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はしがき 

 

 本編は，学位規則（昭和２８年４月１日文部省令第９号）第８条による公表を目的として，令和２年

３月に県立広島大学において博士の学位を授与した者の論文内容の要旨および審査結果の要旨を収録し

たものである。 

 学位記番号に付した「甲」は，学位規則第４条第１項によるもの（いわゆる課程博士）を，「乙」は

学位規則第４条第２項によるもの（いわゆる論文博士）を示している。 
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学位論文の要旨 
 

筋疲労は痛みを発現させるだけでなく，筋力が生み出す能力低下をしめすことであり，筋疲

労を評価することは重要である。近赤外分光法(NIRS)を用い，前脛骨筋に足関節背屈方向への

等尺性収縮を負荷し，動静脈血流を遮断したocclusion条件および遮断しないnon-occlusion条件の

2条件において，活動筋への酸素供給の違いが，筋酸素消費量および筋持久力，筋疲労へ与える

影響を明らかにすることを目的とした。 

第１章では，本研究の技術的なベースとなるNIRSの測定原理および概要についてまとめた。

また，医療分野におけるNIRSの応用，特に骨格筋酸素動態の測定への応用についてまとめた。

さらに，本研究を行うにあたった背景および筋疲労の関連研究についてまとめた。 

第２章では，本研究のベースとなった相対値で測定されるNIRSを用いた等尺性収縮中および

収縮後の脊柱起立筋における酸素動態測定について評価した。第２章の目的は，脊柱起立筋を

対象に，体幹保持テストの実行中に中間周波数(MF)と組織酸素化指数(TOI)の関連性を評価し，

回復するまでの時間を合わせて調査した。結果，筋肉の強度(EMG)，持久力および酸素化レベ

ルの低下は，筋疲労の要因として関係すると示唆された。長時間の静止姿勢は，酸素化レベル

とMFを低下させ，疲労しやすくなるといえるが，筋疲労が起こる時期や血流の影響を今後の検

討課題とした。 

第３章では，第２章と同様の相対値NIRSを用い，30秒間および60秒間の足関節背屈方向への

等尺性収縮運動における前脛骨筋の酸素動態測定について評価した。30秒間と60秒間の運動時

間について，酸化ヘモグロビンの濃度変化(△O2Hb)と脱酸化ヘモグロビンの濃度変化(△HHb)，

回復時間(hTR)，足関節背屈方向への保持力，％最大随意収縮 (％MVC)の差異の有無とあわせ，
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△O2Hbと△HHbの経時的変化をとらえ，第２章の脊柱起立筋との比較し検証した。結果，30秒

