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 成果の概要 

 
本研究開発は、複合的な過酷環境ストレス下で生育する野生生物に遺伝資源を求め、その多

様なゲノムの高度利用を目的とした過酷環境ストレス耐性遺伝子群の収集、機能評価を行い、機

能評価した有用遺伝子群のいくつかを用いた植生再生モデル植物の作出、および DOE プロジェク

トとの連携をはかり、複合的な過酷環境下を再現できるコロンビア大学バイオスフィア２を利用

することによる、実用化を念頭においた評価を行ない、これらの過程を通して植生再生のための

植物バイオ技術の実用化に向けた基盤技術を確立することを目的としている。研究開発は、①極

限異常環境生育植物・微生物の探索、②有用遺伝子群のカタログ化、③苛酷環境下における菌根

菌の探索・同定手法の確立、④評価系の構築、⑤有用遺伝子群導入による植生再生モデル植物の

作出の具体的項目から構成される。平成１４年度は、それぞれ下記の成果を得た。 

 

 ①極限異常環境生育植物・微生物の探索 

 地球上で生物が遭遇する可能性のある過酷な環境で生育する生物は数多く存在する。そこにこ

そ未曾有の環境耐性遺伝子が多数存在すると期待される。本年度は、こうした探索を行うボツワ

ナ、ミクロネシア、チリ等の地域のうち、文献調査等によりボツワナおよびミクロネシアを各々

第一、第２候補として次年度の本格的調査地に選定した。次に次年度に向けた事前準備として、

ボツワナおよびミクロネシア大使館等との交渉を行なった。特に第２候補地であるミクロネシア

からは本研究開発に対する前向きな姿勢が見られたため、少人数における事前現地調査を企画し

たが、イラク戦争勃発等の諸事情のため実現できなかった。野生スイカの生理的解析およびマン

グローブ等の耐塩性のメカニズム解析に着手した。 

 

 ②有用遺伝子群のカタログ化 

 これまでに保有している窒素固定能力を持つ単細胞性藍藻について、その遺伝子配列の情報を

網羅的に解析し、そのカタログ化に向けたデータ取得に着手した。 

 

 ③苛酷環境下における菌根菌の探索・同定手法の確立 

 次年度の過酷環境地域の探索に先立って、乾燥地と同様に環境ストレス下で生育している海浜

植物を対象に AM 菌の感染種を判定した。また、菌根菌利用技術開発のための予備試験に着手し

た。 

 

 ④評価系の構築 

 これまでに保有しているシーズと本提案で得られる有用遺伝子源の評価を米国コロンビア大

学（アリゾナ州）との共同研究で行うに当たり、米国コロンビア大学閉鎖系人工環境バイオスフ

ィア２との現地における事前交渉および評価系の構築に着手した。 

 

 ⑤有用遺伝子群導入による植生再生モデル植物の作出 

 この項目については、本年度は実施しなかった。 
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 Summary 

 
To advance the scientific understanding of mechanisms involved in the environmental 

stress tolerance of organisms lived in arid area.  The isolation of genes related to the tolerance.  
The construction of novel environmental stress-tolerance-plants and their estimation of the 
tolerance against the environmental stresses.  A lot of efforts run into the production of 
transgenic plants tolerance against the environmental stresses.  However, all of the obtained 
products show trivial effects that can be detected only in the laboratory.  This is because we 
always use the scientific information obtained from cultivated plants as rice, Arabidopusis and 
so on and genes of such plants for the production of transgenic plants.  Our new approach is to 
investigate the native organisms lived in arid aria with a high temperature and dryness, which 
have been remained without the influence of the glacial period and the cultivation process. 

The construction of novel environmental stress-tolerance-plants and their estimation of the 
tolerance against the environmental stresses will be accelerated through the collaboration 
between RITE and B2C.  This collaboration is a first step and expects to keep long-term 
collaboration, especially for field scale evaluation of the constructed transgenic (GMO) plants.  
 

To search for native organisms with extremely high tolerance to the environmental 
stresses 
Analyzing mechanisms involved in the environmental stress tolerance of the selected 
organisms  
Isolation of genes involved in the stress 
The production of transgenic plants with the isolated genes and the evaluation of the 
produced plants  

 
In order to perform our activities we have obtained the results below in this year. 

To search for the native organisms we have selected several spots including Botswana 
deser. 
Physiological and molecular biological analysis of wild watermelon and mangulabrove 
Starting the genome project for cyanobacteria with nitrogen fixation ability 
To understand Symbiotic relationship with arbuscular mycorrhizal (AM) fungi, 
composition of AM fungi in roots of coastal plants was examined to give the dominant 
species using DNA analysis technique.  Moreover, propagation of AM fungi from 
roots was attempted. 
Dr. Osmond and Dr. Tomizawa met at Biosphere 2 Center to discuss their scientific 
collaboration.  It is recommended this project be implemented.   

 

 



 4

第 1 章 総論 

 

1．はじめに 

「二酸化炭素固定化・有効利用技術等対策事業費補助金（地球環境国際研究推進事業）」に基づ

き平成１４年度より受託した「多様生物ゲノム高度利用による植生（CO2 吸収源）拡大基盤技術

開発」に関し平成１４年度（研究期間：平成１４年１１月８日より平成１５年３月３１日）の研

究成果をまとめたものである。 

なお、平成１４年度より３年間で研究開発を進め、複合的な過酷環境ストレス下で生育する野

生生物に遺伝資源を求め、その多様なゲノムの高度利用を目的とした過酷環境ストレス耐性遺伝

子群の収集、機能評価を行い、機能評価した有用遺伝子群のいくつかを用いた植生再生モデル植

物の作出、および DOE プロジェクトとの連携をはかり、複合的な過酷環境下を再現できるコロン

ビア大学バイオスフィア２を利用することによる、実用化を念頭においた評価を行う。これらの

過程を通して植生再生のための植物バイオ技術の実用化に向けた基盤技術を確立することを目

的としている。  

 

2．研究組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

（財）地球環境産業技術研究機構 

 
 

植物研究グループ 

奈良先端科学技術大学院大学

バイオサイエンス研究科 

東京大学 

㈱関西総合環境センター 東京農工大学 

（委託） （共同研究） 
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３．研究開発実施項目およびスケジュール 

 

研究開発実施項目 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 

①極限異常環境生育植物・微生物の探索 

②有用遺伝子群のカタログ化 

③苛酷環境下における菌根菌の探索・同定

手法の確立 

④評価系の構築 

    

 

３．事業担当責任者 

     財団法人 地球環境産業技術研究機構（RITE） 

植物研究グループ主任研究員 富澤 健一 

 
４．経理担当者氏名 

  財団法人 地球環境産業技術研究機構（RITE） 

経理チームリーダー 前田 浩 

 

５．事業委託先 

（株）関西総合環境センター 

 

共同研究先 

奈良先端科学技術大学院大学・バイオサイエンス科・教授  横田 明穂 

東京農工大学・工学部生命工学科・教授  小関 良宏 

東京大学大学院・総合文化研究科・教授  大森 正之  
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第２章 極限異常環境生育植物・微生物の探索 

１） 事前準備 

 

生物資源国の事前調査 

本プロジェクトでは、砂漠をはじめとする植物の生育不適地に生育する多様な植物の多様な

遺伝資源を活用することを検討している。 

過去数世紀にわたり、欧米先進国・植民地宗主国は競って植民地を含む海外の生物資源の探

索・収集を行い、植物の領域だけでも、ゴムやアブラヤシなどの工業原料用プランテーション、

キナなどの薬品生産など、多大な利益を得てきた。しかしながら、それらの生物資源の原産国に

は、何の利益配分もなされず、収奪型の生物資源収集であったと言われている。近年、生物資源

については、その資源保有国の権利を認めるべきとの背景から、生物多様性条約が締結され、そ

の結果、当該国の生物資源にアクセスしようとする場合は、３つのキーワードを中心とした交渉

を行い、資源保有国の権利を尊重し、了解・許可を得ることが必要となっている。その３つのキ

ーワードとは、技術移転、利益配分、資金援助である。 

本プロジェクトでは、多様なゲノムにアクセスすることから、実際に生物を採取し、日本に

輸入する場合は、かなりの交渉が必要となると予想されるが、今年度はこれに先だって、現地の

植物の多様性の事前調査を行うことを計画し、候補地である、ボツワナ、パラオ共和国、ミクロ

ネシア連邦共和国に対して、計画の説明、許可の事前交渉を行った。 

 

１）ミクロネシア連邦（以降FSMと省略）ヤップ島 

火山活動と珊瑚礁によって形成された西太平洋の島で、雨量はそこそこあるものの、土壌が

珊瑚砂で保水力が乏しく、標高が少し高くなると準乾燥地帯特有のパンダナス（タコノキの類）

等の植相が広がっている。 

 この地域の植物叢から、砂漠周辺部の植林に適した遺伝子や、植林対象地域の人々の生活に役

立つ有用な樹種・遺伝子を探索することを検討するため、ヤップ島の植物調査を展開する予定で、

その許可申請の交渉、当地の植物相の概要を調査する目的で、FSM大使館を訪問し、Nemoto氏、

J.Fritz公使に計画の説明を行った。 

  

【結果】 

面会者：書記官 Nemoto氏 

本プロジェクトの主旨を説明し、植物調査の可否を打診するとともに、現地植物相について可

能なら状況を教えて欲しいと要請した。これに対し、同氏から、以下のコメントがあった。 

＊炭酸ガス増加による海面上昇はFSMにとって喫緊の課題であり、植物による炭酸ガス固定にも

関心を持っている。 

＊植物調査についても、協力する。 

＊FSMの法律の枠内で、生物資源に関するFSMの権利も明確にした上で、手続きを進めることにな

る。手続きの詳細は後日連絡する。 

＊公使に本件を伝えるので、一度公使に概要を説明して欲しい。 

＊ヤップ島の丘の上は、準乾燥地が広がっており、タコノキやウツボカズラなどの乾燥地植物が

豊富に生育している。科学的調査はあまりなされておらず、よくわからない。 

＊ポーンペイ州は、熱帯雨林が中心で、環境ストレス耐性という意味では、ヤップ島の方が良い

のではないか。 

 

【結果】 
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面会者：公使 J. Fritz氏 

本プロジェクトの主旨を説明し、植物調査の可否を打診するとともに、現地植物相について

可能なら状況を教えて欲しいと要請した。これに対し、同氏から、以下のコメントがあった。 

＊炭酸ガス増加による海面上昇はFSMにとって喫緊の課題であり、植物による炭酸ガス固定にも

関心を持っている。 

＊また、一方で、植物資源を活用した外貨獲得もスコープに入れて資源保護・開発に取り組みた

い。 

＊植物調査については、できるだけの協力をする。 

＊しかしながら、FSMでは伝統的な指導者の権力が強く、政府との交渉のみならず、彼らとの交

渉を行って許可を得ることが必須。 

＊浅子さんは、現地を１０回以上訪問し、農業指導や生物資源採取を実施し、信頼できるし、現

地関係者との関係も良好なので、大きな困難もなく、調査が実施できると思う。 

＊大臣に本件を伝えておく。現地の伝統的指導者会議の許可を得た上で、FSMに対する許可申請

を提出して下さい。 

 

【生物資源へのアクセス：まとめ】 

＊生物採取・日本への輸入を行わない事前調査については、簡単な計画書を提出することでＯＫ。 

＊事前調査には、FSM関係者を同行させること、調査結果の報告書を提出することが条件。 

＊生物採取・日本への輸入を行う本調査については、事前調査の結果を待って実施を判断するが、

可能であると考えられる。 

 

２）ボツワナ共和国大使館 

科学担当官（Science atache）との面会の約束をしていたが、急な用事ができたとのことで、

面会ができず、広報官丸山氏に概要を説明し、調査の実施に向けての協力と、許可交渉手続きの

詳細説明をお願いした。 

＊次回科学担当官が来日したときに、再度面会の手続きをとる。 

＊砂漠は、植物資源も含め、重要な観光資源であり、その科学的調査は重要である。 

＊植物資源の現地調査だけなら、手続きは比較的容易だが、サンプルを日本に持ち出す場合は、

生物多様性条約に基づき、当国の権利関係を明確にした上で進める必要があり、多少時間がかか

る。 

 

【生物資源へのアクセス：まとめ】 

＊許可交渉手続きの詳細試料がまだ入手できていないが、事前調査については簡単な手続きで実

施可能との感触を得ている。 

 

３）パラオ大使館 

面会者：資源開発庁（Resourse & Development)Fransis氏 

＊主旨は理解した。 

＊浅子氏は、パラオを２０回以上訪問し、農業指導や生物採取も実施した経験を持っており、現

地との信頼関係もできているので、調査は、問題なく実施できると思う。 

＊調査候補地点は、私有地が多いので、本調査の前に現地で予備調査を実施し、現地関係者の了

解を得てください。 

＊調査にあたっては、パラオの珊瑚礁研究センターの研究者（植物担当）を同行させ、経験をつ

ませて欲しい。 



 8

＊また、御存知の通り、調査報告書を提出して下さい。 

＊大臣に本件を伝えておきます。 

 

【生物資源へのアクセス：まとめ】 

＊状況はFSMと同様。 

＊事前調査については、同国の国際珊瑚礁研究センターとの共同作業・共同研究になる見通し。 

 

２） 野生スイカにおける乾燥強光誘導型メタロチオネインの機能解析 

 

序 

様々な要因によって引き起こされる植物の障害には、活性酸素が関与していると考えられてい

る。しかし活性酸素は悪い面だけでなく、生物が生きる上で重要な役目も担っている。たとえば

酵素反応を促すとか、生体に入った細菌などの外敵を死滅させるなどがこれにあたる。つまり活

性酸素は、我々の生体にとってある量は必要なのである。ただ、それが必要以上に生成して過剰

状態になると、生体内のバランスが崩れ、活性酸素は細胞に障害を与えるに至るのである。この

ようなことが、環境ストレスにさらされた植物においても引き起こされる。環境ストレスの代表

的な一つである乾燥ストレスは、世界の農業生産を律速する主要な要因の一つと考えられている。

その克服は、将来の人口爆発に伴う食糧供給問題の解決のために必要不可欠だと考えられ、研究

が盛んに行われている。つまり、活性酸素生成を制御することが、植物における環境ストレスの

問題を解決する上で重要だと考えられる。 

 

活性酸素とは(図 1) 

水や酸素から生成し、酸素そのものよりも活性な分子種を活性酸素という。普通の基底状態(最

低エネルギー状態)の酸素分子 3O2に電子が付加し還元されることで生成する。3O2の 1 電子還元

種であるスーパーオキシド(O2
-)、2 電子還元種である過酸化水素(H2O2)、電子励起状態(エネルギ

ーの高い状態)の酸素分子である 1 重項酸素(1O2)、3 電子還元種であるヒドロキシルラジカル(･

OH)などが主要な活性酸素である。さらに、生体膜を構成する脂肪酸の中で不飽和脂肪酸の水素

引き抜き反応により生成する脂質ラジカル(L･)が 3O2 と反応して生成するペルオキシラジカル

(LOO･)も活性酸素の一部と考えられる(斉藤、松郷, 1988)。 

 

活性酸素による反応と障害 

O2
-はタンパク質内システインの SH 基を酸化し、タンパク質内で無差別な S-S 結合を形成させ

ることによりタンパク質構造を変化させる。またタンパク質内トリプトファンも酸化し、その機

能を失わせる。O2
-は反応基質が存在しない場合、不均化反応をして H2O2を生成する。H2O2はそれ

自身が強い反応力を持っているのではなく、還元型遷移金属(Fe、Cu、Mn など)とフェントン反

応 

 

Fe2+ + H2O2 � Fe3+ + HO･ ＋ OH- 

 

 

を起こし、･OH を生じさせ、これが強い反応力を持つ(斉藤、松郷, 1988)。･OH は DNA 塩基の酸

化を引き起こしたり(Kuchino et al., 1987)、DNA を切断することが知られている(Kaneko, 1984)。

また、タンパク質アミノ酸側鎖の酸化、水素引き抜き、二重結合への付加反応などによりペプチ

ド結合を開裂し、タンパク質分解を引き起こす。1O2 は最高被占電子軌道の一方が空となってい
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るため、求電子性を持つ。そのため C=C 二重結合に付加し、ジオキセタン中間体を形成後、2×

>C=O へと開裂・分解する。また、炭素炭素二重結合の隣の水素を引き抜いて二重結合へ付加す

ることにより、二重結合が移動し、ヒドロペルオキシドを生成する(斉藤、松郷, 1988)。 

 

乾燥強光ストレスにより活性酸素が生成する機構(図 2) 

