
ナスの単為結果性F 品種ととげなし性系統間のF 分離世代における１ ２

単為結果性及びとげなし性の遺伝解析

＊ ＊久野哲志 ・矢部和則

単為結果性ナス品種‘Mileda’(Ruiter社)と愛知県農業総合試験場で育成した‘とげなし紺美’摘要：

の親系統の交雑後代F 分離世代を用い、とげなし性ととげあり性の分離比、柱頭切除果における正常肥２

大単為結果性と石ナス性（両者を合わせて広義の単為結果性）及び未着果性の分離比を調査して、遺伝

解析を行った。

１．とげなし性は、単因子劣性遺伝の期待される分離比に適合した。

２．広義の単為結果性については、単因子優性遺伝の期待される分離比に適合した。

３．正常肥大単為結果性を、抑制遺伝子と同様の遺伝様式に遺伝すると仮定した。この場合、正常肥大

単為結果性は、期待される分離比に適合した。また、単為結果性を単因子優性に遺伝すると仮定し、正

常肥大性を単因子劣性に遺伝すると仮定した。この場合、期待される分離比に適合した。２つの推論が

成立することから、更に検討を要する。

４．正常肥大単為結果性の遺伝解析では、親系統の違いにより期待される分離比に適合しなかった。正

常肥大単為結果性は、親系統の樹勢の強弱等による遺伝的要因あるいは環境要因等が関与すると推測さ

れる。

ナス、Solanum melongena、単為結果性、とげなし性キーワード：

Genetic Analysis of Parthenocarpy and Spineless in the F Segregating２

Generation between Parthenocarpy F Variety and Spineless Line in Eggplant１

KUNO Satoshi and YABE Kazunori

With of using cross progeny F segregating generation of parthenocarpy eggplant varietyAbstract： ２

'Mileda'(Ruiter Co.) and parental strains of 'Togenashi konbi' developed by Aichi-ken Agricultural
Research Center, genetic analysis was attempted by investigation of segregation ratio of spineless
character and thorny character, segregation ratio of normal hypertrophy parthenocarpy character,
stone eggplant character(the sum of the former and the latter was difined as parthenocarpy character
in the wide sense), and unfructification.

1.The segregation ratio of spineless character was in agreement with expected that of elementary
divisor inferior inheritance.
2.Tha segregation ratio of parthenocarpy character in the wide sense was in agreement with expected
that of elementary divisor dominance inheritance.
3.The normally hypertrophy parthenocarpy was assumed to the genetic style similar to the inhibitor
as the inherit.In this case, the normally hypertrophy parthenocarpy conformed to the expected
segregation ratio. Moreover, the parthenocarpy was assumed to the elementary divisor dominance as
inherit, and the normally hypertrophy was assumed to the elementary divisor inferior as inherit. In
this case, it conformed to the expected segregation ratio. In addition, because two inference is
approved, the discussion is required.
4.In the genetic analysis of the normally hypertrophy parthenocarpy, it did not conform to the
segregation ratio expected by the difference of the parental strain. The normally hypertrophy
parthenocarpy is guessed that the genetic factor or the environmental factor, etc. by strong and weak
etc. of the tree vigour of the parental strain concern oneself with.

Eggplant,Solanum melongena,Parthenocarpy,SpinelessKey Word：

園芸研究部 （2005.9.12 受理）＊

37:29-33(2005)愛知農総試研報
Res.Bull.Aichi Agric.Res.Ctr.37:29-33(2005)