間の運動に比べ，60秒間の運動の方が△O2Hbの有意な減少，および△HHbの有意な増加がみら

れた。また，60秒間の運動は，30秒間の運動時間と比較して，回復時間が有意に長く，足関節

背屈方向への保持力および％MVCが有意に低下した。さらに，△O2Hbおよび△HHbの経時的変

化をみたところ，運動直後は△O2Hbおよび△HHbの両方が一時的に急激に低下した。その後，

30秒間の運動では，△O2Hbは低下し，運動終了までほぼ横ばい状態となった。△HHbは増加し

た。両条件とも運動開始と同時に筋内における酸素利用(有酸素的代謝)は進む。一方，等尺性収

縮による筋内圧の上昇によって，一時的に血流が遮断された可能性も示唆された。これらは，

第２章の脊柱起立筋と同様な結果となった。このように，運動中の酸素動態を測定するには，

酸化レベルの変化が筋収縮による内圧の変動によるものなのか，あるいは筋組織の酸素消費な

のかを明確にする必要があった。 

第４章では，絶対値NIRSを用い，動静脈血流を遮断したocclusion条件および遮断しないnon-

occlusion条件にて，それぞれの足関節背屈方向への等尺性収縮運動を負荷し，運動中における

前脛骨筋の酸素動態と血流遮断の関連性について，NIRSによりO2HbとHHbを測定し評価した。

60秒間運動において，筋収縮の圧迫による血流遮断が起こり，血液量が低下した。それによっ

て，30秒間までにおいてocclusion条件はnon-occlusion条件よりも，いずれも運動時間ともにO2Hb

の顕著な低下が認められた。30秒間から60秒間に至ると，non-occlusion条件では40秒以降，緩や

かに低下し，その後横ばい状態となった。これは心拍出量の増加ならびに代謝物質による細動

脈の血管拡張により生じたため，ほぼ横ばいとなったことは酸素供給と消費のバランスがとれ

たと考えられる。60秒間のocclusion条件およびnon-occlusion条件でのHHb変化値を比較した結果，

occlusion条件よりnon-occlusion条件の方が，有意に増加した。occlusion条件によって，局所筋酸

素動態の指標として用いたHHbは局所筋での酸素供給と酸素消費のバランスを反映しており，

特に酸素消費を強く反映していた。酸素供給を停止させるために，運動開始前に動脈血流を遮

断して運動を負荷した結果，流入する動脈血流からの酸素供給が遮断されるため，O2Hbおよび

HHbの増減は筋内の酸素動態を評価した。 

第５章では，前脛骨筋の動静脈血流を遮断したocclusion条件および遮断しないnon-occlusion条

件にてそれぞれ足関節の背屈方向への等尺性運動を最大120秒間負荷し，如何なる％MVCレベ

ルから運動中における筋の酸素利用に差異が認められなくなるのか，血流レベルとも合わせて

検討を加えた。絶対値NIRSを用いて，酸素動態を測定した。non-occlusion条件において約35％

MVC以下になると酸素飽和度(StO2)の低下が見られなくなったこと，またocclusion条件では運

動開始60秒後以降，StO2がほぼ横ばい状態となったこと。以上のことから，本研究において，

約35％MVC以上であること，連続的な運動継続時間が60秒以上になると，筋における有酸素的

なエネルギー産生が十分にできず，前脛骨筋の筋持久力が低下する要因となると示唆された。 
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審査の結果の要旨 

 

