




は じ め に

　農林水産生物は人類の基礎的な栄養源であるとともに、再生可能なエネル

ギー供給源でもあります。将来において、食料、エネルギー等に関する深刻

な事態の発生が懸念されているおり、長期的視点に立って生物の物質生産力

を高めていくことが求められています。また、そのためには既存技術のブ

レークスルーも必要となります。このような背景のもと、農林水産省の大型

別枠プロジェクトとして、「形態・生理機能の改変による新農林水産生物の創

出に関する総合研究（バイオデザイン計画）」が、平成10年度からⅢ期10年

間の計画でスタートしました。その後の試験研究機関の独立行政法人化に伴

い、平成13年度からは農業生物資源研究所が責任を負う運営交付金プロジェ

クトとして継続・運営されています。

　バイオデザイン計画では、植物・動物・微生物・昆虫などの生物が持つ固

有の形態発生や生理機能の発現機構を分子レベルで明らかにしつつ、それを

基盤として、生物が備えている物質生産機能の飛躍的な向上につながる機能

改変技術の開発を目指しています。研究は、農林水産省所管の7独立行政法

人および大学や民間などの試験研究機関が有機的な連携を図りつつ進められ

ています。これまでの研究から得られた成果の中にはすでに応用を目指した

新しい研究に発展しているものもありますが、情報の発信という点では、未

だ不十分であることは否めません。そこで、本プロジェクトの成果がより多

くの方の目にとまり、応用面への発展も含めた新たな展開がもたらされるこ

と、また基礎研究の側面でもより一層の深化がもたらされることを期待し

て、最近の成果の中から19課題を選び取りまとめました。

　本書は、農業生物資源研究所の発行するNIAS アグリバイオサイエンス・

シリーズ No.1として刊行の運びとなりました。本書を刊行するに当たって

ご協力をいただいた皆様に感謝するとともに、ここに取り上げた内容が広く

活用されることを願う次第です。

平成16年11月

飯　 哲夫
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リンゴは，種から開花・結実するまでに十数年かかる植物である．この期間を短縮できれば，育

種など研究上役に立つばかりではなく開花の制御メカニズムを知ることにもなり産業的にも重要

である．シロイヌナズナなどモデル植物の花芽形成・分化に関わる遺伝子の知見を元に，リンゴ

で相同な遺伝子を探索した．得られた遺伝子AFL1，AFL2は，シロイヌナズナに早期開花や単生

花の発生を促す能力を有していた．ただし，シロイヌナズナなどでは相当する遺伝子が一つであ

るのに対しリンゴには二つあり，花芽分化に対して役割分担をしているものと考えられる．

　植物の花の分化，発達に関する理解は1990年代か

らシロイヌナズナという小さな植物のおかげで飛躍

的な進歩を遂げている．この植物のゲノムがとても

小さいため変異体が得られやすく，しかも世代時間

が短いので種を播いてから花が咲くまで約1 ヶ月し

かかからないことなどが大きな理由である．たくさ

んの変異体は，形や色など外見が変化したものの他

に光や温度，時間といった物理的なファクターに対

する応答性，内在のホルモンに対する応答性など生

理的性質の変わったものも含まれる．それら変異体

の原因となる遺伝子を突き止め，その働きを詳しく

解析することでシロイヌナズナの植物としての様々

な仕組みが解明されつつある．

　さて，植物を形作る基本的な遺伝子やその仕組み

は，広義の陸上植物であればほぼ同じもしくは似

通っているという考えは，今日までの研究で納得で

きる前提である．先程述べたシロイヌナズナの研究

から解明された多くの遺伝子に相似な遺伝子を他の

植物で探し，それが同じように機能しているかどう

かという研究も多数行われており，植物にとって重

要な遺伝子はその配列，機能において植物種間で大

きな変化が見られないことがわかってきた．例えば

花を咲かせるような，被子植物で普遍な生理的反応

に関わる遺伝子群は，植物種間で相似なものが多い

のである．これは直感的に納得できることだろう．

ただ，同じ被子植物でも，リンゴとイネといった全

く異なるタイプの植物では基本となるもの以外が大

きく異なることも予想される．どのような変化に

よって現在のように多様な植物が繁栄しているの

か，非常に興味深い問題である．

　リンゴのような果樹を含めた木本類は「桃栗三年

柿八年・・」と語られるように，種から育って実の

なるまでに長い年月がかかる．リンゴにいたって

は，十数年という時間が必要である．遺伝的に早咲

きするものや接ぎ木による早期開花という技術もあ

るが，樹木には幼若相といわれる成長期があり，こ

の期間はもっぱら栄養成長を行い花芽はつかない．

この性質はしっかり育って枝を多く伸ばした後，た

くさん花を着け，種を多く産するという木本類の戦

略の一つなのだが，研究者にとっては歯がゆいばか

りである．特に果樹のように果実そのものが研究の

第一目標となるものではなおさらである．そこでシ

ロイヌナズナで得られた花の分化形成に関わる遺伝

子の知見を応用してリンゴを早期に開花させる事が

出来るのではと考えた．

　まず，シロイヌナズナで研究され，花芽分化形成

に関わるいくつかの候補遺伝子を選び，それらと相

同なリンゴの遺伝子を捜した．遺伝子配列が似たも

のを単離することは現在ではかなり簡便な技術の一

つとなっているため，相同なリンゴの遺伝子を得た

後は，それらの働きも似ているかを厳密に調べなけ

ればならない．例えば，シロイヌナズナの変異体に

その原因遺伝子に相似な遺伝子を導入した時，シロ

イヌナズナの変異が回復し正常に戻れば，その相似

遺伝子は機能も相同であるということが出来る．し

かしながら変異体の性質や組み換え体の作りやすさ

などを考慮すると，この直接的な証明法は汎用性が

あまり無い．そこで，間接的ではあるが，機能の相
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同性を証明する方法として相似な遺伝子の発現する

時期や組織を調べ，それが変異体の原因遺伝子と似

ているかどうかで評価する方法がある．これらの方

法を用いて，リンゴの花芽形成遺伝子の単離を行っ

た．しかし，興味深いことにいくつか選んだ中には

異なった組織や時期に発現するものもあった．これ

らの遺伝子は植物種の多様性に関与しているのかも

しれない．最終的に選ばれた遺伝子は，シロイヌナ

ズナのLFY遺伝子である．この遺伝子が壊れて働か

なくなると，花が葉状のシュートに変化してしまう

ためLFY(leafy)という名前になった．このLFY遺伝

子の仲間には，キンギョソウのFLO遺伝子，ペチュ

ニアのALF遺伝子，エンドウ豆のPEAFLO遺伝子が

報告されている，これらの遺伝子が働かなくなる変

異体ではシロイヌナズナの leafy変異体同様に花の

部分が葉状に変化する．シロイヌナズナの研究も含

めてこのLFY遺伝子の仲間の働きを解析した結果，

この遺伝子は植物が栄養成長から生殖成長に切り替

わることと生殖成長を維持するのに必要であるとい

うことが分かった．つまり花への切り替えスイッチ

と花の成熟に重要な働きをしている遺伝子である．

　そこでリンゴでも相同な遺伝子があると考え，リ

ンゴの花芽から遺伝子を単離してみると2種のLFY
相同遺伝子がとれた．これらの遺伝子を以後AFL1, 
AFL2と呼ぶ．

　AFL遺伝子は互いに約90％の相同性を示し，シロ

イヌナズナのLFY遺伝子と70％の相同性があった．

分子内に偏った違いはなく，全体的に相異が散在し

ていた．しかし，それぞれが発現する組織や時期は

全く異なっていた（図１）．図１ではAFL1が花芽に

特異的に発現していることを示しているが，AFL2
は茎や葉以外の組織で発現しており，組織的な特異

性は見られない．この結果は機能や役割が異なって

いる事を示している．そこで，二つの遺伝子の機能

を調べるために，それぞれの遺伝子をシロイヌナズ

ナに導入し発現させてみた．しかし，AFL1, AFL2と
もにシロイヌナズナを早期開花させ，しかも本来な

ら見られない部分から余分な花が生じた（単生花）

（図２）．ただし，この傾向はAFL2の方が強く，開花

に至る日数も短く，単生花の数も多かった（表１）．

程度の差こそあれ，2種の遺伝子の機能の質的な差

は認められなかった．なぜ同じような機能を持つ遺

伝子を2個持っているのか，園芸種のため昔から交

配が繰り返され，同じ遺伝子が重複しているという

可能性も考えられた．しかし野生種のリンゴのゲノ

ムを調べると，園芸品種と同様にこの遺伝子を複数

個持っていることが判った（図３）．つまり人間の影

図１． リンゴのLEAFYホモログAFL1, AFL2の発現．リンゴ
の各組織から抽出したRNAを各AFL遺伝子のプライマーを
もちいて，RT-PCRを行い，電気泳動を行ったもの．各AFL遺
伝子のバンドが見られる組織に発現があることを示してい

る．下のRNAは各組織から抽出されたRNAの泳動を示して
いる．組織の中で，栄養茎頂は，栄養成長を続ける茎頂部で
ある．

図２． AFL遺伝子を導入したシロイヌナズナ． AFL1を導入
した形質転換シロイヌナズナは写真d，AFL2を導入したもの

は写真b, c，何も導入していないシロイヌナズナはaである．
写真b, c, dのなかのsは葉腋から生じる単生花をさす．1fは花
茎の2次シュートが単生花に変化したものである．写真 f, g, 
hはAFL2を導入した転換体の花の異常を示している．fは閉

じていない雌ずいで，胚珠が出ている．gは花弁の数が増え
ている．hは，花弁や雄しべのある位置から単生花が生じて
いる．eは野生型．



個体数単生花数の幅単生花数葉数の幅ロゼット葉数植物体

15008-129.60±1.12野生体

80-20.37±0.748-108.50±0.75AFL1-1

140-20.28±0.727-108.78±0.89AFL1-2

134-64.84±0.684-75.84±0.80AFL2-2

84-75.50±1.066-97.00±0.92AFL2-9

図３． リンゴ野生種でのAFLゲノムのサザンブロット． それぞれの品種から取ったゲノムを制限酵素BamHIで消化し，電
気泳動したものをAFL遺伝子をプローブに検出したもの．図のバンドは，各品種のAFL遺伝子を示している．M. pumilaは
ヨーロッパなど人の居住地域の周辺にある半野生化したリンゴ種である．

表１　AFL1，AFL2形質転換体シロイヌナズナでの開花時のロゼット葉数と葉腋からの単生花の数

シロイヌナズナの開花の早さは，ロゼット葉の枚数で判断される．ロゼット葉が少なければ早期
開花を意味する．AFL1の転換体はAFL1-1, 1-2で，AFL2の転換体はAFL2-2, 2-9である．数値は平

均±標準偏差で表されている．

響をうける以前からリンゴの仲間ではこの遺伝子は

複数個あったと考えることが出来る．さらに，リン

ゴの品種によってAFLのゲノムが変わるということ

が明らかになった．例えば，図４に示すように紅玉

という品種ではAFL1の対立遺伝子がAFL1aとなっ

ている，AFL1aはAFL1とほぼ同じ配列なのだが第1
イントロンに余分な800塩基対の挿入配列があっ

た．この挿入によってAFL1aの発現は特に影響を受

けていなかった．また何品種かの親子間や，人為的

に作られた半数体のゲノムを調べた結果，その変化

はAFL1, AFL2の対立遺伝子の多様性によるもので，

必ずひとつの植物個体にはAFL1，AFL2を持つこと

が明らかになった．つまり，リンゴは花芽のスイッ

チとなる遺伝子を2個持っていることになる．

　AFL1，AFL2それぞれがリンゴの花芽の分化形成

にどのように働いているのかを明らかにするため，

それぞれの機能が異なるかどうかを調べてみた．ま

ず，AFL1を発現しているシロイヌナズナの花粉を，

AFL2を発現しているシロイヌナズナの雌しべに受

粉させ種を得る，その種から育った個体は，AFL1と
AFL2の両方を発現しているため，お互いの働きが

質的に異なればシロイヌナズナの早期開花性や単生

花の数が変わるものと考えた，しかし，これらのシ

ロイヌナズナはAFL2単独の時と同じ変化を示すだ

けであった．つまりAFL1とAFL2は質的に同じ働き

をしていると考えられる．AFL遺伝子が花芽の分化

形成にどのように働いているのかを明確にするた

め，AFL遺伝子をシロイヌナズナに導入した時，

AFL1とAFL2の効果に程度の差が生じることに注目

した．表1で示したとおり，AFL2を導入したシロイ



ヌナズナの方が開花に要する時間がより短くなり，

さらに葉腋から出る単生花の数も多くなった．この

差はAFL2分子のどの部分によるものか，その機能

部分を特定すれば，開花を制御する仕組みを解き明

かす一歩になると考えられる．そこでAFL1とAFL2
のキメラ遺伝子を作製した（図５）．まず，AFL1と
AFL2の前後半部を入れ替えたAFL12とAFL21を作

製した．それをシロイヌナズナに導入し，AFL2の
早期開花と葉腋からの単生花の数を指標にして解析

を行ってみると明らかにAFL12がAFL2の性質を受

け継ぐことが分かった．次ぎにAFL12のAFL2の部

分をさらに半分に置き換えたAFL112とAFL121を作

製した．これを同様にシロイヌナズナに導入し発現

させ，上述の性質がどちらに現れるか調べたとこ

ろ，AFL2の性質はAFL121に受け継がれていた．つ

まり，AFL2分子の後半分のさらに前半部分が花芽

の分化誘導に重要な役割を持つ機能部分が存在して

いると考えることができる．さらにこの部分をLFY
遺伝子と比較してみると，AFL2とLFYには共通して

いるが，AFL1とは異なる配列がアミノ酸4個に絞ら

れることが分かった．LFY遺伝子の仲間は特に分子

の後半部分の相同性が高く，植物間で高度に保存さ

れている．また，この部分はDNAとの結合に関与

すると考えられているため，今回の結果はこれまで

の知見と一致している．このことから今回特定した

部位はAFL2が花芽制御に関わる他の遺伝子の発現

制御配列を認識して結合するのに必要な部分ではな

いかと考えられる．今後，AFL1およびALF2の花芽

形成への役割を明らかにしていくために，それぞれ

の遺伝子の発現組織や時期を決定するプロモーター

の解析や，AFL遺伝子を導入したリンゴの作出，お

よびその転換体での花芽分化・発達への影響を解析

することが必要であると考える．

図４． AFL遺伝子のゲノム構造． 各AFL遺伝子のゲノムの
構造を示す．AFL1, AFL1aは，1aの第1イントロンの挿入配

列以外ほぼ同じ配列を示す．しかし，AFL2はエクソン部分
以外相同性はほとんど見られない．

図５． AFLキメラ遺伝子とその早期開花への効果． AFLキ
メラ遺伝子の構造を示す．各キメラ遺伝子はフレームがずれ

ないようデザインされている．早期開花および単生花の数を
含めて遺伝子の効果が＋印で現されている．＋の数が多い方
がより影響大となる．
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ラムノガラクツロナン II（RG-II）は植物の一次壁に存在する分子量約5,000の複雑な構造をした

ペクチン多糖であり，植物の必須微量元素であるホウ素（B）の結合部位である．1分子のホウ素

は2分子のRG-IIとジオールジエステル結合を形成してRG-II- ホウ酸複合体（dRG-II-B）として存

在している．ホウ素によるペクチン架橋は細胞壁の構造を安定化し，植物の正常な成長に必須で

ある 1，2）．

　ホウ素（B）が植物の必須微量元素であることは

約100年前から知られていたが，植物がなぜホウ素

を必要とするかは長い間不明であった．ごく最近，

ホウ素は細胞壁中のペクチン多糖の一つであるラム

ノガラムツロナン II（RG-II）と結合し，1分子のホ

ウ素が2分子のRG-IIとジオ―ルジエステル（dRG-II-
B）を形成していることがわかった．そこでRG-II-
ホウ酸複合体の形成と植物の成長の関係ついて検証

をおこなった．ホウ素が欠乏すると栄養器官である

葉の形態は著しく矮性になる．本研究の成果は正常

な栄養器官形成の条件を明らかにしたり，必須微量

元素であるホウ素の施肥や管理指針をつくる上で有

益な知見をもたらすと考えられる．

ホウ素が欠乏した植物細胞壁の構造とRG-IIの化学
形態
　ホウ素が欠乏状態のカボチャは，ホウ素を十分に

供給したものに比べて植物体が小さく，もろい．葉

の横断面を電子顕微鏡で観察すると，細胞接着部分

が濃く染色され，細胞壁が膨潤していることがわ

かった（図参照）．RG-IIの化学形態を調べると，ホ

ウ素が欠乏したカボチャでは，RG-II単体（mRG-II）
として存在した．安定同位体である10Bに富んだホ

ウ酸（10B(OH)3）を与えると，葉や細胞壁中の 10Bの

割合が経時的に増加し，細胞壁の厚さはホウ素を十

分に供給したものと同じになった．また，10Bを含む

RG-II二量体（dRG-II-10B）の割合が増加した．ホウ

素欠乏した植物体のRG-IIとホウ素が十分に供給さ

れたもののRG-IIは化学構造が同じであった．この

結果，ホウ素が欠乏しても正常なRG-IIが生合成さ

れている事が明らかになった．ホウ素欠乏により

RG-IIはホウ素による架橋ができなくなり，その結

果，細胞壁が不安定となって形態が異常になること

が明らかになった 3）．

シロイズナズナのホウ素変異株（bor 1）と細胞接着
性が弱いタバコ培養細胞（nalac H-18）の解析
　シロイヌナズナのホウ素変異株（bor 1）は低濃度

のホウ素に感受性が高い．低濃度のホウ素（3 μ M）

ではロゼット葉の展開が著しく阻害され，高いホウ

素濃度（30 μ M）では成長は回復する．bor 1 の細胞

壁やRG-II の構造は対称区と同じであった．ホウ素

の輸送に欠陥のあるbor 1 ではホウ素が不足するた

め，ホウ素によるRG-II- ホウ酸複合体（dRG-II-B）
が形成出来ないので，成長が阻害されると考えられ

る4）．

　

　タバコ細胞壁変異株　nolac H-18 は細胞接着が弱

く，もろい．nolac H-18 の原因遺伝子はRG-II合成

に係わるグルクロン酸転移酵素でありnolac H-18 
のRG-IIはグルクロン酸とガラクトースが欠損して

いた．そのためホウ素の結合部位の化学構造が不完

全なため安定なRG-II架橋が形成できなかった．こ

のことが原因で安定な細胞壁が構築できず成長が悪

くなったと考えられる 5）．

植物の必須微量元素ホウ素は
ペクチンを架橋して機能している
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植物の呼吸系にはATP生成効率を下げる経路が存在する．シアン耐性経路(AOX)もその一つであ

るが，その役割には不明な点が多い．我々は環境要因に対するAOXの応答を調べ，その制御機構

や意義を検討し，AOXの改変や選抜を通じて作物の生産性向上を目標としている．ここでは光，

温度，窒素栄養といった主要な環境要因に対する，数種の植物の成長やAOXを含めた呼吸系の応

答を調べた．その結果，AOXは不適な環境下で利用され，酸化還元バランスをとるための安全弁

のような役割を果たしていると考えられる．

はじめに
　植物の呼吸系は昼間に固定された光合成産物を消

費して植物個体の成長や維持のためのATPや還元

力をつくりだしている．個体レベルで見ると光合成

産物の半分以上が呼吸系に使われることもある．30
年以上前にMcCreeやThornleyらが呼吸と成長を関

連づけるモデルを出してから，呼吸速度と作物の成

長や収量との関係や呼吸速度の差に注目して生産性

の高い作物の選抜が試みられてきた．しかし現在ま

で，呼吸と成長・収量との関係に統一的な見解はな

く，呼吸形質の選抜によって生産性を高めた作物品

種も知られていない（Amthor, Ann Bot, 86, 1, 2000）．
その理由の一つとして，呼吸速度と呼吸系からつく

られるATP生成速度との関係が常に一定ではなく，

呼吸系は必ずしも最大効率でATPを生成していな

いからである．植物の呼吸系にはATP生成効率を

下げる経路がいくつか知られている（図１）1）．例え

ば，複合体 Iとは異なるNAD(P)H脱水素酵素が内膜

の外側（NDex）と内側（NDin）にあり，NAD(P)H
を酸化してユビキノンを還元する．これらの酵素は

プロトン輸送を行わない．またユビキノールから直

接電子を受けとり酸素に渡す，シアン耐性経路とも

呼ばれるalternative oxidase (AOX)もプロトン輸送能

はない．これらの経路における電子伝達はATP合
成と共役していないため，エネルギー的には無駄と

も言える経路である．また植物ミトコンドリア内膜

にはプロトン勾配を解消するuncoupling protein 
(UCP)の存在も知られている．

　このような呼吸鎖の非効率な経路のなかでも

AOXは分子生物学・生化学レベルで研究が進んでい

る経路である（Millenaar & Lambers, Plant Biol, 5, 2, 
2003）．AOXは内膜のマトリックス側に2量体とし

て存在し，ジスルフィド結合によって分子間S-S結
合している酸化型と，還元されSHとなる還元型の

二つの状態がある．還元型の方の活性が高く，ピル

ビン酸などのα－ケト酸によってさらに活性化をう

ける．活性化されたAOXはユビキノールからシト

クロム経路と競合的に電子を奪うことができる．つ

まり，活性化されればAOXは生体内でいつでも働

きうるということである．

　AOXの役割としてよく知られるのは，サトイモ科

植物の肉穂花序における熱発生である．肉穂花序で

はまわりの温度よりも10度ほど上昇し，熱とともに

訪花昆虫を誘引する物質を放出する．しかし熱発生

する植物は植物全体のうちほんのわずかであり，ほ

とんどの非熱発生植物もこのエネルギー的に不利な

AOXをもっている．それではその役割とは何であ

ろうか．現在，AOXの一般的な役割として，過還元

状態のときの還元力の消去系として働いている可能

性が提唱されている（Millenaar & Lambers, 2003）．
植物では活性酸素については葉緑体がよく調べられ

ているが，ミトコンドリアでも酸素に1つの電子だ

け渡されれば，電子伝達系から活性酸素が生じる．

ATP消費が低い状態ではシトクロム経路はNADHの

ような還元力の消費を行えず，電子伝達系に電子が

滞留し活性酸素が生じやすい．そのときAOXは過

酸化還元バランスのための安全弁
－シアン耐性呼吸の役割－
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剰の還元力を消去し，活性酸素の発生を防ぐと考え

