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サヤインゲンの耐暑性とミトコンドリア遺伝子多型
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緒 論

温暖化或いは砂漠化等､地球規模での食糧生

産環境が悪化しつつある今日､ストレス耐性遺

伝子の導入による食糧増産が近未来における重

要な戦略として浮上してきている｡耐暑性遺伝

子の導入による熱帯､亜熱帯域における食糧増

産もこのような戦略の一環であり,耐暑性遺伝

子の同定と利用は時代の要請となりつつある｡

耐暑性遺伝子を同定するための研究材料とし

て､交雑可能な作物種内に高温に対する反応に

おいて対照的な系統すなわち耐暑性系統と感受

性系統が存在することが不可欠である｡筆者等

の研究グループはこのような要件を満たす研究

材料としてサヤインゲンに着目したO一般的に

サヤインゲンは暑さに極めて弱く､高温下では

花や英が落ちるため本土においてさえ夏場の栽

培は困難である｡国際農林水産業研究センター

沖縄支所はこれまで耐暑性遺伝子資源を求めて

熱帯地域でインゲン豆遺伝資源を収集スクリー

ニングしてきており､高温下でも落花或いは落

英することなく収穫できる生殖成長耐暑性の系

統ハイブシと石垣2号の選抜に成功している日｡

一方､高温ストレスは活性酸素の発生と連動

しており､温度上昇は植物体中における活性酸

素発生量の増大を意味する｡従って､耐暑佳作

物は活性酸素の発生を何らかの方法で抑制する

ことにより耐暑性形質を獲得している可能性が

指摘される｡細胞内における主要な活性酸素の

発生部位はミトコンドリアであることから､耐暑

性形質はミトコンドリア遺伝子に依存しているこ

とが推察された｡加えて､生殖に関連した花粉

稔性にミトコンドリア遺伝子が関与することも明

らかにされている2-4)｡そこで本実験では､サヤ

インゲンのミトコンドリアの電子伝達系遺伝子に

着目し､制限酵素による切断断片の長さの違い

からDNAの多型を検出するRestrictionかagment

lengthpolymorphism (RFLP)によってミトコ

ンドリアの生殖成長耐暑性遺伝子マーカーを探

索することを試みたo

材料及び方法

1 サヤインゲン品種

生殖成長耐暑性品種としてハイブシ､石垣 2

号､感受性品種としてケンタッキーワンダー､

ケンタッキー101､黒種衣笠を用いた｡尚､耐

暑性の検定はなされていないが市販品種である

沖縄在来及び沖縄平八寸豆を参考のために分析

した｡これらの品種は全て蔓有りのサヤインゲ

ンである｡
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表 1 ミトコンドリア遺伝子増幅用プライマーの塩基配列

