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(54)【発明の名称】アミロ―ス含量非変動型イネの作製方法、アミロ―ス含量非変動型イネおよびイネ種子
(57)【要約】
【課題】

登熟温度が通常の登熟温度から１８〜２２℃

の弱低温に変動しても種子胚乳のアミロース含量が変動
せず一定であるアミロース含量非変動型イネを簡単に作
製できる方法を提案する。
【解決手段】

突然変異誘発処理したイネ種子から成育

したイネを、突然変異誘発処理しないイネ種子から成育
したイネの場合では種子胚乳のアミロース含量が増加す
る温度となる弱低温で登熟させた後、このイネから収穫
した種子の中から胚乳の濁った種子を選抜するアミロー
ス含量非変動型イネの作製方法。
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【特許請求の範囲】

【０００４】特開平５−１５３９８１号には、でんぷん

【請求項１】

合成酵素の遺伝子であるＷｘ遺伝子のセンスＤＮＡまた

登熟温度が変動しても種子胚乳のアミロ

ース含量が変動しないイネを作製する方法であって、

はアンチセンスＤＮＡをイネに導入することにより、ア

突然変異誘発処理したイネ種子から成育したイネを、突

ミロース含量を改変したイネが記載されている。この方

然変異誘発処理しないイネ種子から成育したイネの場合

法では、モチ品種イネないしは低アミロース含量のイネ

では種子胚乳のアミロース含量が増加する温度となる弱

を作製することはできる。しかしながら、登熟温度が変

低温で登熟させた後、このイネから収穫した種子の中か

動した場合でも、一定アミロース含量のイネ種子が収穫

ら胚乳の濁った種子を選抜するアミロース含量非変動型

されるかどうかは不明である。

イネの作製方法。
【請求項２】

突然変異誘発処理したイネ種子から成育

【０００５】また、Sano, Y., 1985, Gene regulation
10

at the waxy locus in rice, Gamma‑Field Symp., 24:6

したイネを弱低温で登熟させる温度が、イネの開花日か

3‑79には、農林８号を突然変異誘発処理して作出された

ら２０日間の平均温度が１８〜２２℃である請求項１記

アミロース含量が低いイネが記載されている。しかし、

載の作製方法。

上記文献のイネは、登熟温度が変動した場合にアミロー

【請求項３】

請求項１または２記載の方法で作製され

ス含量が変動し、低温で登熟された場合にはアミロース

たアミロース含量非変動型イネ。

含量が増加する。このように、低温登熟された場合でも

【請求項４】

アミロース含量が変動せず一定であるイネを簡単に確実

請求項１または２記載の方法で作製され

たアミロース含量非変動型イネから収穫されるアミロー

に作製する方法はこれまで知られていない。

ス含量非変動型イネ種子。

【０００６】ところで、胚乳（種子）の透明度（濁度）

【請求項５】

とアミロース含量との間に負の相関関係があり、濁った

アミロース含量の変動幅が±３重量％以

内である請求項４記載のアミロース含量非変動型イネ種

20

子。

種子のアミロース含量は低く、透明な種子のアミロース
含量は多いことは知られている（例えば、Satoh H. and

【発明の詳細な説明】