 本研究は，相対値および絶対値で測定する近赤外分光法(NIRS)を用い，非侵襲的に前脛骨筋

の酸素動態を測定し分析した。骨格筋の酸素動態を測定して，筋疲労との関連性を考察した。 

第２章先行研究で，相対値 NIRS で等尺性収縮の脊柱起立筋の酸素動態を測定した。体幹保

持テスト中に中間周波数(MF)と組織酸素化指数(TOI)を評価し，回復時間(hTR)を分析した。筋

肉の強度(EMG)，持久力と酸素化の低下から，筋疲労の時期や血流の影響と関係性を考察した。 

第３章から第５章では，前脛骨筋の足関節背屈方向の等尺性収縮を負荷し，以下の条件下で

測定した。 

第３章予備実験の相対値 NIRS で，30 秒間と 60 秒間の酸素動態を測定した。酸化(O2Hb)・脱

酸化ヘモグロビン(HHb)の濃度変化，hTR，足関節背屈力，%MVC の差異を分析した。30 秒間

に比べて 60 秒間の方に△O2Hb が有意に減少した。30 秒間に比べ 60 秒間の方に△HHb が有意

に増加した。60 秒間は，30 秒間より，hTR が有意に長く，足関節背屈力と%MVC が有意に低

下した。運動直後は筋の酸素利用は亢進するが，等尺性収縮による筋内圧上昇による血流の遮

断の影響も示唆された。 

第４章では絶対値 NIRS を用い，血流遮断の有無で筋の酸素動態を評価した。筋収縮の圧迫

で血流遮断が起こり，血液量が低下して，30 秒間までに occlusion は non-occlusion よりも，運

動時間ともに O2Hb の顕著な低下が認められた。30 秒以上から 60 秒間の occlusion および non-

occlusion で HHb 変化値は，non-occlusion が occlusion よりも有意に増加した。30 秒以上から 60

秒間で non-occlusion は occlusion よりも，局所筋酸素動態の指標である HHb が O2Hb よりも局

所筋肉内での酸素供給と酸素消費の均衡を特に反映した。運動開始前に動脈血流を遮断して運

動を負荷し，動脈血流からの酸素供給が遮断されているため，O2Hb および HHb の増減は，筋

肉内の血流動態ではなく酸素動態の特徴をより顕著に評価できた。 

第５章では，最大 120 秒間負荷し，%MVC レベルから筋の酸素動態と血流の分析を加えた。

絶対値 NIRS を用いて，酸素動態を測定した。non-occlusion にて約 35%MVC 以下になると StO2

の低下が認められない。occlusion では運動開始 60 秒後以降，StO2 が横ばい状態となった。約

35%MVC 以上で，運動継続時間が 60 秒以上になると，筋の有酸素的なエネルギー産生が十分

にできず，前脛骨筋の筋持久力が低下すると示唆した。NIRS は，非侵襲的，連続的・実時間・

高時間分解・反復測定などの利点を有し，骨格筋のエネルギー代謝には非常に適した測定法で

ある。本研究では NIRS を用いた基礎的指標として，前脛骨筋の等尺性収縮を対象として測定

をした。今後は絶対値 NIRS により，筋肉酸素動態などの運動生理学的特性だけでなく運動生

化学的特性の測定評価できると示唆された。よって，本論文は博士（生命システム科学）の学

位に値するものと認められる。 
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学位論文の要旨 
 

In this study, I focused on the Plant cell tissue and organ culture (PCTOC) of bamboo and some 

practical model grass species since these plants are considered as important bio-resources. They are well-

known for their great economic, social, cultural, and scientific values. They have jointed stem called 

‘culm’ and each culm segment begins and ends with a solid joint called ‘node’. As node portion contains 

3 unique meristems such as intercalary meristem, shoot apical meristem (SAM), and root apical meristem 

(RAM), it is recognized as a meristem abundant area. This morphological uniqueness will be a great 

advantage for my research objectives. Here, I listed main objectives of my thesis research which will be 

presented as chapters. 1; to check effects of solid and liquid media on the growth of bamboo node cultures, 

2; to establish a small scale liquid culture environment (SLCE) for controlling the development of SAM 

and RAM, 3; to select the best node portion from a shoot by using anatomy, fluorescent microscopy, 

histochemical observation, digital imaging analysis and also checking in vitro growth performance, and 

4; to apply phenolic compounds for further promotion of SAM and RAM development in the SLCE 

system. 

The basic protocol for setting a suitable culture environment, I used node portions from 11 different 

bamboo species belonging to 7 major bamboo genus (Phyllostachys, Bambusa, Dendrocalamus, 

Chimonobambusa, Tetragonocalamus, Pleioblastus and Sasa), and in vitro node culture stocks of two 
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major bamboo species, both P. meyeri McClure (Pm) and B. multiplex Raeush (Bm). In Chapter I, by 

using these node explants, I checked the effects of solid and liquid media on growth of bamboo shoots. I 

selected liquid MS medium is the base medium condition for my further experiments. In Chapter 2, I 

focused on using a 6-well microplate that contains 2 mL per well of a liquid medium, which provides a 

small-scale liquid culture environment (SLCE) for optimizing the culture protocol of the bamboo within 

a short period. Three types of node portions‐the first node (the base node near a rhizome tissue), middle 

nodes (upper nodes near the 1st node), and the top meristem‐were independently cultured in the SLCE 

to select the explant which showed the best growth performance. By culturing the first node in the SLCE 

system, I performed a quick survey for detection of in vitro SAM and RAM development and found that 

a combination of 10 µM benzyl adenine and 3 µM thidiazuron was effective for in vitro SAM development, 

while 2,4-D promote in vitro RAM development. Another important finding in Chapter 2 is the 

autofluorescence property of the target tissue. Autofluorescence (primary fluorescence) is the 

fluorescence of naturally occurring substances, such as chlorophyll, collagen, and fluorite. Most plant and 

animal tissues show some autofluorescence when excited with ultraviolet light (e.g., light with a 

wavelength of approximately 365 nm). Currently, the concept of autofluorescence measurement and its 

application has been developed with the requirement for non-destructive detection of a target cells and 

tissues in the field of life sciences. I specified the color variation of explants as the relative fluorescent 

intensity by using an inverted fluorescent microscope under B- and U-excitation lights with RGB and 

