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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
第３染色体上のうどんこ病抵抗性遺伝子座を含み、
前記うどんこ病抵抗性遺伝子座が、下記（ａ）、（ｂ）、および（ｃ）のポリヌクレオチ
ドで特定されることを特徴とする、うどんこ病抵抗性セイヨウカボチャ植物。
（ａ）　下記（ａ１）または（ａ３）のポリヌクレオチド
（ａ１）配列番号１の塩基配列からなるポリヌクレオチド
（ａ３）前記（ａ１）の３７番目の塩基（Ｃ）が保存され、前記（ａ１）の塩基配列に対
して、９５％以上の同一性を有する塩基配列からなり、前記うどんこ病抵抗性遺伝子座に
おいて、前記うどんこ病抵抗性に関して前記（ａ１）のポリヌクレオチドと同等の機能を
有するポリヌクレオチド
（ｂ）　下記（ｂ１）または（ｂ３）のポリヌクレオチド
（ｂ１）配列番号２の塩基配列からなるポリヌクレオチド
（ｂ３）前記（ｂ１）の５９番目の塩基（Ｔ）が保存され、前記（ｂ１）の塩基配列に対
して、９５％以上の同一性を有する塩基配列からなり、前記うどんこ病抵抗性遺伝子座に
おいて、前記うどんこ病抵抗性に関して前記（ｂ１）のポリヌクレオチドと同等の機能を
有するポリヌクレオチド
（ｃ）　下記（ｃ１）または（ｃ３）のポリヌクレオチド
（ｃ１）配列番号３の塩基配列からなるポリヌクレオチド
（ｃ３）前記（ｃ１）の３４番目の塩基（Ｃ）が保存され、前記（ｃ１）の塩基配列に対
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して９５％以上の同一性を有する塩基配列からなり、前記うどんこ病抵抗性遺伝子座にお
いて、前記うどんこ病抵抗性に関して前記（ｃ１）のポリヌクレオチドと同等の機能を有
するポリヌクレオチド
【請求項２】
前記うどんこ病抵抗性セイヨウカボチャ植物が、受託番号ＦＥＲＭ　ＢＰ－２２３３６で
特定されるセイヨウカボチャ植物またはその後代系統である、請求項１記載のうどんこ病
抵抗性セイヨウカボチャ植物。
【請求項３】
前記うどんこ病抵抗性セイヨウカボチャ植物が、植物体またはその部分である、請求項１
または２のいずれか一項に記載のうどんこ病抵抗性セイヨウカボチャ植物。
【請求項４】
前記うどんこ病抵抗性セイヨウカボチャ植物が、種子である、請求項１から３のいずれか
一項に記載のうどんこ病抵抗性セイヨウカボチャ植物。
【請求項５】
下記（ａ）および（ｂ）工程を含むことを特徴とする、うどんこ病抵抗性セイヨウカボチ
ャ植物の製造方法。
（ａ）請求項１から４のいずれか一項に記載のうどんこ病抵抗性セイヨウカボチャ植物と
、他のセイヨウカボチャ植物とを交雑する工程
（ｂ）前記（ａ）工程より得られたセイヨウカボチャ植物またはその後代系統から、うど
んこ病抵抗性セイヨウカボチャ植物を選抜する工程
【請求項６】
前記（ａ）工程に先立って、下記（ｘ）工程を含む、請求項５記載のうどんこ病抵抗性セ
イヨウカボチャ植物の製造方法。
（ｘ）被検セイヨウカボチャ植物から、請求項１から４のいずれか一項に記載のうどんこ
病抵抗性セイヨウカボチャ植物を選抜する工程
【請求項７】
前記（ｘ）工程における前記選抜が、下記（ａ）、（ｂ）、および（ｃ）のポリヌクレオ
チドで特定される第３染色体上のうどんこ病抵抗性遺伝子座を含むうどんこ病抵抗性セイ
ヨウカボチャ植物の選抜である、請求項６記載のうどんこ病抵抗性セイヨウカボチャ植物
の製造方法。
（ａ）　下記（ａ１）または（ａ３）のポリヌクレオチド
（ａ１）配列番号１の塩基配列からなるポリヌクレオチド
（ａ３）前記（ａ１）の３７番目の塩基（Ｃ）が保存され、前記（ａ１）の塩基配列に対
して、９５％以上の同一性を有する塩基配列からなり、前記うどんこ病抵抗性遺伝子座に
おいて、前記うどんこ病抵抗性に関して前記（ａ１）のポリヌクレオチドと同等の機能を
有するポリヌクレオチド
（ｂ）　下記（ｂ１）または（ｂ３）のポリヌクレオチド
（ｂ１）配列番号２の塩基配列からなるポリヌクレオチド
（ｂ３）前記（ｂ１）の５９番目の塩基（Ｔ）が保存され、前記（ｂ１）の塩基配列に対
して、９５％以上の同一性を有する塩基配列からなり、前記うどんこ病抵抗性遺伝子座に
おいて、前記うどんこ病抵抗性に関して前記（ｂ１）のポリヌクレオチドと同等の機能を
有するポリヌクレオチド
（ｃ）　下記（ｃ１）または（ｃ３）のポリヌクレオチド
（ｃ１）配列番号３の塩基配列からなるポリヌクレオチド
（ｃ３）前記（ｃ１）の３４番目の塩基（Ｃ）が保存され、前記（ｃ１）の塩基配列に対
して９５％以上の同一性を有する塩基配列からなり、前記うどんこ病抵抗性遺伝子座にお
いて、前記うどんこ病抵抗性に関して前記（ｃ１）のポリヌクレオチドと同等の機能を有
するポリヌクレオチド
【請求項８】
第３染色体上のうどんこ病抵抗性遺伝子座を、セイヨウカボチャ植物に導入する導入工程
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を含み、
前記うどんこ病抵抗性遺伝子座は、下記（ａ）、（ｂ）、および（ｃ）のポリヌクレオチ
ドで特定されることを特徴とする、セイヨウカボチャ植物へのうどんこ病抵抗性の付与方
法。
（ａ）　下記（ａ１）または（ａ３）のポリヌクレオチド
（ａ１）配列番号１の塩基配列からなるポリヌクレオチド
（ａ３）前記（ａ１）の３７番目の塩基（Ｃ）が保存され、前記（ａ１）の塩基配列に対
して、９５％以上の同一性を有する塩基配列からなり、前記うどんこ病抵抗性遺伝子座に
おいて、前記うどんこ病抵抗性に関して前記（ａ１）のポリヌクレオチドと同等の機能を
有するポリヌクレオチド
（ｂ）　下記（ｂ１）または（ｂ３）のポリヌクレオチド
（ｂ１）配列番号２の塩基配列からなるポリヌクレオチド
（ｂ３）前記（ｂ１）の５９番目の塩基（Ｔ）が保存され、前記（ｂ１）の塩基配列に対
して、９５％以上の同一性を有する塩基配列からなり、前記うどんこ病抵抗性遺伝子座に
おいて、前記うどんこ病抵抗性に関して前記（ｂ１）のポリヌクレオチドと同等の機能を
有するポリヌクレオチド
（ｃ）　下記（ｃ１）または（ｃ３）のポリヌクレオチド
（ｃ１）配列番号３の塩基配列からなるポリヌクレオチド
（ｃ３）前記（ｃ１）の３４番目の塩基（Ｃ）が保存され、前記（ｃ１）の塩基配列に対
して９５％以上の同一性を有する塩基配列からなり、前記うどんこ病抵抗性遺伝子座にお
いて、前記うどんこ病抵抗性に関して前記（ｃ１）のポリヌクレオチドと同等の機能を有
するポリヌクレオチド
【請求項９】
前記うどんこ病抵抗性遺伝子座は、受託番号　ＦＥＲＭ　ＢＰ－２２３３６で特定される
セイヨウカボチャ植物の前記（ａ）、（ｂ）、および（ｃ）のポリヌクレオチドで特定さ
れるうどんこ病抵抗性遺伝子座である、請求項８記載のうどんこ病抵抗性の付与方法。
【請求項１０】
交雑によりうどんこ病抵抗性セイヨウカボチャ植物を生産するための親として、被検セイ
ヨウカボチャ植物から、第３染色体上にうどんこ病抵抗性遺伝子座を含むセイヨウカボチ
ャ植物を選抜する工程を含み、
前記うどんこ病抵抗性遺伝子座は、下記（ａ）、（ｂ）、および（ｃ）のポリヌクレオチ
ドで特定されることを特徴とする、うどんこ病抵抗性セイヨウカボチャ植物のスクリーニ
ング方法。
（ａ）　下記（ａ１）または（ａ３）のポリヌクレオチド
（ａ１）配列番号１の塩基配列からなるポリヌクレオチド
（ａ３）前記（ａ１）の３７番目の塩基（Ｃ）が保存され、前記（ａ１）の塩基配列に対
して、９５％以上の同一性を有する塩基配列からなり、前記うどんこ病抵抗性遺伝子座に
おいて、前記うどんこ病抵抗性に関して前記（ａ１）のポリヌクレオチドと同等の機能を
有するポリヌクレオチド
（ｂ）　下記（ｂ１）または（ｂ３）のポリヌクレオチド
（ｂ１）配列番号２の塩基配列からなるポリヌクレオチド
（ｂ３）前記（ｂ１）の５９番目の塩基（Ｔ）が保存され、前記（ｂ１）の塩基配列に対
して、９５％以上の同一性を有する塩基配列からなり、前記うどんこ病抵抗性遺伝子座に
おいて、前記うどんこ病抵抗性に関して前記（ｂ１）のポリヌクレオチドと同等の機能を
有するポリヌクレオチド
（ｃ）　下記（ｃ１）または（ｃ３）のポリヌクレオチド
（ｃ１）配列番号３の塩基配列からなるポリヌクレオチド
（ｃ３）前記（ｃ１）の３４番目の塩基（Ｃ）が保存され、前記（ｃ１）の塩基配列に対
して９５％以上の同一性を有する塩基配列からなり、前記うどんこ病抵抗性遺伝子座にお
いて、前記うどんこ病抵抗性に関して前記（ｃ１）のポリヌクレオチドと同等の機能を有
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するポリヌクレオチド
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、セイヨウカボチャ植物のうどんこ病抵抗性マーカー、うどんこ病抵抗性セイ
ヨウカボチャ植物、それを用いたうどんこ病抵抗性セイヨウカボチャ植物の製造方法、お
よびセイヨウカボチャ植物へのうどんこ病抵抗性の付与方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　カボチャ植物の栽培において、うどんこ病による病害は、世界中のカボチャ栽培におい
て頻発する病害であり、世界的に深刻な問題となっている。うどんこ病の病原菌に感染し
た植物体は、葉や茎に白い粉状の病斑が発生する。その後、葉の枯死等により、生育の減
退が生じ、その結果、果実の減収が生じる。また、カボチャ属植物には、複数のうどんこ
病菌により感染が生じることが知られている（非特許文献１）。
【０００３】
　さらに、前記カボチャ属植物のうちセイヨウカボチャ植物では、これまでに十分なうど
んこ病抵抗性を示す品種は育成されておらず、うどんこ病抵抗性品種の育種が求められて
いる。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】Eva Kristkova et.al., “Species spectra, distribution and host r
ange of cucurbit powdery mildews in the Czech Republic, and in some other Europe
an and Middle Eastern countries”, 2009, Phytoparasitica, vol.37, pages 337-350
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　そこで、本発明は、新たなセイヨウカボチャ植物のうどんこ病抵抗性マーカー、うどん
こ病抵抗性セイヨウカボチャ植物、それを用いたうどんこ病抵抗性セイヨウカボチャ植物
の製造方法、およびセイヨウカボチャ植物へのうどんこ病抵抗性の付与方法の提供を目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記目的を達成するために、本発明のセイヨウカボチャ植物のうどんこ病抵抗性マーカ