葉緑体に CO2 が十分供給され、カルビンベンソンサイクルが健全に機能している条件では、

NADPH は NADP+に再酸化され、光化学系Ⅰで光生成した電子は NADP+還元に使われる。しかし乾燥

ストレスにより気孔が閉じ、葉緑体への CO2供給が光合成を律速すると(Kyle, 1987)、NADP+還元

に使われない過剰な電子が生じ(Demming-Adams, 1992)、この電子が周辺の酸素分子の還元を引

き起こし、O2
-が多量に生成する(Badger, 1985 ; Asada and Takahashi, 1987)。また一部の電

子はチラコイド膜表面に局在するモノデヒドロアスコルビン酸レダクターゼ(MDAR)の補欠分子

族フラビン(FAD)を還元する。光化学系Ⅰで光還元された FAD は 3O2を 1 電子還元し、O2
-が生成

する(高橋, 1988)。 

 

植物の活性酸素消去機構 

活性酸素は、通常の光合成反応においても生成されるため、植物はこれらの活性酸素に対する

消去系を所持している(図 3)。この系における抗酸化剤(自身が酸化されやすく、他の物質の酸

化を防ぐ)としては、還元型グルタチオン(GSH)、アスコルビン酸(AsA)などが存在し、また活性

酸素消去酵素としては、スーパーオキシドジスムターゼ(SOD)、アスコルビン酸ペルオキシダー

ゼ(APX)などが存在する。植物体内で生成された O2
-は、SOD によりすみやかに H2O2と酸素へ不均

化される。この反応で生成する H2O2は、AsA を電子供与体とする APX により H2O へ還元、無毒

化される。また GSH は、AsA の再生に使われる以外にも、化学物質の無毒化に関わるグルタチオ

ントランスフェラーゼ合成の基質になったり、重金属の無毒化に関わるファイトケラチンの基質

になったり、さらには O2
-や OH･のような活性酸素を直接捕捉したり、損傷を受けたタンパク質

などを修復するといった防御的役割を果たすと考えられている(浅田, 1988)。 

 

野生種スイカ 

アフリカ・ボツワナ原産の野生種スイカ(Citrullus lanatus sp.)は、一般に乾燥に弱いと考

えられている C3 型光合成代謝を営む(Miyake and Yokota, 2000)。それにも関わらず、雨が少な

いことから塩類が地表に蓄積し、また強光による酸化、高温障害を引き起こす過酷な砂漠で生育

している。実験室レベルにおいて野生種スイカと栽培種スイカの乾燥ストレスに対する経時変化

を観察したところ、栽培種スイカは潅水停止後、日が経つごとに萎れていくのに対して、野生種

スイカでは潅水停止後 5日を経過しても、外観に乾燥ストレスの影響が生じないという結果が得

られている(図 4)。このように野生種スイカは、栽培種スイカに比べて、非常に高い乾燥強光耐

性を所持していることがうかがえる。しかしこれまでに、乾燥強光ストレス下における野生種ス

イカの活性酸素消去系酵素の活性変動が、栽培種スイカと比べて顕著に異なる点が見られなかっ

たことから(三宅, 2000)、この野生種スイカでは新規な活性酸素消去系遺伝子が働いていると推

測された。 

 

メタロチオネイン 

そこで本研究室は、この野生種スイカに注目し、乾燥強光ストレス誘導遺伝子の単離を蛍光デ

ィファレンシャルディスプレー法(Choi et al., 1998)を用いて試みた。結果、単離された野生

種スイカ乾燥強光ストレス誘導遺伝子の一つ CLMT2 (Citrullus lanatus Metallothionein 

Type2)が、他植物のメタロチオネイン(以下 MT と略す)と配列相同性を示した(図 5、西村, 2000)。
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そして、CLMT2 の mRNA 発現量をノザン法により解析したところ、ストレス 3 日目において潅水

停止前の約 3 倍の発現を確認した(図 6、西村, 2000)。MT は、動物において重金属イオンの解毒

作用の他に、強い反応性を持つ活性酸素であるヒドロキシルラジカルの消去に極めて優れている

ことが明らかになっている(Thornally and Vasak, 1985)。しかしながら植物においては、活性

酸素消去系としての MT の生理的意義が研究されたことはなかった。そこで MT が乾燥強光ストレ

ス下において重要な役割、すなわち(1)活性酸素、ヒドロキシルラジカルの直接的な消去や、(2)

遊離状態の遷移金属をキレートすることによるフェントン反応の抑制を担っているのではない

かと考えた。しかしながら植物MTと動物MTではシステインの数や位置は全く異なっているため、

生化学的性質が異なることが予想される。また、これらの MT を植物体に遺伝子導入することで、

表現型、および各種ストレスへの耐性に差が見られるかどうか関心が持たれる。 

 

本研究の目的 

本研究では、乾燥強光ストレスにおける MT の分子機能および生理的意義を明らかにすること

を目的とした。そのために、CLMT2 の組換えタンパク質を用い、そのヒドロキシルラジカル消去

能、金属結合能を評価する。そして乾燥強光ストレス下の野生種スイカにおける CLMT2 のタンパ

ク質レベルでの発現解析を行う。また、MT を主要な活性酸素生成部位である葉緑体で過剰蓄積

させた場合に植物体に与える効果を調べるために、CLMT2 およびヒト MT 遺伝子を葉緑体のゲノ

ムに導入し、葉緑体で MT を過剰蓄積させた形質転換植物を作製し、その植物体の表現型、およ

び各種ストレスへの耐性を解析することも目的とした。 

 

序論 

MT は、1957 年にウマの腎皮質から SH 基に富むカドミウム結合タンパク質として単離された

(Margoshes and Vallee, 1957)。MT は、哺乳類のみならず両生類、爬虫類、鳥類、魚類など動

物全般、さらには植物に至るまで広く存在が確認されている(Kojima, 1991 ; Kagi, 1993 ; Engel 

and Brouwer, 1984 ; Rauser, 1990 ; Suzuki, 1991 ; Grill, 1991)。動物 MT の構造的特徴と

しては、MT には 4 種の亜型が存在し(Kagi, 1993)、これらの亜型はいずれも構成アミノ酸のう

ち 20 個をシステインが占めている。αドメインとβドメインの二つのクラスターから構成され

ており(Winge and Miklossy, 1982 ; Kagi and Schaffer, 1988)、αドメインで 4個、βドメイ

ンで 3個の金属がシステイン残基に配位結合できる。結合強度の強い金属は銅、カドミウムそし

て亜鉛であり、銅が最も強く結合し、カドミウム、亜鉛と続く(Xiong et al., 1997)。S-S 結合

を一つも持たず、チロシンなどの芳香族アミノ酸やヒスチジンを含まない低分子量タンパク質で

ある(Kagi, 1993)。 

MT の誘導合成については、1964 年にカドミウムを投与したウサギの肝臓内で MT 濃度が増加す

ることが初めて観察された(Piscator, 1964)。カドミウム以外に合成を誘導する金属としては、

亜鉛、銅、水銀、金、銀などが示されており、これらの金属は MT の合成を誘導し、かつ生体内

で MT と結合する(佐藤、遠山, 1999)。また細胞内局在性としては、通常は細胞内の細胞質に存

在し、また核に局在することも確認されている(John, 1995)。 

MT の生理的役割としては、重金属の毒性軽減、重金属の蓄積、必須金属の代謝調節および他

タンパク質(酵素)への供給に働くことが知られている(Kagi, 1993 ; Cherian and Chan, 1993)。

またこの他に、フリーラジカルの消去に働くという報告がある(Thornally and Vasak, 1985)。

ウサギの肝臓から単離された MT とヒドロキシルラジカルとの二次反応速度定数は、3×1012M-1s-1

と非常に高く、抗酸化物質である GSH の 8×109 M-1s-1をはるかに凌ぐ。MT は、自身のチオール

基を酸化してジスルフィド結合を形成することによるラジカル消去(Hamer, 1986)に加えて、遊

離金属を取り込むことでフェントン反応を抑制し、二次的にヒドロキシルラジカルの生成を減少
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させる効果も考えられる。このように MT は、その優れたヒドロキシルラジカル消去能により酸

化ストレスに対する防御の役割を担うと考えられている。そして近年では、遺伝子工学的な手法

を用いてマウス由来細胞質型 MT を高発現させたマウス細胞が、酸化剤である tert-butyl 

hydroperoxide (tBH)に対して高い耐性を持つことが示されている(Schwarz et al, 1994)。逆に、

MT 遺伝子を欠損させたマウス細胞は、tBH やパラコートに対して強い成長抑制を受けることも示

されている(Lazo et al, 1995)。 

MT は植物にも存在するが、動物 MT とは、CXXC、CXC そして CC などの一部システインの保存配

列を除いては、ほとんど相同性を示さない。植物 MT は、銅、亜鉛、カドミウム、鉄、鉛、アル

ミニウムなどの金属により誘導されることが知られている(Yu et al., 1998)。組織特異性とし

ては、葉、茎、花、根で発現していることが確認されている(Foley and Singh, 1994)。また生

理的役割としては、金属の恒常性の維持、過剰な重金属の毒性軽減に働くことが示唆されている

(Yu et al., 1998)。しかし植物 MT の活性酸素消去系としての生理的意義が研究されたことは今

日まで全くなかった。そこで、乾燥ストレスに対する MT の生理的意義を明らかにするために、

CLMT2 の組換えタンパク質を用い、そのヒドロキシルラジカル消去能を測定するとともに、乾燥

ストレス下の野生種スイカにおける CLMT2 のタンパク質レベルでの発現解析を試みた。 

MT タンパク質の持つ特異な生化学的性質、すなわち重金属の結合能と活性酸素消去能は、遺伝

子工学的な見地からも早くから注目されてきた。今日までに MT を過剰発現させた形質転換体の

構築は多数行われている。中でも動物を用いた研究では、MT 過剰発現体が酸化ストレス耐性を

示すという報告が多くなされている。これに対して植物では、マウス由来 MT を高発現させたタ

バコがカドミウムに対して高い耐性を持つ(Zhang et al., 2001)という報告はあるが、酸化スト

レス耐性に関しては、今日までに解析されてこなかった。そこで超乾燥状態下で生育している野

生種スイカの乾燥強光誘導型 MT、そして比較としてヒト MT 遺伝子をタバコ葉緑体ゲノムに導入

し、主要な活性酸素生成部位である葉緑体で MT を過剰発現させた植物の酸化ストレス耐性を解

析することにした。植物 MT と動物 MT ではシステインの数や位置は全く異なっているために生化

学的性質が異なることが予想され、これらの MT を植物体に導入することで、表現型、および各

種ストレスへの耐性に差が見られるかどうか関心が持たれる。 

今回の酸化ストレス暴露にはパラコートを用いた。パラコートは、太陽光下での高等植物に強

力な殺草効果を示し、大型雑草茎葉処理剤として最も有名な除草剤である。除草剤としての殺草

機構は、光合成電子伝達系からの電子伝達による 1電子還元→パラコートフリーラジカル形成→

酸素による酸化→酸素の1電子還元によるスーパーオキシド生成である(図14)。パラコートは、

植物の葉に散布されると体内に侵入して葉緑体に達し、太陽光下では光化学系Ⅰの還元側、すな

わち酸化還元電位の低いところから電子 1個を受け取り、自らはパラコートフリーラジカルに還

元される。このフリーラジカルは、O2によって酸化を受けてパラコート自身に戻ると同時に、O2

は 1 電子還元されて O2
-となる。この活性酸素が葉緑体などを攻撃して葉は短時間で変色して枯

死に至る(松中,1988)。 
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材料と方法 （明記の無い場合、試薬はナカライテクスを用いた。) 

2-2-1. CLMT2 組換えタンパク質コンストラクトを導入した大腸菌の培養 

CLMT2 組換えタンパク質を発現させるためのベクターDNA (pGEX-CLMT2、glutathione 

S-transferase (GST)融合タンパク質発現用ベクターpGEX-4T-3 (Amersham Biosciences)に CLMT2

遺伝子をクローニングした物、図 7)を作製した。西村により得られた CLMT2-3-1-1 プラスミド

を鋳型に用い、以下の合成プライマーを用いて PCR を行った。 

 

 CLMT-ss3  5’-TCGGGATCCATGTCGTGCTGTGGTGGAAAC-3’ 

 CLMT-ss2  5’-AGCGAATTCTCATTTACAGTTGCATGGATC-3’ 

 

上流プライマーである CLMT-ss3 は、開始コドンより-9 番目から+21 番目の塩基配列に相当し、

BamHⅠリンカー(下線部)を含む。下流プライマーである CLMT-ss2 は、開始コドンより+214 番目

から+244 番目のストップコドンを含む塩基配列に相当し、EcoRⅠの認識配列(下線部)を含む。

増幅した PCR 産物を pGEX-4T-3 と共に BamHⅠ、EcoRⅠで制限酵素処理を行った。アガロースゲ

ル電気泳動を行い、インサートとベクターを含むゲルを切り出した。遠心チューブ(SUPRECTM-01, 

TAKARA)に移し、-80℃で 10 分間凍結させた。常温で解凍後、8,000gで 10 分間遠心分離を行い、

200 ìl の Tris-EDTA buffer を加えて再度 8,000g で 10 分間遠心分離を行い、DNA を回収した。

CLMT2とpGEX-4T-3の比が5:1になるように混合し、70℃で5分間静置した。等量のLigation High

を加え 16℃で一晩静置した。そしてエレクトロポレーションにより pGEX-CLMT2 を大腸菌 BL21

に導入し、50 ìg/ml ampicillin (Amp)を含む LB 寒天培地で一晩、37℃で培養した。生じたコ

ロニーからプラスミドを抽出し、制限酵素処理および上記プライマーを用いたシーケンスにより

pGEX-CLMT2 のサブクローニングを確認した。確認できたプラスミドを含む大腸菌を、LB 液体培

地(Amp 含む)3 ml で一晩、37℃で前培養した。このうち 1 ml を 1.2 L の LB 液体培地(Amp 含む)

に接種し、37℃で本培養した。O.D.600 nm の値が 0.5 に達したら、16℃で 15 分間放置した。こ

こに終濃度 0.5 mM ZnSO4 を添加し、15 分間放置した。さらに終濃度 0.2 mM isopropyl-be-β

-D-thiogalactopyranoside (IPTG, Wako)を添加し、一晩、16℃で培養した。培養液を 9,000g

で 10 分間遠心分離を行い、沈殿した菌体を 50 mM dithiothreitol (DTT)を含む 1×phosphate 

buffered saline (PBS) 15 ml に懸濁した。 

 

2-2-2. CLMT2 組換えタンパク質の精製 

 2-2-1 で作製した培養液 15 ml を氷上で超音波破砕器(XL-2020, MISONIX) を用いて破砕(10

秒間破砕、10 秒間静置を 30 分間)した。破砕液を 8,000gで 7分間遠心分離を行い、可溶性画分

と不溶性画分に分画した。可溶性画分の溶液を bed volume 1 ml の glutathione sepharose 4B 

column (Amersham Biosciences)に通液し、GST-CLMT2 を吸着させ、10 ml の 1×PBS を 3 回通液

しカラムを洗浄した。次いで、カラムに 50U thrombin (Amersham Biosciences)を含む 1 ml の 1

×PBS を通液し、25℃で 3時間反応させ GST と CLMT2 を切断させた。そして 1×PBS を 3 ml 流し

て CLMT2 を溶出させ、溶出液を回収した。これを 1000NMWL 限外濾過ディスク(Amicon)を用いて

濃縮し CLMT2 精製画分とした。なお GST-CLMT2 の glutathione sepharose 4B column への吸着

操作以降は、窒素ガスを充填した容器内で行った。破砕液、可溶性画分、不溶性画分、CLMT2 精

製画分に含まれるタンパク質は、グラディエントゲル(NPG-1020L, ATTO)を用いた SDS-PAGE によ

り分離し、CBB 染色により検出した。 

 

2-2-3. CLMT2 組換えタンパク質の質量分析 

2-2-2 で精製した CLMT2 組換えタンパク質については、マトリックス支援イオン化－飛行時間
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型質量分析装置(VOYAGER ELITE-DE, Applied Biosystems)を用いた質量分析を行った。matrix

には 10 g の Alpha-cyano-4-hydroxy cinnamic acid を 1 L の 50:50 water/acetonitrile に溶解

したものを用い、sampleの4倍量を添加した。calibrationにはinsulinとmyoglobinを用いた。

なお酸化型CLMT2は、2-2-2で精製したCLMT2組換えタンパク質にピペットマンで空気を通気し、

大気中で 2 時間放置したものを用いた。 

 

2-2-4. MT の結合金属の定量 

 2-2-2 で精製した CLMT2 組換えタンパク質の結合金属の同定を、ICP 発光分光分析装置

(OPTIMA4000, Perkin Elmer)を用いて行った。CLMT2 100 ìg を 1×PBS で 200 ìl にメスアップ

し、硝酸(有害金属測定用)を 300 ìl 添加した。これを 80℃で 4 時間反応させ、超純水で 20 ml

にメスアップして測定した。検量線の作成には 1000 ppm の原子吸光分析用標準液 Zn、Cd そして

Cu を用いた。比較として市販 rabbit MT (SIGMA)についても同様の解析を行った。 

 