HSB (hue, saturation, and brightness) digital imaging analysis with ImageJ software. Some staining 

techniques such as Wiesner reaction, safranin staining, DAPI staining were also applicable to identify 

histochemical characteristics of bamboo nodes. To my best knowledge, this is the first report that suggests 

a versatile node culture method in the SLCE to control morphological and histochemical responses of 

SAM and RAM in bamboo plants. In Chapter 3, I used this protocol to check the effects of two phenolic 

compounds, both phloroglucinol (PG) and coumarin (COU), on controlling the SAM and RAM 

development in Bm and Pm bamboo plants and other practical model grass species, i.e. rice, barley and 

Brachypodium. Finally, I combined two regulatory factors, both 500 µM PG and 5 µM COU, to control 

in vitro SAM and RAM development in bamboo. Briefly, once multiplied shoots were produced by the 

PG treatment and its rescue culture program, a bunch of shoots was transferred to the COU containing 

medium. Compared with the control condition, this new protocol showed a great capacity to multiply all 

plant species tested. 
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審査の結果の要旨 

 

学位論文題目（和文）：植物細胞組織培養技術を介したタケとモデルイネ科植物数種の頂端お

よび根端分裂組織の汎用的な発達制御法に関する研究（以下，本研究と略記）では，世界の主

要なタケであるマダケ属およびバンブーサ属の節組織に存在する頂端および根端分裂組織の， 

無菌環境下における高度な発達制御法の確立，およびその成果のイネ科植物数種への応用に関

する検討を行い，以下に記す新しい知見を明らかにした。 

本研究は，General Introduction，Chapter I，Chapter II，Chapter III，および Conclusion and 

Perspectives で構成される。General Introduction では，本研究の背景と目的を述べた。Chapter I

では，研究推進の鍵となる培養環境について，特に液体培養条件が節組織からのシュート伸長

を有意に促進することを明らかにした。この知見に基づいて，Chapter II では，2 ml の液体培地

を添加した 6 ウェルマイクロプレートを駆使する微小環境（ a small-scale liquid culture 

environment（以下，SLCE））での培養・アッセイ方法を開発して，7 属 11 種の主要なタケ植物

の節組織に SLCE 法が適応できること示した。また，節組織に存在する休眠中の頂端および根

端分裂組織の活性化に及ぼす各種培地条件（培地成分および植物ホルモン）の影響を，SLCE 法

によって短期間に評価できることを示した。この際，蛍光顕微鏡－デジタル画像解析を活用し

て培養過程で組織に生じる自家蛍光の変化を明らかにし，培養系効率化への指標として画像判

断が有効であることを提唱した。Chapter III では，SLCE 法によってフェノール性化合物である

フロログルシノールとクマリンが頂端および根端分裂組織の発達制御物質として働く新たな可

能性を詳細に検討し，特にフロログルシノール前処理を施し，次いで得られた多芽体をクマリ

ン処理することでシュートの再分化効率や発根率を飛躍的に向上させることに成功した。この

ことは，植物ホルモン以外にも汎用的に対象植物の大量増殖を可能にできる新知見である。さ

らにこの培養条件は，3 種のイネ科植物（イネ，オオムギ，ミナトカモジグサ）においても当該

発達制御に有効であることを明らかにした。Conclusion and Perspectives は，本研究の総合考察

および総括である。 

本論文で明らかにした SLCE 法の有効性および汎用性，またフェノール性化合物が頂端およ

び根端分裂組織の発達制御物質として働く新たな可能性は，タケおよびイネ科植物の大量増殖

のみならず，遺伝子組換えやゲノム編集を効率よく行うための新たな基盤技術として活用でき

ることが期待され，植物細胞工学分野の研究発展に寄与するところが大きいと判断した。よっ

て，本論文は博士（生命システム科学）の学位に値するものと認められる。 



7 

          