Omura T. (1981) Japan. J.Breed., 31, 316‑326. New

【０００１】

Endosperm Mutaitions Induced by Chemical Mutagens

【発明の属する技術分野】本発明は、食味の低下や変動

in Rice, Oryza sativa L. )。しかし、胚乳の透明度

を防止するため、アミロース含量が登熟温度に左右され

を指標にして、低温登熟された場合でもアミロース含量

ず一定であるアミロース含量非変動型イネの作製方法、

が変動せず一定であるイネを選抜した例はこれまで知ら

この方法を用いて作製されたアミロース含量非変動型イ

れていない。

ネおよびイネ種子に関する。

【０００７】

【０００２】

【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は、登熟

【従来の技術】イネ種子のアミロース含量は炊飯米の粘

30

温度が通常の登熟温度から１８〜２２℃の弱低温に変動

りに関係し、食味に最も影響する。ジャポニカ米の場

しても種子胚乳のアミロース含量が変動せず、一定であ

合、アミロース含量が１５〜２０重量％程度のものが好

るイネを簡単に得ることができるアミロース含量非変動

まれる。また最近では、アミロース含量が５〜１５重量

型イネの作製方法、この方法から得られるイネおよびイ

％と低い「低アミロース米」がおにぎりや冷凍米飯、弁

ネ種子を提供することである。

当、炊き込みご飯などに適していると考えられるように

【０００８】

なってきている。イネ種子のアミロース含量は登熟期の

【課題を解決するための手段】本発明は、次のアミロー

温度（登熟温度）、特に開花日から２０日間の温度に左

ス含量非変動型イネの作製方法、アミロース含量非変動

右されて変動し、登熟温度が高い高温登熟時にはアミロ

型イネおよびイネ種子である。

ース含量は低下し、登熟温度が低い弱低温登熟時には増
大する。そのため、しばしば米食味の低下や変動が生じ

（１）登熟温度が変動しても種子胚乳のアミロース含量
40

が変動しないイネを作製する方法であって、突然変異誘

ている。

発処理したイネ種子から成育したイネを、突然変異誘発

【０００３】しかしながら、気象現象である登熟温度を

処理しないイネ種子から成育したイネの場合では種子胚

広範囲に制御することは困難であるため、圃場や田畑で

乳のアミロース含量が増加する温度となる弱低温で登熟

登熟するイネのアミロース含量を一定に制御することは

させた後、このイネから収穫した種子の中から胚乳の濁

不可能であり、登熟期の気温が例年の気温よりも低い場

った種子を選抜するアミロース含量非変動型イネの作製

合には、アミロース含量が低くて粘りのあるコメが収穫

方法。

できないのが現状である。このため、対症療法的に、コ

（２）突然変異誘発処理したイネ種子から成育したイネ

メの粘りや食感を改善するため、アミロース含量が高

を登熟させる弱低温で温度が、イネの開花日から２０日

く、粘りのないコメにトウモロコシもち澱粉を添加した

間の平均温度が１８〜２２℃である上記（１）記載の作

り、もち米を混合することが行われている。

50

製方法。

( 3 )
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（３）上記（１）または（２）記載の方法で作製された

