜方法として DNA マーカー選抜が有望である。

そこで、「下田不知」由来のセンチュウレース � 抵

抗性選抜 DNA マーカーを開発し、それを利用した

効率的な抵抗性新品種育成システムを開発する。

イ　研究方法

ア　材料として、茨城豆７号×スズユタカ（0���）

F� 集団および F� 系統、スズユタカ×エンレイ（����）

F� 集団、東北 ��� 号×東北 ��� 号（��0�）F� 集団

ならびにスズユタカ×晩生光黒（0���）F� 系統を

供試した。カッコ内の番号は交配組合せ番号を表す。

イ　解析集団として 0���F� を供試し、USDA の

SSR マーカー �)、千葉大および近中四農研で開発さ

れた SSR マーカーあるいは CAPS マーカーを用いて

マッピングおよび QTL 解析を行った。解析ソフト

には MAPMAKER を使用した。

ウ　センチュウレース �抵抗性は温室内での人工

接種検定により判定した。

エ　����F�、��0�F�、0���F� について、連鎖群 G

の QTL 近傍マーカー Satt�0� のマーカー型とセン

チュウ抵抗性を調査した。

( オ )　センチュウ抵抗性が既知の �� 品種・系統

（表 ����-�）について、Satt�0� 型を調査した。

ウ　研究結果

ア　「下田不知」由来センチュウ抵抗性判別マーカー

0���F� 集団において「下田不知」由来のセンチュウ

抵抗性に関する３つの QTL 検出した �)。そのうち寄

与率が最も高い連鎖群 G 近傍マーカーの Satt�0�に関

して、F� 系統のマーカー型と接種検定による抵抗性を

比較すると、抵抗性型で抵抗性「強」と「弱」が混在

するものの、感受性型およびヘテロ型は全て抵抗性が

「弱」であった（図����-�）。また、他の「下田不知」

由来センチュウ抵抗性分離集団について同様の結果が

得られた（図����-�）。このことから Satt�0�は抵抗性

「弱」の棄却マーカーとして有効と言える。

イ　ダイズ品種・系統のセンチュウレース �抵抗

性と QTL 近傍マーカー Satt�0� 型の関係

センチュウレース �抵抗性が「強」の品種・系統

の Satt�0� 型は全て抵抗性型であった（表 ����-�）。

一方、育成系譜上の母系ならびに父系の祖先に「下

図1211-1　0���F� 系統におけるセンチュウ抵抗性

QTL 近傍マーカー型とセンチュウレース �

抵抗性
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田不知」が存在し、センチュウ抵抗性が「弱」の品

種の中には、Satt�0� 型が抵抗性型の品種（おおすず、

タチユタカ）もあった。

エ　考　察

ア　「下田不知」由来センチュウレース � 抵抗性

判別マーカー

Satt�0� は抵抗性遺伝子型の直接的選抜には利用

できないが、抵抗性「弱」の棄却マーカーとして有

効であることが認められた。そのため、接種検定と

マーカー選抜を組み合わせることにより選抜効率の

向上が期待できる。

イ　ダイズ品種・系統のセンチュウレース � 抵抗

性と QTL 近傍マーカー Satt�0� 型の関係

Satt�0� が抵抗性型であっても抵抗性「弱」の品

種が認められ、このような品種を交雑親とする組合

せでは Satt�0� をマーカーとして利用することはで

きない。Satt�0� のマーカー型と抵抗性の不一致が

交雑後代でもみられたことから、「下田不知」由来

センチュウ抵抗性には本試験で検出された QTL 以

外の QTL およびそれとの相互作用がうかがわれる。

オ　今後の課題

ア　「下田不知」由来センチュウレース � 抵抗性

判別マーカー

「下田不知」由来センチュウ抵抗性の選抜には

Satt�0�が抵抗性「弱」の棄却マーカーとして有効で

あるが、抵抗性遺伝子型の直接的選抜のためには、同

マーカーで抵抗性型の個体系統における抵抗性判別を

可能にするさらなるマーカーの探索が必要である。

イ　ダイズ品種・系統のセンチュウレース � 抵抗

性と QTL 近傍マーカー Satt�0� 型の関係

Satt�0� のマーカーの有効性について広い遺伝的

背景のもとで検証する必要がある。同時に、抵抗

性に関与する他の QTL 検出のためにも素材とマー

カーの探索が必要である。

カ　要　約

ア　「下田不知」由来センチュウレース � 抵抗性

判別マーカー

「下田不知」由来センチュウレース � 抵抗性判

別マーカーとして、連鎖群 G のセンチュウ抵抗性

QTL の近傍マーカー Satt�0� を選定した。

イ　ダイズ品種・系統のセンチュウレース � 抵抗

性と QTL 近傍マーカー Satt�0� 型の関係

センチュウレース �抵抗性が「強」の品種・系統

の Satt�0� 型は全て抵抗性型であったが、センチュ

ウ抵抗性が「弱」の品種の中には、Satt�0� 型が抵

抗性型の品種（おおすず、タチユタカ）もあった。

キ　引用文献

１) Cregan PB. et al. (����) An integrated genetic 

linkage map of the soybean genome. Crop Science 

��:����-���0.

２) 高田吉丈ら（�00�） 「スズユタカ」のダイズシ

ストセンチュウレース３抵抗性に関する QTL 解

析 . 育種学研究 �（別 �）:���.

研究担当者（高田吉丈 *、河野雄飛、湯本節三）

図1211-2　交雑後代のセンチュウ抵抗性 QTL 近傍

マーカー Satt�0� 型とセンチュウレース �

抵抗性

表1211-1　品種・系統のセンチュウレース � 抵抗性

とマーカー Satt�0� 型
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第３章　麦類

１　ビール大麦の被害粒関連ＤＮＡマーカーの

開発（1301） 

　　DNA マーカーを用いたビール大麦被害粒の

効率的な選抜システムの開発（1301） 

ア　研究目的

西南暖地におけるビール大麦では、凸腹粒や側

面裂皮粒等、被害粒の多発による外観品質の低下

が大きく（浜地・吉田 �））、被害粒発生に耐性のあ

る品種育成が急務となっている。そこで、被害粒

発生に関与する遺伝子領域を DNA マーカーを用い

て明らかにし、被害粒耐性系統選抜の効率化を図

る。

イ　研究方法

ア　供試材料

ａ　被害粒発生に関与する QTL 検出のための

解析材料

ビール大麦品種「きぬゆたか」（凸腹粒；多、側

面裂皮粒；微）と「吉系 ��」（凸腹粒；微、側面

裂皮粒；多）を交配した F� 由来の半数体倍加系統

（DHLs）��0 系統。

ｂ　QTL の汎用性の実証のための材料

⒜　ビール大麦品種「九州二条 �� 号」（凸腹粒；

微、側面裂皮粒；微）に凸腹粒が多い「きぬ

ゆたか」を交配した F� 由来の半数体倍加系

統 �� 系統。

⒝　ビール大麦品種「九州二条 �� 号」に側面

裂皮粒が多い「吉系 ��」を交配した F� 由来

の半数体倍加系統 ��� 系統。

イ　QTL 領域の精密化のための DNA マーカーの

探索

SSR、CAPS、RAPD マーカー分析により連鎖地図

を構築した。また、大麦由来の EST マーカーやイ

ネとの相同性を基に作成された PLUG マーカーな

どにより、QTL 領域の精密化を図った。

ウ　被害粒発生率の調査

ａ　凸腹粒

登熟後期に � 日 �0mm の人工降雨を連続 � 日間、

無処理 �日を � 回繰り返し処理して発生率を調査し

た（馬場ら �））。

ｂ　側面裂皮粒

早播と節間伸長期～出穂期に �0％の遮光処理を

行い、発生率を調査した（馬場ら �））。　

ウ　研究結果

ア　被害粒発生に関与する QTL の検出

凸腹粒の発生に関与する QTL を �H と �H 上、側

面裂皮粒の発生に関与する QTL を �H と �H 上に明

らかにした。

イ　QTL 領域の精密化を目的とした DNA マー

カーの探索

�H に検出した QTL 領域に、新たに EST マー

カーを �0 マーカー位置づけした。また、イネの

�H を基に作成された PLUG マーカー（0�����0、

0����00）を位置づけできた。さらに、これまでに

明らかにした �H、�H の QTL 領域付近を中心に、

新たに �� マーカーを位置づけ、全体として ��� マー

カー、�� 連鎖群、全長 ���.�cM の連鎖地図を作製

し、QTL 周辺の精密化と地図の充実化を図った（図

��0�-�）。

ウ　QTL の汎用性の実証

　ａ　凸腹粒発生に関与するQTL（�H,�H）の効果

凸腹粒発生が少ない品種「九州二条 �� 号」に凸

腹粒発生が多い「きぬゆたか」を交配した F� 由来

の新たな半数体倍加系統について、凸腹粒の発生に

関与する QTL の有無を、DNA マーカー (�H;K0����)

により判別した（図 ��0�-�）。

その結果、K0����(EST マーカー ) の遺伝子型か

らみて、九州二条 �� 号型の系統群は凸腹粒の発生

を多くするきぬゆたか型の系統群に比べて、凸腹

粒の発生率が 0.�％少なく、品種の組合せを変え

ても QTL の効果が実証できた。また、ビール大麦

の検査等級で � 等に相当する発生率が �％以下で

あった有望系統の ��％を選抜した。DNA マーカー

K0���� は、凸腹粒発生の少ない品種の選抜に利用

できる。

�H の QTL( きぬゆたか型で凸腹粒の発生が少な

い ) の効果についても調査したが、九州二条 �� 号

も凸腹粒の発生が少ない品種であるため、QTL 領

域の遺伝子型の違いによる差は認められなかった。

　ｂ　側面裂皮粒発生に関与する QTL(�H) の効果

側面裂皮粒発生が少ない品種「九州二条 �� 号」

に側面裂皮粒発生が多い「吉系 ��」を交配した F�
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図1301-1　吉系 �� ×きぬゆたかの連鎖地図と被害粒発生に関与する QTL

�) 連鎖地図の作製および QTL 解析には MAPL��( 鵜飼　����) を用いた。

�)QTL； は凸腹粒、 は側面裂皮粒に関与する QTL を示す。� 行目に DNA マーカー、� 行目

に LOD 値、� 行目に PVE( 表現型分散中 QTL で説明可能な割合 ) を示す。� 行目の「△き」は

きぬゆたか型、「▽吉」は吉系 �� 型の遺伝子型で被害粒発生を軽減する効果を示す。

図1301-2　凸腹粒に関与する QTL（２H）の汎用性

図1301-3　側面裂皮粒に関与する QTL（３H）の汎用性
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から作出した新たな半数体倍加系統 �� 系統につい

て、�H の側面裂皮粒の発生に関与する QTL の有無

を、その近傍の DNA マーカー (�H;K0����) により

判別した（図 ��0�-�）。

その結果、K0����(EST マーカー ) の遺伝子型か

らみて、九州二条 �� 号型の系統群が吉系 �� 型の系

統群に比べて、側面裂皮粒の発生が �.�％少なく、

品種の組合せを変えても QTL の効果が実証できた。

また、ビール大麦の検査等級で �等に相当する発生

率が �％以下であった有望系統の ��％を選抜した。

DNA マーカー K0���� は、側面裂皮粒発生の少ない

品種の選抜に利用できる。

ウ　その他の成果

連鎖地図の作製に用いた DNA マーカーのうち、

PCR による増幅が良好で DNA 多型の視認性がよい

�種類の STSプライマーと制限酵素�種類を用いて、

国内で主に栽培されている二条大麦 �� 品種の識別

技術を確立した。この成果は、種子の純度管理、品

種偽装の抑止力として利用できる（データ省略）。

エ　考　察

西南暖地を対象としたビール大麦の品種育成にお

いては、凸腹粒や側面裂皮粒といった被害粒発生に

対する耐性の付与が重要な課題となっている。これ

までに、これらの被害粒発生に関する有効な耐性評

価法を確立し（馬場ら �），馬場ら �)）、耐性系統選

抜に利用してきている。しかしながら、これらの耐

性評価法は、評価対象となる系統を検定圃場で栽培

しなければならないため検定数が制約されること、

通常の栽培管理に加えて遮光や散水処理を行う必要

があり労力を要すること、収穫した材料を調査する

手法であるため評価に時間を要するなどの問題もあ

る。このため、被害粒耐性選抜に利用できる DNA

マーカーの開発や探索が重要となっている。本研究

で明らかにした DNA マーカーのうち � つ（K0����

および K0����）は、凸腹粒および側面裂皮粒耐性

系統の選抜に活用でき、これらのマーカーが育種選

抜上有効であることを示している。したがって、こ

れらのマーカーの利用により、被害粒耐性系統選抜

の効率化が図られるものと考えられる。

オ　今後の課題

本研究で明らかにした DNA マーカーの汎用性を

確認するために、本研究に用いた品種以外の交配組

合せにおける選抜効果を調査する。また、QTL 近

傍の DNA マーカーについて、品種育成における交

配母本となりうる遺伝資源間の DNA 多型をデータ

ベース化し、育種への円滑な利用を図る。

カ　要　約

ビール大麦における側面裂皮粒と凸腹粒の発生に

関与する量的遺伝子領域（QTL）をそれぞれ �H と

�H および �H と �H 染色体上に明らかにした。さら

に明らかにした QTL 効果が他の品種へ活用できる

ことも実証した。明らかにした QTL 領域に位置す

る DNA マーカーは、側面裂皮粒および凸腹粒発生

の少ない品種の育種選抜に利用できる。　

キ　引用文献

１) 浜地勇次・吉田智彦 (����). 最近のビール大

麦における品質低下の実態・原因・対策 . 農及

園 .��:���-�0�.

２) 馬場孝秀・山口修・甲斐浩臣・古庄雅彦 (�00�).

ビール大麦登熟後期の散水処理による凸腹粒耐性

検定法 . 育種学研究 �:���-���.

３) 馬場孝秀・甲斐浩臣・山口修・古庄雅彦 (�00�).

早播・遮光処理によるビール大麦側面裂皮粒の発

生評価と耐性系統の選抜 . 日作紀 ��:���-���.

　

研究担当者（内村要介、山口修、塚﨑守啓、甲斐浩

臣、馬場孝秀、古庄雅彦 *）

２　ビール大麦における香味関連形質ＤＮＡ

マーカーの開発（1302）

　　麦芽品質関連ＤＮＡマーカーを用いた高品

質ビール大麦品種の育成（1302）

ア　研究目的

ビールにおける香味は複雑であり、麦芽に由来

する要因も数多くあるが、中でもジメチルスル

フィド（DMS）臭はビール香味に悪影響を与え

る (Anderson ら )�)。しかし、その含量に対する遺

伝的要因の解明および育種的アプローチはほとん

ど為されていない。本研究は、ビールの香味に影

響の多い DMS 類（DMS、ジメチルスルフォキシ
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ド ;DMSO、S- メチルメチオニン ;SMM）含量に関

連する遺伝的要因をQTL手法を用いて明らかにし、

これを DNA マーカー化することで低 DMS 品種の

育種効率化を目的とする。

イ　研究方法

ア　DMS 類の QTL 解析を行うマッピング集団に

ついてミカモゴールデン× Harrington　DH 集団を

選定した。この集団についてスコットランド穀物研

究所で開発された SSR マーカーと岡山大学開発の

Est 配列の多型を調査し DNA マーカーマップの充

実を図った。

イ　ミカモゴールデン× Harrington　DH 集団を

同一条件で栽培、収穫および製麦し、得られた麦芽

について � 種の DMS 類、すなわち DMS、その前駆

体 SMM および DMS の酸化物である DMSO の含量

を測定した。� 種の総量である総 DMS 類について

QTL 解析を行ない、DMS 類含量に関与する染色体

領域を同定を試みた。また同一サンプルの麦芽形質

ＱＴＬとの比較を行うことにより、本 QTL と他麦

芽形質との関連性を検討した。

ウ　同定した QTL 領域の育種効果を検証するた

めに解析集団のうち低 DMS 類含量系統および低減

型 QTL を集積している系統について栽培条件を変

え DMS 類含量および麦芽品質を再調査し低 DMS 育

種の母本に利用可能かを検討した。

ウ　研究結果

ア　ミカモゴールデン× Harrington　DH 集団に

ついて �00 種類の SSR 多型と �00 種類の Est 多型

を調査し、SSR マーカー � 個、Est マーカー � 個を

RFLP 連鎖地図に加え QTL 解析用マップを作成し

た（図 ��0�-�）。

イ　�00� 年度に栃木農試栃木分場にて栽培した

上記 DH 集団 �� 系統および両親を �.�mm 篩で精粒

し、浸麦度 ��.�% にてパイロット製麦を行い、DMS

類測定および麦芽分析（DP、粗蛋白、TN、SN、

KI、EX、AAL、βグルカン）を行った。

両親の DMS 類値は Harrington は低く、ミカモゴー

ルデンは高く、DH 系統の多くは両親の間の値を示し

たが、両親の値を超えるものも見られた。（図��0�-�）

上記測定値について QTL 解析を行った結果

（Mapmaker QTL ver�.�）、製麦工程の影響が少なく

遺伝的合成量を示す総 DMS 類について � 箇所の主

要 QTL が同定された（表 ��0�-�）。麦芽品質につ

いても QTL 解析を行ない DMS 類 QTL と関係する

形質があるかを検討した。その結果、�H 染色体 S�

付近の DMS 類 QTL と SN、KI の QTL が一致した。

解析に用いたミカモゴールデン× Harrington DH

系統のうち、総DMS量の上位�系統のQTLマーカー

型を表 ��0�-� に示す。含量を低減させる親の遺伝

子型に集積していた。上位系統の総 DMS 類量は低

含量親である Harrington を大きく下回っており極低

DMS 育種母本として有望と考えられた。DMS 類含
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図1302-1　ミカモゴールデン× Harrington DH 集団の DNA マーカー連鎖地図

（実線部、□は SSR および Est マーカー）
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量の上位 � 系統では KI と粗蛋白に違いが見られた。

DMS がアミノ酸であるメチオニンに由来すること

から、粗蛋白など窒素含量と関連があると推測され

た。低 DMS 育種を行う場合、これら形質への影響

を考慮する必要がある。

ウ　ミカモゴールデン× Harrington DHL マッピ

ング集団系統のうち平成 �� 年栃木農試圃場産サン

プルで低 DMS 類形質を示したものについて平成 ��

* 
 S1 1H Hr 
 S2 5H
 S3 1H Hr 

* . QTL DMS

DMS

S1

S2
S3

QTL

図1302-2　ミカモゴールデン× Harrington DH 系統の DMS 類含量

　　　　Hr：Harrington、M: ミカモゴールデン　各 �系統

表1302-1　総 DMS 類量の QTL 領域

表1302-3　低 DMS 形質の安定性

表1302-2　DMS 類含量上位、下位系統の QTL マーカー型
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年木崎圃場で栽培し低 DMS 類形質が再現されるか

を確認した。縞萎縮病感染により枯死した系統を除

き収穫した � 系統のうち � 箇所の QTL が全て低減

型である系統 �、� について低 DMS 類含量であるこ

とが確認された。また、系統 � については低 DMS

形質を有し、エキス等の麦芽品質も優れることから

育種母本として有望と考えられた（表 ��0�-�）。

エ　考　察

ア　QTL 解析のためのミカモゴールデン×

Harrington DH 集団において、多数の DNA マーカー

で多型が見られていない �H、�HS 染色体領域は両

親間で遺伝的に固定している可能性が高いと考え

られた。そのため、この領域についての QTL を同

定することはできない。この領域が北米と日本の

ビール大麦育種過程で共通の重要遺伝子を有する

ために近代品種において固定している可能性も考

えられる。

イ　DMS はそのメチオニンより発芽誘導される

メチオニンメチルトランスフェラーゼ (Pimentaら )�)

により前駆体 SMM が生成され、自動酸化により

DMS さらに DMSO となる。すなわち工程上の条件

によりこれら �種は互いに変換しうるので � 種の総

量である総 DMS 類量を解析対象とした。QTL 解析

の結果、複数の QTL 領域が同定され、なかでも主

要 � 箇所の S�-S� の寄与率で総 DMS 類量の �0% を

説明できた。これらの QTL マーカーについて低減

親型を集積している系統は DMS 類が低く抑えられ

ていた。このうち �H 染色体の S� は SN、KI と一致

した。KI はいわゆるトケと呼ばれる発芽程度の指

標でもあり DMS 生成の鍵酵素である MMT が発芽

にともない合成されることが関連しているとおもわ

れた。実際の製麦工程においてもトケを進めるこ

とにより DMS 含量が上昇することが知られており、

このトケが適度の範囲にありながら DMS 類が低い

系統が育種上有用と考えられる。　

ウ　Harrington は製麦時の蛋白分解が速やかに進

み、可溶性窒素 (SN) が高い傾向にもかかわらず、

それと相関する DMS 類が抑えられており、DMS 低

減のポテンシャルが優れることが確認された。解析

集団のうち DMS 類低減型の QTL マーカーを有し低

DMS 類形質を有する系統のうち系統 � は Harington

同様に高い発芽程度にも関わらず低 DMS 類形質を

安定して示し、エキス等麦芽品質も優れることから

育種母本として有望と考えられる。

オ　今後の課題

本研究で得られた選抜マーカーは北米品種と日

本品種の有する低 DMS 遺伝子を選抜するものであ

り、より低い DMS 類のレベルを達成するためには

それ以外の欧州品種などの有する遺伝子を明らか

にする必要がある。また、DMS 前駆体 SMM の合

成に関わる酵素 MMT について DMS 類含量との関

連性を明らかにすることも必要であろう。他解析

集団を用いてこれらの遺伝子の関与を明らかにす

る必要がある。

カ　要　約

低 DMS 類形質の北米品種 Harrington と日本品種

ミカモゴールデンの DH 集団をもちいた QTL 解析

によって寄与率の高い DMS 類に関する � 箇所の

QTL を同定した。これらの QTL マーカーについ

て DMS 類低減型を集積する系統は DMS 類が低く

Harrington を下回った。これらの極低 DMS 類系統

について栽培条件を変え DMS 類含量の再調査を行

うことにより、安定して低含量を示す有望育種母本

が得られた。

キ　引用文献

１) Anderson, R. J., Clapperton, J. F., Crabb, D., and 

Hudson, J. R. (����)  J. Inst. Brew. ��: �0�-���　

２) Pimenta MJ, Kaneta T, Larondelle Y, Dohmae N 

and Kamiya Y. (����) Plant Physiol. :���:���–���.

研究担当者（金子隆史 *、木原誠）

３　ＤＮＡマーカー利用による日本独自の小麦

赤さび病菌レース判別系統の育成（1303）

ア　研究目的

小麦品種 Thatcher は北米を中心に、小麦赤さび

病抵抗性遺伝子の準同質遺伝子系統群育成の罹病性

反復親として利用されている。しかし、日本の小麦

赤さび病菌に抵抗性を示す遺伝子を持つことが明ら

かとなった。このため、Thatcher の準同質遺伝子系
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統群を日本の赤さび病菌レース判別等に利用するに

は、それら系統の遺伝的背景からその抵抗性遺伝子

を取り除く必要がある。そのため、この抵抗性遺伝

子に連鎖する DNA マーカーを開発し、その利用に

より日本独自の小麦赤さび病菌レース判別系統の育

成を図る。

イ　研究方法

ア　Thatcher（抵抗性）／農林 �� 号（罹病性）

の F� 集団の抵抗性及び罹病性各６個体から調整し

たバルク DNA 間の SSR 及び AFLP 解析を行った。

また、F� 分離集団の解析によりその連鎖分析を行っ

た（MAPL��）。

イ　SSR 解析のプライマーは、既報のもの（Roder

et al. ����）を利用して抵抗性遺伝子の染色体座乗

位置を特定し、その後、その近傍の SSR プライマー

を北海道グリーンバイオ研究所より入手、供試し

た。

ウ　多型の検出には、生物研の川崎上席が開発し

た高能率ゲノム走査法の中型ゲルシステムより泳動

距離を �cm 長くしたシステムを特注し（日本エイ

ドー）、変性 �％ポリアクリルアミドゲルによる電

気泳動を行った。銀染色キット ( ナカライ ) により

バンドの検出を行った。

エ　抵抗性と連鎖する AFLP マーカーについて

は、クローニングして塩基配列を特定し、STS 化を

図った。

ウ　研究結果

ア　SSR 解析の結果、Thatcher が持つ抵抗性遺

伝子は染色体 �BL の動原体付近に位置付けられた。

また、その近傍に位置する５つの SSR のプライマー

ペアを北海道グリーンバイオ研究所より入手、供試

したところ、F� 集団の �� 個体における解析で抵抗

性遺伝子と共分離する SSR マーカー (hbe���) が得

られた。（図 ��0�-�、写真 ��0�-�）

イ　F� 集団の �� 個体における AFLP 解析で、抵

抗性と共分離するマーカー (E-GTT/M-TAC) が得ら

図1303-1　抵抗性遺伝子 (Lr) と SSR 及び AFLP マー

カーの連鎖地図

図1303-2　AFLP マーカー (E-GTT/M-TAC) のシークエンスと STS 化
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れ、優性マーカーではあるが、STS化に成功した。（図

��0�-�、図 ��0�-�、写真 ��0�-�）

エ　考　察

SSR マーカー hbe��� は本プロジェクトの課題番

号 ��0�「コムギ SSR マーカーの作出」によって開

発されたマーカーである。共優性マーカーであり遺

伝子型も判別できるため、選抜マーカーとして非常

に有効である。今後もより多くの小麦 SSR マーカー

が開発されることに期待したい。

オ　今後の課題

ア　マーカー選抜を利用した戻し交雑により罹病

性 Thatcher を早期に育成する。　

イ　抵抗性遺伝子そのものに完全連鎖するマー

カーでないため、Thatcher を遺伝的背景に持つ材料

でしかマーカー選抜は利用できない可能性がある。

分離集団の個体数を増やし、より詳細な連鎖解析を

行う必要がある。

カ　要　約

Thatcher（抵抗性）／農林 �� 号（罹病性）の F�

集団 �� 個体の SSR 解析から抵抗性遺伝子と共分離

する SSR マーカー (hbe���) が得られ、Thatcher が

もつ小麦赤さび病抵抗性遺伝子は染色体 �BL の動

原体付近に位置付けられた。また同様に AFLP 解析

により、抵抗性と共分離する STS マーカーを作成

した。　

　

キ　引用文献

　　Roder, M. S., Korzun, V., Wendehake, K., 

Plaschke, J., Tixier, M., Leroy, P. and Ganal, M. W. 

(����). Genetics ���:�00�-�0��　

研究担当者（中村和弘 *、伊藤裕之、石川吾郎）

４　コムギ品種育成のための DNA マーカー選抜

システムの確立（1304）

　　PLUG マーカーによるコムギ高密度遺伝子

マップの作製（1305）

ア　研究目的

イネゲノム配列の完全解読を契機として、その比

較ゲノム的活用に大きな関心が寄せられている。イ

ネ科に属するコムギは、ゲノムサイズが巨大なこと

に加え、異質 �倍体のため主要遺伝子が �重複する

ことから、目的とする形質と連鎖するマーカーを見

出すために多くの労力を要し、それがコムギにおけ

る DNA マーカー作製の大きな障害となっている。

そこで本研究では、イネとコムギおよびオオ

ムギのデータベース内の遺伝子情報を網羅的か

写真1303-1　F� 個体の STS 及び SSR マーカー分離ゲル像 (�％ｱｶﾞﾛｰｽ )

Ｓ：罹病性、Ｒ：抵抗性、Ｍ：マーカー
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つ迅速に比較し、保存領域を用いた PCR-based 

Landmark Unique Genes（PLUG）マーカーを効率的

に作製するためのステムを構築しマーカーを作製

する。さらに作製マーカーを用いてコムギの � 重

複遺伝子を区別し、座乗染色体を決定する。また、

本プロジェクトの単年度課題となった「DNA マー

カー選抜システム」の中で予定していた DNA マー

カー選抜（MAS）による新規澱粉特性を持つコム

ギ系統の開発を行う。

イ　研究方法

ア　イネ Pseudomolecules*� から予測されている

cDNA 配列を総当り BLASTN 検索にかけ、特異的な

cDNA 配列（セカンドヒットが Score<�00）を抽出

した。次に、それらに対して高い相同性（Score>�00）

を示すコムギおよびオオムギ UniGene*� 配列を抽出

した。イネゲノム、イネ cDNA、コムギおよびオオ

ムギ UniGene の配列を比較したマルチプルアライ

メントファイルを作成し、イネの染色体毎に Web

表示させた。Web 上から標的遺伝子を選択し、プ

ライマーの作成範囲などのパラメーターを入力する

と、プライマー配列を自動的に抽出するシステム

（PLUG システム）を開発した。

イ　開発したシステムを用いて、イネゲノム全

体から ��0 セットのコムギ用プライマーを設計し

た。プライマーの動作確認にはコムギ品種 Chinese 

Spring(CS) のゲノム DNA を供試した。一部のプラ

イマーセットについて、増幅産物をクローニングし

て塩基配列を解読した。マーカーの座乗染色体の決

定には、CS を遺伝的背景に持つナ �� 系統のナリソ

ミックテトラソミック系統 *� から既知のイネとコ

ムギとのシンテニーから予測した座乗染色体に関す

る系統を選んで供試した。PCR 産物は �% アガロー

スゲル、PCR 産物のHaeIII あるいはTaqI 消化断片

は �% アガロースゲルを用いて分離した。� つの同

祖染色体に座乗することが確認できたマーカーにつ

いては、ダイテロソミック *� および染色体欠失系

統 *� 計 ��� 系統を用いて欠失ビンへのマッピング

を行った。

ウ　高アミロースコムギ選抜用 DNA マーカー

セットを開発し、それと既存の部分的モチコムギ

を選抜するための DNA マーカーセットを組み合

わせることにより、顆粒性結合型デンプン合成酵

素（Granule-Bound Starch SynthaseI: GBSSI）*� を欠

くモチコムギと可溶性デンプン合成酵素（Soluble 

Starch Synthase II ａ : SSII ａ）*� を欠く高アミロー

スコムギの交配後代から両酵素を完全に欠く二重変

異体を得た。

ウ　研究結果

ア　PLUG システムの有効性

イネ cDNA の総当り BLASTN 検索によって、ラ

ンドマークとなりうる特異的 cDNA をもつイネ遺

伝 子 座（Landmark unique gene: LUG） は ��,���

抽出された。その中で、コムギおよびオオムギ

UniGene と高い相同性がみられたのは、それぞ

れ �,�0� および �,�0� であり、両者に相同性を

示すものは �,00� であった。これらの LUG のう

ち、イントロンを挟むコムギ用プライマーの設計

が可能な LUG は、�,��� であった。この数はイネ

Pseudomolecules 上の ���kb にひとつマーカーを作

成できる計算となる。次に、これら LUG の中か

*�：Pseudomolecule とは、仮想的な一続きの塩基配列をさす。特にゲノム配列の解読では、多数の BAC

クローンの塩基配列を人工的につなぎ合わせて整理することからこのように呼ばれている。本研究で

は、米機関 TIGR が作製した �� 本のイネ Pseudomolecules を用いた。

*�：UniGene とは、発現遺伝子配列（EST）から重複を除いた EST のセットとして、米機関 NCBI が提

供しているデータベースである。

*�：染色体全体あるいは一部を欠失した染色体異常系統である。ここでは、ある PCR 産物がある異常

系統で得られない場合、その産物は欠失した染色体（領域）に座乗している遺伝子に由来すると判断

した。

*�：胚乳澱粉の合成に関わる酵素である。GBSSI はアミロース合成に関わる酵素であり、SSII はアミロ

ペクチンの側鎖の合成に関わる多数の酵素のひとつである。
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ら無作為に選んだ �� セットについて、増幅産物

をクローニングして塩基配列の解読を行ったとこ

ろ、全てのセットで目的の遺伝子由来であること

が確認できるとともに、予測した位置にイントロ

ンが含まれていた。したがって、抽出された全て

の LUG からマーカーを作成すれば、ゲノムサイズ

が大きなコムギにおいても高密度な遺伝子地図を

作成することが可能であると考えられた。

イ　PLUG マーカーの作製とマッピング

PLUG システムを用いて設計した ��0セットのプ

ライマーのうち、���セット (��%) において CS で明

瞭な増幅産物が得られた。これら���セットを PLUG

マーカーとして、その座乗染色体を決定したところ、

���マーカー (�0%) で少なくともひとつの座乗染色体

を同定でき、そのうち ���は �つの同祖染色体に座

乗していた（図 ��0�-�）。このようにして開発した

PLUG マーカー数の内訳を表 ��0�-� に示す。また、

�つの同祖染色体に座乗することが確認できたマー

カーについて染色体内での座乗位置を調査したとこ

ろ、��� のマーカーが合計 ��� 箇所の染色体領域に

マップされた。図��0�-�に、コムギ第 �染色体群に

関するイネとコムギとの比較地図を例示する。

ウ　甘味種コムギ（スイートウィート）の作出

普通系コムギにおいては、GBSSI および SSIIa 遺

伝子とも、それぞれ A,B,D ゲノム由来の � 種の同

祖遺伝子（-A�,-B�,-D�）を持つ。モチコムギは、

GBSSI 遺伝子が全て変異型であり、SSIIa 遺伝子は

全て正常型であるが、高アミロースコムギは、逆

にGBSSI が全て正常型、SSIIa が全て変異型である。

モチコムギと高アミロースコムギの交配後代（F� 以

降）からはGBSSI と SSIIa の正常型と変異型のハプ

ロタイプとして �� 種が得られる。既存の部分モチ

コムギ選抜用 DNA マーカーセット（Nakamura et al. 

�00�）と新たに開発した高アミロースコムギ選抜用

マーカー（Shimbata et al. �00�）を用いて、GBSSI

及び SSII 遺伝子全て変異型を持つ二重変異体を得

た（Nakamura et al. �00�)。この変異体の胚乳中には、

マルトースを中心とする高い糖蓄積が見られ、胚乳

組織の糖度（Brix）は、通常品種系統の�倍以上であっ

た（図 ��0�-�）（Nakamura et al. �00�)。ムギ類にお

いて、トウモロコシで良く知られるスイートコーン

の様な甘味種は存在せず、今回得られた二重変異体

は、コムギにおける甘味種「スイートウィート（Sweet 

Wheat）」の最初の事例である。二重変異体の種子は、

363, 40% 204, 23%

162, 18%

167, 19%

not determined A/B/D genome
BD/AD/AB genome ABD genome

n = 896

図1304-1　座乗染色体が同定できた PLUG マー

カーの同定ゲノム数による分類

表1304-1　開発した PLUG マーカー数の染色体

ごとの内訳

chr. 6

7A

7B

7D

4AL

Rice Wheat

S

S

L

chr. 8
L

図1304-2　PLUG マーカーによるコムギ第７染色体

群に関する染色体比較地図

　　　　図中の番号は欠失系統の系統番号を示す

Group
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スイートコーン同様に完熟期に「しわ（Shrunken）」

状態になる（写真 ��0�-�）。このため、千粒重は通

常品種に比べて �～ � 割低下する。

エ　考　察

PLUG マーカーは、イネとコムギの同祖遺伝子

同士の位置関係を示しており、これら植物種間あ

るいはコムギゲノム間のシンテニー解析において

有用な情報となると考えられる。また、このこと

は、PLUG マーカーをアンカーとすることによっ

て、イネゲノム情報から効率的にコムギの目的領

域に新規マーカーを開発することができることを

意味している。さらに、PLUG マーカーの開発過程

で、増幅産物や制限酵素断片のサイズといったコ

ムギの同祖遺伝子同士を識別するための情報が蓄

積された。したがって、これらの情報を利用すれ

ば、PLUG マーカーをプローブとした BAC ライブ

ラリーのスクリーニングにおいて、目的ゲノムの

クローンを短時間に拾うことが可能になると考え

られる。

　本研究で用いたモチコムギおよび高アミロー

スコムギの組合せから、GBSSI および SSII の両方

を欠く二重変異体が F� 世代で得られる理論的な確

率は �0�� 分の � である。このような極めて低い確

率の個体を確実に選抜できたのは、DNA マーカー

による初期選抜の賜であり、MAS の有効性が実

証された好例と言える。また、今回用いた � つの

DNA マーカーセットを用いることで、甘味種系統

を含む �� 種の固定系統の確実な選抜が可能となる

ことも MAS の利点である。開発した甘味種系統は、

従来の小麦とは大きく特性の異なる種子成分特性

を有することから、新規需要の開拓に繋がると期

待している。

オ　今後の課題

ア　遺伝子領域を増幅する PLUG マーカーでは、

品種間での多型が得られにくい場合がある。そこ

で、PLUG マーカーを起点として、その隣接領域の

ゲノム配列を効率的に得るための技術開発が必要で

ある。

イ　スイートウィートについては、品種登録を行

うと同時に今回得られた系統を母本にして機構内の

育種グループと共同で DNA マーカー選抜により、

品種育成を行う。また、スィートウィート以外の全

ての固定系統を選抜し、その加工特性を調査する。

カ　要　約

ア　イネゲノム情報とコムギ EST 情報を利用し

て、コムギ用遺伝子由来 PCR 用マーカーを半自動

的に作製するシステム（PLUG）を開発し、その有

効性を確認した。また、ゲノムマッピングに利用可

能な �0�� 個の PLUG マーカーを作製した。

イ　開発した高アミロースコムギ選抜用マーカー

と既存の部分モチコムギ選抜用マーカーを組み合

わせた MAS により、顆粒性結合型澱粉合成酵素

（GBSSI）と可用性澱粉合成酵素（SSII）の両者を欠

く甘味種コムギ（Sweet Wheat）を開発した。

キ　引用文献

１) Nakamura et al. (�00�). Rapid classification of 

partial waxy wheats using PCR-based markers. 

Genome ��:���0-����.

図1304-3　二重変異体の開花後 �� 日における

胚乳組織の糖含量と糖度

写真1304-1　二重変異体の登熟過程の種子

形態変化
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５　穂発芽極難コムギに関するＤＮＡーカー選

抜技術の開発（1306）

ア　研究目的

日本のような湿潤環境下において高品質コムギ

の安定生産を実現するためには、収穫前の穂発芽

を抑制することが必須である。種子休眠性は穂発

芽耐性に深く関与する形質であるが、環境に大き

く影響を受けるために正確な評価は容易でない。

これまで、我々は穂発芽難品種「きたもえ」と

「Münstertaler」の DH 系統の分析から �A 染色体上

に効果の大きい種子休眠性 QTL を同定している

（Torada et al.�00�）。一方、北海道ではこれまでの

穂発芽難系統に優る耐性を示す穂発芽極難コムギ

「北系 ��0�」や「OW�0�」が見出されている（西

村ら �00�）。本研究では穂発芽極難コムギ「OW�0�」

の種子休眠性に関する QTL を同定し、うどん用品

種「きたもえ」とパン用品種「キタノカオリ」へ

効率的に移入するための有効な選抜技術を開発す

ることを目指した。

イ　研究方法

ア　穂発芽極難コムギ「OW�0�」の種子休眠性

に関する QTL 解析

「OW�0�」（穂発芽極難・種子休眠性極強）と「き

たもえ」（穂発芽難・種子休眠性強）間の半数体倍

加系統（Doubled haploid lines 以下 DH と省略）��

系統を温室と圃場で養成し、成熟乾燥後の種子を用

いて種子休眠性を評価した。一方、Simple sequence 

repeat(SSR) マーカーを用いて連鎖地図を構築し、

「OW�0�」の有する極めて深い種子休眠性に関与

する QTL 解析を行った。連鎖地図の作成と QTL

解析は MAPMAKER/EXP�.0b および MAPMAKER/

QTL�.�b を用いた。

イ　種子休眠性 QTL 近傍 PCR マーカーの系統間

多型性程度

穂発芽耐性の異なるコムギ �� 品種・系統を用い

て、アで検出された QTL 近傍ならびにすでに検出

されている �A 染色体の QTL 近傍マーカーの多型

性程度（Polymorphic information content : PIC）を調

査した。

ウ　種子休眠性QTL（�AS）近傍へのPCRマーカー

作出とマッピング

�A 染色体短腕に対応するイネ第 � 染色体短腕の

ゲノム情報を用いて、対応するコムギ Expressed 

sequenced tag(EST) を Grain Genes および KOMUGI

データベースから探索した。得られたコムギ EST

情報をもとにしてゲノム配列を単離し、A ゲノム

特異的配列を同定した。「OW�0�」、「きたもえ」、

「キタノカオリ」（種子休眠性弱）間で A ゲノム配

列間の多型性を探索し、サイズ多型および Single 

nucleotide polymorphisms(SNPs) を用いて PCR マー

カー化した。作出した PCR マーカーは「OW�0�」

×「きたもえ」間の DH�� 系統および「OW�0�」×

「キタノカオリ」間の BC�F� �� 個体を用いてマッ

ピングした。「OW�0�」×「きたもえ」間の DH 系

統および BC�F� の ��� 個体を温室と圃場で養成し、

成熟乾燥後の種子を用いて種子休眠性を評価した

（BC�F� 集団は温室のみ）。連鎖地図の作成と QTL

解析はアと同様の方法を用いて行った。

エ　種子休眠性 QTL を集積した戻し交雑系統の

作出

「OW�0�」×「きたもえ」（うどん用、種子休眠

性強）、「OW�0�」×「キタノカオリ」（パン用、種

子休眠性弱）の � 組み合わせについて種子休眠性

QTL を移入した系統を作出するため、戻し交雑を

行った。「OW�0�」×「キタノカオリ」の BC�F� か

ら �A、�AQTL 近傍のマーカー遺伝子型が「OW�0�」

ホモ型と「キタノカオリ」ホモ型個体を選抜し、温

室にて種子休眠性評価を行った。

ウ　研究結果

ア　穂発芽極難コムギ「OW�0�」の種子休眠性

に関する QTL 解析

コムギ種子休眠性は吸水温度が低下すると打破さ

れやすくなるが、「OW�0�」は �0℃という極低温条

件下においても休眠性を維持していた。この検定
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条件において DH 系統の種子休眠性評価を行った結

果、温室、圃場環境のいずれも連続分布を示した（図

��0�-�）。一方、SSR マーカーを用いて連鎖地図（���

マーカー座、�,���cM）を作製し、QTL の同定を試

みた結果、�A 染色体に極めて効果の大きい QTL が

検出された（表 ��0�-�）。この QTL は温室と圃場

の両環境において共通して大きい寄与を示した（表

��0�-�、図 ��0�-�）。

イ　種子休眠性 QTL 近傍 PCR マーカーの系統間

多型性程度

図 ��0�-� に示す QTL 近傍マーカーの PIC 値は

�A近傍のSSRマーカーが0.��～0.��、�Aのマーカー

が 0.�� ～ 0.�� と比較的高かった。

ウ　種子休眠性QTL（�AS）近傍へのPCRマーカー

作出とマッピング

イネゲノム情報を利用して選抜した �� 種のコム

ギ EST のうち、�� 種（��.�%）については A ゲノム

配列を特定することができた。このうち「OW�0�」

と「きたもえ」間もしくは「OW�0�」と「キタノ

カオリ」間で多型が認められた�マーカー（Xhbe�000

番台）に、東北農研センターで開発した �マーカー

（Xtop����）を加えた計 �0 マーカーを新たにマッ

ピングすることができた（図 ��0�-�）。マーカー間

で組換えを生じている DH � 系統（OW�0� ×きた

もえ）の種子休眠性とマーカー遺伝子型の関連性

を調査したところ、種子休眠性遺伝子はXhbe�0��

と Xbarc�� 間 の 約 �.�cM 領 域 内 に Xhbe�0�� と

Xbarc��0 に近接して座乗すると推定された（図

��0�-�）。さらに「OW�0�」×「きたもえ」 BC�F�

��� 個体を用いて再度マッピングを試みた。BC�F�

集団を温室で養成し種子休眠性評価を行ったとこ

ろ、「OW�0�」ホモ型と「きたもえ」ホモ型個体の

多くは発芽率に大きな差異が認められたものの、分

布は連続的であった（図 ��0�-�）。この条件で QTL

解析を行った結果、LOD 値のピークはXhbe�0�� 付

近に検出され、Xhbe�0�� とXbarc�� 間に遺伝子が

座乗することが示唆された（図 ��0�-�）。

エ　種子休眠性 QTL を集積した戻し交雑系統の

作出

「OW�0�」×「きたもえ」については �A の

QTL 領域のマーカーで選抜し、BC�F� 種子を得た。

「OW�0�」×「キタノカオリ」については、�A に

図1305-1　温室環境と圃場環境における DH 系統（OW�0�/ きたもえ）の QTL(�AS) 近傍

のマーカー遺伝子型と種子休眠性（発芽率％）

　　　　１）発芽試験温度：�0℃　２）マーカー：Xbarc��0　３）系統数：��

表1305-1　検出された種子休眠性 QTL

Xbarc294 *
Xbarc310 *

Xhbe320 *
Xbarc57 *
Xbarc12 *

Xwmc532 *

Xgwm369 *

3AS

1.2

7.2

26.2

6.6

cM

Xgwm397 *

Xhbe03 *
Xhbe11 * *
Xhbe420 * *

Xhbe410 * *

Xbarc170 *

4AL

7.2

0.2
0.4

0.9

1.4

cM

QTL

QTL

図1305-2　種子休眠性 QTL 近傍の遺伝地図

　　　　*：SSR マーカー　**：CAPS マーカー
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Xhbe3025
Xhbe3024
Xhbe3031
Xbarc310
Xhbe320 
Xbarc57 
Xbarc12 
Xhbe3009
Xwmc532 
Xhbe3020
Xgwm369

Xtop1962
Xbarc45
Xhbe3016
Xgwm5

OW104/
BC1F2 

5.2

9.5

11.3

6.5

23.1

1.7

cM
Xhbe3025 Xhbe3026 
Xhbe3034 
Xhbe3024 Xbarc294
Xbarc310  Xhbe320 
Xbarc57 
Xbarc12 

Xwmc532 

Xgwm369 

Xhbe3007 

cM

OW104/
DH 

3.1
1.2

7.2

26.2

6.6

13.1

OW104/
DH-42

Xhbe3025

Xhbe3024
Xbarc310  
Xbarc57 

3.1

1.2

cM

OW104/
DH-43 

OW104/
DH-128 

OW104/
DH-107 

Xhbe3025 

Xhbe3024 
Xbarc310  
Xbarc57 

3.1

1.2

Xhbe3025

Xhbe3024
Xbarc310  
Xbarc57 

3.1

1.2

Xhbe3025

Xhbe3024
Xbarc310  
Xbarc57 

3.1

1.2

OW104

OW104 OW104 OW104

cMcM cM

図1305-3　�A 染色体の種子休眠性 QTL 近傍の連鎖

地図

１）左：OW/ キタノカオリ　右：OW�0�/ きたもえ

２）☆印で示したマーカーは新たに作出した PCR

マーカーである。

３）Xhbe はホクレン、Xtop は東北農研センターで

開発されたマーカーを示す。

図1305-4　組換え系統（OW�0�/ きたもえ DH 系統）における

�A 染色体 QTL 近傍の遺伝子型と種子休眠性（発芽率％）

図1305-5　OW�0�/ きたもえ BC�F� 集団にお

けるマーカー遺伝子型と種子休眠性

（発芽率％）の関連

１）栽培環境：温室　２）試験温度：��℃　

３）マーカー：Xhbe�0��　４）個体数：��
図1305-6　OW�0�/ きたもえ BC�F� 集団におけ

る種子休眠性 QTL(�A) の LOD 値
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加えて �A の QTL 近傍についてもマーカー選抜し、

両 QTL を併せ持った BC�F� 種子を得た。「OW�0�」

×「キタノカオリ」の BC�F� �� 個体の休眠性は

�A、�A 単一での効果は判然としなかったが、�A、

�A の両 QTL を併せ持った個体の種子休眠性は明ら

かに高く、「キタノカオリ」の遺伝背景においても

これら QTL が種子休眠性に寄与するものと考えら

れた（図 ��0�-�）。

エ　考　察

ア　穂発芽極難コムギ「OW�0�」の種子休眠性

に関する QTL 解析

「きたもえ」と「Münstertaler」間の DH 系統

を �0℃で試験した場合に �A 染色体に主要な QTL

が検出された（Torada et al.�00�）。本研究では、

「OW�0�」と「きたもえ」間の DH 系統を �0℃で試

験した結果、�A 染色体に効果の大きい QTL が検出

された。これらの結果を総合すると、休眠性が極強、

強、弱間でそれぞれに主要な遺伝子座が検出され、

図 ��0�-� に示す関係が示唆された。

イ　種子休眠性 QTL 近傍 PCR マーカーの系統間

多型性程度

�A、�A 染色体の QTL 近傍の PCR マーカーは多

様な材料において汎用性の高いマーカーであると考

えられた。

ウ　種子休眠性QTL（�AS）近傍へのPCRマーカー

作出とマッピング

�A 染色体 QTL の近傍に新たな PCR マーカーを

作成する際に、イネゲノム情報とコムギ EST を利

用することが有効に働いた。これらのマーカーと

DH 系統や BC�F� 個体を用いて �A 染色体 QTL の

遺伝子を �.�cM 域内に絞り込むことができた。従っ

て、�A 染色体の種子休眠性 QTL に加えて �A 染色

体の QTL についても DNA マーカーによる選抜精度

を向上させることができた。

オ　今後の課題

ア　種子休眠性 QTL（�AS）のマッピング

「OW�0�」×「きたもえ」間の BC�F� 集団で得ら

れたマーカー間の組換え個体について、固定化した

後代系統の種子休眠性を再度評価し、QTL の座乗

位置を確認する必要がある。

イ　種子休眠性 QTL を集積した戻し交雑系統の

作出

「OW�0�」×「きたもえ」（うどん用、種子休眠

性強）、「OW�0�」×「キタノカオリ」（パン用、種

子休眠性弱）の � 組み合わせについて、種子休眠

性 QTL 近傍マーカーを利用して戻し交雑を継続し、

準同質遺伝子系統候補を作出する。

ウ　種子休眠性 QTL の穂発芽耐性育種への有効

性検証

イで得られた準同質遺伝子系統を圃場において繰

り返し穂発芽耐性評価を行い、QTL の有効性を検

証する。また、�A、�A 上の種子休眠性 QTL と不

良形質との連鎖関係を明らかにする必要がある。

カ　要　約

ア　穂発芽極難コムギ「OW�0�」の種子休眠性

に関する QTL 解析

穂発芽極難系統「OW�0�」と「きたもえ」（穂発

芽難・種子休眠性強）間の DH 系統と SSR 連鎖地

図を用いた QTL 解析を行った結果、�A 染色体に

極めて効果の大きい QTL が検出された。この QTL

OW104

Münstertaler

4A

3A

QTL

10 15

15 20

図1305-7　OW�0�/ キタノカオリ BC�F� 集

団におけるマーカー遺伝子型と種

子休眠性（発芽率％）の関連

１）栽培環境：温室　

２）試験温度：��℃、��℃　

３）個体数：��

図1305-8　コムギ種子休眠性遺伝変異の概要
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は温室と圃場の両環境において共通して大きい寄

与を示した。

イ　種子休眠性 QTL 近傍 PCR マーカーの系統間

多型性程度

本研究で見出された �A 染色体の QTL とすでに

見出されている �A 染色体の QTL 近傍マーカーに

ついて �� 品種系統の多型性程度（PIC 値）を調査

したところ、PIC値はいずれも高い値を示した。従っ

て、育種へマーカー選抜を適用する場合は、多型性

の問題は低いと考えられた。

ウ　種子休眠性QTL（�AS）近傍へのPCRマーカー

作出とマッピング

イネゲノム情報を利用して選抜した �� 種のコム

ギ EST と東北農研センターで開発したマーカーを

加えた計 �0 マーカーを新たにマッピングすること

ができた。種子休眠性遺伝子は約 �.�cM 領域内に

座乗すると推定された。

エ　子休眠性 QTL を集積した戻し交雑系統の作出

「OW�0�」×「きたもえ」については �A の QTL

領域のマーカーで選抜し、BC�F� 種子を得た。

「OW�0�」×「キタノカオリ」については、�A に

加えて �A の QTL 近傍についてもマーカー選抜し、

両 QTL を併せ持った BC�F� 種子を得た。
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６　赤かび病抵抗性・毒素低蓄積性選抜マーカー

の開発（1307）

ア　研究目的

ムギ類赤かび病は、収穫量の低減に加えて収穫物

の穀粒中に人畜に有害な毒素が蓄積するため、ムギ

類の生産・流通の両面で日本国内はもとより世界

的な問題になっている。そのため、植物体自身の抵

抗性育種が進められているが、抵抗性と毒素の低蓄

積性とは必ずしも一致せず、低蓄積性の面からの遺

伝資源や育種過程での評価を行い、低蓄積性形質に

注目して選抜を行うことも赤かび病抵抗性品種育成

にとって大きな柱に成りうる。しかし、直接的な毒

素の定量分析法は汚染穀粒からの毒素の精製も含め

て、育種現場に簡便に適用できる方法ではなく、効

率的な選抜手段がないのが現状である。そこで、本

課題では、育種現場で活用可能なコムギ赤かび毒素

低蓄積性系統選抜用 DNA マーカーの開発を目的と

する。

イ　研究方法

ア　供試材料

２種類の交配に由来する以下のDoubled Haploid 

(DH) 系統

延岡坊主小麦（抵抗性強）x 蘇麦３号（抵抗性強）

蘇麦３号（抵抗性強）x Gamenya（抵抗性弱）

イ　 研究手法

ａ　シンテニックマッピングについては、公的

データベース上で �0 万を超すコムギ EST 情報、イ

ネゲノムの塩基配列及び遺伝子情報、および ��0�

（東北農研）の課題で作成される PLUG マーカーに

関する情報等に基づいて、コムギ �D 染色体短腕

（�DS）上の赤かび病抵抗性 QTL 領域のより詳細な

マッピングを、上記の２集団を用いて行う。

ｂ　機能ゲノミック手法については、１）SSH ラ

イブラリー中で毒素特異的な発現を示す cDNA を選

抜し、その配列情報及びそれに相同性を示すコムギ

EST あるいはイネ遺伝子情報を基に STS 化し、SSR

や CAPS マーカーの形で上記２集団を用いたマッピ

ングを行う。２）DH 集団の交配親３品種について、

開花期の穂に赤かび病菌を接種したものと無接種の

ものから抽出した RNA を用いて、�DS の赤かび病

抵抗性 QTL 領域近傍の病害関連遺伝子及び毒素代
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謝関連遺伝子の発現解析を RT-PCR 法により行い、

品種間差・処理間差を示す遺伝子の同定を行う。

ｃ　赤かび病菌を接種して罹病した DH 集団から

収穫した種子を用いて、マイコトキ Deoxynivalenol 

(DON) 蓄積量を ELISA 法で定量する。また、それ

ぞれの DH 系統について、蘇麦３号由来の主要抵抗

性 QTL（�BS 及び �A 染色体上）と �DS 上の MRP

遺伝子の遺伝子型を決定し、DON 蓄積量と遺伝子

型との関係を調査する。

ｄ　MRP 遺伝子の部分配列を用いてコムギ BAC

ライブラリーをスクリーニングし、得られたポジ

ティブクローンについて MRP 遺伝子の周辺領域の

配列決定をするとともに、RT-PCR 法等を用いて

cDNA クローンの取得を行う。

ウ　研究結果

ア　QTL 候補遺伝子の検索とマッピング

コムギ EST 情報、イネゲノムの塩基配列及び遺伝

子情報、そして PLUG マーカー情報を用いて、コム

ギ �DS 染色体の QTL 領域にシンテニーを持つイネ

第４染色体領域を特定した。その領域中に、LRR タ

ンパク質などの病害関連遺伝子 �� 個と cytochrome 

P��0 などの毒素代謝関連遺伝子３個を見出した。

これらに対応するコムギ EST を検索したところ、９

個（７グループ）のイネ遺伝子について相同性を示

す EST が見つかった。この７グループについて RT-

PCR 法により、発現の品種間差・赤かび病菌接種処

理間差を調べたところ、�DS QTL 領域にマッピング

された MRP 遺伝子の発現が、抵抗性の品種間差及

び処理間差に応じて変化することが明らかになり、

この抵抗性 QTL を構成する候補遺伝子の一つとし

て推定された（図 ��0�-�、図 ��0�-�）。

イ　MRP 遺伝子の cDNA 単離

MRP 遺伝子の機能と毒素代謝との関連を明らか

にするために、MRP 遺伝子の genomic 配列及び全

長 cDNA の取得を行った。genomic 配列に関しては、

STAFF 研究所の協力を受けて、コムギ品種 Chinese 

Spring の BAC ライブラリーのスクリーニングを行

い、ABD 各ゲノムコピーに相当するポジティブク

ローンを選抜した。得られたクローンの塩基配列解

Fig.1306-1. Linkage map (A) of wheat chromosome 

�D constructed from the DH population derived 

from Sumai � x Gamenya. QTL graphs for FHB 

field response with type I and type II resistance (B) 

and type II resistance by the single floret injection 

method in a greenhouse (C) with a threshold of LOD 

�.� using the composite interval mapping are shown 

on the right of the linkage map. w/MRP and wo/MRP 

indicate a QTL graph including the genotype data 

of MRP and not including the data, respectively. 

