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イネ台中65号の核置換系統RT98Cにおける雄性不稔
および稔性回復の遺伝
本村恵二・石嶺行男・村山盛一・比嘉照夫・呉屋昭・友寄哲夫
琉球大学農学部〒9030213西原町千原１番地

要約oﾘﾂgzF7wﾉﾇpqgm8の１系統Ｋ９８を一回母本に栽培イネの台中６５号で８回の連続戻し交雑をし，その後自殖をくり返して核置
換系統RI98Cを育成した．同育成系統は正常な花粉および種子稔性をもつが，台中６５号との交雑後代においては不稔個体を生ずる
場合があった．そこで稔性に関する逝伝実験を行った結果，次の結論を導くことができた．
稔性は細胞質と核内の１座性の稔性回復遺伝子０Ｗ〉により支配されており，また配偶体支配型であった．ただし，雌性配偶子
は細胞質や稔性回復遺伝子の種類に関わらず常に正常稔性を示しており,稔性支配を受けるのは雄性配偶子のみであった．すなわち，
RI98Cの細胞質は雄性不稔細胞質（''8sc）であり，この中では｣Cf遺伝子をもつ花粉は正常に発育するが，が週伝子をもつ花粉は退化

して受精機能をもたなかった．一方，台中６５号の細胞質は正常な細胞質（，,q/t）であり，この中ではげをもつ花粉もザをもつ花粉
も正常に発育した．ヘテロ個体０，tSc）」Ｗ個体を自殖させた場合，全て種子稔個体となり種子不稔個体が全く現れなかったことか
ら，稔性は配偶体支配型であることが認められた．なお]ヨード・ヨードカリ液での花粉の染色具合，あるいは花粉の大きさなどは

接合体の過伝子型に関係なく正常花粉も退化花粉もほぼ同様であり，区別できなかった．

キーワード細胞質雄性不稔，稔性回復遺伝子，配偶体支配型１０，〕2ｍγYH/ipQgD卸，Ｏ牢ａｓα鯨迦

InheritanceofqtoplasmicMaleSteriliq7andRestorerFbrtiliⅣGeneinaDevdopedRiceljne,Rr98CKeiji
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AbsbnactTTlroughsuccessivebaCkcrosses,thecytoplasmandnuCIearfertiliwrestorergeneofK98,ａｌｉｎｅｏｆＯ?，Ｉｍ
ｎｑﾉﾇ,qgD",ｗｅｒｅｍ甘oducedmtonichung65,０.szztjUa,andanucleal楚substitutedlme,RI98C,wasdevelopedThis1ine
showedahighdegreeofspikeletfertility;butitproducedfertileandste1neplantsmthecrosswithnichung65・Toanalyze
themodeofinheritanceofthefertilitybcrossingtestswerecarriedout,ａｎｄthefOIlowingresultswerCobtained
PoUenfertiUtywascontroUedbytheinteractionofthecytoPlasmandthesmglerestorerfertilitygene(jWLbutthe
fUnctionoftheembryosacwasnotaffectedbythecytoplasmandrestorerfertilitygene・Thatis,allthepollengrajnsmthe
cytoplasｍｏｆＴａichung65werenormalregardlessofthedominanceorrecessivenessoftｈｅｒｅstorerfertiUwgenethey
carried,Ontheotherhand,thepoUengramscarryingthe〃genemthecytoplasmofRm8Cwerenormal,whUethepoUen
gminscarryingtheがgenemthiscytoplasmbecamesterileThenonnalcytoplasmofnichung65wasdesignatedasO"/t）
andthesternecytoplasmofRT98Cas(か8sc)．

ＷｈｅｎｔｈｅＯ,ISC)｣Wplantswerese1fed,mantheresultingplants,spikeletfertilitywasrestored,andnosterileplants
wereobserved,suggestingthatthepoUengmmscarryingtheがgenewerenotviable・Thus,thema1esteriIityandfertility
restorationmthislinewerccontroUedbythegenotypeofthegameteitselfbutnotbythatofthezygote,mdicatingthe
presenceofagametophyticcontrOloffertilibZ

