
様々な遺伝子の発現を操るスイッチ「転写因子」の 
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転写因子（TF）はDNAに特異的に結合して遺伝子の転写調節に関わる重要なタンパク質で、イネには二千数百種類あると推定されていま
す。TFは、植物の生長段階や環境条件に応じ、その支配下にある遺伝子群の転写を適切に調節することで、調和した生育状態を維持する
ものと考えられます。しかし、TFの多くは役割がまだよくわかっていません。本研究における多種多様なイネTFの機能解明は、イネの生育

特性や農業形質が分子レベルで理解出来るようになるだけでなく、イネ等の作物の（分子）育種を実施する上で有用な知見や研究素材を
提供します。我々は、多種多様なイネTF遺伝子（cDNA）の過剰発現による機能の増強や抑制が引き起こすイネの生育や形態の変化から、
その役割を理解しつつ、有用農業形質をもたらす遺伝子を探索しています。 

1. 転写因子は標的となる遺伝子群 
    の発現を制御するスイッチである 

Gene A 

個々の転写因子（TF）の役割 
  標的遺伝子群の発現の ON/OFF を調節 

Gene B 

Gene C 

Gene D 

イネ遺伝子座 
（タンパク質をコード） 
 約 37,544 種類 

イネ転写因子： 
2,400 ~ 2,500 種類 

細胞増殖 器官分化 
発芽・生長 環境応答 
代謝 光合成 
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TFあたり平均10 ~ 20
種類の支配下遺伝子 

TF 

2. イネ転写因子の包括的機能解明へのアプローチ 

TF cDNA過剰発現イネの作出 
（優性亢進型: OX系） 

キメラリプレッサー発現イネの作出 
（優性阻害型: CRES-T系） 
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異常な表現型は生じない 

TF機能が損なわれた表現型が現れる 

 多くのTFはファミリーを形成しています。同一ファミ

リーの構成員の機能は重複している場合がしばしば
あり、単一TF遺伝子の変異体では異常表現型が出
現しないことが懸念されます。CRES-T法*では、転
写因子に転写抑制機能を持つペプチド（Repression 
Domain: RD）を付加したキメラ遺伝子を過剰発現さ

せることで、機能が重複する複数の転写因子の機能
を一斉に抑えることができます。 

# Transposon tagging 
# T-DNA tagging 
# Irradiation 
# Chemical mutagen 
# Antisense/RNAi  

CRES-T 
Hiratsu et al. (2003) 
Plant J. 34(5): 733-739. 

*CRES-T: Chimeric REpressor Gene-Silencing Technology 

 イネTFをイネで異所的に過剰発現さ

せることで、下流の標的遺伝子群の発
現を一斉に誘導または抑制することが
できます。そのため、表現型の変化が
生じやすく、効率的に機能獲得型の変
異体を作出できると期待されます。 

TF X cDNA 過剰発現型プロモーター 

標的遺伝子 #2 

標的遺伝子 #3 

標的遺伝子 #1 

本来のTF機能を増強した表現型の出現 

イネTF 完全長cDNAクローン 

Rice TF-OX Expression clones 
(生物研) 

各種TF組換えイネの作出 
TF-OX and TF-OR  
Rice plants  

- 転写因子cDNAのORF解析 
- Gatewayエントリーベクターへのクローニング  

3. 転写因子cDNAを過剰発現する組換えイネ系統の 
    作出、評価、利用 

Rice TF-OR Expression clones 
(産総研) Chimeric Repressor 

イネTF cDNA エントリークローン 

過剰発現（OX）ベクター および  
キメラリプレッサー過剰発現（OR）ベクターへのクローニング 

Agrobacteriumを介したイネの形質転換 
（各発現ベクターを1つずつイネに導入） 

- 各TF組換えイネ系統の解析 
- 表現型の観察 
- 後代種子の収穫 ・・・ 

• 各転写因子の機能と発現ネットワークの解明 
• 高収量やバイオマス増など有用形質に関わるTFの探索 
• 後代種子の保存、配布 
• データベース構築と公開 

OX03A04: AK242412 (SLR1-like1, GRAS family) 

Itoh et al. (2005) Plant J. 44(4): 669-679. 

Promoter: OsAct-1 

イネTF過剰発現（TF-OX） 

OsTB1:  トウモロコシTEOSINTE BRANCHED 1 (TB1)  
のホモログ．TCP転写因子で 分げつを負に制御# 
OsTB1::OsSRDX 過剰発現イネでは 分げつが増加 
OsTB1-OXイネでは 分げつが減少# 

Control OsTB1::OsSRDX fusion 

イネ由来のリプレッションドメイン（RD）が   
有効に機能している例（CRES-T/TF-OR系） 

# Takeda et al. (2003) Plant J. 33: 513–520. 

5. 各種遺伝子組換えイネ系統の作出状況（2010年3月31日） 

4. 機能既知のイネ転写因子 
    cDNAの導入例 #1 

矮性 
出穂遅延 

少分げつ 
垂れ葉 多分げつ  

Control 

Overexpressor 

Control 

Overexpressor 
Control 

Overexpressor 

Overexpressor 

長稈 

Control 

CRES-T OX 
Hyg耐性細胞塊 
R1培地移植後 10日 

葉身、葉鞘の色が薄緑色 
分げつが開く 
葉身関節が開く 
垂れ葉 

葉身、葉鞘の色が濃緑 
分げつが閉じる 
葉身関節が閉じる 
巻き葉 ＋ 直立葉 

再分化個体 
鉢上げ 6週後 CRES-T OX Control 

再分化:  
遅い 

再分化:  
早い 

日本晴に導入したイネ転写因子ファミリーcDNAs 
AP2/ EREBP   AUX_IAA   bHLH   bZIP   CO-like   GARP   
GATA   GRAS   Homeodomain   Myb   MADS   TCP 

6. イネ転写因子cDNA過剰発現イネに生じた様々な変異 

7. TF-OXイネとTF-ORイネで相対する 
    表現型が観察された事例 

野生型 OX CRES-T 
事例 #2 

事例 #1 
野生型 

短粒 長粒 

矮性 

多分げつ 

A. TF-OX および -OR系統の作出を継続し、生育特性／表現型の
観察、並びに表現型情報のデータベース化を行います。 

B. 各種TF cDNA-OX および -ORイネ系統より後代種子を収獲し、

研究用形質転換リソースとして活用します（有用形質の選抜、
後代種子の保管・配布等）。 

C. 生育促進や多収性等の有用農業形質に関わるTF cDNAの探
索と機能解析を行い、利用法を考案します。 

これらの系統では、TF-
OX と ＣREＳ-Ｔの異常表
現型がちょうど「表と裏」
の関係になっており、導
入転写因子機能のより高
精度の推測が可能です。 

TF-OX および TF-ORイネ 
（目標: 2012年度末までに  
  各1,000種類） 

有用農業 
形質に係る 
TFの探索 

TF遺伝子組換え 
イネのデータベース
構築（カタログ化） 

後代採種 

有用TFの機能を 
活用した育種素材の 
デザインや開発 生育特性の

観察・解析 

保管・配布・増殖 

公開 
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