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：ツマグロヨコバイ耐虫性遺伝子( ( ))を保有する水稲の早生系統を効率的に育成するため、ＤＮＡ摘要 Grh3 t
マーカーを利用して当該遺伝子に連鎖するとされる早生遺伝子の座乗位置を解析した。早生遺伝子の存在

領域を特定するため、 2から耐虫性と極早生が導入された「愛知66号」を用い、第６染色体上の26Rantaj-emas
個のＲＦＬＰマーカーによりグラフ遺伝子型を明らかにした。その結果、愛知66号は第６染色体に存在する

( )の上流領域に、インディカ型の領域が特異的に保存されており、 2に由来する早生遺伝Grh3 t Rantaj-emas
子は、この領域に存在すると考えられた。また、早生遺伝子のマッピングにＲＡＰＤマーカーＰ78及びＣＡＰＳ

マーカーＲＡ0538が利用できることが明らかとなり、日本晴／愛知66号のＦ 集団について、これらのマーカー2

の遺伝子型調査及び出穂期調査を行い、連鎖分析を行った。その結果、 2に由来する早生遺伝Rantaj-emas
子は、 0538の上流に位置する早生遺伝子 （ )であると考えられた。RA Se Hd1 1

以上の結果から、ツマグロヨコバイ耐虫性の極早生系統の育成において、感受性の交配母本が 遺伝Se1
子を保有すれば、 0538 又は の近傍に位置する マーカーを利用することにより、効率的に目RA RFLPSe1
的形質を有する個体が選抜できると考えられた。

：水稲、ツマグロヨコバイ耐虫性（ ( )）、出穂期遺伝子、 マーカー、マッピングキーワード Grh3 t DNA

Genetic Analysis of the Early Maturity Linked with the Green Rice
Leaf Hopper-Resistance Gene, (t)Grh3

TSUJI Takako , SAKA Norikuni and IZAWA Tosihiko

The chromosomal location of the early heading gene estimated to link with the green riceAbstract:
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緒 言