2-2-5. ヒドロキシルラジカル消去活性の測定(salicylate hydroxylation test) 

 測定は(Nicholas and Quinton, 1989) (Akashi et al., 2001)を参考にして行った。2-2-2 で

精製した CLMT2 と、比較として市販 rabbit MT、citrulline を終濃度 100 ìM 相当量、16 ìl の

サリチル酸溶液(50 mM salicylate、50 mM potassium phosphate buffer (pH7.4)で溶解)、10.4 

ìl の 10 mM AsA、6 ìl の 10 mM ethylene diamine tetra acetate ferrate(Ⅲ)ion、6 ìl の 40 

mM H2O2を加え、50 mM potassium phosphate buffer (pH7.4)で 400 ìl にメスアップし、25℃で

90 分間反応させた。なお、ブランクはサリチル酸溶液の代わりに potassium phosphate buffer

を、デフォルトは CLMT2 の代わりに potassium phosphate buffer をそれぞれ添加した。反応後

16 ìl の 11.6 M HCl、0.1 g の NaCl、0.8 ml の diethylether を添加し、5分間ボルテックスし

た。上清のうち 600 ìl を回収して DNA Speed Vac. (DNA110, SAVANT)で 5 分間乾燥させ、250 ìl

の滅菌水で溶解した。ここに125 ìlの10% TCA (0.5 M HClで溶解)、250 ìlの10% sodium tungstate 

dihydrate、250 ìl の 0.5% NaNO2を添加し、25℃で 5 分間反応させた。500 ìl の 0.5 M KOH を

添加して 510 nm の吸光を分光光度計(DU 640, BECKMAN)で測定した。デフォルトの吸光度を 100%

として各サンプルの吸光度の割合(% control)から、まず 2 mM salicylate の酸化を 50%阻害す

る各サンプルの濃度(ID50(sample))を算出した。この値を元に、次の計算式によりヒドロキシル

ラジカルとの 2 次反応速度定数(k(sample))を算出した。 

 

2-2-6. 還元型 SH 基の測定(Ellman assay) 

 測定は(Markus, 1999)を参考にして行った。標準曲線用試薬として50～1000 ìM の GSH (Wako、

1×PBS で溶解)を調製した。 2-2-2 で精製した CLMT2、市販 rabbit MT (それぞれ 50 ìM になる

ように1×PBSで調製)および標準曲線用試薬を20 ìl、75 ìlの Tris-EDTA buffer (30 mM Tris-HCl、

3 mM EDTA、pH8.2)、25 ìl の DTNB buffer (150 ìM 5,5'-dithio-2-nitrobenzoic acid、methanol

で溶解)、そして 380 ìl の methanol を混合した。直ちに 25℃、3,000g で 5 分間遠心分離を行

い、上清の 412 nm の吸光を分光光度計(DU 640, BECKMAN)で測定した。なお、ブランクはサンプ

ルの代わりに methanol を添加した。GSH の検量線から MT に存在する還元型 SH 基を算出した。 

 

2-2-7. CLMT2 ペプチド抗体の作製 

 CLMT2 に特異的な抗体を作成するために、他の植物 MT と相同性の低い 27 番目から 41 番目の

アミノ酸〔NH2-PDMSFSEATATIETF-COOH〕に対応するウサギ CLMT2 ペプチド抗体を Sawady 

Technology に委託した。なお作製した抗体の評価は、2-2-1 で培養した pGEX-CLMT2 を含む大腸

菌 BL21 の培養液 10 ìl を用いたウェスタンブロットにより行った。なお PVDF 膜へのブロッテ
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ィングは、15V で 60 分間行った。また 1次抗体、抗ウサギ 2次抗体(FUNAKOSHI)の希釈倍率はと

もに 1000 倍で行った。バンドの検出には Konica Immunostain を用いた。 

 

2-2-8. 乾燥ストレス下の野生種スイカにおける CLMT2 タンパク質発現解析 

用いた野生種スイカは、明期 16 時間(35℃、湿度 50%)、暗期 8 時間(25℃、湿度 60%)の日長条

件、700 ìmol photons m-2s-1の光で生育した完全展開第 4 葉である。第 4葉完全展開後、潅水停

止によりスイカに乾燥ストレスを付与し、潅水停止日を乾燥ストレス 1 日目とした。まず、タン

パク質抽出バッファー(50 mM Tris-HCl (pH7.5)、50 mM DTT、1 mM EDTA、protease inhibition 

1 tablet/50 ml (Roche Applied Science))を作製した。乾燥ストレス 0、3、5日目の葉に適量

のタンパク質抽出バッファーを加えて、ペレットミキサーで葉の形がなくなるまで磨り潰し、遠

心分離後の上清を粗抽出画分とした。粗抽出画分を 70℃で 10 分間の熱処理を行い、上清を回収

した。そして、上清に 4 倍量の acetone を添加して-20℃で 10 分間半反応させ、沈殿をタンパク

質抽出バッファーで懸濁して熱・アセトン処理画分とした。またポジティブコントロールとして、

2-2-1 で調製した大腸菌粗抽出液および CLMT2 を用いた。各画分を、2-2-7 で作製した CLMT2 ペ

プチド抗体を用いて 2-2-7 と同条件でウェスタンブロットを行った。 

3-2-1. 葉緑体ゲノム導入用コンストラクトの構築 

 葉緑体ゲノム導入中間ベクターpLD5(図 15)に CLMT2 遺伝子とヒト MT 遺伝子を導入するため、

西村により得られた CLMT2-3-1-1 プラスミドと、大正ゲノム寄附講座の的場博士から分与頂いた

hlf04496 プラスミドを鋳型に用い、以下の合成プライマーを用いて PCR を行った。 

 

 CLMT-ss1  5’-CAAGATCTATGTCGTGCTGTGGTGGAAAC-3’ 

 CLMT-ss2  5’-AGCGAATTCTCATTTACAGTTGCATGGATC-3’ 

HsMT-ss1  5’-CAGAGATCTATGGATCCCAACTGCTCCTG-3’ 

HsMT-ss2  5’-CCCGAATTCAGGCGCAGCAGCTGCAC-3’ 

 

上流プライマーである CLMT-ss1 と HsMT-ss1 は、それぞれ開始コドンより-8 番目から+21 番目、

-9 番目から+20 番目の塩基配列に相当し、BglⅡリンカー(下線部)を含む。下流プライマーであ

るCLMT-ss2と HsMT-ss2は、それぞれ開始コドンより+214番目から+244番目、+168番目から+194

番目のストップコドンを含む塩基配列に相当し、EcoRⅠの認識配列(下線部)を含む。増幅した

PCR 産物を pLD5 と共に、BglⅡと EcoRⅠで制限酵素処理を行った。アガロースゲル電気泳動後、

インサートとベクターをゲルから回収した。CLMT2 とヒト MT を pLD5 にライゲーションし、その

後エレクトロポレーションにより pLD5-CLMT2 と pLD5-ヒト MT を大腸菌 DH5αに導入し、LB 寒天

培地(Amp 含む)で一晩、37℃で培養した。生じたそれぞれのコロニーからプラスミドを抽出し、

制限酵素処理および pLD5 用プライマー 

 

 pLD5-Fwd  5’-TTGAATAACAAGCCTTCCAT-3’ 

 pLD5-Rev  5’-TATATACAAATGACTACCCC-3’ 

 

を用いたシーケンスにより pLD5-CLMT2 と pLD5-ヒト MT のサブクローニングを確認した。確認で

きたプラスミドを葉緑体ゲノム導入ベクターpLD200(図 15)と共に、NotⅠと SalⅠで制限酵素処

理を行った。アガロースゲル電気泳動、ゲルからの切り出しを行い、pLD5-CLMT2 と pLD5-ヒト

MT を pLD200 とライゲーションを行った。そしてエレクトロポレーションにより pLD200-CLMT2

と pLD200-ヒト MT を大腸菌 DH5αに導入し、LB 寒天培地(Amp 含む)で一晩、37℃で培養した。生

じたそれぞれのコロニーからプラスミドを抽出し、制限酵素処理によりpLD200-CLMT2とpLD200-
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ヒト MT のサブクローニングを確認し、これを葉緑体ゲノム導入用コンストラクト(図 16)として

用いた。 

 

3-2-2. CLMT2 およびヒト MT 遺伝子葉緑体導入タバコの作製 

 タバコ(Xanthi)葉を表向きに MS 寒天培地(Wako、napthalene acetic acid (NAA) 0.1 mg/l、

benzyl amino purine (BAP) 1 mg/l 含む)に置き、一晩前培養した。パーティクルガン(PDS-1000/He 

Biolistic Particle Delivery System, BIO-RAD)に用いる金粒子は、金粒子 60 mg を 1 ml の 100% 

ethanol で 2 分間攪拌し、8,000gで 1分間の遠心分離により ethanol を取り除いた。この滅菌操

作を 3 回繰り返し、最後にクリーンベンチ内で 1 ml の滅菌水に懸濁し、100 ìl (1 shot 分)ず

つ分注して4℃で保存した。この金粒子を8,000gで3分間の遠心分離により滅菌水を取り除き、

滅菌水 230 ìl を加えてボルテックスした。2.5 M CaCl2を 250 ìl 加えてボルテックスし、ここ

に 3-2-1 で構築したプラスミド DNA (pLD200-CLMT2、pLD200-ヒト MT)1 ìg/ ìl をそれぞれ 25 ìl

ずつ加えてボルテックスし、さらに 0.1 M spermidine を 50 ìl 加えてボルテックスし、氷上で

10 分間静置(1 分ごとに 10 秒間ボルテックスを行う)した。8,000gで 1 分間遠心分離を行って上

清を取り除き、600 ìl の 100% ethanol を加えてボルテックスで洗浄し、8,000g で１分間の遠

心分離により ethanol を取り除いた。この操作を 2 回繰り返し、最後に 60 ìl の 100% ethanol

に懸濁し、5.4 ìl ずつ 900 psi の圧力で前培養したタバコ葉に打ち込んだ。打ち込み後、暗所

で 2 日間培養した。このタバコ葉を 5 mm 角に切り刻み、裏向けに MS 寒天培地(spectinomycin 

(Spe) 500 mg/l、NAA 0.1 mg/l、BAP 1 mg/l 含む)に置き、培養した。約 1ヶ月でシュートが出

てくるので、MS 寒天培地(Spe 含む)に移植した。ある程度葉が成長したところで DNA を抽出し、

pLD200 用プライマー 

 

   pLD200-Fwd  5’-GGATTGAGCCGAATACAAC-3’ 

   pLD200-Rev  5’-CAACACGGAACAAAGGGGAC-3’ 

 

を用いた PCR により MT 遺伝子導入の確認を行った。導入が確認された形質転換タバコは、タバ

コ葉を 5 mm 角に切り刻み、裏向けに MS 寒天培地(Spe、NAA、BAP 含む)に置き再分化を繰り返し

行い、葉緑体ゲノムにおける遺伝子置換の割合を高めた。その後、土への順化を行い、ウェスタ

ンブロットによる CLMT2 タンパク質発現解析を行うとともに、最終的に種子を獲得した。 

 

3-2-3. MT 遺伝子葉緑体導入タバコからの DNA 抽出 

 まず 2×DNA 抽出バッファー(0.6 M NaCl、0.1 M Tris-HCl pH7.5、40 mM EDTA、1% SDS)を作

製した。次いで 2×DNA 抽出バッファー 5 ml、urea 3 g、phenol 500 ìl を滅菌水で 10 ml にメ

スアップして DNA 抽出バッファーとした。3-2-2 で構築したタバコの葉 100 mg に 100 ìl の DNA

抽出バッファーを加えてペレットミキサーで葉の形がなくなるまで磨り潰し、さらに 400 ìl の

DNA 抽出バッファーを加えてボルテックスした。500 ìl の phenol/chloroform/iso-amylalcohol 

(25:24:1)を加えてボルテックスし、5分間転倒混和した。15,000g で 5分間の遠心分離を行い、

上清(500 ìl)を回収し、100% ethanol を 1 ml 加えて転倒混和、1 分間静置した。12,000g で 5

分間の遠心分離を行い、沈殿を 900 ìl の 70% ethanol で洗浄した。12,000g で 5 分間の遠心分

離を行い、上静を取り除き、沈殿を DNA Speed Vac.で 5 分間乾燥し、これを DNA とした。 

 

3-2-4. MT 遺伝子葉緑体導入タバコにおける CLMT2 タンパク質発現解析 

タンパク質粗抽出液は 2-2-8 と同様の方法で作製した。またポジティブコントロールとして

2-2-2 で精製した CLMT2、ネガティブコントロールとして形質転換していないタバコ(Xanthi)を
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用いた。これらを 2-2-7 で作製した CLMT2 ペプチド抗体を用いて 2-2-7 と同条件でウェスタンブ

ロットを行った。 

 

3-2-5. パラコート暴露による酸化ストレス耐性の観察 

 CLMT2 およびヒト MT 遺伝子葉緑体導入タバコ(T0 世代)、さらにコントロールとして形質転換

していないタバコ(Xanthi)を土に順化後、自然日長条件(温室)、28℃、湿度 40%で 60 日間生育

させ、上から 4 枚目の葉からリーフディスクを採取した。リーフディスクを 0.2 ìM paraquat 

(0.1% Tween20 含む)に浸し、5分間減圧を行い、減圧解除後、明期 16 時間、暗期 8 時間の日長

条件、40 ìmol photons m-2s-1、25℃で 4 日間培養した。培養後の視覚的変化を観察した。 

 

3-2-6. MT 遺伝子葉緑体導入タバコ(T1 世代)の金属要求性 

 タバコ植物体は、3-2-2 で獲得した CLMT2 およびヒト MT 遺伝子葉緑体導入タバコ、さらにコ

ントロールとして葉緑体ゲノム導入ベクターpLD200 のみを葉緑体ゲノムに導入したタバコを用

いた。種子を 1% sodium hypochlorite に 10 分間浸け、滅菌水で 3 回洗浄し、滅菌操作とした。

種子を、次頁に記すように無機微量成分を 1、3、10 倍に増強させた MS 寒天培地(Spe 含む)に播

種し、明期 16 時間、暗期 8時間の日長条件、40 ìmol photons m-2s-1、25℃で 54日間生育させ、

MT 遺伝子葉緑体導入タバコとコントロールの表現型を視覚的に観察した。 

 

MS 無機微量成分液(培地 1 L あたり 20 ml=終濃度 3 倍、90 ml=終濃度 10 倍) 

 

   H3BO4   0.31 g 

   MnSO4･4H2O  1.115 g 

   ZnSO4･7H2O  0.438 g 

       KI   0.0415 g 

   NaMoO4  2.5 g/100ml を 500 

ìl 

   CuSO4･5H2O  0.25 g/100ml を 500 

ìl 

   CoCl2･6H2O  0.25 

g/100ml を 500 ìl 

           H2O で 500 ml にメスアップ 

 

3-2-7. MT 遺伝子葉緑体導入タバコ(T1 世代)の表現型の観察 

 3-2-2 で獲得した CLMT2 およびヒト MT 遺伝子葉緑体導入タバコ、さらにコントロールとし

て葉緑体ゲノム導入ベクターpLD200 のみを葉緑体ゲノムに導入したタバコの種子を、自然日長

条件(温室)、28℃、湿度 40%で 75 日間生育させ、表現型を比較した。
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結果 

2-3-1. CLMT2 組換えタンパク質コンストラクトを導入した大腸菌の培養 

 CLMT2 組換えタンパク質を発現させるためのベクターDNA を作製するため、CLMT2 の全長 77

アミノ酸をコードする遺伝子断片を pGEX-4T-3 の GST の C 末端に連結させ、プラスミド

pGEX-CLMT2 を作製した。これを大腸菌 BL21 に導入し、まず 37℃で培養し、1 mM の IPTG で融合

タンパク質を誘導させた。その結果、GST-CLMT2 融合タンパク質に相当する 34 kDa のバンドが

誘導されることが確認された。しかし、不溶性画分に GST-CLMT2 の大半が含まれていることが

SDS-PAGE 解析により判明した。そこで培養温度を 37℃から 16℃と下げたところ、GST-CLMT2 の

大半が可溶性画分に含まれることが確認できた(図 8)。また IPTG 濃度を 1 mM から 0.2 mM に下

げ、さらに ZnSO4を添加することで可溶性画分に含まれる GST-CLMT2 の割合が増した。 

 

2-3-2. CLMT2 組換えタンパク質の精製 

 GST-CLMT2 融合タンパク質を thrombin により切断し、CLMT2 を glutathione sepharose 4B 

column により精製した。そして CLMT2 組換えタンパク質の各精製画分を SDS-PAGE で確認した結

果、CLMT2 組換えタンパク質と思われる単一のバンドを確認することができた(図 9)。しかし、

予測される分子量 7.9 kDa よりも大きい約 15 kDa の位置にバンドが現れた。なお、CLMT2 と思

われるタンパク質の収量は、培養液 1.2 L あたり約 600 ìg だった。 

 

