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図 1 ■ 雑種強勢を説明する遺伝学的
な仮説
丸印は植物の生育量を模式的に示す．
矢印は生育量の増減を示す．両矢印
は遺伝子間の相互作用を示す．

ロイヌナズナを用いて行われている（6）．
筆者らは，シロイヌナズナの雑種強勢は，播種後数日
の子葉の面積で顕著に見られ，展開するすべての本葉の
面積が F1 で大きくなることを明らかにした（5）．しかし，
それぞれのステージの本葉の枚数は両親系統と F1 で差
が見られないことから，生育速度には差がない（5）．播種
後 4 日で，葉緑体ターゲット遺伝子の発現上昇が見られ
たが，単位面積当たりの光合成活性には違いが見られな
かった．しかし，葉面積は F1 が常に大きいことから，
植物体当たりの光合成量は F1 で大きく，このことが雑
種強勢の維持と増幅に重要である可能性が示唆され
た（5）．初期生育における葉面積の増加に伴った光合成量
の増加が雑種強勢の維持に重要であるとの仮説は，生育
初期に光合成阻害剤を処理した際に，雑種強勢が失われ
図2

■

ハクサイの雑種強勢のモデル

たことからも支持された（5）．また，成熟種子の子葉の大
きさに両親系統と F1 で差がない場合でも，播種後 4 日

修飾状態を調べることが可能となっており，雑種強勢の
研究においても，この手法を用いて両親系統と F1 のエ
ピジェネティックな修飾状態を比較する試みがイネやシ
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の子葉の面積には雑種強勢が見られた（5）．さらに，筆者
らは，シロイヌナズナと同じアブラナ科のハクサイ
（

）においても同様に，種子サイズには違
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いがないものの，播種後 4 日の子葉の面積に雑種強勢が
見られることを明らかにしている．よって，両者には共
通の分子機構が存在する可能性が考えられ，F1 で発芽
後すぐに子葉の面積が増加する現象の解明が，雑種強勢
の分子機構の解明につながる可能性が考えられる（図 2）
．
雑種強勢の特性はすでに数多くの品種育成に利用され
ており，さまざまな植物種で研究が行われているが，そ
の分子機構はいまだに明らかとなっていない．雑種強勢
の分子機構の解明は，品種育成過程における両親系統の
選抜に費やす期間とコストを大幅に削減することが期待
できる．加えて，雑種強勢はバイオマスの増加のみなら
ず，ストレスに対しても強くなるという報告があること
から，雑種強勢の機構解明は，植物の発達とストレス応
答の相互作用についても明らかにできる可能性が期待で
きる．両親系統間のどのようなゲノム・エピゲノムの相
互作用により，雑種強勢が誘導されるかは生物学的に興
味深く，また，雑種強勢が生物の生存競争にどのように
関与してきたのか進化的な意味でも興味深い．
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