ような例をあげることができる。イネ種子を、エチルメ

アミロース含量非変動型イネ。

タンスルホン酸（ＥＭＳ）濃度が０．１〜０．２モル／

（４）上記（１）または（２）記載の方法で作製された

リットルの溶液に、イネ種子１０００粒当たり１００ｍ

アミロース含量非変動型イネから収穫されるアミロース

ｌを目安に、室温、好ましくは約２５℃で５時間程度振

含量非変動型イネ種子。

盪浸漬し、突然変異誘発処理する。

（５）アミロース含量の変動幅が±３重量％以内である

【００１３】ガンマ線処理する場合は、イネ種子に、ガ

上記（４）記載のアミロース含量非変動型イネ種子。

ンマ線を１０Ｇｙ（グレイ）／時間〜１００Ｇｙ／時

【０００９】本発明において、「イネ種子」とは、イネ

間、好ましくは１０Ｇｙ／時間〜２０Ｇｙ／時間の強度

科の植物であるイネから収穫される種子のほか、種子を
籾すりしたもの、籾、食用の目的で市場に流通するコメ

で、２００〜３００Ｇｙ照射する。
10

【００１４】突然変異誘発処理したイネ種子は、登熟期

などを含む。

を迎えるまでは通常に栽培して成育させた後、弱低温で

【００１０】本発明の方法で使用する突然変異誘発処理

登熟させる。前記の弱低温とは、突然変異誘発処理しな

する前のイネ種子は特に制限されず、イネの種子であれ

い同一品種（原品種）のイネ種子から成育したイネの場

ば品種、系統などは制限されず、市販されている種子で

合では種子胚乳のアミロース含量が増加する温度であ

も、遺伝子処理がなされた種子でも、交配が繰り返され

る。すなわち、突然変異誘発処理に使用したイネ種子に

た種子でも、これらの種子から収穫された種子でも使用

適しているとされている登熟温度より低温であって、突

できる。本発明で使用するイネ種子としては、胚乳中の

然変異誘発処理しない場合は種子胚乳のアミロース含量

アミロース含量が２０重量％以下のものが使用できる

が増加、例えば２〜２０重量％程度増加する温度であ

が、アミロース含量が１５重量％以下の低アミロース系

る。

統の品種のものが好ましい。
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【００１５】多くのイネの場合、登熟に適しているとさ