Genetic distances are shown in centimorgans on the 

right of the chromosome.

Fig.1306-2. Semi-quantitative RT-PCR for expression 

of wheat homologues to the MRP gene in the 

syntenous region of rice chromosome �.  RNA was 

isolated from rachis (R) and immature grains (G) 

inoculated with Fusarium (+) or not inoculated with 

Fusarium (-), α-tublin gene was used for a control 

amplification.  
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析から、�AS 上の MRP 遺伝子の全塩基配列を決定

した。MRP 遺伝子は約 �kb の領域にわたっており、

�� のエクソンから構成されており、���� アミノ酸

からなるタンパク質をコードすると推定された。こ

の情報をもとに、Gamenya の �DS の MRP 遺伝子の

全長 cDNA の単離を試みた。現在までのところ、�'

側の ���0 アミノ酸に相当する部分までの cDNA 配

列を明らかにすることができた。

ウ　毒素蓄積量の測定

蘇麦３号（抵抗性強）x Gamenya（抵抗性弱）に

由来する ��� の DH 系統の開花期に圃場で赤かび病

菌を接種して罹病させ、慣行法により収穫した種子

を用いて DON 蓄積量を定量した。その結果、抵抗

性弱の Gamenya では１粒あたり ��.�ng の DON が、

抵抗性強の蘇麦３号では �.�ng が検出された。そ

れぞれの DH 系統について、種子中の DON 蓄積量

と蘇麦３号に由来する主要な抵抗性 QTL（�BS 及

び �A）の SSR マーカー及び �DS 上の MRP 遺伝子

の遺伝子型との関係を調査した（図 ��0�-�）。�BS

あるいは �A の抵抗性 QTL マーカーが蘇麦３号型、

Gamenya 型あるいは組み換え型のいずれの場合にお

いても、�DS の MRP 遺伝子型が蘇麦３号型よりも

Gamenya 型の場合の方が DON 蓄積量が少ない傾向

がみられた。

エ　毒素特異的発現を示す cDNA の探索とマッピ

ング

SSH ライブラリー中で毒素特異的な発現を示す

��� cDNA について STS 化を行い、�� cDNA につい

て両親間で多型を認め、そのうち �� cDNA をマッピ

ングすることができた。このうち、３つのマーカー、

Np�0-G�, Np�0-G�, Sp�0-E� は既知の毒素耐性ある

いは赤かび病抵抗性 QTL との連鎖が認められた。

エ　考　察

コムギ EST 情報、イネゲノムの塩基配列及び遺伝

子情報、そして PLUG マーカー情報を用いたコムギ

�DS 染色体の QTL 領域とイネ第４染色体領域のシン

テニックマッピングから、この領域に座乗する病害

関連あるいは毒素代謝関連の遺伝子群をピックアッ

プすることができた。発現解析から、候補遺伝子の

うち毒素代謝に関連する MRP 遺伝子の発現が、抵抗

性の品種間差及び処理間差に応じて変化することが

明らかになった。また、マッピングの結果、MRP 遺

伝子がこの抵抗性 QTL にもっとも強く連鎖している

ことが明らかになり、コムギ �DS 染色体上の赤かび

病抵抗性 QTL の候補遺伝子として推定された。

この MRP 遺伝子をマーカーとすることにより、蘇

麦３号を抵抗性遺伝資源として用いる場合に、主要

赤かび病抵抗性 QTL（�BS と �A 染色体上）を蘇麦

３号型にする一方で、�DS 上の MRP 遺伝子座につい

て蘇麦３号型を排除することにより、赤かび病によ

るマイコトキシン (DON) 蓄積がより低い系統の選抜

が可能であることが示され、既存の SSR マーカーと

MRP の DNA マーカーを用いた赤かび病抵抗性・毒素

蓄積性選抜の育種現場への利用の可能性が示された。

Fig. 1306-3. Boxplot distributions of DHLs for 

DON content (ng)/grain by possessing alternative 

genotypes (S, G, and R; Sumai �, Gamenya, or 

recombinant, respectively) for MRP on chromosome 

�DS and for the haplotypes of FHB-QTL regions on 

�BS and �A. Boxes consist of interquartile range with 

median and mean value (x), the whiskers mean the 

range of adjacent values, the out values with dots, 

and the DON contents/grain values of both parents 

are indicated by open dots.  
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オ　今後の課題

本研究で、既存のSSRマーカーとMRPのDNAマー

カーを組み合わせることで、育種現場でより効率的

な赤かび病抵抗性・毒素蓄積性選抜の可能性が示さ

れたが、今後、多くの交配組み合わせと異なる遺伝

的背景による実証試験を通じて、安定して利用でき

ることを確かめる必要がある。

また、コムギ種子中の DON 蓄積量に関与するこ

とが示唆された MRP 遺伝子については、その遺伝

子機能と毒素代謝との関連がまだ十分に解明されて

いないので、MRP 遺伝子あるいはタンパク質の機

能解析が必要である。

カ　要　約

イネゲノム情報等を利用して、コムギ �DS 染色

体上の赤かび病抵抗性 QTL 領域から病害関連ある

いは毒素代謝関連の遺伝子群を検索した。発現解

析から、毒素代謝に関連する MRP 遺伝子の発現が、

抵抗性の品種間差及び処理間差に応じて変化するこ

と、マッピングの結果、MRP 遺伝子がこの抵抗性

QTL にもっとも強く連鎖していることが明らかに

なり、抵抗性 QTL の候補遺伝子として推定された。

この MRP 遺伝子をマーカーとすることにより、蘇

麦３号を抵抗性遺伝資源とした場合、主要赤かび病

抵抗性 QTL を蘇麦３号型にし、MRP 遺伝子座から

蘇麦３号型を排除することにより、赤かび病による

マイコトキシン (DON) 低蓄積系統を選抜すること

が可能であることが示された。

研究担当者（半田裕一 *）



― ��0 ―

第４章　飼料作物

１　マメ科牧草の連鎖地図作成と開花関連形質

に関する DNA マーカーの作出（1403）

　　アカクローバの高密度連鎖地図およびコン

センサス地図の作成と開花特性に関する DNA

マーカーの作出（1403）

ア　研究目的

本研究では SSRマーカーを中心としたアカクロー

バの高密度連鎖地図および複数の集団に共通なコア

マーカーからなるコンセンサス地図を作成し、精度

が高く汎用性の高い QTL 解析を行うための基盤を

作る。また異なる形質評価法・集団を用いて早晩

性・開花程度に対する QTL 解析を行うことにより、

これまで明確に分離されなかった両形質の関係を明

らかにし、これらを別々に選抜することの出来る

DNA マーカーを開発する。

イ　研究方法

ア　SSR マーカーの開発と高密度連鎖地図の作成

F� 集団「HR × R��0」( 極早生×晩生 )��� 個体を

マッピング集団として、かずさ DNA 研究所で開発

されたアカクローバ由来の SSR マーカーを用いて

JoinMap�.0 により高密度連鎖地図を作成した。

イ　開花特性の評価と QTL 解析

�00� 年に挿し木で増殖した F� 集団「HR ×

R��0」を５反復で圃場に移植した個体を用いて開

花始めと開花程度（開花始め日より � 日後 <� 番

草 >、および �0 日後 <� 番草、� 番草 > の開花茎割

合）を調査し、MapQTL�.0 により QTL 解析を行っ

た。インターバルマッピングで LOD 値 �.� 以上か

つ Ksuskal-Wallis analysis で �% 水準で有意に検出

された QTL を有意な QTL とした。また、「HR ×

R��0」の種子 ��00 粒を � 月 � 日にペーパーポット

に播種し、� 月 �0 日に圃場へ移植し、� 年目の開

花特性を調査した。

ウ　研究結果

ア　SSR マーカーの開発と高密度連鎖地図の作成

����SSR マーカーと ���RFLP マーカーのジェノ

タイプデータを用いて連鎖地図を作成した。連鎖地

図は全体で ���� 座からなり、全長は ���.�cM でマー

カー間の平均距離は 0.�cM である（図 ��0�-�）。地

図上に位置づけられた座のうち ,�0� 座（��%）は両

親に共通であり、��� 座（��%）は HR 特異的、���

座（�%）は R��0 特異的な座だった（表 ��0�-�）。

イ　開花特性の評価と QTL 解析

マッピング集団の開花始め日は � 番草で � 月 ��

～ �� 日、� 番草で � 月 �� ～ �� 日、� 番草で � 月

�� ～ � 月 �� 日と分離した（図 ��0�-�，図 ��0�-�，

図 ��0�-�）。いずれの番草も開花始め日の分布は

両親間の差より早生にシフトしていた。開花程度

は � 番草で �� ～ ��％、� 番草で � ～ ��％、� 草

で � ～ ��% に分離した（図 ��0�-�，図 ��0�-�，図

��0�-�）。� 草は � ～ ��％の間に ��% の個体が分布

し、分布の幅が他の番草より小さかった。

� ～ � 番草の開花始め日および �，� 番草の開花

程度についてそれぞれ � ～ � 個の有意な QTL が

検出された（図 ��0�-�）。最も検出数の多い QTL

は � 番草の開花始め日だった。LG�-��cM, LG�-

�0�cM および LG�-��cM の QTL はマッピング集団

「��� ｘ WF���0」で検出された QTL と同一 QTL

と推定された。LG １-��cM、LG�-��,��, �0�cM で

表1401-1　連鎖地図の長さと座の特性
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図1401-1　アカクローバの連鎖地図

各連鎖群中の左、中央および右のラインは両親共通、HR 特異的および R��0 特異的座の

マップ位置を示す。各ラインのドット部分の座は分離比が歪んでいることを示す。

図1401-2　１番草開花始め日の頻度分布 図1401-3　� 番草開花始め日の頻度分布

図1401-4　� 番草開花始め日の頻度分布 図1401-5　１番草開花程度の頻度分布
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は開花始日と開花程度に関する QTL が同一ヶ所に

検出された。

エ　考　察

ア　SSR マーカーの開発と高密度連鎖地図の作成

本連鎖地図は高密度なため、精度の高い QTL 解

析を行うことができ、選抜効果の高い DNA マーカー

開発に活用できる。また、連鎖地図上のマーカーは

シンテニー解析や候補遺伝子解析およびマメ科植物

のアンカーマーカーに活用できる。　

イ　開花特性の評価と QTL 解析

一般に正の相関にある開花始日と開花程度の

QTL が必ずしも一致しなかったことから、開花が

早くかつ開花程度が低いアカクローバ育種の可能性

が示唆された。

オ　今後の課題

ア　SSR マーカーの開発と高密度連鎖地図の作成

複数の両親を異なる組み合わせで交配した解析集

団作成して、アカクローバコンセンサス地図を作成

する。

イ　開花特性の評価と QTL 解析

コンセンサス地図解析集団の開花特性に関する

QTL 解析を行い、異なる両親組み合わせにおける

QTL の発現を比較する。

カ　要　約

ア　SSR マーカーの開発と高密度連鎖地図の作成

アカクローバの高密度連鎖地図を SSR および

RFLPマーカーを用いて作成した。地図上のマーカー

は遺伝子領域に由来しているため、他マメ科植物に

対する応用性が高い。　

イ　開花特性の評価と QTL 解析

開花始日および開花程度に関する QTL を検出し

た。一般に正の相関にある開花始日と開花程度の

QTL が必ずしも一致しなかったことから、開花が

早くかつ開花程度が低いアカクローバ育種の可能性

が示唆された。

キ　引用文献

特になし

研究担当者（磯部祥子 *、奥村健治）

M

LG1  LG2      LG3  LG4       LG5       LG6       LG7

図1401-6　� 番草開花程度の頻度分布 図1401-7　３番草開花程度の頻度分布

図1401-8　開花特性に関する QTL
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２　トウモロコシの子実収量に関するＤＮＡ

マーカーを利用した育種法の開発（1404）

ア　研究目的

在来フリント種トウモロコシはわが国の気候に

よく適応するとともに導入デント種トウモロコシ

との組合せ能力が高く、近年、それぞれから育成

した自殖系統の組合せによるヘテロシスを利用し

た優良 F� 品種が開発されている（村木ら �）, 池

谷ら �), 伊東ら �)）。この組合せでは確実に茎葉多

収になる一方、子実収量では多収になる頻度がや

や低い。そこで、子実収量においても確実に多収

にする育種法を確立するため、これまでに B�� ×

Na��（デント×在来フリント）に由来する F� 集

団、組換え近交系および組換え近交系とデント系

統との F� 系統を利用して子実収量とその構成要

素について量的遺伝子座（QTL）解析を行い、デ

ント×在来フリントの組合せの子実収量を向上さ

せる方法を検討してきた。その結果、B�� と Na��

で異なる遺伝子型が必要な優性効果が大きい一列

粒数の QTL と、同じ遺伝子型が望ましい相加効

果が大きい粒列数の QTL があり、相加効果の大

きい QTL では B�� の QTL を Na�� に導入すべき

であることが明らかになった（村木ら �), 村木ら �), 

村木ら �)）。本研究では、B�� × Na�� に Na�� を

戻し交配することによって B�� の相加効果および

優性効果の大きい QTL を Na�� に導入した Na��

準同質遺伝子系統（NILs）を利用し、子実収量向

上に有効な相加効果が大きい QTL と密接に連鎖

する DNA マーカーを開発するとともに、子実収

量のヘテロシスに関与する優性効果が大きい QTL

の効果を明らかにすることによって、子実収量の

確実に多収にする育種法を確立することを目的と

した。

イ　研究方法

ア　B��の相加効果および優性効果の大きいQTL

の効果の検証

B�� × Na�� に Na�� を戻し交配することにより、

B�� の相加効果の大きい粒列数の QTL を導入した

Na�� NILs を養成し、NILs および NILs とデント系

統 Mi�� との F� 系統の子実収量とその構成要素を

調査して QTL の効果を検証した。また、B�� の優

性効果の大きい一列粒数の QTL についても Na��

NILs を養成し、効果を確認した。

イ　B�� の相加効果の大きい QTL の集積と集積

効果の検証

Na�� NILs 間の交配を行い、B�� の相加効果の大

きい QTL の集積を進めた。また、QTL を集積した

系統および集積系統と Mi�� との F� 系統の子実収量

とその構成要素を調査して QTL の集積の効果を検

証した。

ウ　B��の相加効果および優性効果の大きいQTL

近傍での詳細な連鎖解析

MaizeGDB（http://www.maizegdb.org/map.php）で

公開されている IBM� Neighbors の連鎖地図を参考

に QTL 近傍で B�� と Na�� に多型が見られる SSR

マーカーを探索した。マーカーの順序は Na�� NILs

に Na�� を戻し交配した系統およびその自殖後代系

統における連鎖から、地図距離は UMC RFLP Map

での距離を IBM� Neighbors の距離から推定した。

これらの SSR マーカーを利用して QTL 近傍での詳

細な連鎖解析を行った。

ウ　研究結果

ア　B��の相加効果および優性効果の大きいQTL

の効果の検証

導入した � 個の相加効果の大きい QTL、� 個

の優性効果の大きい QTL を便宜的にそれぞれ A

および D に続く連番で模式的に図 ��0�-� に示

した。また、それぞれの QTL の両端マーカーを

図 ��0�-� および ��0�-� に下線付きで示した。図

��0�-� および ��0�-� における bin 番号は整数部

分で染色体を表し、小数部分で各染色体上での短

腕側からの相対的な位置を表している。Na�� に導

入した B�� の相加効果の大きい QTL（QTL の遺

伝子型はホモ型）はそれぞれ Na�� の粒列数を 0.�

～ � 列増加させた。Na�� NILs と Mi�� との F� 系

統でもほぼ同様の粒列数の増加が見られ、導入し

た QTL の効果が認められた。子実収量も増加傾向

であり、いくつかの系統では一列粒数も増加して

いた（表 ��0�-�）。B�� の優性効果の大きい QTL

の遺伝子型がヘテロ型の Na�� NILs は Na�� および

QTL ホモ型の Na�� NILs に比べ穂長が長い傾向が

あったが、有意な差はなかった。しかし、ホモ型、

ヘテロ型の Na�� NILs はいずれも Na�� に比べて
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図1402-1　Na�� に導入する B�� の QTL

　　　　�）A は相加効果の大きい QTL，D は優性効果の大きい QTL

図1402-2　B�� の相加効果の大きい QTL の両端マーカーと近傍における詳細な連鎖地図

　　　　�）下線は両端マーカー

図1402-3　B�� の優性効果の大きい QTL の効果と近傍における詳細な連鎖地図

　　　　�）下線は両端マーカー
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穂長は有意に長く、QTL の効果は認められた（図

��0�-�）。

イ　B�� の相加効果の大きい QTL の集積と集積

効果の検証

B�� の相加効果の大きい QTL を集積した Na�� 

NILs（QTL ヘテロ型）では、粒列数が 0.� ～ � 列

増加し、集積の効果が見られた。粒列数の増加程

度は、集積した QTL の数と必ずしも一致してい

なかった（表 ��0�-�）。QTL を � 個集積した NILs

（QTL ホモ型）と Mi�� との F� 系統では粒列数、

子実収量とも同様に増加していたが、QTL が � 個

の系統にも多収となった系統があり、F� 系統の

子実収量では集積の効果は明確ではなかった（表

��0�-�）。

ウ　B��の相加効果および優性効果の大きいQTL

近傍での詳細な連鎖解析

相加効果および優性効果の大きい QTL 近傍での

詳細な連鎖解析の結果を図 ��0�-� および ��0�-� に

示した。QTL 上に新たな SSR マーカーが見つから

なかった QTL が � 個あったが、他の QTL では � ～

� 個の新たな SSR マーカーを座乗させることができ

た。それぞれの QTL の NIL について、Na�� を戻し

交配した系統およびそれの自殖後代系統の遺伝子

型を調査した結果、これまでに � 個の QTL で両端

マーカーの範囲を約半分に狭めることができた（図

��0�-�）。

表1402-1　Mi�� と Na�� NILs（QTL ホモ型）との F� 系統の子実収量と構成要素（�00� 年）

表1402-2　B�� の相加効果の大きい QTL を集

積した Na�� NILs（QTL ヘテロ型）の

粒列数（�00� 年）
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エ　考　察

ア　B��の相加効果および優性効果の大きいQTL

の効果の検証

Na�� に導入した B�� の相加効果の大きい粒列数

の QTL は、Na�� NILs および Na�� NILs と Mi�� と

の F� で粒列数の増加、さらに子実収量の増加につ

ながっており、デント×在来フリントによる F� 育

種の子実収量向上に効果があると考えられた。い

くつかの系統では一列粒数も増加していたが、こ

れは導入した QTL が、QTL 解析の結果では有意な

水準ではなかったが子実重または一列粒数の QTL

としての効果も有しており、精度が高い F� 系統で

の試験で効果が顕在化したと考えられる。これら

の QTL の効果は粒列数、一列粒数ともに子実収量

を向上させる方向に多面発現しており、乾物生産

等子実収量全体に関わる働きを持つ QTL であると

考えられる。

トウモロコシの一列粒数は穂長と高い正の相関関

係がある。B�� の優性効果の大きい QTL を導入し

た Na�� NILs では育成過程の交配個体で調査せざる

を得なかったため、着粒が均一ではなかった。その

ため、一列粒数ではなく穂長で効果を評価したが、

ヘテロ型がホモ型に比べて穂長が長く超優性の傾向

はあったものの、有意な差は検出できなかった。こ

のことは個体評価でかつ評価個体数が少なかったこ

とが主な原因で、今後 QTL を固定して系統で評価

を行う必要があると考えられた。

イ　B�� の相加効果の大きい QTL の集積と集積

効果の検証

B�� の相加効果の大きい粒列数の QTL を集積し

た Na�� NILs では、QTL 集積の量的な効果が確認

できなかった。このことは、評価した NILs の QTL

の遺伝子型がまだヘテロ型であり、相加効果の

QTL では効果がホモ型の � 分の � しか発現してい

ないこと、トウモロコシの粒列数の増加は � 列単

位であることから、評価個体数が少ない場合、結

果が連続的にはならず、小さな粒列数の差が検出

できないことに起因していると考えられた。QTL

集積の効果を明確にするためには、遺伝子型をホ

モ型で固定することや系統で評価をする必要があ

ると考えられた。

ウ　B��の相加効果および優性効果の大きいQTL

近傍での詳細な連鎖解析

相加効果の大きい QTL の集積効果の評価と同様、

トウモロコシの粒列数が �列単位で増加することか

ら、個体数が少ない場合小さな粒列数の差が検出で

きない。粒列数のQTLの効果はヘテロ型で0.�～0.�

列と � 列に満たない（村木ら �)）ため、効果の差を

検出するためには表 ��0�-� の試験と同様の少なく

とも �0 個体 � 反復程度の規模の試験を行う必要が

あろう。一方、優性効果の大きい一列粒数の QTL

ではヘテロ型での効果が大きく、粒列数より精密連

鎖解析が容易であると考えられた。

オ　今後の課題

ア　B��の相加効果および優性効果の大きいQTL

の効果の検証

優性効果が大きい一列粒数の QTL では、QTL を

固定して系統で再評価する必要がある。また、ここ

で効果を検証した QTL はいずれもデント×在来フ

リントの子実収量を向上させる効果があると予想さ

れた QTL である。子実収量向上の効果が期待でき

図1402-4　B�� の相加効果の大きい QTL 近傍における詳細な連鎖解析

　　　　�）Na�� NIL に Na�� を � 回戻し交配，遺伝子型を確認して自殖

　　　　�）図中の粒列数は自殖後代の平均



― ��� ―

なかった QTL については全く検証しておらず、今

後、これらについてもここに上げた QTL との対比

も含めて評価する必要があると考えられる。

イ　B�� の相加効果の大きい QTL の集積と集積

効果の検証

相加効果が大きい粒列数の QTL の集積が完了

しておらず、すべての組合せについて QTL を集

積して固定するためにはまだ多くの時間がかかる

と予想される。QTL を集積した Na�� NILs はフリ

ント親系統として利用できるが、Na�� と同じ背

景を持つため多くても数品種の F� 品種の親とし

て利用できるに過ぎない。新たなフリント親系統

の中間母本として利用する場合、集積系統によっ

て QTL の組合せの効果をすべて評価してから利

用することは親系統の開発期間からみると時間が

かかりすぎる。Na�� への QTL の集積と並行して、

Na�� NILs を QTL の提供親としてフリント基礎集

団に導入し、マーカー選抜を併用しながら循環選

抜や一穂一列法による系統育成等の通常の育種操

作をすることによって、異なる背景をもち QTL

が集積された新たな親系統の育成を加速する必要

がある。

ウ　B��の相加効果および優性効果の大きいQTL

近傍での詳細な連鎖解析

相加効果および優性効果の大きい QTL ともに信

頼区間がまだ広いため、別の系統に導入した場合、

子実収量以外の形質に影響を与える可能性がある。

QTL での詳細な連鎖解析を進め、両端マーカーの

範囲を狭める必要がある。

カ　要　約

ア　B��の相加効果および優性効果の大きいQTL

の効果の検証

Na�� に導入した B�� の相加効果の大きい QTL は

それぞれ Na�� の粒列数を 0.� ～ � 列増加させた。

Na�� NILs と Mi�� との F� 系統でもほぼ同様の粒列

数の増加が見られ、導入した QTL の効果が認めら

れた。さらに F�系統での子実収量の増加につながっ

ており、デント×在来フリントによる F� 育種の子

実収量向上に効果があると考えられた。B�� の優性

効果の大きい QTL を導入した Na�� NILs では、再

評価が必要ではあるが、ヘテロ型がホモ型に比べて

穂長が長く超優性の傾向があった。

イ　B�� の相加効果の大きい QTL の集積と集積

効果の検証

B�� の相加効果の大きい QTL を集積した Na�� 

NILs（QTL ヘテロ型）では、集積した QTL の数

と粒列数の増加程度は必ずしも一致していなかっ

たが、粒列数が 0.� ～ � 列増加し集積の効果が認

められた。QTL を � 個集積した NILs（QTL ホモ

型）と Mi�� との F� では粒列数、子実収量とも同

様に増加していたが、F� の子実収量では QTL が �

個でも多収の系統があり、集積の効果は明確では

なかった。

ウ　B��の相加効果および優性効果の大きいQTL

近傍での詳細な連鎖解析

� 個の QTL では � ～ � 個の新たな SSR マーカー

を座乗させた。それぞれの QTL の NIL について、

Na�� を戻し交配した系統およびそれの自殖後代

系統の遺伝子型を調査し、� 個の QTL で両端マー

カーの範囲を約半分に狭めたが、さらにマーカー

を座乗させ、両端マーカーの範囲を狭める必要が

ある。
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３　フェストロリウムにおける越冬性のＤＮＡ

マーカーの開発と育種素材の作出（1406）

ア　研究目的

再生と飼料品質に優れるペレニアルライグラスと

越冬性に優れるメドウフェスクとの属間雑種である

フェストロリウムは、土壌凍結地帯である北海道

東部地域向け放牧用草種として近年期待されてい

る。両者の複二倍体雑種（四倍体）は安定性に欠け

るため、メドウフェスクがもつ越冬性に優れる特性

のみをペレニアルライグラスへ導入させるイントロ

グレッション育種の必要性が指摘されている。本研

究ではメドウフェスク／ペレニアルライグラス識別

DNA マーカーをゲノム網羅的に開発するとともに、

開発した識別マーカーとフェストロリウムのペレニ

アルライグラスによる戻し交雑集団を用いた解析に

より、メドウフェスクの優れた越冬性形質に連鎖す

る DNA マーカーの開発し、併せて越冬性に優れた

育種素材の作出を試みる。

イ　研究方法

ア　ペレニアルライグラス／メドウフェスク識別

DNA マーカーの開発

既存の SSR マーカーからの選抜として、トール

フェスクおよびペレニアルライグラス由来の ��� の

SSR マーカー（Saha et al. �）, Momotaz et al. �)) につ

いて、ペレニアルライグラス「Reveille」とメドウフェ

スク「ハルサカエ」各 �個体をバルクにしたゲノム

DNA をテンプレートとして �% アクリルアミドゲル

電気泳動で両種間で多型を示すマーカーを選抜し

た。また、新規マーカーとして PCR-based landmark 

unique gene (PLUG) マーカーのコンセプト (Ishikawa 

et al. �) に基づき、以下の方法でマーカー開発を行っ

た。約 �万のトールフェスクおよびペレニアルライ

グラス由来 EST について、イネ cDNA 配列に対し

Blast 検索を行い相同性の高い unigene を選抜した。

選抜した配列を元にイントロンを挟むエキソン領域

に PCR 増幅産物が �00 〜 �000bp になるようにプラ

イマーセットを設計し、ペレニアルライグラスおよ

びメドウフェスク数個体由来の PCR 産物について、

電気泳動（� ～ �% アガロースゲル , �% アクリルア

ミドゲル）、　PCR-RFLP、もしくはシーケンシング

により、断片長多型（in/del）あるいは制限酵素断

片多型（CAPS）を確認しマーカー化した。さらに

ペレニアルライグラス、メドウフェスク各４品種

�� 個体のジェノタイピングにより、各マーカーの

ペレニアルライグラスおよびメドウエフェスクに対

する特異性を評価した。

イ　フェストロリウム戻し交雑集団の育成と評価

複二倍体フェストロリウム品種・系統「Prior」

「Bx��0」「Bx���」の葯培養由来ダイハプロイド（DH）

集団の耐凍性を冠部凍結法により評価した。このう

ち、耐凍性に優れ花粉稔性を有する個体を選抜し、

ペレニアルライグラスによる戻し交雑を行い、その

後代の耐凍性を評価した。選抜・開発した DNA マー

カーを用い DH、BC�、BC� 集団のジェノタイピン

グを行い、遺伝子型と耐凍性との関連を分散分析に

より解析した。

ウ　研究結果

ア　ペレニアルライグラス／メドウフェスク

DNA 識別マーカーの開発

��� の SSR マーカーのうち、�0 マーカーがペレ

ニアルライグラス／メドウフェスク間で多型を示し

た。このうち共優性あるいはメドウフェスク優性を

示したものは ��であった。イネ Pseudomolecule を満

遍なくカバーするように設計した ���のプライマー

セットのうち ���プライマーセットがペレニアルラ

イグラス / メドウフェスク間で多型を示した（in/del

型 ��、有無型 �、CAPS 型 ��）（図 ��0�-�）。�� の

in/del もしくは有無型マーカーについて、育成地が

多様なペレニアルライグラス、メドウフェスク各

４品種に由来する個体集団のジェノタイピングを

行った。各プライマーセットによる PCR 産物のバ

ンド数とその平均値は、ペレニアルライグラス集団

（n=��）:0-�, �.�0、メドウフェスク集団 (n=��):0-�, �.��、

PR+MF(n=��):�-�, �.�� であった。両集団間でバンド
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の出現頻度の差が �0% 以上のマーカーは ��(��%)、こ

のうち両集団を完全に識別できる共優性マーカーは

��(��%) であり、多くのマーカーがペレニアルライグ

ラス／メドウフェスクに対し高い特異性を示した（図

��0�-�）。また ��の CAPS 型マーカーに関して各品

種�個体をバルクにしたゲノム DNA をテンプレート

としてジェノタイピングを行った結果、��マーカー

（��%）がバルクレベルでペレニアルライグラスとメ

ドウフェスクを完全に識別できた。

イ　フェストロリウム戻し交雑集団の育成と評価

フェストロリウム複二倍体品種・系統由来の

DH 個体集団の耐凍性は凍結処理後生存率で 0 か

ら �00% までの変異があり、メドウフェスクと同程

度の耐凍性を示す個体もみられた（図 ��0�-�）。こ

のうち耐凍性に優れ部分可稔である「Prior」由来

DH 個体、p� と p�� についてペレニアルライグラ

ス「Riikka」を戻し交雑した結果 �� 個体の後代が

得られ、耐凍性に優れる p��-RO� を選抜した（図

��0�-�）。p��-R0� をペレニアルライグラス「八ヶ

岳 D-��」で正逆戻し交雑した結果、ペレニアルラ

イグラスを種子親にした場合、多くの自殖と思われ

る後代が見られたため、p��-RO� を種子親とする

BC�集団（n=���）を解析に用いた。耐凍性検定を行っ

た結果、ほとんどの個体が枯死し、再生した個体に
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図1403-1　ペレニアルライグラス / メドウフェスクを識別する

PLUG マーカーのイネ Pseudomolecule 上の locus

イネにおいてユニークな cDNA と相同性の高いイネ科牧草

由来 EST（BLAST 検索の結果、イネ cDNA に対し �st hit 

E-value<e-�0、かつ �nd hit E-value>e-�0）から作成したマー

カーのTIGR Rice　Pseudomolecule release �上の locusを示す。

図1403-2　�� マーカーのペレニアルラ

イグラス／メドウフェスクに対

する特異性

各マーカーのあるバンドのペレニア

ルライグラスおよびメドウフェス

ク個体集団 ( 各 n=��) における出現

頻度 (%) を Fp および Fm とし、Fp-

Fm=S, Fp>Fm の 場 合 S=Sp, Fm>Fp

の場合 S=Sm とする。

PR D-12
PR D-13
FL Prior
FL Bx350

MF
MF

FL Bx351 p4,p25

MF
MF

FL Bx351 p4,p25

図1403-3　葯培養由来ダイハプロイド集団の耐凍性

-��℃で凍結後の生存率で評価。

PR:ペレニアルライグラス、MF:メドウフェスク、

FL: フェストロリウム。

図1403-4　BC� 集団の耐凍性

-��℃で凍結後、生育を評価 , 

�: 枯死 , �: 生育不良〜 �: 生育良好。
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関してもメドウフェスクの耐凍性にはおよばなかっ

た（図 ��0�-�）。「Prior」由来 DH�� 個体について

�� の識別 DNA マーカーでジェノタイピングを行っ

た結果、�� マーカーが集団内で多型を示し、集団

内の遺伝的な変異を確認した。このうち p�� につい

てはいくつかの領域でメドウフェスク由来ゲノムが

欠損していることが推測され、特にイネ科牧草の �

番染色体（イネの �番染色体）に対応するマーカー

ではメドウフェスクと推定されるアレルが全く検出

されなかった。p�� の戻し交雑後代である p��-RO�

では �,�,� 番染色体（イネの �+�,�,� 番染色体に対

応する）にメドウフェスク由来ゲノムがイントログ

レッションされていると推測された（図 ��0�-�）。

p��-RO� で MF アレルを検出した �� マーカーで

BC� 集団のジェノタイピングを行い耐凍性との関係

を統計解析した。通常の分散分析では有意に耐凍性

とリンクするマーカーは認められなかったが、変動

要因として遺伝的背景を除いた分散分析においては

有意なマーカーが認められた。しかしながら各遺伝

子型に対する耐凍性（� 段階評価）の平均値の差は

最大で 0.� とその効果は非常に小さかった。

エ　考　察　

ア　ペレニアルライグラス／メドウフェスク

DNA 識別マーカーの開発

本研究のように親の由来が不明な雑種を用いて

DNA マーカーによるイントログレッションマッピ

ングを行う場合、マーカーの示す多型が各種（ペレ

ニアルライグラス / メドウフェスク）に特異的であ

ることが望ましい。SSR マーカーは多型検出力が高

いことから、親の由来が明らかな場合にはフェスト

ロリウムのイントログレッションマッピングにも有

用であると考えられる。しかしながら種内の多型も

検出してしまう場合が多く、そのためバルクとして

共優性を示すマーカーの割合は少なく、由来の不明

な材料の解析に使用できるマーカーは限定されるこ

とがわかった。一方、本研究で新たに開発したイン

トロン領域を中心とする in/del 多型マーカーは SSR

にくらべ種特異性は高く、汎用性の高いマーカーで

あると考えられた。また多型頻度の高い SNP 多型

を主に検出する CAPS 型マーカーについてもバルク

単位で共優性を示すマーカーを選抜することで効率

的に種特異性の高い識別マーカーが開発可能である

と考えられる。

イ　フェストロリウム戻し交雑集団の育成と評価

本研究において DNA マーカー解析により「Prior」

由来 DH 集団の遺伝的変異が認められた。「Prior」は

種子増殖の過程における同祖染色体間の組換えによ

りペレニアルライグラスとメドウフェスクによるゲ

ノム構成がモザイク状になっている (Canter et al. �)。

そのため葯形成における減数分裂の際に遺伝的多様

性が生じたものと考えられる。DH 集団に認められ

た耐凍性の変異は上記の理由よるものと考えられ

る。DH の中には親の複二倍体より耐凍性に優れる

個体がみられたが、同様の結果を Zare et al. �）も認

めており、葯培養による DH の作出は遺伝的多様性

を広げる上で有用な育種操作であると考えられる。

これらの個体については今後、圃場越冬性などを確

認する必要がある。

ペレニアルライグラスによる戻し交雑を � 回行っ

た集団は耐凍性の変異が小さく、遺伝子型と耐凍性

の関連解析でも選抜に利用できるほど効果の大きい

マーカーを選定できなかった。原因として、①親に

当たる複二倍体個体は由来が不明であり、また組換

えによるメドウフェスクゲノムの脱落も生じている

ためにメドウフェスクの効果の大きい耐凍性関連領

域が含まれていなかった可能性がある、②複雑なゲ

ノム構成の材料に対応できるだけの十分なマーカー

数を確保できていない、などが考えられる。一方

で Kosmala et al.�) はごく一部のメドウフェスクゲ

ノムのイントログレッションが顕著に耐凍性の向上

に寄与することを報告している。従って適切な材料

図1403-5　BC� 集団の耐凍性

-��℃で凍結後、生育を評価 , 

�: 枯死 , �: 生育不良〜 �: 生育良好。
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と全ゲノムをカバーする十分な数のマーカーを用い

た解析を行うことで耐凍性や越冬性の選抜に有用な

DNA マーカーを開発できる可能性がある。　

オ　今後の課題

ア　ペレニアルライグラス／メドウフェスクDNA

識別マーカーの開発

PLUG マーカーはイネゲノムを利用した遺伝子座

のターゲッティングや、遺伝子領域を対象にして

いることから候補遺伝子のアプローチが可能であ

るなど多くの利点があり、イネ科牧草のマーカー

開発に非常に有用である。今後さらなるマーカー

数の拡充が必要であるが、イネ科牧草のゲノムリ

ソースは限られているため、近縁関係にあるコム

ギやオオムギなどの配列情報を利用したマーカー

開発が期待される。

イ　フェストロリウムの越冬性マーカーの開発

近年、高度な越冬性を有するメドウフェスク系統

が作出されており、これを越冬性に劣るペレニアル

ライグラスに導入したイントログレッション集団

の作出を進めている。これらの解析に適した集団を

対象とし、本研究のアプローチに加え、イネ科の

QTL 情報や候補遺伝子の情報を加味した上でイン

トログレッションマッピングを行うことで選抜に有

用な DNA マーカーが開発できると考えられる。

カ　要　約

イントロン多型を利用したマーカー開発によりゲ

ノム全体をカバーする ��� のペレニアルライグラス

／メドウフェスク識別 DNA マーカーを開発した。

これらのマーカーは比較的種に対する特異性が高

く、フェストロリウムのイントログレッションマッ

ピングのツールとして汎用性が高いと考えられた。

フェストロリウム複二倍体由来ダイハプロイド集

団の耐凍性には変異があり、メドウフェスク並みに

優れた耐凍性を示す個体も見られた。ペレニアル

ライグラスによる戻し交雑後代について DNA マー

カーを用い遺伝子型と耐凍性の関連を解析したが、

有用なマーカーは選定できなかった。　
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４　トウモロコシの早生性に関するＤＮＡマー

カーの作出（1407）

ア　研究目的

トウモロコシの栽培限界地域にあたる北海道にお

いて冷害被害の軽減を図りつつ栽培地域を拡大する

ためには収量性や耐倒伏性に優れた優良早生品種の

育成が求められている。北海道在来品種由来の北

方型フリント種自殖系統は早生性や耐冷性などの優

れた特性をもつが、収量性や病害抵抗性、耐倒伏性

では温暖地で育成された晩生のトウモロコシには及

ばない。そこで、収量性や耐倒伏性に優れる優良早



― ��� ―

生品種を育成するため、晩生系統の遺伝的背景を維

持したまま速やかに早生化するための選抜マーカー

が必要である。本研究では、北海道在来品種由来早

生系統と温暖地域で育成された晩生系統を材料に、

早生性を効率的に晩生系統に導入するための DNA

マーカーの作出を目指す。

イ　研究方法

ア　早生性に関する QTL の選抜マーカー作出お

よび NIL の育成

MAIZEGDB に登録されている QTL 近傍の SSR

マーカー ��� 個について、両親系統 (Mi��: 晩生（反

復親）および To��：早生（供与親））とその F� を

材料に多型解析を行い、QTL 解析に利用できる

SSR マーカーを選抜した。

�00� 年に両親系統および BC�F� 集団 �� 個体を栽

培し、絹糸抽出期、雄穂開花期までの有効積算温度 

(SLK および POL)、乾雌穂重 (EY) を調査。QTL と

開花期の乾雌穂重への影響を調査するため、多型解

析を行い、各調査形質とマーカーの遺伝子型との関

係を一元分散分析で解析。

�00� 年に両親系統および BC�F� 集団、BC�F� 集

団を栽培し、絹糸抽出期と雄穂開花期までの有

効積算温度、乾雌穂重および稈長 (PH) を調査。

QTL と開花期および乾雌穂重への影響を調査する

ため、多型解析を行い、各調査形質とマーカーの

遺伝子型との関係を QTL Cartographer(Ver.�.0) の

Simple Linear Regression (SLR) お よ び Composite 

Interval Mapping(CIM) で解析。 

準同質遺伝子系統 (NIL) を育成するため、圃場お

よび温室で BC�F� 集団～ BC�F� 集団を栽培し、マー

カー選抜を実施。選抜した個体は、自殖もしくは

Mi�� を反復親とした戻し交配により採種。

イ　早生性に関する QTL の機能解析

QTL(chr.�-�) および QTL(chr.�-�) の影響を調査

するため、�00� 年に両親系統と QTL(chr.�-�) およ

び QTL(chr.�-�) をそれぞれ導入した NIL を栽培し、

初期生育、絹糸抽出期、雄穂開花期、稈長、着雌穂

高、乾雌穂重、乾子実重および雌穂関連形質を調査。

F� 組合せでの QTL(chr.�-�) および QTL(chr.�-�)

の影響を調査するため、�00� 年に反復親 (Mi��)、

QTL(chr.�-�) および QTL(chr.�-�) を導入した NIL

に � 自殖系統 (Ho��、Ho�� および Ho��) をテスター

として交配した F� 組合せ � 系統を供試し組合せ能

力検定試験を行い、初期生育、絹糸抽出期、雄穂開

花期、稈長、収量関連形質および雌穂関連形質を調

査。

ウ　研究結果

ア　早生性に関する QTL の選抜マーカー作出お

よび NIL の育成

多型解析の結果、QTL 解析に利用できる SSR マー

カーとして第 � 染色体 �� 個、第 � 染色体 � 個、第

� 染色体 �� 個および第 � 染色体 � 個の計 �� 個を選

抜した（表 ��0�-�）。

BC�F� 集団の解析の結果、QTL(chr.�-�)、QTL(chr.�-�)、

QTL(chr.�-�) および QTL(chr.�-�) の開花期への影響

を確認した（表 ��0�-�）。しかし、QTL(chr.�-�) お

よび QTL(chr.�) は開花期への影響は確認できなかっ

た。これらの QTL は F�:� 集団による QTL 解析で劣

性もしくは部分劣性と推定されており、劣性ホモ型

を含まない今回の材料では開花期の影響を確認でき

なかったものと考えられる。一方、早生型の遺伝子

表1404-1　QTL 解析用に選抜したマー

カーとそれらの平均遺伝距離

表1404-2　BC�F� 集団 (n=��) における各 QTL の調査

形質への影響 �)
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表1404-3　BC�F� 集団および BC�F� 集団における各 QTL の調査形質への影響

表1404-4　chr.�-� 領域に座乗する SSR マーカー bnlg���� の遺伝子型と

調査形質の関係

図1404-1　BC�F� 集団および BC�F� 集団の連鎖地図および QTL の位置 

注）SLK：絹糸抽出期の GDD、POL：雄穂開花期の GDD、EY：乾

雌穂重、PH：稈長 黒いバーは準同質遺伝子系統の供与親領域を

示す。 
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型が乾雌穂重に負の影響を与えた QTL は無かった。

BC�F� 集団および BC�F� 集団の解析の結果、

QTL(chr.�-�)、QTL(chr.�-�) お よ び QTL(chr.�-�)

の開花期への影響を確認した（表 ��0�-� および

図 ��0�-�）。これらの QTL の位置および優性度は、

F�:� 集団による QTL 解析の結果とほぼ一致した。し

かし、QTL(chr.�-�) および QTL(chr.�-�) は開花期

への影響が確認できなかった。QTL(chr.�-�) は本年

度および �00� 年度の QTL 解析の結果、供試した集

団の領域外に存在する可能性が考えられた。� 集団

で稈長に負の影響をおよぼす QTL が確認されたが、

いずれも開花期の QTL のピークとは �� ～ ��cM 離

れていた。また、� 集団で乾雌穂重に正の影響をお

よぼす QTL が確認され、うち１つは QTL(chr.�-�)

の近傍に検出された。この QTL は、両親ホモ型よ

りもヘテロ型において最も効果が大きかった（表

��0�-�）。

圃場および温室でのマーカー選抜の結果、各

QTL 領域を含む BC�F� もしくは BC�F� 世代の系

統をそれぞれ選抜した。BC�F� 集団および BC�F�

集団の解析の結果、開花期の影響が確認された

QTL(chr.�-�)、QTL(chr.�-�) および QTL(chr.�-�) を導

入した系統の供与親領域はそれぞれ ��.� ～ ��.�cM、

�.� ～ ��.�cM および ��.� ～ ��.�cM であった（図

��0�-�）。

イ　早生性に関する QTL の機能解析

QTL(chr.�-�) お よ び QTL(chr.�-�) を そ れ ぞ れ

導入した NIL と反復親 (Mi��) の調査結果、それ

ぞれの NIL は反復親よりも雄穂開花期および絹糸

抽出期が � ～ � 日早かった（表 ��0�-�）。また、

QTL(chr.�-�) を導入した NIL は、初期生育が評点で

�.� 向上した。稈長や雌穂形質は、QTL(chr.�-�) を

導入した NIL がやや稈長が短いほかは、反復親とほ

ぼ同じであった。

QTL(chr.�-�) および QTL(chr.�-�) をそれぞれ導

入した NIL と反復親 (Mi��) の組合せ能力検定試験

の結果、NIL の調査結果と同様、雄穂開花期およ

び絹糸抽出期が反復親より � ～ � 日早かった ( 表

��0�-�)。特に、QTL(chr.�-�) を導入した NIL は、

初期生育が評点で �.�、雌穂乾物率が �.�% および乾

雌穂重割合が �.�% 向上した。

エ　考　察

ア　早生性に関する QTL の選抜マーカー作出お

よび NIL の育成

戻し交雑集団による QTL 解析の結果、早生性に

関する QTL を第 �染色体に �つ (QTL(chr.�-�) およ

び QTL(chr.�-�))、第 � 染色体に１つ (QTL(chr.�-�))

表1404-5　開花期に関する QTL を導入した準同質遺伝子系統の評価

表1404-6　開花期に関する QTL を導入した準同質遺伝子系統の組合せ能力の評価 �)
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それぞれ同定した。これらの QTL の位置および効

果は、F�:� 集団による QTL 解析の結果とほぼ同じ

であり、世代を通じて安定していると考えられた。

また、QTL 近傍に複数の選抜マーカーを作出し、

戻し交配を行い、QTL 近傍領域を導入した NIL を

それぞれ育成した。

イ　早生性に関する QTL の機能解析

QTL(chr.�-�) お よ び QTL(chr.�-�) を そ れ ぞ れ

導入した NIL の圃場試験およびこれらの NIL の組

合せ能力検定試験結果から、NIL および F� にお

いてもこれらの QTL の効果が認められた。特に、

QTL(chr.�-�) を導入した NIL および F� は、寒地適

応性に重要な形質である初期生育も向上することか

ら、温暖地域育成自殖系統の改良に有用な QTL と

考えられた。

オ　今後の課題

ア　早生性に関する QTL の選抜マーカー作出お

よび NIL の育成

戻し交雑集団由来の組換え系統による詳細な

QTL 解析を行い、より近傍の選抜マーカーを作出

するとともに、選抜マーカーを利用した戻し交雑に

より NIL の導入領域の絞込みが必要である。また、

第 � 染色体および第 � 染色体にある未解析の QTL

についても選抜マーカーの作出および NIL の育成が

必要である。

イ　早生性に関する QTL の機能解析

QTL の年次間での安定性を調査するため、NIL の

圃場試験および NIL の組合せ能力検定試験が必要で

ある。また、それぞれの QTL を集約した系統を開

発し、これらの QTL のピラミディング効果の調査

が必要である。　

カ　要　約

ア　早生性に関する QTL の選抜マーカー作出お

よび NIL の育成

早生性に関する QTL を第 � 染色体に � つ、第 �

染色体に１つそれぞれ同定した。これらの QTL の

位置および効果は、F�:� 集団による QTL 解析の結

果とほぼ同じであった。また、QTL 近傍に複数の

選抜マーカーを作出し、戻し交配を行い、QTL 近

傍約 �0cM 以下の領域を導入した NIL をそれぞれ育

成した。

イ　早生性に関する QTL の機能解析

QTL(chr.�-�) お よ び QTL(chr.�-�) は、NIL お

よび F� においても効果が認められた。特に、

QTL(chr.�-�) を導入した NIL および F� は、寒地適

応性に重要な形質である初期生育も向上することか

ら、温暖地域育成自殖系統の改良に有用な QTL と

考えられた。

キ　引用文献
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５ 画期的ライグラス新品種育成のための冠さび

病抵抗性ホモ系統の育成（1408）

ア　研究目的

ライグラス類 ( イタリアンライグラスとペレニア

ルライグラス ) は日本のみならず世界に

おいても重要な牧草の一つである。農薬の利用が

難しい牧草類において、病害防除の最も有効な手段

の一つは病害抵抗性品種の利用である。冠さび病は

ライグラス類の重要病害の一つである。これまで

に、イタリアンライグラスからは、３つの抵抗性

主働遺伝子（LmPc�,LmPc�,LmPc�）を同定してお

り、またペレニアルライグラスでは、海外で効果

の大きな QTL(LpPc�) が報告されている (Fujimori et 

al.,�), Hirata et al., unpublished, 藤森ら .,�), Dumsday 

et al.,�))。

本課題では、ライグラス類における冠さび病抵抗

性遺伝子を多数集積することによる高度安定抵抗性

品種の育成を最終目標として、DNA マーカーを用い

て抵抗性遺伝子を網羅的に同定し、異なる抵抗性遺

伝子を持つホモ系統を作出することを目的とする。

イ　研究方法

ア　連鎖解析による冠さび病抵抗性主働遺伝子の

同定　

イタリアンライグラスでは「さちあおば」、

「Axis」、「Tobu」の � 品種、ペレニアルライグラス

では、シバ用である「ManhattanIII」、「Wizzard」、

「Sherwood」の３品種、飼料用である「Admit」、
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「Samson」、「Matrix」の � 品種を用いた。冠さび病

抵抗性ライグラス個体と感受性ライグラス個体と

の単交配を行い、F� 集団を作製した。幼苗接種検

定の結果、抵抗性個体と罹病性個体が �:� に分離

した集団を選抜し、解析集団として供試した。イ

タリアンライグラスで開発した SSR ��0 マーカー

（Hirata et al.,�））および AFLP マーカーを用いて、

�0 個体を１バルクとし、抵抗性３バルクと感受性

３バルクの間で多型の出るマーカーを選抜し、F�

個体を用いて連鎖解析を行った。

イ　コアマーカーの選抜

イタリアンライグラスで開発した SSR マーカー

を用いて、連鎖群の位置情報を持つマーカーを選抜

し、イタリアンライグラスおよびペレニアルライグ

ラスの解析集団でマッピングを行った。

ウ　ホモ系統の育成

連鎖解析集団から、抵抗性遺伝子をヘテロで持つ

個体を選び、抵抗性個体間での交配を行う。それら

の後代の中から抵抗性遺伝子をホモで持つ個体を検

定交配により選抜し、それらの個体間で交配を行い、

ホモ系統を育成した。

ウ　研究結果

ア　連鎖解析による冠さび病抵抗性主働遺伝子の

同定

ａ　イタリアンライグラスから � つの冠さび病抵

抗性主働遺伝子を同定した。そのうち 連鎖群 (LG) 

� に座乗するものが � 遺伝子 , LG ７に座乗するも

のが３遺伝子、LG ２に座乗するものが � 遺伝子同

定された（表 ��0�-�）。「Axis」で連鎖群 (LG) ２に

座上する新規主働遺伝子 (LmPc�) を同定した ( 表

��0�- １、図 ��0�-�)。

ｂ　ペレニアルライグラスから � つの冠さび病

抵抗性主働遺伝子を同定した。そのうち LG�、LG�

に座乗するものがそれぞれ１遺伝子同定された（表

��0�-�、図 ��0�-�）。ペレニアルライグラスを用い

表1405-1　これまでにイタリアンライグラスから同定した抵抗性主働遺伝子

図1405-1　イタリアンライグラスから同定した冠さび病抵抗性主働遺伝子の近傍地図

連鎖地図の左に地図距離（ｃＭ）を、右側にマーカー名を示す。
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表1405-2　これまでにペレニアルライグラスから同定した抵抗性主働遺伝子