ー（以下、「抵抗性マーカー」ともいう）は、第３染色体上のうどんこ病抵抗性遺伝子座
（以下、「抵抗性遺伝子座」ともいう）を含むことを特徴とする。
【０００７】
　本発明のうどんこ病抵抗性セイヨウカボチャ植物（以下、「抵抗性カボチャ植物」とも
いう）は、第３染色体上のうどんこ病抵抗性遺伝子座を含むことを特徴とする。
【０００８】
　本発明のうどんこ病抵抗性セイヨウカボチャ植物の製造方法（以下、「製造方法」とも
いう）は、下記（ａ）および（ｂ）工程を含むことを特徴とする。
（ａ）前記本発明のうどんこ病抵抗性セイヨウカボチャ植物と、他のセイヨウカボチャ植
物とを交雑する工程
（ｂ）前記（ａ）工程より得られたセイヨウカボチャ植物またはその後代系統から、うど
んこ病抵抗性セイヨウカボチャ植物を選抜する工程
【０００９】
　本発明のセイヨウカボチャ植物へのうどんこ病抵抗性の付与方法（以下、「付与方法」
ともいう）は、第３染色体上のうどんこ病抵抗性遺伝子座を、セイヨウカボチャ植物に導
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入する導入工程を含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明者らは、鋭意研究の結果、セイヨウカボチャ植物について、うどんこ病抵抗性を
示すうどんこ病抵抗性マーカーとして、新規のうどんこ病抵抗性遺伝子座を見出した。ま
た、前記抵抗性マーカーを含むセイヨウカボチャ植物は、うどんこ病抵抗性を示す。この
ため、本発明のセイヨウカボチャ植物のうどんこ病抵抗性マーカーによれば、例えば、う
どんこ病抵抗性セイヨウカボチャ植物を簡便にスクリーニングできる。また、本発明のう
どんこ病抵抗性セイヨウカボチャ植物は、例えば、前記抵抗性遺伝子座を含むため、例え
ば、うどんこ病抵抗性を示すことが可能である。このため、本発明のうどんこ病抵抗性セ
イヨウカボチャ植物は、従来のような農薬による防除が不要であるため、例えば、前記農
薬散布の労力および費用の問題も回避できる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は、第３染色体におけるＳＮＰ（single　nucleotide　polymorphism）等の
相対的な座乗位置を示す模式図である。
【図２】図２は、実施例１におけるセイヨウカボチャ植物の発病指数の評価基準を示す写
真である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
１．セイヨウカボチャ植物のうどんこ病抵抗性マーカー
　本発明のセイヨウカボチャ植物のうどんこ病抵抗性マーカーは、前述のように、第３染
色体上のうどんこ病抵抗性遺伝子座を含むことを特徴とする。本発明の抵抗性マーカーは
、前記第３染色体上のうどんこ病抵抗性遺伝子座を含むことが特徴であり、その他の構成
および条件は、特に制限されない。
【００１３】
　本発明において、「セイヨウカボチャ植物」は、カボチャ属CucurbitaのCucurbita max
imaに分類される植物である。前記セイヨウカボチャ植物は、例えば、近縁種との交雑種
でもよい。前記近縁種は、例えば、Cucurbita pepo、Cucurbita moschata等があげられる
。
【００１４】
　本発明において、前記うどんこ病の病原菌（以下、「うどんこ病菌」ともいう）は、Po
dosphaera xanthii（「Sphaerotheca fuliginea」ともいう）、Golovinomyces cichorace
arum（「Erysiphe cichoracearum」ともいう）等があげられ、好ましくは、Podosphaera 
xanthiiである。
【００１５】
　本発明において、「うどんこ病抵抗性」は、例えば、「うどんこ病耐性」ともいう。前
記抵抗性は、例えば、うどんこ病菌の感染による病害の発生および進行に対する阻害能ま
たは抑制能を意味し、具体的に、例えば、病害の未発生、発生した病害の進行の停止、お
よび、発生した病害の進行の抑制（「阻害」ともいう）等のいずれでもよい。
【００１６】
　前記セイヨウカボチャ植物は、第１～２０染色体を有する。前記セイヨウカボチャ植物
における各染色体は、例えば、Cucurbita maxima (品種名：Rimu)のゲノムの塩基配列情
報に基づき、対象のセイヨウカボチャ植物のゲノムの塩基配列情報と、Rimuのゲノムの塩
基配列情報とを比較することにより、決定できる。前記比較は、例えば、ＢＬＡＳＴ、Ｆ
ＡＳＴＡ等の解析ソフトウェアを用いて、デフォルトのパラメータで実施できる。Rimuの
ゲノムの塩基配列情報は、例えば、ウリ科ゲノムデータベース（Cucurbit Genomics Data
base）のwebサイト（http://www.icugi.org/またはhttp://cucurbitgenomics.org/）から
入手可能である。
【００１７】
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　本発明の抵抗性マーカーは、前記第３染色体上の抵抗性遺伝子座を含むが、前記抵抗性
遺伝子座を有するセイヨウカボチャ植物は、例えば、第３染色体に代えて、第３染色体以
外のどの染色体上に、前記第３染色体上の前記抵抗性遺伝子座を有してもよい。つまり、
前記抵抗性遺伝子座を有するセイヨウカボチャ植物は、第１染色体、第２染色体、第４染
色体、第５染色体、第６染色体、第７染色体、第８染色体、第９染色体、第１０染色体、
第１１染色体、第１２染色体、第１３染色体、第１４染色体、第１５染色体、第１６染色
体、第１７染色体、第１８染色体、第１９染色体、および第２０染色体のいずれかの染色
体上に、前記第３染色体上の前記抵抗性遺伝子座を有してもよい。
【００１８】
　本発明の抵抗性マーカーは、例えば、前記第３染色体上の抵抗性遺伝子座をヘテロ接合
型で含んでもよいし、ホモ接合型で含んでもよい。後者の場合、前記抵抗性セイヨウカボ
チャ植物は、少なくとも一方の抵抗性マーカーを第３染色体以外の染色体上に含んでもよ
く、例えば、１つの抵抗性遺伝子座を第３染色体以外の染色体上に含んでもよいし、２つ
の抵抗性遺伝子座を第３染色体以外の染色体上に含んでもよい。２つの抵抗性遺伝子座を
第３染色体以外の染色体上に含む場合、前記抵抗性セイヨウカボチャ植物は、例えば、前
記２つの抵抗性遺伝子座を同じ染色体上に含んでもよいし、異なる染色体上に含んでもよ
い。
【００１９】
　うどんこ病抵抗性遺伝子座とは、うどんこ病抵抗性を供与する量的形質遺伝子座または
遺伝子領域を意味する。前記量的形質遺伝子座（Quantitative　Traits　Loci；QTL）は
、一般に、量的形質の発現に関与する染色体領域を意味する。ＱＴＬは、染色体上の特定
の座を示す分子マーカーを使用して規定できる。前記分子マーカーを使用してＱＴＬを規
定する技術は、当該技術分野において周知である。
【００２０】
　本発明において、前記抵抗性遺伝子座の規定に使用する分子マーカーは、特に制限され
ない。前記分子マーカーは、例えば、ＳＮＰマーカー、ＡＦＬＰ（分子増幅断片長多型、
amplified fragment length polymorphism）マーカー、ＲＦＬＰ（restriction fragment
 length polymorphism）マーカー、マイクロサテライトマーカー、ＳＣＡＲ（sequence-c
haracterized amplified region）マーカーおよびＣＡＰＳ（cleaved amplified polymor
phic　sequence）マーカー等があげられる。本発明において、前記ＳＮＰマーカーは、例
えば、１個のＳＮＰを前記ＳＮＰマーカーとしてもよいし、２個以上のＳＮＰの組合せを
前記ＳＮＰマーカーとしてもよい。
【００２１】
　本発明において、前記うどんこ病抵抗性遺伝子座は、例えば、（１）前記ＳＮＰマーカ
ーによって規定（以下、「特定」ともいう）されてもよいし、（２）前記ＳＮＰマーカー
を含む塩基配列によって規定されてもよいし、（３）２つの前記ＳＮＰマーカーの部位間
の領域の塩基配列によって規定されてもよいし、これらの組合せにより規定されてもよい
。前記組合せによって規定する場合、前記組合せは、特に制限されず、例えば、以下の組
合せが例示できる。
前記（１）および前記（２）の組合せ
前記（１）および前記（３）の組合せ
前記（２）および前記（３）の組合せ
前記（１）、前記（２）および前記（３）の組合せ
【００２２】
（１）ＳＮＰマーカーによる特定
　前記抵抗性遺伝子座は、前記（１）に示すように、例えば、前記ＳＮＰマーカーによっ
て規定されてもよい。前記ＳＮＰマーカーは、特に制限されず、例えば、ＭＳＰ＿１７５
００、ＭＳＰ＿８、およびＭＳＰ＿４１３５３等があげられる。なお、これらのＳＮＰ解
析は、例えば、下記参考文献１を参照できる。また、ＭＳＰ＿１７５００、ＭＳＰ＿８、
およびＭＳＰ＿４１３５３は、本発明者らが新たに同定したＳＮＰマーカーであり、当該
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技術分野における当業者であれば、後述するこれらのＳＮＰマーカーを含む塩基配列に基
づき、前記ＳＮＰマーカーの座乗位置を特定できる。
参考文献１：Guoyu Zhang et.al. （2012） “A high-density genetic map for anchori
ng genome sequences and identifying QTLs associated with dwarf vine in pumpkin (
Cucurbita maxima Duch.)”, 2005, BMC Genomics, 16:1101
【００２３】
　前記ＭＳＰ＿１７５００（以下、「ＳＮＰ（ａ）」ともいう）は、下記配列番号１の塩
基配列における、かっこで囲んだ下線部の塩基（配列番号１の３７番目の塩基）が、Ｃで
ある多型を示す。つまり、例えば、前記ＳＮＰ（ａ）が、Ｃの場合、セイヨウカボチャ植
物は、うどんこ病抵抗性であり、Ｃ以外の塩基の場合（例えば、Ｔの場合）、セイヨウカ
ボチャ植物は、うどんこ病罹病性であることを示す。また、前記配列番号１の塩基配列は
、例えば、後述する受託番号ＦＥＲＭ　ＢＰ－２２３３６で寄託されたセイヨウカボチャ
植物から得ることができる。前記ＳＮＰ（ａ）は、例えば、前述のwebサイト等のデータ
ベース上の公知の情報からも特定できる。
配列番号１
5’-CTTCATATTGTTTTGTGGTACACCATAAGCCAAGTA[C]GCCTTTCAGAAAACAAAGTAGATATTATAGCCTGACT
GTCTATGAAGAACTAAAAAG-3’
 