られている．しかしAOXの過剰還元力の消去系と

しての役割を示した研究は，非常に強いストレス条

件下に置かれた植物を対象とする場合がほとんどで

あり，実際，AOXが生体内で過剰の還元力の消去系

として有効なのかどうかは分かっていない．

　我々は，植物が実際に野外で受けるようなレベル

の環境変動に対するAOXや呼吸系の応答からAOX
の生体内での役割を追求している．現在まで，光，

温度，窒素栄養という主要な三つの環境要因に注目

し，それらの変動に対する呼吸系全体やAOXの応

答性，その背景にある生化学レベルの制御メカニズ

ムを調べてきた．また種や品種間での応答性の違い

についても注目している．以下，調べた環境要因ご

とに得られた知見をまとめる．

光環境
　野外の光環境は時空間的に大きく変動する．日本

の低地でも夏の日中には2000 µmol photon m-2 s-1を

超えるような強光に達するし，うっそうとした森林

の林床では室内程度の明るさにしかならない．この

大きく異なる光環境は日中の光合成速度だけではな

く，その光合成産物を通じて，夜間の呼吸速度に大

きく影響する．強光環境では昼間，光合成が活発に

行われ，葉に炭水化物が蓄積する．ホウレンソウ葉

ではその蓄積に応答して夜間の始めには呼吸速度と

AOXの in vivoにおける活性が高かった．一方，観葉

植物にも使われる亜熱帯の林床植物クワズイモの葉

では，光阻害が起こらない程度の明るい光環境でも

呼吸速度は低く，AOXの in vivoの活性も低かった．

つまり光合成による稼ぎがあまり期待できない弱光

環境下では呼吸による炭水化物の消費を抑えなが

ら，AOXを使わないようにして少しでもATP生成効

率を上げていると考えられる 2）．しかしクワズイモ

葉のAOX量が少ないわけではない．クワズイモ葉

のAOXは活性化を受けるとホウレンソウと同程度

の高い活性を示し，シトクロム経路と競合してユビ

キノールから電子を奪うことができる．また非常に

薄暗い環境下で栽培しても，明るい光環境で栽培し

たものと同じくらい高いAOX最大活性を示す．こ

の高い最大活性を示すクワズイモの葉のAOXは，

一体いつ何の役に立っているのだろうか．またどの

ような仕組みで普段は不活性化されているのだろう

か．

　AOXはそのシステイン残基が酸化還元され，活性

／不 活性 の 制御 を受 け る (Millenaar & Lambers, 
2003）．薄暗い環境で生育したクワズイモの葉では，

AOXのほとんどは不活性型であったが，非常に強い

光のもとにおかれた葉では，AOXは活性型であった

（図２Ａ）．また薄暗い環境から光障害がおこるよう

な強光環境へと葉を移した場合には，光阻害が起こ

るとともに活性型AOXが増え，不活性型と活性型

の比が大きく変化した（図２）3）．これは強光ストレ

スが起こるような状態ではクワズイモ葉のAOXは

図１． 高等植物の呼吸鎖電子伝達系の模式図． CI～CVは複合体 I～Vを示す．NDin，NDexはプロトン輸送能のない
NAD(P)脱水素酵素を示す．UQox：ユビキノン，UQred：ユビキノール，UCP: uncoupling protein．

図２． (A) クワズイモの葉のAOXの酸化還元状

態の栽培光環境による影響． 酸化型と還元型は
分子量が異なるのでSDS-PAGE/Western blottingに
より分離・検出することができる．LLは非常に薄
暗い環境で栽培した個体の葉．LHはLL条件から

光傷害を起こすような強光環境に移した個体の
葉．数字は移行後の日数を示す． (B) 光化学系 II
の光阻害（Fv/Fm）の栽培光環境による影響．



活性型に変化し，過剰な還元力の消去系として働き

うるということを意味する．クワズイモのような陰

生植物は林床や林縁など薄暗い環境に生育するが，

倒木により林冠にギャップが形成されると，突然強

い光環境にさらされる．クワズイモ葉のAOXはそ

のような環境で活性型に変化し，効率良く過剰な還

元力を消去する役割を持っているのかもしれない
4）．一方，ホウレンソウ葉のAOXは，光阻害が起こ

らなくても，細胞内の炭水化物の蓄積に応答して働

きが変化する．両種のAOXの制御機構がどのよう

に異なるのかはまだ不明であるが，生体内でのAOX
の活性化／不活性化機構を知ることにより，非熱発

生植物のAOXの生体内での役割が明らかにされる

だろう．

温度環境
　光とは異なり温度は直接的に呼吸に影響する．ま

たその影響の受けかたは植物種によって異なる．た

とえば植物種のなかには生育温度での呼吸速度が，

どの生育温度でも一定の値を示す例が知られてい

る．つまり低温で生育しても高温で生育しても，生

育温度下の呼吸速度が同じになる．この現象は「呼

吸速度の温度恒常性」と呼ばれる（Atkin & Tjoelker, 
Trends Plant Sci, 8, 343, 2003）．呼吸速度の温度恒常

性を仮定した場合としない場合とでは，地球温暖化

モデルにおける植物による純CO2固定量の計算に大

きな差が生じる（Atkin et al., New Phytol, 147, 141, 
2000）．しかしどのような植物種が温度恒常性を示

すのか，どのような生理的なメカニズムに基づいて

いるのか，温度恒常性の有無にはどのような生態学

的な意義があるのかということはわかっていなかっ

た．我々は呼吸の温度恒常性の意義を知ることと，

AOXのような非効率な経路が呼吸速度の恒常性と

どのように関わっているのかを知ることを目的とし

た．まず，根の呼吸速度の温度恒常性の度合が異な

るイネ1品種とコムギ3品種とを用いて，呼吸速度の

測定と成長解析を行った．温度恒常性の度合の低い

イネとコムギ1品種は，低温で栽培すると高温個体

と比べて根の呼吸速度が低下するだけではなく，相

対成長速度もかなり低下していた．しかし恒常性の

度合が高いコムギの2品種では，低温環境で栽培し

ても根の呼吸速度や相対成長速度の低下は抑えられ

ていた 5）．つまり，恒常性の度合が高いこと（低温栽

培個体の呼吸速度が高いこと）と成長が速いことと

の間には強い関連がある．したがって恒常性の度合

が高い品種では低温下での成長の低下を防ぐため

に，呼吸速度が高いのかもしれない．

　しかし低温環境下で呼吸速度が高い場合にも，

AOXのような非効率な経路が働いていたら，生成さ

れるATPエネルギーは低下してしまう．恒常性の

度合が高い品種では，AOXやUCPのような非効率

な経路は使われていないのだろうか．単離ミトコン

ドリアを用いて，AOXやシトクロム経路の電子伝達

速度やAOXやUCPなどの電子伝達構成成分のタン

パク量を調べてみた．すると恒常性の度合が低い品

種では，低温栽培個体では高温個体と比べて根の

AOXやUCP量が多くなり，AOXの最大活性も高

かった．恒常性の度合の低い品種は，低温環境で呼

吸速度が低下するばかりでなく，ATP生成効率も低

下する可能性がある．一方，恒常性の度合が高い品

種では根のAOXやUCP量が低温では抑えられ，シ

トクロム経路の末端酸化酵素（COX）量は増加して

いた（図３）．それぞれの経路の最大活性も同様の傾

向を示した．つまり，恒常性の度合が高い品種では

低温環境で呼吸速度がそれほど低下しないだけでは

なく，効率の良いATP生産が行われ，低温環境での

高い成長が実現しているのだろう 6）．

図３．　根の呼吸速度の恒常性の度合（H）が異なるコムギと

イネの4品種の根の呼吸速度と根のミトコンドリアタンパク
あたりのcytochrome c oxidase (COX)，alternative oxidase (AOX)，
uncoupling protein (UCP)量．H値は恒常性が全くない場合を
0，恒常性が完全にある場合を1となる指標．15℃ と25℃ 条
件で栽培した．



窒素栄養環境
　窒素はタンパク質の構成成分であるため，植物の

成長を律速する主要な無機栄養であり，植物の生産

性を決定する光合成と呼吸という二つの過程に大き

く影響する．これまで窒素に対する光合成系の応答

については多くの知見が蓄積している（Evans JR, 
In: Photosynthesis and the Environment (ed NR Baker), 
281, Kluwer, Dordrecht, 1996）．一方，窒素栄養に対

する呼吸系の応答については，呼吸速度と窒素濃度

との相関を調べた研究以外には数少なく，その相関

の背景にあるメカニズムも不明である．窒素が不足

する条件下では炭素と窒素のバランスがくずれ，葉

にデンプンが蓄積し，光合成が低下することが知ら

れ て い る（Ono & Watanabe, Plant Cell Physiol, 38, 
1032, 1997）．呼吸系は過剰の炭水化物を消費し，植

物体内の炭素と窒素のバランスをとる働きがある可

能性が高い．さらにATP合成とは共役しない経路

（例えばAOX）が過剰な炭水化物を効率良く消費す

ると考えられているが，AOXが炭水化物の消費系と

してどの程度役立っているのかは分かっていない．

我々は窒素栄養条件を変えてホウレンソウを栽培

し，その葉を用いて窒素栄養に対する呼吸系の応答

を，特に非効率な経路であるAOXに注目して調べ

ている．

　低窒素条件ほど葉面積あたりの最大光合成速度と

ともに呼吸速度も低い値を示し，これまで指摘され

たような相関が見られた．AOXの最大活性は低窒

素条件では非常に高い値を示し，またAOXとCOX
の最大活性の比（AOX/COX比）も，低窒素条件ほ

ど高い値を示した（図４Ａ）．さらに酸素安定同位体

を利用してAOXとCOXの in vivo活性を測定したと

ころ，低窒素条件ではAOXが電子伝達系として利

用されている割合が高いことが分かった（図４Ｂ）．

ホウレンソウ葉では低窒素条件でATP律速を受け

ないAOXが過剰に蓄積している炭水化物を効率よ

く消費し，光合成速度のさらなる低下や光阻害を防

いでいるのかもしれない．今後はAOX以外の非効

率的な経路（UCPなど）の窒素条件に対する応答や，

葉のミトコンドリアの中で大きな割合を占める光呼

吸経路のグリシン脱炭酸酵素などの応答を調べてい

きたい．

おわりに
　これまでの結果からAOXを含めた非効率な経路

は，成長や光合成が低下するような不適な環境下に

おいて働き，呼吸鎖や光合成系の酸化還元バランス

をとり，活性酸素による傷害を防いでいると思われ

る．植物がこのような非効率な経路を持つことにど

の程度のコストがかかるかは分からないが，不適環

境をやり過ごすための安全弁として持っているのだ

ろう．従って，このような経路を減らすような人為

的な改変や選抜をすれば，生育可能な環境巾は狭く

なるかもしれないが，高い収量が期待できる作物が

得られるのかもしれない．また逆に増やすような改

変・選抜をすることにより収量は期待できないがス

トレスに強い作物を生み出すことになるだろう．

図４．　(A) 異なる窒素栄養条件で栽培したホウレンソウ葉
のCOXの最大活性に対するAOXの最大活性の比．横軸は与

えた窒素栄養濃度．(B) 酸素安定同位体を利用して求めた
AOXが電子伝達系で利用されている割合（%）．
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環境ストレス耐性作物の開発のためには，植物の持つ環境ストレスに対する応答機構や耐性機構

を分子レベルで明らかにすることが重要である．これまでに，ストレス応答機構で働く転写因子

をコードするDREB1A遺伝子を導入した遺伝子組換えシロイヌナズナでは乾燥・塩・低温などの

環境ストレス耐性が向上していることを示してきた．cDNAマイクロアレイを用いた解析によ

り，このDREB1A遺伝子組換え体では適合溶質合成酵素，解毒酵素，高分子の保護因子である

LEAタンパク質等多様な遺伝子が複合的に機能していることが明らかになった．

　近年，砂漠化や土壌の塩類化等地球規模の環境劣

化が深刻化している．また，世界各地で異常気象が

報告されており，農業生産に大被害を及ぼしてい

る．このため，突然の異常気象や劣悪環境下でも栽

培可能な作物や環境保全に役立つ植物を開発するこ

とは，国際的に重要な課題となっている．これまで

に，環境ストレス耐性の獲得に関与する転写因子の

遺伝子を用いた遺伝子組換え技術により，植物に高

いストレス耐性を付与できることを示した．この組

換え植物中での変化を解析して，獲得されたストレ

ス耐性機構を分子レベルで明らかにするとともに，

遺伝子組換え技術の実用化に向けた基礎研究を行っ

た．

　これまでに，シロイヌナズナから乾燥や塩や低温

ストレス応答で重要な働きを示す転写因子の遺伝子

DREB1Aを単離している．また，転写因子DREB1A
は乾燥・塩・低温ストレス誘導性の遺伝子のプロモー

ターに存在するシス因子DRE（G/ACCGAC）に特異

的に結合することも明らかにしている．この遺伝子

をカリフラワーモザイクウイルスの35Sプロモー

ターに結合してシロイヌナズナに導入したところ，

得られた形質転換体は非常に高いレベルの乾燥・塩・

低温ストレス耐性を示した．DREB1A遺伝子組換え

体を用いて導入遺伝子であるDREB1Aの発現を調べ

ると，耐性度の強さに応じて発現量が高くなってい

る事が明らかにされた．また，標的遺伝子である

rd29A遺伝子の発現量はDREB1A遺伝子の発現量に

対応していることも示された．

　そこで，DREB1A遺伝子組換え体の耐性獲得の分

子機構を明らかにすることを目的に，シロイヌナズ

ナの7000 cDNAマイクロアレイと8000 Affymetrix 
GeneChipを用いて，DREB1A遺伝子組換え体中で過

剰発現する遺伝子群を網羅的に解析した．新規の遺

伝子も含めて40種以上のストレス耐性遺伝子が

DREB1Aによって制御されている標的遺伝子である

ことが明らかになった．これらの遺伝子の低温スト

レスによる発現をノーザン法で経時的に調べると，

その発現パターンからDREB1A遺伝子の標的遺伝子

には直接的な制御を受けている遺伝子と間接的に制

御を受けている遺伝子があることが明らかになった

（図１）．また，ターゲット遺伝子のプロモーター領

域には，DREB1Aの結合サイトであるDRE配列とし

てA/GCCGACNT配列が特異的に存在していること

が，シロイヌナズナの13,439遺伝子のプロモーター

領域と比較することによって示された（図２）．さら

に，DRE配列はプロモーター中に複数存在する場合

が多く，ABRE配列（ACGTGT/G）が共存する頻度

が高いことも明らかになった．

　これらの遺伝子の機能を分類すると，大きく二つ

のグループに分けられた．第一のグループにはスト

レス耐性を獲得するために働く機能遺伝子が含まれ

ている．これには膜輸送に関与するタンパク質，

LEAタンパク質，抗凍結タンパク質，シャペロン，

解毒酵素等が見られた．また，乾燥や塩や低温スト

レス時の植物中ではストレスに対応するため適合溶

質と考えられる糖やプロリン量が上昇することが報

告されているが，DREB1A形質転換体においても，

糖やプロリンレベルが上昇していることが示され

干ばつにも塩害にも低温にも強いスーパー作物開発の鍵
－環境ストレス耐性機構を制御する転写因子遺伝子DREB1Aの機能－
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た．Galactinol synthaseをコードするAtGolS3遺伝子

やプロリンの合成酵素であるP5CS2遺伝子は

DREB1Aのターゲット遺伝子であることが示され，

これらの遺伝子が過剰発現することにより糖やプロ

リンレベルが上昇したと考えられた．実際，

AtGolS3遺伝子やP5CS遺伝子をシロイヌナズナ中で

過剰発現した植物では糖またはプロリンのレベルが

上昇することが示され，さらに乾燥や低温ストレス

に対する耐性が向上していることが明らかにされて

いる．

　一方，第二のグループには機能遺伝子の発現を調

節する制御遺伝子が含まれていた．これにはC2H2
タイプのジンクフィンガー型転写因子やERF/AP2
タイプの転写因子の遺伝子が存在していた．C2H2
タイプのジンクフィンガー型転写因子の一つは，転

写抑制因子であるSTZであった．この遺伝子を植物

中で高発現すると植物は成長の遅れや矮化を示し，

乾燥ストレスに対して耐性が向上していた（図３）．

一方，シグナル伝達系で機能することが明らかにさ

れているリン脂質代謝系の酵素遺伝子も標的遺伝子

であることが確かめられ，DREB1Aはストレス時の

情報伝達系の変換にも関与していることが示唆され

図１． DREB1A遺伝子の標的遺伝子の経時的ノーザン解析． DREB1Aの標的遺伝子には青，黄，緑で示す3種類の発現様式
があり，DREB1Aが直接その発現に関与する遺伝子と間接的に関与する遺伝子とに分類された．低温ストレス処理2時間後

から発現が急激に上昇して，5時間までに高い発現量に至る青で示した遺伝子が直接的な標的遺伝子の候補と考えられた．

図２． DREB1Aの結合配列のプロモーター領域の分布． 
(A) マイクロアレイ解析で同定されたDREB1Aの標的遺伝子
のプロモーター領域には，A/GCCGACNT配列が期待値に比
較して有意に存在していた． (B)  A/GCCGACNTおよび
A/GCCGACNA/C/G配列は，シロイヌナズナの13,434遺伝子
において，転写開始点から上流-50から-450 bpのプロモー
ター領域に期待値と比較して有意に存在した．



た．このように転写因子DREB1Aはストレス耐性

遺伝子群のマスターキーと考えられ，DREB1Aが過

剰発現すると，制御下にある多くのストレス耐性遺

伝子が複合的に過剰発現するために高いストレス耐

性が獲得されると考えられた．

図３． STZ遺伝子を過剰発現する形質転換シロイヌナズナの

成長と乾燥ストレス耐性． PBI121はベクターのみを導入し
たコントロールを示す． (A)  形質転換体中のSTZ遺伝子の発
現． (B)  寒天培地上で育てた21日目の形質転換体． (C)  36

日目の形質転換体． (D)  2週間水やりを止めた形質転換体の
乾燥ストレス耐性．
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養豚研究では，低脂肪豚肉生産が主要な研究テーマであり，大きな成果をあげてきた．ところが，

「脂肪が少なすぎる豚肉はおいしくない」と批判されるケースも出てきた．そこで，豚の筋肉に適

量の脂肪を蓄積させる技術の開発を目指して研究に着手した．リジン濃度が低い飼料を6週齢の

豚に3週間給与すると，筋肉中のグルコース輸送タンパク質4型のmRNA発現量が高くなった．

同時に，筋肉の呼吸能の指標も高まり，さらに，脂肪細胞の分化と関係が深いPPAR- γ のmRNA

発現量も高くなった．肥育豚に同様の飼料を給与したところ，ロース肉の脂肪含量が2倍程度高

くなり，はっきりと視認できる脂肪蓄積となった．

　家畜が遺伝的能力を発揮するためには，栄養状態

が適正でなければならない．この大前提から，これ

までの家畜栄養学は，栄養要求量に関する研究に精

力を注いできた．特に，筆者が研究対象にしている

豚では，良質の動物性タンパク質を赤肉として安定

供給することが期待されており，豚が必要とする飼

料由来のタンパク質，すなわちアミノ酸の要求量を

明らかにすることが，重要な研究テーマである．一

方で，栄養素自身に遺伝子発現を制御する機能が備

わっていることが明らかになるにつれ（Towle, J 
Biol Chem, 270, 23235-8, 1995），栄養学研究にも，

「分子栄養学」という概念が持ち込まれてきた．タン

パク質の構成要素だと考えられてきたアミノ酸に，

遺伝子発現を制御する機能があることも，最近に

なってわかってきたのである（Fafournoux et al., 
Biochem J, 351, 1-12, 2000）．
　ところで，豚肉といえば，脂肪を連想される読者

