
単年度試験研究成績（2009年 1月作成）

関東東海北陸　＞関東東海・水田作畑作　＞稲　＞　　　＞１－３
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課 題 Ｉ Ｄ ：311-a、221-g

中 課 題 名 ：直播適性に優れ、実需者ニーズに対応した低コスト業務用水稲品種の育成、

稲病害虫抵抗性同質遺伝子系統の選抜と有用QTL遺伝子集積のための選抜マーカー

の開発

担当部署名：低コスト稲育種研究チーム、稲マーカー育種研究チーム

担当者名　：根本博、加藤浩、太田久稔、前田英郎、安東郁男、石井卓朗、平林秀介、竹内善信

予算(期間)：交付金
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１．来歴

２．特性の概要

＜関東244号：コシヒカリ級の縞葉枯病抵抗性良質良食味系統＞

稈長は「キヌヒカリ」並で、“偏穂重型”の草型である。晩植栽培において多収である。縞葉

枯病に“抵抗性”で穂発芽性は“難”、耐冷性は“強”である。玄米の外観品質は「コシヒカ

リ」に優る。食味は早植栽培、晩植栽培とも早植栽培の「コシヒカリ」並の極良である。

＜関東245号：朝の光級のアミロース含量が低下するQTLを持つ多収良食味系統＞

稈長は「朝の光」よりやや長く、“穂重型”の草型である。空育162号由来のアミロース含量

が約1％低下するQTLを持ち、食味は「コシヒカリ」並の極良である。

＜関東246号：朝の光級の縞葉枯病白葉枯病複合抵抗性良食味系統＞

稈長は「朝の光」よりやや長く、“中間型”の草型である。縞葉枯病に“抵抗性”で白葉枯病

は抵抗性遺伝子Xa3　を持つと推定される。穂発芽性は“難”である。玄米の外観品質は「朝

の光」に劣る。食味は早植栽培、晩植栽培とも早植栽培の「コシヒカリ」並の極良である。

＜関東247号：月の光級の多収良質良食味系統＞

稈長は「月の光」よりやや長く、“中間型”の草型である。耐倒伏性は強く、直播栽培にも適

し、移植、直播とも多収である。穂発芽性は“難”である。玄米の外観品質は「月の光」並で

ある。食味は「コシヒカリ」並の極良である。

＜関東248号：日本晴級の多収良質良食味系統＞

稈長は「日本晴」よりやや長く、“中間型”の草型である。標肥・多肥とも「日本晴」より

10%以上の多収である。穂発芽性は“難”である。玄米の外観品質は「日本晴」並である。食味

は「コシヒカリ」並の極良である。

＜関東249号：極晩生の縞葉枯病抵抗性良食味系統＞

稈長は「ヒノヒカリ」より短く、“穂重型”の草型である。縞葉枯病に“抵抗性”で穂発芽性

は“難”である。玄米の外観品質は「ヒノヒカリ」に優る。食味は「コシヒカリ」並の極良。

＜関東250号：麦跡晩播用縞葉枯病抵抗性低アミロース米系統＞

麦跡を想定した６月下旬播種の乾田直播栽培で、「あきたこまち」より６日早く出穂する。縞

葉枯病に“抵抗性”である。直播での食味は早植栽培の「コシヒカリ」並の極良である。

３．配付予定地

関東249号は暖地。それ以外は関東以西。

系統名 旧系統名 交配組合せ 交配年 主な用途・特徴

世代

9 主食（晩植）

10 主食

8 主食（晩植）

8 主食

10 主食

8 主食

9

平成21年度

関東244号 和1209 関東209号／越南171号 平14

関東245号 和系955 北陸179号／空育162号//北陸179号 平12

関東246号 和1527 関東209号／中国177号//関東209号 平15

関東247号 和1500 北陸200号／西海250号 平15

関東248号 和系933 関東203号／関東202号 平12

関東249号 和1595 関東209号／泉71 平14

関東250号 和D1400 関東203号／北海292号//札系97100 平13
主食（晩播）
低アミロース



４．試験成績

〔キーワード〕水稲、晩植、晩播、複合抵抗性

0.5 ** 0.2 0.3 0.1 -0.2 0.0

0.3 0.1 0.2 -0.1 0.1 0.1 -0.1

0.3 * -0.2 -0.2 0.5 *

いただき -0.3 -0.1 0.0 -0.7 ** -0.6 **

