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を示す個体群と示さない個体群の間の共通点や相違

1．はじめに

点が明らかになり、栽培管理の指標や障害等の診断、

作物の美味しさ・栄養性・機能性などの品質特性
は作物体内の成分が強く関与しており、植物の代謝

あるいは品種の選抜指標の提示に繋がると期待され
。
る（図 1）

が品種や環境の違いによって、どのように変化する
かが重要な鍵を握っている。また、作物の生産性は

2．メタボロミクスの概要

光合成や窒素同化など、生育途中における代謝プロ

メタボロミクスは、生体成分を網羅的に解析する

セスの影響を強く受ける。本報告では、メタボロミ

方向を目指したオミックスサイエンスの発展ととも

クスとして知られている代謝産物の解析法を用いて

に生成した概念である 1）。ライフサイエンスにおけ

作物体内の糖・有機酸・アミノ酸などの低分子成分

るオミックスサイエンスとは、生物のセントラルド

を解析した事例を紹介する。農作物に含まれる複

グマである DNA → mRNA →タンパク質→代謝産

数の代謝産物の濃度データを質量分析により取得

物のそれぞれのステップに存在する分子全体を解析

し、多変量解析等の手法を組み合わせることにより、

するものである。メタボロミクスは代謝産物（生物

有効な代謝産物を容易に選定することができ、作物

が合成する有機化合物）の総体を解析する手法であ

の品質や生産性に関わる特性の指標化を効率的に進

り、人を含めあらゆる生物種での利用が進められて

めることが可能になる。また、得られた指標を用い

いる。DNA を対象とするゲノミクスやタンパク質

て各個体をマッピングすることにより、有用な特性

を対象とするプロテオミクスと比較すると、メタボ
ロミクスはゲノム情報が転写、翻訳される一連のプ
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ロセスの最下流に存在する表現型の一部と捉えるこ
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図 1 農産物を対象としたメタボロミクス研究の概要

