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(57) 【 要 約 】
【課題】麦類植物について、閉花受粉性遺伝子を有する系統と、そうでない開花受粉する
系統とを特異的かつ効率的に識別できる方法の提供を課題とする。
【解決手段】閉花受粉性を示すオオムギ品種と閉花受粉性を示すオオムギ品種との組換え
後代固定系統群を用い、こられの各個体の受粉性を正確に判定した。その結果、受粉性は
１遺伝子支配を示すことが分った。この遺伝子は、オオムギ２Ｈ染色体長腕上に座乗し、
該遺伝子と連鎖する分子マーカーを用いることにより、被検麦類植物について開花／閉花
受粉性を識別できることを見出した。
【選択図】

なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
麦類植物の開花受粉性あるいは閉花受粉性を識別する方法であって、受粉性を支配する遺
伝子と連鎖する図１の連鎖地図に示される、少なくとも１つの分子マーカーを用いること
を特徴とする識別方法。
【請求項２】
分子マーカーが開花受粉性あるいは閉花受粉性を有する麦類植物と同様の型を示す場合に
、被検植物がそれぞれ開花受粉性あるいは閉花受粉性であると判定される、請求項１に記
載の方法。
【請求項３】
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分子マーカーがｅ１１ｍ１９−３、ｅ７ｍ３４、またはｅ７ｍ３４−４２０のいずれかの
マーカーである、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
以下の（ａ）〜（ｄ）に記載の工程を含む、請求項１〜３のいずれかに記載の方法。
（ａ）麦類植物からＤＮＡ試料を調製する工程
（ｂ）調製したＤＮＡ試料を制限酵素により切断する工程
（ｃ）ＤＮＡ断片をその大きさに応じて分離する工程
（ｄ）検出されたＤＮＡ断片の大きさを、対照と比較する工程
【請求項５】
以下の（ａ）〜（ｄ）に記載の工程を含む、請求項１〜３のいずれかに記載の方法。
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（ａ）麦類植物からＤＮＡ試料を調製する工程
（ｂ）調製したＤＮＡ試料を鋳型として、プライマーＤＮＡを用いてＰＣＲ反応を行う工
程
（ｃ）増幅したＤＮＡ断片を、その大きさに応じて分離する工程
（ｄ）検出されたＤＮＡ断片の大きさを、対照と比較する工程
【請求項６】
以下の（ａ）〜（ｅ）に記載の工程を含む、請求項１〜３のいずれかに記載の方法。
（ａ）麦類植物からＤＮＡ試料を調製する工程
（ｂ）調製したＤＮＡ試料を制限酵素で処理する工程
（ｃ）処理されたＤＮＡ試料を鋳型として、ＡＦＬＰ反応を行う工程
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（ｄ）増幅したＤＮＡ断片を、その大きさに応じて分離する工程
（ｅ）検出されたＤＮＡパターンを、対照と比較する工程
【請求項７】
請求項１〜６のいずれかに記載の方法により開花受粉性であると識別される麦類植物を早
期に選抜する工程を含む、開花受粉性の形質を有する人為的に改変された麦類植物の作製
方法。
【請求項８】
請求項１〜６のいずれかに記載の方法により閉花受粉性であると識別される麦類植物を早
期に選抜する工程を含む、閉花受粉性の形質を有する人為的に改変された麦類植物の作製
方法。
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【請求項９】
麦類植物がオオムギである、請求項１〜８のいずれかに記載の方法。
【請求項１０】
請求項７に記載の方法により作製される、開花受粉性の形質を有する麦類植物。
【請求項１１】
請求項８に記載の方法により作製される、閉花受粉性の形質を有する麦類植物。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は麦類の開花／閉花受粉性を支配する遺伝子を有する麦類品種を識別する方法に関
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する。
【０００２】
【従来の技術】
イネや、コムギ、オオムギなどの世界の重要穀物はいずれもその種子（胚および胚乳）を
食用とする作物であり、いずれも同一の花に雄蘂、雌蘂を生じ、それが自家受粉すること
により種子を生成する自家受粉性作物である。これらの作物の花は、一般的に受粉時に開
花し、葯を外部に抽出するのが一般的であるが、花の内部で自家受粉が可能であるため、
結実のためには開花を必ずしも必要とせず、環境条件によっては開花せず受粉する閉花受
粉となることが知られている（非特許文献１参照）。一方、オオムギには古くから遺伝的
に開花せず、閉花受粉する品種があることが知られており（非特許文献２参照）、国内で
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も二条大麦を中心に多く導入されている。しかしながら、受粉性に関する研究が困難なた
めか、これを支配する遺伝子の数や座乗染色体に関する報告は皆無であった。
【０００３】
近年、オオムギのこの閉花受粉性は、オオムギの赤かび病の抵抗性向上に有効な遺伝子で
あることが示されてきており、オオムギの赤かび病の感染防止に閉花受粉性の導入はきわ
めて有効な手段であることが明らかとなってきた（非特許文献３参照）。赤かび病は麦類
に於ける最も重要な病害であり、その抵抗性の強化が求められているため、閉花受粉性の
導入はオオムギの高品質化のために不可欠である。
【０００４】
しかしながら一方で、オオムギへの閉花受粉性の導入はそれほど進んでいない。この原因
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は、閉花受粉性が穂でのみでしか判断できない形質であり、早期選抜が不可能であること
、また、上記のように環境条件によって受粉性が変動したり、導入した系統によっては受
粉性の判別がきわめて困難なため、閉花受粉性個体そのものの選抜自体が穂を用いたとし
ても困難であったことに起因する。前述のようにこれに関わる基本的な研究がなされてい
ない理由も、この点にあることが予想される。そこで容易に受粉性を判断する方法および
、これを早期世代で判別する方法の確立が望まれていた。
【０００５】
【非特許文献１】
星川清親