遺伝子名 プ ラ イ マ ー

フ ォ ワ ー ド

cob AGAGATGTTGGGAAGGGCTG

coxI TAGTAGAAGTGGGTAGCGGC

cox2 ccAGGTAGTAGTAGATCCAG

cox3 GAGATCGGAGGTATTTGGCC

atp6 ccTCGCATCTCGGTCACTTT

atpA AAGCGGTAGATAGCCTGGTT
nad2 TGATCTTAGGAGCACTGGCC

nad4 ACAGGAACCACCGATTTACA

リ バ ー ス

CACCTCCCGATTTGTCAGGT

GGTATCCACGTCTAAGCCCA

CCACAAATCTCACTGCACTG

CCAACGTGATGCTCCTTGGT

CATAGTCCAAGCGAACCCAC

CGATATGCTACCGCCTGTTT

TAAGCCCCACAACCCAAAGC

GAGTATGGGGTTCGAGACAA

2 ミトコンドリアの分離とDNA抽出

サヤインゲンの腫軸 (種子を30℃､6日間暗

所で栽培)をワ-リングブレンダーで破砕後､

ホモジネー トをミラクロスによりろ過し､ろ液

を2,800rpm (1000Xg)で5分間遠心した｡遠

心後の上清を再び1,3000叩m (19000Xg)で15

分間遠心し､ミトコンドリア画分を得た｡次い

でミトコンドリア画分をDNase用buだerlmlに

再懸濁 し､氷上で 1時間Dnase処理 (309

Kunit/ml)した｡Dnase処理後のミトコンドリ

ア懸濁液にさらに希釈用緩衝液15mIを加え

1,3000rpm 15分間の遠心によりミトコンドリア

を回収し､希釈用緩衝液15m mlで再度洗浄し

た｡

ミトコンドリアからのDNA抽出には市販キット

(Nucleon PhytoPure, Amersham Pharmacia

BiotechCo.)を用いた｡

3 プローブの調製

既に明らかにされているミ トコン ドリア

DNAの塩基配列を基にミトコンドリア電子伝

達系遺伝子､すなわちアポチ トクロームbタン

パク質 (cob)､チ トクローム酸化還元酵素サブ

ユニット(coxl,cox2,cox3)､ATP合成酵素サ

ブユニット(atp6,atpA)及びNADH脱水素酵素

サブユニット(nad2,nad4)を増幅するための

プライマーを設計した (表 1)｡この際､でき

るだけ系統的に近い植物の配列を参考にした｡

代表的且つ入手が容易なケンタッキー101品種

腔軸よりミトコン ドリアDNAを調製 し､PCR

反応の鋳型とした｡標識プローブは反応系にFト

dUTPを添加 してPCR反応することにより調製

した｡

4 プローブDNAの塩基配列

PCR増幅したプローブDNAの塩基配列を日

立蛍光シークエンサー (SQ-5500)により決定

した｡塩基配列決定にはプローブ作成用プライ

マーをTexasRed標識して用いた｡塩基配列の

ホモロジー検索にはコンピュータープログラム

Gynetyxを用いた｡

5 サザンハイブリダイゼーション

サヤインゲンミトコンドリアDNAを制限酵素

(HindIII)処理した後､1%アガロースゲルで

分離した｡常法に従い､DNAをナイロン膜に転

写し､上記で調整したフルオレッセイン標識プロー

ブとハイブリダイズさせた｡標識プローブの検出

は抗フルオレッセイン抗体-アルカリフォスフアタ-

ゼ複合体による化学発光システム (Sou仙em-

StarChemiluminescenceDetectionSystem)を

用いた｡

結 果

図 1にサヤインゲンより調製 したミトコン
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表2 サヤインゲンミトコンドリア遺伝子と他の植物との相同性

遺伝子名 相 同 性 の 高 い 植 物

一 番 目 二 番 目 三 番 目

nad4 Brassica

atp6 Tobaco

atpA Oenothera
cob Pea

cox1 Soybean
co又2 pea

cox3 Soybean

nad2 ArabldopsIS

92.10% prototheca

95.10% petunla

94.200/o petunia
97.90% oenothera
98.20% Oenothera

9550% petunla

99.70% oenothera

9570% sugarbeet

68.10% cyramydomonas
95.10% MalZe

94.20% sunflower

97000/o ArabldopsIS
9660%

9420% Sugarbeet
95.30% wheat

8990% ArabldopsIS

4960%

9190%

94.20%
9590%

9500%

44.90%

4960%

数値はサヤインゲンミトコンドリア遺伝子との相同性を示す｡
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図1.ミトコンドリアDNAのパルスフィールド電気
泳動

ドリアDNAのパルスフィール ドゲル電気泳動

パターンを示す｡一般的に､植物ミトコンドリ

アはサイズや構造の異なる複数の分子種が不均

一に存在するマルチパータイ ト (multipartite)