も多いと思われる．事実，「ヘルシーな低脂肪豚肉」

を目指した研究が主流となった時期が長く続いた．

これらの研究が実って脂肪蓄積が低くなった結果，

肝心の豚肉がおいしくないと批判されるケースも出

てきた．事実，高品質豚肉を生産するためには，あ

る程度の脂肪が筋肉に蓄積する必要があるとの報告

もあり（Castell et al., Can J Anim Sci, 74, 519-528, 1994），
「低脂肪」至上主義から，若干のパラダイム修正を図

る必要が出てきたのである．体脂肪を少なくする研

究には蓄積があったが，脂肪を増やす，しかも豚の

筋肉中の脂肪を増やすとなると，筋肉におけるエネ

ルギー代謝に関する基礎研究から始める必要があ

る．筆者は，形態・生理プロジェクトに第 I期から参

加し，上述した分子栄養学の成果も踏まえて，必須

アミノ酸が豚の筋肉におけるエネルギー代謝に及ぼ

す影響に関する研究に着手した．

　第 I期では，飼料中のリジンあるいはトレオニン

濃度を低下させると，①豚にとって最も重要な成長

因子であるインスリン様成長因子-Iの血液中濃度が

低下する 1－3）， ②筋肉におけるグルコース輸送タン

パク質4型 （GLUT4） の遺伝子発現量が高くなる 3，

4），という成果が得られた．特に②の成果は，筋肉

におけるエネルギー代謝に直接関係すると考えられ

たので，こちらに着目して第 II期の研究を進めるこ

とにした．多くの哺乳動物の細胞は，エネルギー源

としてグルコースに依存しているが，一連のグル

コース代謝の中で律速となるのは，グルコースが

GLUTを介して細胞膜を通過する段階だと言われて

いる．律速段階に関与する遺伝子発現が，飼料中の

必須アミノ酸濃度の影響を受けるという事実は，そ

の後のグルコース代謝にも影響を及ぼす可能性を示

唆している．そこで，GLUT4の発現と連動すること

がすでに報告されていたエネルギー代謝関連酵素，

ヘキソキナーゼ（HK）とクエン酸合成酵素（CS）
の活性に，飼料中のリジン含量が及ぼす影響を検討

した．その結果，HK活性には変化が観察されな

かったが，リジン含量が低い飼料を給与することに
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より，筋肉中のCS活性が高くなることが明らかと

なった 5）．CSは，アセチルCoAとオキサロ酢酸から

クエン酸を合成する酵素で，TCA回路の律速酵素の

一つである．TCA回路が活発だということは，ミト

コンドリアにおける呼吸が活発だということを示唆

している．そこで，より視覚的に変化を捉えるため

に，筋肉の凍結切片を作製し，ミトコンドリアの呼

吸関連酵素の一つ，NADH- 脱水素酵素を染色して

みた．予想は的中し，低リジン飼料区では，NADH-
脱水素酵素活性を有する筋繊維の割合が高くなって

いた（図１）．つまり，低リジン飼料の給与は，筋

肉のミトコンドリアの呼吸を活発化し，一般に「酸

化的」という状態に，筋肉の生化学的特性をシフト

させるのである．同時に，ミトコンドリアの生合成

に関与するPGC-1 αのmRNA発現量が高くなってい

るのも観察できた．興味深かったのは，脂肪前駆細

胞から脂肪細胞への分化に関与するといわれている

PPAR- γのmRNA発現量も高くなっていたことであ

る．

　このように，リジン含量が低い飼料を給与する

と，筋肉のエネルギー代謝は，呼吸が活発になる方

向に影響を受けるということがわかってきた．牛の

筋肉では，ミトコンドリアの呼吸関連酵素活性と脂

肪含量との間に正の相関が報告されたばかりである

（Hocquette et al., EAAP pub No 109, 513-516, 2003）．
また，PPAR- γのmRNA発現量が高いということ

は，脂肪細胞が多く出現している可能性を示唆して

いる．この段階までで得られたデータはすべて，6
～9週齢の若い豚で得たデータだが，これだけ役者

が揃ったので，いよいよ肥育豚を供試した．体重

60 kg（16週齢）の豚に約2 ヶ月間低リジン飼料を給

与し，ロース肉の脂肪含量を調査したところ，対照

区の脂肪含量3.5％に比較して，低リジン飼料区は

6.7％と，約2倍高くなっていた．図２で見ていただ

ければわかるように，「霜降り豚肉」と呼んでも差し

支えないレベルだと考えている．

　以上が，「霜降り豚肉」の作り方の概要である．低

リジン飼料の給与により，筋肉が「酸化的」にシフ

トした結果，脂肪酸合成が活発化して脂肪含量が高

くなった，というのが現在想定している仮説であ

る．この仮説の検証が，サイエンスとしての今後の

研究テーマのひとつとなりえるだろう．他方，低リ

ジン飼料の給与は，窒素排泄量の増加を招くと予想

されることなどから，応用面で整理するべき問題点

も残されている．

図１．胸最長筋（ロース）のNADH- 脱水素酵素．　黒く染まっ
ている部分にNADH- 脱水素酵素の活性が検出される．

図２． 低リジン飼料を給与した豚ロース肉．
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家畜受精卵（胚）の発生のメカニズムを知ることは，胚移植後の不受胎の改善やクローン技術等

の発生工学を用いた家畜の改良・増殖に役立つ．ブタでは，卵巣から採取した未成熟卵子を体外

で成熟，受精し，胞胚腔形成の起こる胚盤胞期まで発生（体外生産）させた後に代理母（受胚豚）

の子宮内に移植して産子を得ることが難しかった．胚発生のメカニズムを解析するためには，産

子への発生が証明されている体外生産系を用いる必要がある．そこで，ブタ胚の胞胚腔形成機構

を解析するための化学的組成の明らかな培地による体外発生系を構築し，胚移植により効率的に

産子を得ることに成功した．

　産子への発生が可能な胚の体外生産系の確立は，

受精や発生における生理機構の解析に貢献するばか

りでなく，胚移植や発生工学的手法を用いた繁殖技

術の基盤技術として重要である．近年，体外生産さ

れたブタ胚盤胞から産子が得られることが報告され

ているが，産子への発生率は低い．体外生産した胚

では，胚の品質が体内で発育した胚に比べ低く，そ

の要因として，ブタ卵子では，体外受精時に多精子

受精が多いこと，ならびに体外発生に用いる培地の

不具合が挙げられる．

　一方，我々は，体内でのブタ胚の発育の場となる

卵管中の卵管液の無機イオンおよびエネルギー基質

の濃度を参考に，さらにアミノ酸を添加したブタ胚

の体外培養用の新しい培地porcine zygote medium
（PZM-4）を開発した．この新しい培地は，化学的組

成の明らかな完全合成培地で，培地組成の改変が容

体外受精卵から子ブタを作る
－受精卵を培養する新しい培養液の開発－
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図１． ブタ胚の体外生産の概略図．



易で，生体由来の物質を含まないため，再現性が高

く，病原体混入の危険性が低いといった利点があ

る．PZM-4の有効性は，体内受精した1細胞期胚を

胚盤胞期まで培養した後に移植して産子が得られる

ことから確認している（Yoshioka et al., Biol Reprod, 
66, 112-119, 2002）．さらに，PZM-4を改良して，ブ

タの体外受精用の培地porcine gamete medium（PGM）

を考案し，完全合成培地による体外受精・体外培養

系を構築してブタ胚の新しい体外生産系を開発し

た．本プロジェクトでは，ブタ胚の胞胚腔形成機構

を解析するための体外生産系の改良を行った．

　まず，我々が開発したブタ胚の体外生産系（図１）

から，産子を生産することが可能であることを確認

するため，体外生産により得られた胚盤胞を発情周

期を同期化した雌豚の子宮内に外科的に移植して受

胎性を検討した．PZM-4で媒精後5日目まで培養し

て得られたブタ胚盤胞を4頭の雌豚に，1頭あたり20
あるいは25個ずつ移植したところ，全頭妊娠・分娩

し，計21頭の産子が得られた（表１） 1）．妊娠期間お

よび生時体重は，いずれも正常範囲内で，本体外生

産系から正常な産子が得られることが判明した（図

２）．

　次いで，効率的にブタ胚盤胞を作出するため，体

外発生培地PZM-4中のグルタミン，ハイポタウリン

などのアミノ酸が体外発生に及ぼす影響について検

討し，体外発生系を改良した．胚盤胞への発生率

は，PZM-4へのグルタミンおよびハイポタウリンの

添加により無添加に比べ有意に増加し，2 mMグル

タミン（表２）および5 mMハイポタウリン（表３）

を添加した場合に最も効果的であった．また必須お

よび非必須アミノ酸溶液もそれぞれ1倍量添加する

ことが有効であると考えられた．これらの結果よ

り，PZM-4に各種アミノ酸を添加することで，完全

合成培地におけるブタ初期胚の体外発生能は改善さ

れることが明らかとなった 2）．アミノ酸濃度を改変

したPZM-4は，PZM-5と命名し，製品化した．これ

はブタ胚の体外培養用培地としては，唯一の市販品

である 3）．

生まれた子ブタ
妊娠日数移植胚数受胚豚

生時体重*数 （％）

1.04±0.286(24.0)11325C4

1.52±0.103(12.0)11625C5

1.36±0.268(40.0)11620C11

1.68±0.194(20.0)11720C12

1.35±0.3221(23.3)115.5±1.790計

*平均±標準偏差．

表１　体外生産して得られた胚盤胞の移植成績

図１． 体外生産したブタ胚盤胞（上）と移植して得られた産
子（下）．

胚盤胞の細胞数
［平均値±標準偏差］ 

卵盤胚数 (%)
［5日目］ *

卵割胚数 (%)
［2日目］ *検査胚数Gln添加濃度

(mM)

 20.3±3.9a  4(3)a113(81)1400

 36.7±3.8ab21(15)b115(82)1400.25

 35.2±4.9ab21(15)b114(81)1410.5

 36.4±13.6ab 33(24)bc106(77)1381

 42.9±17.1b44(31)c111(78)1422

 34.1±12.8ab35(25)c106(77)1384

表2　ブタ胚の体外発生におけるグルタミン (Gln)の影響

* 媒精後の日数を示す．
a-c 同一列内の異なる文字間に有意差あり (P<0.05)．



　さらに，ブタ胚の体外生産系を用いて，アミノ酸

添加がブタ胚の発生を促進する機序を解析するた

め，媒精後2日目の卵割胚をグルタミンとハイポタ

ウリン不含，一方または両方を含むPZM-5で24時間

培養し，媒精後3日目の胚の細胞数，胚の細胞内グ

ルタチオン濃度及び過酸化水素量を調べた．また，

一部の胚は，媒精後3日目から5日目までPZM-5で
培養して胚盤胞への発生率及び胚盤胞の細胞数を調

べた．胚盤胞への発生率は，媒精後2～3日目にグル

タミンを単独あるいはハイポタウリンとともに添加

することにより，グルタミン無添加に比べ増加し

た．また，胚盤胞の細胞数は媒精後2～3日目にグル

タミンとハイポタウリンの両方を添加することによ

り，無添加に比べ増加した．グルタミンあるいはハ

イポタウリンの添加は，媒精後3日目のブタ胚の細

胞数及び細胞内グルタチオン濃度に影響を及ぼさな

かった．しかし，過酸化水素量はグルタミンとハイ

ポタウリンの両方の添加により抑制され，グルタミ

ンおよびハイポタウリンは共存することにより，酸

化ストレスを軽減すると考えられた．なお，PZM-5
で体外生産した胚盤胞を，開腹手術を行わずに非外

科的に子宮内へ移植することにより，産子を得るこ

とに成功している（Suzuki et al., J Reprod Dev, 50, 
2004）．
　我々は，新しいブタ胚の体外生産系を開発した．

この体外生産系では，体外受精した胚の30％前後

が，胚盤胞へと発生できる．しかし，体内で受精し

た1細胞期胚の70％以上が，同様の体外培養法によ

り胚盤胞へ発生するので，効率よくブタ胚を生産す

るためには，体外生産法の更なる改良が必要であ

る．
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胚盤胞の細胞数
［平均値±標準偏差］ 

卵盤胚数 (%)
［5日目］ *

卵割胚数 (%)
［2日目］ *検査胚数HT添加濃度

(mM)

26.3± 9.06(4)a　 99(72)1370

33.6±12.932(24)b112(82)1361.25

34.0±14.630(22)b107(77)1382.5

40.8±14.139(28)b110(79)1405

36.7±13.631(22)b109(76)14010

表３　ブタ胚の体外発生におけるハイポタウリン (HT)の影響

* 媒精後の日数を示す．
a,b 同一列内の異なる文字間に有意差あり (P<0.05)．

グルタミン濃度を2mMに修正したPZMを基礎培地として使用．



体細胞クローンは，多くの動物種で成功例が報告されているが，いずれも成功率が低い．我々は，

ブタの体細胞クローンの作出に世界に先駆けて成功したが，その成功率も低かった．今回，ク

ローン胚の損耗防止を目的に手法の改善を図った．その結果，アルギン酸ナトリウムを用いたカ

プセル包埋により，胚の損耗が減ぜられることが明かとなった．卵子の体外成熟および体外培養

技術の導入によるクローンも誕生した．成功率向上に向けた，さらなる改良が必要である．

はじめに
　哺乳類においては，既に分化した細胞から個体を

再生することは，不可能と信じられてきた．実際，

未分化状態を維持している初期胚からのクローン作

出は可能であったが，分化が進んだ後期胚からのク

ローンは得られない状態にあった．しかし，1997年
に乳腺由来の細胞を用いたクローンヒツジの誕生が

報告されて以来，状況は一変した．これまで，多く

の動物種で体細胞クローンの作出が相次ぎ，ウシ

（1998年），マウス（1998年），ヤギ（1999年），ネコ

（2002年），ウサギ（2002年），ラバ（2003年），ウマ

（2003年），ラット（2003年）での成功例が報告され

ている．ブタに関しては，クローンの作出が最も難

しい家畜とされてきたが，2000年に我々 1）を含めて

三つの報告がなされて以来，多くの成功例が得られ

ている．現在では，遺伝子組換えブタの作出に，ク

ローン技術が応用される状況にある．一方，このよ

うに数多くの動物で体細胞クローンが作られてきて

いるが，その成功率が極めて低い．動物種に関わら

ず，クローンの成功率は2%以下に過ぎない．

顕微注入法によるクローンブタの作出
　クローンの作出法は，大きく2種類に分類できる．

核を除いた未受精卵子と体細胞を電気的に融合させ

る融合法と，体細胞核を除核した卵子内に直接に注

入する注入法である．融合法は多くの動物種で広く

用いられるが，電気的な融合操作が胚発生を同時に

誘起する場合があり，体細胞核が卵子細胞質中に充

分に曝されないまま発生が開始する恐れがある．体

細胞クローンの成功には，細胞核の脱分化および初

期化が不可欠である．体細胞核の初期化の機構は不

明であるが，未受精卵子の細胞質中に染色体が直接

に曝されることが重要な要因に挙げられている．注

入法の場合，注入操作による発生刺激がないことか

ら，体細胞核を細胞質中に充分に曝すことが可能で

ある．マウスにおいては，この点を考慮し，注入法

が多く用いられている．ブタの場合，通常の電気融

合の条件では，胚発生が容易に誘発されてしまう．

そのため，我々は，注入法によるクローンブタの作

出法を開発した2，3）．その後，融合法においても，胚

発生を誘発しない条件が見出されている．しかし，

クローンブタの成功率は，手法に関わらず，他の動

物種と同様に低く，その改善が求められている．

カプセル包埋の試み
　ブタのクローン作出が，困難とされ遅れた原因

は，いくつか考えられる．ブタは早熟で多産系のた

め，優良個体の増産を目的としたクローン技術を始

め，繁殖技術があまり必要とされなかったことが，

第一の要因に挙げられる．また，妊娠の成立に複数

の胚が必要とされるなど，他の家畜と異なった繁殖

生理学的な特徴を持つ点も，大きく影響している．

そのため，クローン作出の基盤となる繁殖技術や胚

操作技術が，ウシやマウスに比べて大きく立ち後れ

ている現状にある．クローンブタの成功率の改善

に，繁殖技術や胚操作技術の問題点の解決が重要な

課題の一つとなる．今回，特にクローン胚の損耗防

止を目的に検討した．

体細胞クローンブタの成功率向上を目指して
－カプセル包埋によるクローン胚の損耗防止－
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　クローン胚は，胚操作に伴い，胚の周囲を被って

いる透明帯に穴が生じることが避けられない．透明

帯に穴が生じた状態の胚を仮親の卵管に移植をした

場合，卵管内の絨毛の働きにより細胞質の放出が生

じたり，白血球等の侵襲を受け，その後の胚発生に

悪影響が生じる可能性が大きい．そこで，クローン

胚をカプセル包埋し，胚の損耗を防ぐことを考え

た．カプセル包埋には，これまでは寒天が多く用い

られてきた．しかし，包埋時に寒天を加熱する必要

があり，胚への悪影響が懸念された．アルギン酸ナ

トリウムは，海藻から抽出される多糖類の一種で，

カルシウムイオンの存在下でゲル化する特徴を持

つ．また，人工イクラ等の食品にも広く利用され，

摂取後の安全性が確認されている．そこで，2細胞

～8細胞期へ発育したクローン胚をアルギン酸包埋

し（図１），仮親の卵管への移植による胚発生を調べ

た．仮親の卵管は予め縫合糸を用いて結紮し，カプ

セルの回収を可能とした．対照区のクローン胚は，

カプセル包埋せずに移植した．移植3日後に胚を回

収した結果，カプセル包埋した場合に92.7% 
(406/438)の胚が回収できたのに対し，包埋しない場

合には76.8% (116/151)の胚しか回収できなかった．

また，カプセル包埋した場合，25.4% (103/406)の胚

が桑実胚～胚盤胞へ発生したのに対し，包埋しない

場合には15.5% (18/116)の胚が発生したに過ぎな

かった（図２）．次に，カプセル包埋により桑実胚～

胚盤胞へ発生した103個の胚を，再度，10頭の仮親

に移植した．その結果，移植した4頭の仮親から3頭
のクローンブタが誕生した（図３）．一方，カプセル

包埋しなかった胚からの産子は得られなかった．な

お，移植するクローン胚が少なかったことから，妊

娠成立のため，1頭の仮親当たり4個の正常受精卵を

移植時に追加した．これらの結果から，アルギン酸

ナトリウム包埋により，クローン胚の損耗が減ぜら

れることが明かとなった 4－6）．

体外培養の試み
　透明帯の傷に起因する問題は，胚盤胞に発生した

胚においては，栄養外膜層の形成に伴い消失する．

そのため，マウスおよびウシにおいては，クローン

胚を体外培養し，胚盤胞まで発生させた後に仮親へ

移植している．この事は，マウスおよびウシにおい

ては，既に優れた体外培養液が開発されていること

を意味する．一方，ブタにおいては，胚盤胞までの

体外培養は可能であっても，移植後の産子の誕生に

は至らない，不完全な体外培養液しかない現状に

あった．近年，ブタ胚の新たな体外培養液が開発さ

れ，胚盤胞まで体外培養した胚の移植による産子の

誕生が可能となってきた．そこで，吉岡らが開発し

たPZM3を用いたクローン胚の発生能を調べた．

　PZM3を用いてクローン胚を5日間体外培養した

結果，27.2% (137/503)の胚が，桑実胚～胚盤胞へ発

生した．この結果は，カプセル包埋したクローン胚

の卵管内での発生率 (25.4%)と変わらなかった．次

ぎに，桑実胚～胚盤胞まで発生した胚を，カプセル

包埋の場合と同様，1頭の仮親に付き4個の受精卵を

図１． アルギン酸ナトリウムを用いてカプセル包埋したブ
タクローン胚．

図２． ブタ卵管内で発生させたブタクローン胚． A，カプセル包埋した場合． B，対照区．



加えて移植した．137個のクローン胚を3頭の仮親

に移植した結果，1頭のクローンブタが誕生した．

胚盤胞まで体外で発生させたクローン胚からの産子

誕生は，世界初である．しかし，その成功率は0.7% 
(1/137)と低く，カプセル包埋により卵管内で発生さ

せた場合の成功率，2.9% (3/103)には及ばなかった．

体外成熟卵子の試み
　上記の研究において用いた未受精卵子は，ホルモ

ン処理により排卵を促したブタから採取した，体内

成熟卵子である．クローンの成功率は低く，多数の

卵子を用意しなければならないが，ブタから直接に

多数の卵子を得るには困難が伴う．クローンの成功

率の低さを，卵子数で補うことも，一方で重要であ

る．屠場由来のブタ卵巣から卵子を採取し，体外で

成熟させた場合，多数の卵子を安定的に供給するこ

とが可能となる．そこで，既報に準じて体外成熟さ

せた卵子を用いてクローン胚を作出し，その発生能

を調べた．カプセル包埋後，ブタ卵管胚に移植した

体外成熟卵子由来クローン胚の桑実胚～胚盤胞への

発生率は15.8% (174/1100)で，ブタから直接に採取

した体内成熟卵子を用いた場合の発生率25.4% 
(103/406)よりも低かった．次に，桑実胚～胚盤胞に

発生した体外成熟卵子由来クローン胚を再移植した

結果，1頭のクローンブタが誕生した．しかし，そ

の成功率は0.5% (1/187)で，体内成熟卵子を用いた

場合の成功率2.9% (3/103)よりも低かった 4，5）．

結論
　今回，我々は，クローン胚の損耗防止を主な目的

に検討を行った．その結果，アルギン酸ナトリウム

を用いてカプセル包埋した場合，移植後の胚の損耗

が減ぜられることが明かとなった．一方，体外培養

により胚盤胞まで培養したクローン胚からの子豚も

誕生した．この場合，胚盤胞までの発生能は，ブタ

卵管内で培養した場合と変わらなかったが，産子へ

の発生率が低下する現象が見られた．体外培養液の

さらなる改良が必要と思われる．また，多数の卵子

を用意する上で，体外成熟卵子は大変に有効である

が，クローン胚の発生能が低かった．さらなる検討

が必要である．

　クローンの成功率の低さを，体細胞核の初期化お

よびリプログラムの過程におけるDNAのメチル化

やクロマチン構造の変化など，エピジェネティック

な修飾の面から関連づける研究が，マウスを中心に

活発に行われている．その結果，インプリンティン

グ遺伝子の発現やDNAのメチル化の異常が，ク

ローンに生じることが明らかになってきた．しか

し，その制御技術はなく，今後の重要な課題の一つ

となっている．

図３． カプセル包埋したクローン胚を回収し，再移植によ
り誕生したクローンブタ．
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卵や精子の形成に働くホルモン
　－魚類の生殖腺刺激ホルモンの生合成機構－
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ヒラメの左右非対称性を
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繁殖は生物が子孫を残し，種を維持するための高等戦術である．脳下垂体で合成・分泌される生