【００１１】上記のイネ種子に施す突然変異誘発処理は

れる温度（以下、通常登熟温度という場合がある）は通

特に制限されず、公知の突然変異誘発処理を採用するこ

常２３〜３０℃であるとされているので、このようなイ

とができる。例えば、エチルメタンスルホン酸（以下、

ネの種子を使用する場合は、通常登熟温度より５〜１０

ＥＭＳと略記する場合がある）、５−ブロモウラシル、

℃低い温度、例えば１８〜２２℃の登熟温度で、弱低温

２−アミノプリン、ヒドロキシルアミン、Ｎ−メチル−

登熟させるのが望ましい。本発明において、登熟温度は

Ｎ

−ニトロ−Ｎ−ニトロソグアニジン、アジ化ナトリ

下記数式（１）で示される温度である。また通常登熟温

ウム、Ｎ−メチル−Ｎ−ニトロソウレア、エチレンイミ

度、弱低温登熟温度、または登熟させる温度なども、同

ン等の突然変異を誘発する化合物を用いた処理；ガンマ

様の意味である。

線処理；ベータ線処理；Ｘ線処理；速中性子処理；熱中

【００１６】

性子処理；トランスポゾンの利用などがあげられる。

30

【数１】

【００１２】具体的な突然変異誘発処理としては、次の
登熟温度（℃）＝（Ｔ1 ＋Ｔ2 ＋Ｔ3 ・・・・＋Ｔn）／Ｄn

（１）

（式中、Ｔ1 、Ｔ2 、Ｔ3 ・・・・、Ｔｎはそれぞれ登熟

が、自然環境下で栽培する場合は、登熟温度は気象条件

第ｎ日目の平均温度である。ここで平均温度は、その日

に左右され、温度管理は難しい。従って、自然環境下で

の最高温度と最低温度との和を２で除して求められる温

栽培する場合は、播種または移植する時期をずらせた群

度である。Ｄnは登熟日数であり、最小が２０、最高が

を複数設定することにより、いずれかの群が弱低温に晒

開花日から完熟収穫日までの日数である。）

されるようにするのが好ましい。例えば、２週間の間隔

【００１７】本発明の方法では、イネの開花日から完熟

で３回に分けて播種または移植する方法を採用すること

収穫される登熟の全期間にわたって弱低温で登熟させる
必要はなく、突然変異誘発処理しない場合の同一品種の

ができる。
40

【００１９】突然変異誘発処理したＭ1 種子から栽培、

イネ種子から成育したイネにおいて、種子胚乳のアミロ

収穫したＭ2 種子が、弱低温に応答していない場合、胚

ース含量の増加が認められる期間だけ弱低温で登熟させ

乳が白色不透明な胚乳を有する濁った種子と、通常のウ

ることもできる。通常、開花日から約２０日間の期間は

ルチ品種のように透明ないし濁りの軽い種子との混合物

低温の影響を受けやすいので、この期間中に弱低温で登

であるが、本発明の方法ではこれらの種子の中から白色

熟させるのが好ましい。具体的には、突然変異誘発処理

不透明な濁ったＭ2 種子を選抜する。この濁った種子は

したイネ種子から成育したイネを、イネの開花日から２

アミロース含量が低い種子であり、透明ないし濁りが軽

０日間の平均温度が１８〜２２℃の温度で弱低温登熟さ

い種子はアミロース含量が高い種子である。ここでいう

せるのが好ましい。

「濁った種子」、「透明ないし濁りが軽い種子」という

【００１８】イネを温度管理が可能なハウスなどで栽培

用語は、２つの群の間の相対的な濁りの差を示すもので

する場合は、確実に弱低温で登熟させることができる

50

あり、絶対的なものではない。

( 4 )

