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詳しくは「よみがえれ！科学者魂」（丸善）をお読みください（ダイジェスト版） 

 

第 3 章 「旱魃」に強い種を作る  

 

「一粒の小さい種子が千粒の実を結び、その千粒が百万粒の実を結ぶ。」  

新しい一粒の種子を作ると、その種子はやがて星のように増えて、いろい

ろな地域に拡がり、長期間利用される。本章で述べる、農作物の耐乾性の改良

は、植物育種により、旱魃下でも大きなダメージを受けずに実を結ぶ新品種を

育成する種子開発技術の１つであり、ひとたび改良品種ができれば、それ以降

の人類の世代の食料生産に対して、半永久的な貢献ができる。  

「旱魃」とは、雨が降らないなどの原因で、ある地域に起こる長期間の水

不足の状態をいい、「旱魃」の被害を総じて旱害と呼ぶ。旱は「ひでり」、魃は

「ひでりの神」の意味である。どちらも常用漢字ではないため旱魃を干ばつと

代用表記する場合がある。最近、世界の水資源の脆弱性と食料生産への悪影響

に関する危機意識や、地球温暖化や砂漠化などの関連で、よく耳にする言葉で

ある。｢農業｣分野での「旱魃」は、「無降雨や負の水収支による農作物の生育不

良、収量の減尐、農業生産の著しい低下」を指し、「環境・生態」分野で使われ

る「乾燥地や砂漠の拡大」を指す「砂漠化」とは異なる。この章では、「農業」

分野での「旱魃」と、旱魃に強い種を作ること、つまり作物の耐乾性の遺伝的

改良、というチャレンジングな課題の話をする。「バイテク」のような先端技術

ではなく、案外、従来の育種法を改良していくことが有効であり必要であるこ

とを紹介しよう。日本人の生活と文化に深くかかわり、ゲノムプロジェクトで

有名な、イネの耐乾性の改良を例にとって見てゆこう。  

 

3.1 節 北海道で米ができるようになった  

日本人にとって、もっとも馴染み深い品種改良の成果は、熱帯原産のイネ

が、北海道でも栽培できるようになったこと、またその味もおいしいものに改

良されたことだ。江戸時代の末期には、イネは東北地方の北端まで栽培され、

北海道の道南地方でも局地的には試作されていたが、作柄が不安定で、普及で

きなかった。明治初期に、札幌近郊の広島村（現北広島市）の農業技術者、中
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山久蔵は、灌漑用水を風呂の残り湯で温めて、ノゲ (籾の先端から伸びている針

状の毛 )が赤いイネの栽培試験を重ね、成功に至った (1873 年 )。これをもとに

明治中期になると道央に稲作が普及し、徐々に稲作の北限が上がっていった（図

3.1）。イネの耐冷性の改良の成功は、同じように、韓国、中国東北部でも見る

ことができる。  

しかし、これらの成功に比べると、乾燥ストレスに対するイネの品種改良

は遅々として進まない。後述するように、分子生物学的知見によると、制御さ

れた実験室や温室の中では、低温ストレスと乾燥ストレスの間には、共通のス

トレス応答経路もある。しかし、耐冷性の育種は成功したのに、耐乾性は成功

していない。どうしてなのだろうか。  

 

図 3.1 北海道の稲作開拓の跡（北広島市）．中山久蔵による赤毛稲の見本田． 

 

3.2 節 いろいろな“旱魃”  

根が浅い
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下層土の水分 下層土の水分
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図 3.2 深根性と耐乾性の関係．  
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図 3.3 旱魃下のイネ．葉が巻

き、葉先が枯れつつある．  

 

 

 