図1405-2　ペレニアルライグラスから同定した冠さび病抵抗性主働遺伝子の近傍地図

連鎖地図の左に地図距離（ｃＭ）を、右側にマーカー名を示す。

た解析では、「Samson」から連鎖群５に座乗してい

ると考えられる主働遺伝子 (LpPcSam� と仮称 ) を同

定した（表 ��0�-�）。さらに、「Admit」では２集団

で単一の主働遺伝子が分離していることを確認し、

現在連鎖群の特定を行っている ( 表 ��0�-�)。

ｃ　 同 定 し た 冠 さ び 病 抵 抗 性 遺 伝 子

(LmPc�,LmPc�,LmPc�)の近傍のAFLPマーカーから、

STS 化したマーカーを作出した。

イ　コアマーカーの選抜

SSR マーカーの中から位置情報を持つマーカー

を選抜し、連鎖地図を作成した（図 ��0�-�, 図

��0�-�）。イタリアンライグラスでは、主に SSR マー

カーを用いて、「Axis� × ワセアオバ �0��」F� 集団

における Axis� の連鎖地図を作成した。ペレニアル

ライグラスでは、SSR および AFLP マーカーを用い

て、「Kangaroo valley� × Norlea�」（K�N�）集団に

おける K�、N� の連鎖地図を作成した。種子協会が

新たに開発した SSR マーカーから、単一遺伝子座

のみに座乗する可能性の高い �� マーカーを選抜し、

そのうち �� マーカーで座乗する連鎖群を特定した。

ウ　冠さび病抵抗性ホモ系統

冠さび病抵抗性遺伝子 LmPc� をホモで持つ３個

体の多交配後代約 �00 個体をさらに多交配し、品種

登録を行う世代の増殖を行い、ホモ系統 HmLmPc�

とした（図 ��0�-�）。HmLmPc� は、冠さび病抵抗

性病抵抗性が極強である（表 ��0�-�）。また２倍体

であり、出穂始期は「ニオウダチ」よりやや遅い早

生～中生である。稈長が短い、葉幅が狭いなどの形

態特性の違いによっても、「ニオウダチ」および「は

たあおば」と区別性が示された。

エ　考　察　

ア　解析集団の選抜と連鎖解析

イタリアンライグラスにおいて、日本の品種系統

からは LG�,LG� に座乗する抵抗性遺伝子が見つか

り、外国の品種からは LG� に座乗する抵抗性遺伝
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図1405-3　イタリアンライグラス「Axis� × ワセアオバ �0��」F� 集団における Axis� の連鎖地図

連鎖地図の左に地図距離（ｃＭ）を、右側にマーカー名を示す。

図1405-4　ペレニアルライグラス「Kangaroo valley� × Norlea�」（K�N�）集団における K�、N� の

連鎖地図

上段は K�、下段は N� の連鎖地図。連鎖地図の左に地図距離（ｃＭ）を、右側にマーカー

名を示す。
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図1405-5　ホモ系統 HmLmPc� の育成図

表1405-3　ホモ系統 HmLmPc� の諸特性
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子が多く同定された。また、ペレニアルライグラス

から同定した抵抗性遺伝子も、イタリアンライグラ

スのものとは異なる連鎖群に座乗している。イタリ

アンライグラスとペレニアルライグラスの両者を合

わせると、� 本の連鎖群のうち LG� と LG� を除い

た５本の連鎖群に座乗する効果の大きい主働遺伝子

を見つけたことになり、抵抗性遺伝子の集積は比較

的容易に可能であると考えられる。

イ　コアマーカーの選抜

コアマーカーを選抜し連鎖解析を行ったところ、

解析集団において７本の連鎖群に収束した。また、

ペレニアルライグラスの集団においても、イタリア

ンライグラス SSR マーカーは連鎖群の特定に有効

であった。しかしながら、今回連鎖地図を作成した

SSR マーカーは、集団を変えても同一の連鎖群に連

鎖する可能性が高く汎用性があると考えられるが、

集団によっては複数のバンドを検出することがあ

り、その際は分子量が同じバンドを見る必要がある。

ウ　ホモ系統の選抜　

作成したホモ系統「HmLmPc ３」は、従来の品種

に比べて非常に冠さび病抵抗性が強いことが示され

た。ホモ系統は、冠さび抵抗性の育種素材として利

用できるのみならず、冠さび病菌のレース分化を解

明するのにも役立つことが期待される。

ホモ個体の選抜は、後代検定によっているため、

時間と労力が必要とされているが、今後マーカー選

抜するためには、ホモ／ヘテロを識別できるマー

カーを作成していく必要がある。

 オ　今後の課題

ア　冠さび病抵抗性主働遺伝子の同定

ペレニアルライグラスの抵抗性遺伝子について、

連鎖群が未特定のものについては、連鎖群を特定す

る必要がある。また本課題では、同一連鎖群におい

て複数の抵抗性遺伝子が同定されたが、その遺伝子

座の異同については、詳細な解析が必要である。今

後は遺伝子座近傍に STS マーカーを作成し、互い

にマッピングする予定である。また、レース判別に

ついても検討する。

イ　コアマーカーの開発 　

今後、主働遺伝子のみでなく、複雑な形質で

QTL 解析を行っていくには、マーカーの拡充が必

要である。効率よくマーカーを作成していくには、

イネやムギ類のシンテニーとゲノム情報を利用し

た、PCR-based landmark unique gene（PLUG）マーカー

（Ishikawa et al. �）などの開発が期待される。

ウ　ホモ系統の選抜

冠さび病抵抗性主働遺伝子 LmPc� をホモで持つ

系統を作出し、「HmLmPc�」として品種登録出願中

である（図 �）また LmPc� についてはホモ個体を

選び種子増殖を行い来年度品種登録出願予定であ

る。また LpPc�,LpPc� についても後代検定によりホ

モ個体を選抜し、順次ホモ系統の作出を進めている。

カ　要　約

ア　連鎖解析によりイタリアンライグラス、ペレ

ニアルライグラスからそれぞれ �つの冠さび病抵抗

性主働遺伝子を同定した。

イ　SSR マーカーから、位置情報を持つマーカー

を選抜し、イタリアンライグラスおよびペレニア

ルライグラスの解析集団でマッピングを行ったとこ

ろ、７本の連鎖群に収束した。ペレニアルライグ

ラスの集団においても、イタリアンライグラス SSR

マーカーは連鎖群の特定に有効であった。

ウ　冠さび病主働抵抗性遺伝子 LmPc� をホモで

持つ系統「HmLmPc ３」を育成した。
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第５章　果樹

１　モモとナシのＤＮＡマーカーの作出と高密

度連鎖地図の作成（1501）

ア　研究目的

果樹では、高品質、省力適性を備えた多様な品

種の育成が求められているが、従来の育種では広

大な圃場と長い年月に渡る労力を要する。有用形

質に連鎖する DNA マーカーが見いだされれば、幼

苗での早期選抜が可能となり、育種効率が著しく

向上する。本課題では、日本の果樹生産の半ばを

占めるバラ科果樹のモデルとしての条件を備えた

モモとナシについて、高密度連鎖地図を作成し、

特定有用形質を早期に選抜するためのマーカー開

発を目的としている。

イ　研究方法

ア　サクラ属 SSR マーカーの領域マッピング

バラ科サクラ属果樹の標準地図 �) の作成に用い

たアーモンド品種「テキサス」とモモ品種「アーリー

ゴールド」の F� 集団から � 個体を選んで領域マッ

ピングに用いた。なお、この F� 集団 � 個体の遺伝

子型により、連鎖地図上の �� 領域を区別可能であ

る。日本（果樹研・果樹ゲノム研究チーム）、スペ

イン、フランス、イタリア、アメリカの各研究グルー

プの共同研究により、EST データ由来や濃縮ゲノム

ライブラリー由来の �0� 種類の SSR マーカーを作

成した。当チームでは、��� 種類の SSR マーカーの

マッピングを行った。�' 末に蛍光標識（Fam/Vic/

Ned）した SSR プライマーで PCR を行ない、得ら

れた増幅産物を DNA シークエンサー（ABI、��00 

Genetic Analyzer）により分離・検出した。内部標

準の蛍光ラベル DNA マーカー (�00HD-ROX) を指

標に、GeneScan ソフトを用いて増幅産物の断片長

を解析した。　

イ　ニホンナシ由来 SSR マーカーの開発

ニホンナシ品種「豊水」の葉、花、幼果 I（開花

後 �� 日）、幼果 II（開花後 �� 日）、未成熟果実（開

花後 ��� 日）、成熟果実（開花後 ��� 日）、過熟果

（開花後 ��� 日）の � 種類の組織・器官から cDNA

ライブラリーを作成した。各々のライブラリーか

ら �,�00 ～ �,�00 の EST について、�' からの塩基配

列を決定した。合計 ��,��� の有効配列から重複を

除き、�,��� の重複しない配列情報（Unigene Set）

を作成した。これらの独立配列について、Tandem 

Repeats Finder を用いて SSR の検索を行った。SSR 

の検索は、�-� 塩基の反復が �0 bp 以上、配列の崩

れは �0% 以下の条件で行った。Unigene Set から検

索した SSR 配列から、� 塩基モチーフの SSR を �0

種類、�塩基モチーフの SSR を ��種類、�塩基モチー

フの SSR を � 種類、� 塩基モチーフの SSR を � 種類

選んで、Primer� でプライマーをデザインした。�'

末に蛍光標識（Fam/Vic/Ned）した SSR プライマー

で PCR を行ない、得られた増幅産物を DNA シーク

エンサー（ABI、��00 Genetic Analyzer）により分

離・検出した。内部標準の蛍光ラベル DNA マーカー

(�00HD-ROX) を指標に、GeneScan ソフトを用いて

増幅産物の断片長を解析した。

ウ　ナシの高密度連鎖地図作成

セイヨウナシ品種「バートレット」およびニホン

ナシ品種「豊水」の F� 雑種集団 �� 個体 �) を用い

て、pseudo-test cross 法で「バートレット」と「豊水」

の連鎖地図を作成した。「新星」× ���-��（「豊水」

×「ラ・フランス」）の � 系 F� 集団 �� 個体を用い

て、「ラ・フランス」の地図を作成した。DNA マー

カーとして、ナシ由来 SSR 約 �00 種類、リンゴ由

来 SSR ��� 種類、サクラ属由来の SSR 約 �0 種類に

加え、��-��プライマー組合せでのAFLP解析を行っ

た。増幅産物を DNA シークエンサー（ABI、PRISM 

���、��00）により分離・検出した。JoinMap ver�.0

を用いて連鎖解析を行った。

ウ　研究結果

ア　サクラ属 SSR マーカーの領域マッピング

アーモンド品種「テキサス」とモモ品種「アー

リーゴールド」の F� 集団の中から、サクラ属標

準地図の �� 領域を区別可能な � 個体を用いて領域

マッピングを行った結果、供試した �0� 種類の SSR

マーカーのうち ��� 種類の座乗領域を同定した（表

��0�-�）�)。たとえば第 � 連鎖群では、約 �cM ～

��cM の地図距離を持つ �� の領域に区別され、新た

に �� 種類の SSR マーカーの存在領域が決定された

（表 ��0�-�）。� つの連鎖群全体では、領域は平均で

�.�cM、最大で ��.�cM の地図距離を持つ。既にサ

クラ属標準地図上にマッピングされている ��� 種類
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の SSR マーカーと、今回領域が同定された ��� 種

類の SSR マーカーを合わせて、合計で約 ��0 種類

の SSR マーカーの詳細な位置あるいは領域を決定

することができた。

イ　ニホンナシ由来 SSR マーカーの開発

�,��� 種類のニホンナシ EST の Unigene Set（総

配列長約 �,�00kbp）から SSR を検索したところ、

��0 個の独立配列 (��� ヶ所 ) に SSR が確認された。

SSR の内訳は、� 塩基 SSR が ��� ヶ所、� 塩基 SSR

が �� ヶ所、� 塩基 SSR が �� ヶ所であった。� 塩基

SSR では AG/GA/CT/TC のモチーフが ���ヶ所 ( 約

��%) と最も多く、�塩基 SSR では AAG/AGA/GAA/

CTT/TCT/TTC のモチーフが �0 ヶ所（約 ��%）で

最も多かった。そのうち、� 塩基モチーフの SSR を

�� 種類、�塩基モチーフの SSR を �� 種類を選んで、

SSR マーカーを作成した。既存の SSR と合わせて、

LG 1 LG 2 LG 3 LG 4 LG 5 LG 6 LG 7 LG 8 Total

46 44963 47 51 49

83.7

20

70.6

22

51 49

7.954.843.05

264

185

511.362.5 49.1

2321

31 27 29

71614224

39 31 30 26No. of newly
identified SSRs (a)
No. of previously
mapped SSRs (b)

Genetic distance
(cM)

51

87

No. of identified
SSRs (a+b)

93

F2 **
No. cM 5 12 23 30 34 83 SSR

1 0-14 B H B H H H
EPPCU2842, UDA-053, UDAp-463, UDAp-
466, UDAp-471, EPPCU0027, EPPCU1363,
EPPCU2979, EPPCU3062, M16a, MA067a

36

4620-ADU ,2324BPPEHHHBHH51-412

3 15-26 A H B H H H EPPCU5331, EPPCU5516, UCD-CH31, UDA-
039, UDAp-435 19

4a650AM ,7042UCPPEBHHBHA82-624
5 28-34 A A B H H B EPPCU1090, EPPCU3132, M09a 18

6 34-50 A A B H B B

EPPCU1589, EPPCU1966, pchgms56, UDA-
013, UDA-025, UDAp-414, UDA-059,
EPPCU1945, EPPCU2673, EPPCU3088,
EPPCU7576, M04c, MA030a, MA062a,
MA070a

45

4-HBHBAA25-057
6584-pADUHBHBHA55-258

9 55-73 A B B H B H EPPB4213, EPPCU8937, M03b, MA073a,
MD203a, EPPB4214 21

10 73-78 H B B H H H M15a, UDA-006, UDA-031, UDAp-458,
UDAp-469, UDA-009B 13

2-BHCBBH78-8711

* 1
**  A: ,   B:  ,   H:  

表1501-1　サクラ属標準地図上に同定（マッピング）された SSR マーカー

表1501-2　標準地図第 �連鎖群の �� 領域に同定された SSR マーカー
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GC/CTC-3210.0
GC/CTC-4548.6
PS12A02-2
NH013a
CH03g12-2
GG/CTA-260
CC/CTA-172
TC/CTG-354
AC/CAC-177

10.1

AG/CAT-34211.2
AG/CAA-29715.9
TG/CTC-6316.7
RLG1-119.8
CC/CAT-19223.0
GG/CTT-9830.9

CC/CAC-316
CC/CAG-22246.6
AC/CTG-12050.7
AC/CAT-37953.2

KA4b59.3
TC/CAG-28861.0
CH-Vf262.5
CG/CTG-14263.1
NH010a69.1
CH05g0870.2
CG/CAG-26371.3

Ba1

NB124b-20.0
CH02f061.6
NH046a5.6
GG/CAG-217
CG/CTG-177
CG/CAC-192
GC/CAC-480

6.9

AC/CAC-2657.5
GG/CAG-195
GC/CAC-12313.8
CG/CTG-24615.5
AC/CTT-252
NH033b
NH212a

22.2

GG/CAC-131
CG/CTA-18225.3
CC/CTT-10227.6
BGT23b29.2
GC/CTT-30533.6
CC/CAG-355
GC/CTA-277*34.2
CH03d1037.1
TG/CTC-38140.5
AG/CTC-108
AC/CAG-225
CH02b10

43.2

CG/CAA-15248.8
CC/CAG-13052.0
CG/CAC-265
NH002b56.6
TC/CTA-32062.6

Ba2

AC/CTA-3620.0
UDP98-4112.3
AC/CAG-803.1
CH02d084.0
GG/CTA-326
NH023a5.6
GG/CTA-1898.2
GG/CAT-32814.4

TG/CAA-31123.1
CG/CTC-34524.8
TC/CAT-24626.7
NB113a30.3
NH203a31.8
AG/CTG-12135.8

AC/CTG-361
NB119b-142.0

NB109a51.6
MS14h0354.5
TG/CAC-320
GC/CAA-175
CH03g12-1
CC/CAT-238

56.1

Ba3

TC/CAA-340*0.0
NZ05g8
AG/CTC-984.3
GG/CAT-2185.8
GC/CAC-3738.0
NH011a9.6
AC/CAG-15012.0
CG/CAA-17214.1
AC/CTG-10718.4
CH01d0319.6
TG/CAA-15120.5
AC/CAG-273
TC/CAC-441
GG/CTC-125

21.2

NB127b29.9
GG/CTT-35735.3
TC/CAG-31237.5
CC/CAC-28243.2
NB141b45.7
TG/CAC-41747.2
CG/CTC-15947.9
CC/CTA-25253.2
GG/CAT-72
CH02c02b
AC/CAG-439
TG/CTT-171

55.3

AG/CTG-9461.6
TC/CAT-11763.1

Ba4

CG/CTA-60
GC/CTG-3530.0
AC/CAG-1992.3
NB101a
CC/CAG-725.5
CH05e06*8.8
TG/CAG-29612.3
TG/CTG-83
CH04g09-114.8
CC/CAG-96
GC/CAA-224*17.7
AC/CAC-31019.6
GG/CTC-8024.9
CG/CAG-308
GG/CAG-31026.6
CC/CAT-39728.3
GG/CTT-15538.2
NB103a
NH020a-1
AG/CAT-331
AC/CTA-426

39.3

AC/CAA-38041.4
CH02b1249.0
GG/CAG-156
CH02a08-2
AG/CAA-233
CG/CAG-383

50.6

AG/CAT-306
CG/CTT-37452.5
AG/CAT-271
TC/CAA-25257.2
AG/CTA-277
CG/CAC-78
CG/CAG-63

59.1

CC/CTC-297
NB124b-1
TC/CTG-303
AG/CAC-428
GG/CTG-230

60.8

TG/CAT-28662.4

Ba5

CG/CAC-1320.0
CG/CAC-1351.4
CC/CAG-3813.1
AC/CTG-2459.0
CG/CTT-17514.8
CG/CTA-162
AC/CAG-449
CC/CAG-330
AG/CAG-269

15.7

GG/CTG-116
GC/CAC-31618.9
CC/CAC-8328.0
CC/CTG-393
GG/CAT-281
CG/CAC-376

28.5

TC/CTA-7737.0
TC/CAC-199
CH03d1237.7
AC/CAG-24138.7
TG/CTG-34645.5
CH05a0548.5

Ba6

TG/CAA-3450.0
AG/CAT-703.0
CG/CTG-985.8
CG/CAC-1729.2
MS06c09
GG/CTC-35014.2
CC/CTA-34016.0
CG/CAG-28117.7
CG/CTT-37223.8
GG/CAC-23327.4
TG/CTG-28234.7
CC/CAA-153
CH04e05
CG/CAA-257
CG/CTC-172

36.3

GC/CAG-214
TG/CAC-12239.5
CC/CAG-10342.1
NH041a45.3
TG/CTT-423
CC/CTG-27046.8
TC/CTA-167
GG/CAG-27253.7
AC/CAT-48256.4

Ba7

AAT-10.0

TG/CTG-877.8
NH036b10.6
AG/CAC-215
TG/CTG-12611.7
CG/CTC-33813.7
TC/CTC-9919.7
GG/CAG-11322.4

GG/CAT-22031.3

CC/CTA-13837.3

AG/CTG-22747.7
TC/CAA-499
TC/CAT-46150.0
TC/CAG-20353.8
CG/CAG-23259.5
GG/CTC-9660.5
CC/CAA-26062.8

Ba8

GG/CTA-236
NH031a
NB110a-1

0.0

NH029a
TC/CAG-265
AG/CTA-139

6.7

AG/CAA-758.6
CG/CTA-13717.3
GC/CTC-188
KA20
CH05c07
CG/CAC-72

23.5

AC/CAG-19324.0
TG/CTG-217*33.1
GG/CAG-160
CG/CTA-29434.2
NB134a34.8
CC/CTG-295
NB106a
CG/CAC-219
NB130b

35.3

TC/CAG-181*
CH01h02*45.0
TC/CTC-260*46.6
CC/CAC-220***53.2

Ba9

GC/CAT-1590.0
CH04c06-26.6
AC/CAG-31314.7
CG/CAC-160
CH02a08-1
M7a

15.6

AC/CAA-148
AC/CAT-28722.9
AC/CAG-17323.5
GG/CTA-9624.1
GG/CTC-25226.8
NH039a30.0
GG/CAA-12231.6
GC/CTG-35835.3
CH01f1237.4
AC/CAC-16338.1
NH045a40.0
TC/CAA-376
GG/CAC-84
CH02c11

41.8

CC/CTG-31347.9
GG/CTA-190
CH04g09-249.6
GC/CAT-19654.5
GC/CAG-162
GG/CAG-25359.6
MS02a01
CH02b03b
CH01f07a
MS06g03

62.9

Ba10

GC/CTA-2100.0
CH04h021.6

AC/CAC-4656.7
NB111a-212.4
CH03d02
AC/CTG-12514.8
AG/CAC-10920.9
CG/CTC-27922.9
AC/CAC-41429.0
CG/CAA-14331.9
AC/CAC-166
AC/CAG-180
GG/CAC-287

32.8

CC/CAT-29634.5

GC/CTC-24744.1

AC/CTA-14749.4

AC/CTA-41554.8

CH04g07
NB105a
GC/CTA-392

68.7

AC/CTA-18570.4

Ba11

TG/CAC-324
CH05d040.0

CC/CTA-29610.7
NZ28f412.0
CH05d11
CH05g07-213.7
AC/CAG-207
KA16
TC/CTA-247
CC/CAC-155

15.5

TG/CTT-39319.4
AG/CAG-19620.1
CC/CAA-34223.5
AG/CAC-27626.6
CG/CTT-20830.6
CH03c0242.6
CH04d0243.2
CH01f02
GC/CAG-22244.3
AG/CTA-10246.0

Ba12

NH044b0.0
GG/CTT-242
GG/CTA-1196.6
TG/CTG-21910.0
GC/CTG-177
TC/CTA-22018.6
CG/CAC-7921.4
NH009b
CG/CTT-38522.1
GG/CTA-185
GG/CAA-6023.3
GG/CTA-29325.1
CG/CTT-24232.9
CC/CAG-20634.7
NB133a35.5
GC/CTT-41340.7
TC/CTG-451
GG/CTC-177
GG/CAG-372

42.3

AC/CTC-13544.8
CG/CAC-143
NB120a
CH03a08

45.8

CC/CTG-39047.4
TC/CTA-143
TC/CAC-402
GC/CTA-220
GC/CTT-131

49.1

NH021a-1
CH05f04
GG/CTT-363
GG/CAG-133
AC/CTG-306

52.2

AG/CTA-9953.7
TG/CTG-28355.5
GG/CTT-24767.7

Ba13

NH004a0.0
CH05g07-1**15.5
TC/CTG-396***18.8
CG/CAG-123***
AG/CTC-147***
GC/CTA-216***

21.0

GC/CTT-222***27.5
CH03d08***
CH01g05***
CH04f06***

32.3

GG/CTT-273***33.5
MS01a05***
NB119b-2***
CC/CAA-330***
CC/CAC-293***
GC/CTT-180***

35.7

NH001c***
CH05g11***38.9
GC/CTT-169***39.7
CH04c07***42.3
NH035a***
CH05d03***
GG/CTG-295***
CG/CAC-121***

45.3

CH03g06***48.3
CG/CAC-186***50.2

Ba14

GC/CTG-164
NH027a
NZ02b1
CG/CAG-373
TG/CAC-102

0.0

AC/CAC-3034.8
CG/CAT-187
TC/CTG-154
CG/CTG-173
TC/CAC-99
NH025a
CH01d08

9.1

NB129a
PS12A02-110.3
CG/CAT-20318.8
TC/CTC-10021.4
CG/CAG-18537.8
AG/CTA-9841.4
GC/CAC-9843.0
CC/CAG-39344.5
CH02d11*48.6
CG/CTA-154
CG/CTC-8650.7

GC/CAT-9861.6
CC/CTA-322
CH02c0968.4
TG/CTC-20669.3

Ba15

AC/CTA-3600.0
KA142.2
CG/CTC-2946.1
M9a7.3
CH05c06-18.0
GG/CTA-199
NH007b8.5
CG/CTT-1239.6
AC/CAG-43114.9
AG/CAC-421
GG/CTG-28816.4
AG/CAG-41817.5
TC/CAT-31122.1
GG/CAC-18227.2
TG/CTG-22235.1
AC/CTC-45841.9
AC/CTG-24047.1
GG/CTC-210
GG/CTC-270
CC/CAG-224

48.8

NB116b
NB123a
GC/CAC-74
GC/CAT-130
AC/CAC-70

52.3

GG/CAA-9953.9

Ba16

TG/CAG-2150.0
CH04c06-14.2
NH015a
NB110a-25.4
NB125a
GC/CAA-32410.0
CH01h0111.0
GC/CAA-359
AC/CAG-294
CG/CAG-277

19.0

AC/CTA-166
TC/CAG-30520.2
AG/CAC-9620.9
CC/CAC-148*29.4
GG/CAC-161
CH01b1230.3
AC/CTA-23334.2
TC/CTG-38640.8
NH014a42.0
GC/CTG-265
NB126a
NH006b-1

42.7

TG/CAG-18946.0
AG/CTG-11147.2
TC/CTC-28453.0
TG/CTC-38756.1
Slocus59.3

Ba17

GC/CTC-3210.0
GC/CTC-4548.6
PS12A02-2
NH013a
CH03g12-2
GG/CTA-260
CC/CTA-172
TC/CTG-354
AC/CAC-177

10.1

AG/CAT-34211.2
AG/CAA-29715.9
TG/CTC-6316.7
RLG1-119.8
CC/CAT-19223.0
GG/CTT-9830.9

CC/CAC-316
CC/CAG-22246.6
AC/CTG-12050.7
AC/CAT-37953.2

KA4b59.3
TC/CAG-28861.0
CH-Vf262.5
CG/CTG-14263.1
NH010a69.1
CH05g0870.2
CG/CAG-26371.3

Ba1

GC/CTC-3210.0
GC/CTC-4548.6
PS12A02-2
NH013a
CH03g12-2
GG/CTA-260
CC/CTA-172
TC/CTG-354
AC/CAC-177

10.1

AG/CAT-34211.2
AG/CAA-29715.9
TG/CTC-6316.7
RLG1-119.8
CC/CAT-19223.0
GG/CTT-9830.9

CC/CAC-316
CC/CAG-22246.6
AC/CTG-12050.7
AC/CAT-37953.2

KA4b59.3
TC/CAG-28861.0
CH-Vf262.5
CG/CTG-14263.1
NH010a69.1
CH05g0870.2
CG/CAG-26371.3

Ba1

NB124b-20.0
CH02f061.6
NH046a5.6
GG/CAG-217
CG/CTG-177
CG/CAC-192
GC/CAC-480

6.9

AC/CAC-2657.5
GG/CAG-195
GC/CAC-12313.8
CG/CTG-24615.5
AC/CTT-252
NH033b
NH212a

22.2

GG/CAC-131
CG/CTA-18225.3
CC/CTT-10227.6
BGT23b29.2
GC/CTT-30533.6
CC/CAG-355
GC/CTA-277*34.2
CH03d1037.1
TG/CTC-38140.5
AG/CTC-108
AC/CAG-225
CH02b10

43.2

CG/CAA-15248.8
CC/CAG-13052.0
CG/CAC-265
NH002b56.6
TC/CTA-32062.6

Ba2

NB124b-20.0
CH02f061.6
NH046a5.6
GG/CAG-217
CG/CTG-177
CG/CAC-192
GC/CAC-480

6.9

AC/CAC-2657.5
GG/CAG-195
GC/CAC-12313.8
CG/CTG-24615.5
AC/CTT-252
NH033b
NH212a

22.2

GG/CAC-131
CG/CTA-18225.3
CC/CTT-10227.6
BGT23b29.2
GC/CTT-30533.6
CC/CAG-355
GC/CTA-277*34.2
CH03d1037.1
TG/CTC-38140.5
AG/CTC-108
AC/CAG-225
CH02b10

43.2

CG/CAA-15248.8
CC/CAG-13052.0
CG/CAC-265
NH002b56.6
TC/CTA-32062.6

Ba2

AC/CTA-3620.0
UDP98-4112.3
AC/CAG-803.1
CH02d084.0
GG/CTA-326
NH023a5.6
GG/CTA-1898.2
GG/CAT-32814.4

TG/CAA-31123.1
CG/CTC-34524.8
TC/CAT-24626.7
NB113a30.3
NH203a31.8
AG/CTG-12135.8

AC/CTG-361
NB119b-142.0

NB109a51.6
MS14h0354.5
TG/CAC-320
GC/CAA-175
CH03g12-1
CC/CAT-238

56.1

Ba3

AC/CTA-3620.0
UDP98-4112.3
AC/CAG-803.1
CH02d084.0
GG/CTA-326
NH023a5.6
GG/CTA-1898.2
GG/CAT-32814.4

TG/CAA-31123.1
CG/CTC-34524.8
TC/CAT-24626.7
NB113a30.3
NH203a31.8
AG/CTG-12135.8

AC/CTG-361
NB119b-142.0

NB109a51.6
MS14h0354.5
TG/CAC-320
GC/CAA-175
CH03g12-1
CC/CAT-238

56.1

Ba3

TC/CAA-340*0.0
NZ05g8
AG/CTC-984.3
GG/CAT-2185.8
GC/CAC-3738.0
NH011a9.6
AC/CAG-15012.0
CG/CAA-17214.1
AC/CTG-10718.4
CH01d0319.6
TG/CAA-15120.5
AC/CAG-273
TC/CAC-441
GG/CTC-125

21.2

NB127b29.9
GG/CTT-35735.3
TC/CAG-31237.5
CC/CAC-28243.2
NB141b45.7
TG/CAC-41747.2
CG/CTC-15947.9
CC/CTA-25253.2
GG/CAT-72
CH02c02b
AC/CAG-439
TG/CTT-171

55.3

AG/CTG-9461.6
TC/CAT-11763.1

Ba4

TC/CAA-340*0.0
NZ05g8
AG/CTC-984.3
GG/CAT-2185.8
GC/CAC-3738.0
NH011a9.6
AC/CAG-15012.0
CG/CAA-17214.1
AC/CTG-10718.4
CH01d0319.6
TG/CAA-15120.5
AC/CAG-273
TC/CAC-441
GG/CTC-125

21.2

NB127b29.9
GG/CTT-35735.3
TC/CAG-31237.5
CC/CAC-28243.2
NB141b45.7
TG/CAC-41747.2
CG/CTC-15947.9
CC/CTA-25253.2
GG/CAT-72
CH02c02b
AC/CAG-439
TG/CTT-171

55.3

AG/CTG-9461.6
TC/CAT-11763.1

Ba4

CG/CTA-60
GC/CTG-3530.0
AC/CAG-1992.3
NB101a
CC/CAG-725.5
CH05e06*8.8
TG/CAG-29612.3
TG/CTG-83
CH04g09-114.8
CC/CAG-96
GC/CAA-224*17.7
AC/CAC-31019.6
GG/CTC-8024.9
CG/CAG-308
GG/CAG-31026.6
CC/CAT-39728.3
GG/CTT-15538.2
NB103a
NH020a-1
AG/CAT-331
AC/CTA-426

39.3

AC/CAA-38041.4
CH02b1249.0
GG/CAG-156
CH02a08-2
AG/CAA-233
CG/CAG-383

50.6

AG/CAT-306
CG/CTT-37452.5
AG/CAT-271
TC/CAA-25257.2
AG/CTA-277
CG/CAC-78
CG/CAG-63

59.1

CC/CTC-297
NB124b-1
TC/CTG-303
AG/CAC-428
GG/CTG-230

60.8

TG/CAT-28662.4

Ba5

CG/CTA-60
GC/CTG-3530.0
AC/CAG-1992.3
NB101a
CC/CAG-725.5
CH05e06*8.8
TG/CAG-29612.3
TG/CTG-83
CH04g09-114.8
CC/CAG-96
GC/CAA-224*17.7
AC/CAC-31019.6
GG/CTC-8024.9
CG/CAG-308
GG/CAG-31026.6
CC/CAT-39728.3
GG/CTT-15538.2
NB103a
NH020a-1
AG/CAT-331
AC/CTA-426

39.3

AC/CAA-38041.4
CH02b1249.0
GG/CAG-156
CH02a08-2
AG/CAA-233
CG/CAG-383

50.6

AG/CAT-306
CG/CTT-37452.5
AG/CAT-271
TC/CAA-25257.2
AG/CTA-277
CG/CAC-78
CG/CAG-63

59.1

CC/CTC-297
NB124b-1
TC/CTG-303
AG/CAC-428
GG/CTG-230

60.8

TG/CAT-28662.4

Ba5

CG/CAC-1320.0
CG/CAC-1351.4
CC/CAG-3813.1
AC/CTG-2459.0
CG/CTT-17514.8
CG/CTA-162
AC/CAG-449
CC/CAG-330
AG/CAG-269

15.7

GG/CTG-116
GC/CAC-31618.9
CC/CAC-8328.0
CC/CTG-393
GG/CAT-281
CG/CAC-376

28.5

TC/CTA-7737.0
TC/CAC-199
CH03d1237.7
AC/CAG-24138.7
TG/CTG-34645.5
CH05a0548.5

Ba6

CG/CAC-1320.0
CG/CAC-1351.4
CC/CAG-3813.1
AC/CTG-2459.0
CG/CTT-17514.8
CG/CTA-162
AC/CAG-449
CC/CAG-330
AG/CAG-269

15.7

GG/CTG-116
GC/CAC-31618.9
CC/CAC-8328.0
CC/CTG-393
GG/CAT-281
CG/CAC-376

28.5

TC/CTA-7737.0
TC/CAC-199
CH03d1237.7
AC/CAG-24138.7
TG/CTG-34645.5
CH05a0548.5

Ba6

TG/CAA-3450.0
AG/CAT-703.0
CG/CTG-985.8
CG/CAC-1729.2
MS06c09
GG/CTC-35014.2
CC/CTA-34016.0
CG/CAG-28117.7
CG/CTT-37223.8
GG/CAC-23327.4
TG/CTG-28234.7
CC/CAA-153
CH04e05
CG/CAA-257
CG/CTC-172

36.3

GC/CAG-214
TG/CAC-12239.5
CC/CAG-10342.1
NH041a45.3
TG/CTT-423
CC/CTG-27046.8
TC/CTA-167
GG/CAG-27253.7
AC/CAT-48256.4

Ba7

TG/CAA-3450.0
AG/CAT-703.0
CG/CTG-985.8
CG/CAC-1729.2
MS06c09
GG/CTC-35014.2
CC/CTA-34016.0
CG/CAG-28117.7
CG/CTT-37223.8
GG/CAC-23327.4
TG/CTG-28234.7
CC/CAA-153
CH04e05
CG/CAA-257
CG/CTC-172

36.3

GC/CAG-214
TG/CAC-12239.5
CC/CAG-10342.1
NH041a45.3
TG/CTT-423
CC/CTG-27046.8
TC/CTA-167
GG/CAG-27253.7
AC/CAT-48256.4

Ba7

AAT-10.0

TG/CTG-877.8
NH036b10.6
AG/CAC-215
TG/CTG-12611.7
CG/CTC-33813.7
TC/CTC-9919.7
GG/CAG-11322.4

GG/CAT-22031.3

CC/CTA-13837.3

AG/CTG-22747.7
TC/CAA-499
TC/CAT-46150.0
TC/CAG-20353.8
CG/CAG-23259.5
GG/CTC-9660.5
CC/CAA-26062.8

Ba8

AAT-10.0

TG/CTG-877.8
NH036b10.6
AG/CAC-215
TG/CTG-12611.7
CG/CTC-33813.7
TC/CTC-9919.7
GG/CAG-11322.4

GG/CAT-22031.3

CC/CTA-13837.3

AG/CTG-22747.7
TC/CAA-499
TC/CAT-46150.0
TC/CAG-20353.8
CG/CAG-23259.5
GG/CTC-9660.5
CC/CAA-26062.8

Ba8

GG/CTA-236
NH031a
NB110a-1

0.0

NH029a
TC/CAG-265
AG/CTA-139

6.7

AG/CAA-758.6
CG/CTA-13717.3
GC/CTC-188
KA20
CH05c07
CG/CAC-72

23.5

AC/CAG-19324.0
TG/CTG-217*33.1
GG/CAG-160
CG/CTA-29434.2
NB134a34.8
CC/CTG-295
NB106a
CG/CAC-219
NB130b

35.3

TC/CAG-181*
CH01h02*45.0
TC/CTC-260*46.6
CC/CAC-220***53.2

Ba9

GG/CTA-236
NH031a
NB110a-1

0.0

NH029a
TC/CAG-265
AG/CTA-139

6.7

AG/CAA-758.6
CG/CTA-13717.3
GC/CTC-188
KA20
CH05c07
CG/CAC-72

23.5

AC/CAG-19324.0
TG/CTG-217*33.1
GG/CAG-160
CG/CTA-29434.2
NB134a34.8
CC/CTG-295
NB106a
CG/CAC-219
NB130b

35.3

TC/CAG-181*
CH01h02*45.0
TC/CTC-260*46.6
CC/CAC-220***53.2

Ba9

GC/CAT-1590.0
CH04c06-26.6
AC/CAG-31314.7
CG/CAC-160
CH02a08-1
M7a

15.6

AC/CAA-148
AC/CAT-28722.9
AC/CAG-17323.5
GG/CTA-9624.1
GG/CTC-25226.8
NH039a30.0
GG/CAA-12231.6
GC/CTG-35835.3
CH01f1237.4
AC/CAC-16338.1
NH045a40.0
TC/CAA-376
GG/CAC-84
CH02c11

41.8

CC/CTG-31347.9
GG/CTA-190
CH04g09-249.6
GC/CAT-19654.5
GC/CAG-162
GG/CAG-25359.6
MS02a01
CH02b03b
CH01f07a
MS06g03

62.9

Ba10

GC/CAT-1590.0
CH04c06-26.6
AC/CAG-31314.7
CG/CAC-160
CH02a08-1
M7a

15.6

AC/CAA-148
AC/CAT-28722.9
AC/CAG-17323.5
GG/CTA-9624.1
GG/CTC-25226.8
NH039a30.0
GG/CAA-12231.6
GC/CTG-35835.3
CH01f1237.4
AC/CAC-16338.1
NH045a40.0
TC/CAA-376
GG/CAC-84
CH02c11

41.8

CC/CTG-31347.9
GG/CTA-190
CH04g09-249.6
GC/CAT-19654.5
GC/CAG-162
GG/CAG-25359.6
MS02a01
CH02b03b
CH01f07a
MS06g03

62.9

Ba10

GC/CTA-2100.0
CH04h021.6

AC/CAC-4656.7
NB111a-212.4
CH03d02
AC/CTG-12514.8
AG/CAC-10920.9
CG/CTC-27922.9
AC/CAC-41429.0
CG/CAA-14331.9
AC/CAC-166
AC/CAG-180
GG/CAC-287

32.8

CC/CAT-29634.5

GC/CTC-24744.1

AC/CTA-14749.4

AC/CTA-41554.8

CH04g07
NB105a
GC/CTA-392

68.7

AC/CTA-18570.4

Ba11

GC/CTA-2100.0
CH04h021.6

AC/CAC-4656.7
NB111a-212.4
CH03d02
AC/CTG-12514.8
AG/CAC-10920.9
CG/CTC-27922.9
AC/CAC-41429.0
CG/CAA-14331.9
AC/CAC-166
AC/CAG-180
GG/CAC-287

32.8

CC/CAT-29634.5

GC/CTC-24744.1

AC/CTA-14749.4

AC/CTA-41554.8

CH04g07
NB105a
GC/CTA-392

68.7

AC/CTA-18570.4

Ba11

TG/CAC-324
CH05d040.0

CC/CTA-29610.7
NZ28f412.0
CH05d11
CH05g07-213.7
AC/CAG-207
KA16
TC/CTA-247
CC/CAC-155

15.5

TG/CTT-39319.4
AG/CAG-19620.1
CC/CAA-34223.5
AG/CAC-27626.6
CG/CTT-20830.6
CH03c0242.6
CH04d0243.2
CH01f02
GC/CAG-22244.3
AG/CTA-10246.0

Ba12

TG/CAC-324
CH05d040.0

CC/CTA-29610.7
NZ28f412.0
CH05d11
CH05g07-213.7
AC/CAG-207
KA16
TC/CTA-247
CC/CAC-155

15.5

TG/CTT-39319.4
AG/CAG-19620.1
CC/CAA-34223.5
AG/CAC-27626.6
CG/CTT-20830.6
CH03c0242.6
CH04d0243.2
CH01f02
GC/CAG-22244.3
AG/CTA-10246.0

Ba12

NH044b0.0
GG/CTT-242
GG/CTA-1196.6
TG/CTG-21910.0
GC/CTG-177
TC/CTA-22018.6
CG/CAC-7921.4
NH009b
CG/CTT-38522.1
GG/CTA-185
GG/CAA-6023.3
GG/CTA-29325.1
CG/CTT-24232.9
CC/CAG-20634.7
NB133a35.5
GC/CTT-41340.7
TC/CTG-451
GG/CTC-177
GG/CAG-372

42.3

AC/CTC-13544.8
CG/CAC-143
NB120a
CH03a08

45.8

CC/CTG-39047.4
TC/CTA-143
TC/CAC-402
GC/CTA-220
GC/CTT-131

49.1

NH021a-1
CH05f04
GG/CTT-363
GG/CAG-133
AC/CTG-306

52.2

AG/CTA-9953.7
TG/CTG-28355.5
GG/CTT-24767.7

Ba13

NH044b0.0
GG/CTT-242
GG/CTA-1196.6
TG/CTG-21910.0
GC/CTG-177
TC/CTA-22018.6
CG/CAC-7921.4
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図1501-1　セイヨウナシ品種バートレットの連鎖地図

ナシ由来濃縮ライブラリー由来 SSR（NH-, NB-, BGT-, K-, RLG-）、リンゴ

SSR（CH-, NZ-, MS-）、Prunus 由来 SSR（M-, PS-）を示す。S locus（第 �� 連

鎖群最下部）は自家不和合性遺伝子座、その他は AFLP マーカーなどを示す。
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合計 ��� 種類の SSR マーカーを開発した。　

ウ　ナシの高密度連鎖地図作成

セイヨウナシ品種「バートレット」およびニホン

ナシ品種「豊水」の F� 雑種集団を用いて、pseudo-

test cross 法で両親の連鎖地図を作成した。「バート

レット」の連鎖地図は、��� 座から構成される ��

連鎖群で �,00�cM の遺伝距離を持つ（図 ��0�-�）。

�� 種類のナシ由来 SSR 座、�0 種類のリンゴ由来

SSR 座、� 種類の Prunus 由来 SSR 座をマッピングし

た（図 ��0�-�）。「豊水」では、��� 座から構成され

る �� 連鎖群で �,���cM の遺伝距離を持つ。�� 種類

のナシ由来 SSR 座、�� 種類のリンゴ由来 SSR 座、�

種類の Prunus由来 SSR座をマッピングした。「新星」

× ���-��（「豊水」×「ラ・フランス」）の � 系 F�

集団を用いて、「ラ・フランス」の地図を作成した。

��� 座から構成される �� 連鎖群で �,���cM の遺伝

距離を持つ。�� 種類のナシ由来 SSR と �� 種類のリ

ンゴ SSR をマッピングした。

「バートレット」、「ラ・フランス」、「豊水」の連

鎖群を比較したところ、SSR マーカーの座乗連鎖群

や位置関係がほぼ完全に保存されていた。「バート

レット」と「ラ・フランス」の地図では染色体基本

数である �� に収束し、ヨーロッパのリンゴ標準地

図（リンゴ品種 Fiesta, Discovery）�) と比較して、ほ

ぼゲノム全域をカバーする地図であること、および

リンゴ vs ナシのゲノム構造が非常によく保存され

ていることが明らかとなった。「豊水」では、特定

の連鎖群（第 �、�、�� 連鎖群など）が欠けている

もしくは非常に短く、育種の過程で一部の領域（遺

伝子座）でホモ化が進んでいることが確認された。

エ　考　察

ア　サクラ属 SSR マーカーの領域マッピング

モモ、スモモ、ウメ、アンズ、オウトウなどのサ

クラ属では、アーモンドとモモの雑種集団からサク

ラ属標準地図が作成されている �)。本地図上には、

約 �0 の形態形質の相対的な座位が位置付けられて

おり、また �0 種類以上の連鎖地図が統合されてい

る。本研究により、合計で約��0種類の SSRマーカー

の詳細な位置あるいは領域を決定することができ、

高信頼度の DNA マーカーが座乗する高密度連鎖地

図がほぼ完成した。今後の DNA マーカー選抜に利

用可能である。　

イ　ナシ由来 SSR マーカーの開発と高密度連鎖

地図作成

ナシで、染色体基本数 �� に収束する高密度連鎖

地図、すなわち高密度標準連鎖地図を作成した。ナ

シの地図とリンゴ標準地図を比較したところ、��

の連鎖群すべてにおいてゲノム構造が非常によく保

存されていることがわかった。ナシとリンゴのシン

テニーマップの作成やその情報を利用したマーカー

開発やゲノム解析が可能である。

オ　今後の課題

ア　サクラ属果樹のゲノム解析研究

サクラ属では、� つの連鎖群の相同性が保持され

ていることから、本 SSRマーカーやその位置情報は、

モモ、アーモンド、スモモ、ウメ、アンズ、オウト

ウなどの核果類果樹で利用可能である。今後、存在

領域が特定された有用形質では、本情報を利用して

強く連鎖する SSR マーカーを効率良く取得する。

イ　ナシのゲノム解析研究

ナシで世界標準となり得る飽和高密度連鎖地図を

作成し、今後のゲノム解析研究の第一世代の基盤地

図として利用可能である。　

カ　要　約

ア　サクラ属 SSR マーカーの領域マッピング

��� 種類の SSR マーカーについて、アーモンド品

種「テキサス」とモモ品種「アーリーゴールド」で

作成されているサクラ属標準地図上の座乗領域を同

定した。既にマッピングされている ��� 種類の SSR

マーカーと合わせて、合計で約 ��0 種類の SSR マー

カーの詳細な位置あるいは領域を決定することがで

きた。サクラ属では、� つの連鎖群の相同性が保持

されていることから、本 SSRマーカーと位置情報は、

モモ、アーモンド、スモモ、ウメ、アンズ、オウト

ウなどの核果類果樹で利用可能である。　

イ　ナシ由来 SSR マーカーの開発と高密度連鎖

地図作成

ニホンナシ EST の Unigene Set から �� 種類の

SSR マーカーを作成し、既存の SSR と合わせて合計

��� 種類の SSR マーカーを開発した。セイヨウナシ

品種「バートレット」、「ラ・フランス」およびニホ

ンナシ品種「豊水」の連鎖地図を作成した。「バー

トレット」の連鎖地図は、��� 座から構成される ��
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連鎖群で �,00�cM の遺伝距離を持ち、ナシの標準

地図となり得る高密度連鎖地図である。
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２　カンキツのＤＮＡマーカーの作出と高密度

連鎖地図の作成（1502）

ア　研究目的

カンキツなど果樹類では、早期選抜による育種の

効率化が期待される。また、主要な育種目標である

果実形質のマッピングによって、育種計画の策定に

貢献するものと期待される。本研究では、連鎖地図

上のマーカーの高密度化を進めつつ、単一遺伝子支

配で農業上の重要性が高いカラタチの有するカンキ

ツトリステザウィルス（CTV）抵抗性と、無核性の

� つの形質と連鎖する選抜マーカーを得ることを基

本目標とした。その目標に到達する技術的な基盤開

発として、作成した BAC ライブラリの解析と利用

を基本とする。さらに BAC クローンの配列を利用

したマーカーの実際的な作成方法を検討するととも

に、物理地図の作成および連鎖地図との統合による

新たなマーカー作成基盤を構築する。

イ　研究方法

ア　カンキツの高密度連鎖地図の作成

ａ　CAPS マーカーの継続的充実によるマップ

の整備

無核紀州に由来する交雑集団（興津 �� 号（A���）

×中間母本農５号（G���：無核））に対して EST 情

報等から CAPS マーカー �）を作成し、共優性マー

カーによる連鎖地図全体の高密度を進めるととも

に、無核性近傍に位置づけられた BAC クローンを

中心に、エンドシーケンス及び内部配列を解析し

てマーカー化を行った。興津 �� 号及び中間母本農

５号の系統間での多型検出を行い、従来の EST 配

列を基に作成した PCR マーカーとの比較を行った。

cDNA クローン由来の配列 �� に対してプライマー

を作成し、CAPS を探索した。CAPS の得られたも

のは無核紀州に由来する組み合わせ �� 個体に適用

し、連鎖地図の高密度化を進めることで無核領域の

マーカー充実を試みた。また、その他の EST ��0 件

に対しても同様に CAPS 化を行った。

ｂ　BAC クローン配列からのマーカー作成の

検討

BAC クローンの末端配列、およびサブクローン

化した内部配列を相同性検索により既知の配列と比

較した。反復配列を除いたものからプライマー対を

作成し、CAPS 多型について検討した。

ｃ　BAC クローン配列を利用した無核性近接

マーカーの作成

無核遺伝子座（Emabt）に近接する EST マーカー

Ov�0� を担架する BAC クローンを選抜し、その末

端配列解析及びフィンガープリンティングによるコ

ンティグ情報を参照して周辺 BAC クローンを拾い

上げてクローンの連結を行うと共に、得られた配列

による新規 CAPS マーカーを検索した。

イ　連鎖マーカーの作成と交雑集団での選抜利用

ａ　カラタチに由来する BC� 個体の選抜

カラタチの CTV 抵抗性遺伝子を持つカンキツ育
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種母本を選抜するため、カラタチに由来する集団 PA

（RP-��（清見×（ハッサク×飛竜））×シャミーズア

シッドレス（無酸ブンタン））に対して、カンキツ由

来の CAPS マーカーを移植し、連鎖地図を作成した。

個体ごとにグラフカルマップを作成して各個体のゲ

ノム置換率を求めた。さらにカラタチの CTV 抵抗性

と連鎖するマーカーを開発し、ゲノム置換率と連鎖

マーカーの有無から次世代の交配母本を選抜した。

ｂ　マーカー移植による雄性不稔（稔性回復）

遺伝子選抜マーカーの検索

‘清見’×‘興津��号’で分離する雄性不稔に関わ

る主要遺伝子座（AD）のマッピングを精度良く行う

ため、上記のマーカー中、第�連鎖群の同座位に近接

すると予測される CAPS マーカーを選抜してマッピン

グを行うととともに、この領域についても BAC コン

ティグを作成した。複数の交雑集団間での AD とその

近傍のマップを比較し、連鎖マーカーを選抜した。

ウ　BAC コンティグと基盤連鎖地図の作成

ウンシュウミカン‘宮川早生’より作成した

BAC ライブラリを用いて Luo ら �）の方法を参考

に、EcoRI、BamHI、XbaI、XhoI で 消 化 し た BAC 

DNA について ABI 社 SNaPshot キットを用いて標識

後、ABI ���0 を用いてフラグメント解析を行った。 

BAC ライブラリから選抜した ��,0�0 クローンを対

象に HICF 法によるフィンガープリント解析を行

い、GenoProfiler�）と FPC�,�）を用いてコンティグ

をアセンブルした。 解析対象から選抜したクロー

ンについて両端の末端配列を解析するのと同時に、

各連鎖群のマーカーと対応するクローンをスクリー

ニングした。

ウ　研究結果

ア　カンキツの高密度連鎖地図の作成

ａ　CAPS マーカーの継続的充実によるマップ

の整備

カンキツの高密度連鎖地図の作成を目的に、EST

配列を利用した CAPS マーカーを作成した。同様に

無核紀州由来のサブトラクション cDNA クローンか

図1502-1　カンキツ EST マーカーによる統合連鎖地図（興津 ��号×中間母本農５号）と関連形質

興津 �� 号を中心に作成した連鎖地図で、図中の灰色に示す部分は、農 � 号連鎖相に

より連結した部分（総マーカー数 �0� のうち、大部分を省略して表示）。
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らも CAPS マーカーを作成し、ともに連鎖地図作成

に利用した。サブトラクション cDNA クローンの利

用では �� 点の PCR プライマー対中 �� 点が STS 化

され、このうち �� 点のみが両親間で多型を示しマッ

プされた。この中で、無核遺伝子座のある AG-0�

連鎖群に相引連鎖相で位置するものは出現しなかっ

た。その他の EST から作成されたマーカーを含め

た �0� マーカーで連鎖地図を構築し、既存の分離集

団での解析を元に推定した CTV 抵抗性、無核紀州

由来の無核性、ウンシュウミカン由来の雄性不稔

性と少核性、および多胚性（珠心胚形成）をマッ

ピングした（図 ��0�-�）。そのうち無核遺伝子座近

辺 ��cM 領域で連鎖相を揃えたもので５つの CAPS

が位置づけられ、そのうち１点は、従来最も有力

だった Ov�0� から �cM 接近させることができた（図

��0�-�）。しかしながら全てのマーカーは、中間母

本農 �号の両親間で比較すると無核紀州由来ではな

く Lee 由来であり、目的とする相引マーカーの確保

には至っていない。以前作成した無核性の相引連鎖

マーカーについては約 �00 個体× �集団で分離比を

確認できたことから、今後これらの集団の利用も図

り、マーカー開発の加速化を図る。

ｂ　BAC クローン配列からのマーカー作成化

の検討

BAC クローンのシーケンスを利用して新規の

マーカーを作成する基礎情報を得るため、BAC ク

ローンから �� の末端配列及び �0� の pUC�� にサブ

クローン化した内部配列を得た（表 ��0�-�）。この

シーケンスについて FASTA による検索を行った結

果、トランスポゾンやマイクロサテライト領域など

高度に反復すると予測されるものが BAC 末端配列

から �、また BAC 内部配列から ��、合計 ��（��.�%）

検出された。それらを除き、それぞれ �� 及び ��、

合計 �� のプライマー対を作成した。これら �� のプ

ライマー対のうち、�� 対で STS バンドが生じ、STS

化率は ��.�% であった。この結果は EST 配列から作

成したプライマーの STS 化率の平均値 �0.�% と比較

すると高く、ゲノム DNA の配列を利用することの

有利さが実証された。

第８連鎖群の CAPS（BFC�B��/ EcoRI）を含む

BAC クローンについて末端配列から新しい CAPS

マーカーを作成した結果、元のマーカーから連鎖相

の変換が確認され（図 ��0�-�）、EST 配列を基礎に

した場合と比較するとマーカー作成能率は低いもの

の、目的領域のマーカーを作成するのに有効に利用

<If216><ATsdlN-1800>0

<ZDS/Hae3>7

<Cp1996/Rsa1>14
<Cp0419/NC>17

<YB064A02>31
<B188F3Mend/Rsa> <B188F3S04/Hha1>35
<Ov509>36
<Tf130/Rsa1>37
<EDP05/Rsa1>38
<YB081C05M/NC>39
<YB032A01T>40