【００２４】
　前記ＭＳＰ＿８（以下、「ＳＮＰ（ｂ）」ともいう）は、下記配列番号２の塩基配列に
おける、かっこで囲んだ下線部の塩基（配列番号２の５９番目の塩基）が、Ｔである多型
を示す。つまり、例えば、前記ＳＮＰ（ｂ）が、Ｔの場合、セイヨウカボチャ植物は、う
どんこ病抵抗性であり、Ｔ以外の塩基の場合（例えば、Ｇの場合）、セイヨウカボチャ植
物は、うどんこ病罹病性であることを示す。また、前記配列番号２の塩基配列は、例えば
、後述する受託番号ＦＥＲＭ　ＢＰ－２２３３６で寄託されたセイヨウカボチャ植物から
得ることができる。前記ＳＮＰ（ｂ）は、例えば、前述のwebサイト等のデータベース上
の公知の情報からも特定できる。
配列番号２
5’-ACATCTGAAAAAGTTGAAGCTGTTATGTGATGGAGAGATTGCAGAGTGGTTGAAAACG[T]TTGCTCCCCACCTTG
CCAAACAGGTCAAA-3’
 
【００２５】
　前記ＭＳＰ＿４１３５３（以下、「ＳＮＰ（ｃ）」ともいう）は、下記配列番号３の塩
基配列における、かっこで囲んだ下線部の塩基（配列番号３の３４番目の塩基）が、Ｃで
ある多型を示す。つまり、例えば、前記ＳＮＰ（ｃ）が、Ｃ場合、セイヨウカボチャ植物
は、うどんこ病抵抗性であり、Ｃ以外の塩基の場合（例えば、Ｔの場合）、セイヨウカボ
チャ植物は、うどんこ病罹病性であることを示す。また、前記配列番号３の塩基配列は、
例えば、後述する受託番号ＦＥＲＭ　ＢＰ－２２３３６で寄託されたセイヨウカボチャ植
物から得ることができる。前記ＳＮＰ（ｃ）は、例えば、前述のwebサイト等のデータベ
ース上の公知の情報からも特定できる。
配列番号３
5’-GAGAGTGGGCAACAATTTCCCCTTGAAGAAGAG[C]TCGTCGGCGGCGGTCATTGTGTGATTACTGGGA-3’
 
【００２６】
　前記染色体における前記ＳＮＰマーカーの座乗位置は、特に制限されない。前記ＳＮＰ
マーカーは、図１に示すように、例えば、セイヨウカボチャ植物の第３染色体上において
、上流側（ＭＳＰ＿１４側）から下流側（ＭＳＰ＿１６側）にかけて、ＭＳＰ＿４１３５
３、ＭＳＰ＿８、およびＭＳＰ＿１７５００が、この順序で座乗している。なお、図１に
おいて、ＭＳＰ＿１６およびＭＳＰ＿１４は、セイヨウカボチャ植物の第３染色体におけ
るＭＳＰ＿１７５００、ＭＳＰ＿８、およびＭＳＰ＿４１３５３の座乗位置を示すのに使
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用しているが、いずれか一つまたは両者をＳＮＰマーカーとして使用してもよい。この場
合、後述する、ＭＳＰ＿１６およびＭＳＰ＿１４の説明において、受託番号ＦＥＲＭ　Ｂ
Ｐ－２２３３６で寄託されたセイヨウカボチャ植物の多型である場合、セイヨウカボチャ
植物は、うどんこ病抵抗性であり、受託番号ＦＥＲＭ　ＢＰ－２２３３６で寄託されたセ
イヨウカボチャ植物の多型以外の塩基の場合、セイヨウカボチャ植物は、うどんこ病罹病
性であることを示す。ＭＳＰ＿１６およびＭＳＰ＿１４の少なくとも一方をＳＮＰマーカ
ーとして使用する場合、ＭＳＰ＿１７５００、ＭＳＰ＿８、およびＭＳＰ＿４１３５３か
らなる群からなる群から選択された少なくとも一つと組合せて用いてもよい。
 
【００２７】
　前記抵抗性遺伝子座が有する前記ＳＮＰマーカーの個数は、特に制限されず、例えば、
前記ＳＮＰマーカーのうち、いずれか１個、または２個以上、すなわち、２個または３個
全てであってもよい。なお、これら３種類の多型（ＳＮＰマーカー）とうどんこ病抵抗性
との関連性は、これまでに報告されておらず、本発明者らにより初めて見出された、うど
んこ病抵抗性に関与する新規の多型である。
【００２８】
　前記ＳＮＰマーカーの組合せは、特に制限されず、例えば、以下の組合せが例示できる
。
ＳＮＰ（ａ）およびＳＮＰ（ｂ）の組合せ
ＳＮＰ（ａ）およびＳＮＰ（ｃ）の組合せ
ＳＮＰ（ｂ）およびＳＮＰ（ｃ）の組合せ
ＳＮＰ（ａ）、ＳＮＰ（ｂ）、およびＳＮＰ（ｃ）の組合せ
前記組合せのうち、うどんこ病抵抗性との相関性がより高いことから、好ましくは、例え
ば、以下の組合せである。
ＳＮＰ（ａ）、ＳＮＰ（ｂ）、およびＳＮＰ（ｃ）の組合せ
【００２９】
（２）ＳＮＰマーカーを含む塩基配列による特定
　前記抵抗性遺伝子座は、前記（２）に示すように、例えば、前記ＳＮＰマーカーを含む
塩基配列によって規定されてもよい。前記抵抗性遺伝子座は、例えば、前記塩基配列から
なるものでもよいし、前記塩基配列を含むものでもよい。
【００３０】
　前記ＳＮＰマーカーを含む塩基配列は、特に制限されず、例えば、後述する（ａ）、（
ｂ）および（ｃ）のポリヌクレオチド等があげられる。前記抵抗性遺伝子座は、例えば、
前記（ａ）、（ｂ）および（ｃ）のポリヌクレオチドは、それぞれ、前記ＳＮＰ（ａ）、
ＳＮＰ（ｂ）およびＳＮＰ（ｃ）のＳＮＰマーカーを含む塩基配列に相当する。
【００３１】
　前記（ａ）のポリヌクレオチドは、前記ＳＮＰ（ａ）、すなわち、ＭＳＰ＿１７５００
を含む塩基配列であり、例えば、下記（ａ１）、（ａ２）、または（ａ３）のポリヌクレ
オチドである。前記（ａ２）および（ａ３）のポリヌクレオチドは、それぞれ、前記抵抗
性遺伝子座において、前記うどんこ病抵抗性に関して前記（ａ１）のポリヌクレオチドと
同等の機能を有するポリヌクレオチドである。前記同等の機能は、例えば、前記（ａ２）
または（ａ３）のポリヌクレオチドで特定されるうどんこ病抵抗性遺伝子座を有するセイ
ヨウカボチャ植物が、うどんこ病抵抗性を示すことを意味する。
（ａ）　下記（ａ１）、（ａ２）、または（ａ３）のポリヌクレオチド
（ａ１）配列番号１の塩基配列からなるポリヌクレオチド
（ａ２）前記（ａ１）の３７番目の塩基（Ｃ）が保存され、前記（ａ１）の塩基配列にお
いて、１もしくは数個の塩基が欠失、置換、挿入および／または付加された塩基配列から
なるポリヌクレオチド
（ａ３）前記（ａ１）の３７番目の塩基（Ｃ）が保存され、前記（ａ１）の塩基配列に対
して、８０％以上の同一性を有する塩基配列からなるポリヌクレオチド
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【００３２】
　前記（ａ１）のポリヌクレオチドにおいて、配列番号１におけるかっこで囲んだ下線部
の塩基（Ｃ）が、前記ＳＮＰ（ａ）の多型に対応する塩基である。また、前記（ａ１）の
ポリヌクレオチドは、例えば、後述する受託番号ＦＥＲＭ　ＢＰ－２２３３６で寄託され
たセイヨウカボチャ植物から得ることができる。
 