Onlymthe(，,zscWﾗﾌﾞplantsspikeletfertiUtywasnotrestored,whilemthePlantswithalltheothergenotypes,viz.(》,zsc）
」OYv;("IscMW;(,,q/t)Ｍｼ:(,,1/fゥ｣U,ﾌﾟand("q/ｔＷﾗﾌﾞ;spikeletfertilitywasrestored,resultingmahighdegreeofspikelet
fertihtyBAlthoughpoUengralnscarryingが、（"zsc）degene】aatedregardlessoftheplantgenoq'ｐｅ(｣▽,ﾌﾟorｿﾌﾟﾗﾌLtheyall
stainedweUmaI2Insolutionandshowedanormalsize・

KeywordsCytoplasmicmalesterilib5Gametophyticcontrol,Ｏ'，、冗姉Qgwu,0,,Imsatim,Restorergene,Substitutedline

緒言

水島刀は中国およびインドの野生稲を母本にして栽
培稲と交雑すると，稔性の低下がひきおこされるこ

イネ（Oﾘｯ、属）においてSAMPAIHandMoHANTY11)，

とを見出し，それが細胞質と核内遺伝子の相互作用

および北村印はインド型稲と日本型稲の正逆交雑Ｆ１

によると結論した．また，北村9)はフィリピン稲
T1adukanと農林８号との交雑からTndukanの細胞質

の稔性差異から，細胞質と核内遺伝子の相互作用に
よる細胞質的不稔性を指摘した続いて勝尾および
2000年９月１１日受付
2001年２月９日受理

と農林８号の核内遺伝子による細胞質的不稔性を指
摘したこの場合の不稔の原因は繭の不裂開による
ものであった．その後次々と細胞質雄性不稔性が発

本村ら：イネ細胞質雄性不稔の遺伝
見され，雄性不稔系統が育成された1.3.ｲ.】0,12,1s､麹）
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他の細胞質はあまり利用されていない2句．同一の細

