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イネ雄性不稔細胞質および稔性回復遺伝子の分類・同定
第１報野生稲由来のＲＴ６１系統の雄性不稔細胞質および稔性回復遺伝子の同定
本村恵二・東恩納智・石嶺行男・村山盛一
琉球大学艇学部903-0ｌ沖縄県西原町
要約野生稲由来のＲＴ６１系統（総称）および栽培稲由来のＢＴ系統（総称）はいずれも台中６５号の同質遺伝子系統であり，とも
に雄性不稔細胞質(mTs)と一対の稔性回復遺伝子(R/:Ｚｎとの相互作用によって雄性不稔性またはその稔性回復性を示し，花粉稔性は配
偶体支配である．両系統の細胞質および稔性回復適伝子の異同を調べるためにそれぞれの細胞質雄性不稔系統（RT61AおよびBTA，
逝伝子型(c？?2S)Z/と、および稔性回復系統（RT61CおよびBTC,遺伝子型(Cms)RfR/）と台中６５号(")ぴげを用いて交雑実験を行った．
RT61A/BTCおよびBTA/RT61CのＦ１はいずれも全個体が花粉半稔・種子正常稔となり，両系統に細胞質差はみられなかった．ＲＴ
６１ｑＢＴＣおよびBTqRT61CのＦ,稔性はともに全個体が花粉完稔・種子高稔となった．したがって，ここでも細胞質差は見られず，
また不稔花粉が生じてないことから，両系統のもつ稔性回復遺伝子は同座かもしくは強い連鎖であると考えられた．RT61A/BTCおよ
びBTA1RT61Cの両Ｆ１に台中６５号を花粉親として交雑すると，母本となったＦ１の交雑方向に関係なく花粉半稔・種子高稔個体と花
粉完全不稔・種子完全不稔個体が１:１に分離した．このことは，それぞれの稔性回復遺伝子が相手細胞質のもとで正常に働いて胚のう
を通して正しく伝達されていることを示している．RT61qBTCおよびBTClRT61CのＦ,に台中６５号を花粉親として交雑した三系

交雑Ｆｌはいずれの場合も，全個体が花粉半稔・種子高稔個体となり，不稔個体を生じなかった．これは両系統の稔性回復遺伝子が同座
である場合の分離に適合していた．
以上の結果から,両系統の細胞質は同一タイプであり，また稔性回復適伝子は同一作用を示す同座の遺伝子であると結論づけられた．
キーワード栽培稲，細胞質雄性不稔，稔性回復遺伝子，野生稲,雄性不稔細胞質

ClassincationofmalesterilecytoplasmsandfertilityrestoringgenesinriceLIdentificationofmalesterile
cytoplaslnandfertilityrestoringgeneofRT611ineforBTIineKeijiMoToMuRA,SatoshiHIGAsHIoNNA,Yukio
IsHIMINE,SeiichiMuRAYAMACo"ｇｇＦｑ/Ag77czJ！、”,Ｕ)zjUe7sjbﾉ〃theRy皿lay江s,Ｓｅ"bα、,/WS/ziﾉZαね,Ｏﾉｾi"αⅨ）[z,９０３
－０１ノヒZpcz〃
AbstractRT611ine(derivedfromO?ﾂﾞｮﾛ、/5Pogo")ａｎｄＢＴｌｉｎｅ(derivedfrom０．ｍ灯りα)whichareisogeniclinesofTaichung
65indicatedsimiIaTinheritanceofmalesterility．ＩnordertodeterminewhetherthecytoplasmsandfertiIityrestoringgenesof
thesetwolinesareidentical,thefollowingcrossingexperimentswerecarriedout・
Inthecrossofthemalesterileline/restoreralltheFlprogeniesproducedfertilepolleninhalfofthecaseswhileseedfertility
wasnormalregardIessofthekindofpateTnal(ormaternal)lines・Inthereciprocalcrossesofrestore"restorersincealltheFI
plantsproducedcompletefertilepoUenandseedswithfertility，therewasnodifferenceinthecytoplasmsandthefertiIiy
restoringgenesbetweenthetwolines・
However,sinceitwasdifficulttodeterminewhethertherestoringgeneswerepresentatthesameIocusorwerecloselylmked，
threewaycToseswereconducted，
First,Flsofthemalesterile1ine/restorerwerecrossedwithTaichung651ntheoffspringsthereweTepIantswithcomplete