2-3-3. CLMT2 組換えタンパク質の質量分析 

約 15 kDa の位置に現れたバンドが CLMT2 であることを確認するため、質量分析を行った。そ

の結果、約 7.9 kDa に大きなピークが確認され、CLMT2 の分子量 7.9 kDa と一致した(図 10)。ま

た DTT 還元の有無に関わらず、CLMT2 は単量体を形成していることもわかった。 

 

2-3-4. MT の結合金属の定量 

精製した CLMT2 の結合金属を同定するために、ICP 発光分光分析装置による解析を行った。そ

の結果、結合金属のほぼ全てが亜鉛で占められていた(図 11)。しかしながら、339 ppb の CLMT2

あたり47 ppbの亜鉛しか含んでおらず、CLMT2と亜鉛のモル比率は1:0.56と低いものであった。

また市販 rabbit MT では、カドミウムと亜鉛が結合金属の大半を占めていた。そして 1680 ppb

の rabbit MT あたり 740 ppb のカドミウムと 183 ppb の亜鉛を含んでおり、rabbit MT とカドミ

ウムそして亜鉛のモル比率は 1:2.17:0.93 であることがわかった。 

2-3-5. ヒドロキシルラジカル消去活性の測定(salicylate hydroxylation test)  

 精製した CLMT2 と、比較として市販 rabbit MT、citrulline のヒドロキシルラジカル消去活性

を、サリチル酸の酸化阻害を指標にして測定した。その結果、100 ìM での citrulline の

salicylate hydroxylation(% control)は 99%とほとんどヒドロキシルラジカル消去活性を示さ

なかった。これに対して CLMT2 と rabbit MT では、それぞれ 86%、71%とヒドロキシルラジカル

消去活性を示した(図 12)。また CLMT2 とヒドロキシルラジカルとの 2 次反応速度定数は

4×1010M-1s-1であり、citrulline の 2×109M-1s-1の約 20 倍高い消去能を示した。しかし rabbit MT

の反応速度定数は 9×1010M-1s-1 であり報告されている定数 3×1012M-1s-1 (Thornally and Vasak, 

1985)の約 1/30 と低かった(表 1)。 

 

2-3-6. 還元型 SH 基の測定(Ellman assay)  

 MT のヒドロキシルラジカル消去活性が報告よりも低かったため、Ellman Assay により CLMT2

と市販 rabbit MT の還元型 SH 基の定量を行った。その結果、CLMT2 1 nmol あたり 5.6 nmol の

SH 基、rabbit MT 1 nmol あたり 8.6 nmol の SH 基が存在していた。つまり CLMT2 1 分子あたり
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14 個存在する SH 基のうち 40%、rabbit MT 1 分子あたり 20 個存在する SH 基のうち 43%がそれぞ

れ還元されていることがわかった。 

 

2-3-7. CLMT2 ペプチド抗体の評価 

 乾燥ストレス下の野生種スイカにおける CLMT2 のタンパク質レベルでの発現解析を行うため

に発注した CLMT2 ウサギペプチド抗体を、ウェスタンブロットにより評価を行った。その結果、

GST-CLMT2のサイズである約34 kDaの位置に強い発色を検出することができた(図13a)。しかし、

Konica Immunostain による発色確認の際に長時間染色液に浸けたため、非特異的なバンドまで

が発色してしまった。 

 

2-3-8. 乾燥ストレス下の野生種スイカにおける CLMT2 タンパク質発現解析 

 CLMT2 ペプチド抗体を用いて、乾燥ストレス下の野生種スイカのウェスタンブロットを行った。

その結果、ポジティブコントロールである GST-CLMT2 発現大腸菌粗抽出液、および精製 CLMT2

でそれぞれ約 34 kDa、約 15 kDa の位置に発色を検出できた(図 13b)。しかし野生種スイカ粗抽

出画分では全てのレーンにおいて発色を検出できなかった。また、より多くの CLMT2 を SDS-PAGE

に用いるために行った熱およびアセトン処理では、ポジティブコントロールと野生種スイカはと

もに発色を検出できなかった。 

 

3-3-2. CLMT2 およびヒト MT 遺伝子葉緑体導入タバコの作製 

CLMT2 およびヒト MT 遺伝子葉緑体導入タバコを作製するため、葉緑体ゲノム導入用コンスト

ラクト pLD200-CLMT2 と pLD200-ヒト MT を作製した。これらを NotⅠと SalⅠ、また EcoRⅠで制

限酵素処理を行ったところ、約 5,500、1,900 bp と 4,000、3,400 bp にバンドが見られた(図 17)。

また pLD5 用プライマーを用いてシーケンスを行い、予想通りの配列が挿入されていることを確

認した。これらのコンストラクトを用いてパーティクルガンにより MT 遺伝子導入を行ったシュ

ートからDNAを抽出し、pLD200用プライマーを用いたPCRによりMT遺伝子導入の確認を行った。

MT 遺伝子が導入されていると、MT 遺伝子とベクターの導入される部分のサイズ分(約 2 kbp)だ

け PCR 産物が大きくなると考えられる。PCR の結果、CLMT2 とヒト MT 遺伝子葉緑体導入タバコで

それぞれ 3 系統(pLD200-CLMT2-1,2,3、pLD200-ヒト MT-1,2,3)に遺伝子の導入が確認できた(図

18)。 

 

3-3-4. CLMT2 遺伝子葉緑体導入タバコにおける CLMT2 タンパク質発現解析 

 CLMT2遺伝子葉緑体導入タバコでCLMT2タンパク質が発現しているかどうかを確認するために、

ウェスタンブロットを行った。その結果、pLD200-CLMT2-1,2,3 にのみ、約 30 kDa の位置に特異

的なタンパク質のシグナルを確認することができた(図 19)。しかし、確認されたタンパク質の

分子量は、第二章で示した CLMT2 の SDS-PAGE で見られた約 15 kDa よりも大きかった。  

 

3-3-5. パラコート暴露による酸化ストレス耐性の観察 

 主要な活性酸素生成部位である葉緑体で MT を過剰発現させた植物の酸化ストレス耐性を解析

するため、pLD200-CLMT2-1 と pLD200-ヒト MT-1 (T0 世代)のパラコートストレスへの耐性を解析

した。その結果、0.2 ìM paraquat にリーフディスクを暴露したところ、形質転換していないタ

バコは葉が褐色に変色して枯死したのに対し、形質転換タバコは葉にパラコートの影響をあまり

受けなかった(図 20)。また、形質転換タバコの中でも、pLD200-ヒト MT-1 の方がより葉の緑色

が鮮やかだった。 
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3-3-6. MT 遺伝子葉緑体導入タバコ(T1 世代)の金属要求性 

 pLD200-CLMT2-1,2 (T0 世代)の葉の色がコントロールと比較して黄色いという表現型を示した

(図 21)ので、pLD200-CLMT2-1 と pLD200-ヒト MT-1 (T1 世代)、そして比較として pLD200 ベクタ

ーコントロールタバコの金属要求性を調べた。その結果、無機微量成分 1 倍の MS 寒天培地で生

育させたにもかかわらず、形質転換タバコとコントロールともに葉が緑色と黄色の斑模様になる

異常が観察された(図 22)。そして培地中の無機微量成分を 3 倍、10 倍と増強させるに従い、形

質転換タバコとコントロールは同様に葉の大きさが小さくなり、生育が阻害された。結果として、

形質転換タバコとコントロールに大きな差は観察できなかった。 

 

3-3-7. MT 遺伝子葉緑体導入タバコ(T1 世代)の表現型の観察 

pLD200-CLMT2-1 と pLD200-ヒト MT-1 (T1 世代)、そして比較として pLD200 ベクターコントロー

ルタバコの表現型を比較した結果、形質転換タバコはコントロールよりも草丈が低かった (図

23a)。形質転換タバコの中でも、pLD200-CLMT2-1 の方がより低かった。また、形質転換タバコ

とコントロールの上から 4枚目の葉を比較した結果、形質転換タバコはコントロールよりも葉の

色が黄色く、pLD200-CLMT2-1 の方がより黄色かった(図 23b)。
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考察 

CLMT2組換えタンパク質コンストラクトを導入した大腸菌の培養で、培養温度を37℃から16℃

に下げることにより GST-CLMT2 を可溶化させることができた。これは大腸菌内における組換えタ

ンパク質の発現の速度を抑えることにより正常な高次構造を形成させ、凝集体の形成を抑制した

からだと考えることができる。IPTG 濃度を 1 mM から 0.2 mM に下げて発現の速度を抑えたこと

も、可溶化に同様の効果をもたらしたと考えられる。また ZnSO4を添加することにより、発現し

た GST-CLMT2 に亜鉛が結合して、組換えタンパク質の安定化に貢献したと考えられる。なお、亜

鉛の CLMT2 への結合は、ICP 発光分光分析装置を用いた CLMT2 の結合金属の定量により確認され

た。 

CLMT2組換えタンパク質をSDS-PAGEおよび質量分析で確認した結果、SDS-PAGEにおいてCLMT2

のバンドが予測される分子量よりも大きい位置に現れるという異常な挙動を示した。これは

CLMT2 の分子量が 7.9 kDa と非常に低分子であるため、また CLMT2 に多く存在するシステインが

分子内で S-S 結合を形成したために SDS の結合が少なく、結果として SDS-PAGE における移動度

が実際よりも少なかったと考えられる。なお、これと同様の現象が、タマキビガイを用いた研究

でも報告されている(Park et al., 2002)。 

CLMT2 とヒドロキシルラジカルとの 2次反応速度定数を算出した結果、citrulline と比較して

約20倍高い消去能を示し、植物MTが活性酸素消去に有効であることが初めて実証された。また、

比較として算出した citrulline の 2 次反応速度定数 2×109M-1s-1は、明石により報告されている

定数 3.9×109M-1s-1 (Akashi et al., 2001)に近似していたため、今回の実験の正確性がうかがえ

る。しかし、比較として算出した rabbit MT の 2 次反応速度定数は 9×1010M-1s-1であり、報告さ

れている定数 3×1012M-1s-1 (Thornally and Vasak, 1985)の約 1/30 と低かった。そこで CLMT2

と rabbit MT の還元型 SH 基を定量したところ、ともに約 40%の SH 基しか還元されておらず、DTT

による還元が十分に行われていないことがわかった。このためrabbit MTの2次反応速度定数は、

報告されている値よりも低かったと考えられる。そこで今後、より高濃度の DTT を用いて SH 基

を完全に還元することで、CLMT2 と rabbit MT ともにより高い 2次反応速度定数が算出されると

考えられる。 

CLMT2 の結合金属を同定した結果、ほぼ全てが亜鉛で占められていた。これは大腸菌培養の際

に、組換えタンパク質の安定化を図るために添加したZnSO4による影響だと考えられる。しかし、

CLMT2 と亜鉛のモル比率は 1:0.56 と低かった。対して rabbit MT では、カドミウムと亜鉛が結

合金属の大半を占めており、rabbit MT とカドミウムそして亜鉛のモル比率は 1:2.17:0.93 と高

かった。これは rabbit MT の発現を誘導する際にカドミウムが用いられたためと考えられる。

MT は 1 分子あたり植物で 5 個の金属を結合する(Lane et al., 1987)。これに対して動物では、

より多い 7個の金属を結合する(Kagi, 1993)ことを考慮に入れても、rabbit MT の結合金属比率

は CLMT2 よりも高い。これはカドミウムの金属結合能が亜鉛よりも優れているためであり、今後

は大腸菌培養の際にカドミウムを添加することで CLMT2 の結合金属比率を高め、組換えタンパク

質の安定化につながると考えられる。また今回、それぞれの MT において金属結合数が理論値に

達しなかったのは、分子内に存在する SH 基が酸化されていたためと考えられる。 

乾燥ストレスにさらした野生種スイカを用いた CLMT2 のウェスタンブロットを行ったところ、

CLMT2 の発現を確認することができなかった。また、今回タンパク質の濃縮を図る上で行った熱

およびアセトン処理において、ポジティブコントロールでも発色を検出できなかったことから、

これらの濃縮法は野生種スイカ MT には適していないと考えられる。CLMT2 の mRNA 発現量は、乾

燥ストレス後、経時的に増加することが確認されている(図 6、西村, 2000)。このことから、今

回の結果は CLMT2 のタンパク質レベルでの合成が微量であったため、CLMT2 は検出できなかった

と考えられる。近年、アラビドプシスのクルードを用いたウェスタンブロットでは MT の発現を
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確認できなかったが、IDA column、thiophilic column を用いて MT 画分を濃縮することで発現

を確認した(Murphy et al., 1997)という報告がある。そこで今後、野生種スイカから上記のカ

ラムを用いて CLMT2 画分を濃縮することで、乾燥ストレス後の CLMT2 のタンパク質レベルでの経

時的な発現を確認することができると考えられる。 

 ウェスタンブロットによりCLMT2遺伝子導入タバコのCLMT2タンパク質発現解析を行った結果、

予測される分子量 7.9 kDa よりも大きい約 30 kDa で特異的なバンドの発現が見られた。しかし

形質転換していないコントロールでは発現が見られなかったことから、この約 30 kDa のタンパ

ク質の発現は CLMT2 遺伝子導入に起因すると考えられる。第二章の結果から、CLMT2 は SDS-PAGE

では実際の分子量の約 2 倍で確認されると思われることから、今回確認された約 30 kDa の発現

は、葉緑体で発現した CLMT2 が重合して 2 量体を形成したものと考えることができる。今後は、

この約 30 kDa の発現が CLMT2 であるかどうかを検証する必要がある。 

 T0世代のMT遺伝子導入タバコとコントロールのリーフディスクをパラコートに暴露した結果、

0.2 ìM において差が見られた。これはパラコートにより生成されたスーパーオキシドあるいは

それに由来するヒドロキシルラジカルを、葉緑体に過剰蓄積された MT が消去したために耐性に

差が見られたと考えられる。また、pLD200-ヒト MT-1 の方がより酸化ストレスを受けていないの

は、ヒトMTタンパク質のヒドロキシルラジカル消去能がCLMT2よりも優れているため(第二章)、

あるいは単にヒト MT が多く蓄積されたことが原因ではないかと考えられる。 

 T1 世代の MT 遺伝子導入タバコと pLD200 ベクターコントロールの金属要求性を調べた結果、

大きな差は観察できなかった。しかし、今回の実験では、無機微量成分 1 倍の通常の MS 寒天培

地で生育させた場合でも両者の葉に異常が観察されたことから、生育環境になんらかの不備があ

った可能性がある。よって今回の実験だけでは金属要求性がないとは言い切れず、生育環境を整

えた上で再試する必要がある。 

 T1 世代の MT 遺伝子導入タバコと pLD200 ベクターコントロールの表現型を比較した結果、形

質転換タバコはコントロールよりも草丈が低く、また葉の色も黄色かった。これらの表現型の傾

向は、pLD200-CLMT2-1 の方がより強かった。葉の色が黄色くなったのは、葉緑体で発現させた

MT がクロロフィル形成に関与する物質の必須金属をキレートしたことにより、クロロフィル形

成が阻害されて葉が黄色くなった可能性が考えられる。MT の 1分子あたりの結合金属がヒト MT

の方が多いにも関わらず CLMT2 遺伝子導入タバコの方が黄色くなったのは、CLMT2 の方がヒト MT

より多く発現した可能性が考えられる。このことは、両 MT の発現量をウェスタンブロットで比

較することで明らかになる。また、草丈が低くなったことについては、発現した MT が植物体の

成長に必須な金属をキレートしたため成長が阻害されたとも考えられるが、MT 遺伝子導入の際

になんらかの変異が導入されたとも考えられる。そこで今後は、多系統の MT 遺伝子導入タバコ

を培養し、今回観察された表現型の差が MT 発現によるものかどうかを明らかにする予定である。 

 今回の研究により CLMT2 が高いヒドロキシルラジカル消去能を所持していることが明らかに

なった。今回の機能解析に用いた MT は酸化型であったため、今後還元型 MT を用いて再試するこ

とにより、より優れた消去能を示すことが期待される。今回ヒドロキシルラジカルとの 2 次反応

速度定数を算出する際に比較として用いた citrulline は、乾燥ストレス下の野生種スイカで高

濃度に蓄積し(Kawasaki et al., 2000)、また優れたヒドロキシルラジカル消去能を所持してい

る(Akashi et al., 2001)ことが知られている。この citrulline は乾燥ストレス経過とともに蓄

積を開始する。対して CLMT2 は、乾燥ストレスにより mRNA レベルでの発現が増加することは確

認されているが、乾燥ストレス 0日目においても発現していることが明らかになっている(西村, 

2000)。植物は急激な乾燥ストレスを受けずとも、常時少なからず光化学系や、遊離金属による

フェントン反応により活性酸素種が生成されている。CLMT2 は、このような日常で生成される活

性酸素種を消去したり、遊離金属をキレートして活性酸素種の生成を防ぐために、恒常的に発現
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しているのではないかと考えることができる。そして急激な乾燥ストレスを受けた場合には、