一方，稔性回復に関する遺伝学的研究も行われて

胞質による遺伝的脆弱性を考えれば複数の優良細胞

きたSHINJYol3)は，インド型春稲ChinsurahBoroII

質を開発・導入する必要がある．前述したように，
栽培イネの直接の祖先種とされる０．”(/5ｐＱｇＤ〃には

に日本型稲台中６５号を連続戻し交雑した後代(本報

告ではＣＢと呼ぶことにする)の遺伝分析結果から，

細胞質雄性不稔性が発見されている．この種は栽培

初めて細胞質と１座の核内遺伝子の相互作用による

イネとの交雑が比較的容易であり，細胞質雄性不稔

雄性不稔性および稔性回復性の遺伝を明らかにし

性を用いたハイブリッドライスの新しい優良細胞質

た．これは配偶体型の遺伝を示し，ChmsumahBoro

を発掘するための有望な遺伝資源であると考えられ

ll由来の細胞質中では，優性の稔性回復過伝子（"
Ｉと命名）をもつ花粉は正常であるが，劣性の対立

る．このような観点から著者はこの種を中心として

栽培イネとの間で交雑を展開し，これまで約40の

遺伝子をもつ花粉は退化した．ビルマ産のインド型

雄性不稔系統および若干の稔性回復系統を育成し

稲であるLeadriceの細胞質に稔性回復効果を示す
遺伝子（｣ザ２と命名）が品種福山から見つかり，こ

の基礎研究を進めており，今回はＲｍ８Ｃ系統の過

れも同様に細胞質と１座の稔性回復遺伝子によって

伝について報告する．

稔性が支配されており，その支配様式は配偶体型で
あった17,21.22)．一方，YABUNO23)も日本型稲アケポノ

にｏ､副αbe硫沈αの核を導入し，アケポノの細胞質

た．その内いくつかの材料については遺伝解析など

実験材料および方法

ｌ）核置換系統の育成

とｏｇＩａｂｅ"ﾂﾞﾘﾜＣａの核内の１座の稔性回復遺伝子との
相互作用による不稔性を明らかにした．これは花粉

系統を国立遺伝学研究所より分譲して頂いた（同系

の稔性が胞子体の遺伝子型によって支配されてお

統を琉球大学保存番号でＫ９８とした)．これを一回

り，いわゆる胞子体型の遺伝子支配であった．野生

母本にし，０．s、ipaの台中６５号を父本として８回の

稲０．向(/５pQgwo由来の細胞質および稔性回復過伝子
をもついくつかの台中６５号型同質遺伝子系統も，
台中６５号との交雑実験から，ＣＢ系統型の細胞質雄

連続戻し交雑を行い,Ｗ1109系統の細胞質および稔性

性不稔を示すことがわかった6.11,18,19)．1970年に中

なり稔性が低く，おそらく雑種不稔性が主な要因であ

国海南島で自然集団中から発見された野生稲の雄性

ると考えられた．しかし，そのＦ,を母本として台中

不稔株は「野敗」系統とよばれ，その細胞質はＷＡ

65号を戻し交雑したBC1F1では低稔性の個体と,完全

型と称されている．このＷＡ型細胞質に対する稔性

な不稔個体の２種類が生じた．稔個体の稔性程度は個

回復遺伝子は多くの国の品種に存在する．GovnJDA

1985年にインド原産の野生稲０．，qWQgwoのＷ1109

回復遺伝子の台中６５号への導入を試みた．

最初の交雑で得られたＦ１は,完全不稔ではないがか

RAJandViRMANISによれば，ＷＡ細胞質に対する稔

体によりばらつきがあり，変異が大きかった．その中
から稔性の高いものを１個体選び次の交雑母本とし

性回復遺伝子としては２座の遺伝子が存在し，それ

た．BC2F1も同様に稔個体と完全不稔個体が分離した

らは優性上位，劣性上位または不完全な優性上位の

が，稔個体の稔性程度はBC1F1よりもいくぶん向上

関係にあった．TENGandSHEN2o)もこの細胞質に対
する優性および不完全優性の２遺伝子座を認めてい

しⅢまたばらつきも小さくなったBC2F,以降も常に
稔性の高い個体を選抜して交雑母本に用い，同様の分

る．それらは先に述べたＤＥｚとは異なる過伝子で

離様式のもとに戻し交雑を続けた．世代の進行ととも

あった．

に雑種不稔性が排除され，ＢＱＦ,世代以降は稔個体の

稔性回復遺伝子の染色体上の位置も研究され,ＢＥ

稔性はかなり高まり，個体間のばらつきもあまり見ら

Ｉはトリソミック分析により第10染色体に'4)，１W５２
はトリソミックおよび連鎖分析により第２染色体に

れず稔性が安定してきた.また形態的にも台中65号に

それぞれ座乗することが明らかにされた'`)．ＷＡ細

るBC8F,世代までさらに戻し交雑を進め，その後稔個

胞質に効果を示す稔性回復遺伝子で，強い回復力を
示す遺伝子(RfwzA-I）は第７染色体に，弱い回復力
を示す遺伝子(DEwzA2)は第'0染色体に座乗して

体については３回自殖を繰り返し，稔性が固定したも

いた⑳、

細胞質雄性不稔性を用いたハイブリッドライスの

育成には，現在，主としてＷＡ細胞質が利用され，

かなり近くなった．核置換がかなり進んだと考えられ

のを選び稔性回復系統とした．この育成系統に，0.

,74/5'０８℃〃とTaichung65の両頭文字ＲＴの次に１回母
本となった原野生系統の番号（琉球大学の保存番号）
を付し，その後に稔性回復系統を示す℃"の記号を付
した（すなわちRT98C)．RI98Cの形態的特性は台中

熱帯農業４５(3)２００１
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65号のそれとほぼ一致していた．