<Em-abrt>47

<Cp1011/NC-d>59

<If216><ATsdlN-1800>0

<ZDS/Hae3>7

<Cp1996/Rsa1>14
<Cp0419/NC>17

<YB064A02>31
<B188F3Mend/Rsa> <B188F3S04/Hha1>35
<Ov509>36
<Tf130/Rsa1>37
<EDP05/Rsa1>38
<YB081C05M/NC>39
<YB032A01T>40

<Em-abrt>47

<Cp1011/NC-d>59

図1502-2　興津 ��号×中間母本農 �号における第 �

連鎖群（AG-0�）の無核性遺伝子領域

No. of  No. of  No. of No. of No. of  No. of 
sequence repeated primer STS(%) polymorphism CAPS 

sequence(%) set  (%) (%)

BAC  51 9(17.6) 42 38(90.5) 12(28.6) 10(23.8) 
BAC    105 12(11.4) 52 33(63.5) 14(26.9) 5( 9.6) 

A G     1     2 3     4    5     6 7     8 9    10    11

A G     1 2     3     4 5     6     7 8    9    10 11

A G     1     2 3     4    5     6 7     8 9    10    11A G     1     2 3     4    5     6 7     8 9    10    11A G     1     2 3     4    5     6 7     8 9    10    11

A G     1 2     3     4 5     6     7 8    9    10 11A G     1 2     3     4 5     6     7 8    9    10 11A G     1 2     3     4 5     6     7 8    9    10 11

A G     1     2 3     4    5     6 7     8 9    10    11

A G     1 2     3     4 5     6     7 8    9    10 11

A G     1     2 3     4    5     6 7     8 9    10    11A G     1     2 3     4    5     6 7     8 9    10    11A G     1     2 3     4    5     6 7     8 9    10    11

A G     1 2     3     4 5     6     7 8    9    10 11A G     1 2     3     4 5     6     7 8    9    10 11A G     1 2     3     4 5     6     7 8    9    10 11

A G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11A G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11A G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11A G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11A G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11A G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11A G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11A G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11A G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

表1502-1 BAC クローンのゲノム配列を利用した DNA マーカーの作成効率

図1502-3　BAC 末端配列を利用した CAPS マーカーの連鎖相変換

A：元の CAPS マーカーの多型、B：新たに作成したマーカー

の多型。横軸中 A、G は両親系統、数字はその後代の個体

番号
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できると思われた。

ｃ　BAC クローン配列を利用した無核性近接

マーカーの作成

無核性遺伝子座に近接する Ov�0� を担架する

BAC クローンを選抜し、その末端配列を解析する

ことで BAC クローンのコンティグ作成を進めた。

末端配列がトランスポゾン様配列や機能未知の重複

配列であるためにミスアセンブルされる可能性のあ

るものを除いてマーカー化と集団でのマッピング

を試みた。‘興津 �� 号’と‘中間母本農５号’間

に CAPS 多型が得られない配列情報も多かったが、

得られた末端情報での CAPS を加えることで、図

��0�-� に統合して示したように無核性遺伝子座へ

の接近が認められ、コンティグの伸長の方向性が確

認された。また、最も近いマーカーでは、��cM と

なり、今後のフィンガープリントの進行と合わせる

ことで、より近傍のマーカーが作成できるものと期

待された。

イ　連鎖マーカーの作成と交雑集団での選抜利用

ａ　カラタチに由来する BC� 個体の選抜

��� マーカーのうちカラタチに由来する BC� 集

団（PA）で分離した ��� CAPS は、連鎖分析によ

り �0� cM（マーカー間平均 �.��cM）の連鎖地図を

形成した。マッピングされたマーカー中、雑種系統

遺伝子型の系譜解析により、カラタチ由来の対立遺

伝子が BC� 世代でカンキツ型対立遺伝子に置換さ

れたことを確認できたものは ��� 点であった。この

��� 座について、個体ごとにカンキツ型に置換した

（カラタチ由来の対立遺伝子をもたない）遺伝子座

数を求めた。置換程度は �� 座（��%）～ �0 座（��%）

と大きく異なり、マーカーを用いることで高い置換

率を示す個体を選抜できることを例示した。

また、CTV 抵抗性遺伝子座（ctv）の座乗する第

２連鎖群を中心に、グラフィカルタイプを作成した。

その結果、CTV 抵抗性を示す個体中、ctv 遺伝子座

から �0cM 以内でカンキツ型に組換えが生じた � 個

図1502-4　清見×興津 �� 号にお

ける雄性不稔に関与す

る主要な遺伝子座（AD）

のマッピングと連鎖マー

カー（第 �群）
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0
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41

Nakano et al (2000) 
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Nakano et al (2000)
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表1502-2 第２連鎖群 CTV 抵抗性遺伝子領域における組換え型個体

の選抜

図1502-5　雄性不稔関連遺伝子座（AD）近辺の EST マーカーと末端配列解析によるコンティグ

　　　　（斜線 box：EST-CAPS マーカー、黒 box：末端配列による連結確認）
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体（表 ��0�-� 個体番号 ��、��、��、��、��、��、

�0）を検出した。CTV 抵抗性遺伝子座の両側とも

組換えた個体は得られなかったが、個体番号 �� 及

び �� の組み合わせなど、次世代育成のための中間

母本候補をグラフィカルタイプで選抜することによ

り、今後選抜個体の開花を待って直ちに交配に利用

することで遺伝子移入系統の作出が容易になると期

待された。

ｂ　マーカー移植による雄性不稔（稔性回復）

遺伝子選抜マーカーの検索

上記の‘興津 �� 号’×‘中間母本農 � 号’の連

鎖地図において、第 � 連鎖群上の EST マーカーの

密集する領域は、別の組み合わせである‘清見（不

稔）’×‘興津 �� 号’での雄性不稔の分離から雄性

不稔（ウンシュウミカン由来細胞質雄性不稔の回復

遺伝子）因子の座乗の近隣領域と推定された。これ

らのマーカー移植を行った結果、雄性不稔（回復遺

伝子）主要因子 AD の座位は、�� 個体の解析で集

中するマーカー群と組換え価０でマップされた（図

��0�-�）。また、この領域の BAC コンティグも形成

されてきており（図 ��0�-�）、今後より有効な選抜

マーカーの作成が可能と考えられた。

ウ　BAC コンティグと基盤連鎖地図の作成

構築した計 ��,��� の BAC クローン中、事前のス

クリーニングで CAPS マーカーと対応付けられた

ものを含む ��,0�0 個のクローンについて、HICF 法

によるフィンガープリント解析を行った。葉緑体

DNA由来のクローンを除いた後にアセンブリを行っ

た結果、�,000 ～ �,�00 個のコンティグ数が得られ

た（図 ��0�-�）。各コンティグの推定平均長は ��0

～ ��0kbp で、コンティグの推定ゲノムカバー率は

約 �.� 倍であった（図 ��0�-�）。無核性近傍および

AD 領域について DNA マーカーを利用して作成した

BAC コンティグとの対応関係を見た結果、DNA マー

カーを基に作成したコンティグではアセンブルが確

認できなかったクローンを複数検出することができ

た。また、DNA マーカーではヒットするものの、フィ

ンガープリント解析ではアセンブルしないクローン

も見出されたことから、両者の併用により高密度な

マーカーの開発が可能になると考えられた。 

コンティグ作成に用いたクローンのうち、約�,000

についてエンドシーケンスの解析を終了し、また各

連鎖群から抽出したマーカーによるスクリーニング

を行い、連鎖地図とコンティグとの対応付けを進め

た。これらの情報をデータベース化して既存の連鎖

地図との関係を整理した。

エ　考　察

ア　カンキツの DNA マーカー開発と高密度連鎖

地図の作成

EST 情報を利用した CAPS マーカーを利用したカ

ンキツ高密度連鎖地図を作成し、本手法が有効であ

ることを示した。本 CAPS マーカーは EST 情報を

利用しているために品種間での移植性が高く、共優

性であることから多様なカンキツ交雑集団への高精

度連鎖地図の移植や基盤連鎖地図の作成、品種判別

情報への利用などが可能である。無核性や CTV 抵

抗性などの形質をマッピングして連鎖マーカーの取

得を行った。マーカー間の距離がある場合や相引連

鎖するマーカーが得られにくい領域について、BAC

の末端配列を利用した新たなマーカー開発や連鎖相

の変換により、より実用性の高いマーカーの開発が
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図1502-6　カットオフ値に対するコンティグ数、

およびコンティグに分類されたクローン

数の推移

図1502-7　コンティグの推定平均長（kb）と推定ゲ

ノムカバー率の推移
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可能となることを示した。

イ　DNA マーカー利用選抜への利用と育種の効

率化推進

複数世代を経る必要があるために通常非常に長期

間が必要と考えられる遠縁種からの遺伝子移入が、

CTV 抵抗性マーカーとゲノムワイドなアリルタイ

ピングを用いることで大幅に効率化できることを示

した。 またカンキツ無核性の連鎖マーカーについ

ても分離集団への利用を進めた。今後利用可能な

マーカー数を増やすことで、複合選抜による育種効

率のさらなる効率化が期待される。

ウ　物理地図の構築とゲノムワイドなマーカー作

成基盤の開発

BAC ライブラリの利用による新たなマーカー開発

や連鎖相の変換を実証し、果樹においても BAC ラ

イブラリの利用は非常に有効な手法であることを示

した。BAC ライブラリを利用した物理地図の作成を

進め、既存のマーカーとの対応付けを行った結果、

ゲノム中のヘテロ性の高い領域では各相同染色体由

来のコンティグが相互に連結することなく独立して

アセンブルするため、 ヘテロ接合度の低いモデル植

物と比較すると物理地図の構築にはより高いカバー

率の確保が必要であるが、DNA マーカーとコンティ

グ、BAC クローンとの対応付けにより相同な領域と

対応するコンティグの結合が可能と考えられた。

オ　今後の課題

ア　カンキツ連鎖マーカーの高精度化

無核紀州由来の優性の無核遺伝子座には有効な相

引連鎖マーカーが得られていないが、この領域に近

接するマーカーによる BAC コンティグの作成が進

んでおり、その無核性座位への方向も明らかにされ

たことで、今後の FP など BAC コンティグの生成

と合わせてより有効な道筋が示されたので、より集

中して相引マーカーの確保をめざす必要がある。

イ　カンキツ連鎖マーカーの高精度化と育種への

利用

無核性に関与する遺伝子座のうち、清見に由来す

る雄性不稔の主要な座位が第 � 連鎖群の詳細な地図

中にマップされた。現段階で組換え価0%のマーカー

が得られており、育種において広く利用される品種

でのタイピングにより今後の育種の中での利用を図

る必要がある。

ウ　基盤連鎖地図の作成とマーカー作成システム

の利用

物理地図と連鎖地図に加えて末端配列やマー

カー、発現遺伝子情報など関連する情報との対応付

けが進んでいる。また品種ごとのアリルタイプ情報

などを加味することで多様な品種・系統を母本とす

る交雑に即応できるマーカー作成システムの構築を

今後も継続する必要がある。また難解析形質の選抜

に利用可能なマーカーの開発を念頭に、形質情報と

の関連分析による新たな判別マーカー作成手法につ

いても具体化が望まれる。

カ　要　約

ア　カンキツの高密度連鎖地図の作成

カンキツ EST 情報から CAPS マーカーを作成し、

�00 以上のマーカーで構成されるカンキツ高密度連

鎖地図を作成した。cDNA サブトラクションや BAC

クローンの末端配列情報なども利用して無核性近傍

領域などにおけるマーカーの高密度化を進め、連鎖

相の変換などが可能であることを示した。

イ　連鎖マーカーの作成と交雑集団での選抜利用

従来は非常に長い期間と多大な労力を必要として

いた遠縁種からの抵抗性遺伝子移入を、CTV 抵抗

性の連鎖マーカーとゲノムワイドなアリルタイピ

ングにより大幅に加速、効率化できることを示し、

CTV 抵抗性素材の育成を進めた。

ウ　BAC コンティグと基盤連鎖地図の作成

ウンシュウミカン BAC ライブラリを利用した物

理地図を作成し、DNA マーカーによる連鎖地図と

の対応付け、ならびに末端配列の集積による新たな

マーカー開発基盤の構築を進めた。　
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３　カキの甘渋性識別のためのＤＮＡマーカー

の開発（１）選抜マーカーの作出（1504）

ア　研究目的

現在、カキ育種の最大の目的は優良な完全甘ガキ

の作出である。完全甘ガキはタンニン生成能力が果

実発育初期に欠損した突然変異体としてわが国で出

現し、タンニン生成に関与する遺伝子が変異したも

のと考えられている �）。この完全甘ガキ出現の歴史

は浅く、優良な品種育成のためには果実形質の変異

が豊富な渋ガキとの交雑が不可欠である。ただ、完

全甘ガキ形質が劣性であり、かつ、カキは � 倍体で

あることから、これまでの完全甘ガキと渋ガキの交

雑では完全甘ガキは出現せず、完全甘ガキへの戻し

交雑によってはじめて ��％程度の完全甘ガキ個体

が出現している �）。このため、育種の効率化のた

めには実生段階で育種集団から完全甘ガキのみを選

抜できる DNA マーカーの構築が不可欠である。

一方、わが国でのみ出現したと考えられていた完

全甘ガキが、中国でも出現していたことが最近明ら

かとなった �）。この完全甘ガキ‘羅田甜柿’は我々

の研究から、日本の完全甘ガキとの交雑により F�

集団内で完全甘ガキと渋ガキが分離することが明ら

かとなり、タンニン生成遺伝子の発現を抑制する優

性の全く新たな遺伝子を獲得した可能性が考えられ

た �）。今後、‘羅田甜柿’を一方の交雑親に用い、

優良な渋ガキを交雑することで、F� 集団内で完全

甘ガキを得るという全く新たな育種計画が一方で進

展する可能性が考えられるが、このとき、タンニン

生成抑制遺伝子に連鎖する DNA マーカーを構築で

きれば、その育種効率も画期的に上がる。

このため、本課題では、これまでに見出した日本

の完全甘ガキ識別のための RFLP マーカー �）を簡

便な PCR 法により識別するためのプライマーを構

築し、それを交雑実生の甘渋性選別のために適用す

ることを第一の目的とした。また、‘羅田甜柿’の

タンニン生成過程の特異性を明らかにし、中国の完

全甘ガキ‘羅田甜柿’を用いた交雑集団から中国タ

イプの完全甘ガキを選抜するためのプライマー構築

も目的として調査を実施した。

イ　研究方法

ア　日本タイプの完全甘ガキ識別のための DNA

マーカーの構築

‘西村早生’由来の BC� 集団から見出した甘渋性

判別のための � つの RFLP マーカーのシークエンス

解析を行い、その塩基配列を利用して PCR により

この RFLP マーカーの有無を判別するためのプライ

マーを構築した。

イ　日本タイプの完全甘ガキ識別のための DNA

マーカーの有効性

完全甘ガキ８品種、非完全甘ガキ��品種について、

構築したプライマーで PCR を行い、このプライマー

の有効性を調査した。また、‘西村早生’および‘会

津身不知’由来の BC� 集団のうち、果実が結実して

甘渋性が判明している個体についても、構築したプ

ライマーによる甘渋性識別の有効性を検討した。

ウ　中国タイプの完全甘ガキ識別のための DNA

マーカーの探索

‘羅田甜柿’×‘晩御所’の交雑により分離した

完全甘ガキ個体および非完全甘ガキ個体を用い、そ

れぞれのDNAをバルク化した後、AFLP分析により、

‘羅田甜柿’の甘渋性に連鎖する DNA マーカーを探

索した。また、交雑個体から抽出した DNA をXbaI

で消化後、見出した AFLP マーカーをプローブとし

て DNA ブロット分析を行い、マーカーの特性を調

査した。
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ウ　研究結果

ア　日本タイプの完全甘ガキ識別のための DNA

マーカーの構築

‘西村早生’由来の BC� 集団の AFLP 分析から

得たマーカーをプローブとした、ゲノム DNA の

HindIII 消化後の RFLP パターンにおいて、非完全

甘ガキは A�（�kb）あるいは A�（�.�kb）の一方あ

るいは両方のバンドを持っている（図 ��0�-�）。ま

ず、この A� と A� の RFLP マーカーのシークエン

ス解析を試みた。その結果、A� については �.0kb

全てについてシークエンスを決定することができ

た。A� については全シークエンスを得ることがで

きなかったが、このうちの約 �.0kb の部分配列を決

定することができた。そこで、得られたこの両者の

シークエンスのアライメントを行い、A� と A� に

対応する部位を特異的に増幅するためのプライマー

組（E�-E�R、E�-A�R）を構築した。

イ　日本タイプの完全甘ガキ識別のための DNA

マーカーの有効性

RFLP マーカー A�、A� に対応する部位を増幅す

るプライマー組み（E�-E�R、E�-A�R）に関して、

A� 領域を増幅するプライマー組み（E�-E�R）につ

いては調査した日本の非完全甘ガキ �� 品種全てで

増幅産物が認められた（図 ��0�-�）が、A� 領域を

増幅するプライマー組み（E�-A�R）については �

品種について認められたのみ（図 ��0�-�）で、A�

A1(8.0kb)
A2(6.5kb)

A1

121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

4.3kb

25

A2

121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

図1503-1　BC� 集団で分離した甘ガキと渋ガキの分子マーカーによる識別

図1503-2　A� 領域を増幅するプライマー組み（E�-E�R）での非完全甘ガキ �� 品種の PCR 分析

図1503-3　A� 領域を増幅するプライマー組み（E�-A�R）での非完全甘ガキ �� 品種の PCR 分析

�: 西条 , �: 正月 , �: 三国一 , �: 宮崎無核 , �: 会津身不知 , �: 紋平 , �: 衣紋 , �: 大丹羽 ,
�: 天竜坊 , �0: 田倉 ,��: 豊岡 , ��: 渡沢 , ��: 横野 , ��: 祇園坊 , ��: 甲州百目 , ��: 倉光 , ��: 甘百目 ,
��: 八島 , ��: 長建寺 ,�0: 三ヶ谷御所 , ��: 平核無 , ��: 葉隠 , ��: 愛宕 , ��: 岩瀬戸 , ��: 黒熊
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領域を有する品種は少なかった。

また、完全甘ガキ � 品種では A�、A� 領域に対応

するバンドは認められず（図 ��0�-�、図 ��0�-�）、

甘渋性識別に対するプライマーの有効性が示され

た。ただ、完全甘ガキ品種では、A� 領域を増幅す

るプライマー組み（E�-E�R）で調査した全ての品

種において �.�kbp 付近に鮮明な増幅産物が認めら

れ、この増幅産物が完全甘ガキ特異的なマーカーと

して使用できる可能性が示唆された。

次に、これらのプライマー組みを用いて交雑後代

での甘渋性識別の有効性を調査したところ、‘西村

早生’および‘会津身不知’を交雑親に用いた BC�

個体に対して、全ての個体で甘渋性を識別できるこ

とが確かめられた。ただ、‘黒熊’に‘太秋’を交

雑した F� 個体群（全て非完全甘ガキ）の中で、い

ずれのプライマー組みでもバンドが増幅しないのに

渋ガキである個体（甘渋性の識別が出来ない個体）

が �個体認められた。

ウ　中国タイプの完全甘ガキ識別のための DNA

マーカーの探索

AFLP 分析の結果、いくつかのマーカー候補が得

られたが、その中の１つの AFLP マーカーを用いて

サザンブロット分析を行ったところ、中国タイプの

完全甘ガキ後代においてのみバンドが認められ、こ

の AFLP マーカーが‘羅田甜柿’の完全甘ガキ形質

に連鎖していることが確かめられた（図 ��0�-�）。

エ　考　察

ア　日本タイプの完全甘ガキ識別のための DNA

マーカーの構築とその有効性

これまでの研究において、AFLP 分析から見出し

たマーカーをプローブとして用いた RFLP 分析に

より、甘渋性が識別できることを報告した �）。た

だ、RFLP 分析は非常に分析が煩雑で時間がかかる

こと、また、その分析にかなりの DNA 量を必要と

することなどから、実用的にはより簡便な分析方法

での DNA マーカー利用による甘渋性識別法の確立

が急務であった。今回、本研究成果で示されたよう

に、A� と A� の RFLP マーカーの塩基配列から、そ

れぞれに特異的な一部領域を PCR 分析によって増

幅することが可能であるプライマー組を構築するこ

とによって、簡便に甘渋性を識別できる可能性が明

らかとなった。また、A� 領域を特異的に増幅する

プライマー組み（E�-E�R）により、完全甘ガキに

M 1 2 3 4 5 6 7 8

4.3kb

A1

M 1 2 3 4 5 6 7 8

A2

図1503-4　A� 領域を増幅するプライマー組み

 （E�-E�R）

図1503-5　A� 領域を増幅するプライマー組み

  （E�-A�R）

�: 太秋 , �: 富有 , �: 御所 , �: 袋御所 , �: 晩御所 , �: 大和御所 , �: 藤原御所 , �: 出石小御所

図1503-6　AFLP マーカーをプローブとして用いた交雑個体 (F�) への

　　　　DNA ブロット分析の結果　　r: 羅田甜柿 , o: 晩御所
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特異的であると期待できる増幅産物を得ることがで

き、今後、この点を調査することによって、完全甘

ガキと非完全甘ガキの差異を塩基配列レベルで調査

することが可能になり、完全甘ガキで生じた変異を

特定できる可能性が示唆された。ただ、‘黒熊’の

後代において、非完全甘ガキであるにもかかわらず、

双方のプライマー組で増幅産物が得られなかった個

体が出現したことから、A� と A� 領域をもたない、

これまでに見出していない領域をもつ非完全甘ガキ

の存在が示唆された。

イ　中国タイプの完全甘ガキの特異性とその甘渋

性識別のための DNA マーカーの探索

AFLP 分析から見出した、中国タイプの完全甘ガ

キ形質に連鎖すると考えられる AFLP マーカーの

塩基配列を決定し、それをプローブとして用いた

DNA ブロット分析により、この AFLP マーカーが

中国タイプの完全甘ガキ形質に連鎖していること、

また、DNA ブロット分析でバンドが１つしか認め

られなかったことから、見出した塩基配列領域が甘

渋性に特異的であることが明らかとなった。今後、

この RFLP マーカーをシークエンスし、全塩基配列

を決定することで、中国タイプの甘渋性をより確実

に PCR 分析で識別できる DNA マーカーを構築する

ことが可能であることが示唆された。

オ　今後の課題

ア　日本タイプの完全甘ガキ識別のための DNA

マーカー

‘黒熊’においては A� および A� に対応する増幅

産物がそれぞれ得られ、また、完全甘ガキと交雑し

た F� 集団においても大部分の個体は A� あるいは

A� に対応する増幅産物を持ち、当初は作出したマー

カーでの甘渋性識別が全ての個体で可能であると思

われた。しかしながら、非完全甘ガキであるにもか

かわらず、F� 個体で A� および A� 領域を増幅する

プライマーで増幅産物を得ることが出来ない個体が

あることがわかり、新たな DNA マーカーの作出等、

この点の解決が急務となった。

また、DNA マーカーを利用した実用的な選抜育

種では、実生からの簡易 DNA 抽出法の開発が急務

となると思われ、今後解決すべき重要な課題である

と考えられる。

イ　中国タイプの完全甘ガキ識別のための DNA

マーカー

今回見いだした AFLP マーカーが、中国タイプの

完全甘ガキ形質を識別するために、どの程度有効で

あるのかを交雑個体集団を用いて検討する必要があ

る。このことにより、得られたシークエンスでの

PCR 分析による‘羅田甜柿’の有する完全甘ガキ

形質の簡易識別法が確立することが期待できる。た

だ、より有効な共優性マーカーを作出するためには

‘羅田甜柿’後代で分離した、完全甘ガキと非完全

甘ガキそれぞれからゲノムライブラリーを構築し、

AFLP マーカー領域を含むゲノミッククローンを単

離後、その塩基配列情報を解析した上で、プライマー

を作出する必要があるかもしれない。この点、今後

検討する必要があると考えられる。

カ　要　約

ア　日本タイプの完全甘ガキ識別のための DNA

マーカー

これまでに得られていた、甘渋性識別のための

RFLP マーカーの塩基配列を決定することにより、

そのマーカーに特異的な部位を PCR 分析で検出で

きるプライマー組を構築した。このことにより、実

際の完全甘ガキ育種での DNA マーカーの使用が可

能となった。ただ、一部このマーカーが適応できな

い場合もあり、その点を解決することが今後の課題

となった。

イ　中国タイプの完全甘ガキ識別のための DNA

マーカー

中国タイプの完全甘ガキ形質に連鎖する AFLP

マーカーを見出し、その塩基配列を決定後、DNA

ブロット分析のプローブとして利用したところ、こ

の塩基配列が中国タイプの完全甘ガキ形質に強く連

鎖している領域である可能性が示唆された。今後、

この領域を用いたプライマー組を構築し、多くの交

雑集団でその有効性を検討することで、より確実な

DNA マーカーが構築できるものと考えられた。
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４　カキの甘渋性識別のための DNA マーカーの

開発（２）新品種育成システムの開発に関す

る研究（1505）

ア　研究目的

カキには、秋季の果実成熟期に果実が渋くてその

ままでは食用にできない渋ガキ品種とそのまま食べ

られる甘ガキ品種とがある。渋ガキ品種は炭酸ガス

などにより渋を抜いて食用となる（脱渋）が、品種

により必ずしもその脱渋は容易ではない。したがっ

て、果樹研究所では優良な甘ガキ品種を育成するこ

とを主な目的とし、カキ育種を実施してきた。

カキはもともと渋ガキであったが、タンニン生成

能力が果実発育初期で欠損した完全甘ガキ品種が日

本において出現した。完全甘ガキが遺伝的に劣性で

あることから、これまでの完全甘ガキの育種には専

ら完全甘ガキ同士の交雑が行われてきた。

しかし、この完全甘ガキ出現の歴史は浅く、日本

に �,000 以上存在するカキ在来品種の中で完全甘ガ

キ品種はごく少数しか存在せず、変異の幅が狭い
�)。果形は似たものしか存在せず、裂果性を特異的

に持っており、晩生に偏っている。完全甘ガキ品種

同士は互いに近縁関係にあると考えられ、この間の

交雑を世代を超えて繰り返した結果、樹勢の低下、

果実重の減少などの問題が生じ、育種の障害となっ

てきた。したがって、優良な品種育成のためには非

完全甘ガキ（渋ガキ等）品種への交雑が必要である

が、カキは � 倍体であるため、在来品種同士の交雑

では完全甘ガキと渋ガキの交雑では完全甘ガキは出

現せず、完全甘ガキへの戻し交雑によってはじめて

��％程度の完全甘ガキ個体が出現する �)。

カキの選抜は結実促進のため、実生を成木に高接

ぎすることによっているが、�0a 当たり �00 本の実

生しか高接ぎできない。高接ぎ後３～４年目に果実

が初結実し、毎年、果実が結実したものから順次選

抜・淘汰を行っており、毎年新たに高接ぎできる実

生数は �0a 当たり �0 本程度である。この戻し交雑

集団の中から幼苗段階で完全甘ガキが選抜出来る

DNA マーカーを開発できれば、広大な圃場を必要

とし果実が結実するまで樹体の育成に長い年月を要

するカキの育種は画期的に進展する。

一方、わが国でのみ出現したと考えられていた完

全甘ガキが、中国でも出現していたことが近年明ら

かとなった �)。この完全甘ガキ‘羅田甜柿’は日本

の完全甘ガキと交雑すると渋ガキを分離したことか

ら、日本原産完全甘ガキとは異なる優性の甘ガキ性

の遺伝子を持つ可能性が考えられる �)。

本課題では、実用的な戻し交雑集団を多数育成し、

京都大学農学研究科と協力して開発した日本原産完

全甘ガキを識別する DNA マーカーの有効性を検証

するとともに、その DNA マーカーによる選抜を実

施することにより、新品種育成システムを構築する。

また、中国原産完全甘ガキに由来する実生集団を育

成するとともに、中国原産完全甘ガキ性の遺伝様式

を解明し、これを利用した新品種育成システムを構

築する。

イ　研究方法

ア　日本由来の ( 完全甘ガキ×非完全甘ガキ ) ×完

全甘ガキの戻し交雑集団の育成と甘渋性の識別

果樹研究所の実用的な育種では、完全甘ガキ同士

の交雑の障害に鑑み、優良な中間母本系統を選抜す

るとともに渋ガキの優良品種を育成することを目的

とし、���0 年より完全甘ガキと非完全甘ガキの交

雑を行い、選抜を続けてきた。その中で大果で食味

が優れ、多収性の安芸津�0号および��号を‘黒熊（非

完全甘ガキ）’×‘太秋（完全甘ガキ）’の交雑実生
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から選抜した。優良な完全甘ガキの後代を獲得する

べく、これらに完全甘ガキ品種・系統の戻し交雑を

行い、実生集団を育成した。

京都大学との共同研究により‘西村早生’に由来

する集団を用いて甘渋性を �00％識別できる２つの

RFLP マーカー A�、A� を開発した �)。育種の過程

では多数の交雑実生の甘渋性を識別しなければなら

ず、より簡便な方法が必要である。この RFLP マー

カーの有無を判別するべく設計された PCR プライ

マーを用い、PCR によって実生集団の甘渋性を葉

の DNA を用いて識別する。

イ　中国由来の完全甘ガキ性の遺伝様式の解明と

中国の完全甘ガキに由来する実生集団の育成

‘羅田甜柿’×‘晩御所’（日本原産完全甘ガキ）、

‘羅田甜柿’×‘四溝’（完全渋ガキ）の交雑実生を

選抜圃場の‘富有’（中間台木）に高接ぎして結実

促進させた。結実した果実を成熟期に収穫して甘渋

性を評価した。甘渋性は官能評価と果肉の褐斑の有

無により、また、一部はタンニン細胞の大きさによ

り判別した。

また、中国の完全甘ガキ‘羅田甜柿’に由来する

集団を育成し、一部を選抜圃場に高接ぎする。

ウ　研究結果

ア　日本由来の ( 完全甘ガキ×非完全甘ガキ ) ×完

全甘ガキの戻し交雑集団の育成と甘渋性の識別

安芸津 �0 号×‘甘秋（完全甘ガキ）’の後代 �,0��

個体、安芸津 �� 号×‘甘秋（完全甘ガキ）’の後代

��� 個体、‘富有（完全甘ガキ）’×安芸津 �0 号の

後代 ��� 個体、計 �,0�� 個体の戻し交雑集団を育成

した（写真 ��0�-�）。

DNA抽出は、SDS法を応用した抽出キット (Nucleon 

PhytoPure extraction kits, Amersham) によった。

RFLP マーカーの塩基配列を基にして A� のみを

検出できるプライマー対Ａ (E�-E�R)、A� のみを検

出できるプライマー対Ｂ (E�-A�R) が京都大学によ

り設計された。これらプライマー対を用いて PCR

による甘渋性の識別を行った。

安芸津 �0 号は A� の RFLP マーカーのみを有して

いる。プライマー対Ａを用いて安芸津 �0 号×‘甘

秋’のBC� �,���個体について PCRを行ったところ、

バンドなし���個体：バンドあり�0�個体となり、１：

１に分離した（図 ��0�-�）。

安芸津 �� 号は A� の RFLP マーカーのみを有して

いる。プライマー対Ｂを用いて安芸津��号×‘甘秋’

の BC� ��� 個体について PCR を行ったところ、バ

ンドなし ��� 個体：バンドあり �� 個体となり、バ

ンドなし個体のほうが多かった。

イ　中国由来の完全甘ガキ性の遺伝様式の解明と

中国の完全甘ガキに由来する実生集団の育成

‘羅田甜柿’×‘晩御所’の F� は完全渋ガキが

��個体、完全甘ガキが��個体であった。‘羅田甜柿’

×‘四溝’の F� は、完全渋ガキが �� 個体、完全甘

ガキが �� 個体であった。この甘渋性の分離につい

て、１：１の比を帰無仮説とし、χ� 検定したところ、

写真1504-1　交雑実生育成状況

図1504-1　A� 領域を増幅するプライマー対 (E�-E�R) による交雑実生の PCR 分析

　　　　矢印のバンドのある個体は非完全甘ガキ、無い個体は完全甘ガキ

　　　　左端は分子量マーカー
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� つの組合せとも �％水準で有意ではなく、仮説は

棄却されなかった。すなわち、中国の完全甘ガキ‘羅

田甜柿’に日本原産甘ガキを交雑しても渋ガキを交

雑しても、後代の甘渋性の分離は同様であると考え

られた。

‘羅田甜柿’に由来する実用的な交雑実生集団７

組合せ計 �0� 個体を育成した。その甘渋性の分離を

早期に調査するべく、選抜圃場に ��� 個体を高接ぎ

して結実促進を図った。

エ　考　察

ア　日本由来の ( 完全甘ガキ×非完全甘ガキ ) ×完

全甘ガキの戻し交雑集団の育成と甘渋性の識別

カキは � 倍体であり、安芸津 �0 号および安芸津

�� 号は、�つの染色体のうち半数が完全甘ガキに由

来し、他の半数は‘黒熊’（非完全甘ガキ）に由来する。

これまでに‘西村早生’に由来する集団について

は、非完全甘ガキ遺伝子と連鎖する�つのRFLPマー

カーと強く連鎖しており、その甘渋性を �00％識別

できた。しかし、‘黒熊’の持つ非完全甘ガキ遺伝

子の周辺の DNA に多型があると考えられるため、

この RFLP マーカーで識別できないものがある。

安芸津 �0 号は A� マーカーのみを有しており、

戻し交雑の結果、A� マーカーの有無は１：１に分

離したことから、A� マーカーと連鎖する非完全甘

ガキ遺伝子を１つだけ有していると考えられた。

安芸津 �� 号の後代については、バンドなし個体

のほうがかなり多かったが、これは抽出された DNA

の純度が低く、検出に用いた PCR の反応を阻害す

る物質の混入した個体があるためと考えられた。

イ　中国由来の完全甘ガキ性の遺伝様式の解明と

中国の完全甘ガキに由来する実生集団の育成

中国の完全甘ガキ‘羅田甜柿’に日本の完全甘ガ

キを交雑しても渋ガキを交雑しても、�：� に分離

したことから、‘羅田甜柿’は優性の完全甘ガキを

発現する優性遺伝子を �つだけ保持していると考え

られた。

中国由来および日本由来の完全甘ガキ性の遺伝

は、それぞれ異なる � つの遺伝子座によって支配さ

れるとし、前者が後者に対して上位であると仮定す

れば説明できる。

渋ガキと交雑する場合、‘羅田甜柿’は次代に半

数の完全甘ガキを分離することから、日本の完全甘

ガキを交雑親とするよりもはるかに高率で完全甘ガ

キを獲得でき、しかも近親交配とならないため、有

用な育種素材であると考えられた。

オ　今後の課題

ア　日本由来の ( 完全甘ガキ×非完全甘ガキ ) ×完

全甘ガキの戻し交雑集団の育成と甘渋性の識別

実用的な育種集団が‘黒熊’に由来する集団であっ

たことから、‘西村早生’に由来する集団で開発さ

れた２つの RFLP マーカーでは識別できない個体が

あるため、新たな DNA マーカーの開発が必要であ

る。また、実際の育種では多数の個体について甘渋

性を識別する必要があることから、品種等の差を超

えて、安定かつ迅速な DNA 抽出法の開発が必要で

あると考えられた。

イ　中国由来の完全甘ガキ性の遺伝様式の解明と

中国の完全甘ガキに由来する実生集団の育成

中国の完全甘ガキ‘羅田甜柿’と日本の完全甘ガ

キ・渋ガキとの交雑から生じた甘ガキ個体には、甘

ガキではあるが、わずかに渋みが感じられる個体が

生じた。さらに多くの交雑組み合わせについて検討

し、完全に渋みのない個体の出現率について解明す

べきと考えられた。

カ　要　約

ア　日本由来の ( 完全甘ガキ×非完全甘ガキ ) ×完

全甘ガキの戻し交雑集団の育成と甘渋性の識別

（非完全甘ガキ×完全甘ガキ）×完全甘ガキの実

用的な戻し交雑育種集団、� 組合せ、計 �,0�� 個体

を育成した。そのうち、１組合せ �,��� 個体につ

いて、‘西村早生’に由来する集団で開発された甘

渋性を識別する RFLP マーカーを判別する PCR を

行ったところ、甘渋性は �:� に分離し、半数がこの

RFLP マーカーを持っていると考えられた。

イ　中国由来の完全甘ガキ性の遺伝様式の解明と

中国の完全甘ガキに由来する実生集団の育成

中国の完全甘ガキ‘羅田甜柿’に日本の完全甘ガ

キを交雑しても渋ガキを交雑しても、後代の甘渋性

はおよそ �：�に分離した。‘羅田甜柿’は優性の完

全甘ガキを発現する優性遺伝子を �つだけ保持して

いると考えられ、この遺伝は、中国由来および日本

由来の完全甘ガキ性の遺伝は、それぞれ異なる２つ

の遺伝子座によって支配されるとし、前者が後者に
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対して上位であると仮定することにより説明できた。

渋ガキと交雑する場合、‘羅田甜柿’は日本の完

全甘ガキよりはるかに高率で完全甘ガキを獲得でき

たため、有用な育種素材であると考えられた。‘羅

田甜柿’に由来する実用的な交雑実生集団７組合せ

計 �0� 個体を育成し、��� 個体を選抜圃場に高接ぎ

して結実促進を図った。
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５　判別分析によるモモの重要形質の連鎖マー

カー取得と新しい育種システムの開発　

　　１．連鎖マーカーの取得（1506）

ア　研究目的

モモでは、これまでに SSR マーカーの作成とマッ

ピングに集中的に取り組み、� 連鎖群のほぼ全域を

カバーする約 ��0 種類の SSR マーカーの座乗位置

あるいは座乗領域を決定している。しかしながら、

栽培モモ品種の重要形質に連鎖する DNA マーカー

の作出が未だ不十分であり、また永年性作物であ

る果樹に適したマーカー育種システムが確立して

いない。

そこで本研究では、�) 経済栽培モモ数十品種を用

いて、ゲノム全域をカバーする SSR マーカーのジェ

ノタイプを基に、HelixTree ソフトで判別分析を行

い、重要形質の座乗場所の同定と形質に連鎖する

DNA マーカーを取得する（果樹研究所が担当）。重

要形質として、質的形質（果肉色、酸度＝果実 pH、

核の粘離性、雄性不稔等）および量的形質（成熟期、

糖度、果実重、果皮の着色等）の両者を対象とし、

福島県農総セ・果樹研での数年～ �0 年間の栽培試

験に基づくデータを用いる。�) 取得した DNA マー

カーを用いて、モモの育種集団 �集団約 ��0 個体を

用いて、DNA マーカー選抜の検証と新しいマーカー

育種システムを開発する（福島県農総セ・果樹研が

担当）ことを目的に研究を行った。

イ　研究方法

ア　モモ経済栽培品種のジェノタイピング

「白鳳」、「あかつき」、「川中島白桃」、「日川白鳳」、

「清水白桃」、「浅間白桃」など日本の主要経済栽培

モモ品種、「上海水蜜桃」、「白桃」、「大久保」など

日本の栽培モモの起源品種など、合計 �� 品種を供

試した。なお、現在の日本の経済栽培モモ品種の

ほとんどは、「上海水蜜桃」を起源として、３～数

世代進んだ交雑品種である。SSR マーカーは、連

鎖地図上の座位・領域が明らかになっている約 ��0

種類を用いた。�' 末に蛍光標識（Fam/Vic/Ned）し

た SSR プライマーで PCR を行い、得られた増幅

産物を DNA シークエンサー（ABI, ��00 Genetic 

Analyzer）により分離・検出した。内部標準の蛍

光ラベル DNA マーカー (�00HD-ROX) を指標に、

GeneScan ソフトを用いて増幅産物の断片長を解析

した。

イ　モモ経済栽培品種の形質評価と判別分析

福島県での数年～�0年間の栽培試験に基づく�種

類の質的形質データ（酸味、果実 pH、果肉色、核の

粘離性、花粉稔性、果肉の軟硬性、果肉の溶 / 不溶質）

と �種類の量的形質特性データ（収穫期 �、収穫期

�、果実重、糖度、果皮着色、果肉着色、核回り着

色）を用いた。モモ品種の形質データは、「あかつき」

を標準品種として補正を行い、年次間差、環境要因

差、樹齢による差を最小限に抑えたデータセットを
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用いた。なお、収穫期 �は成熟日数を �日区切りで

��ランクに分けたもの、収穫期 �は収穫日を上、中、

下旬ごとに��ランクに分けたものである。形質デー

タとSSR遺伝子型データを基に、HelixTreeソフトウェ

ア（Golden Helix 社）による判別分析を行い、区別マー

カー＝関連マーカーを取得した。

ウ　研究結果

ア　モモ経済栽培品種のジェノタイピング

連鎖地図上の座位が同定されている SSRマーカー

約 ��0 種類を用いて解析を行った結果、�� 種類の

SSR で品種間多型が得られた（図 ��0�-�）。各連鎖

群に �-�� 種類の SSR が座乗しており、第 �、�、�

連鎖群に約 �0cM のギャップがあるが、連鎖群のほ

ぼ全域をカバーしている。��種類のSSRマーカーで、

それぞれ �～ � の対立遺伝子が得られ、対立遺伝子

の合計は ��� であった。

イ　形質と SSR 遺伝子型の判別分析

質的形質である酸味、果肉色、花粉稔性、核の粘

離性については、各々 �-� 種類の関連する SSR マー

カーを取得することができた（表 ��0�-�）。酸度で

は第 �連鎖群上部に位置する MA0��a、果肉色では

第 �連鎖群中央部に位置する UDP��-00�、pchgms�、

CPPCT0��、核の粘離性では第 �連鎖群下部に位置

する BPPCT0��、BPPCT0�� を取得した。これらは

既報の形質の座位とほぼ一致していた �),�),�)。花

粉稔性は第 � 連鎖群上部に位置する BPPCT0��、

UDP��-��� と、果肉軟硬性は第 � 連鎖群の下部

に位置する UDP��-���、BPPCT0�� と、果肉の溶

/ 不溶質は第 � 連鎖群下部に位置する BPPCT0��、

CPPCT0�� と関連していた。後者の �形質について

は、座位が明らかではないため今後確認する必要が
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図1505-1　解析に用いた SSR マーカーと連鎖地図上の位置
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ある。また、取得した区分マーカーが育種実生集団

で利用可能かどうかを検証する予定である。

量的形質では、収穫期、果実重、糖度、果皮着色

に関連する区分マーカーが得られた（表 ��0�-�）。

収穫期 �（大まかな区分によるランク）では第 � 連

鎖群中央部に位置する M��a の他に、第 � 連鎖群中

央部、第 �連鎖群上部に複数の区分マーカーが、収

穫期１（成熟日数を基にした区分）では第 �連鎖群

の上部～中央部に位置する MA00�b、MD�0�a が得

られた。また、果実重では第 � 連鎖群の上部～中

央部に位置する � マーカーと第 � 連鎖群中央部の �

マーカーが得られた。糖度、果皮着色では、それぞ

れ第 �連鎖群最上部、第 �連鎖群中央部に位置する

PaCITA��、M�a が得られた。今後は、得られた区

分マーカーが育種実生集団で利用可能かどうかを検

証する必要がある。

エ　考　察

ア　モモ経済栽培品種のジェノタイピング

本研究で用いたモモ品種（＝現在の日本の経済栽

培モモ品種のほとんど）は、「上海水蜜桃」を起源

として、３～数世代進んだ交雑品種である。�� 種

類の SSR マーカーによる遺伝子型を基に、連鎖群

の各部分の遺伝ブロックを解析ことにより、供試品

種のグラフィカルジェノタイプの作成が可能であ

る。これらの情報は、将来のゲノムデザイン育種に

有用であると考えられる。

イ　形質と SSR 遺伝子型の判別分析

これまでに座位が明らかでなかった花粉稔性、果

肉軟硬性、果肉の溶 / 不溶質（以上質的形質）につ

いての区分マーカーを同定することができた。また、

収穫期、果実重、糖度、果皮着色（以上量的形質）

に関連する区分マーカーを取得することができた。

これらの区分マーカーについては、マーカーの信頼

性や実際の育種実生での選抜に利用可能かどうかを

見極める必要がある。

オ　今後の課題

ア　質的形質に関連する DNA マーカー

存在座位がほぼ明らかになった質的形質につい

て、より強く形質に関連するマーカーを取得する

ともに、育種上有用な複数の質的形質（酸度、果

P
MA026a 1.33E-17 5
UDP96-005 8.63E-11 1
pchgms3 2.01E-06 1
CPPCT026 8.91E-05 1
BPPCT042 3.62E-08 6
UDP98-416 6.76E-04 6
BPPCT035 4.71E-05 4
BPPCT023 1.54E-04 4
UDP98-412 2.44E-04 6
BPPCT025 3.67E-04 6
BPPCT028 3.17E-08 1
CPPCT029 3.17E-08 1
MA006b 1.53E-04 8
MD201a 1.52E-04 8
M12a 2.21E-06 4
M6a 5.53E-06 8
MA013a 5.53E-06 8
UDP98-025 4.34E-05 2
UDP98-025 5.08E-05 2
BPPCT001 3.96E-05 2
M6a 3.96E-05 8
PaCITA27 1.09E-06 2
M1a 7.77E-04 2

表1505-1　判別分析によって得られた区分マーカー
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肉色、花粉稔性）を同時に選抜するマーカーセッ

トを同定する。

イ　量的形質に関連する DNA マーカー

得られた量的形質の区分マーカーが実生集団に利

用かどうかを、複数年の調査により検証する。果樹

では、複数のマッピング集団での QTL 解析は困難

であるため、アソシエーション解析による選抜マー

カーの開発が有効である。今後、用いる材料やその

構造、マーカーの種類や数、解析理論などを確立し

ていく必要がある。　

カ　要　約

ア　判別分析によるモモの重要形質の連鎖マー

カー取得

モモ経済栽培品種 �� 品種を用いて、モモの連鎖

群全域をカバーする �� 種類の SSR マーカー遺伝子

型と各種重要形質との関連を、判別分析により解析

した。その結果、質的形質である酸味、果肉色、核

の粘離性については、それぞれ第 � 連鎖群上部、第

� 連鎖群中央部、第 � 連鎖群下部に位置付けられ、

これらは既報の形質の座位とほぼ一致していた。　

イ　量的形質に関連する DNA マーカーの取得

判別分析により、花粉稔性、果肉軟硬性、果肉の

溶 / 不溶質、収穫期、果実重、糖度、果皮着色など

の重要形質に関連する区分マーカーが得られた。今

後は、得られた区分マーカーが育種実生集団で利用

可能かどうかを検証する必要がある。　

キ　引用文献

１) Dirlewanger, E., E. Graziano, T. Joobeur, F. 

Garriga-Calderé, P. Cosson, W. Howad, and P. Arús 

(�00�) Comparative mapping and marker assisted 

selection in Rosaceae fruit crops Proc. Natl. Acad. 

Sci. USA �0�:����-����.

２) Yamamoto, T., M. Yamaguchi and Tateki Hayashi 

(�00�) An integrated genetic linkage map of peach 

by SSR, STS, AFLP and RAPD. J. Japan. Soc. Hort. 

Sci. ��: �0�-���.

３) 山本俊哉ら（�00�）DNA マーカーによる日本

の栽培モモ品種の果肉色および果実酸度の評価．

DNA 多型 ��: ��-��.