ツマグロヨコバイにより媒介されるイネ萎縮病は、稲

作の重要なウイルス病害の一つである。ウイルス病はい

ったん感染すると農薬による防除ができないことから、

抵抗性品種の育成が重要である。

愛知県では、ツマグロヨコバイに対する耐虫性遺伝子

が本病害の感染を間接的に防ぐことで抵抗性を付与でき

ることを利用し、耐虫性のインドネシア稲Rantaj-emas2

を遺伝子源とした育成を行い、食味・品質に優れた中生

の複合抵抗性品種「大地の風」を26年の歳月をかけ1998

年に育成した１）。 このツマグロヨコバイ耐虫性遺伝子

は、第６染色体上に座乗することが明らかとなっており
２，３）、本遺伝子を利用したイネ萎縮病抵抗性は、より早

い熟期の早生及び極早生品種にも形質の付与が望まれて

いる。また、Rantaj-emas2には耐虫性遺伝子と連鎖する

出穂期遺伝子が存在する可能性が示唆されているが４）、

これ以外にも登熟むら、稈質の脆弱性、粒型との関連が

あるとされ５，６）、実用品種の育成過程においてこれら劣

悪形質とともに早生を除去してきた経緯がある。

一方、近年バイオテクノロジー研究の進展に伴い、様

々な生命現象に関する遺伝子の存在と機能が明らかにさ

れてきている。中でもゲノム解析研究では、現在までに

農業上の有用形質として白葉枯病抵抗性遺伝子７－１０）、

いもち病抵抗性遺伝子１１，１２）、タマバエ抵抗性遺伝子１３

－１６）、などが分子生物学的手法により解析され、遺伝子

のマッピングや遺伝子単離が行われており、有用形質を

遺伝子導入等により、直接的あるいは間接的に利用でき

る可能性が示されつつある。

そこで本試験では、この分子生物学的手法を応用し、

Rantaj-emas2のツマグロヨコバイ耐虫性遺伝子に連鎖す

る出穂期遺伝子をＤＮＡマーカーを用いて明らかにし、

早生及び極早生の系統を効率的に育成するための一助と

する。

材料及び方法・育成経過

１ ツマグロヨコバイ耐虫性品種・系統のグラフ遺伝子

型の解明

Rantaj-emas2に由来するツマグロヨコバイ耐虫性遺伝

子を有する極早生の育成系統である愛知66号、中生の耐

虫性系統である愛知42号及び大地の風と感受性の比較品

種日本晴を供試材料とした。これらの品種・系統につい

て、独立行政法人生物資源研究所から分譲された第６染

色体上に位置する26個のＲＦＬＰマーカーを使用し、サ

ザン法により遺伝子型を調査した。

各品種・系統のゲノムＤＮＡは、芽出し苗５ｇを液体

窒素中で乳鉢を用いて粉砕した後、ＣＴＡＢ法で抽出し

た。抽出ＤＮＡは、８種類の制限酵素（ApaⅠ、BamHⅠ、

BglⅡ、DraⅠ、EcoRⅠ、EcoRⅤ、HindⅢ、KpnⅠ）で１

レーン当たり２μgをそれぞれ消化し、メンブランを作

製した。サザン法における遺伝子型検出には、アマシャ

ム・ファルマシア社のＥＣＬ核酸標識・検出システムを

使用し、各マーカーをプローブとしてＸ線フィルム上の

バンド位置から、日本稲型、インド稲型を判定した。

２ 第６染色体にマップされたＲＡＰＤマーカーを用い

た多型の確認

インターネット上で公開されている（http://bank.dn

a.affrc.go.jp/htbin/browse/RiceDB）第６染色体上に

マップされた８種のＲＡＰＤマーカーについて、耐虫性

系統の愛知66号及び感受性品種日本晴のゲノムＤＮＡを

鋳型に用い、４種類の耐熱性ポリメラーゼ（パーキンエ

ルマー社製Ampli-Taq Gold, Ampli-Taq, タカラ酒造製r

-Taq, 東洋紡製r-Taq）で多型の確認を行った。なお、

鋳型に用いたゲノムＤＮＡは上記１と同様に、芽出し苗

からＣＴＡＢ法により抽出した。

ＰＣＲの反応条件は、25μLの反応液について、鋳型

ＤＮＡ10ng、dＮＴＰs 200μmol、プライマー0.2μmol、

耐熱性ポリメラーゼ0.5 Uとし、94℃ １分→35℃ ２分

→72℃ ３分を45サイクル行った。反応産物は、1.5％ア

ガロースゲルで電気泳動し、酵素の種類によるバンドパ

ターンの比較及び耐虫性系統と感受性品種での多型の有

無を確認した。

３ ＣＡＰＳマーカーＲＡ０５３８における多型検出酵

素の決定

独立行政法人農業生物資源研究所から分譲されたＣＡ

ＰＳマーカーＲＡ0538は、日本晴及びインド稲Kasarath

でおよそ800bpの断片が増幅されるが、両者に多型の生

じる制限酵素は決定されていない。そこで、多型を生じ

る制限酵素の検索を、日本晴及び愛知66号を鋳型に用い

た場合の増幅産物を用いて行った。

ＰＣＲの反応条件は、50μLの反応液について、鋳型

ＤＮＡ20ng、dＮＴＰs 250μmol、プライマー 0.2μmol、

耐熱性ＤＮＡポリメラーゼ0.25 Uとし、95℃ ３分を前

処理として、95℃ １分→58℃ ２分→72℃ ３分を30サ

イクル行った。反応産物を20種類の制限酵素で単独処理

し、切断点の存在及び多型の有無を調査した。また、切

断点を有する酵素については、２種類の組合せを検討し

た。酵素処理後の試料は、1.5％アガロースゲルで電気

泳動し、多型の有無を確認した。

４ 日本晴／愛知66号のＦ2世代を用いた、出穂期遺伝

子のマッピング

日本晴／愛知66号のＦ2 411個体について、出穂期を

調査した。また、出穂期調査した個体のうち207個体に

ついて、多型が確認できた２マーカー（ＲＡＰＤマーカ

ーＰ78、ＣＡＰＳマーカーＲＡ0538）で遺伝子型を調査

し、連鎖分析を行った。

出穂期は７月27日～８月20日までを５日間隔で個体ご

とに調査し、両親の出穂期から極早生群、中間群、早生

群に分類した。また、ほ場に栽植されたＦ2個体からそ

れぞれ葉片を採取し、1.5 mL テストチューブとマイク

ロミキサーを使用して液体窒素で磨砕し、簡易ＤＮＡ抽

出法１７）でゲノムＤＮＡを抽出した。ＲＡＰＤマーカー

Ｐ78は耐熱性酵素にAmpli-Taq Goldを、ＣＡＰＳマーカ

ーＲＡ0538はタカラのr-Taqを使用して、上記２及び３

の反応条件で増幅し、遺伝子型を決定した。
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なお、連鎖分析には鵜飼ら(1995)により開発された遺