あたり約600の花粉粒を調べ，全粒に対する稔花粉

２）両親および交雑組合せ

粒の比率をもってその個体の花粉稔性としたその

育成系統RT98C(b)を用いて交雑し，（c)～(h)の交

場合，１０％単位で四捨五入して表示した￣方，種
子稔性は一株あたり主桿の穂と発育のよい他の２穂

雑後代を得た．これら(a)～(h)の材料の花粉およ

の計３穂を選び，稔実籾数と非稔実籾数を調査し

び種子稔性を下記４）の要領で調査し，雄性不稔お
よび稔性回復に関する遺伝を推定した．（c)～(e)で

て，全籾数に対する稔実籾数の割合から求めた.種
子稔性の表示は花粉稔性の場合と同様であった．こ

はRT98C（またはRI98A）の細胞質の下における

のようにして花粉および種子稔性の両方を調査した

稔性回復遺伝子の働きが推定される．（f)のＦ２の分

が，種子稔個体あるいは不稔個体にかかわらず，花

離様式から稔性回復遺伝子の遺伝子型による花粉稔

粉形状はいずれの個体でも見かけ上一致しており，

性が明らかとなり，これにより稔性支配が配偶体型

実際には花粉稔性による稔・不稔個体の判定ができ

であるか胞子体型であるかが推定される．(9)～(h）

なかった．そのため遺伝分析は種子稔性の分離に基

では台中６５号の細胞質の下における稔性回復遺伝

づいて行った．

以下に列記したように両親に台中６５号(a)および

子の働きが推定される．なお，ここで示したRT98A

結果および考察

とは(d)の交雑で得られた種子完全不稔個体である．

（a)台中６５号，（b)RT98C，（c)RT98C/T65,
（d)Rm8C/T65//T８５，（e)Rm8A/T65,

１）RT98C細胞質中での稔性回復遺伝子の分離
台中65号の花粉は，第１図に示したように整った

（f)Ｈ:RI98C/T65,(9)T65/RT98C，

球形の濃染花粉であった．このような花粉を稔花粉

（h)Rm8A//F2:TB5/Rｍ８Ｃ

として算出した台中65号の花粉稔性はほぼ100％で

３）除雄および交雑の方法

あった．一方，台中６５号の種子稔性は90％以上と

温湯除雄法により母本の除雄を行い，切穎後に

なっており，同品種の花粉および種子稔性はともに

残った開花中の穎壁に父本蒟をこすりつけて交雑を

高かった（第１表のａｌＲｍ８Ｃの花粉も台中６５号

行った．

と同様であり，また種子稔性も８０％以上と高かっ

４）花粉および種子稔性の調査法

た（第２図,第１表のｂ)．Ｒｍ８Ｃ/T65のＦ１の花粉

花粉稔性を次の方法で調査した．開花前日の穎花

も親のRT98Cや台中６５号と同様な花粉形状を呈し

を７０％アルコール液で固定しておき，その後菊を

ており（第３図)，花粉稔性はほぼ100％であった

つぶして花粉を放出させて，ヨード・ヨードカリ液

が１種子稔性は６０％～100％の間に分布しており

で染色して検鏡した．台中６５号の花粉は形の整っ

（平均稔性86.3％)ⅢＲｍ８Ｃの稔性より低下してい

た球形で，染色液に濃染し，全て正常花粉であると

た（第１表のc)．このＦ１に台中６５号を戻し交雑し

考えられた（第１図)．台中６５号の花粉を基準とし

たところ，次世代でどの個体もRI98Cや台中６５

てこれと一致するものは稔花粉，それより小さかっ

号，あるいはそれらのＦ１と同様な花粉形状を呈し

たり，染度が浅かったり，形が異常であったり，内
容物がないものなどは全て不稔花粉とした．一個体

ていた．すなわち，花粉稔性はおよそ100％であっ
たが，種子稔性は６０％－１００％の個体と完全不稔個

ロ■■｜い■。Ⅱ■八■、■

口辨い■■ｎ口■■■皿川口■一・口■Ｊ｝■Ｆ一口》■（州
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Fig.２ＰｏＵｅｎｍｍ(伽Sc)１９?Dfplantofnuclear
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Table1.Dis㎡butionofpoUenandspikeletfertilitymarestorerUneRT98C,T1aichung65andinoffSpringsobtadned
h｢omthecrossesbetweenRm8Candnichung65．
Cross

organ

No.ofplantsmeachfertilityclass

combimtion

(a)Ｔ6５

０１０－５０６０７０８０９０１００㈹

121
121

Pollengrams
Spikelet

２３１

231

３１２５１０３

231

２４０

240

２５９７１２５１１

240

●

Pollengralns
Spikelet

175

(e)Ｒｍ８Ａ/T65PoUengralns
Spikelet

1７

●

■

(1)Ｈ：RI98C／

ｆＯｒｌ：１

１２１

O

／/T6５

ofplants

３２９９

(c)RT98C/T65Pollengrams
Spikelet
(｡)RT98C/T６５

Ｘ２ｖａｌｕｅ

ＰｏＵｅｎｇｒａｍｓ
Spikelet
●

(b)RI98C

TotalNo

３２５

325

７１６６６５０１１

325

1７

1７
１７

Pollengrams
Spikelet

３１４

314

１５５４２１９３５

314

(9)Ｔ65/Rm8CPollengrams
Spikelet

５９

5９

１２４７

５９

２２６

226

１５１２８８３

226

ＴＢ５

●

C

(h)Ｈ:TC5／
RI98C

1.923

Pollengrams
Spikelet
p

Note・T65denotesnichung65．

gTiiil;ｉｌｌＩ
Ｆｂ■

稔性回復遺伝子を優性，対立する不稔遺伝子を劣性

￣

蓬I●
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B夕Pけ

Ｕ
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●

〆I

齢乳兒１（

ざ

hiii｢1J■空lDJ-O●qTJJJ〔■
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substimtedline,RT98．