CLMT2 の発現を増加させるとともに citrulline などの抗酸化物質を蓄積し、総合的に野生種ス

イカを酸化ストレスから防御すると思われる。そのため今回作成した MT 遺伝子葉緑体導入タバ

コは、日常で生成される活性酸素種の消去には余りある MT が蓄積されたために、成長に必須な

金属までもキレートしてしまい生育が阻害されたと考えることができる。この問題を解決するた

めには、乾燥誘導型ベクターを用いて乾燥を受けた場合にのみ MT が過剰蓄積する野生種スイカ

を作成することが必要になると思われる。 

今回の研究で CLMT2 のヒドロキシルラジカルに対する直接的な消去作用は確認された。では、

もう一つの予想機能である遊離状態の遷移金属をキレートすることによるフェントン反応の抑

制作用は、ヒドロキシルラジカルに対する直接的な消去作用とどちらがより優先的に作用するの

であろうか。この疑問を解決するためには、ヒドロキシルラジカル消去活性を測定する際に用い

る FeSO4を、CLMT2 がキレートできる CuSO4に変えることが一つの方法だと考えられる。活性測

定前後の遊離している銅の濃度を比較し、濃度の減少が確認されれば CLMT2 は遊離状態の遷移金

属のキレートに優先的に作用したと考えることができる。 

 また、野生種スイカには、今回用いた CLMT2 遺伝子以外にもファミリーを形成していると考え

られる。例えば、イネ OsMT1 は主に根で発現し、銅や熱ショックにより誘導されるが、OsMT2 は

主に葉で発現しており、銅により逆に転写量が減少する(Heish et al., 1995,1996)。従って、

植物 MT の個々のサブタイプは、異なる組織において独自の役割を担い、重金属の解毒や金属イ

オンの恒常維持に機能していると推察される。今後は、野生種スイカ MT の他のファミリーを探

索し、MT の総合的な働きを考える必要がある。 

 野生種スイカが所持している非常に高い乾燥強光耐性における CLMT2 の生理的意義について

考えてみる。近年、アラビドプシスにおいて MT が乾燥ストレスにより誘導されるという報告が

あり(Dunaeva and Adamska, 2001)、MT の乾燥強光耐性への寄与は野生種スイカ特有の現象では

ない可能性が考えられる。このことから、野生種スイカが超乾燥条件下で生育できることは、MT

による効果だけによるものではないかもしれない。この疑問を明らかにするためには、CLMT2 と

他植物 MT のヒドロキシルラジカル消去能を比較したり、MT の発現量の差を比較することが有効

な手段だと考えられる。 

 植物における活性酸素消去系としての MT の研究はまだ始まったばかりである。しかし、今回

の研究で得られた結果は、環境ストレス耐性植物の作製を行う上で、非常に有望であることを示

唆している。今回の研究による成果が、食糧供給問題解決の一躍を担うことに繋がれば幸いであ

る。 
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図 1、酸素電子移動反応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3、植物の活性酸素消去系 
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Watermelon-MT2  MSCCGGNCGCGSGCKCGSGCGGCKMFPDMS  30  

Soybean-MT2  MSCCGGNCGCGSSCKCGNGCGGCKMYPDLS  30  

Ice plant-MT2  MSCCGGNCGCGSACKCGNGCGGCKMYPDMA  30  

Arabidopsis-MT2a  MSCCGGNCGCGSGCKCGNGCGGCKMYPDLG  30  

Arabidopsis-MT1a  --MADSNCGCGSSCKCGDSCSCEKNY----  24  

 

 

Watermelon-MT2  FSEATATIETFVVGFAPH-KMSFEVA---E  56  

Soybean-MT2  YTESTTT-ETLVMGVAPV-KAQFEGA---E  55  

Ice plant-MT2  FSGETTTTETFVLGVAPAMKSYFDNG--SE  58  

Arabidopsis-MT2a  FSGETTTTETFVLGVAPAMKNQYEASGES-  60  

Arabidopsis-MT1a  ------------------------------      

 

 

Watermelon-MT2  MG--AEN-GCKCGDNCTCDP-CNCK       77  

Soybean-MT2  MGVPAENDGCKCGPNCSCNP-CTCK       79  

Ice plant-MT2  MGVGAENDGCKCGSDCKCDP-CTCK       80  

Arabidopsis-MT2a  --NNAENDACKCGSDCKCDP-CTCK       81  

Arabidopsis-MT1a  ---NKECDNCSCGSNCSCGSNCNC-       49  

 

図 5、スイカ MT と他の植物の MT とのアミノ酸配列 

  植物で高く保存されているシステイン残基を赤で示した。 

(出典 西村, 2000) 
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図 7、CLMT2 組換えタンパク質コンストラクト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8、GST-CLMT2 組換えタンパク質の各培養温度での SDS-PAGE 
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図 9、CLMT2 組換えタンパク質の各精製画分での SDS-PAGE 
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図 10、酸化型および還元型 CLMT2 タンパク質の質量分析 
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図 11、CLMT2 および rabbit MT に結合する金属の定量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 12、ヒドロキシルラジカル消去活性 
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表 1、ヒドロキシルラジカルとの反応速度定数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 13a、CLMT2 ペプチド抗体評価のためのウェスタンブロット 
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図 13b、乾燥ストレス下の野生種スイカにおける CLMT2 の発現解析 

 

 

Antioxidant ID50(M) Rate constant(M-1s-1) 

rabbitMT 2.4×10-2 9×1010 

CLMT2 6.1×10-2 4×1010 

citrulline 9.9×10-3 2×109 

A0～5 : 乾燥ストレス 0～5 日目野生種スイカ 粗抽出液(82.5 ìg) 

B0～5 : 乾燥ストレス 0～5 日目野生種スイカ 熱・アセトン処理(40.5 ìg) 

Pa : 大腸菌 粗抽出液(54 ìg)   Pb : 大腸菌 熱・アセトン処理(60 ìg) 

MT : CLMT2   M : Rainbow marker (Amersham Biosciences) 

M : Rainbow marker (Amersham Biosciences)

C : pGEX-CLMT2 粗抽出液 
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図 14、パラコートの作用機構と光合成との関係 

(参考文献 松中昭一『医学のあゆみ 142:143-145』より引用) 
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図 15、葉緑体ゲノム導入用コンストラクトの構築 

葉緑体ゲノム導入中間ベクター 

pLD5 

葉緑体ゲノム導入ベクター 

pLD200 

Watermelon MT2 cDNA Human MT2 cDNA 

hlf04496 
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   EcoRⅠ処理済 pLD200-CLMT2-2、-ヒト MT2 

 

 

図 17、制限酵素処理による pLD200-CLMT2 および pLD200-ヒト MT の 

サブクローニングの確認 
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MT を含む PCR 産物 

MT を含まない PCR 産物 
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図 18、PCR 法によるタバコへの MT 遺伝子導入の確認 

A-C : CLMT2 遺伝子導入タバコ(再分化 1 回目) 

1-3 : ヒト MT 遺伝子導入タバコ(再分化 2 回目) 

P1 : Positive Control (pLD200-CLMT2) 

P2 : Positive Control (pLD200-ヒト MT) 
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図 19、CLMT2 遺伝子導入タバコにおける CLMT2 の発現解析

C : CLMT2 遺伝子導入タバコの粗抽出液 

N : 形質転換していないタバコ(Xanthi) 
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コントロール  pLD200-CLMT2-1  pLD200-ヒト MT-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 20、MT 遺伝子導入タバコ(T0 世代)のパラコートストレス(0.2 ìM)への耐性 
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図 21、CLMT2 遺伝子導入タバコ(T0 世代)とコントロール 
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                   pLD200-CLMT2-1  pLD200-ヒト MT-1  pLD200 ベクターコントロール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 23a、MT 遺伝子導入タバコ(T1 世代)とコントロール 

 

 

 

pLD200-CLMT2-1    pLD200-ヒト MT-1    pLD200 ベクターコントロール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 23b、MT 遺伝子導入タバコ(T1 世代)とコントロールの葉 
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３） マングローブにおける耐塩性機構の解析 

 

要約 

 本研究では、代表的なマングローブの１つである Bruguiera sexangula に着目し、２つのア

プローチでその耐塩性機構の解析を試みた。第２節において Representational Difference 

Analysis (RDA) 法で、塩応答遺伝子群の探索を行った結果、NaCl の添加により、mRNA 量が増

大する遺伝子の断片 を 7 個、減少する遺伝子断片を 10 個をクローニングすることに成功した。

第３節では、大腸菌を用いた機能スクリーニング法で大腸菌に対し、耐塩性を付与する遺伝子群

の探索を試みた。その結果、新規耐塩性強化因子「マングリン」が得られ、大腸菌の他、酵母や

タバコ培養細胞、そしてタバコ植物体の耐塩性を強化する機能を有することが確認された。本研

究で得られた知見はマングローブ植物の耐塩性機構を解明するための貴重な知見になる。 

 

第１節 

１�１ 緒言 

 

 地球規模で環境問題が深刻化している。石炭や石油の大量消費による大気中の炭酸ガス濃度の

増大は、温暖化を促進し、これにより世界各地では高温、低温、乾燥等の異常気象が頻発してい

る。また、砂漠化も深刻な環境問題の１つである。砂漠化の要因については、いくつかの原因が

指摘されているが、最も大きな原因として土壌中の塩類の集積が挙げられる。地球環境の悪化に

よる耕地面積の減少は著しく、1984 年に 7.6 億ヘクタールあった穀物の耕地面積は、1994 年

には 6.9 億ヘクタールまで減少しており (山田及び佐野 1999)、またこれらの環境問題は、高

等植物の生育に対し、直接的に深刻な悪影響をもたらす。一方、世界人口は増加の一途を辿って

いる。2050 年には 100 億人に達すると推定されている。つまり、植物の生育環境が悪化し、ま

た農耕地として利用可能な土地も減少しつつあるにもかかわらず、農産物 (食料) の需要はます

ます高まっている。 

 一方、アメリカ合衆国の主要農産物である小麦、大豆、トウモロコシ、ジャガイモの生産性は

これらの植物を最高の条件で栽培した場合の 30％ に満たないことが指摘されている (Boyer 

1982)。発展途上国における農業の生産性は、さらにこの値を大きく下回るものと思われる。つ

まり、今日の農業は『本来植物が有する能力が十分に生かし切れていない』と言える。主な原因

は、屋外で育てられた植物が「環境ストレス」即ち、高温、低温、凍結、塩、乾燥、強光、紫外

線ストレス等にさらされているためである。高等植物に対し、これらのストレスに対する耐性を

強化することができれば、現在ある農耕地のみを利用する場合に限っても、農産物の生産性が飛

躍的に高まる可能性が期待できる。特に、塩ストレス耐性植物の作出は、これまで農耕地として

不適であった土地の利用も可能にすると考えられる。 

  高等植物のストレス耐性を強化する手法としては、交雑育種  (掛け合わせにより遺伝的変

異を拡大し、その中からねらいの形質を有するものを選抜し、遺伝的に固定する方法) あるいは、

突然変異による育種が進められ、現在までに様々なストレスに強い優れた品種が作出されてきて

いる。例えば、イネは本来、熱帯原産の植物であるが、一部の品種は日本の寒冷地でも生育可能

になっている。しかしながら、このような方法は、目的の形質の植物を得るために、多大な労力

と時間が必要である。また、基本的には本来その植物がもつ既存の遺伝子を利用したものである

ことから、飛躍的なストレス耐性の向上は見込めない。 

 この様な手法に対し、分子生物学的手法を用いてストレス耐性植物を作出する方法がある。こ

の方法の利点は、利用できる遺伝子が同種の植物由来のものに制限されるものではなく、異種植
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物、バクテリア、カビ、藻類、動物等の自然界に存在するありとあらゆる生物を由来とした遺伝

子を利用でき、多彩な形質を獲得した植物体を作り出すことも可能になる。分子生物学的手法を

用いて塩ストレス耐性植物を作出する上で最も重要なポイントの１つは、対象植物に対し「どの

ような遺伝子を導入するべきか」である。細胞の耐塩性を左右するタンパク質は多数存在すると

考えられるが、植物細胞の耐塩性を強化する機能を有することが明らかになった遺伝子としては

現在のところ Table 1-1 に示したものが知られている。塩生植物の「耐塩性を強化する機能を

有するタンパク質をコードする遺伝子」に関する知見は十分にあるとは言い難いのが現状である。 

 一方、自然界には過酷な環境条件下で生育できる能力を獲得した高等植物として、マングロー

ブ植物が知られている。マングローブ植物とは熱帯の汽水域に生育する樹木類の総称であり、こ

れらの植物群は進化の過程で多様な耐塩性機構を獲得し、現在に至ったものと考えられる。即ち、

マングローブ植物は高等植物の耐塩性を強化するための貴重な遺伝子資源と言える。しかしなが

ら、この様な植物群の耐塩性機構を遺伝子レベルで解析した例はこれまでにない。この原因とし

て、植物体を実験室内で維持することが困難である事や、これらの植物体から直接 DNA や RNA 

を抽出する事が極めて困難であるといった点が挙げられる。近年、三村徹郎博士らが、マングロ

ーブ植物の一種である Bruguiera sexangula の培養細胞系を確立した (Mimura et al. 1997a)。

この培養細胞は懸濁培養が可能であり、また 150 mM 以上の塩存在下でも生育可能であるといっ

た、他の植物培養細胞とは異なる極めて珍しい性質を有している (Mimura et al. 1997b)。 本

研究では、三村博士から B. sexangula 懸濁培養細胞の分与を得、これを材料として２つの手法

で B. sexangula の耐塩性に関与する遺伝子のスクリーニングを試みた。本研究は B. sexangula 

の耐塩性機構に関する遺伝子レベルでの知見を得ると同時に、高等植物の耐塩性強化する遺伝子

に関する新しい知見の獲得を目指すものである。 

 

１�２ 本研究に関する既往の知見 

 

１�２�１ 分子生物学的手法を用いた塩耐性植物作出の現状 

 一般に高等植物は NaCl により著しい生育阻害が生じる。これは、植物細胞外の NaCl 濃度の

上昇により細胞外液の浸透圧が上昇し、細胞内へのナトリウムイオンの浸透が生じるため 

(Epstein 1998) と考えられている。細胞内ナトリウムイオン濃度の上昇は、酵素活性の変化や、

生育に必要な他のイオンの吸収の阻害を引き起こし、多くの代謝反応に不都合をもたらす 

(Serrano 1996)。しかし、一般的な高等植物も低濃度の NaCl に対してはある程度の適応ができ

る。植物細胞の NaCl に対する耐性機構としては、適合溶質の合成による浸透圧の調節 (和田 

1999) や、塩誘導性タンパク質による浸透圧の調節及び代謝系の保護 (Moons et al. 1997)、カ

リウムイオントランスポーターによる細胞内へのナトリウムイオンの流入の抑制 (Zhu et al. 

1998)、 Na+/H+ アンチポーターによるナトリウムイオンの液胞への局在化 (Fukuhara et al. 