30

緒 言

ナス栽培の省力快適化を実現するために、栽培管理や

収穫調整作業が快適に行え、着果促進操作が不要な単為

結果性かつとげなし性品種の育成が重要である。既に、

単為結果性品種 やとげなし性品種 の開発が行われて１） ２）

おり、これらの形質の遺伝様式や遺伝因子の解析につい

ての研究も行われている。カラタチのとげなし性につい

て吉田・川瀬 は、単一の劣性遺伝子によって支配され３）

ると報告している。また、堀田ら は ‘ ’に由来４） 、 Freia
するとげなし性は、複数の劣性遺伝子の関与を報告して

いる。吉田ら は‘ ’由来の正常肥大単為結果性５） Talina
は１因子の不完全優性を示す遺伝子に支配されることを

推察している。また、齋藤ら は独立行政法人野菜茶業６）

‘ ’研究所で育成した単為結果性ナス固定系統の 03AE-P
の正常肥大単為結果性形質は、少なくとも２つ以上の遺

伝子が関与していると報告している。

筆者らは、単為結果性ととげなし性を共に有する快適

かつ省力型ナス品種の育成を目指している。しかし、早

期かつ効率的な育成を図るには、とげなし性と単為結果

性を交雑した後代系統における、各形質の発現様式を再

度確認することが重要であると考える。

そこで、単為結果性 品種の‘ ’ととげなしF Mileda１

F F性 品種‘とげなし紺美’の親系統を交雑して得た１ ２

分離世代を用い、とげなし性形質を持つ個体ととげあり

性形質を持つ個体、正常肥大株と石ナス株及び不着果株

の分離比から遺伝解析を行ったので報告する。

材料及び方法

単為結果性及びとげなし性の交配親系統として、単為

結果性 品種‘ ’( 社)と愛知県農業総合F Mileda Ruiter１

‘ ’ ‘ ’、試験場で育成した とげなし紺美 の親系統 2ASL-
‘ ’ 。 ‘ ’ ‘ ’、ASL- Mileda ASL-3 を用いた 2003年８月に × 2

‘ ’×‘ 3’の組合せで交雑し、１組合せ当Mileda ASL-
F Fたり４果合計８果の 種子を得た。2003年９月に１ １

、 、 。種子をは種し 株養生後 ガラス室に定植して栽培した

それぞれの第２花、第３花を自家受粉した。2004年３月

に完熟果を収穫し、 分離世代の種子を採種した。遺F２
伝解析にはこれらの交雑後代 分離世代を供試した。F２
とげなし性の発現調査は‘ ’×‘ 2’とMileda ASL-

‘ ’×‘ 3’の組合せをそれぞれ2000株供試Mileda ASL-
した。50穴セルトレイに鉢上げした。苗の養生中に葉に

とげの発現した個体を全株調査後破棄した。さらに定植

後、とげの有無を再検査し、とげあり個体数ととげなし

個体数を計測した。

単為結果性の発現調査は本ぽに定植し、とげなし性を

。 、 ‘ ’確認した株を用いた このうち 草勢の優れた Mileda
×‘ 2’の組合せを126株 ‘ ’×‘ 3’ASL- Mileda ASL-、

の組合せを87株供試した。第４花以降の蕾について、１

株当たり約10花の柱頭切除を行った。100 以上に肥大g
した果実を正常肥大単為結実果とした。この正常肥大単

為結実果が着果した株を正常肥大株とした。100 未満g
の果実を石ナス果とした。この果実が着果した株を石ナ

ス果株とした。また、へたのみ肥大したものも石ナス果

株とした。柱頭切除を行った蕾が全て落花した株を不着

果株とした。各系統毎にこれらの株の本数を測定し、分

離比を求めた。

栽培概要は、2004年３月23日には種した。５月14日に

、 、 、露地ほ場にうね幅180 株間40 ２条植えで定植しcm cm
１本仕立てとた 施肥は ａ当たり窒素4.2 りん酸4.3。 、 、kg
、カリ4.5 とした。追肥として、液肥を適宜施用しkg kg