【００３３】
　前記（ａ２）のポリヌクレオチドにおいて、前記１もしくは数個は、例えば、１～１８
個、１～１２個、１～８個、１～４個、１～３個、１個または２個である。本発明におい
て、塩基数等の個数の数値範囲は、例えば、その範囲に属する正の整数を全て開示するも
のである。つまり、例えば、「１～５個」との記載は、「１、２、３、４、５個」の全て
の開示を意味する（以下、同様）。
【００３４】
　前記（ａ３）のポリヌクレオチドにおいて、前記同一性は、例えば、８０％以上、８５
％以上、８９％以上、９０％以上、９５％以上、９６％以上、９７％以上、９８％以上、
９９％以上である。前記同一性は、２つの塩基配列をアライメントすることによって求め
ることができる（以下、同様）。具体的には、前記同一性は、例えば、ＢＬＡＳＴ、ＦＡ
ＳＴＡ等の解析ソフトウェアを用いて、デフォルトのパラメータにより算出できる（以下
、同様）。
【００３５】
　前記（ｂ）のポリヌクレオチドは、前記ＳＮＰ（ｂ）、すなわち、ＭＳＰ＿８を含む塩
基配列であり、例えば、下記（ｂ１）、（ｂ２）、または（ｂ３）のポリヌクレオチドで
ある。前記（ｂ２）および（ｂ３）のポリヌクレオチドは、それぞれ、前記抵抗性遺伝子
座において、前記うどんこ病抵抗性に関して前記（ｂ１）のポリヌクレオチドと同等の機
能を有するポリヌクレオチドである。前記同等の機能は、例えば、前記（ｂ２）または（
ｂ３）のポリヌクレオチドで特定されるうどんこ病抵抗性遺伝子座を有するセイヨウカボ
チャ植物が、うどんこ病抵抗性を示すことを意味する。
（ｂ）　下記（ｂ１）、（ｂ２）、または（ｂ３）のポリヌクレオチド
（ｂ１）配列番号２の塩基配列からなるポリヌクレオチド
（ｂ２）前記（ｂ１）の５９番目の塩基（Ｔ）が保存され、前記（ｂ１）の塩基配列にお
いて、１もしくは数個の塩基が欠失、置換、挿入および／または付加された塩基配列から
なるポリヌクレオチド
（ｂ３）前記（ｂ１）の５９番目の塩基（Ｔ）が保存され、前記（ｂ１）の塩基配列に対
して、８０％以上の同一性を有する塩基配列からなるポリヌクレオチド
【００３６】
　前記（ｂ１）のポリヌクレオチドにおいて、配列番号２におけるかっこで囲んだ下線部
の塩基（Ｔ）が、前記ＳＮＰ（ｂ）の多型に対応する塩基である。また、前記（ｂ１）の
ポリヌクレオチドは、例えば、後述する受託番号ＦＥＲＭ　ＢＰ－２２３３６で寄託され
たセイヨウカボチャ植物から得ることができる。
 
【００３７】
　前記（ｂ２）のポリヌクレオチドにおいて、前記１もしくは数個は、例えば、１～１７
個、１～１３個、１～８個、１～４個、１～３個、１個または２個である。
【００３８】
　前記（ｂ３）のポリヌクレオチドにおいて、前記同一性は、例えば、８０％以上、８５
％以上、８９％以上、９０％以上、９５％以上、９６％以上、９７％以上、９８％以上、
９９％以上である。
【００３９】
　前記（ｂ２）および（ｂ３）のポリヌクレオチドにおいて、前記（ｂ１）の下線で示す
６０番目の塩基（Ｔ）および６２番目の塩基（Ｇ）の少なくとも一方が保存されているこ
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とが好ましい。この場合、前記１もしくは数個および同一性は、それぞれ、前記（ｂ２）
および（ｂ３）のポリヌクレオチドの説明を援用できる。
【００４０】
　前記（ｃ）のポリヌクレオチドは、前記ＳＮＰ（ｃ）、すなわち、ＭＳＰ＿４１３５３
を含む塩基配列であり、例えば、下記（ｃ１）、（ｃ２）、または（ｃ３）のポリヌクレ
オチドである。前記（ｃ２）および（ｃ３）のポリヌクレオチドは、それぞれ、前記抵抗
性遺伝子座において、前記うどんこ病抵抗性に関して前記（ｃ１）のポリヌクレオチドと
同等の機能を有するポリヌクレオチドである。前記同等の機能は、例えば、前記（ｃ２）
または（ｃ３）のポリヌクレオチドで特定されるうどんこ病抵抗性遺伝子座を有するセイ
ヨウカボチャ植物が、うどんこ病抵抗性を示すことを意味する。
（ｃ）　下記（ｃ１）、（ｃ２）、または（ｃ３）のポリヌクレオチド
（ｃ１）配列番号３の塩基配列からなるポリヌクレオチド
（ｃ２）前記（ｃ１）の３４番目の塩基（Ｃ）が保存され、前記（ｃ１）の塩基配列にお
いて、１もしくは数個の塩基が欠失、置換、挿入および／または付加された塩基配列から
なるポリヌクレオチド
（ｃ３）前記（ｃ１）の３４番目の塩基（Ｃ）が保存され、前記（ｃ１）の塩基配列に対
して８０％以上の同一性を有する塩基配列からなるポリヌクレオチド
【００４１】
　前記（ｃ１）のポリヌクレオチドにおいて、配列番号３におけるかっこで囲んだ下線部
のの塩基（Ｃ）が、前記ＳＮＰ（ｃ）の多型に対応する塩基である。また、前記（ｃ１）
のポリヌクレオチドは、例えば、後述する受託番号ＦＥＲＭ　ＢＰ－２２３３６で寄託さ
れたセイヨウカボチャ植物から得ることができる。
 
【００４２】
　前記（ｃ２）のポリヌクレオチドにおいて、前記１もしくは数個は、例えば、１～１３
個、１～６個、１～３個、１個または２個である。
【００４３】
　前記（ｃ３）のポリヌクレオチドにおいて、前記同一性は、例えば、８０％以上、８５
％以上、８９％以上、９０％以上、９５％以上、９６％以上、９７％以上、９８％以上、
９９％以上である。
【００４４】
　前記抵抗性遺伝子座が有する、前記ＳＮＰマーカーを含む塩基配列の個数は、特に制限
されず、例えば、前記（ａ）、（ｂ）および（ｃ）のポリヌクレオチドのうち、いずれか
１個、または２個以上、すなわち、２個または３個全てであってもよい。
【００４５】
　前記ＳＮＰマーカーを含む塩基配列の組合せは、特に制限されず、例えば、以下の組合
せが例示できる。
前記（ａ）および（ｂ）のポリヌクレオチドの組合せ
前記（ａ）および（ｃ）のポリヌクレオチドの組合せ
前記（ｂ）および（ｃ）のポリヌクレオチドの組合せ
前記（ａ）、（ｂ）、および（ｃ）のポリヌクレオチドの組合せ
前記組合せのうち、うどんこ病抵抗性との相関性がより高いことから、好ましくは、例え
ば、以下の組合せである。
前記（ａ）、（ｂ）、および（ｃ）のポリヌクレオチドの組合せ
【００４６】
　前記ＳＮＰマーカーを含む塩基配列としては、例えば、後述のＭＳＰ＿１６を含む塩基
配列（配列番号４の塩基配列からなるポリヌクレオチド）およびＭＳＰ＿１４を含む塩基
配列（配列番号５の塩基配列からなるポリヌクレオチド）の少なくとも一方を用いてもよ
い。この場合、各ポリヌクレオチドは、例えば、各ポリヌクレオチドの多型または下線で
示す塩基が保存され、前記各ポリヌクレオチドの塩基配列において、１もしくは数個の塩
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基が欠失、置換、挿入および／または付加された塩基配列からなるポリヌクレオチド、ま
たは、前記各ポリヌクレオチドの多型または下線で示す塩基が保存され、前記各ポリヌク
レオチドの塩基配列に対して８０％以上の同一性を有する塩基配列からなるポリヌクレオ
チドであってもよい。前記１もしくは数個および同一性は、例えば、前記（ａ２）および
（ａ３）の説明を援用できる。前記各ポリヌクレオチドは、例えば、前記（ａ）、（ｂ）
、および（ｃ）のポリヌクレオチドからなる群から選択された少なくとも一つと組合せて
用いてもよい。
【００４７】
（３）２つのＳＮＰマーカーの部位間の領域の塩基配列による特定
　前記抵抗性遺伝子座は、前記（３）に示すように、例えば、前記２つのＳＮＰマーカー
の部位間の領域の塩基配列によって規定されてもよい。前記２つのＳＮＰマーカーの部位
間の領域の塩基配列は、特に制限されず、例えば、前記染色体における、ＭＳＰ＿１６、
ＭＳＰ＿１７５００、ＭＳＰ＿８、ＭＳＰ＿４１３５３、およびＭＳＰ＿１４からなる群
から選択された２つのＳＮＰマーカーの部位間の領域の塩基配列等があげられる。前記２
つのＳＮＰマーカーの部位間の領域の塩基配列は、例えば、後述する受託番号ＦＥＲＭ　
ＢＰ－２２３３６で寄託されたセイヨウカボチャ植物（以下、「寄託系統」ともいう）に
おける対応する２つのＳＮＰマーカーの部位間の領域の塩基配列を参照できる。前記寄託
系統の塩基配列を参照する場合、前記２つのＳＮＰマーカーの部位間の領域の塩基配列は
、例えば、前記寄託系統の塩基配列と完全または部分的に一致する。後者の場合、前記２
つのＳＮＰマーカーの部位間の領域の塩基配列は、例えば、前記２つのＳＮＰマーカーの
部位間の領域の塩基配列で特定される抵抗性遺伝子座を有するセイヨウカボチャ植物が、
うどんこ病抵抗性を示せばよい。前記抵抗性遺伝子座が前記（３）で特定される場合、前
記抵抗性遺伝子座は、例えば、前記２つのＳＮＰマーカーの部位間の領域に座乗している
ということもできる。
 
【００４８】
　前記ＭＳＰ＿１６（以下、「ＳＮＰ（ｄ）」ともいう）は、例えば、配列番号４におけ
るかっこで囲んだ下線部の塩基の多型を示す。後述する受託番号ＦＥＲＭ　ＢＰ－２２３
３６で寄託されたセイヨウカボチャ植物において、前記ＳＮＰ（ｄ）は、Ｇである多型を
示すが、前記ＳＮＰ（ｄ）は、例えば、Ｇ以外の塩基、すなわち、Ａ、Ｔ、またはＣでも
よい。また、前記配列番号４の塩基配列は、例えば、後述する受託番号ＦＥＲＭ　ＢＰ－
２２３３６で寄託されたセイヨウカボチャ植物から得ることができる。前記ＳＮＰ（ｄ）
は、例えば、前述のwebサイト等のデータベース上の公知の情報からも特定できる。
配列番号４
5’-ATGAGGAATGATTACGTTTGGAAACTTTGCAGGTTGTGGGAGT[G]CTGGTTGGCAAGCCCCTGAACAACTTCTT-
3’
 
