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研究成果の概要（和文）： 

研究当初は，栽培イネの祖先種である O. rufipogonがアジアからオセアニアまで広

域に分布し，オセアニア固有種の O. meridionalis がアジアにはみられないという種

の局在が知られていた．オーストラリア固有種である meridionalisならびにアジアと

同じとされていた多年生種の特徴を明らかにするためには生態情報が重要になるため，

現地集団の情報を GPS ならびに季節を変えた生態型の情報を収集，さらに反復採取に

より季節の異なる集団の動向を明らかにすることにした．アジアの対照系統との交雑

をすすめ，生殖隔離の発達状況を明らかにした．遺伝的分化は分子マーカーを開発し

て集団遺伝学を行うともに，全ゲノム解析を行った．その結果，アジアと異なる多年

生種が一年生である O. meridionalis と類似の多年生とともに分化したこと，アジア

からは葉緑体が meridionalis と共通な集団が二次的に拡散したことが明らかとなっ

た．多年生集団は常時水のある環境において生息しており，一年生のみが乾季乾燥す

る領域に生息していることがわかった．Jpn1型はアジアに見られないため，拡散した

後に死滅した集団であると考えられる．したがって，オーストラリアの野生イネは育

種的に利用していない未知の有用遺伝資源である． 

 
 
研究成果の概要（英文）： 
 
Asian Oryza rufipogon is a progenitor of cultivated rice, O. sativa. Distribution 
of the wild type is known to spread from Asia to Australia. On the other hand, 
Australian endemic species has been known as annual O. meridionalis. However, 
in this project, we define that Asian like perennial, meridionalis like perennial, 
and conventional annual species. The former two species are distinct from not 
only Asian species but also Australian species. All passport data are accompanied 
with GPS, ecological data, and molecular data, which enable researchers to visit 
repeatedly. Using whole genome analysis, we have identified two unique plastid 
genomes. Perennial and annual populations shared both plastid genomes. However, 
genetically, they have been differentiated and not exchanged genetic materials 
with each other. Hybrid analysis revealed that Australian perennial sharing 
higher similarity with O. meridionalis for nuclear and plastid genomes could not 
generate higher fertility with any other species. Probably the perennial 
population belongs to a new species. They are regarded to be valuable resources 
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for rice breeding. 
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１．研究開始当初の背景 

オーストラリアの野生種には，AAゲノム種の

O. rufipogonと O. meridionalis, CCゲノム

種の O. officinalis，EE ゲノム種の O. 

australiensisが生息している．このうち AA

ゲノムの多様性についての詳細な多様性解

析はなされていない． 

 研究当初は，栽培イネの祖先種である O. 

rufipogon がアジアからオセアニアまで広域

に 分 布 し ， オ セ ア ニ ア 固 有 種 の O. 

meridionalis がアジアにはみられないとい

う種の局在が知られていた．そこで，オース

トラリアにおける rufipogon種の特徴を明ら

かにしてアジア野生資源の純粋な比較対照

とした．また，オーストラリア固有種は生活

史特性としては一年生のみであり，多年生種

はいないとされ，現地でみられる多年生は全

てアジアの O. rufipogon と同であるとされ

ていた． 

 

２．研究の目的 

本研究では，日本ですすめるイネバイオリソ

ースの多様性データを生かしつつ，オースト

ラリア・ハーバリウムとの共同調査で入手さ

れる野生イネサンプルならびに根栽類の遺

伝資源の収集および評価を行うこととした．

多年生 rufipogon系統はアジアに起源した集

団と同じものがオーストラリアに拡散した

ものとされており，イネ属遺伝資源の評価の

ために栽培種と交雑をしていない純粋な遺

伝資源としての評価を行うことを主目的と

した． 

 

  

 

３．研究の方法 

オーストラリア固有種である meridionalis

ならびにアジアと同じとされていた多年生

種のサンプリングを行った．生態情報が重要

になるため，現地集団の情報を GPSならびに

季節を変えた生態型の情報を収集，さらに反

復採取により季節の異なる集団の動向を明

らかにすることにした．形態情報は電子顕微

鏡により，籾表面の微細構造を主に調査，生

活史特性としての多年生習性は現地調査な

らびに茎からの再生実験を行った．核ゲノム

データを解析するために，SSR マーカーによ

る集団構造解析をすすめた．細胞質は，特定



系統の要録体全ゲノムを調査し，広範な集団

解析にはマーカーを開発して利用した．集団

の種としての位置づけを明らかにするため

に，アジアの対照系統との交雑をすすめ，生

殖隔離の発達状況を明らかにした．遺伝的分

化は上記集団遺伝学を行うともに，全ゲノム

解析を行うこととして，データ解析では，ニ

ューヨーク大学のマイケルプルガナン教授

との打ち合わせにより，ゲノム情報の解析を

すすめた． 

 

４．研究成果 

近年，我々の研究室を中心とした海外学術調

査隊の結果から多年生とされる O. rufipogon

にはアジア型 rufipogon と meridionalis 型

(r 型，ｍ型)の遺伝的に異なる 2 タイプが存

在し，クイーンズランド州ハーバリウム，サ

ザンクロス大学，ならびにクイーンズランド

大学との共同研究により，それらの葉緑体に

meridionalis とも異なるタイプを見出した

（Water et al. 2012）.  