特開２０００−２０９９７２

5

6

【００２０】上記濁った種子のアミロース含量は、原品

後５日目より２１℃一定のガラス室で登熟させた。そし

種の種類にもよるが、通常２〜１５重量％であり、低温

て、実った種子が全て透明ないし濁りの軽い種子である

登熟したにもかかわらず、原品種を通常登熟温度で登熟

株を優性ホモ株；実った種子が全て濁った種子である株

させた場合のアミロース含量とほぼ同程度の含量であ

を劣性ホモ株；濁ったイネ種子と、透明ないし濁りの軽

る。従って、上記濁った種子のアミロース含量は、原品

い種子との両方を含んでいた株をヘテロ株と定義する

種のもつアミロース含量の変動幅のうち、低い方の値で

と、次の結果が得られた。

ある。すなわち、上記濁った種子は、低温登熟によりア

【００２５】１）得られた株の数の比が、優性ホモ株：

ミロース含量が変動せず一定のイネ種子である。なお、

ヘテロ株：劣性ホモ株＝１：２：１に分離した。

上記濁った種子のアミロース含量は原品種を通常登熟温
度で登熟させた場合のアミロース含量とほぼ同程度であ

２）ヘテロ株に実った種子の特性とその比が、優性型胚
10

乳（透明ないし濁りの軽い種子）：劣性型胚乳（濁った

るが、１〜３重量％程度の増減はある。一方、上記透明

種子）＝３：１に分離した。

ないし濁りが軽い種子のアミロース含量は通常１０〜２

３）ヘテロ株に実った種子の特性とその比が、アミロー

０重量％であり、原品種を通常登熟温度で登熟させた場

ス含量の高い粒：アミロース含量の低い粒＝３：１に分

合のアミロース含量より増加している。ここでいう種子

離した。

の濁りの程度は比較の問題であるので、濁った種子と透

４）ヘテロ株に実った種子の特性とその比が、Ｗｘタン

明ないし濁りの軽い種子とのアミロース含量は一部重な

パク質含量の高い粒：Ｗｘタンパク質含量の低い粒＝

る場合がある。

３：１に分離した。

【００２１】同じ品種に同じ突然変異誘発処理を行い、

従って、本発明で得られるイネまたはイネ種子の弱低温

同じ方法で栽培したイネから収穫される同じ群の種子に

非応答性は、劣性の１遺伝子に起因すると結論づけられ

おいては、濁った種子と、透明ないし濁りの軽い種子と

20

る。

の透明度の違いは相対的ではあるが明瞭であるので、濁

【００２６】本発明の方法により得られるイネは弱低温

った種子の選択は目視などにより容易に行うことができ

非応答性のアミロース含量非変動型イネであり、このイ

る。この濁った種子は、弱低温登熟されたにもかかわら

ネからは、成育条件（気象条件）により種子胚乳のアミ

ず、アミロース含量が低い弱低温非応答性の種子であ

ロース含量が変動せず、低温で登熟した場合でも通常温

る。アミロース含量が低い種子であるかどうかは、実際

度または高温で登熟した場合とほぼ同等の低いアミロー

にアミロース含量またはＷｘタンパク質含量を公知の方

ス含量となるアミロース含量非変動型イネ種子を得るこ

法で定量することにより確認することができる。またア

とができる。すなわち、原品種のもつアミロース含量の

ミロース含量またはＷｘタンパク質含量を測定すること

変動幅のうち、低い方で一定のアミロース含量となるイ

により、二次スクリーニングすることもできる。

ネ種子を得ることができる。

【００２２】このような方法によれば、胚乳の透明度を

30

【００２７】従って、原品種の種類を選択することによ

指標にして、弱低温非応答性の種子を弱低温応答性の種

り、低温で登熟した場合でも、目的とするアミロース含

子の中から選抜することができるので、目視による選抜

量となるコメを得ることができる。例えば、原品種とし

も可能であり、目的とする弱低温非応答性のイネ種子を

て普通の登熟温度で登熟した場合のアミロース含量が２

容易に得ることができる。すなわち、本発明の方法によ

〜３重量％の低アミロース含量のイネ種子を用いた場合

れば、種子胚乳の濁りの差異を視覚的に判別することが

は、低温で登熟した場合でも、アミロース含量が２〜３

可能であるので、簡便で大量な「温度非応答性系統」の

重量％程度で一定の低アミロース含量のイネ種子を得る

スクリーニングが可能となる。このため、多量の種子に

ことができる。このような低アミロース含量のイネ種子

ついてアミロース含量やＷｘタンパク質含量などを測定

は、アミロース含量が低すぎるため食用には適していな

する操作は省略することができる。
【００２３】上記方法により選抜した濁った種子から形

いが、弱低温非応答性の特性を他の品種に導入するため
40

の母本として好適に利用することができる。例えば、弱

成されるイネは弱低温非応答性のアミロース含量非変動

低温非応答性の特性を、アミロース含量が１５〜２０重

型イネであり、このイネから収穫される種子はすべてが

量％程度の普通のアミロース含量を有する一般のウルチ

濁った種子であり、アミロース含量が一定であるアミロ

品種や、アミロース含量が８〜１５重量％程度の低アミ

ース含量非変動型イネ種子である。

ロース品種に導入することにより、成育条件（気象条

【００２４】本発明の方法により得られるイネまたはイ

件）により種子胚乳のアミロース含量が変動しないイネ

ネ種子の弱低温非応答性は、次のような試験結果が得ら

種子（コメ）を得ることができる。また低アミロース含

れており、劣性の１遺伝子に起因すると結論づけられ

量のイネ種子（コメ）は、パサパサしているアミロース

る。まず濁ったイネ種子と、透明ないし濁りの軽い種子

含量が高いコメの食味を改善するために、このようなコ

との両方を含んでいた株に実ったイネ種子を、どちらの

メに混合して使用することができる。

種類の種子も無作為に播種し、成育させた。次に、開花

50

【００２８】また、原品種としてアミロース含量が１５

( 5 )