氏名・本籍     原田 義久  （広島県） 

学位の種類    博士（生命システム科学） 

学位記番号    博甲 第５３号 

学位授与の日付  令和２年３月１８日 

学位授与の要件  学位規則第４条第１項該当（課程博士） 

学位論文題目   タイムラプスシステムを用いた胚発生と胚品質の 

非侵襲的な評価に関する研究 

学位論文審査委員 主査 教  授 堀内 俊孝 

副査 教  授 齋藤 靖和 

准 教 授 山下 泰尚 

准 教 授 阿部 靖之 

 

 

学位論文の要旨 
 

現在，日本国内の全出生児の約5%が生殖補助医療（ART）で誕生している。ARTにおける多

胎の問題に対応するため，1個の胚を移植する単一胚移植が主流となっている。一方で，妊孕性

の高い胚を選別することは難しく，胚品質を非侵襲的に評価する方法の確立が望まれる。近年，

タイムラプス装置の普及によりインキュベータから胚を取り出すことなく胚発生と発生時間を

連続的に観察することが可能となった。ヒト臨床においてタイムラプス装置を用いた報告は多

数あるが，必ずしも妊孕性の高い胚選別のための明確な指標は確立されていない。本研究では，

まずマウス卵子を用いて，精子染色体異常や卵子のガラス化保存による機能低下が胚発生と発

生時間に及ぼす影響をタイムラブス装置によって調べ，有効な指標を探査した。次いで，タイ

ムラプス装置を用いた新たなヒト胚の非侵襲的な胚の品質評価の指標を明らかにした。 

第１章は緒言として，本研究の背景および目的を述べた。 

第２章第１項では，精子染色体異常が胚発生と発生時間に及ぼす影響を述べた。超音波処理

によるマウス精子の頭部分離は染色体異常を頻発する。超音波処理液にTris-HCl EGTA液 

（EGTA）またはM2液（M2）を用いた。EGTA区の染色体正常率は90.6%とM2区の32.7%と比べ

有意に高かった。EGTA区の顕微授精（ICSI）後の胚発生率はM2区と比べEGTA区で有意に高か

った。タイムラプス解析結果では，雌雄前核の出現までの時間に差はなかったが，M2区の前核

消失までの時間と前核消失から第一卵割が始まるまでの時間（第一卵割時間）は，EGTA区と比

べ有意に遅く，その後の卵割時間も遅延した。精子染色体の正常性の評価には，前核消失，第

一卵割時間が有用な指標である。 

第２章第２項では，卵子の機能低下が胚発生と発生時間に及ぼす影響を述べた。ガラス化保
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存卵子のICSI後の胚盤胞発生率は，新鮮卵子と比べ有意に低く，卵子機能は低下していた。ガ