【００４９】
　前記ＭＳＰ＿１４（以下、「ＳＮＰ（ｅ）」ともいう）は、例えば、配列番号５におけ
るかっこで囲んだ下線部の塩基の多型を示す。後述する受託番号ＦＥＲＭ　ＢＰ－２２３
３６で寄託されたセイヨウカボチャ植物において、前記ＳＮＰ（ｅ）は、Ｃである多型を
示すが、前記ＳＮＰ（ｅ）は、例えば、Ｃ以外の塩基、すなわち、Ａ、Ｔ、またはＧでも
よい。また、前記配列番号５の塩基配列は、例えば、後述する受託番号ＦＥＲＭ　ＢＰ－
２２３３６で寄託されたセイヨウカボチャ植物から得ることができる。前記ＳＮＰ（ｅ）
は、例えば、前述のwebサイト等のデータベース上の公知の情報からも特定できる。
配列番号５
5’-ATTGTCACTAGAATTTGGCCAAACACTAAGTACCTGGATGTGATTGTGAC[C]GGAGCCATGGCTCAGTACATACC
CACCTTGGAACTTTACAGTGGAGGGTTACCCATGGCTTGCACTATG-3’
 
【００５０】
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　前記領域は、前述のように、例えば、前記２つのＳＮＰマーカーの部位によって、上流
側端部と下流側端部とを特定できる。前記領域は、例えば、前記２つのＳＮＰマーカーの
部位間であればよく、例えば、前記２つのＳＮＰマーカーの部位の両方または一方を含ん
でもよいし、含まなくてもよい。また、前記領域が、前記ＳＮＰマーカーの部位を含む場
合、前記領域の前記上流側端部と前記下流側端部とは、前記ＳＮＰマーカーの部位となる
が、前記上流側端部と前記下流側端部との塩基は、例えば、前述した塩基配列における下
線部の塩基でもよいし、それ以外の塩基でもよい。
【００５１】
　前記領域を規定する前記２つのＳＮＰマーカーは、特に制限されず、例えば、以下の組
合せが例示できる。
ＳＮＰ（ａ）および（ｃ）の組合せ
ＳＮＰ（ａ）および（ｅ）の組合せ
ＳＮＰ（ｃ）および（ｄ）の組合せ
ＳＮＰ（ｄ）および（ｅ）の組合せ
【００５２】
　前記２つのＳＮＰマーカーの部位間の領域の塩基配列によって、前記抵抗性遺伝子座を
規定する場合、前記抵抗性遺伝子座は、さらに、前記領域の塩基配列において、前記領域
に座乗する前記ＳＮＰマーカーを有することが好ましい。具体的には、前記抵抗性遺伝子
座は、前記領域の塩基配列において、例えば、ＭＳＰ＿１７５００、ＭＳＰ＿８、および
ＭＳＰ＿４１３５３からなる群から選択された少なくとも１つのＳＮＰマーカーを有する
ことが好ましい。
【００５３】
　前記領域に座乗する前記ＳＮＰマーカーは、例えば、前記染色体上において、前記領域
を規定する前記２つのＳＮＰマーカーの部位のうち一方または両方の部位でもよいし、前
記領域を規定する前記２つのＳＮＰマーカーの部位間に座乗するＳＮＰマーカーでもよい
。前者を、前記領域の末端のＳＮＰマーカーともいい、後者を、前記領域の内部のＳＮＰ
マーカーともいう。前記領域に座乗する前記ＳＮＰマーカーは、例えば、前記領域の末端
のＳＮＰマーカーおよび前記領域の内部のＳＮＰマーカーの両方であってもよい。
【００５４】
　前記領域の内部のＳＮＰマーカーは、例えば、前記領域を規定する上流側の前記ＳＮＰ
マーカーの部位と下流側の前記ＳＮＰマーカーの部位との間に座乗しているＳＮＰマーカ
ーがあげられ、例えば、図１に示す前記ＳＮＰマーカーの座乗位置に基づき、適宜決定で
きる。前記２つのＳＮＰマーカーの部位間における前記ＳＮＰマーカーの個数は、例えば
、１個以上であればよく、具体例としては、前記領域を規定するＳＮＰマーカーの部位間
に座乗する全てのＳＮＰマーカーである。
【００５５】
　前記２つのＳＮＰマーカーの部位間の領域の塩基配列と前記領域の塩基配列における前
記ＳＮＰマーカーとの組合せは、特に制限されず、例えば、下記条件（ｉ）または（ii）
があげられる。
条件（ｉ）
前記染色体における、ＳＮＰ（ａ）およびＳＮＰ（ｃ）の部位間の領域の塩基配列を含み
、且つ、
前記領域の塩基配列において、ＳＮＰ（ａ）、ＳＮＰ（ｂ）、およびＳＮＰ（ｃ）からな
る群から選択された少なくとも一つのＳＮＰマーカーまたはＳＮＰ（ｂ）を有する
条件（ii）
前記染色体における、ＳＮＰ（ｄ）およびＳＮＰ（ｅ）の部位間の領域の塩基配列を含み
、且つ、
前記領域の塩基配列において、ＳＮＰ（ａ）、ＳＮＰ（ｂ）、およびＳＮＰ（ｃ）からな
る群から選択された少なくとも一つのＳＮＰマーカーまたはＳＮＰ（ｂ）を有する
【００５６】
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　前記抵抗性遺伝子座は、例えば、後述する受託番号ＦＥＲＭ　ＢＰ－２２３３６で寄託
されたセイヨウカボチャ植物の第３染色体上のうどんこ病抵抗性遺伝子座である。
 
【００５７】
　本発明のうどんこ病抵抗性マーカーによれば、例えば、セイヨウカボチャ植物に対して
、うどんこ病抵抗性を付与することができる。本発明において、セイヨウカボチャ植物の
前記うどんこ病抵抗性の程度は、後述する実施例１の方法に準じて、セイヨウカボチャ植
物の発病指数を評価し、前記発病指数から算出する発病度により表わすことができる。こ
の方法による前記発病度の算出は、後述する実施例１の説明を援用でき、例えば、発病度
２未満を耐病性、発病度２以上を罹病性と設定できる。前記発病度により前記うどんこ病
抵抗性を判断する場合、前記発病度は、例えば、１株のセイヨウカボチャ植物の発病度で
もよいし、２株以上のセイヨウカボチャ植物の平均の発病度でもよいが、後者が好ましい
。後者の場合、前記うどんこ病抵抗性の判断に使用するセイヨウカボチャ植物の数は、特
に制限されず、例えば、うどんこ病罹病性セイヨウカボチャ植物との統計学的な検定が可
能な数であり、具体例として、５～２０株、５株である。
【００５８】
２．うどんこ病抵抗性セイヨウカボチャ植物
　本発明のうどんこ病抵抗性セイヨウカボチャ植物は、前述のように、第３染色体上にう
どんこ病抵抗性遺伝子座を有することを特徴とする。本発明のうどんこ病抵抗性セイヨウ
カボチャ植物は、第３染色体上にうどんこ病抵抗性遺伝子座を有することが特徴であり、
その他の構成および条件は、特に制限されない。本発明のうどんこ病抵抗性セイヨウカボ
チャ植物は、前記うどんこ病抵抗性遺伝子座を含む前記本発明のうどんこ病抵抗性マーカ
ーを有することから、例えば、前記本発明のセイヨウカボチャ植物のうどんこ病抵抗性マ
ーカーの説明を援用できる。本発明において、前記第３染色体上の前記うどんこ病抵抗性
遺伝子座は、例えば、本発明のうどんこ病抵抗性マーカーと読み替え可能である。
【００５９】
　本発明のうどんこ病抵抗性セイヨウカボチャ植物は、うどんこ病に抵抗性を示す。
【００６０】
　本発明のうどんこ病抵抗性セイヨウカボチャ植物において、前記うどんこ病抵抗性は、
前述のように、第３染色体上のうどんこ病抵抗性遺伝子座によってもたらされる。本発明
のうどんこ病抵抗性セイヨウカボチャ植物は、前記抵抗性遺伝子座を第３染色体上に有す
るが、例えば、第３染色体に代えて、第３染色体以外のどの染色体上に、前記第３染色体
上のうどんこ病抵抗性遺伝子座を有してもよい。つまり、前記抵抗性遺伝子座を有するセ
イヨウカボチャ植物は、第１染色体、第２染色体、第４染色体、第５染色体、第６染色体
、第７染色体、第８染色体、第９染色体、第１０染色体、第１１染色体、第１２染色体、
第１３染色体、第１４染色体、第１５染色体、第１６染色体、第１７染色体、第１８染色
体、第１９染色体、および第２０染色体のいずれかの染色体上に、前記第３染色体上の前
記抵抗性遺伝子座を有してもよい。
【００６１】
　本発明の抵抗性セイヨウカボチャ植物は、例えば、前記抵抗性遺伝子座を１つ含んでも
よいし、２つ以上含んでもよく、具体例として、１対の染色体において、一方の染色体が
前記抵抗性遺伝子座を含んでもよく（ヘテロ接合型）、両方の染色体が前記抵抗性遺伝子
座を含んでもよいが（ホモ接合型）、うどんこ病抵抗性がより向上することから、後者が
好ましい。
【００６２】
　本発明の抵抗性セイヨウカボチャ植物において、前記抵抗性遺伝子座は、例えば、前記
本発明のセイヨウカボチャ植物のうどんこ病抵抗性マーカーにおけるうどんこ病抵抗性遺
伝子座の説明を援用できる。
【００６３】
　本発明の抵抗性セイヨウカボチャ植物は、一例として、受託番号ＦＥＲＭ　ＢＰ－２２
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３３６で寄託されたセイヨウカボチャ植物（Cucurbita maxima）またはその後代系統があ
げられる。前記後代系統は、例えば、前記抵抗性遺伝子座を有する。寄託の情報を以下に
示す。
寄託の種類：国内寄託
寄託機関名：独立行政法人製品評価技術基盤機構　特許生物寄託センター
あて名：日本国　〒２９２－０８１８　千葉県木更津市かずさ鎌足２－５－８　１２０号
室
受託番号：ＦＥＲＭ　ＢＰ－２２３３６
識別のための表示：Ｔａｋｉｉ１０
受領日：２０１７年６月１日
 