特開２０００−２０９９７２

7

8

〜２０重量％のものを用いた場合は、低温で登熟した場

【発明の実施の形態】以下、本発明を実施例および比較

合でも、アミロース含量が１５〜２０重量％程度であ

例により説明するが、本発明はこれらの実施例に制限さ

り、食用として好適な粘りと食味を有するコメを得るこ

れるものではない。なお、実施例中の％は重量基準であ

とができる。

る。

【００２９】また、本発明の方法により得られる弱低温

【００３６】製造例１

非応答性の特性を有するイネもしくはイネ種子は、弱低

《原品種76‑3/T65の作製》実施例で原品種として使用す

温に対する応答機構を解明する有効な素材として使用す

るｄｕミュータントの76‑3/T65は、次のようにして作製

ることもできる。

した。

【００３０】本発明のアミロース含量非変動型イネは、
前記本発明の方法で得られた弱低温非応答性のイネ、す

【００３７】イネ品種の農林８号の種子を、エチルメタ
10

ンスルホン酸（ＥＭＳ）濃度が０．１モル／リットルの

なわち前記方法により選抜した濁った種子から形成され

溶液に、イネ種子１０００粒当たり１００ｍｌを目安

るイネである。本発明のアミロース含量非変動型イネ

に、２５℃で５時間振盪浸漬し、突然変異誘発処理し

は、冷夏の場合でも、また北海道などの寒冷地でも、気

た。この突然変異誘発処理した種子を成育させ、このＭ

象条件に左右されず、種子胚乳のアミロース含量が変動

1

せず一定のイネ種子（コメ）を容易に生産することがで

し、76‑3と命名した。この76‑3に対して、台中６５号

きる。本発明のアミロース含量非変動型イネは、前記の

（以下、Ｔ６５と略記する場合がある）を１０回以上戻

ように、弱低温非応答性の特性を他の品種に導入するた

し交配することにより、76‑3/T65を得た。この76‑3/T65

めの母本として好適に利用することができる。

は通常登熟温度で登熟した場合に低アミロース含量の種

【００３１】本発明のアミロース含量非変動型イネ種子

子が得られること以外は、Ｔ６５とほとんど似た性質を

は、上記の本発明のアミロース含量非変動型イネから得

20

株に実ったＭ2 種子の中から、胚乳が濁った種子を選抜

有している。従って、ウルチ型品種と同様に温度応答を

られる種子である。本発明のアミロース含量非変動型イ

し、弱低温で登熟するとアミロース含量が増大する。こ

ネ種子は、登熟温度が変動してもアミロース含量が変動

の76‑3/T65は本願出願人が分譲を保証している。

せず一定のイネ種子であり、通常アミロース含量の変動

【００３８】実施例１、比較例１

幅は±３重量％以内である。本発明のアミロース含量非

《種子の選抜》製造例１で得た低アミロース系統である

変動型イネ種子は、前記のように、弱低温非応答性の特

76‑3/T65の種子を、エチルメタンスルホン酸（ＥＭＳ）

性を他の品種に導入するための母本として好適に利用す

濃度が０．１モル／リットルの溶液に、イネ種子１００

ることができる。

０粒当たり１００ｍｌを目安に、２５℃で５時間振盪浸

【００３２】

漬し、突然変異誘発処理した。この突然変異誘発処理し

【発明の効果】本発明のアミロース含量非変動型イネの

た種子から成育させた１７００株のＭ1 苗を、少なくと

作製方法は、突然変異誘発処理したイネ種子から成育し

30

も１群が弱低温で登熟するように、２週間の間隔を設け

たイネを、弱低温で登熟させた後、このイネから収穫し

て３群に分けて（３回に分けて）移植し、成育させた。

た種子の中から胚乳の濁った種子を選抜しているので、

最初に移植した群と、最後に移植した群とでは、４週間

登熟温度が通常登熟温度から弱低温登熟温度に変動して

の間隔がある。その結果、突然変異誘発処理した種子由

も種子胚乳のアミロース含量が変動せず、一定であるイ

来の苗の２回目に移植した群は開花日から２０日間の登

ネを簡単に得ることができる。

熟温度が１８〜２３℃程度であり、弱低温登熟で登熟し

【００３３】本発明のアミロース含量非変動型イネは、

たことになる。

上記方法で得られたイネであるので、冷夏の場合でも、

【００３９】上記の弱低温登熟した群から、完熟したＭ

また北海道などの寒冷地でも、気象条件に左右されずア

2

ミロース含量が一定であるコメを容易に生産することが
できる。本発明のアミロース含量非変動型イネは弱低温

種子を有するＭ1 株を株単位で刈り取った後、このＭ2

種子を株単位で精白した。ある株から得られた白米は胚
40

乳が濁ったものと濁りの軽いものとが混在していた（よ

非応答性の特性を他の品種に導入するための母本として

り濁った粒と濁った粒とが混在していたということもで

好適に利用することができる。

きる）。また別の株から得られた白米は濁りの軽いもの

【００３４】本発明のアミロース含量非変動型イネ種子

だけであった。収穫したＭ1 株の中から、胚乳が濁って

は、上記方法で得られたイネから収穫されるイネ種子で

いるＭ2 種子を含む株を選抜した。この胚乳が濁ってい

あるので、冷夏の場合でも、また北海道などの寒冷地で

るＭ2 種子、このＭ2 種子を播種して得た株、この株に実

栽培された場合であっても、アミロース含量が一定であ

ったＭ3 種子、およびＭ3 個体以降の自殖したものを弱低

る。本発明のアミロース含量非変動型イネ種子は弱低温

温非応答性を有する系統としてTM95と命名した。このTM

非応答性の特性を他の品種に導入するための母本として

95は本願出願人が分譲を保証している。

好適に利用することができる。

【００４０】《登熟温度とアミロース含量との関係》前

【００３５】
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記のTM95の弱低温非応答性を次のようにして確認した。

( 6 )