ラス化卵子の前核出現時間は新鮮卵子と比べ有意に遅延し（3.7 vs. 5.6時間），桑実胚のコンパ

クション完了時間，胞到達時間も遅かった。次いで，ガラス化・加温後の回復培養時間（0，1，

2時間）を検討した。回復培養1時間の胚盤胞発生率が最も高かったが，胚盤胞までの発生時間

には差がなかった。前核の出現時間が遅いことから卵子のグルタチオン（GSH）濃度を測定し

た。ガラス化卵子のGSHは新鮮卵子と比べ有意に低く，活性酸素種（ROS）は高かった。回復

培養液に0.5 mMのGSHエチルエステルを添加するとガラス化卵子のGSH濃度は無添加区と比べ

有意に上昇し，ICSI後の前核形成時間，桑実胚コンパクション完了時間，胚盤胞到達時間を早

め，胚盤胞の細胞数を有意に増加させた。このことは，前核形成時間，桑実胚コンパクション

完了時間，胚盤胞到達時間は，胚の品質評価の基準になることを示している。 

第３章では，臨床で得られたヒト胚のタイムラプスデータを解析し，有効な指標を述べた。

ICSIにより得られた963個のヒト受精卵を解析対象とし，それらを胚盤胞へ発生した群（胚盤胞

群）と発生停止した群（発生停止群）に分けた。BL群の前核消失時間，第一卵割時間は，発生

停止群と比べ有意に早かった。次いで発生した492個の胚盤胞のうち，凍結融解単一胚盤胞移植

をした128周期を妊娠群，非妊娠群に分け，解析した。妊娠群と非妊娠群の第一卵割時間に有意

な差はなかった。妊娠群の桑実胚コンパクション完了時間と胚盤胞到達時間の平均値は，非妊

娠群と比べ有意に早かった。これら2つの指標の臨床上有用な基準を明確にするために，受信者

動作特性曲線（ROC曲線）から，桑実胚コンパクション完了時間（94.9時間）と胚盤胞到達時間

（113.9時間）の最適なカットオフ値を算出した。94.9時間以内に桑実胚コンパクションを完了

させ，113.9時間以内に胚盤胞に到達した胚の妊娠率と生産率は各44.4%，37.5%となり，この基

準外の胚盤胞移植区と比べ有意に高い妊娠率と生産率であった。以上から桑実胚コンパクショ

ン完了時間と胚盤胞到達時間は妊孕性の高い胚盤胞を選別する上で臨床上有用な指標になりう

ることが明らかとなった。 

第４章は本研究の総合考察であり，第５章は本研究の総括である。 

本研究は，タイムラプスシステムにおいて，ヒト受精卵の第一卵割時間が胚盤胞への発生を

予測する有効な指標であり，桑実胚コンパクション完了時間と胚盤胞到達時間が妊孕性の高い

胚を選別する有効な指標となることを新たに明らかにした。 
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審査の結果の要旨 

 

