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普通ソバは他殖性のため、育種、栽培の両面で多くの問題を抱えている。これを解決するため、普通ソ
バの自殖性作物化に向けた遺伝育種学的研究を実施し、普通ソバの自殖性および子実脱落性の遺伝様式を
解明した。これらをもとに、自家和合性遺伝子を普通ソバに効率的に導入する交配法と子実脱落性を除去
する方法を開発した。そして、これらの手法を利用して子実脱落性のない自殖系統を開発した。
はじめに
ソバ（普通ソバ）は伝統食品として古くから親しまれ、水田転作作物、また、中山間地域を支える作物
として重要である。機能性食材としても注目され重要性を増している。しかし、普通ソバは自家不和合性
に起因する他殖性であるため、稔実には蜂などの昆虫が必要で収量が不安定なことや、遺伝的にヘテロな
ために品質が不均一である等の短所が多い。他殖性であることは、品種開発を困難にする最大の要因でも
あり、栽培、育種両面から生産拡大を阻んでいる。本研究の目的は、他殖性作物である普通ソバを自殖性
作物に改良し、受粉の安定化による収量向上と遺伝的均一性の獲得による子実の均質化を図ること、そし
て、ソバ育種の飛躍的効率化を可能にする方法を開発することである。そこで、これまでに開発されてき
た自殖性ソバ系統の諸特性を整理し、実用可能な自殖性品種の育成には、①自殖性遺伝様式を解明して自
殖性ソバ系統を効率的に作出する方法を開発すること、さらに、②自殖性ソバ作出の交配母本となる自殖
性野生種の子実脱落性を除去する必要があることを確認し、研究を行った。
普通ソバの自家不和合性と S supergene
自家不和合性とは雌雄の両生殖器官が正常であるにもかかわらず、自家の花粉が自家の雌蕊に受粉して
も、受精に至らない現象をいう。普通ソバは花形と関係する異形花型自家不和合性で、雌蕊の長さが雄蕊
の長さより短い短花柱花（第１図）と雌蕊の長
さが雄蕊の長さより長い長花柱花（第１図）の
２種類からなり、この異なる花形の個体間での
み受精が可能である。この花形および自家不和
合性はＳ遺伝子座に支配され、普通ソバ集団中
のＳ遺伝子座は２つの対立遺伝子 S と s からな
る。遺伝子型が Ss の場合、花形は短花柱花とな
り、花粉側の自家不和合性の表現型は、遺伝子
型が S と s に分離するものの、全て S となる。
また、雌蕊側の自家不和合性の表現型は胚珠の
遺伝子型が S と s に分離するものの、自家不和
合性反応は花粉と雌蕊の反応でおこるため、胞
子体の遺伝子型 Ss の表現型である S（S がｓに
対して優性であるため）になる。一方、遺伝子
型が ss の場合、その個体の花形は長花柱花とな

第１図 普通ソバの花形 A:長花柱花、B:短花柱花、C:長
等花柱花、D:短等花柱花 C および D は自殖性

り、自家不和合性の遺伝子型は花粉および胚珠とも s になり、表現型は花粉側および雌蕊側とも s となる。
よって普通ソバは長花柱花個体と短花柱花個体間のみ受精が行われ、長花柱花個体の雌蕊には必ず短花柱
花個体の花粉が、また短花柱花個体の雌蕊には長花柱花個体由来の花粉が受精する。後代は長花柱花に着
粒した種子および短花柱花個体に着粒した種子それぞれから、常に長花柱花個体と短花柱花個体が１：１
に出現する。遺伝子型が SS の個体は不和合性反応により、受精結実せず、通常出現しない。
普通ソバの自家不和合性はこのような、１遺伝子で説明できる遺伝現象の他に、複数の密接に連鎖した
遺伝子 S supergene モデルによっても説明出来る。このモデルは、もともとは普通ソバと同じ異形花型自家
不和合性植物であるプリムラで考えられ、普通ソバでは雌蕊の長さを支配する遺伝子（g）
、雄蕊の長さを
決定する遺伝子(a)、雌蕊側の認識特異性決定遺伝子(iS)、花粉側の認識特異性を決定する遺伝子(iP)および花
粉の大きさを支配する遺伝子
（p）
の少なくとも 5 遺伝子が S 遺伝子座上に座乗するというモデル説である。
この説によると s 対立遺伝子の各遺伝子はこれら全ての遺伝子が劣性であり、S 対立遺伝子の各遺伝子は全
て優性で働く。私は自家和合性のソバ系統を用いた交配実験からこのモデルが正しいことを明らかにした
が、それについては次項の普通ソバが自殖性になる機構で詳しく述べる。また、以後、花形が長花柱花と
短花柱花の他に、雌蕊と雄蕊の長さが共に長い花形や共に短い花形が出てくるが、本稿においては前者を
長等花柱花とし、後者を短等花柱花と呼ぶこととする。
普通ソバの自殖性機構
他殖性の普通ソバが自殖性に変わる機構には少なくとも２つあることを明らかにした 1), 2), 3), 6), 7)。第１が S
supergene を構成する S 遺伝子座の Sh 対立遺伝子による機構であり、第２がその S 遺伝子座以外の遺伝子に
よる機構である。
（１）対立遺伝子 Sh による自家和合性
Sh 対立遺伝子は、ソバの近縁野生種 F. homotropicum
より由来し、自家不和合性対立遺伝子の S や s と同じ S
遺伝子座の対立遺伝子の１つである。この Sh 対立遺伝
子をホモ型または Shs で持つ個体では高い自殖稔性を
示し、花形が雄蕊と雌蕊が共に長くなる花形（長等花
柱花）になる。これらの３つの対立遺伝子間には s<Sh<S
の優劣関係が存在する。これらの対立遺伝子をもつ系
統の交雑和合・不和合性を花粉管伸長観察法を用いて
調査したところ、Sh 対立遺伝子をホモに持つ自殖系統
の花粉は長花柱花に対しては和合性だが、短花柱花に
対しては不和合性であった。また、この自殖系統の雌
蕊は長花柱花の花粉に対しては不和合性であったのに
対し、短花柱花の花粉に対しては和合性であった。こ
の現象は S supergene の存在を仮定すると説明ができる。
対立遺伝子 Sh は S supergene 内の組換えにより、雌蕊の 第２図 S supergene 内の遺伝子に基づいた花形と交雑
和合/不和合性 実線は和合、点線は不和合の組合せ。
長さを支配する遺伝子（g）と雌蕊側の認識特異性決定
（自家不和合性の表現型を決定する）遺伝子(iS)は s 対
立遺伝子に由来し、雄蕊の長さを決定する遺伝子(a)と花粉側の認識特異性を決定する遺伝子(iP)は S 対立遺
伝子に由来して出来た g iS A IP と推定した（第２図）
。すなわち、この対立遺伝子内では花粉側の認識特異