著、「イネの生長」、農山漁村文化協会、１９７５年、ｐ２４９−２５２

【０００６】
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【非特許文献２】
Ｂｒｉｇｇｓ
，

Ｄ．

Ｌｏｎｄｏｎ，

Ｅ．

著、「Ｂａｒｌｅｙ」、Ｃｈａｐｍａｎ

ＩＳＢＮ：

ａｎｄ

Ｈａｌｌ

０４１２１１８７０Ｘ、１９７８年、ｐ．４５

【０００７】
【非特許文献３】
吉田めぐみ、河田尚之、塔野岡卓司、育種学研究４（別２）、ｐ．３０３

（２００２）

（日本育種学会第１０２回講演会要旨集；日本育種学会）
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、閉花受粉性遺伝子を有する系統と、そうでない開花受粉する系統とを特異的か
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つ効率的に識別できる方法を提供することを目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
本発明者は、上記課題を解決するため鋭意研究を行った。その結果、ミサトゴールデンな
どの国産オオムギ系統がもつ閉花受粉性は、その花を構成する小器官、鱗被の形態と完全
に一致し、穂の鱗被の形態を観察することによりオオムギの受粉性が正確に判断できるこ
と、および、２，４−ジクロロフェノキシ酢酸（２，４−Ｄ）を開花前の穂に投与すると
開花型の穂は数日開花が維持された状態となるのに比べ、閉花受粉型の穂ではこのような
反応が見出されないことを示した（本多および牧野、育種学研究，
６，２００１）。

３（別２），ｐ１８
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【００１０】
そこで本発明者らは、穂の直接観察により判定する方法および上述の鱗被の形態、２，４
−Ｄに対する反応性を調査する方法をもちいて、閉花受粉性を示すオオムギ品種「関東中
生ゴール」と開花受粉性を示すオオムギ品種「アズマムギ」の組換え後代固定系統群（９
９系統）を用い、これらの各個体の受粉性を正確に判定した。その結果、調査した受粉性
は開花受粉個体６１、閉花受粉性個体３８に分離し、本系統群において、受粉性は１遺伝
子支配を示すことが推察された。
【００１１】
本系統群については、既に間野らにより詳細な連鎖地図が作成され、報告されている（Ｍ
ａｎｏ，

Ｙ．，

ｅｔ

ａｌ．

Ｇｅｎｏｍｅ，

４４，

２８４−２９２，

２００
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１）。間野らにより既に得られているこれらの連鎖地図上での個々の個体の分子マーカー
の分離情報と、ここで得られた受粉性の分離データ間の連鎖を解析し、本受粉性の座乗染
色体や本受粉性に連鎖する既知ＤＮＡマーカーを調査したところ、本受粉性はオオムギ２
Ｈ染色体長腕上（連鎖地図（図１）に示す位置）に座乗し、地図上に示す分子マーカーに
より検出できることを初めて見出した。
【００１２】
本発明者らは、開花受粉性オオムギ品種「さつき二条」の開花受粉性を閉花受粉性オオム
ギ品種「ミサトゴールデン」に導入したミサトゴールデンの開花・閉花受粉性に関する準
同質遺伝子系群を作成し、この受粉性が一遺伝子支配の分離を示すことを既に報告してい
る（本多および牧野、育種学研究，

３（別２），ｐ１８６，２００１）。
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【００１３】
本発明者らは、これらの準同質遺伝子系統群のうち、閉花受粉性をもつと判定した個体よ
り得られたＤＮＡと、開花受粉性をもつと判定した個体より得られたＤＮＡをそれぞれ数
個体分あわせて、これらの合一した遺伝子を基に遺伝子多型を見出す集団分離分析方法（
Ｂｕｌｋ

ｓｅｇｒｅｇａｔｉｏｎ

ａｎａｌｙｓｉｓ）により、両者に多型を示す分子

マーカーを検索するとともに、上記「関東中生ゴール」と「アズマムギ」系統群で見出さ
れたＤＮＡマーカーの適応についても検討したところ、連鎖地図（図１）に示す位置に本
遺伝子が座乗し、地図上に示す分子マーカーにより検出できることを見出し、本発明を完
成させた。
【００１４】
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以上の結果はオオムギを材料に得られたものであるが、麦類の遺伝子には相同性があるこ
とが知られていることから、オオムギだけでなく、麦類全てで同様の形質を持っている可
能性がある。本発明においてはオオムギに限定することなく麦類全てに適応するものと考
えられる。
【００１５】
本発明によって閉花受粉性を導入することにより、花粉の飛散を防止できる。近年、遺伝
子組換えなどにより人為的に改変された遺伝子が自然界に飛散し、その生態系を脅かし、
野生種の保存に影響を与える可能性が指摘されており、これを防ぐために、閉花性の導入
は有効な手段となりうる。
【００１６】
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すなわち本発明は、閉花受粉性をもつ遺伝子をもつ系統と、そうでない開花受粉する系統
を特異的かつ効率的に識別できる方法に関し、より具体的には、
〔１〕

