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The plant root system is an essential organ for the absorption of water and nutrients from the soil. The distribution
of different root types in a root system determines its ability to efficiently take up water and nutrients because these
resources are heterogeneously distributed in the soil. To improve water- and nutrient-uptake in rice, we identified a rice
genomic region associated with root system using 2D and 3D root-phenotyping systems. We used a set of 26
chromosome segment substitution lines (CSSLs) derived from a cross between ‘IR64’ and ‘Kinandang Patong’. The root
systems of 26 CSSLs grown under hydroponic conditions were evaluated using 2D image analysis. Based on these
results, we selected 8 CSSLs that exhibited greater root growth compared to control variety ‘IR64’. Three-dimensional
analysis for the 8 CSSLs grown in gellan gum revealed that only one CSSL (SL1003) showed significantly longer total
root length than ‘IR64’ although total root number, centroid of root system, and maximum root depth did not differ

significantly between SL1003 and ‘IR64’. The SL1003 has a ‘Kinandang Patong’ introgression on the long arm of
chromosome 1. These results suggest that this region includes gene(s) primarily controlling root elongation rather than
other root traits.

研究目的

可能になった。しかし、ゲノム育種により品種改良

人口増加と経済成長に伴い、2050 年までに現在の

するためには目的の形質に関与する遺伝子を同定し
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