sterilepollenandsterileseedsandplantswithfertilepolleninhalfofthecasesandｆｅｒｔｉｌｅｓｅｅｄｓｉｎａｒａｔｉｏｏｆｌｔｏｌ・Itwas
thereforeconfirmedthatthefertilityresormggenesweretransmittednormaUyinothercytoplasms，
ThereaftertheFlsofrestorer/restorerwerepollinatedwithTaichung６５．Assumingthatthefertilityrestoringgenesofthese
lineswerelinkedandpresentatadifferentlocus0segregationofmalesteriIeplantswouldbeexpected．However0theresuIts
indicatedthatalltheF1progeniesformednormalpoUenandseeds，Therefore,thefertilityrestoringgenesoftheselineswere
consideredtodisplaythesamefunctionforfertilityanｄｔｏｂｅａｔｔｈｅｓａｍｅｌｏｃｕｓ・
TheaboveresultssugestedthatthemalesterilecytoplasmsoftheRTliｎｅａｎｄＢＴｌｉｎｅｂｅＩｏｎｇｅｄｔｏｔｈｅｓａｍｅｔｙpefOrfertility
restoration,andthenuclearfertilityrestoringgeneswerepresentatthesameIocuｓｗｉｔｈｔｈｅｓａｍｅｆｕｎｃｔｉｏｎ

ＫｅｙｗｏｒｄｓＣｙtoplasmicmalesterility,Fertilityrestoringgene,Malesterilecytoplasm,Orymszzti“,Ｏ躯己、/iPOgmz．

緒言

BEcKETTが３０の細胞質雄性不稔系統にいくつかの自殖
系を戻し交雑して核置換し，その稔性から雄性不稔細胞

細胞質雄性不稔性は雑種強勢育種など実用面にも利用

質をＴ型，Ｓ型,Ｃ型の３つに分類した')．また，ナタネ

される重要な形質であるため，いろいろな作物で発見の

品種・系統は大別して雄性不稔細胞質をもつＳ群品種

努力が行われるとともに，その分類についてもいろいろ

と正常細胞質をもつＮ群品種に大別されるが，稔性回

な手法を用いて行われてきた．トウモロコシにおいては

復遺伝子の数や働きに応じて更にそれぞれいくつかの小

1991年１０月１７日受理

群に分類され‘05)，テンサイの細胞質雄性不稔性は花粉お
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よび満の形態異常により，４つの型に分類されている2)．