麦類植物の開花受粉性あるいは閉花受粉性を識別する方法であって、受粉性を支

配する遺伝子と連鎖する図１の連鎖地図に示される、少なくとも１つの分子マーカーを用
いることを特徴とする識別方法、
〔２〕

分子マーカーが開花受粉性あるいは閉花受粉性を有する麦類植物と同様の型を示

す場合に、被検植物がそれぞれ開花受粉性あるいは閉花受粉性であると判定される、〔１
〕に記載の方法、
〔３〕

分子マーカーがｅ１１ｍ１９−３、ｅ７ｍ３４、またはｅ７ｍ３４−４２０のい

ずれかのマーカーである、〔１〕に記載の方法、
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以下の（ａ）〜（ｄ）に記載の工程を含む、〔１〕〜〔３〕のいずれかに記載の

方法、
（ａ）麦類植物からＤＮＡ試料を調製する工程
（ｂ）調製したＤＮＡ試料を制限酵素により切断する工程
（ｃ）ＤＮＡ断片をその大きさに応じて分離する工程
（ｄ）検出されたＤＮＡ断片の大きさを、対照と比較する工程
〔５〕

以下の（ａ）〜（ｄ）に記載の工程を含む、〔１〕〜〔３〕のいずれかに記載の

方法、
（ａ）麦類植物からＤＮＡ試料を調製する工程
（ｂ）調製したＤＮＡ試料を鋳型として、プライマーＤＮＡを用いてＰＣＲ反応を行う工
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程
（ｃ）増幅したＤＮＡ断片を、その大きさに応じて分離する工程
（ｄ）検出されたＤＮＡ断片の大きさを、対照と比較する工程
〔６〕

以下の（ａ）〜（ｅ）に記載の工程を含む、〔１〕〜〔３〕のいずれかに記載の

方法、
（ａ）麦類植物からＤＮＡ試料を調製する工程
（ｂ）調製したＤＮＡ試料を制限酵素で処理する工程
（ｃ）処理されたＤＮＡ試料を鋳型として、ＡＦＬＰ反応を行う工程
（ｄ）増幅したＤＮＡ断片を、その大きさに応じて分離する工程
（ｅ）検出されたＤＮＡパターンを、対照と比較する工程
〔７〕
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〔１〕〜〔６〕のいずれかに記載の方法により開花受粉性であると識別される麦

類植物を早期に選抜する工程を含む、開花受粉性の形質を有する人為的に改変された麦類
植物の作製方法、
〔８〕

〔１〕〜〔６〕のいずれかに記載の方法により閉花受粉性であると識別される麦

類植物を早期に選抜する工程を含む、閉花受粉性の形質を有する人為的に改変された麦類
植物の作製方法、
〔９〕

麦類植物がオオムギである、〔１〕〜〔８〕のいずれかに記載の方法、

〔１０〕

〔７〕に記載の方法により作製される、開花受粉性の形質を有する麦類植物、

〔１１〕

〔８〕に記載の方法により作製される、閉花受粉性の形質を有する麦類植物、

を提供するものである。
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【００１７】
【発明の実施の形態】
本発明は、麦類植物の開花受粉性あるいは閉花受粉性を識別する方法を提供する。本発明
の識別方法においては、被検植物について「受粉性を支配する遺伝子」を有するか否かを
調べることにより、被検植物が開花受粉性である、もしくは閉花受粉性であると識別され
る。
【００１８】
本発明の「受粉性を支配する遺伝子」は、例えば、オオムギにおいては、２Ｈ染色体長腕
上に座乗している。また一般的傾向として、オオムギとコムギおよびライムギでは、祖先
を同じくする遺伝子が同祖的染色体上に座乗している。このことから、コムギもしくはラ
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イムギにおける受粉性を支配する遺伝子も第二同祖群に座乗していると予想することがで
きる。なおオオムギの２Ｈ染色体に対応する染色体は、コムギでは２Ａ，

２Ｂ，

２Ｄ

、ライムギでは２Ｒである。
【００１９】
本発明における「受粉性を支配する遺伝子」は、開花受粉性の形質を示す麦類植物の該遺
伝子においては、「開花受粉性遺伝子」とも呼ばれ、一方、閉花受粉性の形質を示す麦類
植物の該遺伝子においては、「閉花受粉性遺伝子」とも呼ばれる。
【００２０】
本発明の識別方法においては、開花／閉花受粉性を識別したい所望の麦類植物（「被検植
物」と記載する場合あり）において、「開花受粉性遺伝子」を有する場合に、被検植物は
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開花受粉性の形質を有する植物であるものと判定され、一方、「閉花受粉性遺伝子」を有
する場合に、被検植物は閉花受粉性の形質を有する植物であるものと判定される。
【００２１】
本発明の識別方法の好ましい態様においては、受粉性を支配する遺伝子と連鎖する分子マ
ーカーを用いることを特徴とする。本発明における「分子マーカー」とは、受粉性を支配
する遺伝子と遺伝的に連鎖するＤＮＡ領域であって、他のＤＮＡ領域と識別可能なＤＮＡ
領域を言う。
【００２２】
本発明の識別方法には、図１に記載の分子マーカーを好適に用いることができる。本発明
は、図１の連鎖地図に示される、少なくとも１つの分子マーカーを用いることを特徴とす
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る識別方法を提供する。
【００２３】
一般に分子マーカーは、単位ｃＭで表す連鎖距離が短いほどその遺伝子の近傍に位置し、
その遺伝子と同時に遺伝するため、有用性が高い。即ち、好ましい本発明の分子マーカー
としては、例えばｅ１１ｍ１９−３，