構造をとるとされる5)｡サヤインゲンより調製

したミトコンドリアDNAもゲノムサイズが40

-200kbpのマルチパータイ ト構造をもつ多種

多様のDNA分子種の集合体と考えられた｡

図 2はケンタッキー101のミトコン ドリア

DNAを鋳型にして増幅した電子伝達系遺伝子

のPCR産物の電気泳動写真である｡標的にした

8種の電子伝達系遺伝子は全て単一のPCR産物

として増幅され､分子サイズも予測と一致して

1000bp +
500bp →

1 2 3 4 5 6 7 8 9

図2.ミトコンドリア遺伝子の増幅

いた｡これにより､電子伝達系遺伝子のうちす

くなくともatp6,atpA,cob,coxl,cox2,cox3,

nad2,nad4は他の植物の場合と同様にミトコン

ドリアゲノムに配座されていることが示唆され

た｡

上記のPCR産物の塩基配列を決定し､他の植

物と比較した (表 2)｡いずれの遺伝子も他の

植物の電子伝達系遺伝子と高い相同性を示し､

系統的に近い双子葉類植物とはいずれも相同性

が90%以上であった｡これにより､ 目的とし

たatp6,atpA,cob,coxl,cox2,cox3,nad2,

nad4遺伝子がそれぞれ増幅されていることが確

認されたO

次いで､上記のPCR産物をプローブとしたサ

ザ-ンハイブリダイゼーションを行い､ミトコ

ンドリア遺伝子の多型を調べた (図3)｡調べ

た8つの電子伝達系遺伝子のうちcobとcox2に
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cob