性は花粉自身のもつ稔性回復遺伝子の優性，劣性により

イネにおいて新城らは由来の異なる９つの稔性回復

決定される．なお，ここでは(cms)や〃およびがを系

系統間の総当たり交雑実験，およびこれら稔性回復系統

統固有の細胞質および遺伝子としてでな<を一般的呼称

とそれぞれ対をなす９つの細胞質雄性不稔系統（核内の

として用いた．

稔性回復遺伝子を優性でもつか，あるいは劣性でもつか

これらの４系統に正常細胞質および劣性遺伝子がを

によって稔性回復系統または細胞質雄性不稔系統とな

もつ台中６５号を加え，以下に示した交雑実験を行ない，

る）にこれら稔件回復系統を総当たり交雑した実験で雄

花粉および種子稔性を調査した．そして，いろいろな場

性不稔細胞質を４タイプに，稔性回復遺伝子を３タイプ

合における稔性分離の予想モデルを作成し（結果で示

にそれぞれ分類した８９１．しかしながら，イネの場合，こ

す)，これに基づいて細胞質および稔性回復遺伝子の分

れまでに発見された雄性不稔細胞質および稔性回復遺伝

類・同定を行った．

子のうちのごく一部しか同定されておらず，未分類・未

１．細胞質雄性不稔系統/稔性回復系統

同定のものについてもこれを急いで行う必要があろう．

ＢＴＡ/ＲＴ６１０ＲＴ６１Ａ/BTC

最近育成されたＲＴ６１系統（これには稔性回復系統

２．稔性回復系統/稔性回復系統

RT61Cおよび細胞質雄性不稔系統RT61Aの２系統が

BTC/RT61C,RT61qBTC

あるが，ここでは２つをまとめてこのように呼ぶ）は野

a細胞質雄性不稔系統/稔性回復系統〃台中６５号

生稲Ｏ７１ｙｍｍ/ipQgmzの－系統，Ｋ６１に台中６５号を連

BTA/RT61Cl/台中６５号，RT61A/BTCﾉﾉ台中６５号

続戻し交雑して得られた同質遺伝子系統であり，細胞質

４性回復系統/稔性回復系統//台中６５号

と一座の稔性回復遺伝子との相互作用により稔性が決定

BTC/RT61Cl/台中６５号，RT61C1BTC//台中６５号

され，また花粉の退化は四分子離散後発現する配偶体支

交雑にあたって除雄は４３°Ｃ,６分間の温湯浸漬で行っ

配の遺伝であった3)．これは既に報告されているインド

た．花粉稔性の調査は翌日開花予定の穎花を７５％アル

在来種，ChinsurahBorollの細胞質および一座の稔性

コールで固定後，ヨード・ヨードカリ液で染色し，検鏡

回復遺伝子を台中６５号に導入したＢＴ系統6１（RT61系

して正常花粉歩合を算出した．種子稔性はｌ株あたり３

統同様，稔性回復系統ＢＴＣおよび細胞質雄性不稔系統

穂を取り，全粒数に対する稔実粒数の歩合を算出した．

BTAの２系統があり，これらをまとめてＢＴ系統と呼
ぶ）と全く同様な遺伝を示した．したがって，これらＲＴ

結果

６１系統およびＢＴ系統の細胞質および稔性回復遺伝子

ＲＴ６１系統およびＢＴ系統はいずれも台中６５号を８

は同一である可能性もある．これらの異同性について調

回以上戻交雑して育成されており，細胞質または稔性回

べることは雄性不稔細胞質および稔性回復遺伝子を分

復遺伝子以外は台中６５号とほとんど類似した遺伝子構

類〆整理して実用に供するのみならず，野生稲から栽培

成であると考えられる．したがって，台中６５号を含め

稲への分化を考える上でも興味ある問題である．ここ

これら系統間の交雑で生じた不稔性は細胞質および稔性

に，交雑による両系統の同定実験の結果を報告する

回復遺伝子の差のみによる不稔性であると考えられ，い

材料および方法

わゆる雑種不稔などの不稔性は排除されているものと見
なしてよいと考えられる．このような同質遺伝子系統の

RT61C系統は０．ｍ/fPogmzの－系統，Ｋ６１由来の雄

もとにおいて，細胞質雄性不稔性およびその稔性回復性

性不稔細胞質(cms)および稔性回復遺伝子Ｒ／をホモに

が１対の稔性回復遺伝子(R/もr/）によって支配され，し

もっており，花粉稔性，種子稔性ともに正常な稔性回復

かも配偶体型遺伝を示す場合，雄性不稔細胞質のもとに

系統である．またRT61A系統は雄性不稔細胞質と町

おける優性の町遺伝子１個の花粉稔性回復力は全く稔

の対立遺伝子が(稔性回復力がない）をホモにもつ花粉

性回復効果を示さない０％稔性から十分に稔性回復効

稔性，種子稔性ともに完全不稔を示す細胞質雄性不稔系

果をもつ５０％稔性までの間の値を示す．また種子稔性

統である．同様に，ＢＴＣ系統はChinsrahBoroll由来

はその回復力に応じてＯ～100％までいろいろな値をと

の雄性不稔細胞質(”s)および稔性回復遺伝子Ｒ／をホ

る．したがって，由来の異なる同質遺伝子系統間で細胞

モにもっており，花粉稔性，種子稔性ともに正常な稔性

質雄性不稔系統に稔性回復系統を交雑したＦ１は表１の

回復系統であり，ＢＴＡ系統は雄性不稔細胞質と対立遺

上段のようになる．また，稔性回復系統同士の交雑Ｆ１で

伝子がをホモにもつ花粉稔性，種子稔性ともに完全不

は同座遺伝子の場合は100％の花粉稔性を示すが,独立

稔を示す細胞質雄性不稔系統である．上で述べたように

の場合は７５％，連鎖の場合はその強さに応じて７５～

ＲＴ６１系統もＢＴ系統も配偶体型遺伝を示し，花粉の稔

100％を示す．種子稔性はいずれの場合も正常となる
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TablelModelforidentificationofmalesterilecytoplasmsandfertilityrestoringgenesbasedon
pollenandseedfertilityofoffspringsinthecrossesamongisogeniclinesofＴａｉｃｈｕｎｇ６５
Samelocus
Cross‐