ｅ７ｍ３４，

ｅ７ｍ３４−４２０等を挙げるこ

とができる。これら分子マーカーは、「受粉性を支配する遺伝子」（図１において「Ｃｌ
ｅｉｓｔｏｇａｍｙ」と記載された位置に座乗）の近傍に位置し、連鎖距離が０．４ｃＭ
、２．１ｃＭ、

９．２ｃＭ

の短い距離で連鎖し、きわめて有用な分子マーカーである

。また、図１に示される連鎖距離が少し離れるその他の分子マーカーは、有効性が上記マ
ーカーほど高くはないものの、本発明の識別方法に利用可能なマーカーである。
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【００２４】
本発明の図１に示される分子マーカーについての情報は、より詳しくはＭａｎｏらの文献
（Ｍａｎｏ，
ｅｔｉｃ

Ｙ．，

ｍａｐ

ｃｒｏｓｓ
ｕｓｉｎｇ

ｅｔ

ｏｆ

Ａｚｕｍａｍｕｇｉ
ａ

２００１．

ｓｉｍｐｌｅ
４４：

Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ

ｂａｒｌｅｙ

ａｇｍｅｎｔ−ｌｅｎｇｔｈ
ｅ，

ａｌ．，

（Ｈｏｒｄｅｕｍ
ｘ

Ｋａｎｔｏ

ａｎｄｅｆｆｉｃｉｅｎｔ
ｐｏｌｙｍｏｒｐｈｉｓｍ

ｐ．

ｏｆ

ａ

ｖｕｌｇａｒｅ
Ｎａｋａｔｅ

ｇｅｎ
Ｌ．）

Ｇｏｌｄ

ａｍｐｌｉｆｉｅｄ
ｓｙｓｔｅｍ．

ｆｒ

Ｇｅｎｏｍ

２８４−２９２．）から取得することが可能である。

【００２５】
本発明の識別方法に利用可能な分子マーカー「ｅ１１ｍ１９−３」の一例としては、配列
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番号：１に記載の塩基配列を挙げることができるが、必ずしもこの配列に限定されるもの
ではない。
【００２６】
本発明の好ましい態様においては、例えば、本発明の分子マーカーである「ｅ１１ｍ１９
−３」を持つ閉花性品種と、「ｅ１１ｍ１９−３」を持たない開花性品種を交配して、分
離集団を作ったとき、「ｅ１１ｍ１９−３」を持つ個体をマーカー分析で選抜すれば、選
抜された個体は高い確率で閉花性遺伝子を持つものと考えられる。
【００２７】
また、本発明の分子マーカーをＡＦＬＰマーカーの状態で利用する場合には、例えば、被
検植物（分離個体）が閉花性の親と共通の当該のＡＦＬＰマーカーバンドを持つとき、こ

40

の被検植物は高い確率で閉花性を有するものと判定される。
【００２８】
本発明の一つの態様としては、開花受粉性もしくは閉花受粉性を有する麦類植物のそれぞ
れに特異的に存在し、かつ受粉性を支配する遺伝子と連鎖するＤＮＡ領域を検出すること
を特徴とする、開花受粉性もしくは閉花受粉性を有する麦類植物の識別方法である。本方
法における被検植物は、通常、親の受粉性が判明しているものであり、育成途中の系統を
指す。本方法においては、例えば、前記の「親」が開花受粉性である場合には、被検植物
における分子マーカーが「親」における分子マーカーのＤＮＡ配列と同型のとき、被検植
物は、開花受粉性を有するものと判定される。本発明において「同型（同様な型）」とは
、分子マーカーを特徴付けるＤＮＡ情報、例えば、該分子マーカーに含まれる多型部位に
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ついて、少なくとも同一であることを言い、必ずしも、配列全体が完全に同一である必要
はない。
【００２９】
また、「ｅ１１ｍ１９−３」をＡＦＬＰからＤＮＡ配列に基づいて新しいプライマーを作
成し、より簡便なＰＣＲマーカーへと変更した場合は、被検植物が「ｅ１１ｍ１９−３」
のＤＮＡ配列を有するとき、または「ｅ１１ｍ１９−３」のＤＮＡ配列の多型を有すると
きに、被検植物が閉花受粉性を有すると判定される。本発明の分子マーカーをＡＦＬＰマ
ーカーとして再現するには、ＥｃｏプライマーにＡＧＧを、ＭＳＥプライマーにＣＡＧを
それぞれ付加して解析すれば良い。
【００３０】