とができる。

分析を行い、糖・有機酸・アミノ酸等の 51 成分か
図1 農産物を対象としたメタボロミクス研究の概要

GC/MS による水溶性成分の分析法は、数あるメ

らなる代謝産物プロファイルを得た。多くの代謝産

タボロミクス分析法の中で最も早期に確立され、既

物の濃度は、ホウレンソウの全窒素含有率と有意に

に多くの成果が出されている方法で、糖・有機酸・

正もしくは負の相関関係にあった。高窒素濃度では、

アミノ酸などの低分子成分を誘導体化し、1 回の分

多くの糖類が減少する一方、アミノ酸、TCA 回路

析でこれらを同時に測定できる方法である

2 ,3）

。前

の有機酸、ケイ皮酸などは増加していた 4）。

処理に時間を要するが、他の手法と比較して汎用

続いて窒素形態の違いによる影響を調査した。培

性、安定性に優れている面で定評がある。また、分

養液のアンモニウムイオン / 硝酸イオンの比率を変

析のプロトコール類、マススペクトルデータベース、

更した処理を収穫前に行い、試料を得た。得られた

GC/MS データ用解析ツールの多くが無償で公開さ

代謝産物プロファイルとアンモニウムイオン吸収量

れていること、装置が質量分析計の中では安価で入

の関係を解析したところ、多くの化合物の面積値が

手しやすい点など、手法を導入する際の障壁が低い。

アンモニウムイオン吸収量と正もしくは負の相関関

そのため、著者らは主に GC/MS による分析手法を

係にあった。アンモニウムイオン吸収量の高い個体

用いている。

の葉身では TCA 回路の有機酸濃度が低かった。一
方、グルコース、フルクトース、β−アラニン、ア

3．水耕ホウレンソウの窒素栄養応答

ラビノース、L‑セリンなどは高濃度であった 5）。

窒素栄養は植物の成分組成に影響を与える主要な

以上の結果をもとにして、水耕条件において高品

環境因子であり、作物の品質と密接に関わっている

質なホウレンソウが得られる窒素栄養の管理条件を

ことが知られている。そこで、水耕栽培のホウレン

考察した。ホウレンソウにとって望ましい成分特性

ソウを用いて、培養液の窒素濃度の違いによる影響

は、甘みに寄与する糖類の濃度が高く、エグ味への

を調査した。窒素濃度の改変は生育後半に行い、生

寄与が高いシュウ酸などの有機酸類が低いものと考

育量の違いが小さく、窒素濃度が異なる個体が得ら

えられる。このような特性に対応するのは、窒素

れるように条件を設定した。葉身部の試料からメタ

濃度が低く、アンモニウム / 硝酸比率の高い栄養条

ノール・クロロホルム・水の混合液を用いて有機成

。
件で管理することが望ましいと考えられた（図 2）

分を抽出した。得られた抽出物をメトキシアミン、

得られた結果は、栽培管理の最適化に寄与すること

MSTFA による誘導体化後、GC/MS を用いて一斉

が期待される。
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ンが増加する傾向が見られたが、緩効性窒素肥料な

4．露地栽培コマツナにおける成分変動要因

どの他の要因ではこのような傾向は認められなかっ

堆肥などの有機物の施用は、肥沃度の維持に寄与

た。以上の結果より、堆肥施用の効果は、従来から

し、高品質の農作物を安定生産することを目指す際

考えられている N 吸収量、リン酸およびカリウム

に推奨される基本技術である。しかし、堆肥の施用

投入などの要因のみでは説明できず、物理性や生物

は多面的な効果が発生するため、成分の変化にどの

性など他の要因も加味した解析を実施する必要性が

ような要因が寄与しているのかについて未解明の部

示唆された 6）。

分が存在する。本研究では、堆肥中に含まれる無機
成分や緩効性窒素成分の影響を明らかにするため、

5．水稲葉枯症の発症に伴う体内代謝変化

fractional factorial design 法により 6 要因の効果

長崎県の特定地域で発生する水稲葉枯症は、長年

の解析に有効な実験デザインを適用し、圃場試験を

の研究にもかかわらず原因や発症機構が未解明で

行った。

あった。そこで、葉枯症をもたらすストレスに関連

牛糞堆肥、麦わら、速効性窒素肥料（硫安）
、緩

する代謝産物の変化を明らかにする目的で、現地の

効性窒素肥料（被覆硝安）、リン酸およびカリウ

葉枯症発生地域および非発生地域において、生育時

ムをそれぞれ 3 水準で設定してコマツナを栽培し、

期別に採取した水稲葉の代謝産物を分析した。葉枯

各要因がコマツナの代謝産物組成に及ぼす影響を

症発生地域で栽培された水稲では、光合成初期産物

解析した。コマツナの葉と葉柄において、それぞ

であるフルクトースやグルコースが多く含まれる傾

れ 62 種と 67 種の代謝産物のプロファイルを得た。

向が認められたが、組成の顕著な変化は認められな

代謝産物組成の情報を、主成分分析（PCA）によ

かった。

り解析したところ、第 1 成分は全分散の 44.1 % を

つづいて、発症葉で観測される軽微な変化を含め

説明し、窒素と密接な関係を示した。第 3 成分は、

た代謝産物の変動を高精度で検出するため、検出

全分散の 8.8 % を説明し、堆肥施用量の違いを反映

される全ての質量スペクトルをデータとして用い

した。ANOVA により、個々の代謝産物に対する効

。水稲の葉
る Non‑Target 解析を実施した（図 4）

果が最も高い因子として、N 吸収量、堆肥施用量お

枯障害と関連して変動するエチレン前駆物質である

。
よび緩効性窒素肥料の 3 要因が抽出された（図 3）

ACC（1‑Aminocyclopropane‑1‑carboxylic acid）

堆肥を施用したコマツナ葉身では、フルクトースお

と相関するイオンを PLS 回帰分析により探索した

よびキシロースが減少し、コハク酸およびプトレシ

ところ、GABA、トレハロース、ソルビトールおよ

図2

水耕液の窒素組成とホウレンソウに含
まれる成分の関係

図 3 堆肥の施用によってもたらされる要因と代謝産物の関係

水耕液の窒素組成とホウレンソウに含まれる成分の関係
図３ 堆肥の施用によってもたらされる要因と代謝産物の関係
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同定（AMDIS)