殖腺刺激ホルモン（GTH）は，魚類から哺乳類に至る脊椎動物全般で繁殖機構を強く支配してお

り，GTHなくして卵や精子といった配偶子の形成は望めない．本研究では，魚類GTHの生合成に

関わる因子を解析するとともに，生合成の根幹をなす遺伝子の発現調節機構の一端を分子レベル

で明らかにした．この知見は，魚類の繁殖生理学や生殖内分泌学といった基礎研究のみならず，

GTHの人為的な誘導による新たな種苗生産技術の開発に大きく貢献するものと考えられる．

はじめに
　近年，養殖魚の生産高の増加や消費者のニーズの

多様化に伴って様々な魚種の養殖が行われるように

なり，養殖対象魚の種苗を安定的に供給するシステ

ムの開発がより一層強く求められている．このため

には，種苗のもととなる卵や精子のできるメカニズ

ムを理解し，それを利用した人為制御による種苗生

産技術の開発が必要である．しかしながら，生殖腺

の発達や卵や精子の形成過程は内分泌学的な観点か

らの研究が進んだにもかかわらず，これらの過程を

上位で制御している生殖腺刺激ホルモン（GTH）に

関する研究はあまりなされていない．本稿では，魚

類のGTHについて概観したのちに，これまで筆者ら

が主にマダイやサクラマスを用いて行ってきた魚類

GTHの生合成調節機構について紹介する．

生殖腺刺激ホルモンとは何か？
　魚類の性成熟や配偶子形成は，視床下部－脳下垂

体－生殖腺系の内分泌機構によって調節されてい

る．このうち脳下垂体で合成・分泌される生殖腺刺

激ホルモン（GTH）はその名の通り生殖腺を標的と

し，性成熟や配偶子形成に決定的な役割を果たす

（図１）．これまでの生化学的あるいは分子生物学的

な解析で，魚類においても哺乳類同様2種類のGTH
（FSHならびにLH）が存在することが明らかとなっ

ている．2種類のGTHは共にαとβの二つのサブユ

ニットの会合体からなり，αが共通であるのに対し

てβ（FSH βならびにLH β）はそれぞれのホルモ

ンで異なる．このことから互いに異なる βがGTH
の機能的な特性を担っていると考えられている．

　このような構造上の特徴を持つ魚類のGTHであ

るが，その生理機能についてはサケ科魚類以外では

あまり明らかにされていない．このため魚類では，

サケ科魚類で得られた知見をもとに，FSHは配偶子

形成の初期過程（卵黄形成ならびに精子形成）を，

他方，LHは配偶子形成の最終過程を制御している

と考えられている．しかしながら，筆者らのマダイ

を用いた解析によって，雌ではLHが配偶子形成過

程全般を制御しているのに対して，FSHは明確な生

理機能を持たないことが  魚類ではじめて明らかと

なった 1，2）．この結果は，魚類の多様な繁殖形態に

卵や精子の形成に働くホルモン
－魚類の生殖腺刺激ホルモンの生合成機構－
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図１． 魚類の配偶子のできる仕組み． 光や水温などの外か

らの情報は脳に集められ視床下部での生殖腺刺激ホルモン放
出ホルモンの合成を促進する．これが脳下垂体に作用し生殖
腺刺激ホルモンを合成・分泌する．生殖腺刺激ホルモンは生

殖腺に直接働くことでステロイドホルモンの産生を促し，最
終的に種苗のもととなる卵や精子を作る．



対応して，FSHの機能やその制御系が多様化したこ

とを示唆するものであり，魚類GTHの機能を理解す

る上で重要な知見となっている．

生殖腺刺激ホルモンの生合成は様々な内分泌因子に
よって調節されている
　これまでの解析によって，魚類GTHの生合成レベ

ルが繁殖周期に合わせて変動することが明らかと

なっている．例えばサケ科魚類では，FSHが配偶子

形成の初期段階（卵黄形成期・精子形成期）に増加

するのに対して，LHは配偶子形成の最終段階で一

過的なピークを示す．また，雌マダイではLH βの

合成量が配偶子形成の初期から後期まで高い値を維

持する 3）．このように適切な時期に適切な量のGTH
が合成されることで配偶子の形成が進行するわけで

あるが，それではどのような因子によってGTHの生

合成が調節されているのであろうか？ 筆者らがマ

ダイを用いてGTHの生合成に関わる因子の探索を

行ったところ，生殖腺刺激ホルモン放出ホルモン

（GnRH）が調節因子の一つであることが判明した．

GnRHは視床下部で合成されるアミノ酸10個からな

るペプチドホルモンで，本来その機能は脳下垂体で

合成されたGTHの血中への分泌を促進するとされ

ている．だが，マダイを用いた投与実験の結果，

GnRHがGTHの分泌のみならずLH（αとLH β）の

合成も促進していることが明らかとなった4）．他

方，GnRHが上位からGTHの生合成を調節するのに

対して，生殖腺で合成されるステロイドホルモンも

GTHの生合成に関与している．興味深いことに，雄

性ホルモン（11- ケトテストステロン：11-KT）の投

与によって生殖腺を除去したマダイのFSH βの合

成が低下するが，生殖腺を持つマダイでは11-KTの

投与によってFSH βの合成が増加する 5，6）．これら

の結果は，11-KTがFSH βの直接的な抑制因子であ

るだけでなく，11-KTによって生殖腺で誘導された

因子がFSH βの合成に促進的に作用している可能

性を強く示唆するものであり，今後より詳細な解析

が待たれる．

　では，どのような作用機序によってこれら因子が

GTHの生合成を調節しているのであろうか？ 一般

に生合成レベルは遺伝子の発現レベルで調節されて

いるが，GnRHやステロイドホルモンなどの因子は

遺伝子に直接作用することで発現レベルを調節して

いるわけではない．すなわち，内分泌因子の刺激情

報が遺伝子発現の調節情報として伝えられるために

は細胞膜受容体あるいは核内受容体を介する必要が

ある（図２）．近年，哺乳類を中心とした研究で，

GnRHは細胞膜受容体と結合することでセカンド

メッセンジャーの合成を促し，これら情報によって

誘導された転写因子が遺伝子の発現を調節している

ことがわかっている．他方，ステロイドホルモン

は，核内あるいは細胞質内に存在する受容体と結合

し，その複合体が遺伝子に作用することでGTHの発

現レベルを調節する．このように哺乳類では内分泌

因子によるGTH遺伝子の発現調節が明らかにされ

つつあるが，魚類では不明な部分が多い．現在，筆

者らは内分泌因子の情報伝達経路を明らかにする端

緒として，GnRHやステロイドホルモンの受容体

cDNAを単離するとともに，その発現動態などにつ

いての解析を始めたところである 7）．

図２． 内分泌因子によるGTH遺伝子の発現レベルの調節． 
生殖腺刺激ホルモン遺伝子の発現は，生殖腺刺激ホルモン放
出ホルモン（GnRH）やステロイドホルモンなどの内分泌因
子によって調節されている．これら因子は細胞膜受容体や核

内受容体を介して最終的に遺伝子の発現レベルを調節する．

遺伝子発現の立て役者：発現調節領域と転写因子
　ゲノムは遺伝子情報が書き込まれたテープのよう

なもので，書き込まれた情報の種類によって，①機

能タンパク質の情報（mRNA）を担う領域と②その

情報を必要に応じて取り出すための領域（発現調節

領域）に大別される．一般に，発現調節領域は

mRNAに転写される遺伝子領域よりも前の領域（5'
上流域）に位置し，この領域に転写因子が結合する

ことで遺伝子の発現レベルが調節される．このた

め，遺伝子の5'上流域に関する情報は遺伝子の発現

調節を明らかにするうえで非常に重要である．筆者

らは，これまでサクラマスGTHを構成するサブユ

ニット遺伝子（α 1，α 2，FSH βならびにLH β）



の全構造を明らかにするとともに，5'上流域の構造

についても解析を行ってきた．その結果，それぞれ

の遺伝子は配偶子形成の制御という類似した機能を

持つにもかかわらず，各遺伝子間で内分泌因子に

よって誘導される転写因子の応答配列の数や位置が

想像以上に異なることが明らかとなった（図３）．こ

のことは，各遺伝子が同一の調節情報に対して異な

る発現調節を受けていることを強く示唆するもの

で，内分泌因子による発現調節を理解する上で重要

な知見と考えられる．さらにFSH β遺伝子の5'上流

域についてより詳細な解析を行ったところ，FSH β
遺伝子の発現には5'上流-1.4kbの遺伝子領域が必要

不可欠であること，その領域内に遺伝子発現に対し

て促進的または抑制的に働く領域が存在することが

明らかとなった8）．これら領域内には，GnRH応答

配列（Egr-1結合配列）や哺乳類でFSH βの制御因

子として発見されたアクチビンの応答配列（AP-1結
合配列）が存在することから，これら配列が魚類

FSH βの遺伝子発現においても関与している可能

性が強く示唆された（図４）．またそれら配列とは別

に，近年哺乳類のGTH遺伝子の発現調節への関与が

明らかとなっている細胞特異的な転写因子の応答配

列（Ad4BP/SF1結合配列）もその領域内に見つかり

魚類においてもその関与の可能性が明らかとなっ

た．

　では，生殖腺刺激ホルモンの発現調節領域に結合

する転写因子の実体はどのようなものなのだろう

か？ 筆者らは既に内分泌因子によって誘導される

転写因子（Egr-1やAP-1）や細胞特異的な転写因子

（Ad4BP/SF1）のcDNAを脳下垂体より単離しその構

造を明らかにしている．興味深いことに，遺伝子の

発現調節に重要なアミノ酸領域（DNA結合領域な

ど）は生物種間を超えて高度に保存されているが，

その他の領域については相同性が低く，これら領域

が種固有のGTH遺伝子の発現に関わっている可能

性が推測された．さらに，FSH βの遺伝子発現に抑

制的に働く領域に特異的に結合する因子を単離・同

定したところ，その因子がT細胞の分化などに関係

する因子（Gfi-1）であることが判明し，他の組織や

細胞で機能している転写因子が下垂体のホルモン遺

伝子の発現にも関わっていることが魚類ではじめて

明らかとなった（図４）．

図３． 魚類の生殖腺刺激ホルモンのサブユニット遺伝子の
5'上流域に存在する発現調節領域． サクラマスの生殖腺刺
激ホルモンを構成するサブユニット遺伝子（α1，α2，FSH 
βならびにLH β）の5'上流域には，内分泌因子の刺激情報に

応答する配列（AP-1，CRE，GnRH-RE）や細胞特異的な因子
に応答する配列（Ad4BP/SF1，PGBE）が存在する．

図４． FSH β遺伝子の発現調節機構． FSH β遺伝子5'上流

域の-1.4kb内には遺伝子発現に正または負に働く領域が存在
し，それぞれの領域に転写因子が結合することによってFSH 
β遺伝子の発現レベルが調節される．

おわりに
　本研究により，魚類GTHの生合成に関わる内分泌

因子（GnRHやステロイドホルモン）やGTH遺伝子

の発現に重要な発現調節領域や転写因子の一端が明

らかとなった．今後は，細胞工学的な手法やトラン

スジェニック魚の作製などによってGTH遺伝子の

発現調節機構の解析をさらに進めていきたいと考え

ている．これらの研究結果は，将来，GTHによって

性成熟の開始から成熟・排卵および産卵にいたる全

ての過程を人為的にコントロールする新たな種苗生

産技術の開発に役立つものと確信している．



論文発表等
1. Gen, K., Yamaguchi, S., Okuzawa, K., Kumakura, N., 

Tanaka, H., and Kagawa, H. Physiological roles of FSH 
and LH in red seabream, Pagrus major. Fish Physiol. 
Biochem., 28, 77-80 (2003).

2. Kagawa, H., Gen, K., Okuzawa, K., and Tanaka, H. 
Effects of luteinizing hormone and follicle-stimulating 
hormone and insulin-like growth factor-I on aromatase 
activity and P450 aromatase gene expression in the 
ovarian follicles of red seabream, Pagrus major. Biol. 
Reprod., 68, 1562-1568 (2003).

3. Gen, K., Okuzawa, K., Tanaka, H., and Kagawa, H. 
Sexual dimorphism of gonadotropin Iβ gene expression 
in red seabream, Pagrus major. Fish. Sci., 68, 671-674 
(2002).

4. Gen, K., Okuzawa, K., Kumakura, N., Yamaguchi, S., 
and Kagawa, H. Correlation between messenger RNA 
expression of cytochrome P450 aromatase and its 
enzyme activity during oocyte development in the red 
seabream (Pagrus major). Biol. Reprod., 65, 1186-1194 

(2001).
5. Yamaguchi, S., Gen, K., Okuzawa, K., Kumakura, N., 

Kagawa, H., and Matsuyama, M. Regulation of 
gonadotropin subunit genes expression by 11-
ketotestosterone during early spermatogenesis in male 
red seabream, Pagrus major. Fish Physiol. Biochem., 
28, 111-112 (2003).

6. Yamaguchi, S., Gen, K., Okuzawa, K., Matsuyama, M., 
and Kagawa, H. Effects of gonadal steroids on 
gonadotropin subunits genes expression in male red 
seabream (Pagrus major). Fish. Sci., 68, 953-954 (2002).

7. Okuzawa, K., Kumakura, N., Mori, A., Gen, K., 
Yamaguchi, S., and Kagawa, H. Regulation of GnRH 
and its receptor in a teleost, red seabream. Prog. Brain 
Res., 141, 95-110 (2002).

8. Gen, K. Studies on the hypothalamic-pituitary control of 
fish reproduction. Nippon Suisan Gakkaishi, 68, 497-
499 (2002).



ヒラメとカレイの身体は，脊椎動物のなかで唯一，両眼が片体側に配置するなどの左右非対称性

を示す．種苗生産では，眼位逆位を含め左右性に関連した発生異常が起こり，その原因究明が望

まれている．本課題では，内臓の左右性をもたらす分子機構を解明し，次に眼位逆位のヒラメ変

異体 reversedを用いて内臓と眼の左右性の関連について検討した．その結果，nodalを含む内臓

の左右軸決定のシグナル系が，ヒラメ・カレイの眼の移動方向の制御にも関与していることが示

唆された．得られた成果は，健全種苗の生産技術の開発に貢献する．

　わたしたちの身体は，外見的には左右対称である

が，心臓や消化器官などの内蔵は左右非対称にでき

ている．最近の分子発生学の進歩により，内蔵に左

右非対称性をもたらしている分子機構がマウスやニ

ワトリで明らかにされつつある．大部分の魚類も人

間と同様に，身体は左右対称で，内蔵だけが左右非

対称である．ところが，左ヒラメに右カレイと言わ

れるように，ヒラメの眼は両方とも左体側に，カレ

イの眼は右体側に配置する．さらに眼が配置する側

面（有眼側）の皮膚は，黒色素胞が分布して黒褐色

である．一方，無眼側の皮膚は黒色素胞がなくて白

色である．このようにヒラメ・カレイの仲間は，脊

椎動物に共通な内臓の非対称性に加えて，眼の配置

や色素胞の分布など，身体全体が極端に左右非対称

にできている．そのため異体類とも呼ばれる．身体

全体がこれほど極端に左右非対称性にできている動

物は，脊椎動物全般をみてもヒラメ・カレイだけで

あり，左右非対称性の発生機構に関して非常に興味

深い対象生物だといえる．

　ヒラメとカレイの両眼は初めから左右非対称に形

成されるのではなく，胚発生の過程では，一旦，他

の魚類と同様に両体側に左右対称に形成される1）．

魚類では，仔魚期から稚魚期に移行する過程が変態

と呼ばれ，ゼブラフィッシュではこの時期に色素胞

が分化して，ストライプ模様ができあがる．ヒラメ

とカレイでは，変態の過程で片側の眼が頭の上を

通って反体側に向かって移動し，次に有眼側にだけ

色素胞が分化することにより，眼と色素細胞の分布

の軸が90度ずれて，左右非対称な身体に変化する

（図１）．

　ヒラメは，市場価値が高く，養殖および放流漁業

の両方で重要な対象魚種である．カレイでは，市場

価値の高いホシガレイやマツカワで，天然資源の回

復を目的として放流漁業が実施されている．そのた

めヒラメとカレイの種苗生産事業は，古くから行わ

れているが，白化や黒化などの色素異常，眼の移動

方向の異常など，種苗としての価値を損なう形態異

常の発症が，改善すべき問題として残されている．

これらの問題を解決するためには，ヒラメとカレイ

に固有な左右非対称性の形成機構を分子レベルで理

解しておくことが重要であるが，ほとんど何も分

かっていないのが現状である．このようにヒラメ・

ヒラメの左右非対称性を生み出す発生機構

水産総合研究センター　養殖研究所　鈴木 徹

「形態・生理」課題名： 仔稚魚の食欲と発育を制御する分子機構の解明

キーワード： 発生，変態，シグナルネットワーク，左右軸
連絡先・現所属： 東北大学 大学院農学研究科　生物生産情報システム分野　鈴木　徹  (Tel: 022-717-8837 ; e-mail: 
suzukitr@bios.tohoku.ac.jp)

図１． ヒラメの胚から変態までの発生過程と左右非対称性

を伴う器官形成．



カレイの身体に左右非対称性を生み出すシステムに

関する研究は，発生学的な観点からも，また増養殖

産業の振興という面でも重要な課題である．担当課

題では，これらの点について解析を行った．ここで

は，まず内蔵の左右非対称性を生みだす発生機構に

ついて解説し 2），内蔵と身体の非対称性の関係につ

いて明らかになったこと 3）を紹介する．

内蔵の左右軸形成機構
　胚発生の早い時期に，心臓は左右対称な原基とし

て，腸管はまっすぐな管状の原基として分化する．

体節期になると，心臓原基の左半分，腸管原基の左

側の側板中胚葉に特異的に発現する遺伝子（nodal，
lefty，pitx2）があり（図２A-E），これらの遺伝子が

心臓と腸管原基に左側だという位置情報を示すこと

により，臓器は決まった方向に捻転を始めることが

明らかにされている．nodalは分泌性シグナルで，

最初に胚の左側に発現し，それが leftyとpitx2の発現

を誘導する．leftyはnodalの活性を抑制する性質を

もち，nodalシグナルが右体側に拡散しないように

調節する．pitx2は転写調節因子であり，最終的な左

右非対称の決定因子だと考えられている．この左右

非対称性制御のシグナル伝達系は，脊椎動物共通で

あるが，最初にnodalの発現を左体側に入力する左

右非対称性のイニシエーション機構は，マウスとニ

ワトリで異なっている．ニワトリ胚では，ノードに

はえている繊毛が作り出す1方向性の水流の作用に

より，bmpのアンタゴニストであるcaronteの発現が

ノードの左側に起こり，それが左側の側板中胚葉で

のbmpの発現抑制を介して，bmpにより抑制されて

いたnodalの発現が誘導されることが知られている．

ゼブラフィッシュでは，最近，胚の尾端に一過的に

形成されるクッパー胞に繊毛が生えていることが発

見され，クッパー胞が左右非対称性のイニシエート

に関わっているのではないかと報告されている．し

かしクッパー胞の実際の機能は不明なので，この点

について検討した．

　caronteの相同遺伝子を左右軸形成の上流に位置

する候補遺伝子として取りあげ，トラフグのゲノム

データベースを使ってニワトリcaronteのホモログ

を検索した結果，トラフグゲノムには3種類の類似

遺伝子が存在することが分かった．遺伝子の機能解

析を行うために，ゼブラフィッシュから各遺伝子を

クローニングし，胚における発現を観察したとこ

ろ，一つがクッパー胞に特異的に発現することが分

かった（図２F, G）．そこでこの遺伝子の機能を詳し

く解析した．ゼブラフィッシュ胚を使ったmRNA
の強制発現実験では，mesendodermの低形成や単眼

など，頭部nodalシグナルを欠損した突然変異体に

類似の発生異常が誘起され，さらに in vitro翻訳実験

で実際に翻訳産物がnodalと複合体を形成したこと

から，単離した遺伝子は，nodalシグナルのアンタゴ

ニストであると結論された．bmpのアンタゴニスト

であるcaronteとは生化学的性状が異なることから，

単離した遺伝子を新規遺伝子としてcharonと命名し

た．

　ヒラメとトラフグ胚でも，charonはクッパー胞に

特異的に発現することが確認された．charonは，胚

のなかではクッパー胞にだけ発現し，クッパー胞の

図２． ヒラメ胚（A-E)およびゼブラフィッシュ胚（F-I)にお
ける lefty，nodal (southpaw)，charonの発現． 中期体節期にお
いて southpawは，体幹部では左右非対称に左側の側板中胚葉
(A)に発現し，尾端のクッパー胞 (B, C)では両側に対称に発現
する．後期体節期になると，southpawは脳 (b)，心臓 (h)，腸管
原基(g)の左側に発現する．charon (F, G)とsouthpaw (H, I)は，