た。

結果及び考察

単為結果性 品種‘ ’ととげなし性品種‘とF Mileda１

げなし紺美’の親系統及びそれらの間の 分離世代にF ２

おけるとげなし性ととげあり性の発現率を表１に示し

た。とげなし性は‘ 2’及び‘ 3’で全ての個ASL- ASL-
体で発現した。

久野・矢部：ナスの単為結果性 品種ととげなし性系統間の 分離世代におけるF F１ ２

単為結果性及びとげなし性の遺伝解析

表１ 分離世代におけるとげあり性個体ととげなし性個体の発現割合と 検定結果F χ
２

2

Ｐ組合わせ 供試株数 形質別株率（％） 期待される Ｐχ
２

Ｙ）
とげあり とげなし 分離比

ASL-2 5 100.0

ASL-3 5 100.0

Mileda 5 100.0

Mileda×ASL-2 2000 78.8 21.2 3:1 0.7701 0.25＜P＜0.50

Mileda×ASL-3 2000 76.6 23.4 3:1 0.1365 0.50＜P＜0.75

77.7 22.3 3:1 0.9066 0.75＜P＜0.90
Ｚ）

単因子劣性に遺伝したと仮定
Ｙ）

親系統の組合せの違いによる 検定
Ｚ） ２

χ
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‘ ’ 。‘ ’Mileda Miledaは全ての個体で発現しなかった

×‘ 2’は21.2％ ‘ ’×‘ 3’は23.4％ASL- Mileda ASL-、

の発現率となった。とげあり個体ととげなし個体の分離

比について、とげなし形質が単因子劣性に遺伝すると仮

。 、‘ ’ ‘ ’定して 検定を行った その結果 × 2χ２ Mileda ASL-
は ＝0.7701 ‘ ’×‘ 3’は ＝0.1365χ χ２ ２、 Mileda ASL-
となった。交雑後代 分離世代におけるとげあり個体F２
ととげなし個体の分離比は期待される３：１に適合し

た。また、親系統の組合せの違いによるとげなし性の発

現についても 検定を行った。その結果、 ＝0.9066χ χ２ ２

となった。親系統の組合せの違いが、とげなし性の発現

に影響を及ぼさなかった。2004年８月に 分離世代のF２
。とげなし個体から得られた12系統の 種子をは種したF３

その結果、全ての系統にとげは発現しなかった。とげな

し性に関する遺伝解析において、とげなし性品種‘とげ

なし紺美’の親系統が有するとげなし性形質は、単因子

劣性に遺伝するとの仮定は正しいものと推測される。

単為結果性 品種の‘ ’ととげなし性品種のF Mileda１

‘とげなし紺美’親系統の 分離世代における正常肥F２
大株率、石ナス株率及び不着果株率を表２に示した。

‘ 2’及び‘ 3’で全ての個体で不着果株となASL- ASL-
った ‘ ’は全ての個体で正常肥大株となった。。 Mileda

‘ ’‘ ’ 、‘ ’正常肥大株率は × 2 で26.2％Mileda ASL- Mileda
×‘ 3’で10.8％の発現率となった。また、石ナスASL-
果株率は‘ ’×‘ 2’で50.8％ ‘ ’×Mileda ASL- Mileda、