Effectof

combination

restoration

Malesterileline／
restorer

Differentlocus

Linkage

lndependent
Pollen

Seed

Pollen

Seed

Pollen

Seed

fertility

fertility

fertility

fertility

feTtility

fertility

５０％

ｃｏｍ･ｒｅｓｚ

ｐａｒｒｅｓｙ

ｌＯＯ

O～５０

Ｏ～ｌＯＯ

５０

０～５０

１００

５０

１００

０～lＯＯ

０～５０

０～１００

１００

ｌＯＯ

７５

ｌＯＯ

７５～１００

ｌ００

par､ｒｅｓ

５０～1００

ｌＯＯ

５０～７５

１００

５０～1００

ｍＯ

Malesterileline／
restorer"T65x

ｃｏｍ･ｒｅｓ

Ｏａｎｄ５０

ＯａｎｄｌＯＯ

Ｏａｎｄ５０

ＯａｎｄｌＯＯ

Ｏａｎｄ５０

ＯａｎｄｌＯＯ

ｕ：１)ｗ

ｕ：ｌ）

（ｌ：１）

ｕ：１）

ｕ：１）

ｕ：１）

Restorer/
restorer//Ｔ6５

ＣＣＩｎ．ｒｅｓ

５０

１００

0,50,ａｎｄ

100

(nosegre
gation）

0,50,ａｎｄ
７５（１：
２:ｌ）

１００

(nosegre
gation）

(nosegre
gation）

７５(vary‐
ｉｎｇｒate）

(nosegre
gation）

Restoren
restorer

ｃｏｍ･res

エcomresindicatescompleterestoration．

ｙpar・resindicatespartialrestoration、
xT65indicatesTaichung65
w（）indicatesratioofsegregation

Table2PollenandseedfertilityofF1offspringsinthecrossesbetweenmalesterilelineandrestorer
Cross‐

Cross

combination

nｕｍｂｅｒ

Pollen(P）
See。（S）

Pollenandseedfertility(％）

ＮＯｏｆ

4０５０６０７０８０９０１００

ｐｌａｎｔｓ

①Ｐ３４６３５２
ｓ２３２１５３

ＢＴＡ/ＲＴ６１Ｃｚ

②Ｐｌ５１２５４
Ｓ２３０１６４

③Ｐ５６５６
ｓ２１２８７

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－＝＝－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

①Ｐ２５１１５３
ｓ３３０１２８

ＲＴ６１Ａ/BTＣ

②Ｐ５２２５４
Ｓ１２２１２１

③Ｐ７５４１４６２
ｓ３１８１９２０

ｚＡａｎｄＣＩｉｎｅｓａｒｅｔｈｅｍａｌｅｓｔｅｒｉｌｅｌｉneandrestorer,respectively．

(表１，２段目)．しかし，同座か連鎖かをさらにはっきり

号を交雑し，稔性分離の調査を行っておくことも必要で

区別するためには，稔性回復系統同士のＦ，に稔性回復

ある．この場合の花粉稔性は同座,独立，連鎖を問わず，

遺伝子をもたない台中６５号を交雑し稔性分離を調べる

花粉稔性は０％と５０％が１:１に分離し，種子稔性は

必要がある．同座の場合はすべての三系交雑Ｆ,の花粉

0％と正常稔性個体がｌ:ｌに分離する（表１，３段目)．

稔性は５０％となり，独立および連鎖の場合は０，５０，

交雑結果を以下に検討する．

７０％の３つの稔性が出現するが，その出現率は異なる．

表２において，BTA/RT61Cの花粉稔性は４０～60％

種子稔性は同座，独立，連鎖にかかわらず正常稔性を示

(ほとんど５０％）の半稔性を示し，また種子稔性は９０％

す（表１，４段目)．なお，稔性回復遺伝子が胚のうを通

以上の正常稔性を示しており，ＢＴ系統の細胞質に対し

して次世代に正しく伝達されていることを確認するため

てＲＴ６１系統の稔性回復遺伝子が効果的に稔性を回復

に，細胞質雄性不稔系統と稔性回復系統のＦ,に台中６５

していた．RT61A/BTCのＦＩも全く同様に花粉稔性４０
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Table3PollenandseedfertilityofF1offspringsinthecrossesbetweenrestorerandrestorer
Cross‐