クッパー胞に左右対称に特異的発現し，まもなくsouthpawだ
け左側板中胚葉で発現する（矢印）．

図３． charonのノックダウン胚で観察された lefty発現（A-C）
と心臓の捻転方向のランダム化（D-F）．



消失とともに発現が停止する，クッパー胞に特異的

な遺伝子であることが分かった．nodal遺伝子は，

マウスやニワトリなどの四肢動物では，ゲノム上に

一つ存在するだけであるが，ゼブラフィッシュでは

cyclops，squint，southpawの3種類に増加しており，

機能分担がみられる．三つのnodal関連遺伝子のう

ち，southpawが内蔵の左右性形成に機能し，まず

クッパー胞で発現が始まり，そのあと左側の側板中

胚葉に発現する（図２H, I）．アンチセンスモルフォ

リノオリゴを使ったcharonのノックダウン実験で

は，正常胚では左側に限定されるはずの southpawや

leftの発現が，62%の胚で両側，28%で左側，10%で

右側に起こり，左右軸の異常が観察された（図３A-
C）．さらに孵化仔魚の形態異常として，心臓が捻転

していない個体，逆方向に捻転した個体が出現し，

正常に捻転した個体も認められた（図３D-F）．これ

らの結果は，charonは southpawに対する抑制作用を

介して，southpawyの左体側への発現入力に機能す

る負の調節因子であり，その調節作用が抑制される

と左右軸がランダムになり，内蔵の捻転に異常が起

こることを示している．

　興味深いことに，クッパー胞でのcharonと
southpawの発現領域は，両方ともＵ字型で，左右非

対称性は認められない（図２G, I）．従って，charon
蛋白質の分布にバイアスをかける何らかの上流因子

の存在が予想される．可能性としては，クッパー胞

の繊毛が1方向性の水流を起こして，それがcharon
蛋白質の空間的な分布に左右差をもたらしているこ

とが推定されるが，この点については今後の検討課

題として残された．以上の結果を総合すると，魚類

内蔵の左右非対称性は，胚期に一過的に形成される

クッパー胞でイニシエートされること，charonは
southpawの負の抑制作用を介して左右軸のイニシ

エーションに関わっていると要約される．

ヒラメの眼の移動方向の制御
　心臓や内臓の捻転方向は，ここまで紹介したよう

に胚期に発現する左右軸決定因子の働きによって制

御されるわけであるが，ヒラメの眼の移動は胚にお

ける遺伝子の発現から20日あまり立ってから始ま

る（図１）．眼の移動方向と左右軸決定因子の関わり

を実験的に調べることは難しいが，変異体を使った

解析で手がかりが得られた．1世代目に第一卵割阻

止法（F1），2世代目に第二極体放出阻止法による雌

性発生を繰り返して得られたヒラメクローン家系

（F2）に，両眼が右体側に配置した眼位逆位の突然変

異体がみつかり，reversed変異体と命名した．

reversed変異体は，ヒラメの眼の移動方向の制御機

構，特に内蔵左右軸と眼の移動方向の制御との関連

を解析するうえで，優れたモデルとなると考え，胚

左右軸形成に関わるnodal，lefty，pitx2の発現，眼位

逆位と内蔵逆位との関係などを解析した．

　reversedからもう一度，第二極体放出阻止法で作

製した胚（F3）で，pitx2の発現を調べたところ，正

常胚と同様に左体側に発現する胚（43%），両体側に

発現する胚（53%），右体側に発現する胚（4%）が

観察された（図４A-C）．この結果は，reversedでは，

左右軸のイニシエートに関わる遺伝子が機能阻害さ

れて，胚の左右軸がランダム化されているものと解

釈できる．この左右軸異常の表現系は，charonの
ノックダウンのものと酷似していることから，

reversedでは，クッパー胞での左右軸のイニシエー

トに機能しているcharon，あるいはそれよりも上流

にある未知の遺伝子が機能喪失していることが予想

される．reversed胚の心臓を観察すると，約21%の

個体で心臓が逆方向に捻転することが分かった．比

率から推定すると，pitx2が右側に発現した胚では，

心臓の捻転方向が逆になり，両側に発現した胚で

は，心臓は左右いずれかのシグナルを使って，逆方

図４． ヒラメ逆位突然変異体 (reversed)の胚左右軸のランダム化 (A-C)と変態後稚魚における眼位逆位と内臓逆位の出現率 (D)．



向あるいは正常方向に捻転するものと考えられる．

　次に reversed（F3）を変態終了時点まで飼育し，

眼位と消化管の捻転について調べた．眼位逆位と消

化管捻転の逆位ともほぼ同じ比率で，約20%の個体

に出現した．ただし個体における眼位逆位と内臓逆

位の組み合わせは，内臓だけ逆位の個体，眼だけ逆

位の個体，内臓と眼の両方が逆位，両方正常の個体

に分かれ，眼位と内臓の逆位は独立に起こっていた

（図４D）．

　ヒラメ・カレイでは，無眼側のもと眼があった部

分に固有な骨要素（pseudomedial bar）が形成される．

pseudomedial barを形成する細胞は変態期に増殖を

始め，細胞増殖により眼が押し出されるようにして

移動することが報告されている．reversedにおいて

眼位が内臓と独立して逆位になる結果と考え合わせ

ると，眼の移動方向の制御機構として，二つの可能

性が考えられる．第一の可能性は，胚における左特

異的シグナルの作用により，pseudomedial barの前駆

細胞が右側にだけ分化するというもので，胚の時期

に既に眼の移動方向が決定されているとする説であ

る．reversedのようにシグナルが両側に起こった場

合，前駆細胞は内臓とは別個に左右どちらかのシグ

ナルを用いることが予想される．第二の可能性は，

変態期になると左右軸決定遺伝子の発現が，再び身

体のどこかで起こり，眼の移動に関わる細胞増殖を

スタートさせるというもので，眼の移動方向は変態

期になってから決められるとする説である．

reversedの場合，胚期と仔魚期での発現がそれぞれ

両体側に起こり，内臓と眼はそれぞれの時点でラン

ダムに左右どちらかのシグナルを利用することが予

想される．現在，二つの可能性を試験するために，

胚と仔魚期における左右軸形成遺伝子の発現パター

ンと細胞増殖の左右差について検討を進めている．

　これまでに，胚から変態に至るまでの発育段階ご

と に 仔 魚 全 身 のRNAを 抽 出 し，charon，nodal 
(southpaw)，lefty，pitx2の発現の推移を調べ，charon，
nodalおよび leftyの発現は，胚発生終了後に一端完全

に停止し，眼の移動の始まる直前に再び活性化する

ことが明らかになった．pitx2は，脳で左右軸とは別

個の機能を果たしているため，胚から仔魚期を通じ

て体内の発現はとぎれることがないが，変態初期の

決まった時期に，捻転する腸管が左体側の皮膚と接

する部分で，腸管と皮膚のあいだの結合織に一過的

に発現することが分かった（図５）．このシグナルが

身体の左右非対称性に関わっているかどうかを調べ

るために，現在，発現部位をヒラメとカレイで比較

している．

　以上のようにヒラメ・カレイの左右非対称性を制

御している分子機構の一端が解明された．さらにヒ

ラメとカレイで眼の移動方向を逆にしている仕組み

を分子レベルで解明し，これら魚類の身体に非対称

性をもたらしている発生機構の全貌を解明したいと

考えている．これらの知見は，種苗生産現場で望ま

れている形態異常の防御技術の開発に貢献するもの

と期待される．

図５． ヒラメ変態前仔魚でみられる左体側でのpitx2の発現
（矢印）． (A)背側からみると，腹部左体側にスポット状の発

現が認められる． (B) 側面． (C) Aのサンプルをシグナル部
分を通るように薄切した切片．
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昆虫変態のかぎをにぎる遺伝子
　－幼若ホルモン酸メチル基転移酵素－
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　　　おける脳神経系形成過程の比較解析－

茗原眞路子



幼若ホルモン（JH）は昆虫の変態を抑制するホルモンで，アラタ体に存在する特異なJH生合成

酵素によって合成されるが，その分子的実体は永い間不明であった．我々は蛍光DD法によって

カイコのアラタ体からJH生合成の最終段階を触媒するJH酸メチル基転移酵素（JHAMT）の遺伝

子単離に初めて成功した．幼虫から蛹への発育に伴う発現変動パターンから，同遺伝子は変態に

先立って起こるアラタ体のJH合成停止に重要な役割を持つことが示唆される．また，JHAMTは

選択的害虫制御剤の優れた標的分子となると期待される．

　幼若ホルモン（JH）は昆虫の変態（さなぎ化，成

虫化）を抑制するホルモンで，脳の近傍にあるアラ

タ体と呼ばれる小器官で合成され体液中に分泌され

る．JHは昆虫特有のホルモンで，生化学的な研究か

らアラタ体には JHを合成するための特別な生合成

経路が存在することが明らかにされている（図１）．

特に，JH生合成の最終段階の酵素，エポキシダーゼ

とメチル基転移酵素はアラタ体特異的であり，生物

学的，生化学的に興味深い酵素である．応用的にも

ヒトや害虫以外の非標的生物には悪影響を与えない

昆虫制御剤開発の格好の標的分子として注目され

る．しかしながら，これらの酵素の分子的実体は永

い間不明のままであった．その理由として，JH合成

器官であるアラタ体が極めて微小であり，従来のク

ロマトグラフィーなどによる酵素精製が実際上不可

能であったことがあげられる．ちなみにカイコは昆

虫の中では大型の種であるが，その終齢（5齢）幼

虫でもアラタ体の大きさは直径約0.2 mmほどしか

ない（図２）．そこで，本研究では分子生物学的な手

法によってアラタ体特異的な酵素の遺伝子を直接単

離し，その分子的実体を明らかにしようとした．

　昆虫の脱皮・変態は，JHと前胸腺から分泌される

脱皮ホルモン（エクジソン）の相互作用によってコ

ントロールされている．若齢幼虫ではアラタ体が継

続して JHを合成・分泌しているので幼虫→幼虫脱皮

が繰り返し起こるが，終齢幼虫になるとアラタ体が

JHの合成・分泌を停止し，同時に JH分解酵素の活性

が上昇し体液中からJHが消失する．この時，エクジ

ソンが作用すると幼虫→さなぎへの変態が起こる．

どのようなメカニズムによって終齢幼虫が JH合成

を停止するのかは未だに良くわかっていないが，

我々は JH合成の盛んなカイコの4齢幼虫と JHを合

成しない終齢幼虫のアラタ体では JH生合成に必須

の遺伝子の発現レベルに差があると仮定し，蛍光

ディファレンシャル・ディスプレイ（DD）法により

4齢幼虫アラタ体と終齢幼虫アラタ体間で発現に差

のある遺伝子を探索した．

　その結果，4齢幼虫期から終齢幼虫初期までの間

継続して発現するが，それ以後さなぎ化するまで発

現が全く見られない一つの遺伝子を発見した．その

配列からこの遺伝子は新規のメチル基転移酵素を

コードすると推定された．さらに，ノーザン法，定

量的PCR法により発現組織を調べたところ，この遺

伝子の発現はアラタ体に限定されていた．これらの
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図１． 幼若ホルモン生合成最終経路（水色の部分がアラタ体

特異的経路）．



結果から，本遺伝子がJH生合成に関与するメチル基

転 移 酵 素，す な わ ち JH酸 メ チ ル 基 転 移 酵 素

（JHAMT）をコードする可能性が示唆された．そこ

で，この遺伝子を大腸菌で発現させて組換えタンパ

ク質を作製し，その酵素活性を調べた結果，実際に

JH酸をメチル化し JH（メチルエステル）を生成する

ことが確認された．一方，本酵素はステアリン酸や

リノール酸などの長鎖の脂肪酸には活性を全く示さ

なかった．以上の結果から，本遺伝子がJH生合成の

最終段階において，JH酸を特異的にメチル化する酵

素である JHAMTをコードしていることが明らかに

なった 1）．

　次に，定量PCR法によってアラタ体における

JHAMT遺伝子の発現変動を調べたところ，同遺伝

子は3齢幼虫初期から終齢初期まで継続的に発現し

ているが，終齢になると急激に発現レベルが低下

し，終齢4日以後蛹化するまで全く検出されなく

なった．この結果から，終齢幼虫のアラタ体が変態

前に JH合成を停止する時に，JHAMT遺伝子の転写

レベルの発現抑制が重要であることが示唆された

（図３）．JHAMT遺伝子は昆虫変態のかぎをにぎる

遺伝子の一つと考えられる．

　本研究ではカイコから JHAMT遺伝子を単離した

が，JHはおそらく全ての昆虫種に存在しており，

JHAMT遺伝子もまた全ての昆虫種が持つものと予

想される．実際，全塩基配列の解読されているショ

ウジョウバエとハマダラカのゲノムを検索したとこ

ろ，カイコ JHAMTと類似の配列を持つ遺伝子が各1
種見つかった．ショウジョウバエの遺伝子について

はカイコ同様にアラタ体特異的に発現しており，ま

たその組換えタンパク質が JH酸を特異的にメチル

化することから，実際に JHAMT遺伝子であること

が確認された（未発表）．さらにカイコ JHAMTとの

相同性を利用して，ハスモンヨトウ・オオタバコガ

などの重要害虫種から JHAMT遺伝子を比較的容易

にクローニングすることができる（未発表）．

図２． カイコ終齢幼虫の脳とアラタ体．

図３． JHAMT遺伝子による昆虫脱皮・変態の制御モデル．



　害虫種の JHAMT遺伝子から大量に作製した組換

えタンパク質を利用すれば，in vitroで JHAMT阻害

物質のスクリーニングが可能である 2）．また

JHAMTタンパク質の立体構造が解明されれば，阻

害剤の分子デザインに役立つものと期待される．

JHは幼虫の変態抑制作用とともに成虫では生殖成

長を促進する作用があるので，理論的には JHAMT
阻害剤は幼虫に作用すれば早熟変態を誘起してチョ

ウやガの幼虫を早くさなぎにして作物の被害を低く

抑え，さらに成虫に作用して卵形成を阻害し次世代

の個体数を減らす効果も期待できる．JHAMTは昆

虫特異的な酵素であり，昆虫以外の生物には作用し

ない阻害剤が見つかる可能性が高い．将来，

JHAMTを分子標的とした新しい昆虫制御剤が開発

されることを期待したい．
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生き物の世界には，体の一部が失われても元通りに再生するという，不思議な，そして便利な動

物たちがたくさんいる．そんな動物の一つであるプラナリアの強い再生能力の秘密の一端を解き

明かせたなら，将来，我々ヒトも指の一本くらい再生させることができるかもしれない．そう考

えてプラナリアの「再生遺伝子」を探してきたが，その遺伝子の機能を調べるには，従来，手間

がかかった．私は最近「プラナリアを切って2本鎖RNAに浸ける」だけでその遺伝子の機能阻害

(RNA干渉 )が起きることを見出した．この「浸け置き法」は今後の「再生遺伝子」の機能解析に

有効であろう．

　プラナリアは，体の一断片からでも一匹のプラナ

リアに再生するという並外れた能力を持つことか

ら，20世紀初頭より一部の生物学者を惹きつけてき

た動物である．中学・高校の教科書にも取り上げら

れ，小学生の夏休みの自由研究の材料としても人気

の高いプラナリアではあるが，実際は，その再生の

メカニズムはおろか，体の構造ですらまだまだ不明

なことが多い動物である．

　このプラナリアは，体のほんの一部分からでも一

個体に再生することができるのに，なぜ我々ヒトは

指一本すら再生することができないのだろうか？ 
しかし，生物界を広く見渡してみれば，再生できな

いヒトの方がむしろ例外で，再生現象は，プラナリ

アをはじめクラゲ，ミミズ，コオロギ，ヒトデ，ホ

ヤ，イモリ等々様々な動物で広く見られる現象なの

である．もちろん，ヒトでも肝臓など特定の臓器が

再生することは既に知られているが，その能力はこ

れら動物に比べればたいそう貧弱である．これらの

生き物に，再生できるメカニズムを学べば，ヒトが

なぜ再生できないか，その原因を理解することがで

き，遠い将来，我々ヒトも再生できるようになるか

もしれない．そう考えて一番再生能力が強いプラナ

リアに焦点をあて，これまでに再生に関わる細胞や

そこで発現している遺伝子の特徴を調べてきた．そ

の結果，プラナリアには体中にどんな細胞にもなれ

る分化全能性の幹細胞が多数存在すること，その幹

細胞は，様々な動物に見られる始原生殖細胞（精子

や卵の元となる細胞）によく似ていることが，遺伝

子の特徴から明らかになってきた．しかし，プラナ

リアでは，遺伝子の機能を調べるための方法が，少

し前まではまったくなかった．遺伝子の機能を調べ

ることができるのは，マウス，ハエ，線虫など極め

て限られたモデル動物に限られていたのである．こ

れは，個々の動物種の違いや細胞の特性等，遺伝子

を細胞の中に入れて発現させるために乗り越えなけ

ればならない多くの問題があるからである．しか

し，最近，線虫での発見に端を発したRNA干渉とい

う現象は，多くの生物種に共通に見られる特性によ

ることが明らかになり，目的の遺伝子の機能を阻害

するために様々な生物でこのRNA干渉は広く利用

されるようになってきた．RNA干渉とは，2本鎖

RNAが細胞に入るとそのRNAと相同のmRNAが分

解されるため，その遺伝子産物であるタンパク質が

できなくなり，結果として遺伝子の機能が阻害

（ノックダウン）されるという現象である．プラナリ

アにおいても遺伝子の機能解析の手段として，

Sanchez AlvaradoとNewmarkが初めてその有効性を

示して以来，いくつかの解析例が報告されている．

しかし，2本鎖RNAを体内に微小注射するという彼

らの方法は，ある程度の熟練が必要とされ，しかも

一人で一日数種類の遺伝子を解析するのが精一杯と

いう手間暇のかかるものであった．そこで不器用な

私は，より簡便なRNA干渉法を確立することを考え

た．ノックダウンする対象としてプラナリアの辺縁

部にある分泌細胞だけで発現する中間径フィラメン

ト (Intermediate Filament b, IFb)と視細胞にある光受

切って浸けて遺伝子をノックダウン
－プラナリアの再生に関わる遺伝子の機能解析に向けて－
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容タンパク質オプシンの遺伝子の二つを選んだ．こ