 多年生イネの葉緑体を他の集団と詳細に

比較するために，クイーンズランド州マリー

バにおける P26，川でつながっている P26PL

ならびに近傍の P27サイトからサンプルを採

取し，葉緑体多様性と遺伝的分化について調

査した．P26PL は m 型多年生集団，P27 は O. 

meridionalisである．また，オーストラリア

における AA ゲノム種の葉緑体多型の全体像

をみるための対照として，これまで多年生の

うち，アジア型核―meridionalis 型葉緑体の

Jpn1, meridionalis型核― meridionalis型

葉緑体の Jpn2ならびに Jpn3を供試した．葉

緑体の rpoC2内部の SNPは，CAPSにより検定

した．この CAPSは日本晴，アジア型野生種，

ならびに meridionalis が共通であり，オー

ストラリアの多年生（P26 集団の 1 個体）か

ら抽出した DNAにおいてのみ SNPが認められ

た． 

 葉緑体の多様性では，いずれの集団におい

ても 2種類の葉緑体を保有しており，同一細

胞質起源を有することが明らかとなった．核

の情報としては 10 座の SSR 遺伝子型から集

団間におけるヘテロ型頻度(Ho)ならびに多

様性程度（He）について調査した．これまで

の報告で知られているように多年生集団が

他殖をしやすい傾向にあり，かつ多様性に富

む 結 果 で あ っ た . 一 年 生 な ら び に

meridionalis 型の多年生はいずれも他殖を

しないことが明らかであった．しかし，一年

生種は多様性が高いことから，自殖をしなが

らも多様性を維持していること，大きな集団

もしくは複数の集団なら一年生においても

高い多様性を得られることがわかった．この

結果は遺伝資源収集の効率化に役立つ共に，

生態型の進化の様相について重要な知見と

なった． 

 集団間の遺伝子流動をみるため 10座の SSR

多型調査を行った．その結果，一年生と多年

生間では遺伝的に離れており遺伝子流動は

認められなかった．このように古い葉緑体ゲ

ノムを共有する別種の多年生と一年生が認

められたことから，これらは新規遺伝資源と

して有用であることがわかった． 

 アジア型多年生，meridionalis 類似多年生，

ならびに一年生 meridionalis の形態的，分

子的な観点から評価をするために種子形態，

芒の鋸歯密度を形態形質として調査し，97座

の SSRマーカーを用いて遺伝的距離を算出し

た，芒の鋸歯について単位面積あたり(200µm

四方，0.04mm2)鋸歯密度に違いが見られた．

アジア型は密度が低い傾向があり，オースト

ラリア固有種では鋸歯密度が高い傾向があ

った．アジア型の多年生系統はアジア種と同

じ低密度，meridinalis 型多年生は鋸歯密度

が高い O. meridionalis型に属した． 



 97 座 SSR マーカー遺伝子型による遺伝的距

離からは，供試系統は 3 つのクレード，O. 

rufipogon ， O. meridionalis そ して O. 

rufipogon-O. meridionalis 間に位置する

Jpn 1 クレードとなった．これは後で記述す

る WGSにおいても同様な結果が得られた．  

交雑稔性は，アジア型多年生 Jpn1 がアジア

種とのみ高い稔性を示した．Meridionalis型

の多年生は，アジアの野生種ともオーストラ

リアの野生種である meridionalis とも低稔

性を示したことから生物種として独立して

いることが明らかとなった． 

 以上の結果から，meridionalis 型の祖先系

統がオーストラリア大陸に拡散した後に一

年生・多年生に分化し，後にｒ型多年生系統

がオーストラリアに二次的に拡散した．そし

て，それぞれが独立して生息することがわか

った．Jpn1型はアジアに見られないため，拡

散した後に死滅した集団であると考えられ

る． 

 以上の結果から，本研究は新たな種を同定

するとともに，Oryza 属の進化を明らかにす

るために重要な知見を得た．また，これらの

新規遺伝資源は栽培種に有用な遺伝子を供

給するために交雑後代を利用することがで

きる． 

 研究者交流と若手研究者の育成について

は，2010年度に Henry教授が日本に来日し入

念な打ち合わせを行った．大学院生，学部学

生も調査ならびに研究に参加して十分な成

果をあげている．相互の研究者同士も連絡を

密にして，共同論文作成に参加した．よって，

十分な成果を得ている． 
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