とし，それぞれ〃および〃で表わすと，Ｒｍ８Ｃは
Rf遺伝子のホモ接合体であり，台中６５号はが遺伝
子のホモ接合体であろう．また検定交雑で分離した
稔個体と不稔個体の遺伝子型はそれぞれＲ/ﾗﾌﾞとｿﾌﾟﾗﾌﾟ
であろう．一方，この分離集団の花粉稔`性は，遺伝
子型に関わらずどの個体もほとんど100％の高い稔
性を示していた．したがって種子不稔個体における

花粉は見かけ上正常であるが，受精機能をもたない
退化した花粉であると考えられる．
この種子不稔個体すなわちRT98Aに台中６５号を

交雑すると，次代の個体は全て種子不稔個体となっ
た（第１表のｅ)．これは両者ともに遺伝子型が?ﾌﾟﾗﾌﾟ
であったためであろう．つまり交雑後の遺伝子型は

体に分離した（第１表のｂ)．これら２集団はそれぞ

同じくﾌﾟﾌﾟﾗﾌﾟとなり，全ての花粉が退化していたと考

れ150個体と175固体であり，１：１の分離比に適合

えられる．ただしこの場合も花粉は見かけ上正常稔

していた．これは単一座の遺伝子による分離比であ

性を示していた（第４図)．
２）RT98Cの細胞質をもつへテロ個体の自殖のＦ２
集団中での稔性回復遺伝子の分離

ることを示しており，稔性回復遺伝子および不稔遺
伝子は１座性の対立遺伝子であることが示された
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が（第１表の０．これも優性ホモ個体とヘテロ個体
が混在するためであり，上の仮定と一致する．

３）台中６５号細胞質中での稔性回復遺伝子の分離
これまでの交配組合せではＲｍ８Ｃが母本となっ
ており，同系統由来の細胞質中での稔性回復遺伝子

の分離について見てきた．その結果，Ｒｍ８Ｃ由来

の細胞質のもとでは，遺伝子型，ﾌﾟﾗﾌﾟの個体の花粉お
よび種子稔性が完全不稔となることが推定された．

一方１台中65号も遺伝子型，ﾌﾟｶf･であろうと推定され
Fig.４ＰｏＵｅｎｈＰｏｍＯ,ISC）抗プplantofnuC1ear
substitutedune,RT98．

Ｒｍ８Ｃ/TB5のＨでは花粉稔性はどの個体でもほ

たが，台中６５号自身は品種として存在しており，
当然正常な花粉および種子稔性を示すはずであり,
そのことは先に示した本実験の結果でも確かめられ

た．台中６５号の遺伝子型が'ﾌﾟﾗﾌﾟでありながら花粉お
よび種子稔性が正常であるのは，細胞質が正常であ

とんど100％,種子稔性は60％から100％の間に広
く分布しており，花粉および種子稔性に関して不稔

るからだと考えれば説明がつく．このことを確認す

の個体は現れなかった（第１表のf)．前述したよう

分離を検討した．

るために台中６５号細胞質中での稔性回復遺伝子の

にＲｍ８Ｃ/T65のＦ１，すなわちヘテロ接合の稔性回

台中６５号を母本としてＲｍ８Ｃと交雑したＦ１は花

復遺伝子をもつ個体の花粉稔性は，検鏡する限りで

粉稔性100％，種子稔性90％以上となり，ともに正

は100％で全て稔花粉として観察され，その中には

常稔性を示した（第１表のｇ)．Ｈ集団も花粉稔性

げおよびがの両遺伝子型の花粉が半数ずつあったは
ずである．もし，ﾌﾟ花粉が受精したのであれば，Ｈで

100％’種子稔性80％以上であり全個体が正常稔性

がら実際にはそのような個体は現われなかった．Ｆ１

を示した（第１表のh)．もし，稔性回復遺伝子の優
劣性に関わりなく，どの花粉も正常に発育するので
あればⅢＨ集団にはlDRf,Ｒ/ﾗﾌﾞ；および，ﾌﾟﾗﾌﾟの３遺伝