れらの遺伝子は，これまでの我々の研究でその配列

が明らかになっていること，遺伝子産物に対する抗

体がすでに作製済みで簡単に遺伝子産物の検出がで

きること，さらにその機能が阻害されてもプラナリ

アの生死には何の影響も及ぼさないこと（死んでし

まうと解析ができない）が予想されたからである．

まず，二つの遺伝子の2本鎖RNAを試験管内で合成

し，その中にプラナリアを浸けてみた．その後数日

経ってから，遺伝子産物の有無をそれぞれの抗体を

使って調べたところ，正常なプラナリアと同様にタ

ンパク質が検出された（RNA干渉がおきていなかっ

た）．そこでプラナリアを切った後，同様にRNA溶

液に浸けてみた．すると，驚いたことに，その遺伝

子産物はほとんど消失していたのである．この

「切って浸ける」を3日間毎日繰り返すことでその効

果はさらに増した．また，順番を逆にして「浸けて

切る」では効果がないこと，「切ってしばらくして

（傷口が閉じてから）浸ける」のではその効果が薄

くなることから，切った傷口から2本鎖RNAがプラ

ナリアの体内に染み込んで，その効果が出ることが

予想された．

　この実験操作は，いたって簡単，カミソリでプラ

ナリアを切り，それをわずか100 μ lの2本鎖RNAの

水滴の中に半日「浸け置く」だけである．微小注射

をするためのガラス製の注射針を作製することも，

高価なマイクロインジェクターやマニピュレーター

も不要である．短所としては，微小注射をするのに

比べ多くのRNAを必要とすることであるが，市販の

試薬キットを使えば短時間にたくさんの2本鎖RNA
を調製することができ，まったく問題はない．わざ

わざ大げさな装置を使って注射しなくても，「2本鎖

RNAを傷から染み込ませるだけで充分効果的」とい

うのは，まさにコロンブスの卵である．作業にかか

る時間がわずか数十分で遺伝子機能を阻害できるこ

の方法は「切っても再生する」というプラナリアな

らではの性質を利用しているとはいえ，再生におけ

る遺伝子機能を調べる研究にとって極めて有効であ

る．また，最近の生物学の研究は網羅的な遺伝子の

解析が潮流になっており，個々の遺伝子の機能を網

羅的に調べる必要性が増しているが，そのような目

的にも本方法はもってこいの方法といえよう．現

在，私はこの手法を使って再生に関わる遺伝子の機

能を探っているところである．

図１．「浸け置き法」によるRNA干渉．光受容タンパク・オ
プシン遺伝子(A, B)と辺縁部分泌細胞特異的遺伝子IFb (C, D)

の2本鎖RNA水溶液に切ったプラナリアを浸け置き，遺伝子
機能をノックダウンした．5日後，抗オプシン抗体(A, C)およ
び抗 IFb抗体 (B, D)で各遺伝子産物の残存（赤紫ないし青）の

有無を調べた．オプシンのRNA処理ではオプシン・タンパク
質は消失し IFbタンパク質は残っていることがわかる（AとC
を比較）．一方，IFbのRNA処理では IFb・タンパク質だけが

消失しオプシン・タンパク質は残っていることがわかる（B
とDを比較）．鏃は眼点を示す．（文献1より引用、Copyright�
Springer-Verlag Berlin, Heideberg)
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再生は，細胞の増殖・分化やパターン形成を経て完全な個体を構築するという点で，卵から個体

を生ずる胚発生と良く似ている．実際，イモリなど両生類の四肢形成では，胚発生でも再生でも

同じような遺伝子が発現する．では，胚発生に関わる遺伝子の発現を促せば，人間のような高等

動物でも手足などを再生できるのだろうか？この疑問に答えるために，ヤマトヒメミミズの再生

と胚発生における脳神経系の形成過程を詳しく比較解析した．その結果，これらの間には著しい

違いがあり，従って，再生は単なる胚発生の繰り返しではなく，そこには独自のメカニズムが関

与していることが明らかになった．

はじめに
　プラナリアなど一部の無脊椎動物は，体の小断片

からでも完全な個体を再生することができる．しか

し，ほとんどの動物はごく限られた再生能力しか

もっていない．なぜ動物種によって再生能力に大き

な違いがあるのだろうか？また，再生力の低い動物

の再生能力を高める方法はないのだろうか？これら

の問いに答えるためには，さまざまな種類の動物に

おける再生メカニズムを解明するとともに，再生と

胚発生の共通点と相違点を明らかにする必要があ

る．なぜなら，全ての多細胞生物は1個の細胞（受精

卵）から胚発生によって体全体を構築する能力を有

しているので，その能力を活用すれば体の一部分か

ら全体を再生することができるのでないかと思われ

るからである．

新しいモデル実験動物ヤマトヒメミミズ
　私たちの研究チームでは，土壌棲環形動物のヤマ

トヒメミミズを再生研究の新しいモデル実験動物と

して提唱している 1，2）．ヤマトヒメミミズは，体長1 
cm程度の小さな白いミミズで，一見糸くずのよう

にしか見えないが，その内部構造は決して単純では

なく，脳神経系をはじめ高度に分化した器官を備え

ている 3）．それにも関わらず，プラナリア同様，体

の数十分の一の小断片からでも完全な個体を再生で

き，しかもその再生は，プラナリアの場合のように

体中に分布する全能性幹細胞によるのではなく，イ

モリの四肢再生のように，既存細胞の脱分化と再分

化によって行われる．したがって，ヤマトヒメミミ

ズの再生メカニズムが解明されれば，人間を含む高

等脊椎動物の再生能力を高める方法を模索する上

で，非常に有用な情報が得られると予想される 4）．

　ヤマトヒメミミズは，オートミール粉末を餌とし

て寒天培地で飼育すると，砕片分離と呼ばれる無性

生殖によって増殖する．すなわち，成長した個体

は，一度に約10断片に砕片分離し，各断片は約4日
でそれぞれ頭部と尾部を再生して完全な個体になる

（図１）．このような個体再生は人為的に切断した断

どうすれば脳まで再生できるのか？
－ヤマトヒメミミズの再生と胚発生における脳神経系形成過程の比較解析－
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図１． ヤマトヒメミミズの小断片からの個体再生． 断片の

前端（左側）に形成された再生芽からは頭部が，後端（右側）
に形成された再生芽からは尾部が再生する．A：砕片分離後
0.5日，B：1日，C：2日，D：3日，E：4日（25℃）．



片でも同様におこる． 一方，培養条件を変化させ

ることにより有性生殖も誘導できることが 明らか

になった 1，2）．これにより，実験室内でいつでもヤ

マトヒメミミズの胚発生を観察できるようになり

（図２），再生と胚発生の比較解析が可能になった．

どのようにして脳を再生するのか
　そこで，ヤマトヒメミミズの再生と胚発生におけ

る脳神経系の形成過程を抗アセチル化チューブリン

抗体を用いた免疫染色法によって解析した 5，6）．ヤ

マトヒメミミズの胚発生と頭部再生はいずれも4-5
日間で完了するので 6），産卵4日後の胚（図３C）と

砕片分離4日後の断片（図４D）における脳神経系

の形態はほぼ同じである．しかし，そこに到る過程

は全く異なることが明らかになった．すなわち，胚

発生では，産卵2日後に，まず脳（b）と腹神経索

（vnc）の原基が，同時に，しかし別々のところに出

現し（図３A），その後，両者から伸長した神経繊維

束が結合して食道神経環（coc）が形成された（図３

B-C）．これに対して，再生では，砕片分離後すぐに

古い腹神経索の前端から神経繊維束が伸長し始め

（図４A），まず最初に，新しい頭部における腹神経

索（vnc）と食道神経環（coc）が形成された（図４

B）．脳原基（b）は，その後に，食道神経環の先端

部に出現した（図４C-D）．

図２． ヤマトヒメミミズの胚発生． A：産卵後0.5時間，B：
19時間，C：45時間，D：57時間，E：72時間，F：81時間，
G：105時間，H：130時間（25℃）．胚発生は，4-5日で完了
し，産卵後6日目には体長約1  mmの小ミミズが卵包から孵

化する．（文献6より引用 , Copyright�2004 Wiley-Liss, Inc．）

図３． ヤマトヒメミミズの胚発生における脳神経系の形
成． A：産卵後2日，B：3日，C：4日（25℃）．b：脳原基，
c：剛毛，coc：食道神経環，ne：腎管，vnc：腹神経索．（文
献6より改変 ,Copyright�2004 Wiley-Liss, Inc．）

図４． ヤマトヒメミミズの再生における脳神経系の形成． 
A：砕片分離後0.5日，B：2日，C：3日，D：4日（25℃）．
b：脳原基，c：剛毛，coc：食道神経環，vnc：腹神経索，1-
7：頭部体節1-7．矢印は再生開始前の断片前端部を示す．（文

献6より改変 , Copyright�2004 Wiley-Liss, Inc．）



結論
　以上のように，再生における脳形成は胚発生とは

全く異なることが明らかになった．おそらく，ヤマ

トヒメミミズのような高い再生能力を発揮するため

には，胚発生にはない再生現象特異的なメカニズム

が必要なのであろう．このことから，再生メカニズ

ムの解明には，胚発生の研究では発見できない未知

の遺伝子を探索することが不可欠であることが強く

示唆された．
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いもち病菌は触感でイネを探す
　－感染時における３量体Gタンパク質

　　　　　　　　　　βサブユニット－

西村麻里江

アフラトキシン生合成経路に
　　　　おける脱水酵素の不思議

矢部希見子

微生物の潜在能力を発現させる
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イネいもち病菌は胞子が付着した基質表面の疎水性等を認識すると感染特異的器官（付着器）を

形成し，そこから侵入菌糸を形成する．真核生物では3量体Gタンパク質が環境認識に関連して

いることから，いもち病菌の付着器形成における3量体Gタンパク質βサブユニット（Mgb1）の

機能解析をおこなった．その結果，Mgb1が胞子形成，付着器形成，侵入菌糸形成に必要であるこ

と，付着器形成開始時の表面認識シグナル伝達や胞子形成に対して細胞内cAMPを介した制御を

おこなっていることが示された．

　イネいもち病菌は昔から稲作に対して最も深刻な

被害を与えてきた病原菌である．稲作技術や病害防

除法が発達した現在でも，悪天候（冷夏）の年には

いもち病菌による被害が発生しており，平成5年，

平成15年の大被害は記憶に新しいところである．

いもち病菌に侵されたイネでは収量が落ちるだけで

はなく，コメの食味も低下する．

　自然条件下においていもち病菌の感染はいもち病

菌の胞子がイネへ付着することにより開始される．

適当な水分下で発芽したいもち病菌の胞子は，その

付着面がイネ表面に似た基質であることを認識する

と，発芽管を伸長し，その先端に付着器と呼ばれる

球状の感染特異的器官を形成する．成熟した付着器

では外側がメラニン層で覆われ，内部にグリセロー

ルが蓄積されることにより，内部の膨圧が高まる

（車のタイヤ空気圧の約40倍）．菌はこの膨圧を利

用して，付着器から侵入菌糸を形成しイネに侵入す

る．植物体内で生長したいもち病菌は約1週間後

に，再びイネ表面に胞子を形成する（図１）．付着器

形成を誘導する因子として，表面の疎水性，堅さ，

植物細胞壁成分などが知られているが，これらのう

ち最も重要なものは表面の疎水性である．これまで

の変異株の研究結果から，付着器形成の開始には

cAMPシグナルが関与しており，付着器の成熟やイ

ネへの侵入にはMAPキナーゼPmk1が関与している

ことが知られていた．そこで本研究では，付着器形

成時の表面認識において鍵となる遺伝子を解析する

こととした．

　真核生物において，膜に存在するセンサーが受け

取った外界の環境変化を細胞内に伝達する機構の一

いもち病菌は触感でイネを探す
－感染時における3量体Ｇタンパク質βサブユニット－
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図１． いもち病菌の感染サイクル． イネ上に
付着した胞子が発芽すると発芽管を伸長し，付

着面の疎水性などを認識すると，その先端に付
着器を形成する．菌は侵入菌糸を形成すると同
時に，成熟した付着器内部に生成された高い膨

圧を利用してイネに侵入する．侵入した菌はイ
ネ細胞内で生長し，イネ表面の病斑上に胞子を
形成する．



つとして，膜センサーに結合している3量体Gタン

パク質を介したシグナル伝達系が知られている．セ

ンサータンパクからシグナルを受け取った3量体G
タンパク質は構造変化を起こしてαサブユニット

（G α）とβ ・ γサブユニット（G β，G γ）ダイマーに

解離する．GαもしくはG β ・ γからシグナルを伝達

されるエフェクターとしては，MAPキナーゼやアデ

ニル酸シクラーゼ（cAMP生合成酵素）等が知られ

ている．いもち病菌において付着器成熟や植物への

侵 入 に 必 要 なMAPキ ナ ー ゼPmk1は，コ ウ ボ

Saccharomyces cerevisiaeのMAPキナーゼFus3/Kss1
に対して相同性を示すが，Fus3/Kss1はフェロモン

シグナル伝達系においてG β ・ γの下流であることが

知られている．また，いもち病菌には三つのGα

（MagA，MagB，MagC）が存在するが，いずれの遺

伝子の欠損株も付着器形成能を失わない．そこで，

いもち病菌においてG β ・ γが外界からの付着器形成

誘導シグナルをPmk1 MAPキナーゼや，アデニル酸

シクラーゼに伝達している可能性について検討した．

Mgb1による付着器形成・侵入菌糸形成の制御
　いもち病菌のゲノム中に1コピー存在するG β遺

伝子（MGB1）を相同組み換えにより破壊した株

（mgb1）を作製し，その形質を観察したところ，mgb1
では気中菌糸の形成増加，胞子形成量の減少，そし

て胞子発芽の遅延が見られた．また，図２で示され

るように，mgb1では誘導条件下（疎水表面上）にお

ける付着器形成能の欠損および侵入菌糸形成能の欠

損が観察された．このことは，mgb1において表面

認識のシグナル伝達が阻害されたことを示してい

る．mgb1はcAMP添加により異常形態の付着器形

成が誘導されるが，侵入菌糸の形成はcAMP添加に

より回復しなかった（図２）．またイネへの有傷接種

の結果，cAMP添加の有無にかかわらずmgb1は傷口

からの侵入感染能を全く失っていることが明らかに

なった（図３）．この結果は，付着器形成開始の際の

図２． mgb1では付着器形成と侵入菌糸形
成能が欠損する． 野生型株では付着面の

疎水性により付着器が誘導され，植物への
侵入（侵入菌糸形成）が開始されるが，mgb1
では表面認識が行われないため，付着器形

成は誘導されず植物への侵入はみられな
い． また，mgb1の胞子にcAMP添加する
と形態が異常な付着器の形成が誘導される

が，付着器からの侵入菌糸の形成はみられ
ない．（文献1より改変）

図３． mgb1では植物への感染がみられない． 野生型株で

は，有傷接種による菌の傷口からのイネ細胞内への感染（侵
入・細胞内生育）がみとめられるが，cAMP添加の有無にか
かわらずmgb1ではイネへの感染が全くみられない．（文献1

より改変）
図４． cAMP添加による胞子形成数の変化． mgb1では胞子

形成数は野生型株の約10％まで減少するが，胞子形成培地へ
のcAMP添加によって胞子形成能の回復が見られた．（文献1
より改変）



図５． MGB1多コピー導入株での付着器形成誘導と細胞内 
cAMP濃度． MGB1を多コピー導入した株（cmp9）では胞子

内cAMP濃度は野生型株よりも約70％増加し ,付着器非誘導
条件下（親水表面）でも付着器形成が誘導された．一方，mgb1
の胞子内cAMP濃度は野生型株よりも約40％減少していた．

（文献1より改変）

表面認識のシグナルがMgb1を介して下流のcAMP
シグナルに伝達されていることを示すものである

が，植物への侵入にはMgb1が必要ではあるが，

cAMPシグナルは関与していないことをも示してい

る．またmgb1においてPmk1の発現が減少したこと

から，植物への侵入に関してMgb1からPmk1へシグ

ナルが伝達されているものと考えられた．

Mgb1による胞子形成制御
　非常に面白いことに，mgb1では分生子柄形成数

が減少し，それに伴い胞子形成量が野生型の約10 %
まで減少していた．いもち病菌，アカパンカビ等の

アデニル酸シクラーゼ欠損株では胞子形成量が減少

することが報告されていることから，mgb1におけ

る胞子形成量の減少とcAMP生成量との関係を解析

した．cAMPを添加した胞子形成培地で培養した

mgb1では胞子形成量が野生型株の約40 %まで回復

した（図４）．また，胞子内cAMP濃度はmgb1では

野生型の約40%まで減少するが，MGB1を4コピー

導入した株では胞子内cAMP濃度が野生型よりも約

60%増加し，また非誘導条件下（親水表面上）での

付着器形成がみられた（図５）．これらの結果は，分

生子柄形成がcAMPによって誘導されることを示す

と同時に，Mgb1が胞子形成，付着器形成を誘導する

環境シグナルを細胞内に伝達し，アデニル酸シク

ラーゼを活性化することを示唆している．

おわりに
　本研究の結果，いもち病菌において3量体Gタン

パク質βサブユニットが，菌糸生長，胞子形成，付

着器形成，そして侵入菌糸形成といった様々な感染

に必要な形態形成を制御するシグナル伝達において

重要な役割を果たしていることが明らかになった

（図６）．胞子形成は光や乾燥，付着器形成は表面の

疎水性といったそれぞれ異なった刺激によって誘導

されることから，異なるセンサー蛋白に3量体Gタ

ンパク質が結合していることが推測される．今回得

られた結果は，Mgb1の活性を阻害することができ

れば非常に効果的ないもち病の防除法になることを

示すものである．

図６． いもち病菌での G βによる胞子形成・付着器形成・感

染のシグナル伝達モデル． 外界からの環境シグナルを受け
取ったMgb1はアデニル酸シクラーゼを活性化し，cAMPシグ
ナルを介して胞子形成・発芽・付着器形成の開始を制御する．
また，Pmk1を介して植物への感染に必要なシグナルを伝達

する．（文献1より改変）



アフラトキシン（AF）はカビが生産する発癌物質で，AF遺伝子クラスターの中には，依然機能

がわからない遺伝子が多数存在する．我々は，新規のAF生合成酵素5'-oxoaverantin (OAVN) 

cyclaseを発見した．そのアミノ酸配列は驚いたことに，AF生合成経路中，異なる反応を触媒す

る酵素versiconal (VHOH) cyclaseと一致した．そこで，両反応の関係を調べるため，VHOH 

cyclaseの遺伝子vbsの遺伝子発現及び遺伝子破壊を行い，その影響を調べた．その結果，同一酵

素が両反応，つまり代謝系路上異なる二つの反応を触媒していることが明らかとなった．

はじめに
　カビは古くからヒトや動物に深いかかわりのある

微生物である．水虫などの真菌症等の問題の他に，

カビの代謝産物は，ペニシリン等抗生物質，シベレ

リン等植物ホルモン，また食品に用いられる多数の

芳香成分などの有益な代謝産物として利用されてい

る．しかし，カビの中には有害なマイコトキシン

（カビ毒）を生産するものがあり，マイコトキシンに

よる穀物汚染は人や動物の健康に深刻な影響を与え

る可能性がある．中でもアフラトキシンは自然界の

物質の中で最も発ガン性が高く，更に強力な急性毒

性も有するため，アフラトキシンによる穀物汚染は

世界的に深刻な問題となっている．

　マイコトキシンはカビにとってカビ自身の生存に

は直接必要でない二次代謝産物であり，マイコトキ

シンの生産は胞子形成や菌核形成等，分化が起こる

時期に一致する．これは，一次代謝がカビの生存に

必須で，その生産がカビの増殖時期に一致するのと

は対照的である．本研究では，アフラトキシン生合

成機構を研究することで，カビの分化時期における

二次代謝と形態変化の関連を調べることが目的で

あった．そのため，形態やアフラトキシン生産に関

連した変異株を利用して研究を推進してきている．

　アフラトキシン生合成経路は，2個の炭素を含む

アセチルCoAから，18種以上の酵素反応を経て，最

終的に17個の炭素を含むアフラトキシンを作る経

路である 1，2）．この代謝に関連する遺伝子はカビの

染色体上にかたまって存在し，いわゆる遺伝子クラ

スターを形成している（図１）3）．20種類以上の遺伝

子がこの領域に含まれているが，これまでのとこ

ろ，約半数の遺伝子の機能が依然として不明であ

る．つまり，これらの遺伝子が未知の酵素をコード

している可能性がある．そこで我々は，酵素活性と

それに対応した遺伝子の解析を行うことにより，ア

フラトキシン生合成機構の全容解明を目指してき

た．そして，本プロジェクトの成果の一つとして，

従来とは異なった新しい現象を見出したので，この

成果を中心に報告する（論文投稿中）．

新規酵素OAVN cyclaseの発見
　我々は以前，アフラトキシン生合成経路中5'- 
hydroxyaverantin (HAVN)からaverufin (AVR)が生成

する反応を報告した．この反応は，カビの一つの可

溶性酵素によって触媒される1段階の酵素反応であ

ると考えられていた．そこで，我々は酵素の性質を

明らかにするため，HAVN → AVRの酵素活性をモ

ニターして，この酵素の精製を試みた．しかし，何

度も試みたにもかかわらず，精製途中で突然活性が

無くなってしまうのが常であった．精製を諦めるこ

とを考え始めていたが，もしかすると，この現象は

この反応に二つ以上の酵素が関与していることを示

しているのかもしれないと気が付いた．つまり，精

製過程が進むと二つの酵素が別々の分画に分かれて

しまうため，突然AVR生産能が無くなるように見え

るのではないかと思ったわけである．

　そこで，カビからとった細胞抽出液をMonoQイオ

ン交換クロマトグラフィーにかけ，カラムから出て

きた各フラクションに基質としてHAVN，補酵素と

してNADを加えて反応させた．反応後，得られた

生成物を薄層クロマトグラフィーで分析すると，酵

素活性が二つの活性部分に分けられることがわかっ

た．二つの活性のうち最初の活性はHAVNから新

アフラトキシン生合成経路における脱水酵素の不思議
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規の物質を形成する還元反応で，後者は，その新規