検出ピーク全てについて面積値
計算（TagFinder, AIoutput2）
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判別解析等により重要ピーク
を抽出（JMP,SIMCA-P)

ピーク面積値計算
（装置付属ソフト）

同定
（AMDIS, AIoutput2)

多変量解析
多変量解析
手法：主成分分析、PLS回帰、PLS判別、クラスター解析、MANOVAなど

Target 解析と Non‑Target 解析の差異
図４図 4Target解析とNon-Target解析の差異

びセロトニンなどが選抜された。それらの中で、ト

肉質劣化を指標化した貯蔵性予測を行ったところ、

レハロース、ソルビトールおよびセロトニンは、健

全年次において有効な予測精度が得られた（R2＞

全な水稲葉中において低濃度であるが、発症に伴い

0.86）。また、変数重要度を用いた解析により、選

顕著に増加していることから、葉枯症のストレスを

抜指標候補となる代謝産物として、フルクトース、

特徴付ける上で重要な代謝産物と推察された。これ

キシロースおよびアラビノースが抽出された。キシ

らの成分は組織の乾燥や水分ストレスによって集積

ロースおよびアラビノースは 3 年間を通じて貯蔵

することが報告されており、得られた代謝産物プロ

性指標との相関が高く、貯蔵開始時にこれらの濃度

ファイルも典型的なストレス応答を示していないこ

が低いカボチャ品種は高い貯蔵性を有することが明

とから、突発的に発生する水分等のストレスと葉枯

。これらの成分濃度を貯蔵開
らかとなった（図 5）

7）

症発生との関連が示唆された 。

始時点において測定することにより、カボチャ品種
選定においてより高精度な貯蔵性を予測できる可能

6．カボチャにおける貯蔵性に関連する選
抜指標の探索
例年、国内では 12 月〜 5 月の期間に国内産カボ

性が示された 8）。

7．おわりに

チャの流通量が極端に少なくなり、ニュージーラン

本研究の実施により、品質管理や作物診断に適用

ド産などの輸入カボチャが流通する。このような状

可能な指標を探索する手段として、代謝産物プロ

況の中、国内産カボチャの安定供給が求められてい

ファイリングが有効であることを示した。本稿で紹

るが、カボチャは冬期間の栽培が難しいため、貯蔵

介した内容の他にも、野菜類の生理障害の指標とし

性の高い品種の育成が必要と考えられている。そこ

て利用できることや、果樹病害において葉身中に特

で、カボチャ果実において、代謝産物を選抜指標と

定の有機酸が集積することを見出すなど、様々な

して肉質劣化特性（べたっとした状態への移行しや

チャンネルにおいて、栽培環境と作物代謝の関係性

すさを示す指標）を果肉の代謝産物から推定するこ

の理解を進展させつつある。植物は、それぞれの地

とを試みた。

域の土壌や気象条件に適応するための様々な仕組み

貯蔵性の異なる約 20 品種のカボチャを同一圃場

を持っており、適応の結果として多様な代謝産物の

で栽培し、貯蔵開始時点の代謝産物と貯蔵性（肉

組成に至っていることは周知の事実である。沖縄周

質劣化）の関係を解析した。PLS 分析を用いて、

辺は、多様な土壌と温暖な気象条件に恵まれ、国内

2011 年〜 2013 年の 3 カ年において、カボチャの

でも特徴的な環境を持つ地域であり、このことが沖
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アラビノース相対面積値（貯蔵 0 ヶ月）

２０１１

２０１２

２０１３

貯蔵 3 ヶ月後の乾物率

図図５
5 貯蔵開始時点におけるカボチャのアラビノース濃度と
3 ヶ月後の乾物率の関係
貯蔵開始時点におけるカボチャのアラビノース濃度と3か月後の乾物率の関係
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