特開２０００−２０９９７２

9

10

すなわち、TM95（実施例１）と、この原品種である76‑3

し軽く濁っている（図では精白米を置いた板の色が透け

/T65（比較例１）とを、それぞれ２群に分けて成育さ

てみえる）が、TM95の２１℃で弱低温登熟したＭ3 種子

せ、一方の群は２１℃に設定したガラス室において弱低

の写真は白く濁っており、その濁りは２８℃の通常登熟

温で登熟させ、他方の群は２８℃に設定したガラス室に

温度の場合と同等であることがわかる。なお76‑3/T65の

おいて通常登熟温度で登熟させ、完熟種子を得た。すな

種子を弱低温登熟した群から得られた白米はすべて透明

わち、TM95と76‑3/T65の各系統において、最高分げつ期

ないし濁りの軽い種子であり、濁った種子はなかった。

にイネ体を２つに分割し、出穂５日後に、分割した一方

【００４２】また２１℃または２８℃で登熟したＭ3 種

を２８℃、他方を２１℃に設定したガラス室で登熟さ

子（実施例１）、および76‑3/T65の種子（比較例１）を

せ、完熟種子を得た。

精白した後、アミロース含量を１粒ずつ定量した。５粒

【００４１】図１に、２１℃または２８℃で登熟したＭ
3

10

種子（実施例１）、および76‑3/T65のＭ3 種子（比較例

を平均した結果を表１および図２に示す。
【００４３】

１）を精白した白米の写真を示す。図１から、原品種で

【表１】

ある76‑3/T65の２１℃で弱低温登熟した種子は透明ない

注）

５粒の平均と標準偏差

【００４４】表１および図２の結果から、原品種である

ース含量とに相関があることがかわる。

76‑3/T65は登熟温度に応答してアミロース含量が変動す

【００４７】《弱低温非応答性ヘテロ型株の後代の遺伝

るが、TM95は登熟温度にかかわらず両温度とも約３％の

解析》ヘテロ株（弱低温非応答性の種子および弱低温応

アミロース含量であり、一定であることがわかる。この

答性の種子の双方を含む株）の種子を播き、成育させ

ことは、TM95はアミロース合成が弱低温に非応答性とな

た。出穂前に４０株を株上げして、２１℃で登熟させ

っていることを示している。

た。上記で得られた４０株の株ごとにコメの胚乳の濁り

【００４５】《Ｗｘタンパク質含量とアミロース含量と

の強さを調査し、達観により分類すると、次の３種類に

の関係》原品種の76‑3/T65および実施例のTM95を、それ

分類された。すなわち、１つの株に実ったコメの全てが

ぞれ２１℃および２８℃で登熟させた。得られたコメ

30

76‑3/T65型（優性型）であり軽い濁りのコメの株、全て

（白米）を半分に切断し、一方はＷｘタンパク質含量、

がTM95型（劣性型）であり濁りが強い株、および76‑3/T

他方はアミロース含量を測定した。結果を図３に示す。

65型とTM95型とが混在するヘテロ株の３種類に分類され

【００４６】図３の結果から、２８℃の登熟では76‑3/T

た。ヘテロ株における株ごとの76‑3/T65型およびTM95型

65とTM95の両者とも、Ｗｘタンパク質含量およびアミロ

のコメの粒数を表２に示す。優性型の株における株ごと

ース含量のどちらも少ないが、２１℃の登熟では、TM95

の76‑3/T65型のコメの粒数を表３に示す。劣性型の株に

は２８℃の登熟の場合とほぼ同じであるのに対して、76