伝子解析ソフトウェア「ＭＡＰＬ」を用いた。

試験結果

１ 耐虫性品種・系統の第６染色体のグラフ遺伝子型

26個のＲＦＬＰマーカーを用いて得た各座位における

グラフ遺伝子型は、極早生の耐虫性系統である愛知66号

では、10マーカーがインド稲型、13マーカーが日本稲型、

１マーカーがヘテロ型、スメアによる不明が２マーカー

であり、愛知66号のインド稲型領域は中生の耐虫性系統

である愛知42号のインド稲型領域と比較して、第６染色

体の下部領域が日本稲化され、より上部の領域がインド

稲型として保存されていた（図１）。また、中生の耐虫

性品種「大地の風」では、愛知66号、愛知42号に比較し

てインド稲型として保存されている領域は、Ｃ８１～Ｃ

１３３の周辺に限定され、ごく小さいものであった。

２ 第６染色体上のＲＡＰＤマーカーの多型確認

Ampli-Taq Goldを用いて第６染色体上の８種のＲＡＰ

Ｄマーカーについて多型の有無を検討した結果、６種の

マーカー（Ｐ3、Ｐ7、Ｐ31、Ｐ78、Ｐ81、Ｐ121）で愛

知66号と日本晴で多型が認められた（図２）。しかしな

がら、Ｐ78を除く５種については、多型を示したバンド

は増幅の劣るマイナーバンドであった。また、Ｐ7につ

いては、多型を示した断片の大きさが第６染色体にマッ

プされた大きさ（1.65 kb ）と異なった。

マイナーバンドでの多型が多かったことから、Ampli-

Taq Gold以外の３種類の酵素を用いて多型の確認を試み

たが、使用する酵素の種類によって得られるバンドパタ

ーンが異なる結果となった。また、Ｐ78以外の５マーカ

ーでは、Ampli-Taq Goldを使用した際に認められた多型

バンドを検出することが困難であった（図３）。
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３ ＲＡ0538の多型検出酵素の決定

使用した20種類の酵素中、切断点が認められたのは６

種であった（表１）。この６種の単独処理では、MboⅠ

で日本晴と愛知66号との間に多型が認められたが、多型

バンドが近接し識別が容易でなかった（図４）。このた

め、６種の中から任意に２種類を組み合わせて処理した

結果、PvuⅡとHincⅡを組み合わせて処理することによ

り、インド稲型、日本稲型、ヘテロ型を容易に識別する

ことが可能となった（図５）。

４ 出穂期遺伝子のマッピング

日本晴／愛知66号のF2 411個体について出穂期を調査

した結果、極早生の耐虫性系統である愛知66号（P2）は

７月30日、早生の感受性品種「日本晴」（P1）は８月13

日であったことから、７月27～31日までに出穂したＦ2

個体群を極早生群、８月11～15日に出穂した個体群を早

生群、両者の中間（８月１～10日）に出穂した群を中間

群として分類した（図６）。これらの結果並びにＰ78及

びＲＡ0538の遺伝子型の調査結果についてχ２検定を行

ったところ、Ｐ78はインド稲型：日本稲型＝３：１、Ｒ

Ａ0538並びに出穂期はインド稲型（極早生群）：ヘテロ

表１ 多型検出に使用した制限酵素の種類と切断点の有無

制限酵素名 切断点の有無 制限酵素名 切断点の有無

1. Afa I
2. Apa I                          
3. BamHI                       
4. BglⅡ
5. Dra I
6.   EcoRI
7. EcoRV
8. HaeⅢ
9. HincⅡ

10.  HindⅢ

11.  Kpn I
12.  Mbo I                          
13. Not I                       
14. PshBI
15. PvuⅡ
16. Pst I
17. Sma I
18. Sph I
19. Xba I
20.   Xho I                  

有
無
無
無
無
無
無
有
有
無

無
有
無
無
有
無
無
有
無
無
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表２ χ2検定による分離比検定結果

マーカー名／
形 質 名

Rantaj-emas2型 ヘテロ 日本晴型 χ2値

P78 57 17 0.16
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出穂期 94                   206           111                3.68  
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（中間群）：日本稲型（早生群）＝１：２：１の分離比