10

また、本発明の一つの態様においては、図１で示される２つ以上の複数の分子マーカーを
適宜選択し、本発明の識別方法を実施することにより、より確度の高い識別が可能となる
。
【００３１】
本発明において「分子マーカーを用いる」とは、該分子マーカーを開花／閉花受粉性の識
別のための指標として利用することを意味する。つまり本発明の好ましい態様においては
、被検植物について分子マーカーが開花受粉性の形質を有する麦類植物と同様の型を示す
場合に、被検植物は開花受粉性の形質を有するものと判定され、一方、分子マーカーが閉
花受粉性の形質を有する麦類植物と同様の型を示す場合に、被検植物は閉花受粉性の形質
を有するものと判定される。
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【００３２】
本発明において「被検植物」は、麦類植物であれば特に制限されないが、例えば、コムギ
、ライムギ等のコムギ連（Ｔｒｉｔｉｃｅａｅ）に属する植物、ブロムグラス牧草等のＢ
ｒｏｍｅａｅ連に属する植物、オートムギ等のＡｖｅｎｅａｅ連に属する植物、その他重
要な牧草が多数含まれるＰｏｅａｅ連に属する植物等を挙げることができる。本発明の方
法において用いられる好ましい麦類植物としては、オオムギを挙げることができる。
【００３３】
さらに、オオムギの開花受粉性品種としては、例えば、「アズマムギ」や「さつき二条」
、閉花受粉性品種としては、例えば、「関東中生ゴール」や「ミサトゴールデン」を挙げ
ることができるが、これらに限定されない。既に開花もしくは閉花受粉性を有することが

30

判明している上記の麦類植物における分子マーカーの型を対照とすることにより、本発明
の識別方法を好適に実施することができる。
【００３４】
また本発明の好ましい態様においては、「被検植物」は、親がはっきり分っている育成途
中の系統等を指す。つまり、被検植物において、「閉花受粉性」の親と同じ型を示すもの
が、高い確率で閉花受粉性の形質を有する（閉花受粉性遺伝子を有する）ものと判定され
る。この場合の確率とは、組換え価をＰ（％）とした場合、１

−

０．０１

ｘ

Ｐで

表わすことができる。
【００３５】
本発明の分子マーカーとしては例えばＲＦＬＰ（Ｒｅｔｒｉｃｔｉｏｎ
ｔ

Ｌｅｎｇｔｈ

ｍｐｌｉｆｉｅｄ
ｉｆｉｅｄ

Ｆｒａｇｍｅｎ

Ｐｏｌｙｍｏｒｐｈｉｓｍ）マーカー、ＲＡＰＤ（Ｒａｎｄａｍ
Ｐｏｌｙｍｏｒｐｈｉｃ

Ｆｒａｇｍｅｎｔ

Ｌｅｎｇｔｈ

ＤＮＡ）マーカー、ＡＦＬＰ

40

Ａ

（Ａｍｐｌ

Ｐｏｌｙｍｏｒｐｈｉｓｍ；増幅制限酵

素断片長多型）マーカー等を挙げることができる。ＲＦＬＰマーカーとは、染色体ＤＮＡ
配列の制限酵素断片長多型（ＲＦＬＰ）に関する情報を言う。ＲＦＬＰとは、制限酵素で
処理して得られるＤＮＡ断片の長さの違いによって見出される遺伝的変異（置換変異、挿
入変異および欠失変異等）を言い、この変異は、ＤＮＡ断片をアガロース電気泳動により
断片長の長さに基づき分離し泳動距離の差をサザンブロットにより検出して確認できる。
【００３６】
また、ＲＡＰＤ法とは一般的に、適当なプライマーを用いてＤＮＡを増幅させ、増幅させ

50

(8)

JP 2004‑180570 A 2004.7.2

たＤＮＡの長さの違いによりＤＮＡ多型を検出する方法を言う。また、ＡＦＬＰ法とは、
上記のＲＦＬＰ法とＲＡＰＤ法を組み合わせた方法であり、制限酵素で切断されたＤＮＡ
断片の長さの違いをＰＣＲにより選択的に増幅させて検出する方法を言う。
【００３７】
本発明に使用できる上記のマーカーはとしては、本発明の遺伝子と連鎖しているマーカー
であれば特に制限されず、任意のマーカーを用いることができる。
【００３８】
本発明の分子マーカーとしてＲＦＬＰマーカーを利用する場合、本発明の識別方法を、例
えば以下のようにして行うことができる。まず、麦類植物からＤＮＡ試料を調製する。次
いで調製したＤＮＡ試料を制限酵素により切断する。次いでＤＮＡ断片をその大きさに応

10

じて分離する。検出されたＤＮＡ断片の大きさを、対照と比較する。上記方法においては
、分離されたＤＮＡの分離パターンが、開花受粉性を有する麦類植物あるいは閉花受粉性
を有する植物において同様の型を示す場合、該植物はそれぞれ開花受粉性もしくは閉花受
粉性の形質を有すると判定される。
【００３９】
より具体的には、以下のようにして本発明の識別方法を実施することができるが、この方
法に特に限定されるものではない。まず、交配後代（通常は緑葉）から染色体ＤＮＡを抽
出し、制限酵素ＨｉｎｄＩＩＩによって処理する。次いで、電気泳動により切断長の大小
を分離した後、泳動したＤＮＡをナイロンメンブレンに移し、プローブＤＮＡを用いてサ
ザンブロッティング解析を行う。このプローブＤＮＡとしては、本発明の分子マーカーま