1996)、カルシニューリンによる耐塩性に関する遺伝子の発現制御 (Liu and Zhu  1998)、水チ

ャネルによる細胞内水分量の調整 (Kirch et al. 2000) などが知られている。近年、これらの

機構に関わる酵素とその遺伝子が明らかにされ、それを強制発現させることでイネ、タバコで耐

塩性を強化する試みが進められている。 

 Table 1-1 にこれまでに作成されている塩ストレス耐性植物の例を示す。これまでに得られた

形質転換体は、野生株より高い耐塩性が認められるが、それは、塩の影響がわずかに軽減された

程度に過ぎない。 
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１�２�２ マングローブ植物の耐塩性機構 

 マングローブ植物とは熱帯や亜熱帯の汽水域に生息する樹木類の総称であり、その数は 100

種類近くになる (Tomlinson 1986)。その耐塩性機構は、その植物体を丸ごと、あるいは組織の

一部を材料として用いた検討がなされている。それを大別すると以下の４つに分類できる。 

 ① 根からの NaCl の吸収を抑制する。 

 ② 細胞内の液胞に ナトリウムイオンを蓄積 (局在化) させる。 

 ③ 塩腺による NaCl の排出する (一部のマングローブ植物のみ)。 

 ④ 適合溶質を蓄積する。 

 本研究で使用した Bruguiera は塩腺を持つタイプのものではない。つまり、植物体レベルで

特殊な器官を発達させることで耐塩性を獲得したタイプではなく、恐らく、細胞レベルで何らか

の耐塩性機構を獲得し、現在に至ったものと考えられる。実際に三村博士らは B. sexangula の

培養細胞が細胞レベルで 150 mM の NaCl を含む培地でも生育できることを確認している 

(Mimura et al. 1997b)。Table 1-2 に代表的なマングローブ植物、及びその他の耐塩性植物の

葉に蓄積される適合溶質の種類と量についてまとめた。本研究で使用した B. sexangula  は代

表的な好塩性植物である Mesembryanthemum crystallinum (Ice plant) が蓄積する適合溶質と

して知られる pinitol を蓄積することが既に明らかになっている。よって、B. sexangula  の

植物体が塩存在下でも安定に生育できる理由の１つとして  pinitol を蓄積することができる

ということが挙げられる。しかし、Table 1-1 で示したように適合溶質を合成することが可能に

なった遺伝子組み換え植物で、海水程度の塩濃度で生育できるものは得られていない。つまり、

B. sexangula  は、pinitol を蓄積する他、複数の耐塩性機構が機能して耐塩性を維持している



 45

ものと考えられるが、その詳細な検討は全く行われていない。以上のようにマングローブ植物の

耐塩性機構は生態学的、あるいは生理学的な研究がほとんどであり、分子生物学的手法を用いて

マングローブ植物の耐塩性機構を解析するといった試みはこれまでにない。 
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１�３ 本研究の目的及び意義 
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 本研究では、塩生殖物としてマングローブ植物に着目し、その耐塩性に関与する遺伝子群を獲

得し、陸上植物の耐塩性を強化することを目的とした。具体的には、第２節で B. sexangla 懸

濁培養細胞において、塩ストレスがかかった時に『特異的に発現する mRNA を検出』し、それに

対する cDNA の単離を試みた。第３節では、大腸菌の遺伝子発現系を利用し、B. sexangla 耐塩

性を強化する『機能』を有すると考えられるタンパク質をコードする cDNA の単離を試みた。本

研究はマングローブ植物の耐塩性機構を遺伝子レベルで解明する初の試みであると同時に、陸上

植物の耐塩性強化を目指すものである。本研究により得られる遺伝子を利用することで、将来「農

業における生産性の向上」や「砂漠の緑化」等への応用が期待できる。 

 

 

第２節 Representational Difference Analysis (RDA) 法を用いた B. sexangula の耐塩性

に関与する遺伝子の探索 

 

２�１ 緒言 

 現在、polymerase chain reaction (PCR) 法は分子生物学全体で広く使用されており、様々な

変法が考案されてきた。Representational Difference Analysis (RDA) 法もその中の一つであ

る。始め RDA 法は、ゲノム解析分野での DNA 多型検出法の一つとして Lisitsyn らにより確立

された ( Lisitsyn et al. 1993 )。さらに Hubank と Schatz はこの方法を改良し、cDNA ライ

ブラリーを対象とした RDA 法を確立した (Hubank and Schatz 1994)。cDNA RDA 法は、Fig. 2-1 

に示すようにサブトラクションと PCR を繰り返すことにより、二種類の cDNA 間の違い、すな

わち、どちらかの cDNA ライブラリーの中に特異的に存在する cDNA を効率よく検出することの

できる方法である。この方法の優れた点は、競合的ハイブリダイゼーションを行うとき、始めに 

PCR をかけ、増幅された代表 (representation) を用いることにより情報量を減らし、再現性及

び効率よく違いを検出する事ができる点にある。 RDA 法の操作は、始めに違いを比べる二種類

の cDNA ライブラリーをそれぞれ制限酵素 BglII で切断して R アダプターを接着し、これを 

PCR で増幅する。ここで得られた cDNA 制限酵素断片をアンプリコンと呼ぶ。次にアンプリコン

から R アダプターを切断して取り除き、特異的に発現している cDNA を得たい側の cDNA 制限

酵素断片にのみ、J アダプターを接着する。これをテスターと呼び、もう一方をドライバーと呼

ぶ。得られたテスターに大過剰のドライバーを加え、熱変性により一本鎖にしてから厳しい条件

でアニーリングを行う。これにより、大過剰のドライバーはそのほとんどが ドライバー／ドラ

イバー で二本鎖を形成するが、ドライバーとテスターに存在する cDNA 制限酵素断片は ドライ

バー／テスター で二本鎖を形成し、テスターのみに存在する cDNA 制限酵素断片は テスター／

テスターで二本鎖を形成する。この三種類の cDNA 制限酵素断片を鋳型とし、テスターに接着し

たアダプターをプライマーとして PCR を行うと、ドライバー／ドライバー で形成された cDNA 

断片は増幅されず、ドライバー／テスター で形成された cDNA 断片は片端からのみ伸長反応が

生じ、一次関数的に増幅する。テスター／テスター で形成された cDNA 断片は両端から伸長反

応がおこり、複製された cDNA は次の反応で鋳型となり、二次関数的に増幅する。ドライバー／

テスター で形成された cDNA 断片から形成された一本鎖 DNA を mung bean nuclease で切断し、

さらに PCR を行うことによりテスター特異的に存在する cDNA が増幅され、電気泳動でバンド

として検出することができる。 

 これまで主に塩ストレスによる遺伝子の発現量の違いによるスクリーニングは differential 

screening 法、または differential display 法で行われており、differential screening 法 で

は Table 1-2 にも示した適合溶質であるプロリン蓄積に関与する遺伝子が単離され (Gurjar 
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and Roy 1994)、 differential display 法では同様に Table 1-2 にも示した、適合溶質である

グリシンベタイン合成酵素 (Ishitani et al. 1995) や耐塩性に関与する glyoxalase I をコー

ドする遺伝子 (Espartero et al. 1995) が単離されている。Differential display 法は PCR を

用いて二種類の遺伝子間の違いを見るので、differential screening 法に比べ、mRNA の発現量

の少ないものも PCR により増幅し、電気泳動によってバンドの違いとして検出することができ

る点で優れている。しかし、どちらの方法も、サンプルの数だけ出る結果から目で違いを探し出

さなければならない。これに比べ、RDA 法は発現量の違う遺伝子が直接バンドとなって得られる

ため、簡単にクローニングを行うことができる。これまでに植物の耐塩性因子のスクリーニング

を RDA 法で行った報告はない。マングローブの cDNA ライブラリーから RDA 法で得られる遺伝

子 (cDNA) 群は、マングローブが持つ耐塩性に対し、何らかの役割を担っていると考えられる。

そこで、本章では RDA 法を用いることにより、NaCl 存在下、及び NaCl 非存在下で培養を行っ

た B. sexangula 懸濁培養細胞から、NaCl の有無で発現が制御される遺伝子 (cDNA) 群のクロ

ーニングを行うことを試みた。 

 

２�２ 方法 

 

２�２�１ 材料 

  cDNA ライブラリーは、通常のアミノ酸 (AA) 液体培地 (Thompson et al. 1986) (Appendix) 

で培養したマングローブ培養細胞から抽出した poly (A+) RNA からλ Zap Ⅱベクターを用いて

小関によって構築された cDNA ライブラリー (-Na cDNA) と、100 mM の NaCl を含む AA 液体

培地で培養したマングローブ培養細胞で同様の方法で構築された cDNA ライブラリー (+Na 

cDNA) を用いた。 始めにファージからの cDNA の抽出を行った。+Na cDNA の組み込まれたフ

ァージ液が入った 10 本の 1.5 ml チューブから、それぞれ 20 µl ずつ、計 200 µl を 1.5 ml

チューブに移し、EDTA 及び SDS を終濃度 50 mM 及び 0.5% になるように加えた後、沸騰水で 1 

分間熱処理を行った。さらに RNase A を加え、65 �C 30 分間処理した。フェノール抽出、エタ

ノール沈殿を行い、200 µl の滅菌水に懸濁した。これにもう一度 RNase A を加え、65 �C 30 分

間処理し、フェノール抽出、エタノール沈殿を行い、20 µl の滅菌水に懸濁した。同様の操作

を -Na cDNA の組み込まれたファージ液についても行った。以降の操作は、+Na cDNA と -Na cDNA 

の両方について、同様の操作を行った。PCR で用いた 6 種類の合成オリゴヌクレオチドの塩基

配列は Table 2-1 に示した。 
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２�２�２ RDA 法 

a) アンプリコンの作成 

 2-2-1 で得た cDNA ライブラリーは pBluescript SK (以下 SK) のマルチクローニングサイト

の EcoRI と XhoI の制限酵素サイトに cDNA が組み込まれた形である。これを template として 

M13 reverse primer と M13 forwerd primer を用いて PCR を 50 µl 反応で行った。Template 

50 ng、M13 reverse primer 10 pmol、M13 forwerd primer 10 pmol、2.5mM dNTP mix 5 µl、

LA PCR buffer (Takara) 5 µl、25 mM MgCl2 3.75 µl 、滅菌水 18.75 µl を混ぜ、95 �C 2 分

間の熱変性を行った後、LA Taq polymelase (Takara) 2.5 units を加え、92 �C 30 秒間、45 �C 

1 分間、72 �C 2 分間の反応を 40 サイクル行った。PCR 反応後、 QIAquick PCR Purification 

Kit (QIAGEN) を用いて精製した。滅菌水 50 µl で抽出し、定量を行った。 

  次に増幅した cDNA を制限酵素 DpnII で切断した。cDNA 600 ng、10×DpnII buffer (NEB) 

18 µl、制限酵素 DpnII (NEB) 30 units を滅菌水で 180 µl にメスアップし、37 �C で一晩、

反応を行った。完全な切断を行うため、さらに制限酵素 DpnII 10 units を加え、37 �C 2 時間 

の反応を行った。フェノール抽出を行った後、酢酸アンモニウムを用いてエタノール沈殿を行い、

滅菌水 15 µl に懸濁した。 

 制限酵素で切断した cDNA 溶液 12 µl と R-Bgl-24 primer 8 µg 、R-Bgl-12 primer 4 µg 、

10×T4 DNA ligase buffer (Pharmacia Biotech) 6 µl を滅菌水で 60 µl にメスアップし、50 

�C で 5 分間、熱変性を行った後、1 時間に 10 �C ずつ 4 �C まで冷やし、R-Bgl アダプターの

アニーリングを行った。氷中で 10 mM rATP 0.5 µl 、T4 DNA ligase (Pharmacia Biotech) 800 

units を加え、16 �C で一晩ライゲーション反応を行い、R-Bgl 24 primer を cDNA に接着した。

遊離している primer を除くため、QIAquick PCR Purification Kit を用いて精製した後、滅菌

水 50 µl で抽出し、定量を行った。 

  ここで得られた cDNA 溶液を template として PCR を 50 µl 反応で行った。Template 6 ng、

R-Bgl-24 primer 62.5 pmol、15 mM dNTP mix 1 µl、10×Taq polymelase buffer (SAWADY) 5 µl 、

滅菌水 38.25 µl を混ぜ、72 �C 3 分間の熱処理で R-Bgl-12 primer を遊離した後、Taq 

polymelase (SAWADY) 1.25 units を加え、72 �C 5 分間の反応で 3' 末端を fill in した。次
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に、92 �C 1 分間、66 �C 10 秒間、68 �C 3 分間 の反応を 40 サイクル行った。フェノール抽

出を行った後、酢酸アンモニウムを用いてエタノール沈殿を 2 回行い、滅菌水 50 µl で懸濁

し、定量を行った。 

 得られた DNA 10 µg、10×DpnII buffer 30 µl、制限酵素 DpnII 40 units を滅菌水で 300 µl 

にメスアップし、37 �C で一晩、反応を行った。さらに制限酵素 DpnII 10 units を加え、37 �C 

2 時間 の反応を行い、R-Bgl アダプターを切断した。フェノール抽出を行った後、酢酸アンモ

ニウムを用いてエタノール沈殿を行い、TE buffer 35 µl に懸濁した。アダプターを除くため、

Sephacryl S-400 HR (Pharmacia Biotech) を用いたゲル濾過による精製を行った。ここで得ら

れた DNA をドライバーとした。 

 

b) テスターの作成 

  ドライバー DNA 40 ng と J-Bgl-24 primer 0.33 µg、J-Bgl-12 primer 0.16 µg 、10×T4 DNA 

ligase buffer 1 µl を滅菌水で 10 µl にメスアップし、50 �C で 5 分間、熱変性を行った後、

1 時間に 10 �C ずつ、4 �C まで冷やし、J-Bgl アダプターのアニーリングを行った。氷中で 10 

mM rATP 0.5 µl 、T4 DNA ligase 800 units を加え、16 �C で一晩、ライゲーション反応を行

い、J-Bgl-24 primer を接着した。これをテスターとした。 

 

c) 競合ハイブリダイゼーション 

 b) で得られたテスターにフェノールを加えて T4 DNA ligase を失活させた後、ドライバー 4 

µg を加えた。フェノール抽出を行った後、酢酸ナトリウムを用いてエタノール沈殿を行い、3

×EE buffer (Appendix) 4 µl に懸濁した。ミネラルオイルを積層し、96 �C 10 分間の熱変性

の後、5 M NaCl 0.5 µl を加え、67 �C 20 時間のアニーリング反応を行った。ミネラルオイル

を除去し、yeast tRNA 1 µl と TE buffer 34 µl を加えた。酢酸アンモニウムを用いてエタノ

ール沈殿を行い、滅菌水 40 µl に懸濁した。得られた産物を template として PCR を 50 µl 反

応で行った。Template 5 µl、15 mM dNTP mix 1 µl、10×Taq polymelase buffer 5 µl 、滅菌

水 35.25 µl を混ぜ、72 �C 3 分間の熱変性を行った後、Taq polymelase 1.25 units を加え、

72 �C 5 分間の熱変性を行った。さらに J-Bgl-24 primer 62.5 pmol を加え、92 �C 1 分間、

66 �C 10 秒間、68 �C 3 分間の反応を 10 サイクル行った。これにより、テスターとテスター

でハイブリダイズした DNA 断片は指数関数的に、テスターとドライバーでハイブリダイズした 

DNA 断片は一次関数的に一本鎖として増幅される。そこで PCR 後の DNA 溶液に TEbuffer を 

100 µl 加え、フェノール抽出、酢酸アンモニウムを用いてエタノール沈殿を行った後、滅菌水 

44.5 µl で懸濁し、mung bean nuclease (MBN)(Takara) 20 units、MBNbuffer (Takara) 5 µl を

加え、26 �C 30 分間の反応を行い、一本鎖 DNA の分解を行った。反応を停止させるため、MBN 

stopper 130 µl を加えた後、フェノール抽出、酢酸ナトリウムを用いたエタノール沈殿を行い、

滅菌水 40 µl で懸濁した。MBN 処理後の DNA 溶液を template とし、template 1 µl、15 mM dNTP 

mix 1 µl、10×Taq polymelase buffer 5 µl 、滅菌水 40 µl を混ぜ、92 �C 5 分間の熱変性

を行い、氷水で急冷した。J Bgl-24 primer 62.5 pmol を加え、80 �C 2 分間の後、Taq polymelase 

1.25 units を加え、92 �C 1 分、66 �C 10 秒、68 �C 3 分 の反応を 20 サイクル行った。 

 以上の操作で、テスターとして +Na cDNA、ドライバーとして -Na cDNA を使った  +Na cDNA 特

異的 Difference Products 1 (+Na DP1) と、テスターとして -Na cDNA、ドライバーとして +Na 

cDNA を使った -Na cDNA 特異的 Difference Products 1 (-Na DP1) を得た。 

 

d) Difference Products 2 (DP2) の作成 

 さらにサブトラクションをすすめるために、c) で得た DP1 をフェノール抽出、酢酸アンモニ
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ウムを用いたエタノール沈殿で精製し、滅菌水 10 µl で懸濁し、定量した。DP1 10 µg、10×

DpnII buffer 30 µl、制限酵素 DpnII 40 units を滅菌水で 300 µl にメスアップし、37 �C で

一晩、反応を行った。さらに制限酵素 DpnII 10 units を加え、37 �C 2 時間 の反応を行い、

J-Bgl アダプターを切断した。アダプターを除くため、Sephacryl S-400 HR を用いたゲル濾過

による精製を行った。 

 次に、J-Bgl アダプターを切断した DP1 5 ng と N-Bgl-24 primer 46 ng 、R-Bgl-12 primer 

23 ng 、10×T4 DNA ligase buffer 0.4 µl を滅菌水で 4 µl にメスアップし、b) テスターの

作成 と同様の方法で N-Bgl アダプターを接着した。c) 競合ハイブリダイゼーションと同様の

操作を行い、+Na DP2 及び -Na DP2 を得た。ただし、MBN 後の PCR の template 量を 8 µl と

し、アダプターを N-Bgl に変更して反応を行った。 

 