に適合した（表２）。また、ＭＡＰＬにより連鎖分析を

行った結果、図７に示すような連鎖関系が認められた。

Ｐ78及びＲＡ0538の座乗位置は、独立行政法人農業生物

資源研究所で作製されたイネ遺伝子地図１８）における順

序と矛盾しなかったが、その距離は10.8ｃＭとやや大き

かった。また、極早生の出穂期遺伝子はＲＡ0538の上流

に位置した。

考 察

本試験においては、遺伝子分析にＲＦＬＰマーカー及

びＰＣＲマーカーを使用した。近年、ＰＣＲの安定性を

向上させるため様々な酵素が市販されているが、ＰＣＲ

マーカーの１種であるＲＡＰＤマーカーをマッピングに

使用する際には、多型のバンドのサイズ、増幅の安定性、

確実性が特に必要とされる。本試験において、酵素の種

類に依存せず、安定したバンドが得られたのはＰ78のみ

であり、他の５種類のＲＡＰＤマーカーでは多型バンド

が薄く（マイナーバンド）、増幅安定性に欠けるもので

あった。また、連鎖分析など多検体を扱う必要がある場

合、ＤＮＡの抽出法はより簡便な簡易抽出によるため、

ゲノムＤＮＡの純度は低く、増幅安定性がさらに劣る結

果となる。これらのことから、マイナーバンドによる多

型をマッピング等に利用するには、プライマーの特異性

をより高めた、ＳＴＳマーカー１９）に改良する必要があ

ると考えられた。

ツマグロヨコバイ耐虫性品種・系統を用いたグラフ遺

伝子型は、極早生の耐虫性系統である愛知66号と中生の

愛知42号、「大地の風」では保存されているインド稲型

領域が異なった。大地の風を始めとする実用的なツマグ

ロヨコバイ抵抗性系統は、育成過程において登熟不良等

の劣悪形質を除去するとともに早生形質が除かれている。

このことから、Rantaj-emas2に由来する出穂期遺伝子は、

愛知66号においてのみ特異的に保存されている、耐虫性

遺伝子座乗領域の上流に位置する可能性が示唆された。

この領域を日本晴／Kasalathで作製された遺伝子地図
１８）から計算すると、ツマグロヨコバイ耐虫性遺伝子の

座乗位置から上流のＣ81～C235の14.7ｃＭの範囲にある

と推定された。

日本晴／愛知66号のＦ2集団を用いた連鎖分析では、R

antaj-emas2に由来する出穂期遺伝子はＲＡ0538から

13.6ｃＭ上流に位置する結果が得られた。この結果をグ

ラフ遺伝子型で想定される領域と比較すると、ＲＡ0538

の位置は、日本晴／Kasalathの地図で耐虫性遺伝子

（Grh3(t)）の座乗位置から2.7ｃＭ上流に存在すること

から、グラフ遺伝子型による推定領域は、ＲＡ0538の上

流12ｃＭとなる。この地図距離上の差が生じた理由とし

て、出穂期遺伝子は本来、単一の遺伝子作用により決定

されるものではなく、複数の遺伝子の相互作用により決

定されるものであるため、各遺伝子の作用力の大きさを

加味した解析手法（ＱＴＬ）を使用するのが一般的であ

るが、本試験では作用力の大きい単一の優性遺伝子を仮

定して解析した結果、分離の歪みを生じ、地図距離が長

くなったものと考えられる。

出穂期遺伝子は現在まで、従来の交配と観察による連

鎖分析により、晩生遺伝子Ｅ２０，２１）、早生遺伝子Se1 ２

２）等が、ＤＮＡマーカーを用いたＱＴＬ解析により、Hd

1～5 ２３） 、Hd3a,8a,9a ２４）が報告されている。近年、

これらのうち第６染色体に座乗するとされる Se1 と Hd

1 が同じものであることが明らかとなった２５）。これら

の既往の報告をもとに、分子マーカーで作製した遺伝子

地図上にその位置を推定すると、Hd1（Se1 )はＲＡ0538

の12.3ｃＭ上流に位置する、Ｒ1679に密接に連鎖してい

る２３）ことから、本試験においてマッピングされたRanta

j-emas2由来の出穂期遺伝子は、この Se1 であると推定

できた。

以上の結果から、ツマグロヨコバイ耐虫性の極早生系

統を育成する際には、耐虫性に連鎖する劣悪形質が除か

れた中生の抵抗性品種・系統を父本として用い、母本と

なる感受性の極早生品種・系統が Se1 遺伝子を保有す

れば、ＲＡ0538あるいは Se1 の近傍に位置するＲＦＬ

Ｐマーカーを利用することにより、効率的に目的形質を

有する個体を選抜することが可能であり、育種年限の短

縮や効率化に寄与できるものと考えられた。
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