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II. 成果の概要（総括成果報告）キク科は被子植物の約 1/10 にあたる 23000 種以上が属す最も繁栄

する植物群のひとつであり、植物の多様性研究において非常に重要な位置を占める。その中に

あってキク属は主に東アジアで分化した植物群であり、我が国においては切花生産の１/3 を占

める最も重要な花き品目である栽培ギクが含まれる。また、キク属とその近縁属を含む広義キ

ク属には抗マラリア剤として知られるアルテミシニンに代表されるように有用二次代謝物を多

く蓄積する種が多く、創薬を視野に入れた研究対象としても魅力的である。NBRP 広義キク属

はキク属およびその近縁属を中心としたリソースであり、キク科ではまだ確立していないモデ

ル植物種・モデル系統をキク属において確立し、そのモデル系統を核としたリソース整備を進

めることでキク科植物研究の発展に寄与しようとしている。キク属の代表的種である栽培ギク

は、その高次倍数性と自家不和合性から遺伝学的解析が難しいが、第 3 期 NBRP では二倍体野

生種キクタニギクの自家和合性突然変異体の純系化を通してモデル系統を開発した。本系統は、

突然変異体の単離を含む遺伝学的な解析に大変有用と考えられる。また、純系化されているこ

とから遺伝子の機能解析も容易であり、これを用いて全ゲノム塩基配列決定を進めている。ま
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た形質転換もできるなどのモデル系統として適した性質を持つことも分かっている。 
第 3 期は四国・中国・東北・関東を中心に日本産野生ギクの収集を行った。特に第 3 期にモ

デル植物系統として開発したキクタニギクについては多くの系統を収集することに努めた。ま

た野生ギクのナチュラルバリエーション解析などの分子遺伝学的研究に用いるためにリソース

についても収集を行った。 また、10 万クローンからなるキクタニギク自殖系統の BAC ライブ

ラリを収集した。広義キク属植物リソースの保存に関しては、保存方法の検討、重要系統への

リソースの集中を行うことで系統数の整理を行い、平成 28 年度 3 月において保存数は約 5000
系統とした。特に重要な系統は富山県中央植物園にてバックアップを行った。提供に関しては、

平成 24 年度：90 系統（国内）平成 25 年度：188 系統（国内）、平成 26 年度：146 系統（国内

134 系統、海外 12 系統）、平成 27 年度：396 系統（国内 346 系統、海外 50 系統）、平成 28 年

度：276 系統（国内 270 系統、海外 6 系統）と提供数は目標値を越えて増える傾向にあった。

海外にもコンスタントに提供することが出来た。また、小集会の開催・各種学会での発表・展

示など、広報活動にも努めた。 
 以上、第 3 期 NBRP 広義キク属の最も重要な目標は広義キク属のモデルとなる標準系統を確

立し、分子遺伝学的解析の基盤となる基本リソースを整備することであったが、その目標は達

成することが出来た。また、収集・保存・提供のいずれも第 3 期の目標を達成することが出来

た。 
 

Asteraceae is the largest family in angiosperm, containing ca. 23,000 species about 
one-tenth of angiosperm, suggesting that Asteraceae is a very important group of 
plants in the study of biodiversity. However, there is no established model 
species/strain in Asteracea. The genus Chrysanthemum is a member of Asteracea, 
which is mainly distributed in East Asia. Chrysanthmum and relative genera 
include economically important species, such as Chrysanthemum morifolium 
Ramat., one of the most important ornamental flowers, Tanacetum cinerariifolium 
(Trevir.) Sch.Bip., which produces pyrethroids used as insecticides worldwide, and 
Artemisia annua L., which produces artemisinin used as anti-malaria drugs. NBRP 
Chrysanthemum is a project for bioresources of the genus Chrysanthemum and 
related genera and aiming to contribute to development of life science in Asteraceae. 
The genus Chrysanthemum has self-incompatiblity and a number of them are 
autoploidy species ranging from diploid to decaploid, which make their genetic 
analysis complicated. To overcome this difficulty, we propose a genetic analysis 
system using a self-compatible mutant of diploid wild species. We isolated a 
self-compatible mutant of the diploid Chrysanthemum species, C. seticuspe, and 
repeatedly selfed to obtain a pure line. Thus, we successfully developed a model 
strain for the molecular genetic study in Chrysanthemum in the third period of 
NBRP. For example, we can obtain induced mutants using this self-compatible 
model strain. Furthermore, this pure strain is suitable for determination of whole 
genome sequence and other global analyses, and the agrobacterium-mediated 
transformation method is applicable to this line. 
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 In the third period of NBRP, we mainly collected wild chrysanthemum strains, 
particularly C. seticuspe, in Shikoku, Chugoku, Tohoku, and Kanto regions. In 
addition, we collected Chrysanthemum resources for molecular genetic analysis of 
natural variation. In addition, we improved conservation strategy of 
Chrysanthemum strains focusing on important strains. In March 2017, the number 
of Chrysanthemum collections was about 5,000. Most important strains were backed 
up by Botanic Garden of Toyama. The number of Chrysanthemum strains provided 
were: 90 strains in 2012; 188 strains in 2013; 146 strains in 2014; 396 strains in 
2015; 276 strains in 2016. They were beyond the numerical target. In addition, we 
attended several academic conferences and tried to gain publicity of NBRP 
Chrysanthemum.  
 The main object of NBRP Chrysanthemum of the third period was the 
establishment of model strain in the genus Chrysanthemum. We successfully 
achieved this most important goal. Furthermore, we also achieved the numerical 
objectives for collection, conservation, and provision in NBRP Chrysanthemum of 
the third period. 
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