研究担当者（山本俊哉 *、西谷千佳子）

６　判別分析によるモモの重要形質の連鎖マー

カー取得と新しい育種システムの開発

　　２．モモ実生集団を用いた育種システムの

検証（1507）

ア　研究目的

モモでは、� 連鎖群のほぼ全域をカバーする約

��0 の SSR マーカーの座乗位置が決定している。し

かしながら、栽培モモ品種の重要形質に連鎖する

DNA マーカーの作出が未だ不十分であり、また永

年性作物である果樹に適したマーカー育種システム

が確立していない。そこで本研究では、農研機構果

樹研究所と共同して、経済栽培モモ数十品種を用い

て、ゲノム全域をカバーする SSR マーカーのジェ

ノタイプを基に、HelixTree ソフトで判別分析を行

い、重要形質の座乗位置の同定と形質に連鎖する

DNA マーカーを取得し、新しいマーカー育種シス

テムを開発することを目的とする。

日本の栽培モモ品種は、約 ��0 年前に中国から

導入された「上海水蜜桃」の子供である「白桃」

が起源品種とされており、日本の栽培モモ品種ほ

ぼすべてが「白桃」の血を引いている。現在、「上

海水蜜桃」から３～数世代進んだ交雑品種が、主

に経済栽培されている。このことから、日本の

栽培モモでは、連鎖不平衡を用いた association 

genomics のアプローチが、QTL を含む重要形質の

座乗位置の同定と連鎖 DNA マーカーの取得に有効

であると考えられる。

具体的に、モモの質的形質および量的形質に関

連した DNA マーカーの取得については、福島県農

業総合センター果樹研究所での数年～ �0 年間の栽

培試験に基づくデータを用いて、判別分析により

取得した DNA マーカーを、モモの交雑実生集団に

適用することで DNA マーカー選抜が可能かどうか

の検証を行い、マーカー育種システム導入の検討

を行った。

イ　研究方法

ア　HelixTree ソフトによる判別分析を行い、判

別マーカー＝連鎖マーカーを農研機構果樹研究所と

共同して取得した。なお、判別分析には、日本の栽

培モモ品種 �� 品種について、� 連鎖群をカバーす

る �� 種類の SSR マーカーを用いた。形質のデータ
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は、福島県における �� 品種の数年～ �0 年間の栽培

試験に基づき、「あかつき」を標準品種として各品

種の補正を行い、年次間差、環境要因差、樹齢によ

る差を最小限に抑えたデータセットとした。

イ　取得した区別マーカーが、福島県のモモ交雑

実生集団の選抜に利用可能かどうかを検証した。検

証に用いたモモの交雑実生 � 集団（ゆうぞら×ち

よひめ：No.��、あきぞら×ちよひめ：No.��、あ

かつき×はつおとめ：No.��、ゆうぞら×福島８

号：No.��、川中島白桃×福島８号：No.��、川中島

白桃×ゆうぞら：No.��、川中島白桃×ちよひめ：

No.�0、長沢白鳳×黄金桃：No.��）で合計 ��� 個体

（表 ��0�-�）からゲノム DNA を抽出し、SSR 分析

により各個体の遺伝子型を決定した。SSR 分析は片

方のプライマーの �' 末端に蛍光ラベル（Fam or Vic 

or Ned）して PCR を行い、増幅産物を ��00 Genetic 

Analyzer （ABI 社）を用いて分画した。内部標準の

蛍光ラベル DNA マーカー（�00HD-ROX）を指標に、

GENESCAN 解析ソフトで解析した。各個体の形質

調査はモモの系統適応性検定試験方法に準じて行

い、形質の判別・選抜が可能かどうかと選抜率につ

いて調査した。

ウ　研究結果

ア　HelixTree ソフトウェアを用いて、モモ品種

の果実および花の形質と遺伝子型との関連を解析

し、各種形質の判別マーカーを約 �0 種類選ぶこと

ができた。

イ　取得した区別マーカーが、福島県のモモ交

雑実生集団の選抜に利用可能かどうか検証したと

ころ、酸味と関連が見られた SSR マーカー MA0��a

では、遺伝子型が ��� を持つ個体は弱酸、��� をホ

モで持つ個体は強酸を示すことが、判別分析の結果

から推察された。そこで、遺伝子型から予想される

形質と実際の形質と照らし合わせた。たとえば、ゆ

うぞらと福島モモ � 号の交雑実生個体 No.��-� はヘ

テロ型の遺伝子型のため弱酸であることが予想さ

れ、実際の形質が pH�.� であったため判定は○と

した。No.��-� はヘテロ型の遺伝子型であったが、

pH�.� と強酸であり、判定は×とした（表 ��0�-�）。

� 集団のべ ��� 個体を用いたマーカーの適合率は、

��.�％であった。

ウ　果肉色と関連が見られた SSR マーカー

UDP��-00� では、��� をホモで持つ個体は果肉色が

黄色となることが推察された。実際に実生集団で検

証したところ、実生個体の果肉色とその遺伝子型は

ほぼ一致し（表 ��0�-�）、その適合率は ��.�％であっ

た。同様に花粉稔性と関連が見られた、SSRマーカー

BPPCT0�� についても検証を行ったところ、適合率

は、��.�％であった。これらの SSR マーカーについ

ては、大橋ら �) により報告されている。

エ　収穫期と関連が見られた SSR マーカー M��a

は、判別分析から、��� ホモ型の個体は収穫期が早

く、��� ホモ型の個体は収穫期が遅く、ヘテロ型

の個体は中間型となることが推察された。川中島

白桃×福島８号の交雑実生集団で検証してみると、

実生個体 No.��-� は ��� ホモ型で、実際の収穫期

もあかつきより収穫期が早いため、判定は○とし

た。No.��-� はヘテロ型で、実際の収穫期は早かっ

表1506-1　検証に用いた交雑実生集団 表1506-2　MA0��a を用いた組み合わせ

番号 �� での検証（酸味）

表1506-3　UDP��-00� を用いた組み合わせ

番号 �� での検証（果肉色）
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たため、判定は×とした（表 ��0�-�）。収穫期判

別マーカーの交雑実生７集団 ��� 個体での適合率

は �0.�％であったが、川中島白桃×福島８号の集

団では、適合率は ��.�％と高い値であった。また、

遺伝子型では、��� ホモ型の個体は、あかつきより

平均で �.� 日早く、ヘテロ型の個体が ��.� 日遅く、

��� ホモ型の個体が ��.� 日遅く、��� の対立遺伝

子が早生（��� の対立遺伝子が晩生）に関連するこ

とがわかった。

エ　考　察

質的形質において、実生の SSR マーカー遺伝子

型と表現型が一致していない個体は、遺伝子の組み

換えや変異が起こったことによるものと推察され

る。しかし、質的形質である酸味で ��.�％、果肉

色で ��.�％、花粉稔性で ��.�％と、高い実生適合

率が示されたことから、質的形質における判別マー

カーの有効性が示された。

量的形質である収穫期において、両親が川中島白

桃×モモ福島８号の中生～晩生同士の交雑組み合わ

せで、中生よりは早い個体を選抜することは、経験

上困難と考えられていた。しかし、川中島白桃×福

島８号の集団の遺伝子型と収穫期の個体数分布を見

ると、個体数は少ないが、��� ホモ型の遺伝子を持

つ実生で、あかつきより早く収穫できる実生が存在

した。また、福島県育成系統「モモ福島 �号、�0 号、

�� 号」は品質の良好な早生系統として選抜されて

おり、「福島 �� 号（川中島白桃×福島８号交雑実生

個体 ��-�）」は確かに ��� ホモ型であり、「福島 �号、

�0 号」においても ��� ホモ型遺伝子を持つことか

ら（表 ��0�-�）、選抜において収穫期判別マーカー

の有効性が示された。このことから、座乗染色体上

の近傍マーカーの取得により、判別マーカーを取得

できる可能性が示された。

オ　今後の課題

モモの質的形質の同時選抜には、今回判別マー

カーが取得できた酸味、果肉色、花粉稔性に加えて、

肉質の４形質が大きな目標であり、そのためにも、

肉質の判別マーカーの取得が重要であり、肉質を左

右する溶不溶性、硬軟肉性の判別マーカーの取得が

必須である。また、交雑実生集団を使って有効性が

検証できたマーカーについては、今後マーカー育種

を積極的に利用していく計画である。

量的形質に関しては、環境のふれが大きいものも

あり、実生個体の安定したデータとするために複数

年の継続調査を行い、今後さらにデータを蓄積する

必要がある。量的形質では、異なる場所に存在する

複数の判別マーカーが得られていることから、マー

カー間の相互作用を含めて解析を進めていく必要が

ある。また、判別分析から、収穫期では第 � 染色体

上の SSR マーカーが数種類選抜され、この場所に

収穫期に関与する遺伝子の存在が推察されることか

ら、近傍マーカーを取得する必要がある。

カ　要　約

判別分析によりモモの形質と関連するマーカーの

取得を試み、交雑実生集団を用いて、実際の育種に

応用できるかを検証したところ、質的形質である酸

味、果肉色および花粉稔性を判別するマーカーを取

得することができた。量的形質では、収穫期判別マー

カーが使用できることが示され、同様のアプローチ

により量的形質に関連したマーカーが取得できる可

能性が示唆された。得られた質的・量的形質の判別

表1506-4　M��a を用いた組み合わせ

番号 �� での検証（収穫期） 表1506-5　福島系統の収穫期と M��a の遺伝子型
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マーカーにより、複数の重要形質を同時に DNA マー

カーにより選抜することができる。また、目的とす

る形質の個体を獲得するために、目標に最も近い遺

伝子構成を持つ両親を交配するデザイン育種への応

用の可能性が示され、このシステム構築に DNA マー

カーが利用可能であることが示された。

キ　引用文献

１) 大橋義孝ら（�00�）モモ品種の果実および花形
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研究担当者（大橋義孝＊、小野勇治、木幡栄子、岡
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７　ナシ黒星病抵抗性の連鎖 DNA マーカー開発

および集積による耐病性育種システムの構築

（1508）

ア　研究目的

ニホンナシ黒星病（病原菌Venturia nashicola）は、

ニホンナシ栽培において最も問題になっている病害

である。ニホンナシ経済栽培品種の中には黒星病に

抵抗性を示すものは存在せず、在来ニホンナシ品種

「巾着」、多くのセイヨウナシ、チュウゴクナシ等に

抵抗性を示す品種が存在することが知られている。

これら抵抗性品種の抵抗性はいずれも単一優性であ

るとされているが、抵抗性が同じ遺伝子（座）に支

配されているかどうか、抵抗性因子の遺伝子地図上

の場所情報等は未だ断片的である。本課題では、ニ

ホンナシ品種「巾着」、セイヨウナシ品種「ラ・フ

ランス」などが持つ黒星病抵抗性の遺伝解析を行い、

抵抗性座を連鎖地図上にマッピングして存在位置を

明らかにすること、および各品種の抵抗性に連鎖す

る DNA マーカーの単離を目的とする。

イ　研究方法

ア　巾着の黒星病抵抗性に連鎖するマーカーの取

得と STS 化

「秋麗」× ���-��（「巾着」×「豊水」）集団 ���

個体に加え、「豊水」× �0-��（「筑水」×「巾着」）

集団 ��0 個体（茨城県農業総合センター育成）を用

いた。親および各個体からゲノム DNA を抽出して

多型解析を行うとともに、黒星病抵抗性検定を実施

した。DNA マーカーとして、第 � 連鎖群に座乗す

るリンゴやナシ由来の SSR マーカー約 �0 種類、お

よび黒星病抵抗性に関連する � 種類の RAPD マー

カー（��00 種類の RAPD から選抜、Iketani ら �））

を用い、また ��� プライマー組合せで AFLP 分析を

行った。黒星病抵抗性近傍のマッピングを行うとと

もに RAPD マーカー（一部 AFLP マーカー）の STS

化を行った。増幅断片を TA クローニングキットで

クローニングし、塩基配列を決定後 STS プライマー

を設計し、実験に供試した。

イ　ラ・フランスの黒星病抵抗性の QTL 解析

「新星」× ���-��（「豊水」×「ラ･フランス」）

の F� 集団 �� 個体を用いた。ナシ由来の SSR マー

カー �0� 種類、リンゴ由来 SSR を �� 種類用いて

SSR 分析を行った。AFLP Analysis System II を用

い、合計 �0 プライマー組合せで AFLP 分析を行っ

た。各増幅産物を、DNA シークエンサーにより検

出後、GeneScan ソフトを用いて解析した。多型の

得られたマーカーを基に、JoinMap ver�.0（LOD=�）

を用い、「ラ･フランス」の連鎖地図を作成した。

黒星病抵抗性検定では、F� 集団および両親の完全

展開葉（上位 � 葉）各 �� 枚を用い、胞子懸濁液 �0 

µl を合計 �� ケ所に滴下接種し、約 � ケ月後に発病

を調査した。各個体での病徴の評価は、分生胞子

形成が認められない個体（抵抗性）と、分生胞子

形成を伴う病斑が認められた個体（感受性）の二

段階評価とした。なお、黒星病抵抗性は、����、

�00�、�00�年の�回行った。得られた結果に基づき、

MapQTL ver�.0 を用い、LOD 値 �.� を閾値として

QTL 解析を行った。　

ウ　巾着の後代実生個体の SSR 遺伝子型解析

「秋麗」× ���-��（「巾着」×「豊水」）の実生集

団について、�00�～ �00�年の�年間形質評価を行っ

た。総じて果実の大きさや外観は良好な個体が多

かったが、食味の悪い個体や果実のボケる個体が目

だった。�� 個体（�個体：形質が比較的良好、�個体：

形質不良）の実生を選び、��� 種類の SSR マーカー

で遺伝子型を評価した。　

エ　巾着の BAC ライブラリーの作成

STAFF の支援により、「巾着」から BAC ライブ

ラリーを作成した。「巾着」の葉からプラグを作
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成し、Hin dIII でゲノム DNA を部分消化した後、

pIndigoBAC� Hin dIII ベクターにライゲーションし

た。

ウ　研究結果

ア　巾着の黒星病抵抗性に連鎖するマーカーの取

得と STS 化

「秋麗」× ���-��（「巾着」×「豊水」）集団 ��� 個体、

「豊水」× �0-��（「筑水」×「巾着」）集団 ��0 個

体を用いて解析を行った結果、Terakami ら �) のよ

うに、黒星病抵抗性座から �-��cM の距離に、� 種

類 の RAPD マ ー カ ー（OPW�、OPAW��、OPO�、

OPAQ��）とリンゴ由来の SSR マーカー Hi0�C0�、

� 種類の AFLP マーカーをマッピングできた（図

��0�-�、RAPD は STS-OPxx と同じ位置）。� 種類の

RAPD マーカーすべてと � 種類の AFLP マーカーを

STS 化することができた（図 ��0�-�）。既存のナシ

連鎖地図（セイヨウナシ品種「バートレット」）と

比較したところ、「巾着」の黒星病抵抗性は、第 �

連鎖群中央部に位置していた。また、リンゴの連

鎖地図（品種「Discovery」）に位置付けられている

リンゴ黒星病抵抗性遺伝子Vf（図 ��0�-� 中の CH-

Vf�）と、同じ第 � 連鎖群にあるが場所が異なること

がわかった。

イ　ラ・フランスの黒星病抵抗性の QTL 解析

合計 ��� マーカーから構成される �� 連鎖群、全

長 �,���cM の地図距離を持つ「ラ･フランス」の連

鎖地図を基に解析を行った。なお、本地図は染色
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図1507-1　巾着、バートレット、リンゴの第 �連鎖群の連鎖地図

Kin�a、Kin�b、Ba�、Apple� は、それぞれ秋麗× ���-��（巾着×豊水）で作成し

た巾着の第 � 連鎖群の連鎖地図、豊水× �0-��（筑水×巾着）で作成した巾着の

地図、バートレットの地図、リンゴ品種 Discovery の地図を示す。巾着由来の黒

星病抵抗性座を Vnk で、STS マーカーを太字で、ナシ由来の SSR を下線で、リ

ンゴ由来の SSR を斜字体で表す。共通の SSR マーカーを点線で示す。
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体基本数 �� に収束し、ほぼ飽和な連鎖地図である。

黒星病検定の結果、F� 集団では抵抗性 (R)：り受

性 (S) ＝ ��：�0 であった。黒星病抵抗性遺伝子座

は連鎖地図に座乗せず、� 因子以上の支配である可

能性が示唆されたため、QTL 解析を行った。その

結果、第 � 連鎖群、�� 連鎖群で LOD 値 �.� 以上の

ピークが確認された。なお、第 � 連鎖群の QTL は、

LOD=�.��、寄与率 ��.�%、第 �� 連鎖群の QTL は

LOD=�.��、寄与率 �0.�% であった。

ウ　巾着の後代実生個体の SSR 遺伝子型解析

供試した ��� 種類の SSR マーカーのうち、�� 種

類の SSR 座で多型が見られ、「巾着」由来の対立遺

伝子が存在するかどうかを解析した。実生集団 ��

個体で、�� 座～ �� 座で「巾着」由来の対立遺伝子

が観察された。中でも、系統番号 ��0-� は複数年の

評価で果実形質が良好であり、あと一世代進めるこ

とにより新品種候補が育成できる可能性がある。評

価した �� 座のうち「巾着」由来の対立遺伝子が ��

座と少なかった（「豊水」由来が �� 座）。

エ　巾着の BAC ライブラリーの作成

ニホンナシ品種「巾着」から、平均インサート長

���kb、クローン数 ��,��0 の BAC ライブラリーを

作成した。本BACライブラリーは、ナシのゲノム（約

�00Mb）の約 �� 倍をカバーしている。　

エ　考　察

ア　巾着の黒星病抵抗性に連鎖するマーカー

「巾着」の黒星病抵抗性の座位を第１連鎖群の中

央部に同定するとともに、連鎖する DNA マーカー

を多数取得することができた。今後、「巾着」の

BAC ライブラリーを利用することにより、より強

く連鎖する DNA マーカーの開発や異なる集団でも

利用できる DNA マーカーの開発が可能となった。

マーカー選抜による「巾着」の黒星病抵抗性を導

入したニホンナシ経済栽培品種の育成に目処が付

いた。　

イ　ラ・フランスの黒星病抵抗性の QTL 解析

これまで、セイヨウナシ品種「ラ・フランス」

の黒星病抵抗性は優性一因子支配と報告されてい

た。本研究の QTL 解析により、二因子以上の支配

である可能性が示唆され、第 � 連鎖群に比較的大

きな作用を持つ QTL が存在することが明らかと

なった。由来の異なるナシ黒星病抵抗性集積によ

るゲノム育種を進めるための情報として有用であ

る。　

オ　今後の課題

ア　ニホンナシ黒星病抵抗性の連鎖 DNA マー

カー開発

本研究で取得したナシ黒星病抵抗性の連鎖 DNA

マーカーを用いて、「巾着」由来の黒星病抵抗性個

体のマーカー選抜を進めるとともに、BAC クロー

ンを用いて（異なる集団でも利用可能な）多数の選

抜 DNA マーカーを開発する。　

イ　ナシ黒星病抵抗性集積による耐病性育種シス

テムの構築

チュウゴクナシの黒星病抵抗性について、抵抗性

の座位の同定と連鎖する DNA マーカーの取得を行

うとともに、「巾着」や「ラ・フランス」の黒星病

抵抗性を集積してゲノム育種を行うためのシステム

構築を行う。　

カ　要　約

ア　ニホンナシ黒星病抵抗性に連鎖する DNA

マーカー

� 種類の解析集団を用いた遺伝解析とマッピン

グから、黒星病抵抗性と強く連鎖する � 種類の

DNA マーカーを開発した。�種類の RAPD マーカー

を STS 化したマーカー、および取得した３種類の

AFLP マーカーのうちの１種類を STS 化したマー

カーと、１種類の SSR マーカーが選抜に利用可能

である。「巾着」の黒星病抵抗性は第１連鎖群中央

部に位置しており、リンゴ黒星病抵抗性遺伝子 Vf

と同じ連鎖群に存在するが位置が異なっていた。　

イ　ラ・フランスの黒星病抵抗性

��� マーカーから構成される �� 連鎖群、全長

�,���cM の地図距離を持つ「ラ･フランス」の連鎖

地図を基に、黒星病抵抗性の QTL 解析を行った結

果、第 � 連鎖群と第 �� 連鎖群に有意な QTL が確認

された。これまで、優性一因子支配とされていた「ラ・

フランス」の黒星病抵抗性は、二因子以上の支配で

ある可能性が示唆された。　
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第６章　野菜・茶

１　キュウリのうどんこ病抵抗性に関する DNA

マーカーの作出（1602）

ア　研究目的

キュウリうどんこ病に対しては、夏秋の高温期発

現型の抵抗性品種が育成されているが、低温期には

抵抗性の発現が低下するため、秋～春期のハウス

栽培において深刻な問題となっている。特にキュウ

リは、収穫が栄養成長と同時並行で起こり、毎日収

穫が行われるという特徴があるため、農薬散布によ

る防除は不完全なものとならざるを得ない。加えて

農薬残留の危険性もある。このため、低温期にも有

効なうどんこ病抵抗性品種の開発が望まれている。

これまで野菜茶業研究所ウリ科育種研究室によっ

て、低温期にもうどんこ病に強度抵抗性 ( 及び、べ

と病抵抗性 ) を示す素材 PI���0��-� がキュウリ遺

伝資源中から見出されおり、これを用いた育種が始

められている。しかしながら、抵抗性は劣性で、か

つ遺伝様式が複雑で量的形質を示し、育種が非常に

困難な状況にある。本課題は、この育種素材を用

いた新品種育成の効率化のために、抵抗性の量的

形質 (QTL) 解析及び DNA マーカーを利用した選抜

(Marker-assisted selection) を行うためのマーカー開

発を目的とする。

イ　研究方法

ア　分析材料の作成と抵抗性検定

罹 病 性 親 系 統‘ 山 東 ’ 及 び 抵 抗 性 親 系 統

PI���0��-� と、両者の交配に由来する組換え型近

交系 F� 集団を材料に用いた。各系統におけるうど

んこ病抵抗性の検定は、従来の胞子散布法ではなく

胞子懸濁液をスプレーする手法（分生子懸濁液噴霧

法）を用いて接種を行った。子葉展開時に接種後、

�� ℃と�0 ℃の�種類の温度条件下で検定を行った。

イ　多型解析

両親系統及び F� 集団の各系統の葉からゲノム

DNA を抽出し、主に AFLP と SSR を用いて多型解

析を行った。‘山東’より抽出したDNAからゲノミッ

クライブラリーを作成して GT または GA 塩基の ��

回反復配列をプローブに用いてスクリーニングを行

い、SSR の単離を行った。またキュウリにおいて報

告されたマイクロサテライト周辺領域のプライマー

(Fazio ら �00�) のうち、反復数の多いプライマー ��

対を利用した。加えて、同プロジェクトに参画して

いる野菜茶業研究所から分譲されたメロンのマイク

ロサテライトマーカー（吹野ら �00�）�� 対プライ

マーを用いた。SSR の多型は、キャピラリーシーケ

ンサー (Beckman CEQ�000XL) 及び �0% ポリアクリ

ルアミドゲルで検出した。AFLP 解析は常法を多少

改変したもので行い、増幅産物の分析にはキャピラ

リーシーケンサーを用いた。

ウ　連鎖地図作成と QTL 解析

JOINMAP �.0 を用いて連鎖地図を作成し、QTL

解析には MAPQTL �.0 を用いた。QTL の検出には

Interval mapping 法を用い、LOD 値 �を閾値とした。

エ　うどんこ病抵抗性遺伝子連鎖 STS マーカー

の開発

検出された QTL 近傍の AFLP マーカーを �0% ポ

リアクリルアミドゲルで分画後、バンドを回収し

てクローニングし、塩基配列を決定した。その塩基

配列を元に特異的なプライマーを設計し、STS マー

カーへと変換した。

ウ　研究結果

ア　分析材料の作成と抵抗性検定

世代促進により、F� 集団 ��� 系統を得ることが

できた。それらのうち �� 系統を分析に用いた。抵

抗性検定手法に関しては、F� 集団におけるうどん

こ病の発病程度は各系統において連続的な分布を示

し ( 図 ��0�-�)、複数の遺伝子が関与していること

が推察された。

イ　キュウリ連鎖地図作成

連鎖解析の結果、� 連鎖群、��� マーカーから成

る全長 ��� cM の連鎖地図を得た。連鎖地図には、

キュウリの SSR に加えてメロンの SSR マーカーを

含む。残念ながらそれらの多くがキュウリではバン

ドを全く増幅しなかったため、連鎖地図に座乗した

メロン SSR は供試数全体の約 � 割であった。しか

しながら、キュウリの連鎖解析を行う上でメロンの

情報を利用可能であることが確認できた。

ウ　うどんこ病抵抗性の QTL 解析

以上のデータを元に QTL 解析を行った結果、�� 

℃条件下では第 �連鎖群に抵抗性を �0% 説明する �

箇所の QTL が検出された。一方、�0 ℃条件下では �
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箇所に QTL が同定され、それらの QTL の総和は抵

抗性の �0% を説明した（表 ��0�-�）。うち第 �連鎖

群の QTL は‘山東’に由来するものだった。これら

の QTL のうち、第 �連鎖群に検出された QTL のピー

クは、両温度条件で同一位置にあった（図 ��0�-�）。

このことから、この QTL は、温度に関わらず抵抗性

に重要な働きを持つ遺伝子座であることが推察され

た。一方、第 �及び第 �連鎖群にある �つの QTL は

低温条件下のみで検出され、低温条件下特異的な抵

抗性に関与していることが示唆された。

エ　うどんこ病抵抗性に連鎖する STS マーカー

の開発

AFLP マーカーのうち QTL 近傍の重要なマーカー

� 個に関しては、バンドをクローニング後に塩基配

列を決定し、STS マーカーへ変換した（図 ��0�-�）

（Sakata ら �00�）。

1
2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1)     2)  LOD  (%)      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 °C  391-395STS  1  36.4  13.03  49.6  1.258 

20 °C  391-395STS  1  36.4  5.24  23.2  0.868 
20 °C  171-179STS  2  57.3  3.91  17.6  0.735 
20 °C  116STS  3  21.7  4.10  19.0 0.768 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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図1601-1　F� 集団におけるうどんこ病発病程度の分布

　　　　�) いずれも �回の検定の平均値を示す

表1601-1　キュウリうどんこ病抵抗性の QTL 解析

図1601-3　うどんこ病抵抗性に連鎖する STS マーカーの電気泳動像

　　�) 写真内のアルファベットは遺伝子型（A：‘山東’型、B：PI���0��-� 型）

　　�) “－”は、優性マーカーのため片方の遺伝子型が不明であることを示す

図1601-2　第 �連鎖群における QTL

　　　　�) 矢印は LOD 値のピーク
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エ　考　察

ア　うどんこ病抵抗性の QTL 解析

キュウリうどんこ病抵抗性については、これまで表

現形質に基づいたマーカー密度の疎な連鎖地図しか報

告例がなく、今回の成果は、分子マーカーから成る連

鎖地図上にうどんこ病抵抗性の QTL を位置づけた初

めての例である。QTL 近傍の STS や SSR マーカーを

元にして、今後、他の系統において、うどんこ病抵抗

性遺伝子を研究する上でも重要な情報源と成り得る。

イ　STS マーカーの改良

抵抗性遺伝子座近傍のマーカーのいくつかを STS

化した。多くは共優性マーカーとなり、選抜に利用

可能であると考えられる。しかし、多型の塩基数の

差が両親間で小さいため遺伝子型の識別にはアクリ

ルアミドゲルを使うなどの注意が必要である。今後、

より識別の容易なマーカーへの改良の必要性が生じ

る可能性もある。

オ　今後の課題

ア　キュウリ連鎖地図の充実

作成された連鎖地図は、そのサイズと独立マー

カーがほとんどないことからゲノム全体を概ねカ

バーしているものと推察されたが、キュウリの染色

体数 (n=�) と同一にはなっていない。マーカー数を

増やし染色体数に収束させる必要がある。

イ　抵抗性遺伝子座の遺伝子数

第 � 連鎖群の QTL は、LOD 値 � 以上の領域が長

くブロードであるが、この座が単一の抵抗性遺伝子

から成るのか、複数遺伝子から成るのか不確定であ

る。この領域で組換えを起こしている系統を作成し

て抵抗性検定を行い、確認する必要もある。

カ　要　約

ア　うどんこ病抵抗性の分析材料の作成と抵抗性

検定、連鎖地図の作成

温度非依存性うどんこ病強度抵抗性を示す

PI���0�� と罹病性キュウリ系統‘山東’との交配

に由来する組換え型近交系を材料に用いて連鎖解析

を行い、��� マーカーから成る全長 ��� cM の連鎖

地図を得た。

イ　QTL 解析とうどんこ病抵抗性連鎖 STS マー

カーの開発

QTL 解析の結果、��℃条件で � 箇所、�0℃条件

で � 箇所の QTL が検出された。QTL 近傍の重要な

マーカーは、選抜に利用可能な STS マーカーへ変

換した。

キ　引用文献
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２　ハクサイの根こぶ病抵抗性に関する DNA

マーカーの作出（1603）

ア　研究目的

根こぶ病はアブラナ科野菜にとって難防除土壌病

害の一つである。特にハクサイの栽培では根こぶ病

防除に年間約二十億円規模の薬剤が散布されている

にもかかわらず、直接的な被害も数十億円と推定さ

れている。特に汚染地域では根こぶ病抵抗性（CR）

品種が利用されているが、近年、病原菌の病原性分

化に起因すると考えられる CR 品種の罹病化事例が

増加している。しかし、CR 品種を侵す菌に対して、

CR 抵抗性素材（飼料用カブ）は以前抵抗性を示す

ことから、ハクサイの根こぶ病抵抗性は、単一遺伝

子ではなく、複数の遺伝子により支配されていると

考えられる。複数遺伝子に支配された形質を対象に

育種を効率的に進めるために、DNA マーカーの利

用は有効である。そこで、本研究では、まず宿主範

囲の異なる根こぶ病菌株を用いて、複数の根こぶ病

抵抗性遺伝子座を明らかにするとともに、同定した

抵抗性遺伝子座の集積程度と抵抗性の関係について

詳細に検討した。また、高精度マーカーの開発に向

けて遺伝子座の周辺領域を詳細化した。さらに、開

発したマーカーを用いて、宿主範囲の広い菌株に対
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して抵抗性を示す育種素材を育成することを目的と

した。

イ　研究方法

ア　�つの根こぶ病抵抗性遺伝子に連鎖する DNA

マーカーの開発と抵抗性遺伝子座周辺領域の詳

細化

ａ　抵抗性遺伝子座に連鎖する DNA マーカー

の作出と選抜効果

⒜　抵抗性遺伝子遺伝子座に連鎖する DNA

マーカーの作出

本実験では供試材料として、根こぶ病罹病性系

統「はくさい中間母本農 � 号」（A��0�）とヨーロッ

パ飼料用カブ「Siloga」由来の抵抗性系統「G00�」

を用いた。これらはいずれも半数体倍化（DH）系

統である。根こぶ病抵抗性検定では、種子を用い

た病土挿入法で行う。そのため、F� 世代の各個体

を１系統として、各系統から得られた F� 世代の種

子 � 区 � ～ �0 粒を � 反復として検定に用いた。宿

主範囲の異なる � つの異なる根こぶ病菌 Ano-0� と

Wakayama-0� を別々に接種し、無病徴を示す 0 か

ら激甚の � まで発病指数を設定した。� 区 � ～ �0

個体で � 反復の発病指数を平均した値を F� 系統の

抵抗性程度とした。RAPD、RFLP、SSR マーカーを

用いて複数の QTL に連鎖する DNA マーカーの開発

を行った。

⒝　�つの抵抗性遺伝子座の解析

これまで根こぶ病抵抗性は優性形質と報告されて

きた。我々が見出した根こぶ病抵抗性第一座（以下

Crr�）と根こぶ病抵抗性第二座（以下Crr�）の抵

抗性の発現を詳細に調べた。実験供試材料として、

Crr� に連鎖する SSR マーカー BRMS��� をヘテロ、

Crr� に連鎖する SSR マーカー BRMS0�� を罹病性ホ

モ型にもつ「No.�」と、BRMS��� と BRMS0�� をと

もにヘテロ型にもつ「No.��」の � 系統の F� を用い

た。F� 種子約 �0 粒を根こぶ病 Ano-0� 菌株を用い

た病土挿入法により、発病指数を調査するとともに

各個体別に SSR マーカーの遺伝子型を決定し、抵

抗性と遺伝子型を比較した。

ｂ　高精度マーカー開発のための抵抗性遺伝子座

周辺の詳細化

⒜　シロイヌナズナとのゲノムシンテニーを活

用した効率的マーカーの開発

マーカーによる高い選抜効果を得るためには、

マーカーと遺伝子座間の距離が可能な限り短いこと

が望まれている。Crr� とCrr� にはそれぞれ � つの

SSR マーカーが連鎖しているが、必ずしも十分な

マーカーとは言えず、より近傍のマーカーが複数必

要である。一方で、同じアブラナ科に属するモデル

植物のシロイヌナズナの全塩基配列情報は公開され

ており、情報の検索が容易に可能である。そこで、

Crr� とCrr� に連鎖している DNA 配列とシロイヌ

ナズナゲノムとの相同性検索を行い、連鎖マーカー

がシロイヌナズナゲノムのどの領域と相同性をもつ

かを明らかにした。さらにその周辺領域の DNA 情

報から新たにプライマーを構築し、A��0� と G00�

間で多型を示すマーカーの位置を連鎖地図上に確定

させ、Crr� とCrr� に連鎖する新たなマーカーを効

率的に開発した。

⒝　F� 大量個体のスクリーニングによるマー

カー間距離の詳細化

マーカー選抜において、マーカーと抵抗性遺伝子

の座乗位置がどの程度離れているかを把握すること

は、極めて重要なことである。特にCrr� の解析に

用いた �� 個体から構成された F� 集団では、この領

域に大きな歪みが認められたため、正確な距離は見

出せなかった。また上記のシロイヌナズナのシン

テニーから構築されたマーカーの正確な座乗位置

を求めるためにも、より大量 F� 個体を用いた詳細

連鎖地図の作成が必要である。そこで �,��0 個体か

ら DNA 抽出し、Crr� とCrr� にそれぞれ連鎖する

� つの SSR マーカー BRMS��� と BRMS0�� および

BRMS0�� と BRMS�00 間のマーカー遺伝子型を決定

した。２つのマーカー遺伝子型で異同のある個体に

ついては、次世代の種子を取り、抵抗性検定により

抵抗性遺伝子の有無および新たに得られたマーカー

の座乗位置を特定した。

⒞　染色体歩行による抵抗性遺伝子を座乗する

BAC クローンの単離と解析

抵抗性遺伝子の単離と同定は、究極の選抜用の

マーカーとなりえるだけでなく、複数存在する根こ

ぶ病抵抗性遺伝子が相同性検索により、容易にク

ローニングできる可能性を秘めている。そこで、抵

抗性遺伝子の単離および高精度のマーカーの開発を

目的にポジショナルクローニングによる抵抗性遺

伝子単離を試みた。まず、抵抗性系統「G00�」か
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ら巨大 DNA 断片を抽出し、BAC（Bacterial Artificial 

Chromosome）ライブラリーの構築を行った。次に

Crr� とCrr� で最も近傍と見られる DNA マーカー

座乗位置から歩行を開始した。また BAC クローン

の末端配列の情報からマーカーを構築し、上記で得

られたマーカー間組換え個体のマーカー遺伝子型を

決定することにより、Crr� とCrr� の座乗位置を絞

り込んだ。

イ　ハクサイ根こぶ病抵抗性遺伝子連鎖マーカー

を活用した強度抵抗性素材の作出

ａ　マーカー選抜による強度抵抗性素材の育成

はくさい中間母本農 � 号 (A��0�) とヨーロッパ飼

料用カブ「Siloga」由来の根こぶ病抵抗性系統 (G00�)

との交雑後代 F� 世代に A��0� を � 回戻し交雑後、

自殖種子 BC�S� を得た。� 回目以降の戻し交雑個体

についてはCrr� とCrr� に連鎖する G00� 型のマー

カー遺伝子型をヘテロに有するものを選抜した。ま

た育成途中の個体についても抵抗性遺伝子が遺伝し

ていることを確かめるために、病土挿入法による抵

抗性検定を行った。BC�S�世代合計約��00個体から、

本葉展開時の幼苗期に DNA を抽出しマーカー選抜

し、Crr� とCrr� をともにホモに有する �� 個体と

� 世代進んだ BC�S���� 個体を得た。これらの中か

ら形質の優れるものを選抜し、次世代（BC�S� 及び

BC�S�）を定植した。各系統について A��0� および

市販品種と外部形態を比較した。

ｂ　育成系統の抵抗性評価と既存の中間母本お

よび主要品種との比較

育成した系統、既存の中間母本および一部の CR 品

種の自殖種子について、根こぶ病菌株 Wakayama-0�

菌、No.� 菌を用いて、病土挿入法により抵抗性の検

定を行い、その抵抗性を評価した。

ウ　研究結果

ア　�つの根こぶ病抵抗性遺伝子に連鎖する DNA

マーカーの開発と抵抗性遺伝子座周辺領域の詳

細化

ａ　抵抗性遺伝子座に連鎖する DNA マーカー

の作出と選抜効果

⒜　抵抗性遺伝子遺伝子座に連鎖する DNA

マーカーの作出

QTL 解析を行った結果、Wakayama-0� 菌に対

しては � つの QTL が検出され（表 ��0�-�）、特

に LG� と LG� に存在する QTL をそれぞれ Crr�

と Crr� とした。Ano-0� 菌、Wakayama-0� 菌とも

に LG ７に寄与率の高い QTL が見出された（表

��0�-�）。これらの結果から B.rapa における根こぶ

病抵抗性は、様々な病原菌レースに対して共通の抵

抗性発現機構を有しており、LG� に位置する QTL

はレース特異的抵抗性に関わる遺伝子座であると考

えられた（諏訪部ら �））。

Crr� に 連 鎖 す る SSR マ ー カ ー BRMS��� と

BRMS0�� を 新 た に 見 出 し た。Crr� に 連 鎖 す

る RAPDsts マーカーとして優性マーカーであ

る RA���� が報告されていたが（Kuginuki ら �））、

BRMS���とBRMS0��は共優性マーカーであった（図

��0�-�）。また Crr� の座乗位置は、RA���� よりも

� つのマーカーに近く、かつこれらの間に座乗して

LG LOD
Wakayama-01 7 BRMS173-BRMS088 6.4 26.8 

6 BRMS100-BRMS096 4.1 18.3 
2 BN288D-WE24_1 2.3 10.5 

Ano-01 7 BRMS173-BRMS088 25.7 71.7 
2 BN288D-WE24_1 3.5 15.9 

G A F1 A F1G

図1602-1　根こぶ病抵抗性遺伝子座に連鎖する SSR

マーカーの多型パターン

左：BRMS���、右：BRMS0��

抵抗性親（G）と罹病性親 (A) 由来、F� パターン

表1602-1　根こぶ病抵抗性の QTL 解析
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いることが明らかになった（松元ら �））。Crr� に連

鎖する SSR マーカー BRMS0�� と BRMS�00 も同様

に共優性を示した（Suwabe ら �））。

BRMS-���、BRMS-0�� のマーカーは両親間で

PCR による増幅断片長差が大きく、アガロースゲ

ルでも容易に検出が可能であった（図 ��0�-�）。

F� におけるそれぞれのマーカー遺伝子型と根こ

ぶ病菌株の対する抵抗性の結果を表 ��0�-�、� に

示した。供試した �� 系統における BRMS-��� の

マーカー遺伝子型は罹病性親 A��0� 型（AA）、ヘ

テロ型（AG）、抵抗性親 G00� 型（GG）がそれぞ

れ ��:�0:� に分離した。マーカー遺伝子型による

２つの根こぶ病菌の抵抗性をみると、 Ano-0� 菌に

対しては、抵抗性親型の � 個体の発病指数の平均

は 0.�、ヘテロ型では �.�、罹病性親型では �.0 で

あったが、Wakayama-0� 菌に対しする発病指数

は、それぞれ �.�、�.�、�.0 であった。このことは

宿主範囲の狭い Ano-0� 菌に対する抵抗性を獲得す

るには、Crr� だけの効果で十分であるが、多犯性

の Wakayama-0� 菌ではCrr� だけでは不十分であ

ることを示している。Wakayama-0� 菌に対しては、

Crr� とCrr� に連鎖するマーカー遺伝子型がともに

抵抗性親型の場合にのみその発病指数が 0.� にま

で下がり、抵抗性を獲得できることが明らかになっ

た（表 ��0�-�）。

⒝　�つの抵抗性遺伝子座の解析

「No.�」の後代 �� 個体では、連鎖マーカー遺伝子

型（A 型を罹病性親「A��0�」、G 型を抵抗性親「G00�」

由来として、AG をヘテロ型として表記した）AA、

AG、GG 型が ��、��、�� でほぼ �:�:� に分離した。

抵抗性程度では、AA 型 �� 個体中 �� が罹病性を示

し平均発病指数 �.�、GG 型 �� 個体は �� が抵抗性

を示し同指数 �.0 であったことから連鎖関係が確認

された。AG 型 ��個体中には無病徴の �個体があっ

たものの、最も個体数が多かったのは発病指数２で

あり、さらに罹病性個体が �� 存在し、平均発病指

数は �.� であった。

Crr� とCrr� 連鎖マーカーをヘテロにもつ「No.��」

の後代では、Crr� が罹病性ホモ型の場合、Crr� の

有無に抵抗性は関係なく、ほとんどの個体が罹病性

であり、抵抗性ホモ型 �� 個体はすべて抵抗性であっ

た。しかしヘテロ型では、Crr� 連鎖マーカーを罹

病性ホモにもつ個体群の平均発病指数は �.�0、ヘ

テロ型は �.��、抵抗性ホモ型は 0.�0 を示し、Crr�

が抵抗性の付与に関係した。

以上の結果から、Crr� とCrr� の抵抗性ホモ型と

ヘテロ型では抵抗性の程度が異なり、ヘテロ型では

Ano-0� 菌への抵抗性の発揮が不安定になり、抵抗

性はいずれも完全な優性形質を示さなかった（松元

ら、�）、Matsumoto ら、�)）。そのため抵抗性個体の

選抜を行う場合にはホモ型とヘテロ型を識別可能な

共優性の SSR マーカーの活用が効果的であり、ま

た Ano-0� 菌に対しても、Crr� とCrr� を集積する

ことにより、強い抵抗性が付与できることが明らか

になった。

A G

表1602-2　BRMS��� マーカーの有無が２つの根こ

ぶ病菌の発病指数に及ぼす影響

表1602-3　SSR マーカー（BRMS��� と BRMS0��）

の組み合わせが Wakayama-0� の発病指数

に及ぼす影響
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ｂ　高精度マーカー開発のための抵抗性遺伝子

座周辺の詳細化

⒜　シロイヌナズナとのゲノムシンテニーを活

用した効率的マーカーの開発

相同性検索の結果、連鎖地図に座乗する���個 SSR

マーカーのうち��個においてシロイヌナズナとの相

同性が認められ、全長�00�.�cM に対して���.�cM の

領域が少なくともシロイヌナズナとの相同領域であ

ることが明らかになった（諏訪部ら �））。B.rapa 根こ

ぶ病関連領域は、それぞれ LG�（Crr�）、LG�（Crr�）

に存在しているが、シンテニー解析の結果、シロイ

ヌナズナではともに第 �染色体の同じ領域に存在し

ていると推測された（図 ��0�-�）。この領域からプ

ライマーを構築した結果、�個がCrr� に �個がCrr�

に連鎖した。Crr� に連鎖するマーカー BSA�、BSA�、

BSA� と AT�� はいずれも BRMS��� と BRMS0�� の間

に座乗することが明らかになった（諏訪部ら、�））。

⒝　F� 大量個体のスクリーニングによるマー

カー間距離の詳細化

���0 個の F� 個体供試した結果、BRMS��� と

BRMS0�� の間と BRMS0�� と BRMS�00 間でそれぞ

れ、��� 個、��� 個の組換えを起した個体が得られ

た。さらにこれらの個体について、シロイヌナズナ

とのゲノムシンテニーの結果得られた各マーカー

の座乗位置を検索した。Crr� では �.�cM 間の間に

BRMS���、BSA�、BSA�、AT��、BSA�、BZ�-DraI、

BRMS0�� の順番で並ぶことが明らかになった（図

��0�-�(A)）。さらに病土挿入法による抵抗性検定を

行った結果、Crr� は BSA� を挟んだ連鎖マーカー

BSA� と BZ�-DraI 間に座乗すると推定された。���0

個体中で BSA� とCrr� との連鎖が切れた個体は見

出せなかった。したがって BSA� の周辺にCrr� が

座乗することが明らかになった（Suwabe ら、�））。

⒞　染色体歩行による抵抗性遺伝子を座乗する

BAC クローンの単離と解析

抵抗性素材「G00�」由来の BAC ライブラリー

から BSA� と BSA� を基点に染色体歩行を行った。

BSA�-AT�� 間 0.� cM の領域は、�つの BAC クロー

ン（���.� Kb）でカバーされており、 B. rapa におけ

る遺伝距離と物理距離は � cM= 約 � Mb と推測され

た。また、AT��-BSA� 間 0.� cM の領域は、� 個の

BAC クローンでカバーされ、~���.� Kb に相当する

と推測された。当該ゲノム領域は、シロイヌナズナ

では ���.� Kb であることから、両種間でほぼパラレ

ルなゲノム領域であると推測された（諏訪部ら、�0）

図 ��0�-�（B））。さらに約 ��00 の F� 個体を新たに

LG7

1.1 0.5 1.4 0.70.1

BSA1 AT27 BSA7 BZ2-DraI
BSA2

0.1

AT27 BSA7BSA2

BRMS173 BRMS088
RA1275A

071SMRB1-23BW

188D5
86.4 Kb 266F11

108 Kb

428A5
93.8 Kb351E8

101.7 Kb150F3
108 Kb

208F8
120 Kb

321C5
102 Kb

289F12
112.4 Kb

(A)

(B)

(cM)
880SMRB371SMRB

Crr1

Crr1

LG7

1.1 0.5 1.4 0.70.1

BSA1 AT27 BSA7 BZ2-DraI
BSA2

0.1

AT27 BSA7BSA2

BRMS173 BRMS088
RA1275A

071SMRB1-23BW

188D5
86.4 Kb 266F11

108 Kb

428A5
93.8 Kb351E8

101.7 Kb150F3
108 Kb

208F8
120 Kb

321C5
102 Kb

289F12
112.4 Kb

(A)

(B)

(cM)
880SMRB371SMRB

Crr1

Crr1

図1602-2　Crr� 座乗位置の解析

Crr� は第 �連鎖群の �つの SSR マーカー（BRMS��� と BRMS0��）間に座乗している。シロイ

ヌナズナとのゲノムシンテニー解析により BSA�、BSA�、BSA�、AT�� のマーカーを開発し、

���0 の F� 個体の解析により、周辺領域を詳細化した（A）。BAC クローンの染色体歩行と抵

抗性検定により、Crr� が一つの BAC クローン �0�F� に座乗していることを明らかにした（B）。
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スクリーニングしたところ、BSA ７とCrr� との連

鎖が切れた個体が見出された。また BSA� の配列を

有する BAC クローンの中で最も長い ��0kb の �0�F�

を単離した。このクローンの BSA� 側とは逆の末端

配列をマーカー化したところ、Crr� と連鎖が切れ

た個体が見出された。これらの結果から、Crr� が

�0�F� に座乗していることを突き止めた。ショット

ガンクローンを作製し、�0�F� の全塩基配列を決定

した。その結果、部分的にシロイヌナズナの第 �染

色体の一部に高い相同性のある領域が認められると

ともに、抵抗性遺伝子に特徴的な配列を有する ORF

が �~� 個見出された（松元ら、��））。

Crr� の解析では、同様の手法により連鎖する SSR

マーカーの BRMS-��、BRMS-��、BRMS-�00 の中で、

BRMS-�� の近傍に座乗していることが明らかになっ

た。さらに BAC クローンの歩行と末端配列のマー

カー化により、Crr� は �0kb の断片長をもつ BAC ク

ローン ���F� に存在することが明らかになった（ト

ミタら、��)、図��0�-�）。塩基配列からこのクローン

には、シロイヌナズナで抵抗性遺伝子に特徴的な配

列を有する ORF が�個見出された (Tomita ら、��))。

イ　ハクサイ根こぶ病抵抗性遺伝子連鎖マーカー

を活用した強度抵抗性素材の作出

ａ　マーカー選抜による強度抵抗性素材の育成

育成過程は図 ��0�-� のとおりである。F�BC� と

F�BC� 世代では根こぶ病抵抗性連鎖マーカー遺伝

BSA4BSA3BRMS-96523A1R 314B6R

Crr2

100kb

BRMS-56

491H5R
349E6R
BRMS096 314B6F

0.19cM 0.09cM 0.04cM 0.51cM

Crr2

BSA4BSA3BRMS-96523A1R 314B6R

Crr2

100kb

BRMS-56

491H5R
349E6R
BRMS096 314B6F

0.19cM 0.09cM 0.04cM 0.51cM

Crr2
図1602-3　Crr� 座乗位置の解析

Crr� は、BAC クローン（図中、上部の平行した矢印で示す）の染色体歩行により、

BRMS0�� 付近の座乗している。マーカー間組換え個体と抵抗性検定結果により、BAC クロー

ン ���F�（図中太い矢印）の �0kb の間に存在することを明らかにした。

F3 A9709

BC1 A9709

BC2 A9709

BC3

BC3S1

(+/+,+/+) (-/-,-/-) 

(+/-,+/-)

(+/-,+/-)

(+/-,+/-)

(+/+,+/

(-/-,-/-) 

(-/-,-/-) 

BC3S2-

図1602-4　育成経過と選抜方法 写真1602-1　戻し交配親（左）、マーカー選抜により育

成された根こぶ病強度抵抗性を有する系統（中）

および抵抗性親（右）の形態
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子型をヘテロに有する個体が �/�、BC�S� 世代では

Crr� とCrr� ともに抵抗性型ホモ型で出現する割合

は �/�� である。実際の選抜でもほぼ期待値どおり

に分離し、マーカーが正常に遺伝していることが確

かめられた（松元ら、��））。育成系統の外部形態は、

戻し親の A��0�（球の高さが高く、重量約 �kg、球

内色は濃黄）にほぼ近づいた（写真 ��0�-�）。しか

しながら、市販品種に比較すると球の形、重量等に

改良すべき形質が残った。

ｂ　育成系統の抵抗性評価と既存の中間母本お

よび主要品種との比較

接種検定の結果、はくさい中間母本農 �,�,�,� 号、

用いた市販品種（「黄ごころ ��」「CR 新黄」「黄

ごころ ��」）およびその自殖種子は Wakayama-0�

菌に対して罹病性であったのに対して、マーカー

選抜系統（「���H-��-�E�」～「�-�-�GG(W)��」）

BC�S�-� は平均発病指数が � 未満で強度の抵抗性

を 示 し た（Matsumoto ら、��）、 表 ��0�-�）。 ま

た Wakayama-0� 菌に対して抵抗性を示した「は

くさい中間母本 � 号」は、野菜茶業研究所で保有

する菌株の中で最も多犯性の No.� 菌に対しては

抵抗性が分離し、一部に極めて甚大な罹病個体

が発生した。これに対して、供試した育成系統

（「�-�-�GG(W)」～「�-�-�GG(W)」）では罹病性を

示す個体は見出せず、強い抵抗性を有することが

確認された（表 ��0�-�）。　

表1602-4　マーカー選抜系統、中間母本および市販品種との根こぶ

病菌株 Wakayama-0� に対する抵抗性程度の比較

表1602-5　マーカー選抜系統、中間母本および市販品種との根こぶ

病菌株 No.� に対する抵抗性程度の比較
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エ　考　察

ア　�つの根こぶ病抵抗性遺伝子に連鎖する DNA

マーカーの開発と抵抗性遺伝子座周辺領域の詳

細化

根こぶ病抵抗性はこれまで主働遺伝子による優

性形質とされてきたが、我々はレース特異的に働く

抵抗性遺伝子座を初めて見出した。また抵抗性系統

G00� が有するCrr� とCrr� の遺伝子は、Ano-0� と

Wakayama-0�に対してはいずれも不完全な優性形質

であった。そのため宿主範囲の広い菌株に対して抵

抗性を付与するには抵抗性の遺伝子を少なくてもこ

の�個を抵抗性ホモ型として導入する必要がある。

BRMS-���と BRMS-0��はいずれも SSR(Simple Sequence 

Repeat) を標的に増幅し、両親由来のいずれの断片も

検出する共優性型のDNAマーカーである。RAPDなど

の優性型のマーカーでは、一般にヘテロ型を識別する

ことはできない。選抜の対象となる形質が両親の表現

型の中間型を示すと、マーカー遺伝子型でヘテロ型の

識別の可否は、選抜上極めて大きな意味を持つ。つま

り優性マーカーを用いて抵抗性親型を選ぶと次代で形

質が分離する個体が必ず出現してしまうため、選抜の

精度が落ちる。一方で共優性型では、マーカー遺伝子

型の周辺は分離しないため、次代でも安定して抵抗性

が発揮される個体が得られる。

抵抗性遺伝子の単離に向けた研究においては、

Crr� とCrr� ともに座乗している BAC クローンを

１つに絞り込んだ。この実験の過程で約 �,�00 個体

に及ぶ F� 個体を精査しても抵抗性遺伝子との連鎖

が切れない遺伝子座のマーカー化に成功した。マー

カーと当該遺伝子座との距離があると選抜効率が低

下する。また目的遺伝子座周辺に不良形質に関する

遺伝子座が存在する場合には、積極的にこの連鎖を

切る必要がある。その上でも詳細な連鎖地図が構築

できたことは、Crr� とCrr� をマーカー選抜で導入

することに大きな意義がある。

イ　ハクサイ根こぶ病抵抗性遺伝子連鎖マーカー

を活用した強度抵抗性素材の作出

本研究では、多犯性の Wakayama-0� 菌株に対して

強い抵抗性を付与でき、かつ効率的な選抜技術を開

発することに目標を置いた。現在のハクサイの主要

品種である「黄ごころ ��」をはじめほとんどの市販

品種は Wakayama-0� 菌株に対しては抵抗性を有しな

い。F� 品種の多くが片親にしか抵抗性遺伝子を導入

していない現状を考え、自殖した後代に対しても試

験を行ったが、いずれも抵抗性個体は見出せなかっ

た。これらのことから、マーカー選抜を行うことな

く従来の検定による選抜だけで、複数の抵抗性遺伝

子を F� の両親に導入することは、極めて困難である

といえる。既存の品種に抵抗性を付与するのであれ

ば、今回行ったようなスケジュールに沿って抵抗性

親に戻し交雑とマーカー選抜を繰り返すことにより、

高度な抵抗性の個体が得られる。この間、抵抗性の

検定が不要であるばかりでなく、年間 �世代以上の

促進が可能となる。また今回抵抗性遺伝子のソース

には G00�を用いたが、この系統の形状はハクサイと

はほど遠いため、最初の交雑から数えるとハクサイ

である A��0� を �回交雑し、形質をハクサイに戻し

ている。したがって今回得られたハクサイに戻した

系統を供試することにより、比較的少ない回数で目

的とする親形質に戻る可能性もある。育成された系

統は、マーカー選抜が可能なはくさい根こぶ病抵抗

性の中間母本系統としての特性検定を平成��年度よ

り開始される予定である。マーカー選抜が可能な育

種素材としてリリースことにより、ハクサイ根こぶ

病抵抗性の育種に大きく貢献することが期待される。

オ　今後の課題

ア　２つの根こぶ病抵抗性遺伝子に連鎖する

DNA マーカーの開発と抵抗性遺伝子座周辺領

域の詳細化

根こぶ病菌抵抗性遺伝子の単離に向けて、抵抗性

と罹病性系統の当該のゲノム領域を比較し、さらに

絞り込むとともに、形質転換により根こぶ病抵抗性

の付与実験を行う。また２つの抵抗性遺伝子の機能

解明を行う。

イ　ハクサイ根こぶ病抵抗性遺伝子連鎖マーカー

を活用した強度抵抗性素材の作出

中間母本登録に向けて、世代を進め、固定度を高

める。また実用品種の育成に向けて、民間種苗会社

との共同研究により、選抜と戻し交雑を繰り返す。

カ　要　約

ア　�つの根こぶ病抵抗性遺伝子に連鎖する DNA

マーカーの開発と抵抗性遺伝子座周辺領域の詳

細化

ヨーロッパ飼料用カブ「Siloga」由来の DH 系統
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「G00�」から � つの根こぶ病抵抗性 QTL を見出し、

そのうち第 � と � 連鎖群に属する QTL をCrr� と

Crr� と命名した。さらにこれらに連鎖する SSR を

各 �個ずつ見出した。宿主範囲の異なる �つの根こ

ぶ病菌を用いたところ、Ano-0� 菌株には、Crr� 単

独で抵抗性が付与されるのに対して、宿主範囲がよ

り広い Wakayama-0� 菌株については、Crr� とCrr�

ともに有しないと抵抗性が付与されなかった。また、

Crr� とCrr� ともに不完全な優性形質であり、安定

した抵抗性を確保するには、いずれもホモ型に固定

する必要があった。そのため、マーカー選抜におい

てはヘテロ型を識別できる SSR などの共優性型の

マーカーの使用が有効であった。

マーカーの精度を向上するためにCrr� とCrr� の

詳細連鎖地図を作製した。約 �,�00 の F� 個体をス

クリーニングし、連鎖マーカー間組換え個体を見出

した。組換え個体のマーカー遺伝子型と抵抗性遺伝

子の有無を調べた。また BAC クローンによる染色

体歩行を行い、抵抗性遺伝子座周辺の領域をカー

バーするコンティグを完成させた。その結果Crr�

とCrr� ともに座乗する BAC クローンを１つに絞り

込み、全塩基配列を決定した。

イ　ハクサイ根こぶ病抵抗性遺伝子連鎖マーカー

を活用した強度抵抗性素材の作出

はくさい中間母本農 � 号「A��0�」に宿主範囲の

広い根こぶ病菌株 Wakayama-0� に対する抵抗性を

付与するために、これらの F� 個体に「A��0�」の �

回の戻し交雑と � 回の固定のための自殖を行った。

それぞれの世代でマーカー選抜を行うとともに、形

質評価により「A��0�」に近いものを選抜した。戻

し交雑世代と自殖ではそれぞれ予想通り �/�、�/��

の割合で求める個体が得られた。

F�BC�S�-� 世代の外部形態と根こぶ病抵抗性につ

いて評価した。育成した系統の外観（球内色、重

量、球の高さ、球のしまり）は「A��0�」とほぼ変

わらなかった。根こぶ病抵抗性は Wakayama-0� 菌

株に対して育成した系統はいずれも強い抵抗性を示

した。一方でこれまで育成された中間母本系統や主

要品種では抵抗性がなかった。これらの系統の中か

ら１つを中間母本候補系統として平成 �� 年度より

特性検定を行うこととした。　
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Abstract ���

研究担当者（松元哲 *、佐藤隆徳、平井正志、鈴木徹）

３　ネギのＦ１育種効率化に関するＤＮＡマー

カーの作出（1604）

　　ネギの初期生育量に関するＤＮＡマーカー

の作出（1604）

ア　研究目的

ネギ栽培の省力･機械化を目的としたセル成型育

苗の導入のため、限られた育苗期間内により大きな

生育を示す品種を育成することが求められている。

これまで、ネギ自殖系統間のダイアレル分析より、

初期生育量（苗生重および草丈）は、優性効果が大

きく総体的に超優性を示すことが示唆されている

（小原ら）�)。また、千住群と九条群との組合せにお

いて他の組合せより高いヘテロシスが認められてい

る（小原ら）�)。

そこで本研究では、千住群と九条群の自殖系統間

F� に由来する分離集団を用いて、初期生育量に関

する遺伝解析を行う。このため SSR マーカー等を

開発して連鎖地図を構築するとともに、初期生育量

に関する QTL 解析を行い、主要な QTL について各

遺伝効果を明らかにする。

イ　研究方法

ア　ネギ SSR の単離

九条群品種「九条太」の自殖系統（J）より DNA

を抽出し、ネギゲノムライブラリーおよび SSR

濃縮ライブラリーを作成した。塩基配列決定後、

read�Marker（Fukuoka et al.）�) を用いて SSR クロー

ンの重複を除いて、独立クローン特異的プライマー

を設計した。

イ　公開タマネギ塩基配列を利用したマーカー開発

これまでに発表されているタマネギ由来マーカー

（Fischer and Bachmann �），Kuhl et al. �)，Martin et al. �) 