本研究の目的は，ヒト胚の品質を非侵襲的に評価する方法を確立することである。まずマウ

スを用いて，精子染色体異常や卵子のガラス化保存による機能低下が胚発生と発生時間に及ぼ

す影響をタイムラプス装置によって調べ，有効な指標を探査した。次いで，タイムラプス装置

を用いて妊孕性の高いヒト胚の非侵襲的な品質評価の指標を検討し，新しい知見を明らかにし

た。 

本論文は５章で構成される。第１章は緒言で，本研究の背景と目的を述べる。第２章第１項

では，染色体異常率の高いマウス精子の顕微授精（ICSI）では，前核消失時間と，前核消失か

ら第一卵割開始時間が遅延することを示した。第２項では，胚盤胞への発生率が低いガラス化

保存マウス卵子を対象として，新鮮卵子と比べ，ICSI 後の前核出現時間は遅く，桑実胚コンパ

クション完了時間，胚盤胞到達時間が遅延することを見出した。ガラス化保存卵子では，グル

タチオン（GSH）濃度の低下と活性酸素種（ROS）の増加を認め，GSH-OEt 添加の回復培養に

より ICSI 後の前核出現時間，桑実胚コンパクション完了時間，胚盤胞到達時間は有意に早くな

った。これらの結果に基づき，第３章では，ヒト胚のタイムラプスデータを用いて，胚盤胞発

生群と発生停止群，胚盤胞移植による妊娠群と非妊娠群の比較解析を行った。胚盤胞発生群の

前核消失時間，卵割時間は発生停止群と比べ有意に早かった。胚盤胞移植の妊娠群は，非妊娠

群と比べ，第一卵割時間に差はなく，桑実胚コンパクション完了時間と胚盤胞到達時間は有意

に早かった。次いで，ROC 曲線からこれらのカットオフ値を求め，桑実胚コンパクション完了

時間（94. 9 時間）と胚盤胞到達時間（113. 9 時間）を明らかにした。この基準に該当する胚盤

胞移植では高い妊娠率と生産率が得られた。第４章は総合考察，第５章は総括である。 

本論文は，タイムラプスシステムにおいて，ヒト受精卵の第一卵割時間が胚盤胞ヘの発生を

予測する有効な指標であり，桑実胚コンパクション完了時間と胚盤胞到達時間が妊孕性の高い

胚を選別する有効な指標となることを明らかにした。これらの新知見は，ヒト不妊治療分野に

おいて妊孕性の高い胚を選別するための有効な指標を提供するのみならず，生殖科学分野の基

礎研究の発展に寄与するところが大きいと判断した。よって，本論文は博士（生命システム科

学）の学位に値するものと認められる。 
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学位論文の要旨 
 

アジア栽培イネ（Oryza sativa L.）はアジアを中心とした広い地域で栽培されている主要作物

であり，祖先型野生イネ（O. rufipogon Griff.）の播種・栽培・収穫を繰り返すことにより成立し

たと考えられる。世界各地の在来品種はこれまで多くの優良品種の元になる育種素材として活

用されてきており，今後も多様な育種目標に対応するために不可欠な遺伝資源であるが，近年，

近代育成品種の普及に伴い多様な在来品種は急速に消失しつつある。今後の遺伝資源保全のた

めには在来品種の遺伝的多様性がどのように生じ，維持されてきたのか，その遺伝的多様性の

進化過程を明らかにする必要がある。本研究は現在でも多種多様な在来品種が栽培されている

ラオス北部のイネ遺伝資源を対象とし，在来品種の遺伝的多様性の進化過程を明らかにするこ

とを目的とした。第１章では緒論として以上のような本研究の背景及び目的を述べた。 

第２章ではラオス北部において行なったイネ遺伝資源収集調査の概要および結果をまとめた。

本研究では2003年から2010年にかけてラオス北部7県および中部1県から約900系統のイネ遺伝

資源を収集した。各系統について栽培関連形質，農耕儀礼，品種にまつわる民話などを聞き取

り調査した。その結果，多様な文化の民族のもとで様々な用途，栽培方法，収穫方法，民話な

どの存在が明らかとなり，多様なイネ品種が作出され栽培される要因となっていることが推察

された。 

第３章では，上記のラオス北部はモチイネ栽培地域として知られていることからモチ性の原

因遺伝子であるWaxy遺伝子の調査を行った。先行研究において，イネのモチ性の起源はWaxy遺

伝子の第2エクソンに生じた23 bpの重複によることが明らかとなっている。本研究ではジャポ

ニカ系統だけでなくインディカ系統においてもこの23 bp重複が認められたことから，ラオス北

部イネ在来品種のモチ性はジャポニカ，インディカ共に同一の変異が原因であることが確認さ
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れた。また，このWaxy遺伝子第1エクソン内のSSR（Simple Sequence Repeat: RM190遺伝子座）