図 3.4 白穂  

3.3 節 耐乾性の改良  

  旱魃のような環境ストレスに遭遇すると、作物生産は低下する。バイオテ

クノロジーにより、不良環境下でも、生産の低下程度が尐ない、耐乾性の高い

品種ができるかもしれないという期待が、研究開発に関係している学会や、一

部の市民の間でも、大きくなりつつある。しかし、尐し醒めた目で見ると、科

学技術のある分野の歴史が短いほど、その分野によってなしうる技術革新が大

きいと過大に見積もられ、時には誇大宣伝される傾向があるものだ。先端技術

としてのバイオテクノロジーの歴史は、まだ半世紀にも満たない。一方、作物

栽培学では、品種自体の研究だけでなく、品種が使われる栽培環境の現場を理

解しようとするので、耐乾性の改良に関して、農業現場での効果や有効性をよ

りバランスよく評価できる。研究室で発案される先端技術に対して、よい意味

で現実的なのである。  

環境ストレスの場合、遺伝環境交互作用と遺伝効果の大きさを見積もる必

要がある。遺伝環境交互作用とは、複数の品種の特性の違いが、環境によって

変化することで、例えば、ポットで栽培した場合は、品種 A の方が品種 B より

も収量が高かったが、圃場では、順番が反対になった、という場合、遺伝環境

交互作用があった、という。このような場合、どちらを選抜すればよいか、判

ストレスなし

弱い乾燥ストレス

非常に強い乾燥ストレス

強い乾燥ストレス
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断ができない。そこで、どのような環境の特性に対して、どのような形質が発

現して、交互作用が大きくなっているのかを調べて、遺伝環境交互作用のうち、

遺伝的改良が可能な部分を、増やさなければならない。  

また、最終的なゴールである収量の高低によって選抜するのか、それとも、

ストレス環境への適応に関する種々の形質（例 根の深さ、乾燥下での葉の温

度、水ポテンシャル）を選抜する方が賢明なのか、という判断も必要になる。  

この節では、先端技術であるバイオテクノロジーによるストレス耐性品種

の育成方法の中から、最近の話題の分子マーカー選抜育種と、遺伝子組み換え

育種について、その問題点を含めて説明する。その後で、現場のフィールドか

ら発想する作物栽培学的視点と、従来の育種法を堅実に改良することが大切で

あることを説明しよう。  

 

3.3.1 項 分子マーカー選抜育種  

DNA 多型という現象がある。同じ生物種の中に、品種間や個体間により、

DNA の塩基配列の繰り返し数が異なる箇所が多くあることをいう。多型の配列

は、個体の特定や親子関係の目印となるので、DNA マーカーとか分子マーカー

と 呼 ば れ て お り 、 １ か ら 数 塩 基 の 一 塩 基 多 型 （ Single Nucleotide 

Polymorphism ； SNP ） や 制 限 断片 長 多 型 （ Restriction Fragment Length 

Polymorphism；RFLP）、数塩基単位の繰り返しのマイクロサテライトなど、

様々な種類がある。犯罪捜査や親子鑑定に使われている DNA 鑑定は、DNA の

多型部位を検査して個人識別をする。分子マーカーは、その染色体上での位置

や、繰り返し数によって、個体や品種間の遺伝的な差異（例えば、根が深く伸

びるか浅いか）を直接支配している場合もあれば、これらの遺伝子の非常に近

くに位置しているだけの場合もある。数多くの DNA マーカーが全染色体上に

まんべんなく位置づけられていると、量的形質（根の深さ、収量、タンパク質

含量など、生理的あるいは農業的に重要な形質はほとんどが量的形質である）

を制御している遺伝子座の場所や遺伝子作用を推定することが可能になる。こ

れを QTL 解析（Quantitative trait loci analysis）という。  
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目的とする量的形質の遺伝子座の染色体上の位置が DNA マーカーによっ