等）を用いた。また、TIGR で公開されているタマ

ネギ EST 配列情報（約 �.� 万）より、read�Marker

を用いて SSR を含むクローンを検索し、特異的プ

ライマーを設計した。また、イネ cDNA と相同性の

高いタマネギ EST 配列を検索して、イネゲノム配

列との比較により、イントロン領域を特異的に増幅

するプライマーを設計した。

ウ　ネギ連鎖地図の構築

千住群品種「西光」の自殖系統（D）および上記

自殖系統（J）との F� 由来両側戻し交雑集団および
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F� 集団を用いて多型解析を行った。両側戻し交雑

集団では主に AFLP マーカーを、F� 集団では主に

SSR マーカーを用い、MAPMAKER/EXP�.0b（Lander 

et al.）�) により連鎖地図を構築した。また、F� 集団

において作成された連鎖地図については、連鎖群に

座乗するマーカーを用いて、ネギとシャロットの

種間雑種に由来する単一染色体添加系統（Shigyo et 

al.）�) および欠失系統（Hang et al.）�) による座乗染

色体の特定を行った。

エ　初期生育量の調査および QTL 解析

初期生育量の調査は、両側戻し交雑集団および

F� 集団の各個体の自殖種子（BC�S�、F� 系統群）

を用いて行った。移植時生重と �00 粒種子重との間

に相関が認められたため、移植時生重を種子重で補

正した値を算出し QTL 解析に供試した。

BC�S� 系統群については、春まき（�00� 年、

�00� 年）および秋まき（�00� 年）栽培における

初期生育量（移植時（� 週間苗）生重、移植 � 週

後生重および草丈）を調査した（写真 ��0�-�）。

MAPMAKER/QTL�.�（Lander et al.）�) を用い、LOD

の閾値を �.0 として Interval Mapping 法により QTL

解析を行った。

一方、F� 系統群については、�00� 年に春まきお

よび秋まき、�00� 年に春まき栽培を行い、上記形

質を調査した。QTL Cartographer �.0（Zeng）�0) を

用いて、Composit Interval Mapping 法により QTL

解析を行った。なお、各形質について �00 回の

Permutation test により �％有意の閾値を設定した。

オ　MAS による個体選抜

初期生育量の旺盛な系統を開発するため、QTL

解析の結果および F� 個体のグラフ遺伝子型より �

個体を選抜し、両親系統による戻し交雑を行った。

QTL 近傍領域の � マーカーおよび各連鎖群に座乗

する �� マーカーを用いて遺伝子型を調査した。

ウ　研究結果

ア　ネギ SSR マーカーの開発

ゲノムライブラリーからのスクリーニングによ

り、��� 個の SSR クローンを得た。また濃縮ライブ

ラリーを作成して、�0��� クローンの塩基配列を決

定し、SSRを含む独立クローン����個を新たに得た。

合計 ���� 組についてプライマーを設計し、F� 集団

の両親系統間で多型解析を行った結果、��� 個の多

型マーカーを得た。

イ　公開タマネギ配列情報からのマーカー開発

タマネギ EST 情報から �� 個の SSR マーカーおよ

び �� 個の SNP/InDel 検索用プライマーを設計した。

両親系統間を用いた多型解析により、�� 個（SSR 

��、SNP/InDel ��）の多型マーカーを得た。

ウ　ネギ連鎖地図の構築

AFLP マーカーを主とした両側戻し交雑集団 ��0

個体を用いた連鎖解析より、(P�)BC� 集団では全長

���cM（��� マーカー、�� 連鎖群）、(P�)BC� 集団で

は全長 ���cM（��0 マーカー、�� 連鎖群）からなる

連鎖地図を構築した。

一方、F� 分離集団では、��� マーカー、�� 連鎖

群からなる全長 �0��cM の連鎖地図を作成し、この

うち �0連鎖群上の �� 座については、両側戻し交雑

集団で作成した連鎖地図上にも位置付けられてい

る。また、単一染色体添加／欠失系統を用いること

で、��連鎖群について８本のネギおよびタマネギ染

色体との対応関係が明らかとなった（図 ��0�-�）。

エ　初期生育量に関する QTL 解析

BC�S� 系統群を用いた QTL 解析により、(P�)BC�

集団では � 連鎖群で、(P�)BC� 集団では � 連鎖群で

初期生育量に関する QTL が検出された。このうち

草丈に関する QTL は両連鎖地図でほぼ対応する位

置に検出された。

一方、F� 系統群では、連鎖群 X の種子重に関与

する QTL と同じ領域に、生重および草丈に関する

主要な QTL が検出された。遺伝効果を推定した結

果、生重および草丈は相加効果よりも優性効果が

大きいことが推察された（表 ��0�-�）。この QTL

は、(P�)BC� 集団の春まき栽培で検出された生重

に関する QTL と近傍であることが推察された。ま

た、�00 粒種子重で補正した移植時生重値を用いて

QTL 解析を行ったところ、連鎖群 �a に寄与率の小

さな QTL が新たに検出され、種子重とは独立に寄

写真1603-1　ネギ移植時（左）および移植 � 週後（右）

　の調査直前の様子
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図1603-1　ネギ F� 集団における連鎖地図

連鎖群の数字はネギおよびタマネギにおける染色体番号に対応する。

両側戻し交雑集団における連鎖地図上に位置付けられているマーカー座につい

ては斜字で示す。
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4
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4
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X AFA07A08

1) F3 F2 QTL 2 100 F2
2

X AFA10A08 0.05

6a AFA03D07 0.84

70.0

F2

P1 P2

(2005)

7 g 0.80 a 0.63 b 0.86 a 0.80 0.75 - 2)

4 g 2.40 a 1.93 b 2.60 a 2.87 2.02 -
4 cm 24.4 a 22.3 b 25.3 a 24.4 24.2 -

(2006)

7 g 0.86 a 0.71 b 0.89 a 0.80 0.81

4 g 2.41 ab 2.02 b 2.51 a 2.33 2.04

4 cm 27.8 a 25.2 b 28.2 a 25.8 27.4
 1) 5% Student t
2)

1.04

3.49

30.7

D (P1) J (P2) F1 (P1xP2)

F3BC1 F2-006-2xD_01 2 56.5 36 18.5 26.0 275
F2-006-3xD_24 2 42.5 30 20.0 22.8 204
F2-006-3xD_32 2 44.5 28 17.5 20.9 183

F2BC1 F2-006xD_03 2 54.5 38 20.0 23.9 282
F2-174xD_01 2 51.0 32 16.0 19.8 141
F2-174xD_04 2 54.0 32 18.5 22.0 186

D1s-15s-10s-8 (D) b) 2.7 66.5 38 23.0 24.4 615
J1s-14s-23s-9 (J) 1.4 61.5 39 23.6 24.8 182

F1(DxJ) 2.0 75.1 50 26.6 31.6 481
a): D 3 J F1 5
):

表1603-1　F� 集団における初期生育量に関する QTL の遺伝効果

　　　　（�00� 年春まき）

表1603-2　F� における AFA0�A0� 座の遺伝子型と

F� 系統における初期生育量に関する各形質値 �)

表1603-3　グラフ遺伝子型により選抜された個体の一般形質（抜粋）



― ��� ―

与するQTLであることが示唆された。このQTLは、

(P�)BC� および (P�)BC� 集団において、春まき栽培

で検出された草丈に関する QTL と近傍であること

が推察された。

F�系統群で検出された主要なQTL領域について、

近傍の SSR マーカー AFA0�A0� における F� の遺伝

子型により分類したところ、ヘテロ型と P� ホモ型

との間で初期生育量に関する形質値に有意差が認め

られなかった（表 ��0�-�）。

オ　MAS による個体選抜

組換え近交系作出のため F� 集団より � 個体を選

抜し、両親系統による戻し交雑を行った。得られた

BC� 世代 ��� 個体について、�� マーカーによる遺

伝子型を調査して、F� � 系統由来の �� 個体を選抜

し、それぞれ BC� 種子を得た（表 ��0�-�）。

エ　考　察

ア　ネギ SSR マーカーの開発と連鎖地図の構築

ネギにおいて多数の SSR マーカーを開発し、F�

集団を用いて SSR マーカーを主とする �� 連鎖群か

らなる連鎖地図を構築した。作成した連鎖地図には

まだギャップ領域が存在するものの、�� 連鎖群が �

本のネギ基本染色体と対応付けられた。本連鎖地図

は、既報のタマネギ連鎖地図（���cM, van Heusden 

et al. ��); ��0�cM, Martin et al. �)）よりも全長が大

きいことから、よりゲノム全体をカバーしていると

考えられる。さらに、PCRベースで多くは共優性マー

カーで構築されていることから、ネギおよびタマネ

ギにおける基本連鎖地図として有用であると考えら

れる。

イ　初期生育量に関する QTL 解析

BC�S� および F� 系統群を用いて年次および季節

の異なる条件で初期生育量の調査を行ったが、結果

はほぼ同様であり、再現性の高いデータが得られた

と考えられる。

BC�S� 系統群を用いた QTL 解析では、いずれの

試験においても安定して検出された QTL と、春ま

き栽培において検出された QTL が得られたことか

ら、栽培時期に関係する QTL および栽培時期とは

独立に働く QTL の存在が示唆された。

一方、F� 系統群において安定して検出された主

要な QTL は、種子重による影響が大きく、また相

加効果よりも優性効果の方が大きいことが推定され

た。さらに、これとは別に種子重とは独立な QTL

の存在も示唆された。この QTL は相加効果の方が

大きいことから、遺伝的に固定することが可能であ

ると考えられる。

これらの結果より、今後 MAS と戻し交雑により

初期生育量の旺盛な系統を開発できると考えられ

るが、F� 系統群により検出された主要な QTL 近傍

のマーカー座を用いて F� の遺伝子型で分類した結

果、ヘテロ型と P� ホモ型との間で形質値に有意差

が認められなかった（表 ��0�-�）。これは F� の形

質値として用いた値が F� 系統群の平均値であった

ため、F� でヘテロ型を示した個体の約半分がホモ

型となったことから、期待される優性効果が半減

したためと考えられる。QTL 近傍の領域について、

ヘテロ型とホモ型とを区別できる材料を用いて初期

生育量を調査する必要がある。

オ　今後の課題

ア　初期生育量に関する QTL の実証

MAS と戻し交雑により組換え近交系を作出して

QTL の効果を実証する。また遺伝的背景の異なる

組合せにおける本 QTL の有効性を確認するため、

異なる千住群と九条群の F� 組合せに由来する集団

を用いた初期生育量の調査を行い、QTL 座近傍の

遺伝子型との関係を明らかにする。

イ　初期生育量の旺盛な系統の育成

QTL 領域を反復親および実用系統へ導入し、初

期生育量の旺盛な系統を育成する。

カ　要　約

ア　ネギ SSR マーカーの単離および連鎖地図の

構築

ネギゲノムライブラリーおよび SSR 濃縮ライブ

ラリーより約 ��00 の SSR を単離するとともに、公

開タマネギ EST 配列情報より SSR マーカーおよび

SNP/InDel マーカーを作成した。これらのマーカー

を用いて、ネギ F� 集団において、���マーカー、��

連鎖群からなる全長 �0��cM の連鎖地図を作成した。

イ　初期生育量に関する QTL 解析

BC�S� および F� 系統群を用いた解析より、種子

重に関係する主要な QTL と、寄与率は小さいが種

子重とは独立の QTL が検出された。種子重に関係

する主要な QTL は、相加効果より優性効果の方が
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大きいと推定された。

ウ　グラフ遺伝子型による個体選抜

初期生育量の旺盛な系統を育成するため、QTL 解

析の結果から F�集団より �個体を選抜し、両親系統

による戻し交雑を行った。得られた BC� 世代 ���個

体について、��マーカーによる遺伝子型を調査して、

F� �系統由来の��個体を選抜し、BC�種子を得た。
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研究担当者（塚崎光 *、小原隆由、山下謙一郎、小

島昭夫、若生忠幸）

４　ナスの単為結果性に関するＤＮＡマーカー

の作出（1605）

ア　研究目的

ナスの施設栽培においては、受粉を促すための訪

花昆虫の放飼や着果促進のためのホルモン剤散布が

恒常的に行われており（門馬）�)、省力化、収量安定化、

環境負荷低減などの観点から、これらを不要とする

単為結果性 *� 品種の育成が強く望まれてきた。そこ

で、野菜茶研では、欧州品種「Talina」を育種素材に

して単為結果性ナス品種「あのみのり」を育成し（�00�

年）、現在もその改良に取り組んでいる。しかし、単

為結果性の検定には育成集団を結実時まで栽培する

必要があり、育種規模拡大の制限要因となっている

とともに、開花前のすべての蕾を除雄する必要があ

ることから、選抜には熟練と多くの労力を要する。

そこで、単為結果性を導入した日本型ナスの育成を

効率的に行うため、当形質と密接に連鎖したDNAマー

カーを開発し、これを利用した単為結果性品種・中

間母本育成のための早期選抜手法を開発する。

　

イ　研究方法

ア　以下の a から c の方法に従ってナス単為結果

性解析集団の育成と形質値の調査を �ヶ年に渡

り反復して行った。

　ａ　単為結果性固定系統「AE-P0�」、非単為

結果性の「LS����」、これらを両親とした F� およ

び F� を供試した。両親および F� は各 � 個体、F� は

��� 個体を供試した。

　ｂ　育苗した苗を直径 �0cm のポットへ移植し
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た。最低気温 ��℃を目標に必要に応じて加温した

ガラス温室で栽培し、各株につき約 � 花を除雄し、

着果の有無と果実の大きさ、正常肥大果の頻度等の

形質を調査した。

　ｃ　除雄した果実をすべて収穫後に、開花し

た花を自家受粉させ、完熟後に果実の大きさを測

定した。

イ　野菜茶研において開発された SSR マーカー

の中から、マーカー遺伝子型の両親間多型の検索を

行い、多型が認められるマーカーを選抜した。また、

これまでに蓄積したナス EST 情報からナス系統間

における SNPs を検索しマーカー化した。

ウ　さらに、これらのマーカーを用いて「AE-P0�」

と、「LS����」を両親とした F� 集団 ���個体において

MAPMAKER/EXP�.0b（Lander et al.）�) によって連鎖地

図を作製した。また、除雄果長中央値 *�、除雄果長

中央値の受粉果長中央値に対する比、正常肥大率（着

果した果実のうち正常に肥大した果実（果長�0mm 以

上）の割合）等の単為結果性関連形質について QTL 

Cartographer �.0（Zeng）�) を用いて QTL 解析を行った。

エ　検出された QTL 領域についていずれか一方の

親の遺伝子型に固定した個体を F� 集団の中から選

抜し（LS���� 型：�個体、AE-P0� 型：�個体）、そ

の後代 F�について各��個体ずつを直径��cmのポッ

トに栽培し、第 �～ �花を �花だけ残して除雄した

のち単為結果性の有無を調査した（��月～ �月）。

オ　「LS����」 と「AE-P0�」 を 両 親 と し た F�

に「LS����」を戻し交雑した BC�F� 集団の中から、

QTL 領域において様々なパターンの遺伝子型を持

つ �0 系統を選抜し、それぞれの後代 BC�F� につい

て上と同様の手法を用いてファイトトロン内（��

時間日長、�0℃ /��℃）で単為結果性を検定した。

ウ　研究結果

ア　ナス単為結果性解析 F� 集団を用いた連鎖地

図の構築

野菜茶研においてこれまでに開発した DNA マー

カーのうち、両親間に多型の認められた ��� 個の

マーカーを供試し、全長 ���0cM、�� 連鎖群の連鎖

地図を構築した（図 ��0�-�）。この遺伝地図を他の
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図1604-1　「LS����」×「AE-P0�」の F� 集団におけるナス連鎖地図（�00� 年度）
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ナス交配集団を用いて作製した連鎖地図と比較した

ところ、概ねゲノム全体をカバーできてはいるもの

の、一部にギャップが残っていると考えられる領域

が確認された（未発表）。

イ　ナス連鎖地図を利用した単為結果性の QTL

解析

前述の連鎖地図を用いて単為結果性に関する

QTL 解析を行った結果、� ヶ所の QTL が検出さ

れその LOD 値のピークは � ヶ年の反復試験に

おいて概ね同じ位置に検出された（図 ��0�-�）。

LOD 値、PVE*� はそれぞれ �.�、��%、��.�、��%

であった。

ウ　単為結果性関連形質のマーカー遺伝子型別平

均値

QTL が検出された領域において � ヶ年の LOD 値

のピークに共通する近傍 SSR マーカー、eme��F��

の遺伝子型別に F� 個体を分類すると、単為結果性

関連形質値の平均値間には互いに有意差が認められ

た（表 ��0�-�）。

エ　トマトのゲノム情報を利用した新規マーカー

の作出

トマトとナスの両方で増幅可能な SSR マーカー、

SSR��� (Tanksley et al.)�) をマッピングすることに

より、ナスの単為結果性 QTL が座乗する第 � 連鎖

図1604-2　「LS����」×「AE-P0�」

の F� 集団において検出

された単為結果性 QTL

　　　　左：�00� 年度

　　　　右：�00� 年度

�) ■はトマト � 番染色体由来

の BAC シークエンスと相同

性のあるナス EST から設計

したマーカー

�) □はトマトの � 番染色体上

に座乗しているマーカー

表1604-1　単為結果性関連形質のマーカー遺伝子型別平均値
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群はトマトの �番染色体に対応することが示唆され

た。また、トマトの � 番染色体由来の BAC 配列と

トマト、ナスの EST 情報から、ナスのイントロン

を挟むことが推測されるプライマーを設計し、両親

間の SNPs を検索し � ヶ所をマーカー化した。この

うち � つを第 � 連鎖群にマッピングすることができ

たことは、前述の仮説をサポートするデータである

と考えられる（図 ��0�-�）。

オ　グラフ遺伝子型を利用した QTL 効果の検証

とその領域の絞り込み

第 � 連鎖群の QTL 領域が「AE-P0�」型に固定し

た F� 個体に由来する後代 F� 集団のほとんどの個

体において単為結果性が確認できた（表 ��0�-�）。

また、BC�F� 集団を用いた検定の結果、QTL 領域の

より広い部分をヘテロ型に残した BC�F�� 系統に由

来する後代集団において単為結果する個体が多数確

認された（表 ��0�-�）。

*�：単為結果性とは、受粉しなくても果実が肥

大する性質のことを指す。

*�：除雄果長中央値とは、除雄した花のうち最

後まで落果しなかった果実の果長の中央値を

指す。

*�：PVE とは寄与率のことであり、表現型に占

める遺伝子座の遺伝効果のことを意味する。

　

表1604-2　「LS����」×「AE-P0�」の F� 集団のうち QTL 領域がいずれか一方の親の遺伝

子型に固定した系統とそれぞれの自殖後代（F�）における正常肥大果の数

表1604-2　「LS����」×「AE-P0�」の F� 集団のうち QTL 領域がいずれか一方の親の遺伝

子型に固定した系統とそれぞれの自殖後代（F�）における正常肥大果の数
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エ　考　察

ア　ナス単為結果性に関与する QTL

� ヶ年に渡って行った単為結果性 QTL 解析の

結果、ほぼ同じ位置に寄与率の大きな QTL が

検出された（図 ��0�-�）。その QTL の近傍マー

カーによるマーカー遺伝子型別平均値を用いた解

析（表 ��0�-�）や F� 集団を用いた後代検定の結

果（表 ��0�-�）から「AE-P0�」が有する単為結果

性 QTL は第 � 連鎖群上に存在し、SSR マーカー、

eme��F�� 周辺領域に位置する可能性が高いことが

示唆された。

イ　ナス単為結果性 QTL 座乗位置の詳細化とそ

の展望

上記の試験によって第 � 連鎖群に QTL が存在す

ることは示唆されたが、その領域をさらに絞り込む

ことを目的に行った BC�F� 集団の単為結果性検定試

験の結果（表 ��0�-�）からは、その裏付けとなる

ような詳細なデータは得られていない。この原因の

� つとして、QTL が座乗する近傍の連鎖地図が完全

ではなく、ギャップ領域が存在することが考えられ

る。そこで、これまでの網羅的なマーカー開発か

ら、ターゲットを絞った開発に切り替える必要があ

る。すでにトマトの BAC 配列を利用して第 � 連鎖

群に新たなマーカーを開発する手法については確立

していることと、共通マーカーによってレファレン

スマップとの対応関係がついていることから、今後

マーカー開発がより効率化され、ギャップ領域を含

まない連鎖地図を解析に用いることによって QTL

領域をスムーズに絞り込めることが期待される。

オ　今後の課題

ア　ナス連鎖地図上のギャップ領域を埋める新規

マーカーの開発

考察において記述したように、今後、QTL 領域

を絞り込んでいくためにはギャップ領域を埋めるよ

うな新規マーカーの開発が必要となる。新規マー

カーの開発手法としては、お互いのギャップに相当

する領域に存在するマーカー周辺の SNPsを検索し、

Tm-shift PCR 法を用いてマーカー化していくととも

に、ナスとの対応関係が明らかになりつつあるトマ

トの BAC 配列を利用することによって、領域を特

定してマーカー開発を進めていく。

イ　単為結果性関連 QTL 領域の絞り込みと効果

の立証

� ヶ年にわたる反復試験の結果、� ヶ所の単為結

果性関連 QTL 領域が検出された（図 ��0�-�）。こ

の QTL 領域をさらに絞り込むことと、その効果を

立証する手法としては、染色体部分置換系統を用い

た単為結果性検定試験が有効である。その材料とし

て、「LS����」をバックグラウンドに QTL 領域を様々

なパターンで「AE-P0�」型に固定したバッククロ

ス系統を現在育成中であり、グラフ遺伝子型から、

QTL 領域が固定していることを確認した上で単為

結果性検定に供試する。　

　

カ　要　約

ア　ナス単為結果性関連 QTL の検出

単為結果性固定系統「AE-P0�」と非単為結果性

固定系統「LS����」に由来する F� 集団を用いた

QTL 解析の結果、� ヶ年の反復試験において第 �

連鎖群のほぼ同じ位置に寄与率の大きな � ヶ所の

QTL を検出した。

イ　QTL 座乗位置の詳細化の試みとその展望

解析 F� 集団における単為結果性 QTL 近傍のマー

カー遺伝子型別平均値や、F� 集団を用いた後代検

定の結果、単為結果性 QTL の存在が示唆され、そ

の範囲がある程度特定されたが、詳細な領域まで

絞り込めてはいない。現在育成を進めているバッ

ク ク ロ ス 系 統 や SGN（SOL genomics Network ; 

http://sgn.cornell.edu）において精力的に開発が進

められているトマトのゲノム情報を利用すること

により、さらなる詳細化が可能であると考えられ

る。
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５　アブラナ科根こぶ病抵抗性遺伝子座付近の

詳細マッピング（1606）

ア　研究目的

アブラナ科植物根こぶ病はキャベツ、ハクサイ

やカブなどのアブラナ科野菜に感染し、重大な被

害をもたらす難防除病害の一つである。この病気

は（Plasmodiophora brassicae）の感染により発病

する。病原体は真核生物であり、かつ絶対寄生菌

であり、生きた宿主植物体にのみ感染し増殖する。

土壌中に休眠胞子として長期間存在し、圃場の汚

染状態が保持される。農薬使用を含む種々の耕種

的防除がはかられているが、いずれの方法も完全

ではないし、環境汚染の可能性もある。抵抗性品

種の利用は、効果的な方法である。これまで、ア

ブラナ科作物、特にハクサイにおいて多数の根こ

ぶ病抵抗性品種が育成され、栽培されてきた。し

かし、近年各地で抵抗性ハクサイ品種が罹病化す

るという問題が生じている �）。

アブラナ科野菜根こぶ病抵抗性遺伝子座につい

ては近年研究が著しく進展し、Brassica rapa にお

いて４遺伝子座が報告されている。そのうち２座、

Crr�,Crr� については野菜茶業研究所により遺伝子

座周辺の詳細な地図が作製され、いくつかの連鎖

マーカーが得られ、これらを用いて Marker-assisted 

selection（MAS）が可能である �）。

本研究では Crr� 座周辺の詳しい連鎖地図をつく

り、多くの連鎖マーカーを開発する。さらに近年韓

国のグループにより報告された CRb 座 �）について

も連鎖マーカーを増やし、これら２座についても

MAS ができるようにする。

イ　研究方法

ア　植物材料と根こぶ病検定

A��0� と N-WMR-� との交雑による F� および F�

を用いた。N-WMR-� は MilanWhite の根こぶ病抵抗

性遺伝子を持ち、長野野菜花き試験場で作出され

た系統である。Crr� 座付近で乗り換えを起こした

個体を F� ���� 個体の中から検索し、抵抗性遺伝子

周辺の詳細な地図を作成した。これらの自殖第１

代（F�）種子を得て、根こぶ病抵抗性を検定した。

ＣＲ b 座周辺については Gelria と A��0� の交配に

よる F� および F� を用いた。根こぶ病検定は従来

の病土挿入法によった。連鎖地図の作成、および

QTL 解析は JoinMap によった。　

イ　シロイヌナズナゲノム情報にもとづく連鎖

マーカーの作出タイトル

シロイヌナズナ DNA データベースからコード領域

中のエキソン配列を基にプライマーを設計した。増

幅されるフラグメントが�kbp 程度になるように、ま

た効率よく多型が検出できるようにイントロン領域

をできるだけ多く含むプライマーを設計した。設計

したプライマーを用いてハクサイ親系統の多型を調

べた。親系統で同一サイズのバンドが得られた場合

には、バンドをクローニングし、ハクサイの塩基配

列にもとづく、プライマーを設計し、多型を調べた。

ウ　研究結果

ハクサイ類根こぶ病抵抗性遺伝子座 Crr� 周辺の

詳細な地図を作成すべく、シロイヌナズナゲノム

情報を基にマーカー作出を試みた。その結果 Crr�

座周辺に �� 個のマーカーを得ることができた。そ

の全てが共優性マーカーであった。F� �� 個体での

QTL 解析の結果、OPC��-� 付近に極めてシャープ

なピークが認められた（図 ��0�-�）。

F� ��� 個体の中から Crr� 座周辺での組換え個体

を検索し、それらの根こぶ病抵抗性を検定した。そ

の結果 Crr� は BrSTS-�� と BrSTS-�� までの �.��cM

に座乗すると推定された。�）

そこでさらに F� �000個体の調査で新たに得られた

組換え個体の根こぶ病抵抗性を検定し、得られた表現

型とマーカー遺伝子座の遺伝子型と照合した結果、抵

抗性遺伝子座 Crr�は BrSTS-��と BrSTS-��の間に存

在すると推定された。この間には２個体の組換え体が

存在し、地図距離は0.�0cM であった。これに対応す

るシロイヌナズナゲノムの物理距離は�0kbであった。

ハクサイのこのゲノム領域は韓国のグループによ

りすでに塩基配列が決定されていた。ただし、塩

基配列を決定した系統は従来のハクサイ品種であ
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り、抵抗性遺伝子 Crr� を持たないことは明らかで

ある。この間の物理距離はシロイヌナズナのそれと

同じく、約 �0kb であった。その塩基配列情報を基

にさらに、この中間にいくつかのマーカーをハクサ

イゲノム配列情報に基づき作成した。それらを用い

て、組換え体の遺伝子型を特定し、表現型と比較し

た結果　Crr� は Br��� と Br��0-�� の間にあると推

定された。この間は ��kb であった。この間の両親

の塩基配列を決定した結果、�個のORFが存在した。

そのうち � 個は TIR、NB-ARC　および LRR を持つ

ものであり、病害抵抗性遺伝子である可能性が示

唆された ( 図 ��0�-�)。これ以外は sugar transporter 
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図1605-1　根こぶ病抵抗性遺伝子座 Crr� 周辺の QTL 解析（F� �� 個体での解析結果）

図1605-2　Crr� 座周辺の組換え個体とその抵抗性表現型。ID=0 は抵抗性、ID ＞ �.� は罹病性、

中間はヘテロ系統と判断される。（空白は組換え領域）
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と chaperone たんぱく質であり、病害抵抗性遺伝子

である可能性は低かった。この LRR を持つ ORF は

抵抗性対立遺伝子と　罹病性対立遺伝子とでいくつ

かのインデルおよび置換があった。

RT － PCR により、対象とした ORF の植物体内

での発現を調べた結果、罹病性対立遺伝子を持つ個

体では � 種の産物が認められ、Alternate-splicing の

可能性が示唆された。なお CRb 座についてはシロ

イヌナズナゲノム情報から新たに AtSTS-�0� を作

出した。これは Piao et al. (�00�) が発表し、CRb ご

く近傍にあると考えられるマーカー、TCR-0� から

�.� cM の距離にあった。また TCR-0� についても

バンドが明確になるよう改良を加えた。

エ　考　察

本研究ではシロイヌナズナゲノム情報を最大限生

かして、抵抗性遺伝子座周辺の詳細なマッピングを

行うことができた。また多くの共優性連鎖マーカー

を加えることができた。

これにより、抵抗性遺伝子のごく近傍だけをもつ

育種母本を作出することができよう。これらの母本

を用いて、複数の抵抗性遺伝子座を１品種に集積

した育種（Pyramiding）がハクサイなどのBrassica 

rapa で可能になるであろう。�）

本研究の成果は連鎖マーカーについては得られた

クローンの配列、およびプライマーの塩基配列を公

表し、広く、民間、公立の育種組織で利用できるよ

うにすることが必要であろう。また、本研究で得ら

れた母本のうち、育種に利用できるものは野菜茶研

に移し、抵抗性集積育種に用いることができよう。

オ　今後の課題

Crr� 座の抵抗性の強度については検討されてい

ない。この対立遺伝子は優性と思われるが、へテロ

個体での抵抗性強度についてさらに検討すべきであ

る。野菜茶研と協議の上、これらを検討する。

本研究の結果 Crr� 抵抗性遺伝子そのもののク

ローニングが可能になった。今後別課題でクローニ

ングをめざす。

カ　要　約

QTL 解析の結果においても N-WMR-� が持つ根

こぶ病抵抗性遺伝子は Crr� の１座であることが明

らかになった。

Crr� 座周辺にシロイヌナズナゲノム情報、およ

びハクサイゲノム情報に基づき、多くの分子マー

カーを作出した。

分離世代（F�）���� 個体をスクリーニングした

結果 Crr� 座は ��kb のゲノム領域に存在することが

明らかになった。

この領域の ORF のうち１個が根こぶ病抵抗性遺

伝子である可能性が示唆された。
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６　メロンのうどんこ病及びワタアブラムシ抵

抗性に関する DNA マーカーの作出（��0�）

　　SSR マーカーによるメロン高密度連鎖地図

の作成および有用形質に連鎖するマーカーの

開発（1607）

ア　研究目的

これまで公表されているメロンの連鎖地図は

AFLP など SSR 以外のマーカーが主体となって作成

されているために、マーカーの再現性や汎用性に乏
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しく複数の連鎖地図を比較・参照することは困難で

ある。そのためヨーロッパ、アメリカ、日本、中国

などの研究者が組織した国際ウリ科ゲノムイニシア

ティブ (ICuGI) において、再現性・汎用性に優れる

SSR マーカーを用いて各国が作成した連鎖地図の統

合を行うことが計画されている。

我々は、病虫害抵抗性に連鎖する DNA マーカー

を開発して育種に利用する目的で、メロンにおけ

る重要病虫害であるうどんこ病、えそ斑点ウイルス

(MNSV) およびワタアブラムシに強度抵抗性を有す

るメロン系統 AR � とこれら病虫害に感受性である

‘春系 �号’との交雑後代から �� 系統の組換え型自

殖系統を育成した。本研究では、これらの組換え

型自殖系統の病虫害抵抗性を調査するとともに、多

数の SSR マーカーを開発し、連鎖地図を作成して、

MNSV 抵抗性およびワタアブラムシ抵抗性のマッピ

ング並びにうどんこ病抵抗性に関する QTL 解析を

行う。さらに、スペインの研究グループと SSR 等

のマーカー情報および地図情報を交換することによ

り �つの地図の統合を目指す。さらに、病虫害抵抗

性遺伝子に連鎖するマーカーなど実際の育種に利用

可能なマーカーの開発を行う。

イ　研究方法

ア　抵抗性検定

抵抗性検定はすべて組換え型自殖系統の幼苗を用

いて行った。うどんこ病およびワタアブラムシ抵抗

性検定は１系統当たり �0 個体 � 反復で、MNSV 抵

抗性検定は �個体 �反復で行った。

ａ　うどんこ病抵抗性

うどんこ病抵抗性検定は、子葉から切り抜いた

リーフディスクにうどんこ病菌レース �（茨城県農

業総合センター生物工学研究所より分譲）を接種し

て行った。接種約 �週間後に菌の増殖程度を観察し

て各個体の発病指数を � 段階（0-�）で評価し、系

統毎に平均して各系統の発病指数を算出した。

ｂ　MNSV 抵抗性

Morales ら (�00�) が報告しているえそ斑点病抵抗

性遺伝子（nsv）周辺のマーカー �A�sp� の情報を元

に作成した CAPS マーカーを用いて組換え型自殖系

統のマーカー遺伝子型を調査し、抵抗性遺伝子との

距離を算出した。

ｃ　ワタアブラムシ抵抗性

ワタアブラムシ抵抗性検定は、ワタアブラムシを

植物体１個体当たり約 �0 頭ずつ接種し、１週間後

に葉の縮れの有無を調査した。

イ　SSR マーカー開発

メロン品種‘春系３号’のゲノム DNA を用いて、

CA, CT, AAG および ATG の � 種類の反復配列に関

して濃縮ライブラリーを作成し、SSR 領域を増幅す

るプライマーを設計した。

ウ　連鎖地図の作成および統合、QTL 解析

新たに開発したマーカー、メロンおよびキュウ

リで報告されている SSR マーカー、スペインから

提供を受けた SSR マーカーと RFLP・EST 情報を

元にしたマーカー、並びに �00� 年 � 月に開始した

ICuGI で共通マーカーをして定められたマーカーに

より両親間の多型を調査し、両親間で多型が確認さ

れたマーカーを組換え型自殖系統における遺伝子型

決定に用いた。多型の調査は、PCR 産物を Klenow 

Fragment に よ り R��0-ddUTP 標 識 し ABI PRISM 

��00-Avant (Applied Biosystems) で検出して行った。

これらを MNSV 抵抗性およびワタアブラムシ抵抗

性検定の結果と併せて Mapmaker �.0 により連鎖解

析を行って連鎖地図を作成した。また、うどんこ病

発病指数により QTL 解析を MAPMAKER QTL�.� を

用いて行った。

スペイングループの連鎖地図との共通マーカーを

増やすために、開発した �� マーカー及び公表され

ている �� マーカーを用いてスペイングループの半

数体倍加系統 �� 系統の遺伝子型を調査した。

エ　マーカー選抜

ａ　うどんこ病抵抗性

AR � の � つの QTL のうち第 � の QTL のみを持

つ系統とうどんこ病感受性系統との交雑 F���0 個

体を用い、簡易検定法によりうどんこ病抵抗性の有

無を確認するとともに QTL 近傍の � マーカーの遺

伝子型を調査した。

ｂ　MNSV 抵抗性

Morales ら �) が報告しているえそ斑点病抵抗性遺

伝子（nsv）周辺のマーカー �A�sp� の情報を元に作

成した CAPS マーカーを用いて組換え型自殖系統の

マーカー遺伝子型を調査し、抵抗性遺伝子との距離

を算出した。さらに MNSV 抵抗性系統と感受性系

統との交雑 F� に抵抗性系統を戻し交雑して育成し

た BC�F���� 個体の幼苗を用いて接種検定による抵
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抗性の調査、並びに子葉より抽出した DNA を用い

てマーカー �A�sp� の遺伝子型の調査を行った。

ウ　研究結果

ア　抵抗性の遺伝様式

ａ　うどんこ病抵抗性検定

うどんこ病抵抗性検定の結果、AR � は完全抵抗

性（発病指数 0）、F� は中程度の抵抗性（発病指

数 � － �）および‘春系 � 号’は完全感受性（発

病指数 �）であった。組換え型自殖系統は平均発

病指数によって抵抗性（発病指数 0）、分離型（発

病指数 0 － � までの種々の個体が出現）および感

受性（発病指数 � より大）、の � 種類に分類でき

た（図 ��0�-�）。抵抗性が作用力の強い優性遺伝

子および発現が不安定で環境の影響を受ける優性

遺伝子支配であると仮定して期待値を算出してχ�

検定を行った場合に、期待分離比と適合した（表

��0�-�）。

ｂ　MNSV 抵抗性検定

MNSV 抵抗性検定の結果が得られた �� 系統は抵

抗性 �� 系統と罹病性 �� 系統に分かれ、MNSV 抵抗

性は �つの劣性遺伝子支配であると考えられた（表

��0�-�）。 

ｃ　ワタアブラムシ抵抗性検定

ワタアブラムシ抵抗性は、F� 検定の結果から �

つの優性遺伝子支配であると推定されている �)。本

研究においても抵抗性固定 �0 系統および感受性固

定 �� 系統に分類でき、χ� 検定の結果この仮定に

適合していた（表 ��0�-�）。

イ　マーカー開発

� 種類のライブラリーから計 ���� クローンの塩

基配列を決定し、重複を除いて SSR 領域を増幅す

る約 �00 対のプライマーを設計した（表 ��0�-�）。

開発したマーカー数は CA および CT のライブラ

AR 5 3F1

DI=0 0<DI ≤1 1<DI ≤2 2<DI ≤3 3<DI ≤4 4<DI ≤5

2
41  51  1.09
46.0 46.0

図1606-1　うどんこ病発病指数 (DI) の頻度分布

表1606-1　うどんこ病抵抗性の分離

表1606-2　MNSV 抵抗性の分離
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リーでほぼ等しく、AAG および ATG ライブラリー

ではそれより少なかった。マーカー作成効率は CT

ライブラリーが最も高かった。

ウ　連鎖地図の作成および統合、QTL 解析

スペイングループの半数体倍加系統 �� 系統の遺

伝子型を調査し、�� マーカーの連鎖地図上の位置

を明らかにした。組換え型自殖系統を用いて、���

マーカーが座乗する全長約 �,��0cM の連鎖地図を

作成した（図 ��0�-�）。この連鎖地図には ICuGI で

連鎖地図を統合するために選ばれた ��� マーカー

のうち �� マーカーが座乗している。また、スペイ

ングループの連鎖地図と共通のマーカーは �� マー

カーであった。我々が作成した連鎖地図とスペイ

ングループのそれとは、すべての連鎖群を対応さ

せることが可能であり、マーカーの並びおよびマー

カー間の距離について概ね一致していた。MNSV

抵抗性遺伝子 (nsv) は XII 連鎖群に座乗していた。

ワタアブラムシ抵抗性遺伝子は第 V 連鎖群に座乗

しており、この遺伝子の両側に約 �cM および約

��cM の距離で２つのマーカー (CMN0�-0� および

CMBR��) が見出された。うどんこ病抵抗性に関し

て QTL 解析を行った結果、第 II 連鎖群 CMBR� 近

傍に LOD��.�、寄与率 ��.�% の QTL、また第 XII

連鎖群 CMN��-0� 近傍に LOD�.�、寄与率 ��.�％

の QTL がそれぞれ検出された。

表1606-3　ワタアブラムシ抵抗性の分離

CA CT AAG ATG

 13.0  21.9  14.4  13.3  15.3

576 288 160 240 1264(A)

158 111  57  81  407

144 109  46  62  361SSR

 75  63  23  32  193

(%)
(B/A*100)

表1606-4　SSR マーカーの開発

C1640.0
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図1606-2　AR � と‘春系 �号’との交雑後代由来

組換え型自殖系統における連鎖地図

各連鎖群左の数字は地図距離 (cM) を、右

はマーカー名を示す。下線は ICuGI での共

通マーカー
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エ　マーカー選抜

ａ　うどんこ病抵抗性

うどんこ病抵抗性検定の結果、抵抗性 ��� 個体

および感受性 �� 個体であり、� つの優性遺伝子支

配の場合の期待分離比 ���:�� に近く、χ� 検定の

結果では �% 水準で実測値と期待値の間に有意差

は認められなかった。連鎖解析の結果、うどんこ

病抵抗性遺伝子は � つの SSR マーカー（CMBR�、

CMBR��0）の間に約 �cM 間隔で座乗していた（図

��0�-�）。これら � つのマーカー型が抵抗性ホモで

あった �� 個体およびヘテロ型であった �� 個体は

すべてうどんこ病抵抗性を示した ( 表 ��0�-�)。一

方、感受性ホモ型であった �� 個体はすべて感受性

を示した。このことよりこれら２つのマーカーは

うどんこ病抵抗性の選抜に利用可能であることが

明らかになった。

ｂ　MNSV 抵抗性

BC�F���� 個体のうち、nsv 連鎖マーカー遺伝子型

が抵抗性ホモであった �0� 個体はすべて抵抗性を示

し、ヘテロ型であった ��� 個体のうち � 個体が抵

抗性、残り ��� 個体が感受性であった（図 ��0�-�、

表 ��0�-�）。このことより、このマーカーを用いて

は抵抗性個体の選抜に実用的に利用可能であること

が示された。

エ　考　察

ア　抵抗性の遺伝様式

AR � は PMR � にワタアブラムシ抵抗性を付与し

た準同質遺伝子系統であり、うどんこ病抵抗性につ

いては PMR � と同じであると考えられる。PMR �

のうどんこ病菌レース �に対する抵抗性を支配する

遺伝子数については、��) または ��) と報告されてい

CMBR1200

3

CMBR86

図1606-3　うどんこ病抵抗性遺伝子およびその近傍の

マーカー

左の数字は Kosambi 関数による地図距離 (cM)

表1606-5　簡易検定法による F� 集団でのマーカー型と表現型との関係

「AR�」由来の１つの抵抗性遺伝子をホモに持つ抵

抗性系統と抵抗性遺伝子を持たない感受性系統との交

雑 F� を供試した。

a) CMBR�、CMBR��0ともに大文字が抵抗性親型、小文

字が感受性親型を示す。両マーカー間で組換えがあっ

た系統はデータから省いた。

b)幼苗にうどんこ病菌を接種し、約�週間後の子葉にお

ける菌そうの有無で抵抗性を判定した。

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  R  S 

図1606-4　CAPS マーカーによる MNSV 抵抗性の判定

R: 抵抗性ホモ、　S: 感受性ホモ

�-�0 : BC�F�(�,�-��, ��,��,��-�0はヘテロ型（感受性））

表1606-6　戻し交雑集団における MNSV

抵抗性と連鎖マーカー遺伝子型

との関係

抵抗性と感受性との交雑 F� に抵抗性系統

を戻し交雑して育成した BC�F���� 個体
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る。この相違は接種方法や用いた菌系の違いによる

のではないかと考えられている。本研究では、AR  

� が有するうどんこ病抵抗性に関しては作用力の異

なる � つの優性遺伝子支配と推定され、後者の報告

と一致していた。近年、従来の抵抗性品種の罹病化

が世界的に問題となっており�)、レースと抵抗性遺

伝子との相互作用などをさらに詳細に解析していく

必要がある。

MNSV 抵抗性は �つの劣性遺伝子支配 �) ワタアブ

ラムシ抵抗性は � つの優性遺伝子支配 �)、とそれぞ

れ報告されており、本研究の結果もこれまでの報告

と一致していた。

イ　マーカー開発

メロンにおいては、CTの繰り返し配列がマーカー

作成に効率的であるとの報告 �) があり、これまで

報告されている SSR マーカーはほとんどが CT の繰

り返しを持つものである。本研究においても CT の

繰り返しを用いた場合に最もマーカー作成の効率が

高かったが、他の配列の場合でも CT の � 割のマー

カー作成効率があり、CT 以外の繰り返し配列を持

つ多数のマーカーを開発することができた。

ウ　連鎖地図の作成および統合、QTL 解析

これまでにメロンの連鎖地図はいくつか報告され

ているが �),�0)、RAPD などの優性マーカーが中心で

あったため異なった集団を用いて作成された連鎖地

図を対応させることはできなかった。最近になって、

共優性マーカーをアンカーポイントとして連鎖地図

の統合がされてきている ��),��),��),��),��)。なかでも

スペイングループにより作成された連鎖地図 ��) は

RFLP、SSR、SNPs などのマーカーが多数座乗して

いる。本研究で作成された連鎖地図とスペインの連

鎖地図とは �� マーカーが共通であり、すべての連

鎖群を対応づけることが可能であった。本研究で作

成した連鎖地図は今後他の集団で作成された連鎖地

図を統合していく際に有用であろう。

うどんこ病抵抗性の QTL 解析の結果、�つのピー

クが検出された。これまでにメロンうどんこ病抵抗

性の QTL 解析は報告されていないが、抵抗性遺伝

子の連鎖解析の報告はあり、� つのピークはそれぞ

れ PI ��������) と VA �����) のうどんこ病抵抗性遺

伝子と同座である可能性が示された。 

エ　マーカー選抜

開発したうどんこ病抵抗性マーカーは実際の育種

選抜に利用可能であることが確認された。メロンに

おいてはうどんこ病抵抗性に連鎖したマーカーの報

告はなく、開発されたマーカーを利用することによ

り、効率的なうどんこ病抵抗性育種が可能となるで

あろう。また MNSV 抵抗性についても論文のマー

カー情報を改変することにより安定した再現性の高

いマーカーとすることができた。うどんこ病抵抗性

に連鎖するマーカーと併せて用いることにより、従

来法では困難であった複合病害抵抗性の育種の効率

化が期待される。 

オ　今後の課題

ア　連鎖地図および連鎖マーカー

解析集団の両親が同じ変種に属し多型が得られに

くいため、作成された連鎖地図には gap 領域が残っ

ている。今後は別の解析集団も加えて統合連鎖地図

を作成し、ゲノム全域をカバーする連鎖地図の作成

を目指す。ワタアブラムシ抵抗性については連鎖す

るマーカーが得られてはいるが、不安定なマーカー

であるため現時点では実用化できていない。抵抗性

遺伝子周辺の情報を用いて、日本の品種に適用でき

る安定なマーカーの作出を目指す。

イ　うどんこ病抵抗性

AR � はうどんこ病に強度の抵抗性を持っている。

この AR � の持つ � つの抵抗性遺伝子のうちレース

� に対する抵抗性の寄与率が大きい QTL について

は、選抜マーカーの開発に成功した。今後は、もう

一方の抵抗性遺伝子についても座乗位置を決定する

とともに、種々のレースと抵抗性遺伝子との相互作

用についても詳細に解析をしていく必要がある。

カ　要　約

ア　抵抗性の遺伝様式

うどんこ病、えそ斑点ウイルス (MNSV) およびワ

タアブラムシに強度抵抗性を有するメロン系統 AR 

� とこれら病害虫に感受性である‘春系 � 号’との

交雑後代から育成した �� 系統の組換え型自殖系統

を材料として、病虫害抵抗性の遺伝解析を行った。

うどんこ病抵抗性は � つの優性遺伝子、MNSV は �

つの劣性遺伝子、ワタアブラムシ抵抗性は � つの優

性遺伝子支配であると推測された。

イ　SSR マーカー開発および連鎖地図作成

‘春系 � 号’のゲノム DNA から SSR 濃縮ライブ
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ラリーを作成して約 �00 個の SSR マーカーを開発

した。開発したマーカー、公表されている SSR マー

カー等を用いて、��� マーカーが座乗する全長約

�,��0cM の連鎖地図を作成した。また、スペイング

ループの連鎖地図と統合を行うために、スペイング

ループの半数体倍加系統 �� 系統の遺伝子型を調査

し、�� マーカーの連鎖地図上の位置を明らかにし

た。本研究で作成した連鎖地図とスペイングループ

の連鎖地図との共通マーカーは �� であり、すべて

の連鎖群が対応づけられマーカー間の距離と並びも

概ね一致していた。また、本研究の連鎖地図には国

際ウリ科ゲノムイニシアティブで連鎖地図を統合す

るために選ばれた ��� マーカーのうち �� マーカー

が座乗しており、今後他国が作成してきた連鎖地図

との統合も予定されている。MNSV 抵抗性は XII 連

鎖群に座乗していた。ワタアブラムシ抵抗性遺伝子

は第 V 連鎖群に座乗しており、この遺伝子の両側

に約 �cM および約 ��cM の距離で２つのマーカー

(CMN0�-0� および CMBR��) が見出された。うど

んこ病抵抗性に関して QTL 解析を行った結果、第

II 連鎖群 CMBR� 近傍に LOD��.�、寄与率 ��.�% の

QTL、また第 XII 連鎖群 CMN��-0� 近傍に LOD�.�、

寄与率 ��.�％の QTL がそれぞれ検出された。

ウ　選抜マーカー

QTL 解析で見出された � つのピークのうち第 II

連鎖群の QTL に関しては、� つの SSR マーカー

（CMBR�、CMBR��0）の間に �cM 間隔で座乗して

いた。これら �つのマーカーを用いることによりう

どんこ病抵抗性個体の選抜が可能であることが実証

された。論文情報を改変して作成した MNSV 抵抗

性に連鎖したマーカーは再現性がよく、実際の育種

選抜に利用可能であった。うどんこ病抵抗性連鎖

マーカーと併せて用いることにより、従来困難で

あった複合病害抵抗性育種を効率的に進めることが

期待される。
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７　野菜の高精度ＤＮＡマーカーの効率的作出

法の開発（2105）

　　比較ゲノム学的手法を利用した野菜の高精

度ＤＮＡマーカーの開発（1608）

ア　研究目的

野菜の育種目標は多岐にわたり、複数の有用形質

を効率良く集積する必要がある。そのため、量的

形質を含む有用形質の詳細な遺伝解析と DNA マー

カーを用いた効率的な選抜法の開発が求められて

いる。しかし、多くの野菜では DNA マーカーの開

発や分子遺伝情報の蓄積に乏しいのが現状である。

多型性が高く PCR を用いて多型検出を行うことが

できる SSR（Simple Sequence Repeats）マーカーは、

大量の遺伝子型決定を迅速に行うことが可能であ

り、上記の解析に適した有用な DNA マーカーであ

る。本研究では SSR マーカーの開発手法を検討す

るとともに、ナスおよびハクサイの SSR マーカー

を多数開発することを目的とする。また、モデル植

物のゲノム情報を利用したマーカー開発のためのラ

ンドマーカーとして、保存性が比較的高く同祖性の

推定が可能な発現遺伝子配列（EST）の利用手法の

確立を行う。

イ　研究方法

ア　ゲノムライブラリのスクリーニングによる

SSR の単離

ナスおよびハクサイのゲノム DNA を制限酵素

Sau�AI で完全消化した後、�00bp ～ �000bp の断片

を精製してゲノムライブラリを作成した。このラ

イブラリに対して DIG 標識したオリゴヌクレオチ

ドをプローブとしてスクリーニングを行った。プ

ローブ配列は (GA)�� と (GT)��、もしくは (AAC)�0, 

(AAG)�0, (ACC)�0, (ACG)�0, (ACT)�0, (AGC)�0, 

(AGG)�0, (ATC)�0 を混合したものをそれぞれ用い

た。得られたポジティブクローンの塩基配列をも

とにクローンの重複を除去し、独立なクローンに

ついてマーカー化するためのプライマーを設計し

た。設計したプライマーを用いて PCR の可否を調

査し、単一バンドを増幅するものを選択し、マー

カー化した。

イ　濃縮ライブラリの構築およびマーカー設計支

援プログラムの開発

ナスのゲノム DNA からの SSR 濃縮ライブラリは

米国 GIS 社への委託作成によって作成した。また、

SSR 濃縮条件（リンカー配列、制限酵素、ハイブリ

ダイゼーション条件等）を検討し、濃縮ライブラリ

の安定した作成プロトコル開発を行った。さらに、

濃縮ライブラリの大量シーケンシングによって得ら

れた塩基配列データの処理システムは既存のソフト

ウェア（Phred, Phrap, Primer�, t-coffee）および自

作の Perl スクリプトによって構築した。設計され

た SSR マーカーはナス系統間の多型頻度を調査し、

さらにナス品種間交配 F� 集団（EWF�, n=��, EPL� 

x WCGR���-�）を用いてマッピングした。

ウ　発現遺伝子配列（EST）を利用したマーカー

作出手法の開発

独自に解読したナス EST 配列から構築した

unigene set(n=��,���) をシロイヌナズナ、トマト、

ジャガイモの unigene set と ssearch を用いて相互

比較し、互いにトップヒットの関係が用いた全て
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の配列セット間で成立する配列を仮想オルソログ

セットとしてマーカー化対象配列とした。対応す

るゲノム配列上のイントロン領域の位置は、対応

するシロイヌナズナのゲノム情報から推定し、そ

の領域を挟む PCR プライマーを設計してナス系統

間の SNPs をダイレクトシーケンシングによって検

索した。見いだされた SNPs は Tm-shift primer PCR

法 �) を改変した手法によってリアルタイム PCR 装

置を用いてタイピングし、ナスの種内交配 F� 集

団２組 ( LWF�, n=��, LS���� x WCGR���-� および

ALF�, n=���, AE-P0� x LS����) を用いてマッピン

グした。

ウ　研究結果

ア　ゲノムライブラリのスクリーニングによる

SSR の単離

ハクサイではゲノムライブラリのスクリーニン

グにより ��� 個の SSR を STS 化し、そのうち �0�

個が座乗したマーカー連鎖地図を構築した（図

��0�-�）。この連鎖地図はハクサイの染色体基本数

である �0 の連鎖群から構成され、�� の RFLP、��

の RAPD を加えた合計 ��� マーカーが座乗し、平均

マーカー間距離は �.�cM である。また、開発された

SSR プライマーは、その多くがキャベツ、ダイコン

などの別種のアブラナ科野菜にも利用でき、モデル

植物であるシロイヌナズナに対しても約 �0% のプラ

イマーが適用可能である（表 ��0�-�）。ナスでは同

様のスクリーニングによって ��� 個のポジティブク

ローンを得て、�� 個の SSR を STS 化したが、ハク

サイに比較して多型頻度が低く、特にコア配列が３

塩基繰り返しである SSR の多型性が著しく低かっ

たことから、マッピング可能な多型を示したものは

�� 個にとどまった。

イ　濃縮ライブラリ構築およびマーカー設計パイ

プラインの構築

ナスゲノム DNA から外部委託によって作成し

た GA および GT を反復単位とする SSR 濃縮ライ

ブラリについて、それぞれ ���� クローンを無作為

にシーケンシングした。それぞれのライブラリは

SSR を含む配列を �0-�0% の高い割合で含んでいた

が、独立な配列数は ��� (��%), ���(��%) と比較的低

率であった。一方、既報 �) に基づき、リンカー配
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表1607-1　開発されたハクサイ SSR プライマーの

近縁種への適応率

図1607-1　ハクサイの分子マーカー連鎖地図 .

