
 

［成果情報名］栽培イチゴの四季成り性に連鎖する DNA マーカー 

［要約］SSR マーカーFxaACA02I08C は、イチゴ品種「サマーベリー」、「エバーベリー」、

「Hecker」の四季成り性遺伝子座と連鎖し、四季成り性個体の選抜に利用可能である。 
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［背景・ねらい］ 

四季成り性イチゴは、一季成り性イチゴに比べ収穫時期の拡大が可能であるが、品種改

良の歴史が浅く、さらなる品質向上が必要である。四季成り性イチゴの育種においては、

まず四季成り性個体を選別する必要があるが、四季成り性の判別には長期間の開花調査を

必要とする。また、栽培イチゴは８倍体であるため DNA マーカーの開発も遅れており、こ

れまでに開発された四季成り性選抜 DNA マーカーは選抜効率に問題がある。そこで、四季

成り性遺伝子座と密接に連鎖し、効率的な選抜を可能とする DNA マーカーを開発する。  

［成果の内容・特徴］ 

１．開発した SSR マーカーFxaACA02I08C の 151bp の増幅断片（図１）は、四季成り性品

種「サマーベリー」、「エバーベリー」、「Hecker」の四季成り性遺伝子座（Evb）と密

接（1.1～1.5cM）に連鎖しており（図２）、四季成り性個体の選抜指標として利用でき

る。既報の四季成り性マーカーChFaM011（Castro P. et al. 2015）は Evb から 6.5～8.5cM

の範囲に座乗することから、本マーカーの選抜効率はより高い。  

２．上記３品種において、マーカーFxaACA02I08C の 151bp の増幅断片は、179bp の増幅断

片と対立関係にある。これらの増幅断片に基づく遺伝子型と表現型の分離比は、栽培イ

チゴの四季成り性が単一の優性遺伝子に支配されることを示す（表１）。これらの増幅

断片を指標として四季成り性遺伝子型（ホモ型およびヘテロ型）を判別可能である。  

３．マーカーFxaACA02I08C について、一季成り性品種・系統のなかにも 151bp の増幅断

片を持つものが存在する（表２）。これらの増幅断片は、サイズは同じであるが四季成

り性とは連鎖していない。  

［成果の活用面・留意点］ 

１．本マーカーを用いて、上記四季成り性３品種と一季成り性品種との交雑次代の季性を

判定する場合、以下の３つに類型化できる。（１）交配相手の一季成り性品種が 151bp

の増幅断片を持たない場合（表２、「おおきみ」等）：交雑後代のうち 151bp の断片を

持つ個体が四季成り性である。（２）151bp の断片を持つが 179bp の断片を持たない場

合（表２、「あまおとめ」等）：上記四季成り性品種において 151bp の断片と対立関係

にある 179bp の断片を指標として選抜が可能であり、179bp の断片を持つ後代が一季成

り、持たない後代が四季成りである。（３）151bp、179bp 両方の断片を持つ場合（表２、

「章姫」等）：151bp の断片を持つが 179bp の断片は持たない後代は四季成り、逆に 151bp

の断片は持たないが 179bp の断片を持つ後代は一季成りと判定できるが、151bp と 179bp

の両方を持つ個体については、マーカー遺伝子型から季性を判別できない。  

２．本マーカーを「サマーベリー」、「エバーベリー」、「Hecker」以外の四季成り性品

種・系統に用いる場合には、四季成り性との連鎖関係や増幅断片の対立関係など、マー

カーの有効性を明らかにする必要がある。  

３．多型の検出にはシークエンサーを必要とする。  

４．発表論文に記載した以外の実験条件（PCR 法や蛍光標識法、プライマーへの付加配列

の有無、用いる機器の種類等）によっては、増幅断片長が変わりうる。  
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増幅断片の有無 品種・系統数 品種・系統（抜粋）

151bp無 24 おおきみ、おぜあかりん、カレンベリー、さがほのか、豊雪姫、濃姫、福羽、紅ほっぺ、Pajaro

151bp有、179bp無 11 あまおとめ、かおり野、けんたろう、とちおとめ、とよのか、女峰、ベルルージュ、芳玉、やよいひめ

151bp有、179bp有 20 章姫、おとめ心、北の輝、こいのか、さちのか、宝交早生、もういっこ、盛岡16号、麗紅、Elsanta

［具体的データ］ 
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図１ マーカーFxaACA02I08C の増幅断片長多型  
各 ピーク上 の数 値 は増 幅 断 片 長 （ bp ）を示 す。 151bp
の増 幅 断 片 が四 季 成 り性 と連 鎖 している。  

四季成り 一季成り

151-151 30 30 0

151-179 72 71 1

179-179 44 2 42

合計 146 103 43

季性
個体数遺伝子型

表１ 「エバーベリー」×「Hecker」の F1 集団におけるマ

ーカーFxaACA02I08C の遺伝子型と季性の対応  

組換え型個体を除くと、遺伝子型が 151-151 の個体は四季

成り性遺伝子をホモで持つ個体、151-179 の個体はヘテロ

で持つ個体、179-179 の個体は一季成り性個体である。遺

伝子型の分離比は 1：2：1 に、季性の分離比は 3：1 に適合

する。 

図２ 栽培イチゴの四季成り性と連鎖した SSR マーカー 
「さがほのか」×「サマーベリー」の F1 世代 94 個体、「さがほのか」×
「エバーベリー」（137 個体）、「Hecker」×「さがほのか」（177 個体）

で作成した地図。四季成り性を Evb で示した。マーカー名の“_”後

の数字は増幅断片長（bp）を示す。また、“r”で始まるマーカーは

四季成り性と相反連鎖していることを表す。四季成り性の判定は、

夏～秋の自然日長下、または 24h 日長下における開花の有無に

基づいて行った。 

表２ 一季成り性品種・系統におけるマーカーFxaACA02I08C の 151bp および 179bp の増幅断片の有無