Cross

combination

ｎｕｍｂｅｒ

4０５０６０７０８０９０１００

ｐｌａｎｔｓ

８
１６１７２６
３

３１９２８
１
１０３１

３８２３１２

８９１’１７９
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１５

６３９８３１－８１６６９３

２
４２６

ＰｓＰｓＰＳ

①②③

RT61qBTC

ＮＱｏｆ

４４５１『４５１５１

③

Pollenandseedfertility(％）

ＰｓＰｓＰＳ

①②

BTqRT61C

Pollen（P）
Seed（S）

Table4PollenandseedfertilityofoffspringsinthecrossesbetweenF1ofmalesterilelineand
restoreｒａｎｄＴａｉｃｈｕｎｇ６５
Cross‐

Cross

combination

nｕｍｂｅｒ

Pollen（P）
See。（S）

Pollenandseedfertility(％）
０１０－４０５０６０７０８０９０１００

No.ｏｆ

ｐｌａｎｔｓ

ｚ２ｔｅｓｔ

ｆｏｒｌ：1

①Ｐ７５４６６２１４７0.061
ｓ７１４３２４４０５

BAT/RT61C〃②Ｐ８３２７４３１６１0.099
Taichung65Ｓ７６７４６２４９
③Ｐ８７６７２４１６９0.148
ｓ７７１０９３３３７３

－－－－－－－－－－－－－－-－－－－－－－－－－－－－－－－－－－-－－－－－￣－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－-－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－￣￣￣－鄙_

①Ｐ７０７７１３１５１0.400
ｓ６３７８３６３３４

RT61A/BTC〃②Ｐ８１７２１１５４0.416

Taichung65ｓ６７１４２９３９５
③Ｐ８９３９０４１８６0.344
ｓ８１８１２４１３６８

～60％の半稔性を示し，種子稔性は６０～70％個体もわ

稔花粉が生じる．すなわち，両系統の稔性回復遺伝子が

ずかに出現したがほとんどが８０％以上の高い稔性を示

独立の場合２５％の花粉不稔性を示し，連鎖の場合はそ

しており，ＲＴ６１系統の細胞質に対してＢＴ系統の稔性

の強さに応じてＯ～25％の花粉不稔性を示すものと考

回復遺伝子が十分な回復効果をもっていた．両Ｆ１とも

えられる．したがって，この２系統のもつ稔性回復遺伝

正常な稔性回復効果を示し，稔性に差がないことから，

子は同座であるかあるいは非常に強く連鎖しているもの

RT61系統とＢＴ系統の細胞質および稔性回復遺伝子は

と推定した．しかし，正常稔性個体でもわずかの不稔花

同一の働きをもつ同一タイプであると推定された．しか

粉を生じるのが常であり，これらの少数不稔花粉がたま

しながら，この交雑では稔性回復遺伝子について同座か

たま生じた不稔花粉なのか，あるいは強い連鎖に伴う低

独立かあるいは連鎖であるカュの区別はつけられなかっ

頻度の組換えに由来する不稔花粉なのかは判別できな

た．

い．そこでさらに次の実験を行った．

そこで次の稔性回復系統同士の交雑結果をみると，

まず細胞質雄性不稔系統(RT61A,BTA）と稔性回復

BTC/RT610RT61C/BTCの両Ｆ１は稔性に差がなく，

系統(RT61C,BTC)のＦ１に台中６５号を交雑した．母本

花粉稔性は100％，種子稔性は９０％以上となり全個体
が高い稔性を示した（表３)．表１に示すように，両系統
の稔性回復遺伝子の遺伝子座が異なれば組換えにより不

ずれにおいても花粉半稔・種子高稔個体と花粉完全不

となったＦ,の交雑方向に関係なくこの三系交雑Ｆ,はい
稔・種子完全不稔個体がｌ:１の比に分離した．このこと
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Table5PoUenandseedfertilityofF】offspringsinthecrossesbetweenF1ofrestorerandrestorerand
Taichung65