20

たはその部分配列を使用することができる。このとき得られるバンドの分布パターンが、
開花受粉性あるいは閉花受粉性を有する麦類植物におけるバンドの分布パターンと同様の
型であるとき、被検植物の受粉性がそれぞれ開花受粉性もしくは閉花受粉性と判定される
。
【００４０】
本発明における上記プローブＤＮＡは、通常、本発明の分子マーカー上の多型に起因して
差異を生じるＤＮＡバンドに対してハイブリダイズするものを使用する。具体的には、本
発明の各分子マーカーまたはその部分配列を例示することができる。
【００４１】
プローブＤＮＡは、必要に応じて適宜標識して用いることができる。標識する方法として
は、Ｔ４ポリヌクレオチドキナーゼを用いて、プローブＤＮＡの５

端を

３ ２

30

Ｐでリン酸

化することにより標識する方法が挙げられる。また、クレノウ酵素等のＤＮＡポリメラー
ゼを用い、ランダムヘキサマーオリゴヌクレオチド等をプライマーとして、

３ ２

Ｐ等のア

イソトープ、蛍光色素、またはビオチン等によって標識された基質塩基を取り込ませる方
法（ランダムプライム法等）によっても標識することができる。
【００４２】
また、上記のハイブリダイゼーションは、ストリンジェントな条件、または、よりストリ
ンジェンシーの高い条件によって行うことができる。ストリンジェントなハイブリダイゼ
ーション条件としては、例えば反応液の組成が６Ｍ尿素、０．４％ＳＤＳ、０．５ｘＳＳ
Ｃである条件を挙げることができる。よりストリンジェンシーの高い条件としては、例え
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ば反応液の組成が６Ｍ尿素、０．４％ＳＤＳ、０．５ｘＳＳＣである条件を挙げることが
できるが、これらの条件と同等のストリンジェンシーであれば、上記の反応液の組成に限
定されない。
【００４３】
また、本発明の分子マーカーとして、ＲＡＰＤマーカーを使用する場合、本発明の識別方
法は例えば以下のようにして行うことができる。まず、麦類植物からＤＮＡ試料を調製す
る。次いで調製したＤＮＡ試料を鋳型として、プライマーＤＮＡを用いてＰＣＲ反応を行
う。必要な場合は増幅したＤＮＡを制限酵素で切断する。増幅したＤＮＡ断片の電気泳動
後のバンドパターンを開花受粉性を有する麦類植物あるいは閉花受粉性を有する植物のバ
ンドパターンと比較し、同様の型を示す場合、該植物はそれぞれ開花受粉性あるいは閉花
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受粉性の形質を有すると判定する。
【００４４】
本発明の識別方法に使用するプライマーＤＮＡは、当業者においては、各種分子マーカー
についての配列情報を考慮して、最適なプライマーを適宜設計することが可能である。通
常、上記プライマーとは、開花受粉性もしくは閉花受粉性を有する麦類植物に特異的に存
在し、受粉性を支配する遺伝子と連鎖する塩基配列に特異的なプライマー、または開花受
粉性もしくは閉花受粉性を有する麦類植物に特異的に存在し、受粉性を支配する遺伝子と
連鎖する塩基配列を挟み込むように設計された、該塩基配列を増幅するための一対のプラ
イマーセットである。具体的には、下記のようなプライマーセットを例示することができ
る。
・プライマー１：５

10
−

ＴＴＴＴＣＡＣＴＴＣＡＧＴＡＣＴＴＣＧＣＡＴＣＧ

−

ＣＡＧＣＡＴＡＣＴＴＴＧＴＧＧＡＴＧＧＣＴＧ

−３

（配列番号：２）
・プライマー２：５

−３

（配

列番号：３）
【００４５】
本発明の上記ＰＣＲプライマーは、当業者においては、例えば、自動オリゴヌクレオチド
合成機等を利用して作製することができる。また、当業者においては周知の多型検出方法
、例えば、上記ＰＣＲプライマーを用いたＰＣＲ−ＳＳＣＰ法等によっても本発明の方法
を実施することが可能である。
【００４６】
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また、本発明の分子マーカーがゲノムＤＮＡのエクソン中に存在する場合には、ｍＲＮＡ
を鋳型としたＲＴ−ＰＣＲを利用することも可能である。また、Ｔａｑｍａｎ（量的ＰＣ
Ｒ検出）システム（Ｒｏｃｈｅ社）を利用すれば、蛍光により増幅産物の有無を検出する
ことが可能である。このシステムによれば、電気泳動の手間も省けるため短時間で本発明
の識別方法を行うことが可能である。
【００４７】
さらに本発明の分子マーカーとしてＡＦＬＰマーカーを使用する場合、本発明の識別方法
は、例えば以下のようにして行うことができる。まず、麦類植物からＤＮＡ試料を調製す
る。次に、このＤＮＡ試料を制限酵素で処理した後、処理されたＤＮＡ試料を鋳型として
ＡＦＬＰ反応を行う。次いで増幅したＤＮＡ断片を、その大きさに応じて分離し、検出さ