て判明すると、その遺伝子座でその形質を望ましい方に発現する遺伝子型を選

抜すればよい。これをマーカー選抜という。これまでは、遺伝子型が姿や形（形

質という）として現れたもの（表現型という）の違いを見て、プロの育種家が、

より良い個体を選抜していた。マーカー選抜では、DNA 多型情報のうち、注目

している鍵となる形質と関係しているものを調べて、該当する個体を選抜する。

マーカー選抜の利点は、表現型を測定しにくい形質でも、幼植物の段階から選

抜でき、優性遺伝子のヘテロ個体（2 つの対立遺伝子の種類が異なる個体）を

判定できる点である。例として、根の伸長を通して、乾燥逃避性に大きく関わ

ってくる、根の深さを選抜することを考えて見よう。数千という単位の個体や

系統を含む育種集団について、根の深さを１つ１つ掘り出して比較するのは大

変である。もしも、根の深さを決めている量的遺伝子座の位置がマーカーによ

って分かっていれば（影響力が大き目の有望な遺伝子座が３個あるとしよう）、

幼植物から DNA を抽出して、その有望な３つの遺伝子座とリンクしているマ

ーカーごとの遺伝子型を調べて、最も根を深くする遺伝子型の組み合わせを選

抜できる。特に、戻し交雑と DNA マーカー選抜を組み合わせることにより、

効率的に望ましい形質を持つ同質遺伝子系統を育成できる。戻し交雑とは、品

質も良くストレスがない環境では多収になる農業上有用な親品種 1 に、根が深

く耐乾性を改良する見込みの高い親品種 2 を交配した子供（雑種一代、あるい

は F1 と呼ばれる）を、もう一度親品種 1 に交配することを指す。戻し交雑に

よって、根の深いという特性だけを、もともとそれ以外は優れている親品種 1

に付加し、旱魃下でもよく育つ新有用品種を育成できる。同質遺伝子系統とは、

目的遺伝子座のみに、親品種 2 の深根性遺伝子が導入されるが、染色体のほか

の領域は親品種 1 と同じである系統のことを指す。  

  QTL 解析を行うためには、多型が多く検出できる両親（この節ではイネの

親品種）を交配して、その孫、あるいは昆孫（こんそん；孫の孫の孫）の世代

の個体からなる集団（通常 100 個体以上）をつくり、DNA マーカーの染色体

上の位置を決める（マッピング）。この集団（マッピング集団）について、目的
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形質を決めて測定し、QTL 解析を行い、形質の遺伝子座を明らかにして、その

情報を元にマーカー選抜を行う。ただし、マッピング集団を育成するためには、

旱魃下でも優れた生育をしそうな素材を見つけ、耐乾性を改良しうる目的形質

を明らかにしておく必要がある。また、多型が出やすい両親は、しばしば遺伝

的に隔たりが大きく、そこで同定された遺伝子座が、ほかの集団でも同じよう

な遺伝的効果を持つかどうかは分からない。また、QTL 解析の精度が重要にな

るわけだが、その際最も大きな誤差の原因となるのが、表現型の測定である。

QTL 解析は、実験労力の制約のため、100 個体くらいの集団で行われることが

多いが、より信頼できる推定のためには 300 個体以上必要であるとも言われて

いる。300 個体について、根の深さを測定するのには、時間もかかるし、実験

誤差も入りやすく、熟練者による周到な実験計画が必要になる (図 3.5)。マーカ

ー選抜は、今後の研究により、従来の育種法の効果を補完的に上げていくこと

が期待されているが、このように、まだ改良されるべき点が多くあり、実際の

品種開発に用いられたケースは尐ない。  

 

図 3.5 QTL 解析での深根性の表現型の測定．  

 

3.3.2 項 遺伝子組み換え育種  
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乾燥ストレス

シグナル受容

細胞内シグナル伝達

遺伝子発現

耐性タンパク合成

ストレス耐性の獲得

乾燥ストレス
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細胞内シグナル伝達

遺伝子発現

耐性タンパク合成

ストレス耐性の獲得  

図 3.6 植物の細胞・分子レベルでの乾燥ストレスに対する応答．寺島編 (2001)

より改変．  

 