‘ 3’で67.5％となった。不着果株率は‘ ’ASL- Mileda
×‘ 2’で23.0％ ‘ ’×‘ 3’で21.7％ASL- Mileda ASL-、

となった。

分離世代における広義の単為結果性発現の 検定F χ２
２

結果を表３に示した。広義の単為結果株率（正常肥大し

た果実が着果した株と石ナス果が着果した株の合計）と

不着果株率の分離比について、単為結果性形質が単因子

。 、優性に遺伝すると仮定して 検定を行った その結果χ２

‘ ’×‘ 2’は ＝0.2100 ‘ ’×Mileda ASL- Miledaχ２ 、

‘ 3’は ＝0.5854となった。交雑後代 分離世ASL- Fχ２
２

代における広義の単為結果株率と不着果株率の分離比

は、期待される３：１に適合した。

親系統の組合せの違いによる単為結果性の発現につい

ても 検定を行った。その結果、 ＝0.7954となり、χ χ２ ２

親系統の組合せの違いは、単為結果性の発現に影響を及

ぼさなかった。単為結果性に関する遺伝解析において、

単為結果性品種の‘ ’の親系統の持つ単為結果性Mileda
形質は、単因子優性に遺伝するとの仮定は正しいものと

推測される。

単為結果性ナス品種の育成において、求められる重要

な形質は正常肥大性の単為結果性であり、このことにつ

いて、遺伝解析を試みた。 分離世代における正常肥F２
大株の分離比について、正常肥大単為結果形質が不完全

優性と同様の遺伝様式に遺伝すると仮定して 検定をχ２

行った。

表２ F 分離世代における単為結果性の発現割合２

Ｐ組合わせ 供試株数 形質別株率（％）
Ｚ） Ｙ） Ｘ）正常肥大株率 石ナス株率 不着果株率

ASL-2 5 100.0

ASL-3 5 100.0

Mileda 5 100.0

Mileda×ASL-2 126 26.2 50.8 23.0

Mileda×ASL-3 87 10.8 67.5 21.7

１果以上正常肥大した株率Ｚ）

石ナス果が着生した株率(正常肥大株を除く・へたのみ肥大した物を含む)Ｙ）

着果が認められない株率Ｘ）

表３ F 分離世代における広義の単為結果性発現率の 検定結果２ χ
２

Ｐ組合わせ 形質別株率（％） 期待される Ｐχ
２

Ｚ） Ｙ） Ｘ）
単為結果株率 不着果株率 分離比

Mileda×ASL-2 77.0 23.0 3:1 0.2100 0.50＜P＜0.75

Mileda×ASL-3 78.3 21.7 3:1 0.5854 0.50＜P＜0.75

77.5 22.5 3:1 0.7954 0.75＜P＜0.90
Ｗ）

正常肥大株と石ナス株を単為結果株とする（広義の単為結果性）
Ｚ）

着果が認められない株
Ｙ）

単因子優性に遺伝したと仮定
Ｘ）

親系統の組合せの違いによる 検定
Ｗ） ２

χ
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正常肥大株の発現率の 検定結果を表４に示した。こχ２

の結果、 ＝2.3056となり不完全優性の分離比１：２χ２

：１に適合しなかった。

分離世代における、正常肥大株率の分離比についF２
て、正常肥大単為結果形質が抑制遺伝子と同様の遺伝様

式に遺伝すると仮定して 検定を行った。正常肥大株χ２

の発現率の 検定結果を表５に示した。その結果、χ２

‘ ’×‘ 2’と‘ ’×‘ 3’の合Mileda ASL- Mileda ASL-
計おける は、0.1188となった。交雑後代 分離世χ２ F２
代における非正常肥大株率と正常肥大株率の分離比は、

期待される13：３に適合した。このことから正常肥大単

為結果形質に関する遺伝解析において、単為結果性品種

の‘ ’の親系統の持つ正常肥大単為結果形質は、Mileda
抑制遺伝子と同様の遺伝する可能性が考えられる。

単為結果性を単因子優性，正常肥大性を単因子劣性に

遺伝すると仮定して 検定を行った。その結果を表６χ２

。‘ ’ ‘ ’ ‘ ’ ‘ ’に示した × 2 と × 3Mileda ASL- Mileda ASL-
の合計おける は、0.3707となった。交雑後代 分χ２ F２
離世代における正常肥大株率、石ナス株率及び不着果株