おける株ごとのコメの粒数を表４に示す。

‑3/T65ではＷｘタンパク質含量およびアミロース含量が

【００４８】

多いことがわかる。また、Ｗｘタンパク質含量とアミロ

【表２】

( 7 )

特開２０００−２０９９７２

11

12

【００４９】
【表３】

【表４】
30

【００５１】表２〜表４を型ごとの株数でまとめると表
５のようになる。
【表５】
【００５０】
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( 8 )

特開２０００−２０９９７２

13

14

2

χ （１：２：１）＝０．２０
【００５２】表２〜表５の結果から、優性ホモ型であ

ク質含量およびアミロース含量の双方が少ないコメ１２

り、76‑3/T65原品種型であり、かつ弱低温応答型である

粒と、Ｗｘタンパク質含量およびアミロース含量の双方

胚乳の濁りが弱い株が１１株、ヘテロ型の株が２０株、

が多いコメ４４粒とに分けられる。χ二乗は０．３８で

劣性ホモ型であり、TM95型であり、かつ弱低温非応答型

あった。この１２粒と４４粒との分離は、表２の１８番

である胚乳の濁りが強い株が９株であることがわかる。

目の型の分類と一致している。従って、目視による外観

１：２：１の比率で分離することに関するχ二乗は０．

観察の結果と、生化学的な分析の結果とが一致している

２０であり、弱低温非応答性は劣性の１遺伝子支配であ

ことになる。以上の結果から、TM95の有する弱低温非応

ることを示している。

答性は劣性の１遺伝子により支配されていることが明ら

【００５３】表２に示されているヘテロ株においては、

かとなった。

各株ごとに胚乳の透明度が76‑3/T65型（優性型）とTM95

20

【図面の簡単な説明】

型（劣性型）とに分類されているが、76‑3/T65型：TM95

【図１】実施例１のTM95および比較例１の76‑3/T65の白

型の比は全ての株およびこれらの合計で３：１の割合に

米の写真である。２１℃および２８℃は登熟温度を示

分離している。従って、TM95型の弱低温非応答性の特性

す。

は、劣性の１遺伝子に起因すると考えられる。また、こ

【図２】実施例１のTM95および比較例１の76‑3/T65を２

れらのヘテロ株２０組のデータについて均一性の検定を

１℃または２８℃で登熟させた場合の登熟温度とアミロ

行ったところ、均一である結果が得られた。

ース含量との関係を示すグラフである。

【００５４】《Ｗｘタンパク質含量とアミロース含量と

【図３】実施例１のTM95および比較例１の76‑3/T65を２

の関係》表２の１８番目の株（ヘテロ株）の５６粒を用

１℃または２８℃で登熟させた場合のＷｘタンパク質含

いて、Ｗｘタンパク質含量とアミロース含量との関係を

量とアミロース含量との関係を示すグラフである。

検討した。表２の１８番目の株に実ったコメ（白米）を

30

【図４】表２の１８番目のＭ3 ヘテロ株の穂に着生した

半分に切断し、一方はＷｘタンパク質含量、他方はアミ

種子のＷｘタンパク質含量とアミロース含量との関係を

ロース含量を測定した。結果を図４に示す。

示すグラフである。グラフ中の数字はコメ粒の個数であ

【００５５】図４の結果からわかるように、Ｗｘタンパ

る。
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