２�２�３ RDA 法で得られた DP1 及び DP2 の解析 

a) DP1 及び DP2 のクローニング 

① インサートの調整 

 DP1 及び DP2 を  QIAquick PCR Purification Kit を用いて精製し、滅菌水 50 µl で抽出

した。このうち 40 µl に 10×polynucleotide kinase (PNK) buffer (NEB) 5 µl 、rATP 2.5 µl、

PNK (NEB) 5 units を加え、37 ℃ 15 分間の反応を行った。次に、10×T4 DNA polymelase buffer 

10 µl 、T4 DNA polymelase (NEB) 1 unit、Klenow fragment (NEB) 1 unit を加え、滅菌水で 

100 µl にメスアップし、37 ℃ 15 分間、反応を行った。65 ℃ 15 分間熱失活させた後、フェ

ノール抽出、酢酸アンモニウムを用いてエタノール沈殿を行い、滅菌水 10 µl に懸濁した。こ

れを 1.5% アガロースゲルを用いて電気泳動を行い、得られたバンドを切り出し、グラスミルク

による精製を行った。フェノール抽出、エタノール沈殿で精製を行い、滅菌水 10 µl に懸濁し

た。 

② ベクターの調整 

 SK 2 µg、10×H beffer (Takara) 18 µl、制限酵素 EcoRV 20 units を滅菌水で 180 µl に

し、37 �C 2 時間の切断を行った。フェノール抽出、エタノール沈殿を行い、16 µl の滅菌水で

懸濁した。ここに、10×thermosensitive alkaline phosphatase (TsAP) buffer (GIBCO BRL) 2µl、

25 mM MgCl2 2 µl、TsAP (GIBCO BRL) 1 µl を加え、37 ℃ 30 分間の反応を行った。次に、TsAP 

stop buffer (GIBCO BRL) 2 µl を加え、65 ℃ 15 分間熱処理し、TsAP を失活させた。フェノ

ール抽出、酢酸ナトリウムを用いてエタノール沈殿を行い、滅菌水 10 µl に懸濁した。 

③ ライゲーションとクローニング 

 インサートを 1.5%、ベクターを 0.7% のアガロースゲルで電気泳動を行い、バンドの切り出

しを行った。ベクター 10 ng に、インサートとベクターのモル比が 10:1 になるようにインサ

ートを加え、 TE 4 µl に懸濁し、DNA Ligation Kit Ver. 2 (Takara) solution I を 4 µl 加

えて混ぜ、16 ℃ で 1 時間、ライゲーション反応を行った。大腸菌 DH5α コンピテントセルを

用いて  transformation を行い、アンピシリン  (Amp) (50 µg/ml) 及び  5-bromo-4 

chloro-3-indolyl-ß-D-galactopyranoside (X-gal) を含むプレートの中から白色のコロニーを

選抜し、プラスミド抽出をした。 

④ DP1 及び DP2 から得られた cDNA 断片のシークエンスによる解析 

 プライマーとして T3 プライマーと T7 プライマーを用い、 Thermo Sequenase 

CycleSequencing Kit (Amersham)、及び DNA シーケンサー LIC-4000L (LI-COR 社) を用いて塩

基配列の解析を行った。DP1 及び DP2 から得られた遺伝子の解析は国立遺伝学研究所生命情報

研究センター (DDBJ) の BLAST 相同性検索プログラムを用いた。 
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２�２�４ ノーザンブロットハイブリダイゼーションによる発現量の解析 

 植え継ぎ後二週間のマングローブ培養細胞を AA 培地 80 ml が入った 500 ml フラスコに、

20 ml 植え継いだ。植え継ぎから三日後の懸濁培養細胞に NaCl を 100 mM になるように加え、

0 時間、3 時間、6 時間、12 時間後に細胞を回収し、液体窒素で凍結した。Total RNA はグア

ニジン-塩化セシウム超遠心法 (中山、西方 1995) で精製した。得られた total RNA は、1 レ

ーン当たり 20 µg となるように調整し、20 mM MOPS、5 mM 酢酸ナトリウム、1 mM EDTA、2.2 M 

ホルムアルデヒドを含む 1.34％アガロースゲルで電気泳動を行った。泳動後のゲルは 

NYTRAN-PLUS (Schleicher & Schuell) にブロットした後、3 分間の UV 照射、75 ℃で１時間乾

燥させ、ノーザンブロットハイブリダイゼーションのシートとして利用した。プローブは Random 

Primer DNA Labeling Kit (Takara) を用いてアイソトープ (dCTP* NEN 製:NEG-513Z) ラベルし、

Probe Quant G-50 Micro Columns (Pharmacia) で精製したものを用いた。 プレハイブリダイ

ゼーション、ハイブリダイゼーション、シートの洗浄条件は以下に示す通りに行った。洗浄後の

シートは、ラップで包み、-80 ℃で露光した。 

プレハイブリダイゼーション: 65 ℃、over night 

ハイブリダイゼーション: 65 ℃、over night 

シートの洗浄: 室温、2×SSC、0.5% SDS、15 分を 2 回 

 

２�３ 結果及び考察 

 

２�３�１ アンプリコン、DP1、DP2 の電気泳動 

 アンプリコン、DP1、DP2 の電気泳動の結果、+Na DP1 からは 6 本のバンドを、+Na DP2 から

は 4 本のバンドを得た。また、-Na DP1、及び -Na DP2 からはそれぞれ 6 本づつバンドを得た 

(Fig. 2-2)。理論から考えると、DP1 から DP2 を作成するとき、DP1 作成の PCR で非特異的に

増幅されたバンドが、アダプターの種類を変えて PCR を行うことにより subtract され、バン

ドの数が減少すると考えられる。今回の結果はバンドの数は減少はしていないものの、バンドの

濃さが変化しており、DNA の量が DP1 より DP2 の方が増加しているものが得られた。RDA 法の

欠点として、アンプリコンを作成するとき、元々のコピー数が多いものや、偶然に PCR で増幅

されやすい配列を持つものなどが優先的に増幅され、その結果、DP1 作成時に subtract しきれ

ず、それが DP2 でも残る可能性がある。今回増幅されたバンドも、このような理由のために検

出された可能性が考えられる。 

 

２�３�２ DP1、DP2 から得られたバンドの塩基配列解析、および相同性検索 

 DP1、DP2 から得た各バンドのシークエンス解析を行い、その結果を元に、DDBJ  の BLAST 相

同性検索プログラムを用て相同性を有する配列の検索を行った。その結果、+Na DP1, 2 からは、

+Na DP1 の 4-2 のバンドと、+Na DP2 の 3-10 のバンドからアルコールデヒドロゲナーゼと高

い相同性を示すクローンが得られた。また、-NaDP1, 2 からは、 -Na DP2 4-1 から 

glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase と高い相同性を示す遺伝子が得られた。そのほか

のものについても同様に検索を行ってみたが、相同性のある配列は得られなかった (Table 2-2)。 

 RDA 法で得られる遺伝子は、その方法上、断片が 200 � 400 bp の短い断片になることが多

い。このため、相同性検索を行ったとき高い相同性を示すサンプルが少なく、断片から全長のク

ローニングを行うことが遺伝子の解析には必要であると考えられた。 

 

２�３�３ ノーザンブロットハイブリダイゼーションを用いた発現量の解析 

 2-2-2 で塩基配列を決定するのと同時にノーザンブロットハイブリダイゼーションにより、
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+Na DP1, 2 から得た遺伝子の発現量は塩処理で増大するか、また、-Na DP 1, 2 から得た遺伝

子の発現量は塩処理で減少するかを検討した。+Na について 18 の cDNA 断片、-Na について 23 

の cDNA 断片をプローブとしてノーザンブロットハイブリダイゼーションを行ったところ、実際

に +Na DP1, 2 で塩により発現量の増大が確認されたものは 7 コ、-Na DP1, 2 で発現量の減少

が確認されたものが 10 コ得られた (Fig. 2-3)。その他のものは発現量が変わらないか、もし

くは +Na DP1, 2 から得た遺伝子にもかかわらず発現量は塩処理で減少するものや、-Na DP 1, 2 

から得た遺伝子にもかかわらず発現量は塩処理で増大するものであった (Fig. 2-4)。 RDA 法

は PCR をもちいたサブトラクション法であり、本章の緒言でも述べたように発現量の少ない転

写産物でも検出可能な方法である。その反面、PCR を行うことで、元々の発現量の多いものを大

量に増幅してしまい、その後のサブトラクションが不完全になってしまうことも考えられる。こ

のような問題点を解決するための方法として、一度 RDA 法で得られた産物の中から不要なクロ

ーンをドライバーに加えて、再度 RDA を行う RDA-WEEC (RDA with elimination of excessive 

clone) 法 (Ushijima et al. 1997) がある。この方法を今回行った RDA にさらに加えることに

より、特異的に発現する遺伝子をより正確にスクリーニングすることができると思われる。 

 今回、 +Na DP1, 2 で塩により発現量の上昇が確認されたもの、-Na DP1, 2 で発現量の降下

が確認されたものはノーザンブロットハイブリダイゼーションを行った内の 41% であった。デ

ィファレンシャルディスプレイで発現量に差のあるものが単離できる確立が通常 30% ほどであ

るので、今回行った RDA 法はほぼ同じ確立で発現の違いによるスクリーニングを行えたといえ

るが、+Na DP1, 2 から得られた遺伝子は発現量の差が小さいことから、さらに非特異的な増幅

をおさえ、完全なサブトラクションを行うことが重要だと思われる。 

 

第３節 大腸菌を用いた機能スクリーニング法による B. sexangula の耐塩性に関与する遺伝

子の探索 

 

３�１ 緒言 

 当研究室では、B. sexangula の耐塩性強化因子を単離するため、塩存在下で培養を行った B. 

sexangula の懸濁培養細胞から poly (A+) RNA を抽出し、それを用いて cDNA ライブラリーを

作成し、大腸菌を用いた機能スクリーニング法を行うことで耐塩性強化因子の単離を行ってきた。

これまでに大腸菌の耐塩性を向上させる機能が確認された遺伝子を 29 クローン得ている。そし

てこのうちの約 8 割をしめた一種類の遺伝子に着目し、様々な解析をすすめてきた。 始めに

遺伝子の導入による大腸菌の耐塩性向上の評価を行うため 400 mM NaCl を含む培地に形質転換

大腸菌、及びコントロールとしてベクターのみを導入した大腸菌の菌体液を滴下し、風乾させた

後 37 �C で一晩培養を行った。その結果、形質転換大腸菌はコントロールに比べ、明らかに優

位な生育を示した (Fig. 3-1)。この遺伝子の全塩基配列を決定したところ、全長が 1019 bp で 

256 残基のアミノ酸からなるタンパク質をコードしていることが明らかになった (Fig. 3-2)。

相同性を有する配列を検索した結果、80 番目のアミノ酸以降が昨年発表されたトマトの allene 

oxide cyclase (Ziegler et al. 2000) とアミノ酸レベルで 70% の相同性を示したが、1-80 番

目のアミノ酸は 24% の相同性しか示さなかった。そこで我々はこのタンパク質が新規のタンパ

ク質であると考え「mangrin」(特許願 第 235910 号) と命名した。次に B. sexangula 以外の植

物でのマングリンの存在の有無をサザンブロットハイブリダイゼーションで解析した (Fig. 

3-3)。この結果、マングリン遺伝子の存在を示すバンドがマングローブ植物でしか検出されず、

マングリンが Rhizophoraceae 科のマングローブ植物にのみ存在する可能性が示唆された。 

 以上の実験がこれまでに行われているが、まだマングリンがどのように機能するのか明らかに

なっていない。また、マングリンの耐塩性強化機能は大腸菌で確認されているのみであり、酵母
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や高等植物での耐塩性強化機能は確認されていない。そこで本研究では、マングリンの耐塩性強

化機能の解析の第一歩としてマングリンの機能領域の解析を行うこと、様々なストレスに対する

強化機能を明らかにすること、また酵母、タバコ培養細胞、タバコ植物体での耐塩性強化機能に

ついて解析を行うこと、さらに、抗マングリン抗体を作成し、タンパク質レベルでのマングリン

の発現の解析を行うことを目的とした。 

 

３�２ 材料と方法 

 

 マングローブ懸濁培養細胞は、AA 培地を用い、500 ml フラスコ (イーグル社) に 120 ml の

分量で、26 ℃、暗条件で往復振とう培養 (70 rpm) した。2 週間ごとに新しい AA 培地 100 ml 

に対し 20 ml の割合で植え継ぎ、株を維持した。マングローブの cDNA ライブラリーは、100 mM

の NaCl を含む AA 固体培地で培養したマングローブ培養細胞から抽出した poly (A+) RNA を

基にλZap II で構築されたものを用いた。 

 

３�２�１ 形質転換大腸菌の環境ストレス耐性の評価 

a) 浸透圧耐性の評価 

 マングリン遺伝子を組み込んだ SK 及び、ベクターである SK のみを SOLR にそれぞれ導入し、

50 µg/ml カ ナ マ イ シ ン  (Km) 、 50 µg/ml ア ン ピ シ リ ン  (Amp) 、 0.05 mM 

isopropyl-ß-D(-)-thiogalactopyranoside (IPTG) を含む 2YT 液体培地で吸光度 1.0 (OD600) 

まで培養した。この菌体懸濁液を 104、103、102、101 cells/25 µl になるように 2YT 培地で

希釈した後、50 µg/ml Km、50 µg/ml Amp、0.05 mM IPTG を含む 2YT 寒天プレート及び 50 µg/ml 

Km、50 µg/ml Amp、0.05 mM IPTG、800 mM ソルビトールを含む 2YT 寒天プレートにそれぞれ 25 

µl ずつスポットし、液体が乾くまで風乾した後、37 ℃ で一晩培養した。 

b) 熱耐性の評価 

a)と同様に培養を行った菌体懸濁液を、100 ml 三角フラスコにいれた 20 ml の 50 µg/ml Km、

50 µg/ml Amp、0.05 mM IPTG を含む 2YT 液体培地に 1 ml 植菌した。それぞれの大腸菌を 37 

�C、及び 40 �C で振とう培養 (210 rpm) し、菌体濃度の経時変化を測定した。 

c) 凍結耐性の評価 

 a) と同様に培養を行った菌体懸濁液を、吸光度 0.01 (OD600) になるようにそれぞれ培地で

希釈した。50 µg/ml Km、50 µg/ml Amp、0.05 mM IPTG を含む 2YT 寒天プレートにそれぞれ 25 

µl づつスポットした。菌体懸濁液を液体窒素に 3 分間浸けて凍結させ、次に 37 �C water bath 

に浸けて 10 分間の融解操作を行い、再び菌体懸濁液から 25 µl づつスポットした。同様に液

体窒素による 3 分間の凍結、37 �C water bath による 10 分間の融解操作を 8 回行い、その

度にスポットを行った。液体が乾くまで風乾した後、37 ℃で一晩培養した。 

 

３�２�２ 機能領域の決定 

a) Primer の作成 

 マングリンの最小機能領域を決定するため、Fig. 3-4 に示す位置に primer を作成し、マン

グリン遺伝子のデリーションクローンを作成した (Fig. 3-4)。5' 末端側の primer には制限酵

素 XbaI のサイト、ストップコドン、及びファーストメチオニンとなる ATG の配列を導入した。

また、3' 末端側の primer には制限酵素 XhoI のサイト、及びストップコドンを 2 回繰り返し

で導入した。 

b) PCR によるマングリン部分長の増幅とクローニング 

① インサートの調整 
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  Fig. 3-3 に示した primer 及び M13 reverse primer を用いて PCR を 25 µl 反応で行っ