　　　　白抜き文字は SSR、その他は RFLP および RAPD マーカーを示す
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列、制限酵素、ハイブリダイゼーション条件等を検

討して濃縮効率を最適化（図 ��0�-�）したプロト

コルに基づいて作成したライブラリは、SSR を含む

配列の含有率は �0% 程度と若干低率であったが、独

立配列の割合は ��% 程度と高かった。これらの濃縮

ライブラリから得られる大量の塩基配列データは、 

‘read�Maker’（図��0�-�）によって効率的にマーカー

化され、�,��� の SSR 含有配列から ��� 個の STS 化

に成功した。これらのマーカーのナス品種間多型頻

度はおよそ �0% 程度であった（表 ��0�-�）。このう

ち ��� 個の SSR はナス品種間交配 F� 集団 EWF� を

用いてマッピングされ、�� 個の AFLP および �0 個

の RAPD と共に全長 �,0��cM のナスマーカー連鎖

地図が構築された（図 ��0�-�）。
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図1607-2　SSR を含むゲノム DNA の電気泳動像

従来法に比べて、改良法では SSRを含むゲノム

DNA断片増幅の効率と特異性が向上している。

図1607-4　開発した SSR マーカーを用いたナス連鎖地図

白抜き文字は SSR マーカーを、それ以外は AFLP または RAPD マーカーを示す。

表1607-2　開発した SSR マーカーの系統間多型頻度

図1607-3　SSR マーカー設計支援システム’

read�Marker’の配列処理の流れ
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ウ　発現遺伝子配列（EST）を利用したマーカー

作出手法の開発

ナス、トマト、シロイヌナズナの３つの配列セッ

トの相互比較から、���� のナス EST がマーカー化

対象配列として選抜され、そのうち ��� についてシ

ロイヌナズナのゲノム配列情報を利用したイント

ロン位置の推定とそれを挟む PCR プライマーの設

計が可能であった。また、ナス、トマト、ジャガ

イモの配列比較によって新たに �,0�� の配列が選抜

され、そのうち、イントロン推定位置を挟み、か

つ、ナスとトマトに共通のプライマーが設計可能で

あったものは �,0�� であった。これらのプライマー

を用いてゲノム DNA のダイレクトシーケンシング

によって見いだした SNPs に基づいて開発したマー

カーはナス系統間交配による２組の F� 分離集団

を用いてマッピングし、PCR ベースの SSR および

SNPs マーカーのみからなる基本染色体数 (n=��) に

ほぼ収束した連鎖地図が構築された（図 ��0�-�）。

LWF�集団を用いた連鎖地図は全長�,��0cMであり、

��� の SSR と ��� の SNPs マーカーの合計 �0� マー

カーが座乗した。ALF� 集団による連鎖地図は全長

�,��0cM であり、��� の SSR と ��� の SNPs マーカー

の合計 ��� マーカーが座乗した。共通のマーカーは

��� であり、それを用いて両者の対応関係が明らか

となるとともに、未だカバーされていないゲノム領

域がそれぞれの地図に残されていることが示唆され

た。また、トマト連鎖地図上のマーカー配列との相

互比較によりトマト連鎖地図との大まかな対応関係

を明らかにし、既報 �) に基づく連鎖群番号（E�~E��）

を各連鎖群に付与することができた。

エ　考　察

ア　野菜における SSR を利用したマーカー開発

本研究では、ゲノム情報の乏しい各種野菜におい
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図1607-5　ゲノム SSR および遺伝子領域由来 SNPs マーカーによるナス高精度 DNA マーカー連鎖地図

各連鎖群とも、左は LWF�、右は ALF� 集団。共通するマーカーは点線で示す。

　　LWF�: �,��0cM �0� markers (��� SSR, ��� SNPs)

　　ALF�: �,��0cM, ��� markers (��� SSR, ��� SNPs)

　　共通マーカー : ��� markers (�0� SSR, �0� SNPs)
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て、効率的にマーカー資源を開発するための手法開

発を主要な目的とした。その目的にもっとも合致す

るマーカー技術として、ゲノム配列由来の SSR マー

カーの開発を行った。その結果、ハクサイ、ナスい

ずれにおいても、SSR マーカーを主たるマーカーに

用い、基本染色体数に収束した連鎖群からなるマー

カー連鎖地図を世界で初めて構築することができ

た。特に、トマトを代表とするナス科野菜では品種

系統間の多型頻度が極めて低く、近縁野生種との種

間交雑集団を用いた連鎖地図のみが報告 �) �) され

ていたが、本研究によって初めて栽培品種や育種素

材系統を両親に持つ交配集団を用いたマーカー連鎖

地図が構築されたことは有用形質の遺伝解析や選抜

マーカー開発に対して極めて重要な成果であると考

えられる。また、ハクサイの SSR マーカーは他の

Brassica 属に対する汎用性が高く、Raphanus 属（ダ

イコン）やArabidopsis 属（シロイヌナズナ）に対

しても有効なマーカーリソースとなりうることが明

らかとなった。今後、シロイヌナズナの豊富なゲノ

ム情報を活用し、ハクサイのみならずキャベツやダ

イコン等の他のアブラナ科の重要野菜のマーカー開

発を進めていく上で、本研究で開発されたハクサイ

SSR マーカーがリファレンスとして有効に活用され

ると期待される。また、本研究の過程で開発された

SSR 濃縮ライブラリの作出法やマーカー設計パイプ

ラインはすでに他の野菜においても利用され、マー

カー開発の効率化・省力化に寄与している。

イ　発現遺伝子配列（EST）を利用したマーカー

作出手法の開発

Brassica 属で認められたゲノム SSR マーカーの近

縁種間における高い汎用性とは対照的に、ナスの

ゲノム SSR マーカーはトマト、ピーマンなどの他

のナス科野菜における汎用性は �0% 程度と極めて低

かった。従って、ナス科野菜においてはゲノム由来

SSR マーカーは種間比較のためのランドマークとし

て用いるにはあまり適していないといえる。近年、

トマトではゲノムシーケンシングが国際的な協力態

勢のもとで開始されるとともに EST 配列等の発現

配列や遺伝資源の表現型などの多彩な情報の蓄積が

急速にすすみつつあるが �)、その情報をトマトや

その他のナス科作物の育種に有効に利用するために

は、ナス科のモデルとなるであろうトマトのゲノム

配列との直系関係を高い確度で推定できるような配

列に基づいたマーカーが必要となる。本研究ではそ

のような配列を EST データの種間相互比較によっ

て抽出しマーカー化する一連の工程を確立し、�00

を大きく越える遺伝子由来マーカーをナス連鎖地図

上にマッピングできた。これらのマーカーは今後ま

すます蓄積されていくトマトのゲノム情報を利用す

る上で有効なランドマークとして利用できると考え

られる。多種多様な野菜品目の全てにおいて網羅的

なゲノム情報を開発していくことは現状では現実的

ではないことから、それぞれの科もしくは属のレベ

ルごとに、そこに含まれる近縁種間で共通に利用で

きるマーカーリソースを系統的に整備することは多

くの野菜において有効であると考えられる。

オ　今後の課題

ア　トマトを核とするナス科マーカーリソースの

整備

我が国の農業生産上きわめて重要な位置を占め、

基礎的なゲノムプロジェクトも進展しているトマト

について、我が国の生産現場において重要な収量・

品質関連形質の遺伝解析やマーカー開発を行う必要

がある。そのために、本研究で開発されたナスのマー

カーリソースの活用を端緒として、トマト DNA マー

カーリソースおよび形質解析系統リソースの大規模

な整備を行うとともに、ナス科共通マーカー開発と

ゲノム構造の比較解析により他のナス科作物への技

術波及を推進する。

イ　重要形質の選抜マーカー開発とその実証

本研究で開発されたナスおよびハクサイの SSR

マーカーおよび高密度連鎖地図は、病害抵抗性や着

果特性などの重要形質の解析ツールや選抜マーカー

開発リソースとしての利用が進められている。これ

らの難関形質のマーカー選抜システムの構築を進

め、DNA マーカー育種の有効性を実証することが

期待される。

カ　要　約

ア　野菜の SSR マーカーの効率的作出手法の開

発と高密度連鎖地図の構築

ゲノムライブラリのスクリーニング、SSR 濃縮ラ

イブラリの効率的作出法の開発、大量塩基配列デー

タからの SSR マーカー自動設計システムの開発な

どを通し、ハクサイおよびナスにおいて SSR マー
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カーの大量開発を行い、それぞれ基本染色体数に収

束した高密度マーカー連鎖地図を構築した。

イ　比較ゲノム学的手法による遺伝子配列由来

マーカーの開発

近縁種における EST 配列の相互比較によって直

系性を推定できる遺伝子配列セットを抽出しマー

カー化する一連の工程を確立した。これに基づいて

トマト・ナス共通マーカー開発のための遺伝子配列

候補を抽出し、そのうち �00 弱をナス連鎖地図上に

マッピングするとともに、トマト連鎖群との大まか

な対応関係を明らかにした。
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８　チャの DNA マーカーの作出と高密度連鎖地

図の作成（1609）

ア　研究目的

育種は有用遺伝子の集積作業であり、特に木本

性作物においては、世代促進と選抜手法の効率化

が育種の近代化に欠かせない。DNA マーカーを利

用してチャの優良品種・系統の連鎖地図を作成し、

重要形質と関連する量的形質遺伝子座 (QTL) を推

定する。QTL に密接に連鎖したマーカーを検出し、

得られたマーカーにより効率的選抜手法を開発す

る。

イ　研究方法

ア　チャゲノムの基盤情報の整備

ａ　DNA マーカー開発と連鎖地図作成

SSR 濃縮ライブラリー約 �000 クローン、およ

び EST 約 �000 クローンの塩基配列情報より SSR

を read�Marker により検索した。約 �00 組のプラ

イマーセットを作製し、PCR 後に増幅産物を蛍光

ラベルするポストラベル法を行い、DNA シーケン

サーで多型を検出した。連鎖地図作成の集団は、

「さやまかおり」と「金 Ck��」の正逆交雑集団を

用いた。

ｂ　BAC ライブラリー作製と DNA マーカー開発

「さやまかおり」を暗黒化で栽培し、白色化した

葉を用いて高分子量 DNA を調製し、BAC ライブラ

リーを作製した。BAC クローンの末端配列を決定

し、得られた配列をもとにプライマーを設計し、「さ

やまかおり」と「金 Ck��」の正逆交雑集団で PCR

による増幅多型を調査した。

ｃ　リボソーマル RNA 遺伝子の染色体座乗位

置の確認

�S および ��S リボソーマル RNA 遺伝子をプロー

ブとして、根端の体細胞に対して FISH を行った。

イ　重要形質の遺伝解析と DNA マーカー選抜育種

ａ　クワシロカイガラムシ *� 抵抗性育種

「さやまかおり」、「ゆめかおり」、「金谷 �� 号」、

「KM�」、「KM��」等のクワシロカイガラムシ抵抗性

品種・系統を用いた交雑を行い、F� 個体群を作出

した。これらが持つクワシロカイガラムシ抵抗性

遺伝子MSR-� と連鎖する e-RAPD マーカー（田中

�00�）により、マーカー選抜を行った。
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ｂ　香気成分アントラニル酸メチル *� 含有を

支配する遺伝子

「やぶきた」×「静印雑 ���」の F� 分離集団 ��

栄養系、およびその �� 栄養系を種子親に、花粉親

として「さえみどり」を交雑した集団を供試した。

各栄養系について RAPD マーカーにより多型を検

出した。

ｃ　チャノミドリヒメヨコバイ *� 抵抗性素材

の探索

野菜茶業研究所枕崎茶業研究拠点の遺伝資源中、

アッサム変種、および中国導入系統を対象に、二番

茶、三番茶の薬剤防除を行わず、チャノミドリヒメ

ヨコバイを発生させ、各系統の被害程度を圃場観察

し、抵抗性系統の検索を行った。　

*� ：クワシロカイガラムシは、チャの最重要害

虫の一つであり、成虫が貝殻をかぶるため防

除適期がふ化後の短期間のみであり防除は難

しく、大量の薬剤散布を必要とする。

*� ：アントラニル酸メチルは、「静印雑 ���」、「そ

うふう」等の品種がもつ香気成分であり、こ

れを含有すると茶の香気が『花香』を有する

と評価される。ブドウの品種「巨峰」にも同

じ成分が含まれている。

*� ：チャノミドリヒメヨコバイは、チャの新芽

加害性害虫の中でも特に深刻な被害をもたら

す。二番茶以降に発生が多く、発生量が多い

と、新芽が硬化し生育が止まってしまう事も

ある。

ウ　研究結果

ア　チャゲノムの基盤情報の整備　　

ａ　DNA マーカー開発と連鎖地図作成

SSR 濃縮ライブラリー約 �,000 クローン、および

EST 約 �,000 クローンの塩基配列情報より SSR を

検索した。�0 回以上の反復を持つ SSR は SSR 濃縮

ライブラリーからは ��� 個、EST からは ��� 個見

つかった。これらのうち、�0� 組のプライマーセッ

トを作製し、「さやまかおり」×「金 Ck��」正逆

交雑集団で多型を調査した。いずれかの親におい

てヘテロで、もう一方の親に分離の検出を妨げな

るアレルがないマーカーを約 ��0 個得てマッピン

グを進めた。

「さやまかおり」については、��� マーカー（SSR�0�

個、RAPD��� 個、CAPS� 個）、全長 �,0��cM、�� 個

の連鎖群からなる連鎖地図が作成された。平均マー

カー間距離は �.�cM で各連鎖群にほぼ均一に分布

していた（図 ��0�-�）。第 � 連鎖群に座乗するクワ

シロカイガラムシ抵抗性遺伝子 MSR-� と強く連鎖

する SSR マーカーが �個得られた。これら SSR マー

カーは、選抜マーカーとしての利用が期待される。

「金 Ck��」については、��� マーカー（SSR ��� 個、

RAPD ��� 個）、全長 �,���cM、�� 連鎖群からなる

連鎖地図が作成された。これはチャの基本染色体数

�� と同数に収束した（図 ��0�-�）。 

ｂ　BAC ライブラリー作製と DNA マーカー開発

BAC ライブラリーを作製し、約 �00 クローンを

得た。平均インサート長は �00kb 弱であった。こ

のうち ��� の BAC クローンの両側または片側末端

を解析した。得られた配列より ��� 種類の PCR プ

ライマーを設計し、うち �� プライマーセットにつ

いて、� 品種・系統を対象に PCR を行った。�� プ

ライマーセットについて増幅が認められたが、異

なるサイズの複数の増幅産物を生じるプライマー

セット、増幅する／増幅しない、の多型を生じるも

のもあり、うち、� プライマーセットについては、

BAC クローンの由来する「さやまかおり」と「金

-Ck��」との交雑後代において �:� 分離を示し、マッ

ピングが可能であった。

ｃ　リボソーマル RNA 遺伝子の染色体座乗位

置の確認

�S および ��S リボソーマル RNA 遺伝子をプロー

ブとして、根端の体細胞に対して FISH を行い、そ

れぞれ、染色体上の �箇所、�箇所に強いシグナル、

他の数カ所に弱いシグナルが得られることを確認し

た（写真 ��0�-�）。

イ　重要形質の遺伝解析と DNA マーカー選抜育種

ａ　クワシロカイガラムシ抵抗性育種

「金 Ck��」と「さやまかおり」との正逆交雑に由

来する分離集団の中から、製茶品質が良好、かつク

ワシロカイガラムシ・炭疽病・輪斑病抵抗性の系統

として、「KM�」と「KM��」を見出した。これら �

系統を交雑に用いた分離集団の形質評価を行い、こ

れらの形質が後代に遺伝することを確認した。そこ

で、クワシロカイガラムシ抵抗性の DNA マーカー
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図1608-1　「さやまかおり」の連鎖地図

図1608-2　「金 Ck��」の連鎖地図

写真1608-1　�S リボソーマル RNA 遺伝子クラスター

　の染色体上における数の確認
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選抜が可能な耐病性・耐虫性系統「KM�」および

「KM��」をそれぞれ、茶中間母本農 � 号および � 号

として品種登録した（表 ��0�-�）。

上記中間母本を含むクワシロカイガラムシ抵抗性

の品種・系統を用いた交雑集団より有望個体につ

いて DNA マーカー選抜を行った。さらに、栄養系

比較試験を行い特性を調査した。枕系 ��-�、およ

び枕系 ��-�（いずれも交雑組合せは「さやまかお

り」×枕崎 �� 号）については、クワシロカイガラ

ムシ抵抗性であり、「さやまかおり」の欠点であっ

た緑茶品質の色沢、炭疽病抵抗性が改善されてお

り系統適応性比較試験への供試を決定し、それぞ

れ枕崎 �� 号、枕崎 �� 号とした（写真 ��0�-�、表

��0�-�）。

ｂ　香気成分アントラニル酸メチル含有を支配

する遺伝子

アントラニル酸メチルを含有しない「やぶきた」

とこれを含有する「静 - 印雑 ���」の交雑に由来す

る F� 集団において、アントラニル酸メチルを含有

する全ての個体は明確な花香を有していた。また、

アントラニル酸メチルを含有する個体と含有しない

個体が �：� に分離し、この形質が � 遺伝子算によっ

て支配されていると推定された。RAPD マーカー

TRWO-0�S は、同 F� 集団内でアントラニル酸メチ

ルの含有と相反連鎖の関係にあった。Mat 遺伝子座

は TRWO-0�S 座近傍にあり、その遺伝距離は �.�cM

と推定された（図��0�-�）。「そうふう」や「藤かおり」

の他、「静 - 印雑 ���」の後代の系統で、花香有り

図1608-1　「さやまかおり」の連鎖地図

写真1608-2　クワシロカイガラムシ抵抗性の有望系統

　　　　　左 枕崎 �� 号、右 枕崎 �� 号

表1608-2　クワシロカイガラムシ抵抗性の有望系統の特性
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と判断されている「金谷 �� 号」および「宮崎 �� 号」

からもアントラニル酸メチルが検出され、相反連鎖

の TRWO-0�S については検出されなかった。また、

「MAKURA� 号」、「Ak����」等、「静 - 印雑 ���」と

親子関係がないが花香を特徴とする素材からも、ア

ントラニル酸メチルが検出された。

ｃ　チャノミドリヒメヨコバイ抵抗性素材の探索

枕 Cd�� および枕 Cd���（いずれもインドダージ

リンからの導入中国系統）が、あきらかにチャノ

ミドリヒメヨコバイの被害が少ないことを見出した

( 写真 ��0�-�、図 ��0�-�)。枕 Cd��、枕 Cd��� とも

に早晩性が「やぶきた」と大差なく、芽のステージ

の違いとも考えられなかった。特に枕 Cd��� は樹

勢も優れることから、後代検定のために交雑を実施

した。

エ　考　察

ア　チャゲノムの基盤情報の整備

ａ　DNA マーカー開発と連鎖地図作成

当初、チャの連鎖地図は RAPD マーカーにより

作成され、クワシロカイガラムシ抵抗性マーカー開

発などで活用されてきたが、今後、他の形質につい

て QTL 解析、選抜マーカー開発を進めていくには、

多くの品種で利用できる DNA マーカー、連鎖地図

が必要となる。SSR は多型性に富み、ジェノタイピ

ングのハイスループット化も容易であることから、

本課題で開発した SSR マーカーは、今後のチャの

DNA マーカー開発の大きな武器となる。「金 Ck��」

については、基本染色体数と同数の �� 連鎖群から

なる連鎖地図が作製されたが、「さやまかおり」に

ついては、�� 連鎖群となっており、まだマーカー

が欠落している部分があると推定される。

ｂ　BAC ライブラリー作製

平均インサートサイズが �00kb でクローン数が約

�00 クローンであるので、ゲノム全体のカバー率は

低いが、これまで作成した連鎖地図でマーカーが座

乗していない部分のマーカー開発などへの利用につ

いては十分可能であると考えられた。

ｃ　リボソーマル RNA 遺伝子の染色体座乗位

置の確認

有用形質に連鎖するマーカーの配列や、末端配

列由来 SNP がマッピングされた BAC クローンをプ

ローブとして FISH 解析を行い、座乗染色体の情報

が得られれば、チャの連鎖地図の情報を補完するこ

とができ、基盤情報としての価値が高まる。その

第一段階として、チャにおける FISH 解析を確立す

Rec
Frac.

Dist
cM

Marker
Id Name

(2) TRHE-16B

(3) TRWO-03S
(1)

(23.1%) 31.0

(2.1%)   2.1

図1608-3　「静印雑 ���」のアントラニル酸メチル

含有を支配するMat 遺伝子座と TRWO-

0�S との連鎖。

写真1608-3　チャノミドリヒメヨコバイによる被

害　程度の品種・系統間差異

　　　　　左からやぶきた、枕 Cd��、枕 Cd���
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Cd19 Cd289
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3 4

図1608-4　チャノミドリヒメヨコバイによ

る被害芽程度率
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るためリボソーマル RNA 遺伝子をプローブとした

解析が行われた。�S と ��S RNA のいずれをプロー

ブとして用いた場合も明確なシグナルが検出され、

BAC クローンをプローブとした場合でも FISH 解析

が十分行えると考えられる。

イ　重要形質の遺伝解析と DNA マーカー選抜育種

ａ　クワシロカイガラムシ抵抗性育種

クワシロカイガラムシの抵抗性評価は、ポット苗

等に虫を寄生させて産卵開始時期の産卵数と卵巣卵

数を顕微鏡下で計測するといった非常に煩雑な操作

を必要とするため、育種の現場で利用するのは困難

であるが、DNA マーカー選抜では、年間 �,000 個

体程度の選抜でも問題なく実施することができ、抵

抗性育種の大幅な効率化が達成された。現在、野菜

茶業研究所で行っている育種の中で、クワシロカイ

ガラムシ抵抗性の DNA マーカー選抜が実施可能な

交雑組合せは全体の半数以上になり、クワシロカイ

ガラムシ抵抗性は当たり前の形質になりつつある。

ｂ　香気成分アントラニル酸メチル含有を支配

する遺伝子

アントラニル酸メチルの有無、後代の形質から、

Mat 遺伝子座の遺伝子型は、「やぶきた」が (mat/

mat)、「静印雑���」が (Mat/mat) である。「そうふう」、

「藤かおり」、「金谷 �� 号」、「宮崎 �� 号」のMat 遺

伝子座の遺伝子型は、その来歴より（Mat/mat）と

推定される。これらの情報を活用して花香を有する

品種の育成が進められることが期待される。

ｄ　チャノミドリヒメヨコバイ抵抗性素材の探索

チャノミドリヒメヨコバイは、被害許容水準が低

く、発生すると甚大な被害をもたらす害虫であるた

め抵抗性品種の育成が望まれているが、既存の緑茶

用品種で抵抗性のものは無かった。野菜茶業研究所

が有するチャの遺伝資源の中で中国導入系統は変異

の幅が広く新規の形質を持つ栄養系をスクリーニン

グするには適した材料であり、今回 � 系統が見出さ

れたことからも中国導入系統の有用性が再確認され

た。ただ、今回見出された �系統は、圃場観察のみ

のスクリーニングであるため、今後、室内検定など

で抵抗性の程度を詳細に調査する必要性がある。

オ　今後の課題

ア　チャゲノムの基盤情報の整備

チャはモデル植物、主要作物と近縁でないためこ

れらの植物で開発されたマーカーを利用することは

困難であり、自前のマーカー開発が必要である。現

在は、連鎖地図は集団の各親について作成している

が、これらを統合した多数の品種・系統間について

共通して利用できる連鎖地図、すなわちコンセンサ

スマップを作成する必要がある。今までのところ連

鎖地図にマッピングできた SSR マーカーが �00 弱

であるが、多数の品種系統で基本染色体数の �� に

収束する連鎖地図を作成可能なマーカー数を確保す

るとしたら、少なくとも �00 程度、多ければ �000

以上の SSR マーカーが必要となるであろう。当然、

SSR マーカーのみでは、カバーできない染色体領域

が生じる可能性が高く、SNP 等の他のマーカー開

発も進めていく必要がある。SNP の探索は、BAC、

EST から検索するのが有効だと考えられるため、

BAC、EST の蓄積も進めていく必要がある。

注意すべきことは、チャは古倍数性であると考え

られており、プライマーセットを設計して PCR し

ても複数の遺伝子座から増幅していると推定される

マーカーが多数あることである。複数の遺伝子座が

増幅するマーカーでも SSR なら DNA シーケンサー

でフラグメント解析を行えばジェノタイピングが十

分可能なマーカーは多いが、これらは連鎖地図の統

合には使用できない。SNP の場合は複数遺伝子座に

由来する増幅産物では解析が不可能であるが、EST

の配列をもとにしてプライマーを設計し複数領域を

増幅するマーカーの割合を減らすことができる可能

性がある。今後のマーカー開発は、この点を考慮し

て、どういう種類のマーカーをどれだけ開発してい

くか検討しながら進めていく必要がある。

多数のマーカーが開発されれば、マーカー、連鎖

地図の情報、品種・遺伝資源等の遺伝子型の情報を

データベース化し、多数の研究者が利用しやすい環

境を作る必要がある。

また、遺伝解析手法の改良も重要である。近年、

作物でも連鎖不平衡解析、連関解析といった、分離

集団を作成しないで重要形質を制御する遺伝子座を

特定する手法が取り入れられつつある。チャなど木

本作物では、分離集団の作出には多くの時間と場所

が必要であることから、これらの手法の導入による

重要形質の遺伝的解析が進むことが期待される。

イ　重要形質の遺伝解析と DNA マーカー選抜育種

ａ　クワシロカイガラムシ抵抗性育種
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既存のクワシロカイガラムシ抵抗性の緑茶品種

は、「さやまかおり」とその後代である「ゆめかおり」、

「さやまかおり」とは系譜を異にする「みなみさやか」

がある。「さやまかおり」と「ゆめかおり」は、樹

勢が強く多収であるが、重要病害である炭疽病に弱

い。「みなみさやか」は炭疽病にも抵抗性であるが、

収量、緑茶品質の面で問題がある。これら既存の品

種の欠点を改善したクワシロカイガラムシ抵抗性品

種が求められており、「枕崎��号」および「枕崎��号」

は期待される栄養系である。

ただ、さらに将来を考えると、「さやまかおり」

の抵抗性が打破されるおそれも否定できないため、

他の抵抗性遺伝子の利用も念頭に入れておく必要が

ある。「さやまかおり」と「みなみさやか」の抵抗

性メカニズムの異同、既に報告がある紅茶品種や遺

伝資源の抵抗性育種素材を用いた育種などに着手す

べきである。

ｂ　香気成分をターゲットとした育種

現在、日本国内の茶園面積の �0％以上を「やぶ

きた」が占めている。このことは、茶の香気が画一

化しているおそれがある。しかし、世界を見渡すと、

紅茶においても半発酵茶においても香気は極めて多

様である。茶が人類の歴史上、嗜好性飲料として親

しまれてきたのは、カフェインを含有することに加

えて香気が多数の人間の嗜好に適しているからであ

ると考えられる。香味は、単一の香気成分の作用で

なく多数の物質の総合的な特徴として感じられる。

よって、アントラニル酸メチルを含有する品種・系

統は、同じ香気成分を含有していても「香味」とな

ると多様なバリエーションが生まれるため、今後も

新たな品種の育成が期待される。これには、Mat 遺

伝子は極めて有用なツールとなるであろう。

ｃ　チャノミドリヒメヨコバイ抵抗性育種

まずは、チャノミドリヒメヨコバイの室内検定法

の確立が課題である。チャノミドリヒメヨコバイは、

チャ以外の植物や人工飼料を用いた飼育が成功して

いないため、チャの苗木等で常に新芽を用意して飼

育する必要があり、これが技術的な壁である。最近、

チャの培養苗生産技術の開発が進められており、こ

の技術が確立すれば、一年中、容易にチャの新芽を

入手できるようになるため、室内飼育が容易になる。

そうすれば抵抗性の程度を室内検定により評価でき

るようになる。その後、本課題で見出された �系統

を交雑に用いた集団を用いて QTL 解析を行い、選

抜用マーカーの開発を目指すことが期待される。

ｄ　その他の形質

病虫害抵抗性育種では炭疽病抵抗性、赤焼病抵抗

性、カンザワハダニ抵抗性など重要課題が多くある。

また、窒素肥料削減による環境負荷低減を実現する

ためには、窒素吸収・同化能力の遺伝的改良を目指

す必要があり、これに関わる形質の QTL 解析を進

める必要がある。多様化する消費者の嗜好への対応

と新需要創出を図るためには、カフェインレス品種

の育成、新規機能性成分高含有品種の育成を目指し

た DNA マーカー開発も今後の重要課題である。

カ　要　約

ア　チャゲノムの基盤情報の整備

チャの SSR マーカーを開発して連鎖地図にマッ

ピングし、「さやまかおり」および「金 Ck��」の地

図情報を充実化した。また BAC ライブラリーの作

製、およびリボソーマル RNA 遺伝子の FISH 解析に

よる染色体座乗位置の同定を行った。

イ　重要形質の遺伝解析と DNA マーカー選抜育種

DNA マーカーにより後代のクワシロカイガラム

シ抵抗性個体選抜が可能な中間母本を � 系統登録し

た。e-RAPD マーカーを利用してクワシロカイガラ

ムシ抵抗性育種を進め、栄養系適応性検定試験に供

試する有望系統を � 系統選抜した。また、「静印雑

���」に由来する香気成分アントラニル酸メチル含

有を支配する遺伝子 Mat に連鎖するマーカーを得

た。さらに、チャミドリヒメヨコバイに抵抗性であ

ると考えられる栄養系を中国から導入した遺伝資源

より �系統見出した。

キ　引用文献

１) 田中淳一（�00�）.DNA マーカーのチャ育種

への利用に関する研究 . 野菜茶業研究所研究報

告 .�.���-���．

研究担当者（谷口郁也 *、田中淳一、吉田克志）
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１　SSR マーカーを利用した日本型イネ品種間

の多型検出（2101）

ア　研究目的

これまでにイネゲノムプロジェクトによって作成

された RFLP( 制限酵素 DNA 断片長多型 ) 連鎖地図

上に位置づけられている多数の DNA マーカーはイ

ネの有用形質の遺伝解析ならびに選抜育種技術の開

発の基盤となっている。しかしながら、RFLP マー

カーは日本水稲品種間での多型頻度が低く、また、

検出に比較的多量の DNA サンプルが必要であるた

め、日本水稲品種間の交雑組合せが主に利用される

育種現場に RFLP マーカーを指標とした個体選抜を

適用することは容易ではない。そこで、育種現場で

簡便かつ容易に少量の DNA サンプルでも利用可能

な PCR 法によって検出できる SSR( 単純反覆配列 )

マーカーを用いた効率的な選抜技術を開発するため

に必要な日本型イネ品種間での多型の検出を行う。

イ　研究方法

ア　供試材料には、日本水稲 ��� 品種（作付け

上位の品種、育成の母本として利用されている育

成品種・系統、在来品種）、イタリアの日本型イネ

� 品種、陸稲 � 品種、熱帯ジャポニカ � 品種、イン

ド型 �品種、野生稲 �種 (Oryza rufipogon およびO. 

longistaminata ) の合計 ��� 品種（表 ��0�-� 参照）

を用いた。SSR マーカーは McCouch ら �) によって

連鎖地図上に位置づけられているもののうち ��� 個

を使用し、検出には DNA シーケンサー (ABI PRISM 

��00 Genetic Analyzer)および解析ソフトウェア (ABI 

��00 Datacollection、GeneScan Analysis) を用いた。

また、近縁係数の算出には Windows による作物品

種の家系分析用 Prolog プログラム（吉田 �) を用い

た。

ウ　研究結果

ア　SSR マーカーにより検出された DNA 多型に

基づく日本水稲品種の分類

供試したマーカーのうち、データに欠落のない

��� 個の SSR マーカー（染色体 �～ ��、マーカー間

平均 �.�cM）から得られた多型検出の結果を指標と

した Nei の遺伝距離に基づく近隣接合法による分類

を行った。供試した ��� 品種はすべて �品種ずつに

分類され、さらに、日本水稲 ��� 品種は品種間の遺

伝距離が 0.0� ～ 0.� 程度の �� の群に分かれた ( 表

��0�-�、No. � ～ �� 群 )。一方、インド型品種およ

びO.rufipogon(No. � 群 )、熱帯ジャポニカ品種 (No. �

群 ) および陸稲品種 (No. � 群 ) は供試品種数が少な

第２編　高精度 DNA マーカーの作出

表2101-1　SSR マーカー ��� 個によるイネ ��� 品種の分類の概要
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いものの、品種間の遺伝距離がそれぞれ 0.0� ～ 0.�、

0.�� ～ 0.�� および 0.0� ～ 0.� 程度の群に分かれた。

イ　遺伝距離と近縁係数との比較

日本水稲�品種（日本晴、アキヒカリ、いただき、

コシヒカリ）および Kasalath 間の遺伝距離、近縁係

数および多型率を表��0�-�に示した。遺伝距離・多

型率と近縁係数とには概ね負の相関があると考えら

れ、近縁係数を算出した ���品種間の近縁係数と遺

伝距離との全体の相関係数は -0.��であった。品種別

には、コシヒカリと他の��0品種の -0.��から神力と

他の��0品種の -0.�0までの差がみられたが、概ね近

年の育成品種で負の相関が強く現れる傾向にあった。

エ　考　察

ア　日本水稲品種における DNA 多型の検出

日本のイネ育種においては、日本で栽培される日

本型品種間の交雑組合せが主に利用されているが、

多型の検出頻度が低く、十分なマーカー数を得るの

が困難であるとされてきた日本型水稲品種で、DNA

マーカーを利用した育種選抜手法を導入するために

は、高頻度に多型検出が可能なマーカーを利用する

必要がある（矢野 �)。日本水稲品種間の多型検出頻

度については、河野ら �) が �種類の DNA マーカー

(RFLP、RAPD（任意増幅断片多型）、AFLP（増幅断

片長多型）、SSR) による多型検出頻度の比較を行い、

日本型品種間での多型検出に SSR が有効であること

を報告している。本研究では、日本水稲 ��� 品種に

ついて、SSR マーカーによる DNA 多型の検出を試

みた。その結果、日本水稲品種間では、特に近縁な

品種間の場合を除き、�0 ～ �0% 前後の多型率が得

られ、従って、日本水稲品種間の雑種集団で、食味

や玄米品質等、日本水稲に由来する形質についての

分析や選抜を行う際に利用することのできる DNA

マーカーの設定が可能になることが期待された。

オ　今後の課題

○日本水稲品種間の DNA 多型検出方法について

遺伝的に近縁な日本水稲品種間で SSR マーカー

を用いて多数の DNA 多型を検出するためには、

DNA シーケンサーを利用する必要があり、多額の

経費を要する。安価で精度の高い検出手法の開発が

望まれる。

カ　要　約

○ SSR マーカーを利用した日本型イネ品種間の

多型検出

SSR マーカーを利用することにより、供試した日

本水稲 ��� 品種間すべてで DNA 多型が検出され、

日本水稲 ��� 品種は品種間の遺伝距離が 0.0� ～ 0.�

程度の��の群に分けることができた。従って、今後、

本研究で得られた DNA 多型情報を活用することに

より、日本水稲品種間の雑種集団でも DNA 多型に

基づく分析や選抜が可能となることが期待された。

キ　引用文献

１) McCouch ら .(�00�). Development and mapping 

of ���0 new SSR markers for rice (Oryza sativa L.). 

DNA Research �: ���-�0�.

２) 吉田智彦 (�00�).Windows による作物品種の家

系分析用 Prolog プログラムの作成 . 日作関東支部

報 .��: ��-��.

３) 矢野昌裕 (����). 作物育種の新戦略― DNA マー

カーを指標とした選抜法の確立にむけてー . 農業

技術 .��: ���-���. 

４) 河野いづみら (�000).DNA マーカーによるイネ

日本型品種間の多型検出頻度の比較 . 育種学研

究 .�:���-�0�.

研究担当者（出田　収 *、加藤　浩、根本　博、安

東郁男、井邊時雄）

表2101-2　日本水稲 �品種間の近縁係数、遺伝距離および同品種とインド型品種 Kasalath

間の SSR マーカーによる多型率 ( 多型のあるマーカー数 / 解析マーカー数 )
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２　イネ DNA マーカーの作出、DNA マーカーの

作出と解析（2102）

　

ア　研究目的

DNA マーカーの作出は、イネにおいて SSR マー

カーの充実および全塩基配列の公開により、ほぼ体

系化された。しかしながら日本型品種間では多型頻

度が低いため、さらに SNP マーカーの導入が必要

である。そこで、SSR マーカーおよび SNP マーカー

を利用した日本型イネ品種間の雑種後代を用いた連

鎖地図の構築を試み、近縁種間での遺伝解析の可能

性を探る。

イネで多くの研究蓄積のある DNA マーカーの作

出・利用技術を野菜などのイネ以外の有用作物にも

応用し、塩基配列情報からプライマー設計まで一

連の情報処理を行うプログラムを開発する。また、

SNP マーカーの低コストかつ安定性の高いタイピン

グ手法を開発する。

さらにプロジェクト参画研究室から依頼を受け

た、TAC クローンやフォスミドクローン、PCR 増

幅断片等の塩基配列決定や、様々な手法によるマー

カー作成、遺伝子型調査等の研究支援を行う。

イ　研究方法

ア　イネ日本型品種コシヒカリと日本晴の遺伝解析

ゲノム全体に分布する SSRマーカーについてコシ

ヒカリと日本晴間の大規模スクリーニングを行う。

コシヒカリと日本晴の戻し交雑第１世代（BC�F�）

について、SSR マーカーと SNP マーカーを使って

タイピングし、mapmaker/EXP�.0 で連鎖地図を構築

する。また出穂期について QTL Cartographer�.0 を

用いて QTL 解析を行う。

イ　イネの DNA マーカー検索システムの構築

ゲノム塩基配列情報の統合データベース

INE(Integrated rice genome explorer) に RFLP、CAPS、

STS および SSR マーカー情報を組み込んだ、マー

カーの効率的検索システムの構築を進める。

ウ　ササニシキとハバタキの F� 集団を用いた

QTL 解析用の遺伝子型調査

ササニシキとハバタキの F� 集団（n=��0）の

DNA を CTAB 法により抽出し、ササニシキとハバ

タキ間で多型があり、かつゲノム上に等間隔で存在

する SSR マーカーを用いて、各個体の遺伝子型調

査を行う。

エ　ナス、ネギ、チャの SSR マーカーの大量開発

各協力分担研究室より提供された SSR 濃縮ライ

ブラリを用いて、各クローンの塩基配列解析を行

う。野菜茶業研究所・育種工学研究室と共同で、塩

基配列情報から DNA マーカー作成の過程（重複ク

ローンの除去、SSR の検出、PCR プライマーの設計）

を自動化するプログラムを開発し、各種の条件を検

討する。大量の塩基配列情報からプログラムで設計

したプライマーを用いて、ナス、ネギ、チャのそれ

ぞれで � 系統ずつのゲノム DNA をテンプレートに

PCR を行い、STS 化率を確認する。

オ　ナスの SNP マーカー作成

野菜茶業研究所・育種工学研究室から提供された

ナスあるいはトマトの EST 領域を増幅するプライ

マーを用いて、ナスの � 系統の STS 化を確認する。

STS 化できたプライマーを用いて、ピーマンを含め

た � 品種系統で塩基配列を決定する。大量の塩基配

列情報から集団の両親間での SNP および indel を検

索し、これらの情報から � 組合せの両親間において

マーカーを作成する。

カ　ダイズ品種間の多型調査および Jack とフク

ユタカの recombinant inbred lines (RILs) の遺伝

子型調査

アガロースゲル電気泳動により SSR マーカー

を用いて �� ダイズ品種の多型調査を行う。また、

Jack とフクユタカ間で多型が確認された SSR マー

カーを利用して RILs の遺伝子型調査を行う。

キ　コムギ PLUG マーカーを用いた遺伝子型調査

アガロースゲル電気泳動により、コムギ各染色体

欠失系統群の遺伝子型調査を行う。　　

ク　ニホンナシ在来品種 巾着の BAC ライブラリ

の作成

ナシの未展開葉から核 DNA を抽出し、HindIII に

よって部分消化を行ない、そのゲノム断片を BAC

ベクターに導入して、大腸菌の形質転換を行なう。

得られたコロニーのピッキングを行ない、��� プ

レートへの整列化を行なうとともに、特定クローン

のスクリーニングシステムを構築する。

ウ　研究結果

ア　イネ日本型品種コシヒカリと日本晴の遺伝解析

日本晴とコシヒカリのそれぞれを戻し親とした
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BC�F� の � 集団（日本晴 / コシヒカリ // 日本晴 ��

個体、日本晴 / コシヒカリ // コシヒカリ ��� 個体）

を用いて、SSR マーカーをそれぞれ ��� および �0�

個、SNP マーカーそれぞれ � 個を用いて遺伝子型の

調査を行った。さらに Mapmaker/EXP�.0 を利用し

て連鎖地図（図 ��0�-�）を作成し、Cartographer�.0

を用いて出穂期についての QTL 解析を行った。そ

の結果、出穂期に関する QTL を第３染色体および

第６染色体上に検出した。これらの QTL は既知の

Hd�、Hd�a、RFT� の近傍に検出されたが、それら

既知遺伝子についてコシヒカリの塩基配列を調べた

ところ、すべて日本晴と同じ配列であった。したがっ

て、検出された２つの QTL は、Hd�、Hd�a、RFT�

遺伝子とは異なる新規遺伝子座であることが判明し

た。以上のことから、SSRマーカーあるいは SNPマー

カーを利用することで、遺伝的に近縁である日本の

イネ品種間の QTL 解析が可能であることが示唆さ

れた。

イ　イネの DNA マーカー検索システムの構築

統合データベース INE に搭載された連鎖地図と

物理地図に、新たに ��� 個の CAPS マーカーと STS

マーカーの位置情報とプライマー配列、�0�� 個の

SSR マーカーの位置情報、SSR モチーフおよび反復

配列数を組み込むことにより、DNA マーカーの検

索システムを構築した。

（http://rgp.dna.affrc.go.jp/E/giot/INE.html）

ウ　ササニシキとハバタキの F� 集団を用いた

QTL 解析用の遺伝子型調査

圃場栽培した ��0 個体のササニシキとハバタキの

F� 集団の葉（約 �0 cm を � 枚）をサンプリングし、

DNA 抽出を行なった（DNA 収量 � 〜 �00μg）。染

色体上にほぼ均等に位置づく���個の SSR マーカー

を用いて、それらの個体の遺伝子型調査を行った（図

��0�-�）。

エ　ナス、ネギ、チャにおける SSR マーカーの

大量開発

SSR モチーフをもつゲノムクローンの濃縮ライ

ブラリから、ナスでは �,�0�、ネギでは ��,��� およ

びチャでは �,�00 種類のクローンの塩基配列解析を

行った。さらに野菜茶業研究所と共同で DNA マー

カー開発支援プログラム read�Marker を開発した。 

このプラグラムにより SSR 領域を増幅させるプラ

イマーを設計したところ、ナスで �,��� 対、ネギ

で �,��0 対およびチャで ��0 対のプライマーが設計

できた。STS 化率はそれぞれ ��.�％、��.�％および

�0.�％であった。

オ　ナスの SNP マーカー作成

野菜茶業研究所から提供されたトマトの EST か

らデザインされたプライマー ��0 対のうち ��� 対で

STS 化を確認した。そのうち ��� 対のプライマーを

用いて、PCR 産物の塩基配列解析を行なった。そ

の結果、� 組合せの両親間でそれぞれ ��、�� の配

列で多型が得られ、SNP 数は ��、�� カ所であった。

その他の配列情報からのマーカー作成も含め、合計

��0 箇所について、indel（STS）および SNP （CAPS, 

dCAPS, 一塩基伸長法、tetra-primer ARMS PCR 法）

のマーカー化ができた。

カ　ダイズ品種間の多型調査および Jack とフク

ユタカの RILs の遺伝子型調査

��� 個の SSR マーカーでダイズ �� 品種の多型を

図2102-1　日本晴/コシヒカリ//コシヒカリ (BC�F�)

に用いた DNA マーカーの分布

図2102-2　ササニシキ / ハバタキ F� 解析に用いた

DNA マーカーの分布
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調査し、そのうち Jack とフクユタカ間で多型を示

した ��� マーカーを用いて ��� 系統からなる RILs

の遺伝子型調査を行った。

キ　コムギ PLUG マーカーを用いた遺伝子型調査

各染色体についてそれぞれ �0 〜 �0 マーカー（全

��� マーカー）を用いて、各染色体の欠失系統群（各

�� 個体）の遺伝子型を決定した。

ク　ニホンナシ在来品種 巾着の BAC ライブラリ

の作成

平均断片長���kb の BAC クローンの�.�万クロー

ンのライブラリ（ゲノム �� 倍に相当）を作成した。

エ　考　察

ア　イネ日本型品種コシヒカリと日本晴の遺伝解析

イネの全ゲノムの配列が公開されたことで、塩基

配列を利用した DNA マーカー作成が可能になり、

SSR や SNP の多型を利用して日本稲の近縁品種間

における遺伝解析、QTL 解析が可能となった。SSR

マーカーは、アガロースゲル電気泳動による検出だ

けでなく、シーケンサーを用いたフラグメント解析

を行うことで、SSR モチーフ � 回の繰り返しの差ま

で検出可能になったので、より多くの SSR マーカー

が利用できるようになった。

DNA マーカーの充実や新たなマーカー作成技術

の開発により、日本型イネ品種の代表である日本晴

とコシヒカリを材料に連鎖解析、遺伝解析が可能と

なり、今後のイネ育種のモデルケースとなると考え

られる。

イ　DNA マーカー検索システムが構築されたこ

とにより、目的領域に存在する DNA マーカー情報、

および塩基配列情報の入手可能になり、新規マー

カー作成や位置情報の確認などが容易になる。

ウ　ササニシキとハバタキの F� 集団を用いた

QTL 解析用の遺伝子型調査

大規模な集団の解析を行うために、PCR や電気

泳動での工夫をし、遺伝子型調査を含め多数の材料

を扱う解析にも対応可能となり、支援課題もスムー

ズに進められた。

エ　ナス、ネギ、チャの SSR マーカーの大量開発

塩基配列情報から、SSR マーカーのプライマー設

計までを自動化したプログラム read�Marker は今回

供試した作物以外にも適応可能であり、今後ゲノム

情報が明らかにされる作物のマーカー作成では大き

な力を発揮すると考えられる。

オ　ナスの SNP マーカー作成

塩基配列情報より、indel(STS) マーカー、SSR マー

カー、SNP については、CAPS、dCAPS、一塩基伸

長法、Tm-Shift、tetra-primer ARMS PCR の様々な

方法によってマーカー化が可能になり、これらの方

法は他の作物にも適用可能である。解析規模やコス

トにより、多型検出の方法の選択が可能になり、解

析規模などの条件によってマーカーの種類が選択可

能になった。しかしながら、マーカーの種類によっ

ては、高価な機器が必要な場合があり、ゲルによる

電気泳動法で検出できるマーカーが主として利用さ

れるマーカーとなる。

カ　ダイズ品種間の多型調査および Jack とフク

ユタカの RILs の遺伝子型調査

コムギの多品種による多型調査は今回が初めてで

あり、��� 個の SSR マーカーのデータが揃い、今後

の有用形質の解析研究に役立つと考えられる。

オ　今後の課題

特になし。

カ　要　約

イネではゲノム配列が明らかになり、SSR マー

カーが充実したことや、DNA マーカーの情報が充

実したこと、塩基配列のコストが下がったことな

どから、日本稲の近縁品種間でも多型マーカーの

作成、連鎖解析、遺伝解析が可能になった。特に

SNP 検出については、様々な手法を検討し、CAPS、

dCAPS、 一 塩 基 伸 長 法、Tm-Shift、tetra-primer 

ARMS PCR 法などのマーカーが選択可能となった。

塩基配列情報から多型検索、プライマー設計まで

を完全自動化したプログラムを開発したが、これは

今後ゲノム情報が明らかになる他の作物にも適用可

能であり、マーカー作成のためのツールとして役立

つと考えられる。

また、STAFF 研究所が協力分担の研究室の課題

を技術面と労力面から支援することにより、各課題

の成果に貢献した。

研究担当者（河野いづみ *、金森裕之、並木信一）
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３　コムギ SSR マーカーの作出（2103）

ア　研究目的

コムギのゲノムサイズはイネの �0 倍と巨大であ

り、A・B・D ゲノムからなる異質 �倍体である。育

種選抜マ−カ−開発に寄与する基本地図を作製するた

めには簡便な PCR 利用可能なことに加えて、多型性

に富んだマ−カ−が多数必要である。これらの条件を

満たす PCR 型 DNA マ−カ−に SSR（Simple Sequence 

Repeat）等がある。本課題ではコムギ SSR マ−カ−を

開発し、コムギ遺伝地図の充実化を図る。本課題で

は、ゲノムライブラリーおよびデータベースから新

たな SSR 配列を単離、同定し、開発した SSR マーカー

のマッピングならびに多型性評価を行う。

イ　研究方法

ア　新規 SSR マーカ－の開発

ゲノム DNA は CTAB 法もしくは DNeasy Plant 

Mini Kit（キアゲン）を用いてコムギ緑葉から抽出

した。普通コムギ系統「Chinese Spring」のゲノム

DNA を鋳型として、Genetic Identification Service 社

(U.S.A.) において (GA/CT)n、(GT/CA)n モチーフの

濃縮ライブラリーを作成した。� 種のライブラリー

を大腸菌で形質転換し、ランダムに選んだクロー

ンのシーケンスを決定した。得られたシーケンスを

SEQUENCHERver.�.�.�（GeneCodes 社）ソフトウェ

アを用いて重複クローンを取り除き、ユニークシー

ケンスを選抜した。

DDBJ データベースに登録されているコムギシー

ケンスデータおよび Expressed sequenced tag(EST)

から、� 塩基および � 塩基の計 �� 種のモチーフ、

(GA/CT)n、(GT/CA)n、 (AT)n、(CGA/GCT)n、(CAA/

GTT)n、(CAT/GTA)n、(GGT/CCA)n、(ATT/TAA)n、

(CGT/GCA)n、 (CTA/GAT)n、(GGA/CCT)n、(CTT/

GAA)n を含むシーケンスの検索を行った。EST に

ついては日本のコンソーシアムにより開発された

���,��� の EST（Ogihara et al. �00�）由来の ��,���

のコンティグシーケンスを給源とした。これらコ

ンティグシーケンスに対して、�� 種の SSR につい

て BLAST 検索し、相同性の高いコンティグを選抜

した。さらに、KOMUGI サイト (http://www.shigen.

nig.ac.jp/wheat/wheatja.html) から Triticum 属および

近縁属のシーケンスを抽出し、SSR を含むシーケン

スを探索した。

イ　SSR の同定、プライマー設計、PCR 増幅

選抜したシーケンスはすべて「SSR IT」プログラ

ム (http://www.gramene.org/gramene/searches/ssrtool)

を用いて繰り返し数、リピートタイプ、モチーフ

を調査した。�塩基モチーフで �回、�塩基モチー

フで � 回以上の SSR を含み、かつ SSR の両側に

十分な長さの隣接配列が認められるシーケンスに

ついて、「Primer�」プログラム (http://frodo.wi.mit.

edu/cgi-bin/primer�/primer�_www.cgi) を利用してプラ

イマーの設計を行った。��0-�00bp のサイズで増幅

するようにプライマーを設計し、PCR を行った。得

られた増幅産物はアガロースおよび非変性ポリアク

リルアミドゲル電気泳動により分離した後、SYBR 

Green(Molecular probe 社 ) 液に浸して増幅産物を検

出した。クリアな増幅産物が得られたプライマー組

についてはマッピングならびに品種間多型の調査を

行った。

ウ　SSR 連鎖地図の構築

連鎖地図の構築には、北海道コムギ品種「きたも

え」とスイス由来系統「Münstertaler」間の交雑 F�

からトウモロコシ法により作出した DH 系統を用い

た。作出した ��� 系統からランダムに選んだ �� 系

統をマッピング集団とした（KM 集団）。公開され

ているSSRマーカーは、�0�座のgwm マーカー（Röder 

et al. ����）、�� 座の gdm マーカー (Pestsova et al. 