30

れたＤＮＡパターンを、対照と比較する。ＡＦＬＰ反応を最適な制限酵素およびＰＣＲプ
ライマーを用いて実施することは、当業者においては、容易に行い得ることである。
【００４８】
本発明の上記方法の一例を以下に示すが、この方法に限定されない。まず被検植物から調
製したＤＮＡ試料を制限酵素ＥｃｏＲＩおよびＭｓｅＩで処理した後、所定のＡＦＬＰプ
ライマーを接続し、ＡＦＬＰ反応を行い、増幅産物を得る。得られた増幅産物を電気泳動
によって分析し、バンドパターンを開花受粉性を有する麦類植物あるいは閉花受粉性を有
する植物のバンドパターンと比較し、同様の型を示す場合、該植物はそれぞれ開花受粉性
あるいは閉花受粉性の形質を有すると判定される。
【００４９】
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また、本発明の識別方法に供される、ＤＮＡ試料は、特に制限されるものではないが、通
常、被検植物である麦類植物から抽出するゲノムＤＮＡを用いる。また、ゲノムＤＮＡの
採取源としては特に限定されるものではなく、植物体のいずれの組織からも抽出できる。
例えば、穂、葉、根、茎、種子、胚乳部、フスマ、胚等から抽出することができる。
【００５０】
本発明の上記ＤＮＡ試料の調製（抽出）方法としては、当業者においては、公知の方法に
よって行うことができる。好ましい調製方法として、例えば、ＣＴＡＢ法を用いてＤＮＡ
を抽出する方法を挙げることができる。
【００５１】
さらに本発明の上記電気泳動分析は常法によって行えばよい。例えば、アガロースまたは
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ポリアクリルアミドのゲル中で電圧をかけて電気泳動し、分離したＤＮＡパターンを分析
する。
【００５２】
また、本発明の識別方法は、ＡＦＬＰマーカーの実際の配列解析により導き出されるＣＡ
ＰＳ

（ｃｌｅａｖｅｄ

ｃｅ）やＳＴＳ

ａｍｐｌｉｆｉｅｄ

（ｓｅｑｕｅｎｃｅ

ｐｏｒｙｍｏｒｐｈｉｃ

ｔａｇｇｅｄ

ｓｅｑｕｅｎ

ｓｉｔｅ）マーカーなどのより信

頼性の高いマーカーを用いて実施することも可能である。より具体的には、前述のプライ
マーセット１と２を使用して、オオムギ品種「ミサトゴールデン」と「さつき二条」のＤ
ＮＡからＰＣＲ反応を行い、生成したそれぞれのＤＮＡを制限酵素ＭｓｅＩで処理すると
、「さつき二条」のみがこの制限酵素で一部切断されるために短くなり、電気泳動による
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移動度に差が生じ、識別することができる。Ｆ２分離集団においては両親ホモ型とヘテロ
型の３タイプが存在するが、ヘテロ型は両親のサイズを併せ持つタイプを示すことから、
この３タイプについて識別可能となる。
【００５３】
本発明の識別方法を利用して、開花受粉性もしくは閉花受粉性と識別される麦類植物を早
期に選抜することが可能となる。本発明はこのような開花受粉性もしくは閉花受粉性と識
別される麦類植物を早期に選抜する方法も提供する。また本発明は、開花受粉性もしくは
閉花受粉性の形質を有する人為的に改変された麦類植物の作製方法も提供する。
【００５４】
ここでいう「早期」とは、麦類植物の出穂より前の状態を指し、好ましくは発芽直後の状
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態を指す。
【００５５】
開花受粉性もしくは閉花受粉性の形質を有する人為的に改変された麦類植物の作製方法と
しては、例えば、以下の（ａ）〜（ｃ）の方法を挙げることができるが、これらの方法に
特に制限されない。
【００５６】
（ａ）

閉花受粉性品種に任意の開花受粉性品種を交配し、交配後代（雑種）に開花受粉

性品種を反復して交配し、本発明の方法により各世代で開花受粉性を有する麦類植物を選
抜する。もしくは、開花受粉性品種に任意の閉花受粉性品種を交配し、交配後代（雑種）
に閉花受粉性品種を反復して交配し、本発明の方法により各世代で閉花受粉性を有する麦
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類植物を選抜する。
【００５７】
（ｂ）

受粉性を支配する遺伝子が優性遺伝子である品種の遺伝子を、劣性遺伝子を有す

る品種に導入することにより、受粉性を改変する。
【００５８】
（ｃ）

受粉性を支配する遺伝子が劣性遺伝子である品種の遺伝子を、優性遺伝子を有す

る品種に相同組換え法等の方法を用いて導入することにより、受粉性を改変する。
【００５９】
ＤＮＡの植物細胞への導入は、当業者においては、公知の方法、例えばアグロバクテリウ
ム法、電気穿孔法（エレクトロポーレーション法）、パーティクルガン法により実施する
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ことができる。
【００６０】
また、本発明の開花受粉性もしくは閉花受粉性の形質を有する人為的に改変された麦類植
物の作製方法によって作製された、開花あるいは閉花受粉性の形質を有する麦類植物もま
た本発明に含まれる。
【００６１】
【実施例】
以下、本発明を実施例によりさらに詳細に説明するが、本発明はこれら実施例に制限され
るものではない。
【００６２】
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関東中生ゴール／アズマムギ組み換え後代固定系統による受粉性連鎖地図