【００６４】
　本発明の抵抗性セイヨウカボチャ植物は、例えば、セイヨウカボチャ植物に、前記抵抗
性遺伝子座を導入することによっても製造できる。前記セイヨウカボチャ植物への前記抵
抗性遺伝子座の導入方法は、特に制限されず、例えば、前記抵抗性セイヨウカボチャ植物
と交雑または胚培養、従来公知の遺伝子工学的手法があげられる。導入する前記抵抗性遺
伝子座は、前述の抵抗性遺伝子座が例示できる。前記抵抗性セイヨウカボチャ植物との交
雑により導入する場合、前記抵抗性セイヨウカボチャ植物は、例えば、前記抵抗性遺伝子
座をホモ接合型で含むことが好ましい。
【００６５】
　本発明の抵抗性セイヨウカボチャ植物について、うどんこ病抵抗性以外の特徴、例えば
、形質的、生態的特徴等は、特に限定されない。
【００６６】
　本発明の抵抗性セイヨウカボチャ植物は、さらに、他の抵抗性を有してもよい。
【００６７】
　本発明において、「植物体」は、植物全体を示す植物個体および前記植物個体の部分の
いずれの意味であってもよい。前記植物個体の部分は、例えば、器官、組織、細胞または
栄養繁殖体等があげられ、いずれでもよい。前記器官は、例えば、花弁、花冠、花、葉、
種子、果実、茎、根等があげられる。前記組織は、例えば、前記器官の部分である。前記
植物体の部分は、例えば、一種類の器官、組織および／または細胞でもよいし、二種類以
上の器官、組織および／または細胞でもよい。
【００６８】
３．うどんこ病抵抗性セイヨウカボチャ植物の製造方法
　つぎに、本発明のうどんこ病抵抗性セイヨウカボチャ植物の製造方法について説明する
。なお、以下の方法は、例示であって、本発明は、これらの方法に制限されない。本発明
において、製造方法は、例えば、育成方法ということもできる。また、本発明において、
前記うどんこ病抵抗性遺伝子座は、前記本発明の抵抗性マーカーと言いかえることができ
、その説明を援用できる。
【００６９】
　本発明のうどんこ病抵抗性セイヨウカボチャ植物の製造方法は、前述のように、下記（
ａ）および（ｂ）工程を含むことを特徴とする。
（ａ）本発明のうどんこ病抵抗性セイヨウカボチャ植物と、他のセイヨウカボチャ植物と
を交雑する工程
（ｂ）前記（ａ）工程より得られたセイヨウカボチャ植物またはその後代系統から、うど
んこ病抵抗性を備えるセイヨウカボチャ植物を選抜する工程
【００７０】
　本発明の製造方法は、前記本発明のうどんこ病抵抗性セイヨウカボチャ植物を親として
使用することが特徴であって、その他の工程および条件は、何ら制限されない。本発明の
製造方法は、例えば、前記本発明の抵抗性マーカー、抵抗性セイヨウカボチャ植物等の説
明を援用できる。
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【００７１】
　前記（ａ）工程において、第一の親として使用するうどんこ病抵抗性セイヨウカボチャ
植物は、前記本発明の抵抗性セイヨウカボチャ植物であればよい。前記抵抗性セイヨウカ
ボチャ植物は、例えば、前述のような受託番号ＦＥＲＭ　ＢＰ－２２３３６で寄託された
セイヨウカボチャ植物またはその後代系統が好ましい。前記（ａ）工程において、第一の
親として使用するうどんこ病抵抗性セイヨウカボチャ植物は、例えば、後述する本発明の
スクリーニング方法により得ることもできる。このため、前記うどんこ病抵抗性セイヨウ
カボチャ植物は、例えば、前記（ａ）工程に先立って、例えば、被検セイヨウカボチャ植
物（「候補セイヨウカボチャ植物」ともいう）から、下記（ｘ）工程により選抜して準備
してもよい。
（ｘ）被検セイヨウカボチャ植物から、前記本発明のうどんこ病抵抗性セイヨウカボチャ
植物を選抜する工程
 
【００７２】
　前記（ｘ）工程において、前記うどんこ病抵抗性セイヨウカボチャ植物の選抜は、前記
うどんこ病抵抗性遺伝子座を有するセイヨウカボチャ植物の選抜ということができる。こ
のため、前記（ｘ）工程は、例えば、下記（ｘ１）工程および（ｘ２）工程により行うこ
とができる。
（ｘ１）前記被検セイヨウカボチャ植物の染色体上における、前記うどんこ病抵抗性遺伝
子座の有無を検出する検出工程
（ｘ２）前記うどんこ病抵抗性遺伝子座の存在により、前記被検セイヨウカボチャ植物を
、うどんこ病抵抗性セイヨウカボチャ植物として選抜する選抜工程
【００７３】
　前記（ｘ）工程における前記選抜は、前述のように、例えば、前記抵抗性遺伝子座を有
するセイヨウカボチャ植物の選抜であり、具体的には、前記被検セイヨウカボチャ植物に
ついて、前記抵抗性遺伝子座を検出することによって、前記抵抗性セイヨウカボチャ植物
を選抜できる。前記（ｘ２）工程において、例えば、一対の染色体における一方の染色体
において前記抵抗性遺伝子座が存在する場合に、前記被検セイヨウカボチャ植物を、前記
抵抗性セイヨウカボチャ植物として選抜してもよいし、一対の染色体における両方の染色
体において前記抵抗性遺伝子座が存在する場合、前記被検セイヨウカボチャ植物を、前記
抵抗性セイヨウカボチャ植物として選抜してもよいが、後者が好ましい。前記（ｘ１）工
程における前記抵抗性遺伝子座の検出は、例えば、前記本発明のうどんこ病抵抗性マーカ
ーにおいて説明したように、前記うどんこ病抵抗性遺伝子座を規定する、（１）前記ＳＮ
Ｐマーカー、（２）前記ＳＮＰマーカーを含む塩基配列、（３）前記２つのＳＮＰマーカ
ーの部位間の領域の塩基配列、およびこれらの組合せを用いて検出できる。
【００７４】
　前記（ｘ）工程における前記選抜について、以下の具体例をあげるが、本発明は、これ
らには限定されない。また、前記うどんこ病抵抗性遺伝子座に関しては、前記本発明のう
どんこ病抵抗性マーカーにおける説明を援用できる。
【００７５】
（１）ＳＮＰマーカーによる特定
　前記（ｘ）工程における前記選抜は、例えば、ＭＳＰ＿１７５００、ＭＳＰ＿８、およ
びＭＳＰ＿４１３５３からなる群から選択された少なくとも一つのＳＮＰマーカーで特定
されるうどんこ病抵抗性遺伝子座を有するセイヨウカボチャ植物の選抜である。前記選択
されるＳＮＰマーカーは、特に制限されず、例えば、前記本発明のうどんこ病抵抗性マー
カーにおける「（１）ＳＮＰマーカーによる特定」の説明を援用できる。
【００７６】
（２）ＳＮＰマーカーを含む塩基配列による特定
　前記（ｘ）工程における前記選抜は、例えば、前記（ａ）、（ｂ）、および（ｃ）から
なる群から選択された少なくとも一つのポリヌクレオチドで特定されるうどんこ病抵抗性
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遺伝子座を有するセイヨウカボチャ植物の選抜である。前記（ａ）、（ｂ）、および（ｃ
）のポリヌクレオチドは、例えば、前記本発明の抵抗性マーカーにおける「（２）ＳＮＰ
マーカーを含む塩基配列による特定」の説明を援用できる。
【００７７】
（３）２つのＳＮＰマーカーの部位間の領域の塩基配列による特定
　前記（ｘ）工程における前記選抜は、例えば、前記染色体における、ＭＳＰ＿１６、Ｍ
ＳＰ＿１７５００、ＭＳＰ＿８、ＭＳＰ＿４１３５３、およびＭＳＰ＿１４からなる群か
ら選択された２つのＳＮＰマーカーの部位間の領域の塩基配列を含むうどんこ病抵抗性遺
伝子座を有するセイヨウカボチャ植物の選抜である。前記２つのＳＮＰマーカーの部位間
の領域の塩基配列は、例えば、前記本発明のうどんこ病抵抗性マーカーにおける「（３）
２つのＳＮＰマーカーの部位間の領域の塩基配列による特定」の説明を援用できる。
【００７８】
　具体例として、前記（ｘ）工程における前記選抜は、例えば、前記領域の塩基配列にお
いて、ＭＳＰ＿１７５００、ＭＳＰ＿８、およびＭＳＰ＿４１３５３からなる群から選択
された少なくとも一つのＳＮＰマーカーを有するうどんこ病抵抗性遺伝子座を有するセイ
ヨウカボチャ植物の選抜があげられる。
【００７９】
　また、前記（ｘ）工程における前記選抜は、例えば、前記条件（ｉ）または（ii）を満
たすうどんこ病抵抗性遺伝子座を有するセイヨウカボチャ植物の選抜でもよい。
【００８０】
　前記うどんこ病抵抗性遺伝子座の有無を検出する染色体は、好ましくは、第３染色体で
ある。
【００８１】
　また、前記（ａ）工程において、他方の親として使用するセイヨウカボチャ植物は、特
に制限されず、例えば、既知のうどんこ病抵抗性を有するまたは有さないセイヨウカボチ
ャ植物でもよいし、他の抵抗性を有するまたは有さないセイヨウカボチャ植物でもよいし
、前記本発明のうどんこ病抵抗性セイヨウカボチャ植物でもよい。
【００８２】
　前記（ａ）工程において、前記うどんこ病抵抗性セイヨウカボチャ植物と前記他のセイ
ヨウカボチャ植物との交雑方法は、特に制限されず、公知の方法が採用できる。
【００８３】
　前記（ｂ）工程において、うどんこ病抵抗性セイヨウカボチャ植物を選抜する対象は、
例えば、前記（ａ）工程より得られたセイヨウカボチャ植物でもよいし、さらに、そのセ
イヨウカボチャ植物から得られた後代系統でもよい。具体的に、前記対象は、例えば、前
記（ａ）工程の交雑によって得られたＦ１のセイヨウカボチャ植物でもよいし、その後代
系統でもよい。前記後代系統は、例えば、前記（ａ）工程の交雑によって得られたＦ１の
セイヨウカボチャ植物の自殖交雑後代または戻し交雑後代でもよいし、前記Ｆ１のセイヨ
ウカボチャ植物と他のセイヨウカボチャ植物とを交雑することによって得られたセイヨウ
カボチャ植物であってもよい。
【００８４】
　前記（ｂ）工程において、うどんこ病抵抗性セイヨウカボチャ植物の選抜は、例えば、
うどんこ病抵抗性を、直接的または間接的に確認することにより行うことができる。
【００８５】
　前記（ｂ）工程において、前記直接的な確認は、得られた前記Ｆ１のセイヨウカボチャ
植物またはその後代系統について、例えば、うどんこ病抵抗性を、前述のような発病度に
よって評価することで行える。具体的には、例えば、前記Ｆ１のセイヨウカボチャ植物ま
たはその後代系統に対して、例えば、うどんこ病菌を接種して、うどんこ病抵抗性を、前
記発病度によって評価することで確認できる。この場合、例えば、２未満の発病度を示す
前記Ｆ１のセイヨウカボチャ植物またはその後代系統を、うどんこ病抵抗性セイヨウカボ
チャ植物として選抜できる。
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【００８６】
　また、前記（ｂ）工程において、前記間接的な確認による選抜は、例えば、下記（ｂ１
）および（ｂ２）工程によって行うことができる。
（ｂ１）前記（ａ）工程より得られたセイヨウカボチャ植物またはその後代系統について
、染色体上における、うどんこ病抵抗性遺伝子座の有無を検出する検出工程
（ｂ２）前記うどんこ病抵抗性遺伝子座の存在により、前記（ａ）工程により得られたセ
イヨウカボチャ植物またはその後代系統を、うどんこ病抵抗性セイヨウカボチャ植物とし
て選抜する選抜工程
【００８７】
　前記（ｂ）工程におけるうどんこ病抵抗性セイヨウカボチャ植物の間接的な確認による
選抜は、例えば、前記（ｘ）工程において説明した方法と同様であり、前記うどんこ病抵
抗性遺伝子座の有無の検出によって、より具体的には、前記分子マーカーを使用した前記
うどんこ病抵抗性遺伝子座の有無の検出によって、行うことができる。
【００８８】
　本発明の製造方法は、前記（ｂ）工程において選抜されたうどんこ病抵抗性セイヨウカ
ボチャ植物を、さらに育成することが好ましい。
【００８９】
　このように、前記うどんこ病抵抗性が確認された前記セイヨウカボチャ植物またはその
後代系統を、うどんこ病抵抗性セイヨウカボチャ植物として選抜できる。
【００９０】
　本発明の製造方法は、さらに、交雑により得られた前記後代系統から、種子を採取する
採種工程を含んでもよい。
【００９１】
　本発明の製造方法は、例えば、前記（ａ）工程のみを含んでもよい。
【００９２】
４．うどんこ病抵抗性セイヨウカボチャ植物のスクリーニング方法
　本発明のうどんこ病抵抗性セイヨウカボチャ植物のスクリーニング方法（以下、「スク
リーニング方法」ともいう。）は、交雑によりうどんこ病抵抗性セイヨウカボチャ植物を
生産するための親として、被検セイヨウカボチャ植物から、セイヨウカボチャ植物のうど
んこ病抵抗性マーカーとして第３染色体上にうどんこ病抵抗性遺伝子座を含むセイヨウカ
ボチャ植物を選抜する工程を含むことを特徴とする。
【００９３】
　本発明のスクリーニング方法は、被検セイヨウカボチャ植物から、うどんこ病抵抗性マ
ーカーとして第３染色体上にうどんこ病抵抗性遺伝子座を有するセイヨウカボチャ植物を
選抜する工程を含むことが特徴であって、その他の工程および条件は、何ら制限されない
。本発明のスクリーニング方法によれば、前記本発明のうどんこ病抵抗性マーカーによっ
て、うどんこ病抵抗性の親を得ることができる。本発明のスクリーニング方法は、例えば
、前記本発明の抵抗性マーカー、抵抗性セイヨウカボチャ植物および製造方法等の説明を
援用できる。
【００９４】
　前記親の選抜は、例えば、前記本発明のうどんこ病抵抗性セイヨウカボチャ植物の製造
方法における前記（ｘ）工程の説明を援用できる。
【００９５】
５．セイヨウカボチャ植物へのうどんこ病抵抗性の付与方法
　本発明のセイヨウカボチャ植物へのうどんこ病抵抗性の付与方法は、第３染色体上のう
どんこ病抵抗性遺伝子座を、セイヨウカボチャ植物に導入する導入工程を含むことを特徴
とする。本発明の付与方法は、第３染色体上のうどんこ病抵抗性遺伝子座を、セイヨウカ
ボチャ植物に導入する導入工程を含むことが特徴であり、その他の工程および条件は、特
に制限されない。本発明の付与方法によれば、前記第３染色体上のうどんこ病抵抗性遺伝
子座、すなわち、前記本発明のうどんこ病抵抗性マーカーを導入することにより、セイヨ