物質からAVRを形成する脱水反応である．そこで，

この新規物質を大量調製し，精製し，構造決定した

ところ，新規の中間体である5'-oxoaverantin (OAVN)
であることがわかった．さらに，これら2種の酵素

をそれぞれ精製し，性質を検討した 4）．その結果，

最初の酵素HAVN dehydrogenaseは，既にアフラト

キシン遺伝子クラスター上の遺伝子として報告され

ていたadhA遺伝子にコードされた酵素であること

が明らかとなった．それに対して，もう一方の酵

素，OAVN cyclaseはOAVN → AVRの脱水反応を触

媒した．この酵素活性は全く初めてのものであった

ので，我々は新規の酵素が得られるものと期待し

た．

OAVN cyclaseとHAVN cyclaseは同じ酵素？
　OAVN cyclase のN- 末端アミノ酸配列を調べたと

ころ，驚いたことに，得られた25のアミノ酸からな

る配列は，既知の酵素versiconal (VHOH)cyclaseの配

列と完全に一致した．VHOH cyclaseは，アフラトキ

シン生合成経路中VHOH → versicolorin B (VB)の脱

水反応を触媒する酵素であり，既に他のグループに

よって酵素が精製され，遺伝子（vbs）構造も決めら

れていた．そして，vbs遺伝子がアフラトキシン遺

伝子クラスター上に存在することがわかっていた．

実際に，我々が精製したOAVN cyclase の酵素を用

いてVHOH cyclaseの活性（VHOH → VB）の反応を

調べると，高い酵素活性を示すことが確認された．

この結果を見て，正直なところ我々は新規の酵素が

得られなかったことに大いにがっかりしたのである

が，このような予想外の結果になった原因を探るこ

とが必要であった．

　精製OAVN cyclase酵素がVHOH cyclase活性も示

すことから，我々は二つの可能性を予測した．ま

ず，（1）酵素が二つ，つまりOAVN cyclaseとVHOH 
cyclaseが別々に有り，両方又は片方の酵素がOAVN
およびVHOHを共通に基質として利用する可能性

で あ る．こ の 場 合 に は，OAVN cyclaseま た は

VHOH cyclaseの一方を精製しているつもりでも，二

つの酵素のうちいずれか活性の特に高い一方の酵素

を精製してきてしまう可能性がある。その結果同じ

酵素が精製されてきてしまったと説明できる．しか

し，酵素が二つあるならば精製過程において活性が

二つに分かれるはずであるが，いずれの酵素活性も

精製過程において活性が二つに分かれることはな

かった．従って，もし二つの酵素があるとすれば，

極端な活性の差があると考えられた．一方，アフラ

トキシン遺伝子クラスター上にはcyclase（脱水酵

素）をコードする遺伝子は一つしか見つかっていな

い．したがって，二つの酵素が関与するという可能

性は低いと予想された．

　別の可能性は，（2）AF生合成では一つのcyclase酵
素しか存在せず，それが両方の酵素活性を触媒して

いるというものである．しかし，代謝を構成する酵

素群では，一つの酵素が一つの反応を触媒すると考

えるのが普通である．つまり，酵素分子と酵素反応

は1対1の対応が常識であり，（2）の可能性は低いと

予想された．そこで，我々は，１．酵素の競合実験，

２．遺伝子発現実験，３．遺伝子破壊実験を行うこ

とにより，どちらの可能性が正しいのかを検討し

た．

 １．酵素の競合実験

　カビの酵素抽出液にOAVNと補酵素NADを加え

ると，OAVN cyclase活性によりOAVNからAVRが

生成した．更に，この反応液にOAVNと一緒に種々

の濃度のVHOHを添加すると，VHOHの添加によっ

てVBが新たに形成され，VHOHの量を増すととも

にAVRの形成量が減少した．そして，高濃度の

VHOHを添加するとAVRの形成はほぼ完全に抑制

された．このことは，カビの可溶性画分では，

OVANとVHOHは同一の酵素の同一基質結合部位を

奪い合って結合し，触媒されていることが確認され

た．つまり酵素は両方の基質を生体内で区別せずに

代謝していることが示唆された．

図１． アフラトキシン遺伝子クラスター． カビのゲノム上約60 kbの領域を示しており，それぞれアフラトキシン生合成に
関係する酵素遺伝子または制御遺伝子を示す．番号は文献3で示すアフラトキシン合成経路中の酵素反応の番号を示してお
り，番号順に反応が並んでいる．カッコで示したものは機能がまだ解明されていないものを示している．



 ２．遺伝子発現実験

　vbs遺伝子はVHOH cyclaseをコードする遺伝子と

してクローニングされてきている．もし，この酵素

が両方の反応に関与するなら，vbs遺伝子を発現さ

せて精製した組換えタンパク質は，VHOH cyclaseの
活性とともにOAVN cyclaseの活性も示すはずであ

る．そこで，我々はvbsを酵母Pichia pastorisで発現

させ，酵素活性を検討した．その結果，Vbs酵素は，

VHOH → VBの反応を触媒するだけではなく，

OAVN → AVRの酵素反応も共通に触媒することが

確認された．

 ３．遺伝子破壊実験

　アフラトキシン生合成経路中，VHOH cyclaseの反

応はOAVN cyclaseの反応より後に位置する．そこ

で，VHOH cyclase遺伝子（vbs）を破壊すれば通常

ならVHOHが蓄積するはずである．しかし，vbsが
OAVN cyclaseの反応も同時に触媒しているなら，

VHOHではなくOAVNが蓄積するはずである．そこ

で，vbsの完全破壊を行い，vbs破壊株でどちらの物

質が蓄積するかを調べた．まず，vbs破壊のためピ

リチアミン耐性遺伝子を選択マーカーとして，これ

を挟むように両側にvbsの5'周辺領域と 3'周辺領域

をつなげ，遺伝子断片を作った．この断片を利用し

て，アフラトキシン生産株から調製したプロトプラ

ストを用いて，ポリエチレングリコール存在下で形

質転換を行った（図２）．その結果，約120株のピリ

チアミン耐性変異株が得られ，その中の3株のコロ

ニーの菌糸に鮮やかな黄色の色素性中間体が蓄積し

た．これらの変異株の遺伝子構造をPCRでしらべ

たところ，vbsが欠失していることが確認された（図

３）．蓄積した色素を薄層クロマトグラフィー及び

高速液体クロマトグラフィーを用いて調べたとこ

ろ，複数の中間体が蓄積しており，主としてOAVN，

AVR，5'-hydroxyaverantin (HAVN) 及 び averantin 
(AVN)であることが確認された．蓄積した中間体の

中でHAVNとAVNはOAVNの前に位置する前駆体

である．また，OAVNは容易に脱水しAVRに変換す

るため，AVRの蓄積はOAVN由来と予想された．こ

のように蓄積物質のほとんどがOAVN及びOAVN
の直前の前駆体であることから，生体内ではvbsに
よってコードされる酵素が，OAVN → AVRと

VHOH → VBの両方の反応を触媒していることが明

らかとなった．

　しかし，これらの変異株ではvbsが完全に破壊さ

れているにもかかわらず，アフラトキシン生産は極

めてわずか（約5%）残っていた．また，わずかの

VHOHの蓄積も見られた．vbs完全破壊株でcyclase
の活性が完全には無くならないことから第2の酵素

の存在を示唆しているとも見えるが，他のアフラト

図２． vbs遺伝子破壊ベクターと
形質転換． ピリチアミン耐性遺

伝子を選択マーカーとしてvbs遺
伝子破壊ベクターを構築し，形質
転換した．二重交差してvbs遺伝

子がピリチアミン耐性遺伝子に置
き替わった変異株では，その菌糸
中に鮮やかな黄色の色素性中間体
が蓄積する．この色を指標にvbs

破壊株を選択した．

図３． PCRによる遺伝子破壊の確認． 野生株 (a)及び三つのvbs破壊株 (b, c, d)からゲノムDNAを調製し，図２に示した種々
のプライマーを用いてPCRを行った．PCR産物の電気泳動のパターンを示した．



キシン関連遺伝子の完全破壊でも，このように in 
vivoで極めてわずかの活性が残存することはよく見

られることである．一方，我々は無細胞系を用い

て，これらの破壊変異株では両方の酵素活性を完全

に失活していることを確認した．通常，無細胞系に

おいて，アフラトキシン生産に関連するすべての可

溶性酵素は活性が顕著に高い．無細胞系で残存活性

が検出されないということは，第2の酵素がたとえ

関与していたとしてもその活性はゼロに等しいほど

低いということになる．このような活性の低い酵素

がアフラトキシン生合成に特異的にかかわっている

というのは考えにくいことである．また，完全破壊

をしてもわずかな活性が残る酵素反応は，酸化や還

元反応など生体内で一般的に見られる反応で，基質

特異性も低い反応の場合が多い．したがって，我々

はvbs破壊後の残存活性は，生体内で共存するアフ

ラトキシンには関係のない他の酵素が非特異的に反

応に関与していると考えている．実際に，アフラト

キシン生合成経路に関わるエステラーゼの酵素活性

では，無細胞系の実験で，全酵素活性の約10%がこ

のような非特異的な酵素によって触媒されることを

我々は既に報告した 5）．

結論は？
　以上の結果は，一つの遺伝子産物が，アフラトキ

シン生合成経路の異なる離れた2 ヶ所の反応を触媒

するという極めて珍しく不思議な結論を強く示唆し

ている．アフラトキシンを生産するには，アフラト

キシン遺伝子クラスター上の遺伝子群で十分であ

り，クラスター中には一つの脱水酵素（cyclase）遺

伝子しか存在しない．従って，この結果は，一つの

代謝経路が形成されていく進化の観点からも極めて

興味深い発見である．

おわりに
　本研究では，上述したようにvbs遺伝子の機能解

析とともに，遺伝子クラスター上のestA遺伝子の機

能も解析し，versiconal hemiacetal acetate → versiconal
とversiconol acetate → versiconolの反応に関与するこ

とを明らかにした 7）．さらに，クラスター上の広範

囲領域の破壊によるカビの形態への影響を調べ興味

ある知見が得られている．今後は以上のような研究

で得られた知見を利用することによって 3，6，7），アフ

ラトキシン生産カビの効果的汚染防御法の開発へと

仕事を展開したいと考えている．

　本成果は，鳥取大学中島廣光教授のグループとの

共同研究によるものである．
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発酵産業は年間3～5兆円の世界市場をもつ．そのうちのかなりの部分は，付加価値の高さゆえ，

抗生物質を始めとした医薬品で占められている．このような微生物の有する能力を将来にわたっ

て利用していくためには，その潜在能力をいかに活性化して発現させるかが重要なポイントとな

る．なぜなら，長年にわたり微生物利用技術が模索されてきた結果，通常の方法による微生物本

来の能力は出し尽くされた状況に近づきつつあるからである．我々は，この潜在能力を発揮させ

る，すなわち眠った状態にある (または活性が弱い )遺伝子を活性化して有用産物を生産させる技

術を構築しつつある．「リボゾーム工学」技術がそれである．これは，蛋白質合成器官であるリボ

ゾームを，変異などによって積極的に改変することにより，二次代謝遺伝子を強力に活性化する

ことを眼目としている．また，リボゾームで合成されるアラーモンppGppのターゲットである

RNAポリメラーゼを改変することも，広い意味の「リボゾーム工学」として捉えている．ここで

は，枯草菌における潜在遺伝子の活性化と放線菌における抗生物質工業生産株の育種を取り上げ

て，「リボゾーム工学」の活用例を解説する．

枯草菌のユニークな二次代謝制御
　放線菌は産業的に重要な抗生物質をはじめ種々の

二次代謝産物を生産することから，二次代謝研究の

主役として脚光を浴び続けてきた．一方，枯草菌

（Bacillus subtilis）は複数の抗生物質を生産する能力

があるにもかかわらず，胞子形成研究の華々しさの

影に隠れて，その二次代謝研究は比較的軽視されて

きた．最近我々は，枯草菌の二次代謝に焦点をあて

て研究を進めているが，その結果，放線菌では見ら

れなかった独自の制御系を見い出しつつある．すな

わちppGppとGTPによる二元制御と，最終二次代謝

産物による正のフィードバック制御であり，いずれ

も二次代謝研究における新しい概念である 1，2）．微

生物はアミノ酸欠乏により翻訳が阻害されると，リ

ボゾームに結合しているRelAタンパク質が，グアノ

シン5'- 二リン酸3'- 二リン酸（ppGpp）を合成するこ

とによってリボゾームRNAの発現を抑制する“緊縮

制御”を行う 3，4）．枯草菌が生産するジペプチド抗生

物質であるバシリシンの生合成遺伝子の発現も，緊

縮制御によって誘導されることを明らかにした．し

かし予想外なことに，GTPレベルによる二次代謝制

御を受けない放線菌の場合とは異なり，枯草菌によ

るバシリシン生産は細胞内GTP濃度を低下させた

場合，またはGTP結合タンパク質であるCodYを破

微生物の潜在能力を発現させる

食品総合研究所　越智 幸三

「形態・生理」課題名： 微生物の形態分化と二次代謝誘発機構
キーワード： 放線菌，枯草菌，抗生物質生産，リボゾーム，RNAポリメラーゼ
連絡先： 食品総合研究所 生物機能開発部　越智 幸三 (Tel: 029-838-8125 ; e-mail : kochi@affrc.go.jp)

図１．  枯草菌の二次代謝誘導におけるppGppとGTPによる二元制御の模式図．



壊した場合にも著しく増大することがわかった1）．

CodYタンパク質は，細胞内にGTPが高濃度で存在

するような富栄養環境下で，胞子形成遺伝子や形質

転換能制御遺伝子を抑制する転写因子である．バシ

リシン生合成遺伝子の発現にはppGpp合成が必須で

あることは注目すべき点である．つまり，枯草菌の

胞子形成や形質転換能発現は主に細胞内GTP濃度

によって調節されるのに対し，バシリシン生産は

ppGppとGTPの両者によって調節（二元制御）され

ている（図１）．

　このように，ppGppの上昇やGTPの低下は枯草菌

の定常期移行シグナルとして作用し，これらの分子

は細胞分化や二次代謝を調節する重要な因子であ

る．放線菌には細胞内GTPセンサーであるCodYは

見つかっていないが，系統分類上広い範囲のグラム

陽性細菌がCodYホモログを有していることから，

むしろppGppとGTPによる二元制御が微生物におけ

る二次代謝制御の一般的な姿と思われる．我々は最

近，RNAポリメラーゼβサブユニットをコードする

rpoB遺伝子内に起こるリファンピシン（Rif）耐性変

異が，放線菌の二次代謝能を活性化することも発見

している．そこで，枯草菌においても同様の変異導

入を試みたところ，アミノ糖抗生物質ネオトレハロ

サジアミン（NTD）を過剰生産させることに成功し

た．これは，Rif耐性変異によって生じたRNAポリ

メラーゼの機能変化が，潜在的な抗生物質生産経路

を活性化したことを示している．トランスポゾンを

用いた解析から，NTDの生合成遺伝子の発現は，最

終産物であるNTD自身が転写アクチベーターに結

合することによって，NTD生合成遺伝子の発現を誘

導するオートインダクション機構によって制御され

ていることが判明した 2）．これらの結果は，最終産

物である抗生物質が，直接シグナルとして働き，自

身の二次代謝を活性化するという新たな二次代謝制

御機構を示すものである．

革新的な抗生物質高生産株の育種法
　自然界から単離・選抜された微生物が工業化のレ

ベルに到達するには，ほとんどの場合育種が必要と

なる．単離したままの野生株は，その生産力（抗生

物質，アミノ酸，有用酵素など）または性状（耐塩

性，耐酸性，耐熱性など）が工業レベルには程遠い

からである．ここ数年の研究成果は，育種技術に革

新的な光を当てつつある．「ゲノムシャッフリング

法」（Zhang et al., Nature 415, 644-646, 2002）と「薬

剤耐性選抜法」 5）がそれである．遺伝子操作を使用

しないので実用化にあたって問題が生じない事に加

え，なによりも操作が簡単で熟練を要しない．

　薬剤耐性選抜法は最近我々の研究室で開発してき

たもので，特定の薬剤に対する耐性変異を逐次的に

導入することにより，翻訳に関わるリボゾームおよ

び転写に関わるRNAポリメラーゼを改変すること

を基本としている（図２）．このようなアプローチを

我々は「リボゾーム工学」と名付けている 6-11）．リボ

ゾーム改変においてはストレプトマイシン，ゲンタ

ミシン，チオストレプトンなどのリボゾーム攻撃性

薬剤に対する耐性株をとればよく，RNAポリメラー

ゼ改変にはリファンピシン耐性株をとればよい．重

要なのは，放線菌の場合であれば，これら薬剤耐性

株の中には3～30%の高頻度で抗生物質高生産株が

出現する点である．すなわち，耐性株をとるという

最も簡単な手法で，わずか20程度の耐性コロニーを

試験すれば高生産株を得られるという利便性に最大

の特徴がある．また，薬剤耐性変異はセレクティブ

な形質であるから，NTGなどの変異処理をせずと

も，10-8以下の自然突然変異体を容易に選択できる．

図３に，この技術を適用して動物薬として使用され

ている抗生物質サリノマイシンのStreptomyces albus 
工業株（10 g/l）の育種例を示した5）．逐次的な三段

階の耐性付与により，その生産力は2倍以上（23 g/l）
にまでなっている．要した期間は3 ヶ月である．育

種が進み高生産株になるほど生産力アップは難しく

なるのが通例で，工業株の2倍アップの意義は極め

て大きい．そのメカニズムはどのようなものである

か？ 詳細は割愛するが，リボゾーム蛋白質S12に生

じた変異により70Sリボゾーム粒子が安定化して，

定常期でも高い蛋白質合成能を保持できるという

「特異能力」を獲得したことが第一の理由である（図

２）12，13）．このように我々は薬剤耐性付与という簡

図２． 薬剤耐性付与によるリボゾーム改造と抗生物質生産
力の増大． プレート上に生産されている色素は抗生物質ア
クチノロージンである．



便な方法により，細胞の転写と翻訳を本質的に改変

して育種に応用する技術を構築しつつある．我々の

技法の最大の特徴は全く遺伝情報のない菌にも容易

に適用できる（すなわち予備的研究が全く不要であ

る）点であり，従ってこれを野生株に適用すれば

眠っている潜在遺伝子を活性化することも可能で，

育種だけでなくスクリーニングにも応用できること
14-16）を強調しておきたい．

図３． サリノマイシン工業生産株 (Streptomyces albus SAM-X
株 )の逐次的な薬剤耐性付与による育種． str, gen, rifはスト

レプトマイシン，ゲンタミシン，およびリファンピシン耐性
変異を示す．（文献5より改変）
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移動することなく，環境変化に対応して自らの体を再構築することにより適応する戦略を進化さ

せてきた植物は，さまざまな環境ストレスを感知し，情報を処理する仕組みを発達させてきた．

悪環境に強い植物を育成したり，植物を環境浄化に役立てるためには，環境情報を認識する仕組

みを分子レベルで明らかにすることが重要と考えられる．環境ストレスの情報を伝えるホルモン

（アブシジン酸）の分子プローブや，それを蛍光標識して定量的に解析する技術を開発することに

より，細胞表層でシグナルが検知される部位の分布を生きたまま観察する，すなわち機能を顕微

鏡で「見る」ことが可能となった．

　生物の生命活動を支える上で，生体分子の代謝

ネットワークと同時に，情報伝達ネットワークが重

要な役割を果たしている．実際，これまで機能面か

ら分類されていた種々の生命現象の多くが，情報伝

達の問題に帰着されることが次々と明らかにされつ

つある．植物は，動物とは異なる適応戦略を持って

進化してきた．近年明らかにされたシロイヌナズナ

やイネのゲノム上に存在する情報伝達関連の遺伝子

を動物と比較すると，それぞれが異なる遺伝子群を

多様化させて来たことがわかる．多様な環境変化を

察知する能力を発達させて来た植物が獲得した独自

の情報伝達機構を研究することは，基礎，応用の両

面から今後ますます重要性を増すと考えられる．

　情報伝達の複雑なネットワークを解きほぐすため

には，シグナル分子の時間的，空間的動態を生きた

まま捉えることが鍵となる．近年，レーザー，画像

解析などの技術革新に伴い，バイオイメージングの

技術発展が著しい．顕微鏡はもはや構造を観察する

道具ではなく，生きたままの細胞内で働く分子の機

能的な情報を得る場となる．そこで本研究では，ス

トレス応答過程における細胞内のシグナル分子の動

態を生きたまま可視化する技術を開発することを目

標とした．

　植物が乾燥，高塩濃度，低温，凍結などの環境ス

トレスにさらされると，細胞は水ストレスの問題解

決を迫られる．そのとき，アブシジン酸（ABA）と

呼ばれる植物ホルモンの合成が誘導され，気孔の孔

辺細胞に働き，気孔を閉鎖すると共に，ストレス応

答に関連した遺伝子発現調節を司る．例えば，水ス

トレスに応答した浸透圧調節物質，プロリンの合成

は，ABAにより誘導される．またABAは成長制御

にも関与し，ストレスにさらされたときに一時的に

栄養成長を停止し，エネルギーをストレスから身を

守る防御のために振り向けると考えられる．近年の

分子遺伝学的研究の急速な進展にもかかわらず，

ABAの受容体の分子的実体は解明されておらず，そ

の局在部位も定かではない．そこで本研究では，

ABAを光らせて，ABAが生きた細胞のどこでどの

ように認識されるかを目で見ることを試みた．

　ホルモン等の一次性シグナル伝達分子が細胞膜上

の受容体で認識された後，細胞内で情報が処理・伝

達される機構を解析するためには，特異的な分子プ

ローブを用いて可視化解析を行うことが有効と考え

られ，その方法論の開発が重要な課題である．そこ

でABAをビオチン化した誘導体（bioABA；図１ 
A） を合成し，蛍光ラベルされたアビジンを用いて，

細胞表層の受容部位を三次元的に可視化することを

試みた．ビオチン化したABA (bioABA) は，ソラマ

メの気孔孔辺細胞においてABAと同様の生理活性

が認められたので，これを分子プローブとして用い

ることにより，ABA結合部位の可視化と定量解析を

行った．bioABAと蛍光標識化アビジン処理で，孔

辺細胞プロトプラスト（GCP）表層のbioABA結合

部位の可視化が可能となった（図１B）．さらにフ
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図１． ビオチン化アブシジン酸 (bioABA)を用いたアブシジン酸 (ABA)受容部位の可視化．　(A) bioABAの構造．　(B) ソラ
マメの葉の気孔孔辺細胞プロトプラストにおける，ABA結合部位の可視化（蛍光顕微鏡像）．緑色は標識アビジンの蛍光，
赤色は葉緑体の自家蛍光を示す．　(C) フローサイトメトリー法による蛍光強度の定量化．実線は対照，点線はbioABAを示