3.3.3 項 ローテク育種改良のすすめ  

山形の篤農家、阿部亀次は、1893 年、水口付近でも倒伏せずに実りをつけ

た 3 本の稲穂を選抜し、冷夏にも実る品種を育成した。これが後に「亀の尾」

となる品種である。テレビドラマ「夏子の酒」のモデルでもある。現在のコシ

ヒカリやササニシキも「亀の尾」をさらに改良して育成された。近代育種が定

着してからは、水田に冷水を掛け流す方法が耐冷性の検定として導入され、低

温苗立ち検定、穂ばらみ期耐冷性、開花期耐冷性の研究も進められ、圃場での

低温耐性の検定による選抜の末、現在では、日本のイネの北限は旭川からさら

に 200km 近く北上した遠別町まで進んだ。  

  耐乾性の育種の場合も、単純化された小さい系ではない、本当の乾燥スト

レス下でイネを栽培し、良い生育をするものを選抜していくこと（スクリーニ

ングという）は、有力な方法である。意図した時期に乾燥がかかるように、雨

が降っても圃場にかからないようにできると都合がよい。レインアウトシェル

ターという遮降雨装置（図 3.7）や、雨除けハウスを使うのは 1 つの方法であ

るが、育種する集団が大きくなると、大型の装置やハウスを作らなくてはなら

ず費用がかかる。熱帯モンスーンや熱帯半乾燥地（熱帯モンスーンよりは長い

乾季のある熱帯）では、雨季と乾季が明瞭に分かれているので、乾季の間に、



8 

 

意図した生育ステージに乾燥ストレスをかけることができる。ただし、乾季と

雨季では感光性の強い品種では出穂までの期間が変わり、遺伝季節交互作用が

生じるので、乾季のスクリーニングの結果にはある程度の留保が必要だ。雨季

に乾燥ストレスをかけてスクリーニングすることも可能である。旱魃がかかり

やすい水田、例えば、微地形上で高い位置にあり、湛水しにくい、つまり乾き

やすい水田を使ったり、旱魃をかけたいと思う時期の前に、水田のあぜを崩し

て落水（水田の水を水路等に排出すること）させたりして、効果的に旱魃をか

けられる。ただし、圃場でのスクリーニングでは、予定していた時期に雨が降

ってしまう確率をゼロにすることはできない。雨季の作付け開始を通常よりも

遅らせて、イネが雨季の終期・乾季の初期に開花するように操作することがで

きるが、それによって、開花期や登熟期に旱魃をかけることもできる。雨季の

終期には、たいてい雨量が減尐し乾燥が始まるので、より高い確率で乾燥スト

レスをかけることが期待できる。  

 

 

 

 

 

 

図 3.7 レインアウトシェルター．雨天時に可動式の屋根が作物群落を覆う．  

 

  日本の水稲栽培の歴史は、耐乾性の改良ではなく、灌漑化によって水の安

定供給を確立してきた。一方、畑での陸稲栽培は旱魃との戦いであったが、日

本全体としては、陸稲を基幹にした高度な畑作の構築という方向ではなく、水

田での灌漑農業の構築を中心にしたため、陸稲の耐乾性改良も、限られた成果

にとどまった。また、日本には、熱帯モンスーン地域とは異なり乾季がない。

そこで筆者らは、茨城県農業総合センター生物工学研究所で発案された検定床

を改良して、雨の多い日本の湿潤な気象条件でも、すぐに水がはけ、乾燥をか
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けられる上げ床（ raised bed）検定圃場を造成した（図 3.8）。地表から高さが

30cm の花壇状のもので、まず地表から 5cm ほど玉砂利を敷いてその上に 25cm

ほどの土を盛り平らにし、側面は木枠とコンクリートで囲んだ。玉砂利がある

ため、毛細管現象による下層から土壌表層に向かう水分移動が、妨げられ、そ

の一方で下方への排水は速やかであり、盛り土をした部分の土壌が乾きやすい。

この圃場では、根の長さが 30cm 以上伸び、玉砂利層を突き抜けて、もともと

の地表よりも下方に伸びていった場合は、地表下のより湿った土から吸水して、

イネは乾燥ストレスから逃避することができる。しかし、根が 30cm まで伸び

ることのない品種や系統では、盛り土部分の水分低下により、乾燥ストレスを

より強く受けてしまう。つまり、この上げ床式スクリーニングシステムでは、

日本のように雨により乾燥が中断されやすい湿潤気候でも、植物体をより強い

乾燥に遭遇させ、深根性の遺伝子型を表現型によってスクリーニングすること

ができるのである。ちなみに、この上げ床式スクリーニングシステムは、筆者

の所属する大学の技術職員により非常に安価な予算で作ることができた。  

浅根品種 深根品種

耐乾性スクリーニング上げ床システム 深土

玉砂利 (5 cm)

4m

表土 (25 cm)

浅根品種 深根品種

耐乾性スクリーニング上げ床システム 深土

玉砂利 (5 cm)

4m

表土 (25 cm)

 