�000)、�� 座のwmc マーカー (Gupta et al. �00�)、��

座の barc マーカー（Song et al. �00�、 http://www.

scabusa.org/）、� 座の cfd マーカー（Guyomarc'h et 

al. �00�）の合計 ��� 座をアンカーマーカーとして

用いた。さらに、独自に開発した SSR マーカー座

については、ゲノムライブラリー由来のマーカーを

hbg、EST 由来のマーカーを hbe、EST 以外のデー

タベース由来のマーカーを hbd と名付けた。

両親（「きたもえ」、「Münstertaler」）間において

多型の認められた SSR マーカーを用いて、�� の

DH 系統について遺伝子型を判定し、連鎖地図の

構築を試みた。連鎖地図の作成には MAPMAKER/

EXPver.�.0b ソフトウェアを用いた。公開されてい

るマーカーをアンカーにして染色体位置を推定し

た。hbg、hbd、hbe マーカーのみで形成した連鎖

群は連鎖地図から除外し、隣り合ったマーカーが

�0cM 以上離れてマッピングされた領域はギャップ
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とした。遺伝距離は Kosambi 関数により算出した。

エ　多型性評価

新たに開発した SSR マーカーについては普通コム

ギの �品種・系統（きたもえ、春よ恋、農林 ��号、

Münstertaler、RL����、Suneca、AUS��0�、Frontana�、

蘇麦 �号）を用いて多型性の評価を行った。

オ　ナリテトラ分析

マップされた SSR マーカーならびにマップはで

きなかったが品種間多型の認められた SSRマーカー

について、座乗染色体を同定するためナリテトラソ

ミック分析を行った。�A、�B 染色体を除くすべて

の染色体をカバーする �� 種のナリテトラソミック

系統を笹隈哲夫教授（横浜市立大学木原生物学研究

所）ならびに遠藤隆教授（京都大学）から分譲を受

け、試験に供試した。��系統についてSSRプライマー

を用いて PCR を行い、PCR 増幅が認められなかっ

た産物に対応するナリソミック染色体をそのマー

カーの座乗染色体と判定した。

ウ　研究結果

ア　新規 SSR マーカーの開発

GA、GT のモチーフについて �種の濃縮ゲノムラ

イブラリーを合成し、それぞれのライブラリーから

ランダムに �,�00 クローンを選び、合計 �,�00 クロー

ンのシーケンスを決定した。得られたシーケンスを

クラスタリングして重複クローンを除外した結果、

GA モチーフが ���クローン（��.�％）、GT モチーフ

が ��� クローン（��.�％）で、合計 �,���（��.�％）

のユニークなシーケンスが得られた。さらに、�,���

のユニーク配列から �回以上の繰り返し配列を含む

クローンを検索した結果、GA モチーフについては

��0 クローン（�0.0％）、GT モチーフが ��0 クロー

ン（��.�％）で、合計 ��0クローン（��.�％）が選定

された（表��0�-�）。この��0クローンに由来するシー

ケンスから、SSR が末端に位置して片側のプライマー

が設計できなかったクローン等を除いた合計 ��� 組

のプライマーを設計することができた（表 ��0�-�）。

一方、データベースからの SSR を含むシーケン

スの探索は、EST とその他Triticum 属ならびに近縁

属に由来する DNA シーケンスを利用して行った。

��,��� の EST コンティグ（Ogihara et al. �00�）に

ついて BLAST により検出されたコンティグについ

て � 塩基モチーフに関しては � 回以上、� 塩基モ

チーフに関しては � 回以上の SSR を含むコンティ

グ（EST-SSR）を検索した結果、合計 �,�0� コンティ

グ（�.�％）の EST-SSR が得られた。� 塩基モチー

フを含む EST コンティグは ���、� 塩基モチーフの

EST コンティグは ��� コンティグであり、最も多

いモチーフは � 塩基の (GA/CT)n（��� コンティグ）

であった。EST 以外のデータベースに登録されてい

る �,��� 種のシーケンスから SSR を含むシーケンス

を検索した結果、SSR を含む ��� 種（�.�％）のシー

ケンスが同定された。これらデータベースに由来す

る合計 �,��� の SSR を含むシーケンスから ��� 組に

ついてプライマーを設計した（表 ��0�-�）。

ゲノムライブラリー、データベースに由来する

SSR を含むシーケンスから設計した �,��� 組のプラ

イマーのうち、��� プライマー組において明瞭な

PCR 増幅産物が認められた。その割合は、EST 由来

が ��.�％、その他 DNA シーケンス由来が ��.0％で

あったのに対し、ゲノムライブラリーに由来するプ

ライマー組は GA モチーフで��.�％、GT モチーフで

��.0％であった。ゲノムライブラリーに由来するプラ

イマー組は、スメアな増幅産物を示す割合が、GA、

GT モチーフでそれぞれ��.�％、��.�％と高かった（表

��0�-�）。明瞭な PCR 増幅産物が認められた���プラ

イマー組について、�種のコムギ遺伝子型を用いて、

多型性を調べた。まず、マッピング集団の親系統で

ある、「きたもえ」と「Münstertaler」間で多型性を調

表2103-1　濃縮ゲノムライブラリー由来 SSR 配列

の単離・同定

表2103-2　ゲノムライブラリーとデーターベースに

由来する SSR マーカーの開発結果
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査した。続いて多型が認められなかったプライマー

組については他の �種の遺伝子型を供試して多型性

を調査した。合計 ���組のプライマーが �種のコム

ギ遺伝子型間で少なくとも �種以上の多型性を示し

た（表 ��0�-�）。表 ��0�-� より明らかなように、①

データベース由来のプライマーは明瞭な増幅産物が

得られる率は高いが多型率は低い、②ゲノムライブ

ラリーに由来するプライマーを用いると、明瞭な増

幅産物が得られる率は低いが、多型率が高いという

傾向が認められた。次に EST 由来プライマーについ

て、モチーフ別の多型性程度を調査した。GT モチー

フ（��.�％）が最も高い多型率を示し、GA モチーフ

（��.�％）がこれに次ぎ、最も多型率が低いのは CTT

モチーフ（��.�％）であった（図��0�-�）。

イ　SSR 連鎖地図の構築

本研究で新たに開発した SSR マーカーに加え、

すでに公開されている SSR マーカーを用いて KM

集団の SSR 連鎖地図を作成した（図 ��0�-�）。染色

体の同定は、それぞれの連鎖群について、すでに

マップされ、公開済みの SSR マーカーをアンカー

にして行った。連鎖地図は ��� の SSR マーカー座

と � 種の形態マーカー座（芒の有無）の計 ��� 座を

用いて作成した。そのうち ��� 座（��.0%）は公開

されている SSR マーカー、��0 座（��.0%）が今回

独自に開発した SSR マーカーである。マップされ

た SSR マーカー座のゲノム分布を調査したところ、

��� 座 (��.�%) が A ゲノム、��� 座 (�0.0%) が B ゲノ

ム、そして ��� 座 (��.�%) が D ゲノムにマップされ

た。B ゲノムに多くのマーカーが分布し、D ゲノム

へマップされた SSR マーカーが最も少なかった（表

��0�-�）。同様に、染色体別のマーカーの分布を調

査したところ、�B 染色体（�� 座）が最も多く、�D

染色体（�� 座）は最も少なかった。

新規に開発した ��0 の SSR マーカー座のうち、

��� 座はゲノムライブラリー（hbg マーカー）、��

座は EST（hbe マーカー）、�� 座は DNA 配列（hbd

マーカー）に由来する SSR マーカーであった（表

��0�-�）。hbg マーカーの多くは濃縮ライブラリー

に由来するが、�� 座については PCR 法を使って単

離した SSR マーカーである。hbg マーカーは �� 染

色体のすべてにマップされたが、hbe、hbd、マーカー

については �D 染色体にマーカーを作出することが

できなかった（表 ��0�-�、図 ��0�-�）。新規に開

発したマーカーに関しては、�� 座（��.�%）が A ゲ

ノム、��0 座（��.0%）が B ゲノム、�� 座（��.�％）

が D ゲノムにマップされ、B ゲノムが最も多く、

D ゲノムが最も少ないマーカー数となった。また、

図2103-1　EST に由来する SSR マーカーのモチー

フと多型性

１）多型率％＝ �品種間で多型を示したプラ

イマー / 明瞭な増幅産物が得られたプライ

マー× �00

２）その他：複数モチーフ混合型

表2103-3　マッピングされた SSR マーカー座の染

色体分布
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図2103-2　コムギ KM 集団の SSR 連鎖地図

１）染色体の右側に遺伝子座名、左側に遺伝距離（cM）を示す。

２）▲は推定されるセントロメアの位置を示す。

３）�A 染色体にマップされた AWN 座は形態マーカー（芒の有無）である。
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染色体単位では �B 染色体のマーカーが最も多く

（�� 座）、�A、�D、�D 染色体（� 座）のマーカー

が最も少なかった。この傾向はいずれも、公開さ

れているマーカーも加えた ��� 座全体の傾向と同

様であった（表 ��0�-�）。

また、図 ��0�-� に示されているように、�B、

�A、�B、�B、�A、�B、�B 染色体のセントロメア

近傍では、公開されているマーカーだけでなく、新

規開発マーカーもクラスターを形成する傾向が認め

られた。

KM マップの全長は �,���cM となり、全ゲノム

の約 ��％をカバーしていると考えられた。�0cM 以

上のギャップ領域が �A 染色体に � 箇所認められた

ことから、KM マップは �� の連鎖群に統合された。

染色体位置が不明な連鎖群が未だ残っており、こ

れらがどの染色体に対応するかは現時点では不明

である。

ウ　ナリテトラ分析

�� 種のナリテトラソミックシリーズを用いて、

連鎖地図にマップされた合計�0�種の SSR マーカー

について、座乗染色体を確認した。その結果、供試

したすべてのマーカーが予想した染色体位置と一致

した。さらに、マップされていない SSR マーカー

のうち、品種間多型が認められた SSR マーカーに

ついてもナリテトラ分析を試みた結果、新たに ��

マーカーの座乗染色体が明らかになった。

エ　SSR マーカーリストの公開

独自に開発した SSR マーカーのうち、合計 ��0

マーカーに関するプライマー情報を DNA マーカー

プロジェクトのサイト（http://ineweb. narcc.affrc.

go.jp/dnamarker/）から公開した。

エ　考　察

ア　新規 SSR マーカーの開発

� 種の SSR 濃縮ライブラリーから選んだ �,�00 ク

ローンのシーケンスを行った結果、��0 種（��.�％）

の SSR を含むユニーク配列が得られ、��� 組（��.0%）

のプライマーを設計できた。先に Guyomarc'h et 

al.(�00�) が構築したコムギ SSR 濃縮ライブラリー

は、SSR を含むユニーク配列が ��.0％含まれ、設計

できたプライマーは ��.�％にあたるクローンに由

来する。本研究で用いた濃縮ライブラリーの品質

は、これに比べるとやや低いものの、十分な数の

ユニークシーケンスを得ることができた。 　濃縮

ライブラリー由来のプライマーを用いた場合、明

瞭な PCR 産物が得られる割合が低い傾向にあった。

Röder et al. (����) や Song et al. (�00�) も同様に、ゲ

ノム由来 SSR マーカーの多くは明瞭な増幅産物が

得られなかったことを報告している。また、スメア

な PCR プロファイルを示す SSR マーカーの多くが、

コムギレトロトランスポゾンと高い相同性を示すこ

とを見出した。従って、濃縮ライブラリー由来のク

ローンの中で、スメアな増幅産物を示すクローン

は、レトロトランスポゾンに由来する可能性が高い。

一方、EST-SSR 由来のプライマー組では、明瞭な

PCR 産物が高頻度で得られた。これは EST-SSR が

遺伝子近傍の低コピー配列に由来しているためと推

定される。EST-SSR の品種間多型率は、濃縮ライ

ブラリーに由来する SSR マーカーに比べて低かっ

た（表 ��0�-�）。これは、Eujayl et al.（�00�）の結

果とも一致する。しかし、EST-SSR の中では、GA

（��.�％）、GT（��.�％）モチーフの多型率が高く（図

��0�-�）、多型マーカーの開発効率（設計したプラ

イマーに対する多型マーカーの割合）は濃縮ライブ

ラリーを用いたときと大差はない。GA、GT モチー

フの SSR がコムギゲノム中に多数存在し、その多

型性も高いことが明らかになっているが（Röder et 

al. ����）、EST-SSR についても同様の傾向が認めら

れた。

イ　SSR 連鎖地図の構築

Sourdille et al. (�00�) は、普通コムギの連鎖地図

の全長は �,000cM にも及ぶと推定している。これ

にもとづくと、今回構築した KM 集団の SSR 連鎖

地図はゲノム全体の約 ��％をカバーしていること

になる。

新規開発の SSR マーカーは �� 種の染色体すべて

にマップされたが（表 ��0�-�）、D ゲノムのマーカー

数が最も少なかった。特に �D 染色体にマーカー

が少ないのは Paillard et al. （�00�）や Sourdille et 

al.（�00�）の結果と一致する。D ゲノムは A、B ゲ

ノムに比べて普通コムギに導入された時期が最も新

しく、D ゲノムのマーカー数が最も少なかったのは、

これを反映しているのかもしれない。近年、D ゲノ

ムの祖先種Aegilops taushii を鋳型にして SSR マー

カーが開発され、Ｄゲノム上にマップされる SSR

マーカーが増加しつつある（Pestsova et al. �000； 
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Guyomarc'h et al. �00�）。D ゲノムの SSR マーカー給

源の充実を図るには、このような方法が有効だろう。

最近、ITMI 集団を用いたマップや複数のマップ

を統合した SSR コンセンサスマップが作成された

(Somers et al. �00�)。しかし、ここに示した KM マッ

プ (��� 座、�,���cM) は単一の種内集団で作成した

SSR 連鎖地図としては、現在のところ最長の連鎖

地図である。Sourdille et al. (�00�) は、普通コムギ

の「Chinese Spring」と「Curtot」の DH 系統を用

いて RFLP マーカーおよび SSR マーカーからなる

�,���cM の連鎖地図を構築した（CsCt マップ）。同

様に、Paillard et al. (�00�) も普通コムギの「Arina」

と「Forno」との RILs を用いて RFLP マーカーおよ

び SSR マーカーからなる �,0��cM の連鎖地図を作

成することに成功している（ArFo マップ）。KM マッ

プと ArFo マップを比較してみると �� マーカーが

共通にマップされており、これらはすべて染色体位

置とマーカー順序が一致していた。これは、KM マッ

プの信頼度を保証するとともに、共通の SSR マー

カーは汎用性の高いアンカーマーカーとして有用

であることを示唆している。さらに、KM マップは

RFLP、SSR マーカーを利用した CsCt、ArFo マップ

と比べても遜色ないゲノムカバー率（約 ��％）を

示している。KM マップ集団の両親間における SSR

マーカーの多型率が高かったことが、実用性を備え

た SSR 連鎖地図の構築に結びついたと考えられる。

CsCt マップは依然として �A、�B、�D、�D、�D

の � 箇所に、ArFo マップでも �D、�A、�B、�D、

�B、�D の � 箇所に �0cM を越えるギャップが存在

している。一方、KM マップでは �A 染色体に � 箇

所のギャップが認められる。マップによってギャッ

プ位置が相違するのは、マッピング親系統間で相同

性の高い領域が異なるためと考えられる。また、依

然として SSR マーカーの給源が不足していること

が、これらのギャップをもたらしている可能性も指

摘されよう。もうひとつの明らかな特徴は、セント

ロメア近傍における SSR マーカーのクラスター形

成である。KM マップにおいても �B、�A、�B、�B、

�A、�B、�B 染色体のセントロメア付近にクラス

ターが認められた。この現象はコムギ（Röder et al. 

����）の他に、オオムギ（Ramsay et al. �000）やト

マト（Areshchenkova and Ganal ����）においても共

通に観察されており、SSR マーカーに広く認められ

る特徴と考えられる。

　

オ　今後の課題

新規 SSR マーカーの開発とマッピング

ゲノム中に多数存在する SSR を含むトランスポ

ゾン様配列がマーカー開発効率を著しく低下させる

ことから、ゲノム全体をターゲットにしたライブラ

リーから新たにコムギ SSR マーカーを開発するこ

とはもはや非効率的である。さらに、セントロメア

近傍に多数の SSR マーカーがすでに作出されてい

るので、ギャップやマーカーの少ない領域など特定

領域に作出することが必要である。

また、品種間多型の得られた SSR マーカー（マッ

ピングできていない）は、他の集団を用いてマッピ

ングし、染色体位置情報を充実させる必要がある。

カ　要　約

ア　新規 SSR マーカーの開発

コムギゲノムならびに EST 等のデータベースか

ら SSR 配列を単離、検索し、合計 �,��� 組のプライ

マーを設計した。このうち、��� の SSR マーカーが

品種間で多型を示した。

イ　SSR 連鎖地図の構築

多型を示した SSR マーカーのうち、��0 座を遺伝

地図上にマッピングすることができた。コムギ種内

集団を用いて、��� マーカーからなる全長 �,���cM、

�� 連鎖群の SSR 連鎖地図を構築することができた。

これはコムギゲノムの約 ��％をカバーすると考え

られる。
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４　Genotype Matrix Mapping 法によるアレル

ワイド選抜マーカーの高速開発（2106）

ア　研究目的

従来の QTL 解析は両親を固定した解析集団を用

いており、一度に解析できるハプロタイプの数は２

～４種類となる。一方、育種過程では数千のハプロ

タイプを比較する場合もあるが、育種母材の中には

解析集団とは異なる QTL が存在したり、QTL の相

互作用が異なることが予想される。解析集団を利用

した QTL 解析の結果が育種母材に直接応用できな

いことは、育種現場における選抜マーカーの利用を

阻害する大きな要因となっている。

そこで本課題では既存の集団・系統群を利用し

ダイレクトに QTL を検出し、さらに QTL 間の相互

作用の解析を行う「Genotype Matrix Mapping（以下

GMM）法」を開発する。材料として多様性が高く

他殖性のアカクローバを用い、QTL 解析の研究が進

んでいるイネを比較の系として有効性を検証する。

イ　研究方法

ア　アカクローバを用いた解析

ａ　テストデータの取得

GMM アルゴリズム開発のテストデータ取得のた

め �0 品種に由来する親子関係のない �� 個体を温室

で養成し ���SSR マーカーによるジェノタイピング

と温室内での開花特性を調査した。

ｂ　本データの取得

育成地など由来の異なる �� 品種各 �� 個体 ( 全

���� 個体 ) を温室で育苗後、�00� 年 � 月に圃場へ

個体で移植した。各個体の開花日、開花程度、開

花期の草丈、生重、茎太、毛茸および乾物率を測

定した。形質評価を行った全個体の DNA を抽出

し、アカクローバ連鎖地図上に位置づけられてい

る SSR マーカーによるジェノタイピングを行った。
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また、集団の構造化の有無を Structure ver.�.0 を用

いて確認した。

イ　イネを用いた解析

ササニシキ×ハバタキ F� 集団 ��0個体について、

穂の形態や出穂期など � 種類の形質評価を行った。

また、SSR マーカーによるジェノタイピングとイン

ターバルマッピング法による QTL 解析を各形質に

関して行った。

ウ　GMM アルゴリズムの開発

アカクローバテストデータおよびイネのデータを

用い、以下の問題について検討した。１．形質デー

タの分布に有意に相関しているマーカーの組合せを

網羅的な探索、２．分散分析（ANOVA）による組

合せパタンの有意差の評価と F値による数値化、３．

マーカー数の増加に伴う組合せパタン数の爆発的な

増加を回避するため、有意でないことが予め証明さ

れるパタン群の探索を回避する機能の開発、４．Ｆ

値の有意性検定、５．計算結果のグラフ表示、６．

集団の構造化の検定

ウ　研究結果

GMM 法に供試するために取得したデータ数と特

性は表１の通りである。アカクローバ本データにお

いては、ジェノタイピングが終了したデータセット

を用いて GMM による QTL 検出を試みた。

ア　GMM 法における QTL 検出の特徴

GMM 法においては、解析集団内の各マーカーの

アレル数を行列数としたマトリクスを作成して、１

つのマトリクス（マーカー）内での各セル（遺伝子

型）に対応する形質値を単独マーカー効果とし、セ

ル間のネットワークの比較で相互作用の有無を検出

する（図 ��0�-�）。効果の有無は、マーカーの組み

合わせ毎にその有無による分散の大きさを考慮し

て、平均値の差を F値で評価することで判断した（表

��0�-�）。GMM 法の特徴は、既存の集団・系統群か

ら QTL の解析が行える点であり、インターバルマッ

ピング法に比べ、解析のための集団作成が不必要と

いう利点と、アソシエーション解析に比べ QTL 間

の相互作用を検出できるという利点がある。

表2104-1　GMM 解析用に取得したデータ数と特性 �)

表2104-2. GMM 法と他の代表的な QTL 検出法との特性の比較
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a MarkerA

b.
Marker A

Marker B

Marker C

MarkerA (ab) MarkerB
MarkerC

11 2

QTL

F2 380
140SSR

2 : 11

103.0 RM1367 (B) RM4469 (A) RM1355 (A) 14 1.4 366 10.6
103.0 RM1367 (B) RM7283 (A) RM1355 (A) 14 1.4 366 10.6
97.9 RM1367 (B) RM1355 (A) 18 2.6 362 10.6
91.3 RM3688 (B) RM6736 (H) RM1355 (A) 12 1.1 368 10.5

F

図2104-5　異なる両親に由来する QTL の相互作用

の検出例

図2104-6　供試データのグラフィカルジェノタイプ

（アカクローバ本データ・１番草開花程度）

図2104-3　相互作用のあるマーカー組み合わせの 

解析例（アレル表示）

供試データはアカクローバ本データ

（１番草開花程度）、���<F 値 <���

図2104-4　単独効果はないが、相互作用で効果が生

じるマーカー組み合わせの例

図2104-1　GMM 法における QTL 検出の原理

図2104-2　相互作用のあるマーカー組み合わせの解析例

（連鎖群上表示）

5 a 
e X 

ab ab  
X
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イ　GMM 法による QTL 検出の実証

形質に対して相互作用のあるマーカー組み合わせ

の検出を最大３マーカーで行ったところ、複数の組

み合わせが検出された。マーカーの位置情報を加え

る結果を表示することで、QTL の位置関係を確認

することができた（図 ��0�-�）。また、マトリクス

を用いて表示することで、アレル情報を考慮にい

れたマーカーの組み合わせを確認することが出来

た（図 ��0�-�）。GMM 法では、各マーカーにおけ

る単独効果が無い場合においても、組み合わせた場

合の効果を計算することから、従来法では検出で

きなかった、微細な効果の QTL が集積した場合の

相互作用を検出することができた（図 ��0�-�）。ま

た、本法において形質評価を行う集団当代が有する

QTL の組み合わせ効果を解析するため、異なる両

親に由来する QTL の組み合わせ効果が検出できた

（図 ��0�-�）。さらに本法では、解析個体の遺伝子

型を自動的に色分け表示（グラフィカルジェノタイ

プの作成）することができる。統計処理と併用する

ことで、親子関係のない個体（系統）集団において、

構造化の有無を視覚的に確認できた（図 ��0�-�）。

エ　考　察

GMM 法により相互作用のあるマーカー組み合わ

せの検出が可能であることから、マーカー選抜によ

る QTL の集積を図る際に、母材となるエリートラ

インに対して最も相互作用力が高く、形質に対して

効果的な QTL/ アレルを組み合わせることができる

と考えられた。また、GMM 法では特定の解析集団

の作成を必要としないため、他殖性で遺伝的に固定

した親系統に由来する解析集団の作成が不可能な植

物種においても、QTL 間の相互作用を検出するこ

とができる。一方、遺伝的に均一でなく、集団の構

造化が生じる解析集団は偽陽性のマーカーを検出す

る可能性が高く、GMM 法に不適であることが予想

される。

オ　今後の課題

GMM 法の実用化にあたっては、集団数・マーカー

数および LD と検出力の関係の検討が必要と考えら

れる。また、本法のパッケージソフトウエア化を図

り、無償で公開することを予定している。

カ　要　約

新規に開発した Genotype Matrix Mapping(GMM)

法は、専用の解析集団を作成しなくても量的形質遺

伝子座 (QTL) および QTL 間の相互作用が検出でき

る。本法により、育種集団内の有用な QTL を網羅

的に探索し、目的形質に対して効果的な QTL の集

積を図ることができる。

研究担当者（磯部祥子 *、奥村健治、矢野昌裕、田

畑哲之、中谷明弘）

５　イネ品種間 SNP の効率的検出技術の開発

（2201）

ア　研究目的

一 塩 基 多 型（single nucleotide polymorphisms, 

SNPs）は、染色体 DNA の塩基配列上に存在する一

塩基の差異を指す。SNPs を利用して多種多様な遺

伝型判定法が開発されており、従来法と比較して格

段に高速かつ大量の解析が可能となっている。本

研究の目的は、SNPs とその解析技術を利用して、

RFLP 等既存のマーカーで多型が得られない品種間

あるいは染色体領域に、育種に役立つ新たな DNA

マーカーを作出することである。具体的には、基本

となる品種群について染色体全域を対象に大量の

SNPs 情報を蓄積し、データベース化してイネ研究

者に提供するとともに、イネの DNA マーカー育種

に適した多座位同時判定型の SNP タイピング法の

開発を行った。

イ　研究方法

ア　材料

ジャポニカ水稲品種「日本晴」「コシヒカリ」「ア

キヒカリ」「いただき」、ジャポニカ陸稲品種「戦捷」、

インディカ品種「カサラス」の計６品種を材料とし

て用いた。「日本晴」「カサラス」はゲノム解析の標

準品種であるためコントロールとして採用した。「コ

シヒカリ」「アキヒカリ」「いただき」は優良品種で

あり近縁であるため多型マーカーが不足しているこ

とから採用した。また「戦捷」はやや遠縁であるこ

とと、いもち病圃場抵抗性の供与親として育種に用

いられる品種であることから採用した。
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イ　SNPs 探索

SNPs探索については、下記の�通りの戦略で行った。

ａ　遺伝子がコードされていないと予測される

領域（ギャップ領域）の探索

解析時点でイネゲノム塩基配列情報公開済みの

染色体領域については、RiceGAAS で予測される

ギャップ領域に、それ以外の染色体領域について

は RFLP や EST の塩基配列を利用してプライマー

を設計した。

ｂ　遺伝子発現領域の探索

東北大学大学院農学研究科植物遺伝育種学研究室

の協力の下に行った。PCR-RF-SSCP 法により近縁

品種間で多型があると判定された遺伝子発現領域の

情報を受領し、当該領域のどこに SNPs が存在する

かをシーケンス解析により探索した。

ｃ　翻訳領域、イントロン領域、プロモータ領域

等、異なる機能をもつ領域別の SNPs 出現頻度

の解析

各種領域における SNPs 出現頻度を調べることを

目的として、複数の既知遺伝子についてプロモータ

領域、翻訳領域、イントロン領域、UTR 領域と分け、

日本晴／カサラス間の SNPs 探索を行い、領域別に

集計した。

いずれの戦略についても、１品種につき �回以上

のシーケンス結果よりアライメントをとり、各品種

の SNPs を検出した。塩基置換・挿入・欠失の頻度、

トランジション・トランスバージョンの頻度、品種

間での SNPs 頻度、染色体上の位置、等に着目した

集計を行い、比較を行った。

　

ウ　データベース構築

SNPs データ・実験情報を収納するデータベース

を作成した。　

エ　多座位同時型 SNP タイピング法の確立

マイクロアレイの技術を利用して、同一個体につ

いて ��� 箇所の SNPs を同時にタイピングする系を

作成した。

ウ　研究結果

ア　SNPs 探索について

�年間で、解析プライマー対数として解析戦略ごと

に①����対、②���対、③��対の SNPs探索を行った。

総解析断片長はそれぞれ① �0�,���bp、② ���,���bp、

③ ��,0��bp となった（重複を含む）。得られた SNPs

の数は、�品種間でそれぞれ① �0�� 個、② ���� 個、

③ ���個であった（重複なし）。各品種間で見出され

図2105-1　SNPs 探索に用いた � 品種（日本晴、コ

シヒカリ、いただき、アキヒカリ、戦捷、

カサラス）の各品種間で、�年間に見出さ

れた SNPs の総数を示す。

図2105-2　平成 �� 年度において各品種間で見出された SNPs 数の戦略別比較
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た SNPs の総数を図 ��0�- １に示す。また、ジャン

ク領域を対象とする場合と発現領域を対象とした場

合の結果（平成��年度分のみ）を図��0�-�に示す。

SNPs 頻度を比較すると（図 ��0�-�）、PCR-RF-SSCP

法で多型が見出された断片を集中的に解析する方が

近縁品種間の SNPs を効率よく探索できることがわか

る。機能に関与する可能性のある SNPs を効率よく見

出せるという面でも PCR-RF-SSCP 経由の方が有効で

ある。しかし、発現領域はプライマー一組でカバー

できず、重複してシーケンスする必要があるなど労

力がかかること、同一領域に近縁品種間 SNPs が複数

見出されることが多いことを考慮すると、育種用マー

カー設定を目的とした場合の効率にはほとんど差が

ないと考えられる。

全体として、挿入・欠失変異は全体の約 �0％で

あった。またトランジションとトランスバージョ

ンの比を調べると、およそ �.� 対 � となり、理論値

２対１とほぼ一致した。染色体ごとの SNPs の分布

状況については、� 断片あたり �0 個以上も SNPs が

存在する領域を有する染色体（�，� など）、全体に

SNPs の少ない染色体（�，� など）が見られたが、

セントロメアと SNPs の密度には明確な相関は見ら

れなかった。各品種間の多型頻度、染色体上の多型

分布、アレル多様性調査、SNPs を利用した系統樹

作成等の詳細については、論文にまとめた �,�)。

③については、� つの既知遺伝子座について日本

晴 / カサラス間で各種領域の SNPs 出現頻度を調査

したところ、多型頻度の高い順にプロモーター（多

型率 0.��％）、イントロン（同 0.��％）、ゲノム（同

0.��％）、�’-UTR（同 0.��％）、�’-UTR（同 0.��％）、

エキソン（同 0.��％）、であった。網羅的解析では

日 / カ間の多型率は 0.��％であった。育種用マー

カー設定など、より多くの部位に SNPs を見出すこ

とを目的とする場合には、ギャップ領域を中心とし

た SNPs 探索が有効であると考えられる。

イ　イネ SNPs データベースの構築

ａ　データ登録の方法

ゲノム PCR 用プライマー設計時に ID を付与し、

以後その ID によりシーケンスデータを管理し、アラ

イメント、SNP 検出、SNPs 登録を半自動で行うよう

に設計した。研究者はアライメント結果と検出され

た SNPs を見て確認し、必要があれば修正を加えた上

でデータベースに登録することが出来るようにした。

ｂ　データ閲覧の方法

プライマー ID、染色体番号、染色体上の位置（cM

を入力）、品種（複数指定可）等により、目的の

SNPs を検索する機能を設定した。

なお、本データベースは平成 �� 年 � 月より、研

究目的に限り自由に閲覧することができる（http://

www.pgcdna.co.jp/snps/index.html）。

ウ　多座位同時型 SNP タイピング法の確立

日本晴・カサラス間の SNPs から約 �0cM 間隔で

��� 箇所を選抜し、SNP 部位が中央付近にくるこ

と、Tm 値が �0 ～ ��℃になることに留意してオリ

ゴ DNA プローブを設計した。これをマイクロアレ

イ用スライドグラスにスポットし、SNP を含む領域

の PCR 産物を Cy� でラベルしてハイブリダイズし

た。その結果、各遺伝子型を蛍光強度の差により明

確に判定できる条件を確立できた。手持ちの分離集

団の DNA を用いてテストしたところ、正しいグラ

フィカルジェノタイプが描けることが確認できた。

マイクロアレイを利用した多座位同時型 SNP タイ

ピング法の概要を図 ��0�-� に示す。本法を利用す

plant

Hybridization
Scanning

A homozygous
B homozygous

heterozygousoligo array

DNA

Multiplex PCR

Labeling Hybridization
Scanning

Typing

Graphical genotypes

Rice SNPs typing chip

B homozygous

heterozygousoligo array

図2105-3　マイクロアレイを利用した多座位同

時判定型 SNP タイピング法の概要。SNP

を中央付近にもつ両アレル型のオリゴ

DNA をスライドグラス上にアレイする。

植物体 DNA を鋳型とした PCR 産物（SNP

部位を含む）をラベルしてハイブリし、

蛍光強度により遺伝子型を判定する。
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ることにより、イネ幼苗の葉組織から出発して �～

� 日間でグラフィカルジェノタイプを描出すること

が可能である。

エ　考　察

本課題では � 年間で約 ��00 の PCR 断片について

� 品種でシーケンス解析を行い約 �000 箇所の SNPs

を見出すことができた。SNPs 探索と登録について

は半自動で行えるシステムの作成により格段に効率

化できた。近縁品種間の SNPs はまだ十分な密度と

数ではないものの、PCR-RF-SSCP との組合せなど

により任意の場所に効率よく増やしていける可能性

を示した。得られた情報は SNPs データベースとし

て公開し、世界各地よりアクセスされており、今後

とも育種を始めとするイネ研究に広く役立つものと

考えている。

SNPs のマーカー化についてはアシクロ法、

TaqMan 法、アレル特異的 PCR 法などの方法が多数

確立されており、イネでも利用できることを確認し

た。しかしながらこれらのタイピング技術が「単一

SNP ×多数検体」向けであるのに対し、育種ではあ

る個体のゲノム全体像を短期間で描出する需要が

高い。このため本課題では「単一個体×多数 SNPs」

を解析する系としてマイクロアレイ技術を応用した

タイピングチップ系を確立した。SNPs データベー

スで任意の品種間の SNPs を選んでチップを作成す

れば、幼苗期にグラフィカルジェノタイプを作成し

て次の交配に進む個体を選ぶことができるため、育

種期間の短縮に役立つ。ただしこの方法はマイクロ

アレイ用の機器が必要であるため汎用性が低い。今

後は汎用機器で対応可能な多座位向けタイピング法

の確立が望まれる。

オ　今後の課題

ア　SNPs 探索およびタイピングの技術に関して

DNA 解析技術は急速に進歩している。イネ SNPs

研究においても、新規技術に十分に留意し、可能な

手法は取り入れ、さらに効率性と正確性を高めるこ

とが課題となる。　

イ　SNPs 情報の蓄積と利用に関して

流通する米の品種確認の需要が年を追って高まっ

ている中、SNPs を利用した品種鑑別系が確立され、

既に利用されている �,�）。また、ゲノム情報を駆使

したマーカー育種が盛んになっており、地図情報を

伴った有用遺伝子資源の整備が必須となっている。

このような状況を鑑み、現在日本で栽培されている

優良品種群や日本内外の様々なイネのコレクション

を対象として SNPs 情報と形質情報の両方の蓄積を

行っていく必要があると考えられる。　

カ　要　約

本研究では、SNPs とその解析技術を利用して、

RFLP 等既存のマーカーで多型が得られない品種間

あるいは染色体領域に、育種に役立つ新たな DNA

マーカーを作出することを目的として研究を行っ

た。まず、遺伝距離に留意して選抜した � 品種に

ついて染色体全域を対象に探索を行った。具体的

には、合計 ���� 組のプライマーにより増幅された

PCR 断片の塩基配列比較を行い、合計 ���� 箇所の

SNPs 情報を得た。近縁品種間で効率的に SNPs が

得られる方法として、東北大との共同により PCR-

RF-SSCP 法を介した探索も試みた。蓄積した SNPs

情報はデータベース化してイネ研究者に公開した。

また、イネの DNA マーカー育種に適した多座位同

時判定型の SNP タイピング法を開発した。

キ　引用文献

１) Monna, L., Ohta, R., Masuda, H., Koike, A., 

Minobe, Y. (�00�) Genome-wide searching of single 

nucleotide polymorphisms among eight distantly 

and closely related rice cultivars (Oryza sativa L.) 

and a wild accession (Oryza rufipogon Griff.). DNA 

Research ��: ��-��.

２) Nasu, S., Suzuki, J., Ohta R., Hasegawa K., Yui 

R., Kitazawa N., Monna L., Minobe Y. (�00�) Search 

for and analysis of single nucleotide polymorphisms 

(SNPs) in rice (Oryza sativa, Oryza rufipogon) and 

establishment of SNP markers. DNA Research �: 

���-���.

３) 門奈理佐 (�00�)「イネ SNPs 解析と品種鑑別法

への利用」（「農業及び園芸」��-�、���-���）

４) 門奈理佐 (�00�)「SNPs によるイネ品種鑑別法」

（「農業技術」��-�、���-��0）

研究担当者（門奈理佐 *、益田悠、小池晶子、鈴木

淳子、太田理恵子、美濃部侑三）
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６　PCR-RF-SSCP 法によるイネ主要品種の遺伝

子座内 SNP の解析（2202）

ア　研究目的

一塩基多型（SNP）の解析は、遺伝子突然変異の

検出に有効であることから、目的形質に関わる遺伝

子そのものを選抜マーカーとすることを可能とす

る。本研究ではイネの主要品種およびその素材と

なった品種間で、主として遺伝子座内の SNP の頻

度を調査することによって、SNP マーカーを多数作

成するとともに、SNP マーカーを用いた育種の可能

性を明らかにすることを目的とした。

SNP のスクリーニング法として、先に開発した

PCR-RF-SSCP 法（Sato and Nishio �00�）を用いたが、

この分析はやや熟練を要するため、より簡便な SNP

スクリーニング法も検討した。

イ　研究方法

ア　‘コシヒカリ’や‘ひとめぼれ’等の日本の

主要品種 �、その育成過程で利用された‘農林 � 号’

等の主要品種 ��、‘Basmati’等の海外の品種等か

らなる �� 品種を用いて、無作為に選んだ遺伝子の

SNP を PCR-RF-SSCP(PRS) 法で分析した。

イ　イネゲノムチームより公表された cDNA 及

びゲノム DNA の塩基配列から、遺伝子の転写領域

の約 �kb 断片を増幅するプライマーを設計し、PCR

産物を � 種類の制限酵素で処理して混合し、PRS 分

析を行った。

ウ　� 塩基が異なる � 種類の DNA 断片を混合し、

ミスマッチを持つ二本鎖 DNA を形成させ、CEL�

でミスマッチ部位の切断を行い、電気泳動でイネ品

種間の多型分析を行った。アブラナ科野菜（ミズナ、

ダイコン）の葉柄から抽出し塩析透析で簡易精製し

たタンパク質を CEL� の代わりに用い、分析の低コ

スト化を図った。

ウ　研究結果

ア　PCR-RF-SSCP 法によるイネ主要品種の遺伝

子座内 SNP のスクリーニング

初年度は �00 プライマー対、� 年目は �,000 プラ

イマー対、� 年目は ���� プライマー対を設計し、

合計 �,��� プライマー対を用いて行った分析結果を

まとめる。�,��� プライマー対で PCR を行ったと

ころ、�,��0 プライマー対（��％）で‘日本晴’の

DNA が単一で増幅した。農業生物資源研究所より

提供された‘日本晴’ ‘コシヒカリ’ ‘アキヒカリ’ 

‘いただき’ ‘戦捷’ ‘Kasalath’の � 品種の比較にお

いては、日本品種間では平均 ��.� マーカーで多型

が見られ、‘戦捷’と日本品種とでは平均 ���.� マー

カー、‘Kasalath’と日本品種とでは平均 ��0� マー

カーで多型が見られた（表 ��0�-�）。日本の �� 品

種間では平均 ��.�（�.�%）、indica の �品種間で平均

�0��（�0%）、日印間で平均 ����（��%）断片で多型

を検出した。

日本品種間で多型が検出できた DNA 断片は染色

体上に比較的均一に分布していたが、第 �染色体で

は、���DNA 断片が増幅したものの、そのうち多型

が検出できたのは � 遺伝子で、日本品種間での変異

が少なかった（図 ��0�-�）。

日本の �� 品種の比較で、最も多型検出頻度が低

かったのは、‘初星’と‘ひとめぼれ’の組合せ

で、�� の DNA 断片でしか多型が検出できなかっ

た。最も多型が多かったのは、‘農林 � 号’と‘き

らら ���’で ��� の断片で多型が検出された（表

��0�-�）。両親品種とその子の７組合せの内 � 組合

せにおいてのみ、子の品種と一方の親との間で検出

された多型マーカー数と他方の親との間で検出され

た多型マーカー数の合計が両親間の多型マーカー数

と一致し、両親の遺伝子が正しく子に伝わっている

ことが示された。残り �組合せにおいては � 〜 �遺

伝子が一致せず、遺伝子がヘテロの段階の母本が交

雑に利用されたものと考えられた。

日本品種間で多型を検出したDNA断片のSNPを、

植物ゲノムセンター（課題番号 ��0�）との共同研

究により同定した。フレームシフト変異の対立遺

伝子が日本品種内にある遺伝子は � 種類あった。

ミスセンス変異がある遺伝子は �� あった。アミノ

酸欠失をもたらす変異は � つの遺伝子で見出され

た。しかし、大部分は同義置換やイントロンの変

異であった。

イ　SNP の新規スクリーニング技術の開発

任意の近縁 � 品種間において最も効率良くマー

カー作成できる方法は AFLP 法であることから、

AFLP マーカーを CAPS 及び PRS マーカーに変換す

る方法を開発した。AFLP バンドの塩基配列を決定

し、イネゲノム情報を利用してその配列を含む様
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表2106-1　提供された �品種間での DNA 多型検出マーカー数

図2106-1　日本稲品種間で多型がある DNA マーカーの連鎖地図

　　　　各染色体の下の数字は増幅した DNA マーカー数
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に外側の塩基配列で PCR のプライマーを設計し、

PCR 産物を CAPS 及び PRS で分析する方法で、こ

れにより AFLP で検出された全ての SNP を CAPS

あるいは PRS マーカーに変換できた。本研究で、

日本品種の間で多型が検出できるマーカーを �� 作

成した。

� 品種の PCR 産物を混合してヘテロ二本鎖を形

成させ、ミズナやダイコンから抽出・粗精製したミ

スマッチ切断酵素を用いて切断し、アガロースゲル

電気泳動分析することにより、セロリから精製した

CEL� を用いた場合と同様に SNP が検出できた（図

��0�-�）。SNP 検出効率を �00 の約 �kb 遺伝子断片

を用いて比較したところ、PRS 法が ��％（ミスマッ

チ法で検出した �� 多型のうち �� を検出）であった

のに対し、ミスマッチ切断法が ��％（PRS 法で検

出した �� 多型のうち �� を検出）であった。ミズナ

表2106-2  日本品種間で多型が検出できたマーカー数



― ��� ―

抽出物を用いた SNP スクリーニング法で、ガンマ

線照射した約 �000 個体のＭ � に由来するＭ � 集団

から突然変異体を複数系統選抜することが出来た。

エ　考　察

ア　イネ主要品種の遺伝子座内の変異

日本品種間でフレームシフト変異の多型が検出さ

れた �つの遺伝子は、受容体様プロテインキナーゼ

と膜貫通領域を持つトランスポーターをコードする

ものであった。ミスセンス変異がある遺伝子には、

プロテインキナーゼやβ�,� グルカナーゼ、アミノ

オキシダーゼの遺伝子等があった。しかし、これら

の変異が品種特性にどのように影響しているかは不

明であった。

日本品種間での SNP 頻度は極めて低かった。特

に、‘ひとめぼれ’と‘初星’では約 �kb の ���0

断片のうち、�� 断片しか SNP が検出できず（約

�00kb に � つ）、��,000 遺伝子のうち ��� 遺伝子に

のみ転写領域に SNP があると計算された。��� 遺

伝子のうち、フレームシフト変異は�つの遺伝子で、

ミスセンス変異は��の遺伝子であると推定された。

用いた �� の日本品種間の平均では、���0 断片のう

bp
1 2 3 4 

300

200

100

図2106-2　ミスマッチ切断による SNP 分析

　　　　�：日本晴 + きらら ���

　　　　�：アキヒカリ + きらら ���

　　　　�：ひとめぼれ + きらら ���

　　　　�：きらら ���

表2106-3　イネの ��,000 遺伝子のうち品種間多型があると推定される遺伝子数
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ち �� 断片で SNP があり、��,000 遺伝子のうちでは

約 ��00 遺伝子の転写領域に SNP があると計算され

た（表 ��0�-�）。

イ　SNP のスクリーニング技術

ミスマッチ切断法は PRS 法より SNP 検出効率は

劣った。しかし、ミスマッチ切断法は簡便であるこ

とから、SNP スクリーニング法として有用と考えら、

PRS 法と併用することでより確実に SNP をスクリー

ニングできる (��% の SNP 検出効率となる ) と考えら

れた。PRS 法は �個体ずつ分析する必要があるが、

ミスマッチ切断法は数個体のDNAを混合して分析可

能なため、突然変異のスクリーニング法としても有

用である。セロリの CEL� とポリアクリルアミドゲ

ル電気泳動法を用いた化学変異剤処理集団からの突

然変異体選抜法は TILLING と呼ばれ、世界的に普及

している (McCallum ら �000)。本研究で開発したミズ

ナ抽出物とアガロースゲル電気泳動法を用いた SNP

スクリーニング法は、TILLING で広く利用されてい

る方法に比べ簡易で低コストである。しかし、遺伝

子によってはバックグラウンドが高く、多数個体の

DNAを混合した分析が出来なかった。また、スクリー

ニングの効率を上げるため混合する DNA を �0個体

以上とすると、切断断片のバンドが薄くなり、見落

とす危険性が高く SNP 検出精度が低下した。

オ　今後の課題

ア　イネ主要品種の遺伝子座内の変異

本研究では、���0 の約 �kb 遺伝子断片で多型分

析を行ったが、これはイネの推定遺伝子数の約 �0

分の � にすぎず、また遺伝子の一部しか分析できて

いない。日本稲品種間での変異遺伝子の率を正確に

推定するとともに、日本稲品種間での SNP マーカー

を多数作成するためには、より多くの遺伝子につい

ての多型分析が必要である。

イ　SNP のスクリーニング技術

ミスマッチ切断法は PRS 法より簡易で分析の効

率はよいが SNP 検出精度が劣り、PRS 法は SNP 検

出精度が高いが分析に技術を要し手数がかかる。

SNP スクリーニング効率と検出精度の両方がより高

い分析技術を開発する必要がある。また、�kb 断片

を PCR で増幅して多型分析してきたが、日本品種

間では平均 �％の DNA 断片でしか多型が検出でき

なかったため、日本品種間での変異を効率よく検出

するためには、より長い DNA 領域の SNP を検出で

きる技術の開発が必要である。

カ　要　約

ア　イネ主要品種の遺伝子座内の変異

イネ �� 品種を用い、�,��� プライマー対による

PCR で約 �kb の単一 DNA 断片が増幅できた ���0

の遺伝子転写領域で PRS 法による多型分析を行い、

日本品種間で平均 ��.�（�.�%）、indica 間で �0��

（�0%）、日印間で ����（��%）断片において多型

を検出した。また、日本品種間で検出した多型の

SNP を同定できた。

イ　SNP のスクリーニング技術

ヘテロ二本鎖のミスマッチ切断による多型分析

法を簡易低コスト化した。この方法は PRS 法より

SNP 検出効率は劣るものの、多数個体を一度に分

析できることから、分析作業効率は優れた。また、

AFLP マーカーを CAPS 及び PRS マーカーに変換す

る方法を開発した。
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研究担当者（西尾　剛 *、岸谷幸枝、白澤健太、佐藤　豊）

７　コムギにおける EST マッピングのための

PCR マーカーの開発（2203）

ア　研究目的

コムギはゲノムサイズが大きく３種のゲノムか

らなる複二倍体であり DNA 断片多型の検出が難

しいため、ゲノム解析のための DNA マーカー開発

が極めて困難である。本課題では EST（Expressed 

sequence tag）を連鎖地図に位置づける PCR ベース

の DNA マーカーを開発し、コムギでの発現形質選

抜に関する効率的育種技術の開発に資する。
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イ　研究方法

ア　EST コンティグ・データベース（Wheat SNP

Development, http://wheat.pw.usda.　gov/ITMI/�00�/

WheatSNP.html）に含まれる２万個以上の EST クラ

スターから、SNP が想定される領域と � ～ �0 塩基

の欠失が想定できる領域を増幅する STS プライマー

を Primer� により設計し、マッピング集団の親３品

種を含むパンコムギ４品種のゲノミック DNA での

PCR で EST-STS の DNA 断片増幅を行った。マッピ

ング集団の親３品種を含むパンコムギ４品種のゲ

ノミック DNA を鋳型として PCR を行い EST-STS 

(EST sequence-tagged site)、EST-SSR（EST-simple 

sequence repeat）の多型の検出を行った。

イ　マッピング集団の親間で EST-STS の DNA 断

片増幅長に多型が認められた場合は、マッピング集

団での分離を調査して染色体地図上にマーカーとし

て位置づけた。DNA 断片増幅に多型が無い場合は

リアルタイムシークエンシング法により SNPs の検

出を行ない、新規 PCR マーカーの開発を行った。

ウ　またコムギ第２同祖群染色体とシンテニーが

存在するイネ第４染色体及び７染色体上の EST と

ゲノムシークエンス情報を利用して、対応するコム

ギの EST コンテイグを探索しコムギ用の EST-STS

プライマーを設計して約１kb の増幅断片を得た。

それを４塩基認識の制限酵素で処理して、SNP 多型

による新規 PCR マーカーの開発を行った。

ウ　研究結果

ア　コムギ EST 情報に基づく EST-STS、EST-

SSR マーカーの開発

コムギEST情報より���組のEST-SSRプライマー

をデザインし、��� 組で PCR バンドを増幅した。

そのうち ��� 組で多型が認められ、�� 個の EST-

SSR マーカーをマッピングした。さらにコムギの

EST コンティグ・データベースから ��� の EST-

STS 用プライマーをデザインし、��� 組で PCR バン

ドの増幅に成功した。そのうち �� 組で多型が認め

られ、�� 個を EST-STS マーカーとして染色体連鎖

地図上にマッピングした（図 ��0�-�）。

イ　リアルタイムシークエンシングによるコムギ

の品種間 SNPs を検出法の開発

汎用ビオチンラベルプライマーにより、簡便な一

段階増幅サンプルを用いてコムギの品種間 SNPs を

検出する方法を開発した（図 ��0�-�、�）。

ウ　イネの EST および PAC シークエンスを利用

したコムギ EST-STS マーカーの開発

コムギの２ＤＳ染色体上の EST シークエンスと

イネのシークエンス情報を比較し、シンテニーのあ

るイネ第４染色体の EST・BAC シークエンス情報

から ��� 組、同様に第７染色体長腕末の PAC を基

に７組のプライマーをデザインし、��� 組で EST-

STS バンドを増幅した。そのうち �� 組で多型が認

められ、�0個の EST-STS を新規マーカーとしてマッ

ピングした（写真 ��0�-�、�）。

図2107-1　コムギ EST 情報に基づく EST-STS、EST-SSR マーカーの開発の流れ
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以上ことから本研究では、コムギ EST マッピン

グのための PCR プライマー ��� 組をデザインし

��� 組（��.�％）でコムギゲノムから PCR バンド

を増幅した。そのうち���組（��.�％）で多型を認め、

SNP 多型を含む ��� 個の EST マーカーをマッピン

グした。これまでに開発した EST-STS、EST-SSR

マーカーの Primer シークエンス、PCR 条件、多型

情報、地図情報に関する情報をまとめデータベー

スを作成した。

エ　考　察

ア　コムギ EST 情報に基づく EST-STS、EST-

SSR マーカーの開発

近年、発現遺伝子情報に基づくコムギ EST の配

列解析プロジックトが進められており、大量な EST

シークエンスがデータベースとして公開されてい

る。発現している遺伝子情報を反映した EST を、

PCR ベースの DNA マーカーとして利用することは

コムギ育種現場で極めて有用である。今回、公開コ

ムギ EST データベース情報を活用し、新規に �� 個

のコムギ EST-SSR マーカーと��個の EST-STS マー

カーを開発でき、コムギ赤かび病抵抗性などの重要

育種目標に向けて効率的な育種技術の開発に資する

ことができると考える。

イ　リアルタイムシークエンシングによるコムギ

の品種間 SNPs を検出法の開発

コムギのように � 種の類似するゲノムをもつ複

二倍体では、品種間での SNPs 検出は困難であった。

本研究では汎用ビオチンラベルプライマーによ

り、一段階増幅サンプルを用いたリアルタイムシー

図2107-2　リアルタイムシークエンシング

によるコムギの品種間 SNPs 検出法

( 右：一段階増幅法 )

図2107-3　汎用ビオチンラベルプライマーによる一段

階増幅サンプルを用いた SNPs の検出結果　

（JWS��� の品種間 SNPs）

写真2107-1　イネ EST（C�����）の

シークエンス情報を基にデ

ザインしたコムギ EST-STS

マーカー : Chinese Spring 異

数体系統による座乗染色体

写真2107-2　イネ EST（C�����）のシークエンス情報を基にデザ

インしたコムギEST-STSマーカー : DHLにおけるマーカー

の分離
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クエンシング法によりハイスループットな品種間

SNPs が可能になった。今後の EST マッピングのた

めの DNA マーカー開発が、効率的に推進できると

考えられる。

ウ　イネとコムギのシークエンス相同性の EST

および PAC シークエンスを利用したコムギ

EST-STS マーカーの開発

本研究では、コムギにおいても EST マッピング

のための PCR マーカーが開発できた。これまで蓄

積されているイネのゲノム研究成果・情報を利用

して、コムギの DNA マーカー開発及びそれを用い

た効率的育種技術が開発される意義は大きいと考

えられる。

オ　今後の課題

ア　コムギ EST 情報に基づく EST-STS、EST-

SSR マーカーの開発

EST-STS 増幅断片長の多型は出にくい傾向にあ

るので、EST-STS 増幅断片塩基配列からの SNPs 検

出と効率的なマッピング方法の検討をする必要があ

る。

イ　リアルタイムシークエンシングによるコムギ

の品種間 SNPs を検出法の開発

今 回 開 発 し た 手 法 を 実 用 化 す る た め に、

Pyrosequencer などのリアルタイムシークエンシン

グ機材の充実と、コムギのような複二倍体ではゲ

ノム間での同祖配列間での SNPs が多くみられるた

め、今後同一ゲノム・遺伝子座に関する品種間での

SNPs 検出感度を高めていく工夫が必要である。

ウ　イネの EST および PAC シークエンスを利用

したコムギ EST-STS マーカーの開発

コムギ D ゲノムに関して多型を示すマーカー数

が少ないため、比較ゲノム情報を利用して更なるゲ

ノムまたは染色体特異的なマーカーの開発を進めて

いく必要がある。

カ　要　約

ア　コムギ EST 情報に基づく EST-STS、EST-

SSR マーカーの開発

公開コムギ EST データベース情報を活用し、新

規に �� 個のコムギ EST-SSR マーカーと �� 個の

EST-STS マーカーを開発した。　

イ　リアルタイムシークエンシングによるコムギ

の品種間 SNPs を検出法の開発

汎用ビオチンラベルプライマーにより、一段階増

幅サンプルを用いてコムギの品種間 SNPs を検出す

る方法を開発した。

ウ　イネの EST および PAC シークエンスを利用

したコムギ EST-STS マーカーの開発

コムギの EST シークエンスとイネのシークエン

ス情報を比較し、相同性をもとに �0 個のコムギ

EST-STS を新規マーカーとしてマッピングした。

これらの成果をまとめ、本課題で開発したコムギ

EST-STS、EST-SSRマーカーの Primerシークエンス、

PCR 条件、多型情報、地図情報に関するデータベー

スを作成した。

研究担当者（坂智広 *、許東河、常松浩史）
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