(18) JP 6306252 B1 2018.4.4

10

20

30

40

50

ウカボチャ植物にうどんこ病抵抗性を付与することができる。本発明の付与方法は、例え
ば、前記本発明の抵抗性マーカー、抵抗性セイヨウカボチャ植物、製造方法およびスクリ
ーニング方法等の説明を援用できる。
【００９６】
　前記導入工程において、前記第３染色体上のうどんこ病抵抗性遺伝子座の導入方法は、
特に制限されない。前記導入方法は、例えば、前記抵抗性セイヨウカボチャ植物と交雑ま
たは胚培養、従来公知の遺伝子工学的手法があげられる。導入する前記抵抗性遺伝子座は
、前述の抵抗性遺伝子座が例示できる。前記抵抗性セイヨウカボチャ植物との交雑により
導入する場合、前記抵抗性セイヨウカボチャ植物は、例えば、前記抵抗性遺伝子座をホモ
接合型で含むことが好ましい。
【実施例】
【００９７】
　以下、実施例を用いて本発明を詳細に説明するが、本発明は実施例に記載された態様に
限定されるものではない。
【００９８】
［実施例１］
　新規なうどんこ病抵抗性セイヨウカボチャ植物について、うどんこ病菌に対し抵抗性を
示すことを確認し、また、うどんこ病抵抗性遺伝子座の遺伝様式の解析および新規なうど
んこ病抵抗性遺伝子座の特定を行なった。
【００９９】
　うどんこ病抵抗性を示す新規セイヨウカボチャ植物を開発するために、タキイ種苗株式
会社農場で継代育種により採取された大量のセイヨウカボチャ系統の種子について、育種
を行い、うどんこ病抵抗性の試験を行った。その結果、うどんこ病抵抗性を示す、新規の
うどんこ病抵抗性セイヨウカボチャ系統（Cucurbita maxima）を得た。以下、このうどん
こ病抵抗性セイヨウカボチャ植物を親系統という。
【０１００】
　また、別途、うどんこ病抵抗性系統と、うどんこ病罹病性系統とを交雑することにより
得られたＦ２集団を作製し、そのＤＮＡを抽出した。そして、前記ＤＮＡについて、Sequ
ence-Based Genotyping（Keygene社）を行い、ソフトウェア（Carte Blanche、Keygene社
）を用いた連鎖地図の作製、およびソフトウェア（QTL cartographer、NC STATE Univers
ity製）を用いた連鎖解析をおこなった。この結果、第３染色体上に、CIM(composite int
erval mapping)で算出されるＬＯＤ値のピーク値が２５．８を示すＱＴＬを１つ検出した
。
【０１０１】
　そして、前記ピーク値の近傍における多型であるＭＳＰ＿１４およびＭＳＰ＿１６をＳ
ＮＰマーカーとして設計した。
【０１０２】
　前記親系統と、タキイ種苗株式会社が所有するうどんこ病罹病性セイヨウカボチャ植物
の固定系統（以下、「罹病性系統」ともいう）とを交雑することによって、９３個体のＦ
２分離集団（以下、「９３系統」ともいう。）を生産した。
【０１０３】
　前記９３系統に対し、うどんこ病菌を用いて接種試験を行なった。うどんこ病菌の接種
試験は、以下のように行った。
【０１０４】
　うどんこ病菌（Podosphaera xanthii）は、滋賀県湖南市のカボチャ圃場において、自
然発病したうどんこ病罹病セイヨウカボチャ植物に由来するものを使用した。前記うどん
こ病菌は、下記の接種試験により、前記罹病性セイヨウカボチャ植物に感染可能な病原菌
であることを確認した。
【０１０５】
　まず、前記うどんこ病菌は、隔離した温室内で生育させたセイヨウカボチャ植物（えび
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す、タキイ種苗株式会社）上で培養した。前記セイヨウカボチャ植物の葉上の前記うどん
こ病菌の菌叢を掻き取ることにより分生子を回収後、回収した分生胞子を１．０×１０４

個／ｍＬになるように殺菌水で調整することにより胞子懸濁液を調製し、これを接種に供
試した。また、前記接種に供試するセイヨウカボチャ植物は、本葉２枚が展開した幼苗を
用いた。ハンドスプレーを用い、前記分生子懸濁液２ｍＬを前記セイヨウカボチャ植物１
個体の株全体に均一に噴霧した。前記噴霧後、前記セイヨウカボチャ植物を、１５－２５
℃、湿度６０－８０％、自然光下の温室内で１４日間生育した。そして、生育したセイヨ
ウカボチャ植物について、以下のように発病調査を行った。
【０１０６】
　発病調査は、発病指数を、以下の基準にしたがって評価することにより実施した。また
、発病指数の評価基準として発病指数０～４の個体の代表例を図２の写真に示す。なお、
図２において、白色が、胞子形成が見られる箇所である。
発病指数０：病徴なし
発病指数１：不明瞭な胞子形成が接種葉に数か所で観察される（接種葉の表の面積の５％
以下）
発病指数２：明確な胞子形成がみられるが、限定的である（接種葉の表の面積の５％を超
え２５％以下）
発病指数３：明確な胞子形成がみられ、接種葉の所々に観察される（接種葉の表の面積の
２５％を超え５０％以下）
発病指数４：明確な胞子形成がみられ、接種葉のほどんどが覆われている（接種葉の表の
面積の５０％を超える）
【０１０７】
　そして、各個体について、それぞれ、前記基準に従って発病指数を調査し、下記式より
、各系統の発病度を求めた。
発病度（Ｎ）＝［（０×ｎ０）＋（１×ｎ１）＋（２×ｎ２）＋（３×ｎ３）＋（４×ｎ