す．bioABAは濃度依存的に孔辺細胞プロトプラストに結合する．　(D) bioABAの結合に対するABA構造類縁体の影響．

ローサイトメトリーを用いた実験系を確立し，GCP
の蛍光を定量的に解析した（図１C）．bioABAの

GCPへの結合は，無標識のABAの添加により濃度依

存的に阻害され，GCPの事前のプロテアーゼ処理に

より抑制された．生理活性のあるABAの構造類縁

体はbioABAの結合を阻害したが，活性のない類縁

体は阻害しなかった．一方，ABAと共存させること

によりABA活性を阻害した類縁体は，bioABAの結

合を阻害した（図１D）．これらの結果は，細胞膜上

のABA受容体タンパク質の可視化が可能となった

こと，気孔孔辺細胞の細胞表層にABA受容部位が存

在することを示唆している 1）．さらに最近この手法

を，全ゲノム構造が明らかになっているシロイヌナ

ズナ（Arabidopsis thaliana）やその突然変異株に応用

することに成功し，受容体同定に向けた重要な基礎

が確立された．



　植物ホルモンABAの特異的なタンパク質性の結

合部位を生きたまま可視化することにより，細胞表

面にパッチ状に点在する状態を生きたまま可視化す

ることが可能となった．最近私たちの研究グループ

では，シグナル伝達系において受容体の直下で機能

し，細胞の情報伝達に重要な役割を果たす細胞膜の

Ca2+チャネル分子を同定することに成功した 2-7）．こ

のタンパク質の細胞内分布を調べたところ，ABA受

容部位と同様に細胞膜上にパッチ状に点在すること

が明らかとなった．細胞膜上の特定の部位に，外部

からの情報を受け取る受容体と，その情報を細胞内

部に伝える情報伝達因子が複合体を形成し，効率よ

く情報を伝達しているのかも知れない．

　こうした情報伝達系の分子的な実体解明の研究

は，今端緒についたばかりである．今後は，一次性

シグナル分子受容体の活性化と，二次性シグナル分

子の動員を，バイオイメージング法を用いて可視化

解析する技術を確立することにより，シグナル伝達

系における各種細胞ごとの個性や情報の仕分けの分

子機構など，従来の方法では解析できなかった，細

胞レベルにおける情報処理に関連した高次の生命現

象を統合的に解析することが可能になると期待され

る．さらにバイオイメージング法に代表される分子

生理学的手法，遺伝子の単離と遺伝子産物の機能解

析を行う分子生物学的手法，突然変異体とその原因

遺伝子のクローニングを行う分子遺伝学的手法など

を巧みに有機的に組み合わせることが，研究の飛躍

的な進展の鍵となると期待される．
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受容体－リガンド相互作用の定量解析を可能とする基盤技術を開発し，酸化LDL受容体のリガン

ド認識機構の解析を目指した．その結果，リガンドである変性LDLの認識に必須な構造上の特徴

を明らかにした上で，リガンド認識に必須の領域の大量調製と機能の再構築に成功した．この技

術は認識能の詳細解析を可能にすると同時に，認識能を利用した受容体チップ開発などに発展可

能である．また，生細胞において受容体の機能を高分解能で継続的に観察する手法も開発し，生

細胞を活用した各種評価システムへの今後の展開が期待される．

はじめに
　スカベンジャー受容体（SR）は，動脈硬化危険因

子である変性LDLなどを認識し，取り込む機能を有

しており，動脈硬化の初期過程に関与する受容体と

して注目されている．SRによるリガンドの認識や

取り込みは，細胞の向動脈硬化的な機能変化を制御

する標的として，また生理機能発現に必須な受容体

－リガンド相互作用解析のモデルとしても興味深

い．受容体によるリガンド認識機構の解析を目的と

して様々なアプローチが取られている．しかしなが

ら，受容体－リガンドの相互作用を詳細かつ定量的

に解析するのは容易ではない．本研究課題において

は，SRファミリーに属するヒト大動脈内皮細胞由

来レクチン様酸化LDL受容体（hLOX-1）を対象に，

リガンドである変性LDL認識機構を明らかにする

と共に，広く受容体－リガンド相互作用解析に適用

可能な基盤技術の確立を目指した．

リガンド認識に必須な構造
　273アミノ酸から構成されるhLOX-1は，細胞内領

域，膜貫通領域，細胞外領域からなり，さらに132ア
ミノ酸からなる細胞外領域は，ネック領域とCタイ

プレクチン様領域（CTLD） の二つから構成されて

いる．リガンド認識に関わるのは，細胞外領域であ

るので，この領域に欠損変異，部位特異的変異を導

入した変異hLOX-1を作出し，リガンド認識に必須

の部位や配列を解析した．解析は，変異LOX-1を
COS7に強制発現させ，蛍光標識を導入した変性

LDLの取り込みが観察されるかにより評価した．

その結果，（1）C末端の7アミノ酸がhLOX-1の
フォールディングやソーティングに必須であるこ

と，（2） R208,  R209,  H226,  R229,  R231,  F228,  
Y238がリガンドに必須なアミノ酸であること等が

明らかとなった1，2）．

　また，糖鎖の付加が予想される部位が3 ヶ所ある

が，N183,  N139には実際に糖鎖が付加されている

が，糖鎖を欠いていてもリガンド結合能は維持され

ていることも示された3）．さらにネック領域にある

Cysで分子間S-S結合を形成しており，hLOX-1の最

小単位がダイマーであることなど 3），リガンド認識

に必要な構造に関して多くの新知見が蓄積された

受容体の機能を真似る・組み立てる
－受容体機能解析系の構築－
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図１． hLOX-1の構造・機能相関．



（図１，２）．これらの知見は，受容体機能の制御に

よる細胞機能制御技術開発に重要な情報であり，こ

とにhLOX-1の場合，動脈硬化発症抑制の側面から

の成果の活用が考えられる．

リガンド認識能の再構築
　リガンド認識に必須な構造を解析する過程で，糖

鎖を欠いたCTLDのみでもリガンド認識能を保持し

ていることが示唆された．そこで，リガンド認識能

の定量解析とセンサーとしての利用を可能とする手

法の開発を目指し，リガンド認識能の再構築を試み

た．その結果，CTLDを大腸菌を宿主として大量発

現させた際に菌体内に蓄積される凝集物（封入体）

を CA 法（Machida et al., FEBS Lett. 486, 131-135, 
2000）によりリフォールディングすることにより，

特異的なリガンド認識能の再構築が可能であること

が明らかとなった 4）．さらに，大腸菌内で発現させ

る際に，N末端にビオチンタグなどを付加すること

により，リガンド認識に重要なC末端側の構造に影

響を与えずに，固相に固定化することが可能である

ことも示され（図３），受容体チップなどの開発に発

展させることが可能であるも示された．この技術

は，受容体の機能の定量解析という意味で基礎研究

分野への貢献も大きいが，hLOX-1に限らず様々な

受容体の認識能を利用したバイオマーカー検出，異

常タンパク質検出など，安全性，機能性などの評価

システムへの活用も期待される．

生細胞を利用したリガンド認識評価系
　受容体の機能を解析するに当たり，本来受容体を

発現していない細胞に受容体遺伝子を導入した発現

株を利用する手法が一般にとられる．さらに，導入

する受容体を蛍光タンパク質との融合タンパク質と

したり，リガンドに蛍光標識を導入するなどして，

両者の動きを追跡することが可能である．これらの

工夫は近年の顕微鏡光学系の発展に伴い，多くの情

図２． ネック領域のCysのhLOX-1の構造維持と機能におけ
る役割． (A) 野生型hLOX-1，もしくはCysをSerに置換した
変異hLOX-1を一過性発現させた細胞抽出液を非還元条件下

でSDS-PAGEで展開しウエスタンブロットにより，hLOX-1
の会合状態を解析した．ネック領域にあるCysをSerに置換
した場合のみ分子量が約半分のシグナルが検出され（レーン
3），hLOX-1はネック領域で分子間S-S結合を形成しダイマー
として存在していることが示された． (B) C140Sのリガンド
取り込み能を解析した結果．上段：位相差顕微鏡像；中段：
1次抗体として抗myc（hLOX-1のC末端に付加したエピト－
プタグ）抗体で処理した後，FITC標識抗マウス IgG抗体で処
理した蛍光顕微鏡観察像．緑色がhLOX-1の局在をしめす．
C140Sでも野生型同様，正しく膜表層に局在していることが

分かる．下段：蛍光標識（DiI）を導入したリガンドであるア
セチル化LDLを取り込ませた後，2時間培養した後の蛍光顕

微鏡像．赤色が取り込んだリガンドを示す．C140Sでもリガンドの取り込みが観察され，分子間S-S結合が形成の有無は

リガンド認識には影響しないことが示唆された．

図３． 再構築hLOX-1によるリガンド認識． 再構築した細胞外領域，並びにCTLDを固相上に固定化し，

特異的なリガンド認識能を再構築することが可能なことをBIACORE3000により確認した．センサーチッ
プ上にリガンド認識に重要なC末端側が上を向くように固定化し，特異的リガンドである酸化LDLとの反
応を解析した．リガンド濃度に応じた結合・解離の様子が観察され，受容体機能が再構築されたことが確

認された．



報をもたらし得る．しかしながら，光学系の発展に

細胞などの生物試料を供する手法が追いつかず，そ

の機能を十分に活かしていないのが現状である．そ

こで，生細胞の機能を維持したまま高分解能での観

察を可能にする手法の開発を行った．その結果，細

胞へのダメージを最小限に抑える顕微鏡用プレパ

ラート作製手法の確立に成功すると同時に，このプ

レパラート作製手法を使用し長時間に渡る生細胞の

反応の観察を可能とする観察用チャンバーの開発に

も成功した 5）．これらは，hLOX-1のような特定の受

容体機能の解析のみならず，様々な生物材料を対象

とした顕微鏡用プレパラートの作製と観察に活用可

能な技術であり，本技術が汎用性に優れた手法とし

て普及することを目指し，実用化に向けての共同研

究も進行中である．

今後の展開
　hLOX-1のリガンド認識機構の解析結果を発展さ

せ，リガンド認識とそれに伴う細胞の機能変化の制

御を可能とする手法開発を視野に入れた研究展開を

考えている．また，開発に成功した再構築受容体に

関しては，受容体チップとしての発展の可能性を見

極めると共に，顕微鏡用プレパラート作製手法の適

用により細胞機能を簡便に利用できるセルセンサー

開発なども試み，受容体機能を利用した評価系開発

へと発展させたい．
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単結晶にＸ線を照射して得られる斑点状の回折像を解析して立体分子構造を明らかにする手法が

Ｘ線結晶構造解析と呼ばれ，低分子ばかりでなく生体高分子にも応用され，これまで数多くのタ

ンパク質，核酸等の立体構造が明らかにされてきた．この手法は静的な分子構造を解明するばか

りでなく，酵素反応機構等の動的な構造を明らかにするためにも大変有効な方法である．我々は

枯草菌α- アミラーゼと基質アナログ阻害剤アカボースとの複合体結晶のＸ線構造解析を行い，

アミラーゼ反応初期過程で，開裂場所近傍の糖残基がイス型から半イス型へのフリップを生じる

機構を提案した．

　タンパク質，核酸さらにはウイルスのような超高

分子でも条件が整えば単結晶にすることができる．

生体高分子単結晶に波長が1 Å程度のX線を照射す

るとX線が光と同様に波である特性により散乱，回

折して分子構造を反映した数千～数十万の斑点状の

像を与える．この回折像を物理学，数学的に解析処

理すると立体分子構造を構築することができる．現

在ではコンピューターの進歩のおかげで回折データ

収集後，研究室で解析処理を行い，立体構造を画面

上で見るということがある程度の結晶学の知識と訓

練により比較的容易に行えるようになってきた．最

近では，西播磨高輝度放射光施設（SPring-8）や高

エネルギー研究機構放射光施設（KEK-PF）のような

研究室レベルのX線装置の数千倍もの高輝度放射光

（X線）を発生することができるシンクロトロン放射

光施設の利用が可能となり，比較的短時間で良質の

データの収集が行えるようになってきた．これらX
線装置，施設，コンピューター，解析プログラムの

進歩に加えて，遺伝子工学的手法が異種タンパク質

の大量発現，セレノメチオニン置換体による位相決

定，変異タンパク質の作製等において強力な武器と

してタンパク質立体構造解析に大きく貢献してい

る．本プロジェクトでは，これらのタンパク質X線

結晶構造解析における結晶化技術，位相決定法等の

基盤技術改良，最新のＸ線結晶解析法，それらに加

えマススペクトル法を利用した生体高分子の構造と

機能及び動態の研究を行っている．その中で我々は

X線結晶構造解析法と遺伝子工学的手法（部位特異

的変異法）を主な手段として枯草菌（Bacillus subtilis）
α- アミラーゼ（EC 3.2.1.1）の酵素反応機構を立体

構造的に明らかにするためにα- アミラーゼと基質

アナログ酵素阻害剤アカボースとの複合体の解析を

行った．

　α- アミラーゼは各種微生物，動植物に存在し，

澱粉やグリコーゲン中のα-1,4グルコシド結合を加

水分解するエンド型酵素であり，食品工業，醸造業，

洗剤工業，製紙工業等に利用されている産業上最も

重要な酵素の一つである．比較的容易に精製酵素が

得られることから酵素反応のモデルとしても学術研

究が数多く行われ，その加水分解反応機構はオキソ

カルベニウムカチオン中間体を経由するSN1型反応

と求核置換によるSN2型反応の二つの機構が有力視

されている．今回，我々は阻害剤との複合体のX線

結晶構造を解析することにより，詳細な酵素反応機

構を検討した．研究に供した枯草菌α- アミラーゼ

は425残基のアミノ酸よりなるが，結晶中のパッキ

ングを変える目的で分子表面にある356番目のアス

パラギン酸をグルタミンに部位特異的変異法により

変更し，発現・精製した後，結晶化は阻害剤アカボー

スを混合しポリエチレングリコールを沈殿剤とした

古典的な蒸気拡散法で行った．X線回折データは農

業生物資源研究所のリガク電機製装置を使用して収

集し，分解能2.3 Åの精密化構造を得ることができ

た．

Ｘ線で酵素反応機構を探る
－枯草菌α- アミラーゼのＸ線結晶構造解析と酵素反応機構－

農業生物資源研究所　水野 洋，門間 充，藤本 瑞

「形態・生理」課題名： Ｘ線解析法，部位特異的変異法を組み合わせた構造及び機能解析
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（1）得られた構造はα- アミラーゼ1分子に阻害剤が

1分子，Caイオンが3個結合しており，4糖である阻

害剤アカボースは加水分解を受けた後，糖転移反応

あるいは縮合反応によって6糖となってα- アミ

ラーゼの活性部位に結合していた（図１）．この6糖
となった阻害剤が酵素活性部位サブサイト-4から

+2の間を占め，安定な複合体が形成され，安定な結

晶となったと考えられる．酵素切断場所に相当する

サブサイト-1と+1の間のグリコシド窒素原子は触

媒残基のGlu208のカルボキシル酸素原子と水素結

合していた．

（2）本複合体とマルトペンタオース（G5）複合体の

リガンドの位置を比較すると，きわめて良く似てお

り，サブサイト-1にある糖残基のC5原子の位置のみ

が異なっていた．すなわち，G5の方が半イス型，ア

カボースの方がイス型の構造をとっていた（図２）．

このことから，α- アミラーゼ酵素反応の初期過程

で，開裂場所の酸素原子にプロトン付加が生じると

同時にサブサイト-1にある糖残基のイス型から半イ

ス型へのフリップが生じる機構を提案した．

　本課題のX線構造解析により，枯草菌α- アミ

ラーゼの反応機構について次の2点が明らかになっ

た．一つはアカボースの酵素活性阻害は糖転移反応

あるいは縮合反応により4糖から6糖に変換された

後，活性部位に結合しα- アミラーゼ活性を阻害す

ること，もう一つは酵素反応機構の初期段階におい

てサブサイト-1にある糖残基がイス型から半イス型

への構造変化，つまりフリップが生じることであ

る．これらの結果を踏まえて，今後さらに活性部位

周辺アミノ酸の部位特異的変異，他の阻害剤・基質

複合体の構造検討によりα- アミラーゼの反応機構

の詳細が明らかとなり，高活性化や安定性の向上の

ための分子設計が可能となることが期待される．

図１． 枯草菌 α- アミラーゼと阻害剤アカボース複合体構造のリボンモデルのステレオ図．

図２． 枯草菌 α- アミラーゼ活性部位に結合した阻害剤ア
カボース（左）と基質マルトペンタオース（右）の構造比

較．赤色で示した位置の糖の構造がイス型構造（左）と半イ
ス型構造（右）を取っているのがわかる．
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穀類は世界で数億トンが生産され多くの品種，育成系統が作出されているが，栽培条件などで成

分が変化する．また，個体差が生じやすいため多検体の分析技術が求められている．本課題で

は，まず，分子スペクトル分析による穀類のタンパク質などの成分可視化分析技術を開発した．

次いで，局在する有用成分を有効に利用するために低温製粉技術を開発した．これらの技術を応

用して新しい品質特性を有する小麦全粒粉などを製造できる農産加工技術を確立した．

 1．穀粒の多検体分析のための試料調製技術
　穀粒は硬度が高く，ミクロトームなどで切断する

ことは困難である．また，多検体の試料を比較する

ために同一条件で分析面を調製する必要がある．本

課題では，分析ステージからの角度と高さを一定に

保つことができる穀粒用の試料調製法を開発した 1，

2）．また，残存胚部の増殖能力を保持して成分育種

に適用した．試料の切断には，ダイアモンドディス

クを備えた穀粒切断装置を開発した．

 2．穀類の成分分布の可視化技術
小麦の胚乳の明度の分析
　小麦はうどんなどの加工品として袋詰めで店頭に

並べられるため，消費者は，外観で品質を評価する

場合が多く，加工品には冴えた明るい色調が求めら

れている．本課題では，切断した胚乳の白さを示す

明度（L*）の測定法と解析ソフトを開発した3）．粉

質のあやひかりの明度は，硝子質の関東123号より

高い値を示し，個体差を視覚的に解析できた．

赤外分光法による小麦胚乳の成分分析
　穀粒の成分は，赤外線を吸収する官能基を有して

おり，吸収ピークを利用するとタンパク質（アミド

Ⅰ）などの成分分析を行うことができる．本課題で

は，赤外分光法を利用したケミカルイメージングに

よる多検体試料の成分可視化技術を開発した 4）．小

麦胚乳のタンパク質は，種皮に近いアリューロン層

に局在していた．

Ｘ線元素分析装置による小麦胚乳のミネラル分析
小麦粒のミネラル分布について検討するため，微小

領域蛍光X線分析法を利用した分析システムを開発

した．赤外分光法によるケミカルイメージングと同

様に，ミネラル（リン）は種皮に近い部分に高濃度

に分布していた．

 3．穀類の有用成分を利用するための低温製粉技術
　小麦の種皮部に局在するタンパク質などの成分を

利用するために低温製粉技術を開発した．製粉装置

は，上下2枚のステンレス製臼（φ100 mm）で構成

され，上臼は氷水で冷却される．本装置は，小麦な

どの穀類を0.02～0.5 mm程度に再現性良く粉砕す

ることができた．

　分子スペクトル分析は，これまで主として薬学分

野などで利用されてきたが，食料生産の分野におい

ても有力な分析手段となる可能性を持つ．今後，食

品や作物生産分野における実用化技術への発展を期

待したい．

農産物の成分分析を新しい食品産業に活かす
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