図 3.8 イネの耐乾性スクリーニングのための上げ床システム．表土に乾燥が

かかりやすく、浅根品種（ダメージ大）と深根品種（ダメージ小）の差を増大

して検出できる。   

3.4 節 旱魃と農家  
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3.5 節   “旱魃”を数える  

  環境ストレスに対する育種では、ほかの形質に関する育種と異なり、遺伝

環境交互作用の解明が重要である。遺伝環境交互作用は、年次間差によるもの、

季節間差によるもの、試験場所の違いによるもの、水ストレスパターンの違い

によるもの、土壌の違いによるものなど、に分けられる。旱魃環境を良く知る

ことが重要である。  

旱魃に遭遇するとイネはどうなるのか、簡単な実験をして見よう。バケツ

稲を育てて見よう。バケツ稲の育て方は JA 全中（全国農業協同組合中央会）

のホームページ（www.ja-group.or.jp/baketsuine/index.html）から、「そだて

る、たべる」を参照されたい。バケツを 4 つ用意して、1 つは上記のホームペ

ージにあるように水を良くやる普通の育て方、他の 3 つでは、異なる生育段階

に乾燥をかけてみよう（図 3.9）。  

 

・バケツ A・・・通常のバケツ稲栽培法による（いつも水がたまっている）  

・バケツ B・・・移植後、新しい葉が 2～3 枚出たら、水やりを 3 週間止めて

土を乾かし、イネに乾燥ストレスをかけてみよう。  

・バケツ C・・・移植後、新しい葉が 7～9 枚出たら、水やりを 3 週間止めて

土を乾かし、イネに乾燥ストレスをかけてみよう（ただし 3 週間経たなくても、

土が白く見えるほど乾いて、稲の葉が半分以上焼けたように枯れ始めたら、水

やりを再開しよう）。  

・バケツ D・・・穂が出始めたら、3 本の穂にマークをつけ、それぞれドライ

ヤーで 1 分、5 分、30 分間、温風を当てて見よう。  

 

稲が完熟したら、４つのバケツ稲の収量を数えよう。  

①穂の数を数える。  [穂数 ] 

②籾を手で脱穀する。  

③籾の数を数える。①の [穂数 ]で割ると、一穂当たり平均籾数が分かる。 [一

穂籾数 ] 
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④籾のうち、中に米が全くあるいは半分くらいしか入っていない不稔籾を選び

出して数える。稔実籾の数は、③のすべての籾数との引き算で求める。すべて

の籾数のうち何％が稔実籾であるかを計算する。 [登熟歩合 ]（とうじゅくぶあ

い）  

⑤稔実籾の重さを量る。 [収量 ](稔実籾の重さのこと ) 

⑥稔実籾の重さを④の稔実籾の数で割って千倍する。  [稔実籾千粒重 ] 

 

[収量 ]＝ [穂数 ]＊ [一穂籾数 ]＊ [登熟歩合 ]/100＊ [稔実籾千粒重 ]/1000 

 

バケツA（いつも水をやる）

バケツB（田植えの後2枚出葉後、3
週間水をやらず乾燥させる）

D D

C C

B B B

A A A A

D

C

B

A

C

？

？

？

3～4葉の苗を
移植する（5
月中旬）

移植後2～3枚
出葉(6月初旬)

3週間無灌水 再灌水

移植後7～9枚
出葉(7月上中旬)

3週間無灌水 再灌水

出穂開始
(8月初～中旬)

5分

30分 1分

バケツC（田植えの後7枚出葉後、
3週間水をやらず乾燥させる）

バケツD（出穂時にドライヤーで1分、
5分、30分穂に乾燥空気を当てる）

 

図 3.9 対象区（バケツ A）と 3 つの乾燥処理（バケツ B～D）。  

 

乾燥処理によって、収量は減っただろうか？その時に、穂数、一穂籾数、

登熟歩合、稔実籾千粒重のうち、どの要素が減ったのだろうか？乾燥ストレス
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が強かった時期と、それぞれの要素の減尐は、対応関係がある場合が多い。未

知の国のイネの生産地で収量構成要素を調べるだけで、どのような旱魃やスト

レスがあったのか推定することができる。  
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