４）］／調査個体数
前記式において、「０、１、２、３、４」は、それぞれ発病指数を示し、「ｎ０、ｎ１、
ｎ２、ｎ３、ｎ４」は、それぞれ、発病指数０、発病指数１、発病指数２、発病指数３、
発病指数４の個体数を示す。
【０１０８】
　また、前記９３系統について、そのＤＮＡを抽出し、ＭＳＰ＿１６の多型を解析した。
【０１０９】
　これらの結果を、下記表１に示す。下記表１に示すように、ＭＳＰ＿１６について、抵
抗性のホモ接合型（Ａ）またはヘテロ接合型（Ｈ）では、発病度が２未満であるのに対し
、罹病性のホモ接合型（Ｂ）では、発病度が２以上であった。これらの結果から、本発明
の抵抗性セイヨウカボチャ植物は、うどんこ病菌に対して有効であることがわかった。ま
た、前記９３系統の発病指数と、その個体の出現頻度との関係から、前記親系統のうどん
こ病抵抗性の遺伝様式は、１因子の不完全優性であることがわかった。さらに、ＭＳＰ＿
１６が、前記第３染色体上のうどんこ病抵抗性遺伝子座のマーカーとして使用できること
がわかった。
【０１１０】
【表１】
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【０１１１】
［実施例２］
　新規なうどんこ病抵抗性セイヨウカボチャ植物について、新規なうどんこ病抵抗性遺伝
子座の特定を行った。
【０１１２】
　前記親系統と、前記罹病性系統と交雑することで、戻し交雑後代ＢＣ１系統を得た。前
記ＢＣ１系統について、さらに、前記罹病性セイヨウカボチャ植物と３回戻し交雑するこ
とにより、ＢＣ４系統を得た。なお、各戻し交雑後代について、ＭＳＰ＿１６およびＭＳ
Ｐ＿１４をヘテロ接合型で含むセイヨウカボチャ植物を選抜した。
【０１１３】
　前記実施例１のＱＴＬの前記ピーク値の近傍における多型であるＭＳＰ＿１７５００、
ＭＳＰ＿８、およびＭＳＰ＿４１３５３を新たにＳＮＰマーカーとして設計した。そして
、前記９３系統およびＢＣ４系統について、ＭＳＰ＿１６、ＭＳＰ＿１７５００、ＭＳＰ
＿８、ＭＳＰ＿４１３５３、およびＭＳＰ＿１４に対応する多型の塩基を特定した。この
結果、前記９３系統およびＢＣ４系統におけるＳＮＰマーカーの多型の違いから、前記第
３染色体において、ＭＳＰ＿１６とＭＳＰ＿１４との距離は、１．６ｃＭであることがわ
かった。
【０１１４】
　つぎに、前記９３系統およびＢＣ４系統において、前記ＳＮＰマーカーの遺伝子型が互
いに異なる６個体（以下、「６系統」ともいう）について選抜した。そして、前記６系統
を自殖し、自殖後代を得た。そして、前記自殖後代について、前記実施例１と同様に接種
試験を実施した。この結果を下記表２に示す。下記表２において、Ａは、前記ＳＮＰマー
カーを抵抗性のホモ接合で保有することを示し、Ｈは、前記ＳＮＰマーカーをヘテロ接合
で保有することを示し、Ｂは、前記ＳＮＰマーカーを罹病性のホモ接合で保有することを
示す。また、下記表２において、ＡおよびＨは、網掛けで示している。下記表２に示すよ
うに、ＭＳＰ＿１７５００、ＭＳＰ＿８、およびＭＳＰ＿４１３５３が、抵抗性のホモ接
合（Ａ）またはヘテロ接合（Ｈ）である個体においては、自殖後代において抵抗性を示す
個体が得られた。これらの結果から、前記ＳＮＰマーカーの中でも、ＭＳＰ＿１７５００
、ＭＳＰ＿８、およびＭＳＰ＿４１３５３が、うどんこ病抵抗性と高い相関性を示すＳＮ
Ｐマーカーであることが確認できた。また、ＭＳＰ＿１７５００、ＭＳＰ＿８、およびＭ
ＳＰ＿４１３５３と高い相関性を示すことから、前記ＳＮＰマーカーを含む領域であるＭ
ＳＰ＿１６およびＭＳＰ＿１４の部位間の領域が、うどんこ病抵抗性と高い相関性を示す
ことがわかった。
【０１１５】
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【表２】

【０１１６】
［実施例３］
　新規なうどんこ病抵抗性セイヨウカボチャ植物が有する抵抗性遺伝子座について、他の
セイヨウカボチャ植物が有していないことを確認した。
【０１１７】
　前記ＢＣ４系統について、さらに、前記罹病性系統と２回戻し交雑することにより、Ｂ
Ｃ６系統を得た。なお、各戻し交雑後代について、ＭＳＰ＿４１３５３をヘテロ接合型で
含むセイヨウカボチャ植物を選抜した。つぎに、前記ＢＣ６系統を、自殖させることによ
り自殖後代ＢＣ６Ｆ１系統を得た。前記ＢＣ６Ｆ１系統について、さらに、同様に２回自
殖させ、自殖後代ＢＣ６Ｆ３系統を得た。前記ＢＣ６Ｆ３系統について、ＭＳＰ＿４１３
５３を抵抗性のホモ接合型で含むセイヨウカボチャ植物を選抜した（選抜ＢＣ６Ｆ３系統
）。前記選抜ＢＣ６Ｆ３系統は、受託番号ＦＥＲＭ　ＢＰ－２２３３６で寄託した。以下
、選抜ＢＣ６Ｆ３系統を、寄託系統ともいう。
【０１１８】
　つぎに、前記寄託系統を含む下記表３の各セイヨウカボチャ植物（ｎ＝５）について、
前記実施例１と同様にして、発病度を算出した。また、前記寄託系統を含む各セイヨウカ
ボチャ植物について、ＭＳＰ＿１６、ＭＳＰ＿１７５００、ＭＳＰ＿８、ＭＳＰ＿４１３
５３、およびＭＳＰ＿１４に対応する多型の塩基を特定した。これらの結果を下記表３に
示す。下記表３において、Ａは、前記ＳＮＰマーカーを抵抗性のホモ接合型で保有するこ
とを示し、Ｂは、前記ＳＮＰマーカーを罹病性のホモ接合型で保有することを示す。また
、下記表３において、Ａは、網掛けで示している。下記表３に示すように、寄託系統は、
うどんこ病抵抗性を示し、かつＭＳＰ＿１６、ＭＳＰ＿１７５００、ＭＳＰ＿８、ＭＳＰ
＿４１３５３、およびＭＳＰ＿１４の全てのＳＮＰマーカーについて、抵抗性のホモ接合
型で保有していた。これに対し、前記寄託系統を除くセイヨウカボチャ植物は、うどんこ
病罹病性を示し、かつＭＳＰ＿１６、ＭＳＰ＿１７５００、ＭＳＰ＿８、ＭＳＰ＿４１３
５３、およびＭＳＰ＿１４の全てのＳＮＰマーカーについて、罹病性のホモ接合型で保有
していた。また、前記寄託系統は、うどんこ病抵抗性セイヨウカボチャ植物として知られ
ているPI 135370、PI 137866、PI 165027、PI 166046、PI 458673、およびPI 458675と比
較して、発病度が大幅に低下していることから、これらの品種が有するうどんこ病抵抗性
遺伝子座とは異なる、新規の抵抗性遺伝子座を有することがわかった。これらの結果から
、本発明のうどんこ病抵抗性セイヨウカボチャ植物が保有する抵抗性遺伝子座が、新規の
抵抗性遺伝子座であること、ならびに前記抵抗性遺伝子座がＭＳＰ＿１７５００、ＭＳＰ
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＿８、およびＭＳＰ＿４１３５３で特定できることがわかった。
【０１１９】
【表３】

【０１２０】
　つぎに、前記寄託系統を含む下記表４の各セイヨウカボチャ植物について、ＭＳＰ＿１
６、ＭＳＰ＿１７５００、ＭＳＰ＿８、ＭＳＰ＿４１３５３、およびＭＳＰ＿１４に対応
する多型の塩基を特定した。なお、前記寄託系統を除く各セイヨウカボチャ植物は、うど
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マーカーを抵抗性のホモ接合型で保有することを示し、Ｂは、前記ＳＮＰマーカーを罹病
性のホモ接合型で保有することを示す。また、下記表４において、Ａは、網掛けで示して
いる。下記表４に示すように、寄託系統は、ＭＳＰ＿１６、ＭＳＰ＿１７５００、ＭＳＰ
＿８、ＭＳＰ＿４１３５３、およびＭＳＰ＿１４の全てのＳＮＰマーカーについて、抵抗
性のホモ接合型で保有していた。これに対し、前記寄託系統を除くセイヨウカボチャ植物
は、ＭＳＰ＿１６、ＭＳＰ＿１７５００、ＭＳＰ＿８、ＭＳＰ＿４１３５３、およびＭＳ
Ｐ＿１４の全てのＳＮＰマーカーについて、罹病性のホモ接合型で保有していた。これら
の結果から、前記抵抗性遺伝子座を、ＭＳＰ＿１７５００、ＭＳＰ＿８、ＭＳＰ＿４１３
５３で特定できることがわかった。
【０１２１】
【表４Ａ】

【０１２２】
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【表４Ｂ】

【０１２３】
　以上、実施形態および実施例を参照して本発明を説明したが、本発明は、上記実施形態
および実施例に限定されるものではない。本発明の構成や詳細には、本発明のスコープ内
で当業者が理解し得る様々な変更をすることができる。
【産業上の利用可能性】
【０１２４】
　以上のように、本発明のセイヨウカボチャ植物のうどんこ病抵抗性マーカーによれば、
例えば、うどんこ病抵抗性セイヨウカボチャ植物を簡便にスクリーニングできる。また、
本発明のうどんこ病抵抗性セイヨウカボチャ植物は、例えば、前記抵抗性遺伝子座を含む
ため、例えば、うどんこ病抵抗性を示すことが可能である。このため、本発明のうどんこ
病抵抗性セイヨウカボチャ植物は、従来のような農薬による防除が不要であるため、例え
ば、前記農薬散布の労力および費用の問題も回避できる。このため、本発明は、例えば、
育種等の農業分野において極めて有用である。
【要約】　　　（修正有）
【課題】新たなセイヨウカボチャ植物のうどんこ病抵抗性マーカー、うどんこ病抵抗性セ
イヨウカボチャ植物、およびそれを用いたうどんこ病抵抗性セイヨウカボチャ植物の製造
方法を提供する。。
【解決手段】セイヨウカボチャ植物のうどんこ病抵抗性マーカーは、第３染色体上のうど
んこ病抵抗性遺伝子座を含むことみ、ＭＳＰ＿１７５００、ＭＳＰ＿８、およびＭＳＰ＿
４１３５３からなる群から選択された少なくとも１つのＳＮＰマーカーで特定されるうど
んこ病抵抗性遺伝子座を有するうどんこ病抵抗性セイヨウカボチャ植物の選抜である。
【選択図】なし
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