の胚のうは正常と考えられるため，が遺伝子が花粉

子型が１：２：１の割合で存在するはずである．そこ

を通してＦ１からＬに伝達されなかったことを示し

でこの、集団から任意に８個体を抽出し，これらを

ているすなわちヘテロ個体Rﾉｩﾌﾟにおいて｣0f花粉の
みが正常に機能しており，が花粉は機能していない
と考えられる．が花粉は見かけ上は正常にもかかわ
らず実際は不稔であろうそうであればこれは著者

父本としてＲｍ８Ａと交雑したＲｍ８Ａは雄性不稔

等が作出した稔性回復系統ＲＩｍＣで見られた雄性

た通りで，種子稔性で稔個体のみを生じた集団が

不稔および稔性回復の遺伝ｍと同様に，花粉稔性

3，稔個体と不稔個体を生じた集団が４１不稔個体

が花粉自身のもつ遺伝子に支配されている配偶体型

のみを生じた集団が１あった．３つの集団が現れて

遺伝であると言える．

に見たようにＲｍ８Ｃでは個体間のばらつきが小さ

おり，このことは台中６５号由来の細胞質中ではげ
花粉も)if花粉も正常に機能していることを示すもの
であった．故に台中６５号は正常細胞質をもつこと

くて種子稔性が高い．しかしこれに台中６５号を交

が証明された．

完全な種子不稔個体が出現したであろう．しかしな

ここで種子稔性の程度について考えてみたい．先

雑したＦ１はばらつきが大きく，RI98Cの個体のよ

細胞質をもち，遺伝子型がﾉﾌﾟﾀﾌﾟであると考えられる
ため，これに交配することにより父本の遺伝子型が
検定されることになる．交雑の結果は第２表に示し

以上の結果を整理すると次のようになる．すなわ

うに高い種子稔性を示す個体もあるが低い個体も多

ち，RI98Cの細胞質は雄性不稔を誘起する雄性不

数ある（第１表のc)．これは両者遺伝子型をＲ/Ｅｆお

稔細胞質（柳Sc）であり，この細胞質中では１座の

よびＲノガと仮定すれば理解することができる．遺伝
子型によって種子稔性の発現に程度の差があり1
10?Ｃｆ型の個体は安定した高い種子稔性を示すのに
Ｒﾉｳﾌﾟ型の個体はやや低い不安定な種子稔性を示して
いると考えられる．Ｈでも稔性の高い個体と低い個

対立遺伝子の優性"あるいは劣性がにより，花粉
稔性が支配されており，優性遺伝子をもつ花粉は正
常に発育する．また，劣性遺伝子をもつ花粉はかな
り遅い段階まで発育を続け，見かけ上は正常花粉と
変わりないが，結局は受精機能をもたない不稔花粉

体が現れ集団の稔性分布幅が少し大きくなっていた

となる．不稔花粉が生じるのは劣性ホモ個体の場合
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ｍｂｌｅ２･ThreetypesofF1populationclassinedbyspikeletfertiUqrobtainedhPomthecrosses
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１
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４
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Genotype
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Spikelet

Size
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Color
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denotemalesterilecytoplasmandnormalcytoplasm，respectivelyband」Cfandが
denotedominantrestorergeneandrecess1vemalesterilegene,respectivelyz

だけでなく，ヘテロ個体の場合も同じである．この
雄性不稔細胞質は雌性には何ら影響を及ぼさない．

一方，台中６５号の細胞質は正常細胞質Ｏ"/t）であ

り，遺伝子の優劣性に関係なく’常に正常花粉を生
じたまた，胚のうにも何ら影響を及ぼさなかった．
細胞質および稔性回復遺伝子の遺伝子型と花粉お
よび種子稔性の関係を第３表に示した．花粉は細胞
質および遺伝子型に関係なく全て正常型を示してい

た．しかし種子稔性は細胞質や遺伝子型の組合せに
よって異なる場合があった．

著者等は以前にRTB1Cの遺伝について報告した

が'1)，RT61Cの場合は花粉退化の時期が比較的早
くて稔花粉と不稔花粉の区別がはっきりしていた．
したがって，本報告のＲｍ８Ｃは花粉退化の時期や
種子稔性の安定性の点で既報のRT61C系統と異
なっていた．
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