さとじまん -0.1 -0.6 *

コシヒカリ（晩植） -0.2 -0.9 **

晩植 晩植 晩植

パネラー人数 19 19 18 21 19 21 20 16 24 18 21 20 21 21 19

生産年次

0.4 0.1

-0.4 0.1 0.1 0.1 -0.3 -0.2

0.3 -0.1 0.0

0.2 0.3 -0.9 ** -0.3

あきたこまち -0.2 -0.9 ** -0.7 **

晩播 晩播 晩植 晩播

パネラー人数 21 18 18 15 19 20 17 20 20 24 23 22 24 23

生産年次

表3　食味官能試験結果(総合評価平均値)

関東244号

関東245号

関東246号

平17 平18 平18 平18 平19 平19 平19 平19 平20 平20 平20 平20 平20 平20 平20

関東247号

関東248号

関東249号

関東250号

平17 平18 平18 平18 平19 平19 平19 平19 平20 平20 平20 平20 平20 平20

注)粳標準品種はコシヒカリ。*、**はそれぞれ5%および1%水準で有意差あり。

試験 系統名 出穂期 稈長 穂長 穂数 倒伏 玄米重 同左 玄米

区分 品種名 程度 比率 千粒重 品質

(cm) (cm) (0-9) (kg/a) (%) (g) (1-9)

標肥 8.08 83 20.6 297 0.5 61.6 103 23.3 4.2 

移植 コシヒカリ 8.07 93 19.6 371 7.0 59.9 100 20.8 5.1 

標肥 8.10 81 19.6 311 0.1 62.4 112 21.7 4.6 

移植 朝の光 8.11 77 19.9 344 0.0 55.8 100 21.5 3.8 

標肥 8.12 80 20.5 330 0.5 62.8 108 20.9 4.3 

移植 朝の光 8.11 74 19.8 316 0.8 58.3 100 22.0 3.9 

標肥 8.13 83 19.8 338 0.5 68.4 120 23.9 4.0 

移植 月の光 8.13 79 21.0 321 0.5 57.2 100 22.0 4.1 

標肥 8.16 88 19.8 342 0.9 66.8 111 23.1 3.8 

移植 日本晴 8.15 85 20.1 362 1.0 60.2 100 22.3 3.9 

標肥 8.26 81 21.7 277 0.0 57.6 105 23.4 3.5 

移植 ヒノヒカリ 8.22 88 19.2 359 0.3 54.9 100 20.4 4.0 

晩播 8.25 74 18.1 280 0.3 32.1 89 22.1 5.0 

乾直 あきたこまち 8.31 80 18.0 287 2.2 36.0 100 21.5 3.6 

表1　生産力検定試験結果

(月日) (本/㎡)

関東244号

関東245号

関東246号

関東247号

関東248号

関東249号

関東250号

注)品質は1～9の9段階、倒伏程度は0～9の10段階で評価。

系統名 いもち 葉いもち 穂いもち 白葉枯病 縞葉枯病 穂発芽性 耐冷性 食味

品種名 真性抵抗性 抵抗性 抵抗性 抵抗性 抵抗性

遺伝子

Pia 中 弱 中 R 難 強 上中

中 中 中 − やや難 上中

Pia 中 や弱 Xa3 R 難 − 上中

やや強 や弱 中 S 難 − 上中

やや強 やや強 やや強 S 難 − 上中

強 − 中 R 難 − 上中

− 弱 − − R 中 極強 上中

コシヒカリ ＋ 弱 弱 中 S 難 極強 上中

朝の光 中 やや強 やや強 R やや難 − 中上

月の光 中 やや強 中 R やや難 弱 中上

日本晴 ＋ 中 中 やや強 S 中 弱 中上

ヒノヒカリ やや弱 やや弱 やや弱 S 難 − 上中

表2　特性検定の結果

関東244号

関東245号 Pia,Pii 中-や弱

関東246号

関東247号 Pia,Pii

関東248号 Pik-m

関東249号 Pii

関東250号

Pia,Pii

Pii

Pia,Pii
注)縞葉枯病抵抗性のRは抵抗性、Sは:罹病性である。－はデータなし