性を決定する IP 遺伝子は S 対立遺伝子に由来するため花粉側の自家不和合性の表現型は S であり、雌蕊側
の認識特異性を決定する iS 遺伝子は s 対立遺伝子に由来するため雌蕊側の自家不和合性の表現型は s になる。
このことから同一個体内で花粉側と雌蕊側の S 遺伝子の表現型が異なることにより自家和合性になるとい
うものである。
自家和合性が上記の理由で起こっているとすると交配種子は自殖性（長等花柱花）個体の花粉を長花柱
花に交配した方が短花柱花に交配するよりも効率よく得られると考えられるが（第２図）
、実際にそのよう
な結果を得た。
分子レベルで研究が進んでいる同形花胞子体型自家不和合性のアブラナ科では、S 遺伝子座上に雌蕊側の
認識特異性決定遺伝子(SRK)と花粉側の認識特異性を決定する遺伝子(SP11)が存在することが明らかとなっ
ており、ソバにおいて iS および iP 遺伝子が存在することは必然性が高い。
（２）S 遺伝子座以外による自殖性
S 遺伝子座以外により、高い自殖稔性を示す場合があることを、Pennline 10 を用いて明らかにした 2)。
Pennline 10 は Marshall が開発した自殖系統で、雌蕊と雄蕊が共に短かい（短等花柱花）花形をしている（第
１図）
。この短等花柱花がもし、S supergene 内の組換えにより、生じたとすると、その遺伝子型は GISiPa と
考えられ、これに基づくと、この系統の交雑和合性および不和合性反応は図２に示すようになると考えら
れるが、そのような結果は得られなかった

2), 3)、7)

。また、この系統を長花柱花や短花柱花に交配して、そ

の後代における花形の分離を調査した結果、花形は S 遺伝子座以外の遺伝子により支配されていることが
明らかとなった。さらに、Pennlin10 自身の自家和合性および不和合性を花粉管伸長観察で調べたところ、
不和合性反応を起こす場合が多々観測された。これらのことから、Pennline 10 の高自殖稔性は S 遺伝子座
の自家和合性反応ではなく、自家不和合性の強弱を支配している量的遺伝子によるものと推定した。
脱粒性（子実脱落性）機構
普通ソバの近縁野生種である F. homotropicum を用いて
最初に作出した自家和合性系統は野生種の特徴である脱
粒性形質を保有していた。野生種の脱粒性は古くから普
通ソバの栽培種で問題となっている登熟期に 1,2 割程度
の子実を落とす脱粒性と異なり、登熟期になるとほとん
ど全ての子実を脱落させる。本稿ではそれを子実脱落性
と呼び、脱落しない形質を子実非脱落性と呼ぶこととす
る。子実脱落性は収量を激減させるため、この形質を取
り除かない限り自家和合性ソバの品種化はあり得ない。
そこで、この形質を取り除くために、子実脱落性の遺伝

第３図 普通ソバの子実脱落性機構

解析を行ったところ、子実脱落性は少なくとも２つの独
立遺伝する補足遺伝子（sht1 および sht2）に支配されていること、子実非脱落性はそのどちらか一方の遺伝
子座が劣性のホモ型になることにより起こることが分かった（第３図）4), 6), 7)。さらに、効率的に子実非脱
落性の自殖系統を作成するため、これらの遺伝子が普通ソバ集団中でどのような遺伝子型をしているかを
調査した。その結果 sht1 遺伝子は自家不和合性遺伝子を支配している S 遺伝子座に連鎖し、栽培品種は全
て劣性のホモ型で存在していると推定した 4), 5), 6), 7)。また、sht2 遺伝子座に関しては優性のホモ型、ヘテロ
型および劣性のホモ型が存在していると推定した。このことから、普通ソバと交配しても子実脱落性を示
さない自家和合性系統を作出するには sht1 を劣性のホモ型に持たせることが効率的であることが分かった。

さらに、幼植物時に子実脱落系統であるか非脱落系統であるかを判定するため、sht1 遺伝子座に連鎖して
いる DNA マーカーを開発している 5) , 7)。
自殖性ソバ品種開発に向けて
昨年度、私たち研究グループは自殖性中間母本品種「九州ＰＬ４号」の出願申請を行ったが、同じ年に
カナダで自殖性の品種が開発された。子実脱落性の除去方法や効率的な自殖系統の作出方法が開発された
今、普通ソバの育種も他の自殖性作物と同じような育種方法を行うことにより、他殖性の普通ソバよりも
初期生育が早く、収穫までに植物体が大きくなり、かつ結実粒の多い品種が育成できると考えている。
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