の多様性解析を行った結果，モチ系統内において7アレルが検出され，遺伝的多様性が高いこと

が示された。 

第３章でモチ性の原因となるWaxy遺伝子の変異はジャポニカ品種でも遠縁のインディカ品

種でも同一の23 bp重複であることが明らかとなったことから，第４章ではWaxy遺伝子付近の変

異の調査を，代表的な在来品種74系統について行った。まずインディカ・ジャポニカ間のDNA

配列の違いを元に設計された4つのINDELマーカーを用いてインディカ・ジャポニカ判別を行っ

たところ12系統のインディカ・ジャポニカ交雑個体が確認された。次にゲノム全体にランダム

に位置する12箇所のSSR多型とWaxy遺伝子近傍の11箇所のSSR多型の2つのマーカーセットの

主成分分析を行い比較したところ，ゲノム全体ではモチ・ウルチ共にインディカ，ジャポニカ

の2群に分かれた分布を示すのに対し，Waxy遺伝子近傍においては，インディカのモチ系統はジ

ャポニカのウルチ系統とジャポニカのモチ系統の中間型を示した。さらにWaxy遺伝子近傍の12

部位のSNP（Single Nucleotide Polymorphism）を調査したところ，インディカのモチ系統はジャ

ポニカのモチ系統と同じ変異を持っていた。これらのことからラオス北部におけるインディカ

のモチイネ在来品種はインディカのウルチとジャポニカのモチの浸透性交雑の結果生じたこと

が示唆された。 

第５章ではラオス北部イネ在来品種314系統についてゲノム全体における67箇所のSSRマー

カーを用いた多型解析を行うとともに出穂特性を調査した。SSR解析の結果314系統は大きく3

つのクラスターに分かれ，それぞれインディカ，温帯ジャポニカ，熱帯ジャポニカに対応する

ことが示唆された。これらの地理的分布をみてみると，熱帯ジャポニカは広く分布しているの

に対し，温帯ジャポニカは3県のみに分布していた。また出穂期の変異からはラオス北部在来品

種の大部分はインディカ・ジャポニカに関わらず感光性の強い晩生品種に属することなどが明

らかとなった。これらの結果からラオス北部における在来品種の地理的分布が特徴付けられた。

また品種の選抜には感光性が大きく影響していることが明らかとなった。 

第６章では本研究の総合考察を述べた。第１章から第５章の研究結果からラオス北部のイネ

在来品種はその雑駁な栽培環境の中で頻繁な交雑と人為選抜を繰り返しながら多様な品種が成

立していったと考えられた。栽培植物の進化は直線的な系統関係を考えられがちであるが，本

研究は栽培化に関する端的な例の一つとして，今後他の様々な栽培植物の起源を考える上での

重要な知見を提供したといえる。在来品種の喪失が世界的に急速に進む中，本研究で収集した

詳細な聞き取り情報のあるイネ系統はラオスにとって貴重な財産であり，遺伝資源としての活

用が望まれる。本研究は今後これらの遺伝資源を育種素材として積極的に維持・活用していく

ための遺伝資源の適正な評価と効率的な遺伝資源保全の運営に貢献できるものと思われる。 
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審査の結果の要旨 

 

本研究は，ラオス北部において栽培されるイネ在来品種遺伝資源の収集・評価に関わる研究

であり，イネ在来品種の収集とその遺伝的多様性の解明を目的として行われたものである。 

本論文は６章から構成される。第１章は序綸であり，研究の背景や目的を述べている。第２

章では，2003～2010 年のラオス北部でのイネ在来品種種子及びその民族植物学的情報の収集に

ついて述べられている。この地域は多様な文化的・生態的な背景をもち，多様性に富むイネの

在来品種があることが明らかとなり多くの品種が収集された。第３章～第５章はこれら材料の

遺伝学的な解析についてである。第３章では，この地域のイネの多くがモチイネであることか

ら，その原因遺伝子である Waxy 遺伝子の解析を行った。その結果として，遺伝的な背景に関わ

らず，第 2 エキソンの 23 bp 重複がモチ性の原因であることが明らかとなった。この結果から

インディカのモチはジャポニカからのイントログレッションにより生じたと考えられたので，

第４章では，Waxy 遺伝子近傍の SSR や SNP 変異とゲノム全体のランダムな遺伝的な変異の比

較を行った。結果として，ジャポニカで生じたモチ性がインディカウルチ性品種に自然交雑に

より導入されインディカのモチ性品種が生じたことが裏付けられた。第５章ではさらに，ラオ

ス北部のイネを系統的に位置づけるために，67 の SSR マーカーで系統分類を行ったところ，熱

帯ジャポニカが 62%で一番多く，ついでインディカが 34%，温帯ジャポニカは 4%とまれであ

ることが明らかとなった。また出穂期を調査したところ，感光性が強く中生～晩生の品種が多

いことが明らかとなった。第６章では，全体を通してラオス北部のイネ在来品種の成立過程を

考察するとともに，遺伝資源の保全についても考察を行った。 

本研究では，ラオス北部のイネ在来品種を収集したこと，また，モチ性の品種が多いことか

らモチ性品種の起源について遺伝学的に解明したこと，さらに，在来品種について SSR マーカ

ーを用いて系統解析を行うとともに農学的に重要な出穂特性について明らかにし，在来品種の

分類や特徴づけを行った。 

本研究はラオス北部の多様なイネ在来品種遺伝資源の評価の基礎となるものでありその学術

的価値は高いものと思われる。よって，本論文は博士（生命システム科学）の学位に値するも

のと認められる。 