cox2

図 3 電子伝達系遺伝子をプローブに したミ トコン

ドリア遺伝子のRFLPパターン

おいて生殖成長耐暑性系統に特徴的と思われる

遺伝子多型が観察された｡すなわち､cob遺伝

子においてはハイブシと石垣 2号に特徴的な

分子サイズの大きいバンドが観察された｡一方､

cox2ではハイブシ､石垣2号及び沖縄平八寸の

パターンがほぼ類似しており､感受性品種であ

るケンタッキーワンダー､ケンタッキー101及

び異種衣笠とは異なっていた｡cox2の場合､沖

縄平八寸の耐暑性が必ずしも明らかではないの

で､厳密には耐暑性形質の品種に特徴的な遺伝

子多型とはいえないかも知れない｡しかしなが

ら､筆者は､ハイブシ､石垣 2号及び沖縄平

八寸を夏期に栽培した際､着葵率が品種間でほ

ぼ同等であることを認めており､沖縄平八寸に

も生殖成長耐暑性の傾向があると考えている｡

従って､上記のcox2のパターンも耐暑性形質に

特徴的と判断した｡cobとcox2以外の電子伝達

系遺伝子でも品種間に遺伝子多型は観察された

が耐暑性との関連性はないと考えられた｡

考 察

生殖成長耐暑性のミトコンドリア遺伝子マー

カー探索のため電子伝達系遺伝子をプローブに

したミトコンドリアのRFLP分析を行った｡こ

の過程でサヤインゲンミトコンドリアは分子サ

イズが40-200kbpのマルチパータイ ト構造を

有し､少なくとも8つの電子伝達系遺伝子すな

わちatp6,atpA,cob,coxl,cox2,cox3,nad2,

南方資源利用技術研究会誌

nad4を含んでいることが明らかにされた｡電子

伝達系遺伝子のうちcobとcox2において耐暑性

サヤインゲンに特徴的と考えられる遺伝子多型

を認めた｡このことは電子伝達系遺伝子サブユ

ニットcobとcox2近傍に耐暑性品種に特徴的な

遺伝子変異があることを示唆している｡

本研究における生殖成長耐暑性は既に述べた

ように､高温条件下でも落花或いは落英するこ

となく結実し収穫が可能なことを指す｡従って､

感受性品種といえども栄養成長には耐暑性品種

となんら差は認められていない｡筆者が観察し

たところ高温条件下での栄養体の成長は感受性

品種の方がむしろ良好のような印象を受けてい

る｡つまり､感受性品種は高温条件下では花粉

発達が障害され不稔花粉が発生し､落花或いは

落英にいたるのみで植物栄養体の成長と発育に

はなんら障害は認められない｡このことはとり

もなおさず感受性品種ではミトコンドリア機能

に致命的な変異はないことを示している｡一般

的に植物のミトコンドリア遺伝子は電子伝達系､

ATP合成酵素ならびに遺伝情報系のそれぞれの

構成要素となるタンパク質の産生に関わってい

る｡電子伝達系はもとより､ATP合成やミトコ

ンドリアタンパク質の翻訳は､植物が成長と発

育を全うする上で必須の機能であり､従って､

これらの機能を損なうようなミトコンドリア遺

伝子の変異は多くの場合致死的と考えてよい｡

感受性品種においては高温条件下ではミトコ

ンドリア花粉-の栄養供給などの任務を担って

いる雄しべ (蘇)夕べ- ト細胞層の退化が起こ

り､花粉稔性が低下することが明らかにされて

いる｡不稔花粉の生成と関連する現象として細

胞質雄性不稔が挙げられる｡細胞質雄性不稔は

薪壁の夕べ- ト層のミトコンドリアが崩壊し､

これに続いて花粉退化が起こる現象である｡ミ

トコンドリの崩壊に先立ってミトコンドリアの

分裂が急激に活発化し､細胞あたりのミトコン

ドリア数が20-40倍に増加するというから､

花粉の正常な発育にはミトコンドリアの高い活

性が要求されることが窺える｡従って､通常の
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発育過程では問題にならない軽微の障害でもミ

トコン ドリア-の負荷が高い花粉形成時には決

定的な阻害要因となるものと理解されている｡

このような雄性不稔を特徴付けるミトコンド

リア遺伝子 (ヒマワリのORF522､インゲンマ

メのORF239､ トウモロコシのT-urf13等)が既

にいくつか同定されている6~9)｡これ らの遺伝

子に由来する機能未知の特定タンパク質はミト

コン ドリア機能に必須のタンパク質ではなく､

雄性不稔株のミトコン ドリアに蓄積 し､いずれ

も何らかの形で機能を軽微に阻害すると考えら

れているO

これ らの遺伝子変異はいずれもミトコンドリ

ア遺伝子の多型 として検出される｡本実験結果

においても電子伝達系遺伝子であるcob,cox2

をプローブとしたRFLP分析で生殖成長耐暑性

品種であるハイブシ及び石垣 2号に特徴的と

思われるパターンを観察 した｡この結果は上記

電子伝達系遺伝子近傍の変異が生殖成長耐暑性

と連鎖 している可能性を示 している｡既に､ハ

イブシについては花粉稔性が耐暑性であること､

生殖成長感受性品種における不稔花粉の発生に

は夕べ- ト細胞が関与していることが明らかに

されている｡従って､感受性品種における花粉

稔性の低下､或いは耐暑性品種の花粉稔性の増

大にはミトコン ドリア遺伝子が関与している可

能性が高い と考えられる｡また､耐暑性品種

(ハイブシ)と感受性品種 (異種衣笠)の花粉

と腫珠を入れ替えた交配により､生殖成長耐暑

性は細胞質遺伝 していることも示唆されている｡

一方､高等植物のミトコンドリア遺伝子は､

相同組換えにより生じた多種多様の分子種が不

均一に存在する構造 (multipartite)をとってい

ると理解されている5)｡従って､今回観察され

た遺伝子多型もミトコンドリア遺伝子の進化の

過程でおきる複雑な再編成を反映しているにす

ぎず､生殖成長耐暑性の発現とは無関係の可能

性も否定できないo今後､ノーザンブロット分

析或いはDifferential Display等によりミトコン

ドリアにおけるmRNA発現を解析 し､生殖耐暑

性の発現に関与する遺伝子変異を特定する必要

がある｡
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要 約

生殖成長耐暑性のミトコンドリア遺伝子マー

カー探索のため電子伝達系遺伝子をプローブに

したミトコンドリアのRFLP分析を行った｡この

過程でサヤインゲンミトコンドリアは分子サイ

ズが40-200kbpのマルチパータイ ト構造を有し､

少なくとも八つの電子伝達系遺伝子すなわち

atp6,atpA,cob,coxl,cox2,cox3,nad2,nad4を

含んでいることが明らかにされた｡電子伝達系

遺伝子のうちcobとcox2をプローブにしたRFLP

分析において耐暑性サヤインゲンに特徴的な遺

伝子多型が認められ､耐暑性品種ではこれ らの

遺伝子近傍に特徴的な遺伝子変異があることが

示唆された｡
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