率の分離比は、期待される３：９：４に適合した。

表４ F 分離世代における正常肥大株が不完全優勢に遺伝すると仮定した場合の発現率と 検定結果２ χ
２

Ｐ組合わせ 供試株数 形質別株率（％） Ｐχ
２Ｗ）

Ｚ） Ｙ） Ｘ）
正常肥大株率 石ナス株率 不着果株率

Mileda×ASL-2 126 26.2 50.8 23.0 2.7304 0.05＜P＜0.10

Mileda×ASL-3 87 10.8 67.5 21.7 14.6262 P＜0.005

20.1 57.4 22.5 2.3056 0.10＜P＜0.25
Ｖ）

１果以上正常肥大した株率
Ｚ）

石ナス果が着生した株率(正常肥大株を除く・へたのみ肥大した物を含む)
Ｙ）

着果が認められない株率
Ｘ）

不完全優性に遺伝すると仮定（期待される分離比 １：２：１）
Ｗ）

親系統の組合せの違いによる 検定
Ｖ） ２

χ

表５ F 分離世代における正常肥大株が抑制遺伝すると仮定した場合の発現率と 検定結果２ χ
２

Ｐ組合わせ 形質別株率（％） 期待される Ｐχ
２

Z） Y）
非正常肥大株率 正常肥大株率 分離比

Mileda×ASL-2 73.8 26.2 13:3 3.6339 P＜0.005

Mileda×ASL-3 89.2 10.8 13:3 4.1035 P＜0.005

79.9 20.1 13:3 0.1188 0.50＜P＜0.75
Ｘ）

石ナス株と不着果株を非正常肥大株とする
Z）

抑制遺伝すると仮定
Y）

親系統の組合せの違いによる 検定
Ｘ） ２

χ

表６ F 分離世代における正常肥大株が単因子劣性に遺伝すると仮定した場合の発現率と 検定結果２ χ
２

Ｐ組合わせ 供試株数 形質別株率（％） 期待される Ｐχ
２

Ｚ） Ｙ） Ｘ） Ｗ)
正常肥大株率 石ナス株率 不着果株率 分離比

Mileda×ASL-2 126 26.2 50.8 23.0 3:9:4 3.6481 0.05＜P＜0.10

Mileda×ASL-3 87 10.8 67.5 21.7 3:9:4 6.0564 0.01＜P＜0.025

20.1 57.4 22.5 3:9:4 0.3707 0.50＜P＜0.75
Ｖ）

１果以上正常肥大した株率
Ｚ）

石ナス果が着生した株率(正常肥大株を除く・へたのみ肥大した物を含む)
Ｙ）

着果が認められない株率
Ｘ）

単為結果性を単因子優性，正常肥大性を単因子劣性に遺伝すると仮定
Ｗ）

親系統の組合せの違いによる 検定
Ｖ） ２

χ

久野・矢部：ナスの単為結果性 品種ととげなし性系統間の 分離世代におけるF F１ ２

単為結果性及びとげなし性の遺伝解析
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このことから正常肥大単為結果形質に関する遺伝解析に

おいて、単為結果性品種の‘ ’の親系統の持つ正Mileda
常肥大単為結果形質は、単因子劣性に遺伝する可能性が

考えられる。この解析については、飛騨先生の私信を受

けその推測も成立する。本報告において遺伝解析結果は

筆者の推論と両方成立する。

また、表５に示した親系統の組合せの違いによる正常

肥大結果形質の発現についての 検定の結果は、χ２

‘ ’×‘ 2’は ＝3.6339 ‘ ’×Mileda ASL- Miledaχ２ 、

‘ 3’は ＝4.1035となった。また、表６に示しASL- χ２

た親系統の組合せの違いによる正常肥大結果形質の発現
２ ２についての 検定の結果 × 2 はχ χ、‘ ’ ‘ ’Mileda ASL-

＝3.6481 ‘ ’×‘ 3’は ＝6.0564とな、 Mileda ASL- χ２

った。２つの推論とも、本試験で用いた親系統の組合せ

の違いにより、正常肥大株率の発現率は異なっていた。

また、期待される分離比に適合しなかった。広義の単為

‘ ’結果性及び正常肥大単為結果性形質に関しては 2ASL-
と‘ 3’の親系統の表現型は同じである。一般的にASL-
落花や石ナスは樹勢の強弱・高温・低温に左右される。

このことから正常肥大性は、親系統の樹勢の強弱等によ

る単為結果性以外の遺伝的要因あるいは環境要因等が関

与する可能性が考えられる。

以上の結果、単為結果性とげなしナス品種の 親系F１
統の育成において、とげなし性形質は、両親ともホモに

保有することが必須である。また、果実が正常に肥大す

る正常肥大単為結果形質については、２つの推論が成立

することから、この点については今後、検定規模の拡大

または、他の親系統を用い更に検討する必要がある。こ

のため、両親が保有する正常肥大単為結果形質の因子に

ついては、劣性遺伝子をホモに保有すること。または、

抑制因子を有さず正常肥大因子をホモに保有するタイプ

を基本に樹勢等を考慮し、 組合せ能力検定で安定しF１
た単為結果性を発現する系統を選抜することが重要であ

る。

本稿を記するにあたり、静岡大学飛騨健一教授に謝辞：

貴重な助言を頂いた。記して厚く御礼申し上げます。
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