Cross‐

Cross

combination

nｕｍｂｅｒ

Pollen(P）
Seeｄ(S）

Pollenandseedfertility(％）

No.ｏｆ

4０５０６０７０８０９０１００

ｐｌａｎｔｓ

①Ｐｌ２８０９１０１
ｓ’８５３３７２

②Ｐ５１１８１４１３８
ｓ３１５６７４７６

③
BTC/RT61C〃Ｐ２１３１７１４０
Ｔａｉｃｈｕｎｇ６５Ｓ５１７７６３４８
④Ｐ１２１４１１１l６４
Ｓｌ７７４６７６

⑤Ｐ３１５３９１６５
ｓ１３７２７３７
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

①Ｐ９９４３１０６
Ｓ３１０６１３０２

②Ｐ３１１５８１２６
ｓ１５６２４９

③
RT61C/BTC〃Ｐ１１３８６１４５

Taichung65Ｓ２９７１５２１１
④Ｐ３１４６４１５３
ｓ１１１０６０６３９

⑤ＰｌＯ１５１７１６８
ｓ１３９６７７７２

より，それぞれの稔性回復遺伝子が相手雄性不稔細胞質

伝子を分類するには至らない．著者らのイネの育成系統

のもとでも正常に働いて胚のうを通して正しく伝達され

では多くの場合，細胞質雄性不稔性およびその稔性回復

ていることが確認でき，稔性の分離にひずみが生じない

性が細胞質とｌ対の稔性回復遺伝子との相互作用によ

ことがわかった（表４)．そこで次に，稔性回復系統同士

り支配されており，また同質遺伝子系統を用いているた

の正逆交雑Ｆ,に台中６５号を交雑し稔性分離を調べて

め，不稔性に関する要因は細胞質や稔性回復遺伝子以外

みた（表５)．もし同座でなく連鎖関係にあるならば，こ

はほとんど排除されているものと考えられ，したがって

の交雑で不稔個体が生じることが期待される．ところ

表ｌに示したような交雑方法から，各系統間の細胞質お

が,結果は母本となったＦ,の交雑方向に関係なく，それ

よび稔性回復適伝子の異同，ならびに稔性回復遺伝子同

ぞれ合計７０８および698の全個体が４０～60％の花粉

士の座位関係を明らかにすることができる．すなわち，

半稔（多くは５０％)，種子稔性６０％以上（多くは８０％

細胞質雄性不稔系統/稔性回復系統の交雑で稔性回復系

以上)の高い稔性を示しており，分離が見られなかった．

統の遺伝子が雄性不稔細胞質に対して効果をもつか否か

これは，両系統の稔性回復遺伝子が同一作用を示す同座

検定され，また，稔性回復系統/稔性回復系統の花粉お

の稔性回復遺伝子であることを示していた．

よび種子稔性から同座，独立，連鎖が推定される．同座

以上の結果からＲＴ６１系統とＢＴ系統の細胞質は同

であるならば花粉稔性は100％，独立であるならば

一タイプの雄性不稔細胞質であり，また，稔性回復遺伝

75％，連鎖の時はその強さに応じて７５～100％を示す．

子も同一作用を示す同座の遺伝子であると結論づけられ

また，種子稔性はすべて正常稔性を示す．さらに，同座
であるか連鎖であるかをもっとはっきりさせるために稔

た．

考察

性回復系統/稔性回復系統〃台中６５号の三系交雑を行
う必要がある．同座か独立か連鎖かによって花粉稔性の

トウモロコシでは，細胞質雄性不稔系統に自殖系を核
置換した系統の稔性'１，ナタネでは稔性回復遺伝子の数

分離は異なる．なお，稔性回復過伝子が胚のうを通して

や働き４，s)，またテンサイでは花粉および満の形態異常2）

回復系統//台中６５号から確認されるこれらに基づい

などによりそれぞれ細胞質の分類が行われている．これ

て分析した結果，ＲＴ６１系統の細胞質はＢＴ系統のそれ

らの方法では，細胞質の分類のみにとどまり稔性回復遺

と同じタイプであり，稔性回復遺伝子も同一作用を示す

正しく伝達されていることが細胞質雄性不稔系統/稔性
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同座性の遺伝子であろうと結論づけられた，
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