の作製と分子マーカーの獲得
関東中生ゴール／アズマムギより作成した組み換え後代固定系統（世代Ｆ９；９９系統）
各１０個体を圃場栽培し、それぞれの系統の受粉性の固定度、圃場での受粉性、鱗被の形
態、２，４−Ｄに対する反応を調査した。
【００６３】
各系統の系統内での受粉性の分離はみられず、各系統は受粉性に関して遺伝的に固定して
いると考えられた。圃場での受粉性については、出穂の遅い系統、穂が詰まった密穂の系
統においては判定が困難であったため、本発明者らが報告した鱗被および２，４−Ｄ処理
による受粉性判定方法（本多および牧野、育種学研究，

３（別２），ｐ１８６，２００
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１）により受粉性を判定した。すなわち、各系統の鱗被の形態を調査し、鱗被が小さい系
統と大きい系統に分類した。次にこれらの系統の開花前の穂を切り取り、これを３０ｐｐ
ｍの２，４−Ｄ水溶液で処理したところ、鱗被の大きいすべての系統で開花が維持される
現象が見いだされた。一方、鱗被の小さいすべての系統では、本現象は見いだされなかっ
た。すなわち、鱗被の小さいものを閉花受粉系統、大きいものを開花受粉系統と判定した
。
【００６４】
一方、これらの材料のうち１６系統分からＣＴＡＢ法により調製したゲノムＤＮＡを受粉
性が同じもの同士を合一し、集団とした。これらのＤＮＡをＥｃｏＲＩ／ＭｓｅＩを用い
て切断した後、各種プライマーセットを用いて増幅するＡＦＬＰ法を行い、多型を検索し
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、多型を示すマーカーを６個見いだした。これらのマーカーと上記の受粉性の連鎖関係を
解析し、連鎖マップ（図１）を得た。
【００６５】
また、判定したこれらの系統の受粉性形質を、既知のこれらの系統の分子マーカー情報と
あわせ、連鎖関係を解析し、合わせて図１に示した。
【００６６】
［実施例２］

開花受粉性オオムギ品種「さつき二条」の開花受粉性を閉花受粉性オオム

ギ品種「ミサトゴールデン」に導入した系統による受粉性遺伝子のマッピング
ミサトゴールデンの開花・閉花受粉性に関する準同質遺伝子系統（Ｂ５Ｆ３世代）３０系
統（１系統４０個体）およびミサトゴールデンとさつき二条の交配によるＦ２世代１５０
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個体を圃場にて栽培した。
【００６７】
受粉性は開花期に圃場にて調査した。Ｂ５Ｆ３系統については、各個体の受粉性とともに
系統内での受粉性の分離を調査し、系統のホモ・ヘテロ性を判定した。Ｆ２各個体につい
ては、それぞれの個体の受粉性を判定した。
【００６８】
Ｂ５Ｆ３系統のうち開花性が分離しないホモ系統１３系統内のそれぞれランダムに選んだ
個体および、Ｆ２世代１５０系統より新鮮葉を採取し、ＤＮＡ抽出用試料とした。これら
の試料よりＣＴＡＢ法によりゲノムＤＮＡを調製し、以後の実験に使用した。
【００６９】
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Ｂ５Ｆ３個体より得られた各ＤＮＡを、受粉性ごとに合一し集団とした。これらのＤＮＡ
をＥｃｏＲＩ／ＭｓｅＩを用いて切断した後、各種プライマーセットを用いて増幅するＡ
ＦＬＰ法を行い、多型を検索し、多型を示すマーカーを４個獲得した。また、実施例１で
見いだした多型マーカーの摘要も試み、一個のマーカーが多型を示すことを見いだした。
これらのマーカーと受粉性の連鎖関係を検討し図１に合わせて示した。
【００７０】
【発明の効果】
本発明の麦類の閉花／開花受粉性に連鎖するＤＮＡマーカーを用いることにより、被検麦
類植物についての受粉性がその穂を観察することなく、幼植物など、被検植物のあらゆる
器官から抽出したＤＮＡを用いて正確に判定できる。これにより、受粉性に関する判定が
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育成早期における個体を用いても可能となるため、開花／閉花受粉性を導入する育種にお
ける効率が飛躍的に向上する。
【００７１】
【配列表】
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【図面の簡単な説明】
【図１】受粉性を支配する遺伝子（Ｃｌｅｉｓｔｏｇａｍｙ）と連鎖する分子マーカーを
示す図である。
【図２】オオムギ品種「ミサトゴールデン」における分子マーカー「ｅ１１ｍ１９−３」
の塩基配列の一例を示す図である。波線部分は、本発明の識別方法に使用可能なＰＣＲプ
ライマーの塩基配列を示す。オオムギ品種「さつき二条」においては、図中の四角で囲ま
れた塩基「Ｃ」は「Ｔ」であり、制限酵素ＭｓｅＩの認識サイトを構成する。

【図１】

【図２】
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