た。Template としてマングリン遺伝子の組み込まれた SK を 25 ng、5' 側プライマーを 2.5 

pmol、3' 側プライマーを 2.5 pmol、10×Taq polymelase buffer を 2.5 µl、2.5 mMdNTP を 2.5 

µl 混ぜ、滅菌水 9 µl を混ぜ、95 �C 2 分間の熱変性を行った後、Taqpolymelase 5 units を

加え、92 �C 30 秒間、45 �C 30 秒間、72 �C 1 分間の反応を 30 サイクル行った。PCR 反応後、 

フェノール抽出、エタノール沈殿を行い、滅菌水 160µl に懸濁した。懸濁液に 10×H buffer を 

18 µl、制限酵素 XbaI 及び XhoI をそれぞれ 10 units づつ加え、37 �C 2 時間反応を行った。

フェノール抽出、エタノール沈殿を行い、滅菌水 20 µl に懸濁した。次に 0.7% アガロースゲ

ルで電気泳動を行い、目的のバンドの切り出し、定量をした。 

② ベクターの調整 

 SK 2 µg、160 µl 滅菌水、10×H buffer 18 µl を混ぜ、、制限酵素 XbaI 及び XhoI をそれ

ぞれ 10 units ずつ加え、37 �C 2 時間反応を行った。フェノール抽出、エタノール沈殿を行い、

滅菌水 16 µl に懸濁した。ここに、10×TsAP buffer 2µl、25 mMMgCl2 2 µl、TsAP 1 µl を加

え、37 ℃ 30 分間の反応を行った。次に、stop buffer 2 µl を加え、65 ℃ 15 分間熱処理し、

TsAP を失活させた。フェノール抽出、酢酸ナトリウムを用いてエタノール沈殿を行った。次に 

0.5% アガロースゲルで電気泳動を行い、目的のバンドの切り出し、定量した。 

② ライゲーションとクローニング 

 ベクター 10 ng に、インサートとベクターのモル比が 10:1 になるようにインサートを加え、 

TE 4 µl に懸濁し、DNA Ligation Kit Ver. 2 solution I を 4 µl 加えて混ぜ、16℃ で 1 時

間、ライゲーション反応を行った。大腸菌 DH5α コンピテントセルを用いて形質転換し、アン

ピシリン (50 µg/ml) 及び X-gal を含むプレートで白色のコロニーを形成したものからプラス

ミド抽出を行った。さらに Thermo Sequenase Cycle Sequencing Kit、及び DNA シーケンサー 

LIC-4000L を用いて塩基配列の確認を行った。 

c) マングリンの耐塩性強化機能の維持に必要な最小領域の決定 

 b)で得られたマングリンデリーションクローンを再び SOLR に導入し、50 µg/ml Km、50 µg/ml 

Amp、0.05 mM IPTG を含む 2YT 液体培地で吸光度 1.0 (OD600) まで培養した。この菌体懸濁液

を 105、104、103、102 cells/25 µl になるように 2YT 培地で希釈した後、50 µg/ml Km、50 µg/ml 

Amp、0.05 mM IPTG を含む 2YT 寒天プレート及び 50 µg/ml Km、50 µg/ml Amp、0.05 mM IPTG、

400 mM NaCl を含む 2YT 寒天プレートにそれぞれ 25 µl ずつスポットし、液体が乾くまで風

乾した後、37 ℃で一晩培養した。 

 

３�２�３ 酵母及び植物への遺伝子導入による耐塩性の強化 

a) 酵母及び植物発現ベクターへの導入 

① インサートの調整 

  酵母用の発現ベクターである pYES2 (Invitrogen) へマングリン cDNA のクローニングを

行うため、マングリン cDNA の組み込まれた SK を制限酵素 EcoRI と XhoI で切断した。また、

植物用発現ベクターである pAB35S (Ishiguro and Nakamura 1994) へマングリン遺伝子のクロ

ーニングを行うため、制限酵素 KpnI で切断した後、T4 DNApolymelase で fill in し、制限酵

素 XbaI で切断した (Fig. 3-5)。1.5% アガロースゲルで電気泳動を行い、得られたバンドをそ

れぞれ切り出し、グラスミルクによる精製を行った。フェノール抽出、エタノール沈殿で精製し、

TE buffer 10 µl に懸濁した。 

② ベクターの調整 

  pYES2 1 µg を制限酵素 EcoRI と XhoI で切断した。また、pAB35S を制限酵素 SacI で切

断した後、、T4 DNA polymelase で平滑化し、制限酵素 XbaI で切断した。0.5%アガロースゲル
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で電気泳動を行い、得られたバンドをそれぞれ切り出し、グラスミルクによる精製を行った。フ

ェノール抽出、エタノール沈殿で精製し、TE buffer 10 µl に懸濁した。 

③ ライゲーションとクローニング 

 3-2-2 b) ③ と同様の方法でライゲーション、及び塩基配列の確認を行った。 

b) 酵母への遺伝子導入、及び組み換えタバコ培養細胞、植物体の作出 

 a) で得たマングリン cDNA を組み込んだ酵母発現ベクター、及び植物発現ベクターをそれぞ

れエレクトロポレーション、及びアグロバクテリウム法で酵母、タバコ培養細胞、及びタバコ植

物体に導入した。 

 

c) 耐塩性の評価 

① マングリン形質転換酵母の耐塩性評価 

 マングリン cDNA を導入した酵母、及びコントロールとしてベクターである pYES2 のみを導

入した酵母を、SC 液体培地 (Appendix) で吸光度 1.0 (OD600) まで培養した。この菌体懸濁液

を初期濃度が吸光度 0.1 (OD600) になるように SC galactose 液体培地 (Appendix)、および 

1.2 M NaCl を含む SC galactose 液体培地に植菌し、それぞれ生育曲線を作製した。 

② マングリン cDNA を導入したタバコ培養細胞の耐塩性評価 

  マングリン cDNA を導入したタバコ培養細胞、及びコントロールとして ベクターである pAB 

35S のみを導入したタバコ培養細胞を Linsmaier & Skoog (Lins) 液体培地(Linsmaier and 

Skoog 1965) (Appendix) で、300 ml フラスコに 80 ml の分量で、26 ℃、暗条件で往復振とう

培養 (70 rpm)した。1  週間ごとに新しい Lins 液体培地 80 ml に対し 1 ml の割合で植え継

いだ。植え継ぎから 7 日目の懸濁培養細胞液 1 ml を Lins 液体培地 (Linsmaier and Skoog 

1965)、及び 100、150 mM NaCl を含む Lins 液体培地に植え継ぎ、それぞれ 7 日間、および 13 

日間培養し、湿重量を測定した。 

③ マングリン cDNA を導入したタバコ植物体の耐塩性評価 

  100 µg/ml Km を含む MS 寒天培地 (Murashige and Skoog 1962) (Appendix) で生育した、

マングリン cDNA を導入したタバコ植物体、及びベクターである pAB 35S のみを導入したタバ

コ植物体の先端を、150 mM NaCl 及び 100 µg/ml Km を含む MS 寒天培地にそれぞれ植え継ぎ、

生育を比較した。 

 

３�２�４ 抗マングリン抗体の作成 

a) マングリン cDNA の大腸菌大量発現系ベクターへの導入 

 以下の操作を、pET system (Novagen) 及び pMAL protein fusion and purification system 

(NEB) を用いて行った。 

a)-1 pET 22b(+) ベクターへのマングリン遺伝子の導入による 6×His-Tag の付加 

① インサートの調整 

 マングリン遺伝子の組み込まれた SK を template として、制限酵素 NdeI のサイトを含む 

IMP-A27F-L プライマーと XhoI のサイトを含む pETA27Xho プライマーを用いて PCR を行った。

Template 10 ng、 IMP-A27F-L プライマー 6 pmol、 pETA27Xho プライマー 6 pmol、2.5 mM dNTP 

mix 2.4 µl、10×LA PCR buffer (Takara) 3 µl、25 mMMgCl2 2.3 µl を滅菌水で 30 µl にメ

スアップして混ぜ、95 ℃ 2 分間の熱変性を行った後、 LA Taq polymerase (Takara) 1 unit を

加え、92 ℃ 30 秒、52 ℃ 30 秒、72 ℃ 1 分 の反応を 22 サイクル行った。フェノール抽出

を行った後、酢酸アンモニウムを用いてエタノール沈殿を行い、滅菌水 180 µl に懸濁した。

さらに酢酸アンモニウムを用いてエタノール沈殿を行い、滅菌水 10 µl に懸濁した。得られた 

DNA 溶液 5 µl と 10×H buffer 5 µl 、制限酵素 NdeI 10 units、制限酵素 XhoI 10 units を
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滅菌水で 50 µl にメスアップし、37 ℃ 2 時間切断し、電気泳動、切り出した後、定量した。 

② ベクターの調整 

 ベクターとして pET 22b(+) (Novagen)  1 µg、10×H buffer 5 µl 、制限酵素 NdeI 10units、

制限酵素 XhoI 10 units を滅菌水で 50 µl にメスアップし、37 ℃ 2 時間切断し、電気泳動、

切り出し、定量を行った。 

③ ライゲーション 

 インサート 15 ng とベクター 10 ng を TE 4 µl に懸濁し、3-2-2 b) ③ と同様の方法でラ

イゲーション、及び塩基配列の確認を行った (Fig. 3-6)。 

a)-2  pMAL c2x ベクターへの  6× His-Tag 付きマングリン遺伝子の導入による 

maltose-binding protein (MBP) Tag の付加 

① インサートの調整 

 マングリン遺伝子の組み込まれた pET 22b(+) を template として、A27-M-F プライマーと 

XbaI のサイトを含む pMAL-H-R プライマーを用いて PCR を行った。方法は a)-1 に示したもの

と同様に行った。PCR 後、フェノール抽出、酢酸アンモニウムを用いてエタノール沈殿を行い、

滅菌水 180 µl に懸濁した。さらに酢酸アンモニウムを用いてエタノール沈殿を行い、滅菌水 10 

µl に懸濁した。得られた DNA 溶液 5 µl と 10×PNK buffer 2 µl 、rATP 2 µl、PNK 5 units 

を滅菌水で 20 µl にし、37 ℃ 30 分間の反応を行った。次に、10×T4 DNA polymelase buffer 

5 µl 、T4 DNA polymelase 1 unit、Klenow fragment 1 unit を加え、滅菌水で 50 µl にメス

アップし、37 ℃ 30 分間、反応を行った。65 ℃ 15 分間熱失活させた後、フェノール抽出、酢

酸アンモニウムを用いてエタノール沈殿を行い、滅菌水 10 µl に懸濁した。これに、10×H 

buffer 5 µl 、制限酵素 XbaI 10 units を加え、滅菌水で 50 µl にメスアップして 37 ℃ 2 時

間切断し、電気泳動、切り出し、定量を行った。 

② ベクターの調整 

  ベクターとして pMALc2x (NEB) 1 µg、10×M buffer (Takara) 5 µl 、制限酵素 XmnI10 units、

制限酵素 XbaI 10 units を滅菌水で 50 µl にメスアップし、37 ℃ 2 時間切断した。フェノ

ール抽出を行った後、酢酸アンモニウムを用いてエタノール沈殿を行い、滅菌水 16 µl に懸濁

した。ここに、10×TsAP buffer 2 µl、25 mM MgCl2 2 µl、TsAP 1 µl を加え、37 ℃ 30 分間

の反応を行った。次に、stop buffer 2 µl を加え、65 ℃15 分間熱処理し、TsAP を失活させ

た。フェノール抽出、酢酸ナトリウムを用いてエタノール沈殿を行い、電気泳動、切り出し、定

量を行った。 

③ ライゲーション 

 3-2-2 b) ③ と同様の方法でライゲーション、及び塩基配列の確認を行った (Fig. 3 7)。得

られたプラスミドを pMAL-mangrin-His とした。 

a)-3 大腸菌によるマングリンタンパク質の合成 

 a)-2 で得られた pMAL-mangrin-His を大腸菌 (DE3) に導入し、LB 寒天培地で培養を行った。

形成されたシングルコロニーを、試験管に入った 1.5 ml Rich 培地 (Appendix) に植菌し、37 �C 

で一晩、前培養を行った。前培養した菌体液 3 ml を 1 l 三角フラスコに入った 300 ml Rich 培

地に植菌し、37 �C で吸光度 0.5~0.7 (OD600) まで培養を行った。菌体液を 20 �C まで冷却し、

終濃度が 1 mM になるように IPTG を加え、20 �C で 3 時間、タンパク質の発現の誘導を行っ

た。尚、培地にはすべて 50µg/ml Amp、および 1 g/l glucose を加えた。 

b) マングリンタンパク質の精製 

① 6×His Tag による精製 

  a)-3 で得られた菌体液を遠心管に移し、4 �C、5000 rpm、5 分間の遠心により菌体の集菌を

行った。上澄みを捨て、残ったペレットを培養液の 1/10 量の His bindingbuffer で懸濁した。
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以下の操作はすべて氷水中で行った。冷却した菌体懸濁液を超音波破砕機 (ultrasonic 

disruptor UD-210, TOMY) を用いて、OUT PUT 5、DUTY 0.7、3 分間の条件で破砕し、破砕液を

遠心管に移し、4 �C、15000 rpm、15 分間の遠心を行った。上澄みを集め、ニッケルカラムに通

したのち、カラムを支持体量の 10 倍量の His binding buffer で洗浄した。次に 6 倍量の wash 

buffer で洗浄した。さらに 1/5 倍量の elute buffer を流した後、2 倍量の elute buffer で

抽出を行った。Buffer はすべて His・Bind Kits (Novagen) を用いた。 

② MBP Tag による精製 

 ① で得た抽出液にリン酸バッファー (Appendix) を加え、液量が抽出液の 3 倍量になるよう

に調整した後、1,4-dithiothreitol (DTT) を終濃度 1 mM になるように加え、アミロースカラ

ムに通した。支持体の 3 倍量のリン酸バッファーで洗浄した後、 1/5 倍量の 10 mM マルトー

スを含むリン酸バッファーを流し、2 倍量の 10 mM マルトースを含むリン酸バッファーで抽出

を行った。 

③ Factor Xa による MBP Tag の切断 

 ② で得た抽出液を、タンパク質濃度が 1 mg/ml 以下になるようにリン酸バッファーで希釈し

た。タンパク質量の 1/500 量の Factor Xa (NEB) を加え、4 �C で一晩反応を行った。12% 

SDS-PAGE で電気泳動を行い、coomassie brilliant blue R-250 (CBB-R250) (ICN) で染色して

精製度の確認を行った。 

④ SDS-PAGE によるマングリンタンパク質の分離 

②で得た Factor Xa 処理後のタンパク質溶液に、1/2 倍量の 3×SDS sample buffer(Appendix) 

を加え、65 �C 5 分間処理した。15% SDS-PAGE 電気泳動を行った。精製したマングリンタンパ

ク質は 17 KDa にシングルバンドで検出される。そこで、電気泳動後のゲルから目的のバンドの

切り出しを行った。以下の操作はクリーンベンチ内で無菌的に行った。始めに電気泳動後のゲル

を 4 �C の滅菌水に 15 分間浸け、SDS を抜いた。次に、0.025% CBB R-250 水溶液に目的のバ

ンドが確認できるまで浸けた。バンドの部分を切り出し、80% エタノールに 10 分間浸け、滅菌

と脱染色を行った。さらに滅菌水に浸け、エタノールを抜いた。ゲルをメスで細かく切り、500 µl 

マイクロチューブに移した。マイクロチューブの底に針で穴をあけた後、遠心を行い、細かく砕

かれたゲルを回収した。さらに少量の PBS buffer (Appendix) を加え、ゲルをガラスホモジェ

ナイザーを用いてホモジェナイズした。これを抗原として抗マングリン抗体を作成した。 

c) ウサギ抗マングリン抗体の作成 

① ウサギへの抗原の投与 

 ウサギは日本白色種、雄、2 kg (スカフラット) を二羽使用した。始めに耳の動脈から部分採

血を行い、免疫前の血清を分離した。マングリンタンパク質 140 µg 及び 200 µg の入ったアク

リルアミドゲル破砕液 850 µl 及び 1250 µl を等量のアジュバント, コンプリート, フロイン

ト (Wako) と混ぜ、ウサギの背中皮下に約 30 µl ずつ全量を投与した (Fig. 3-8 A)。２週間

後、前回と同様に耳から採血し (Fig. 3-8 B)、免疫後二週間の血清の分離を行った。マングリ

ンタンパク質 250 µg 及び 310 µg を同様に投与した (Fig. 3-8 C)。ただし、始めに 200 µg、

２週間目に 310 µg を投与したウサギは、10 µg を foot pad に投与した (Fig. 3-8 D)。さら

に一週間後、採血、血清の分離を行った。一週間後、破砕されたゲルを除いたマングリンタンパ

ク質溶液を耳から静脈注射で投与した。一週間後、ウサギの全採血を行い、血清の分離を行った 

(Fig. 3-8 E, F)。 

② ウェスタンブロットによるウサギ抗マングリン抗体の抗体価の解析 

 マングローブ培養細胞から抽出したタンパク質溶液、及び精製したマングリンタンパク質を 

15% SDS-PAGE で電気泳動を行い、Hybond ECL nitrocellulose membrane (Amersham) に blot し

た。① で得た免疫前の血清、免疫後二週間の血清、及び免疫後四週間の血清を用いてウェスタ
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ンブロットを行い、抗体価を調べた。 

 

３�２�５ ウェスタンブロットによるタンパク質の発現の解析 

 AA 培地 20 ml が入った 100 ml フラスコに、植え継ぎ後 2 週間のマングローブ懸濁培養細

胞を 5 ml 植え継いだ。植え継ぎから三日後、培地に NaCl を 100 mM、及び 200 mM になるよ

うに、また sorbitol を 200 mM、及び 400 mM になるようにそれぞれ添加した。添加した時間

を 0 時間として 0、3、6、12、24、48 時間後に細胞を回収し、細胞 0.5 g (fresh weight) か

ら FastPROTEIN RED Kit (フナコシ) を用いてタンパク質の抽出を行った。マングリンタンパク

質の発現の解析はウェスタンブロットで行った。マングリンタンパク質は、1 レーン当たり 10 

µg となるように調整し、0.1% SDS を含む 15％ ポリアクリルアミドゲルで電気泳動を行った。

泳動後のポリアクリルアミドゲルは stacking gel 及び running gel の外側 1 mm を切り離し、

WBT buffer(Appendix) に 15 分間浸した後、セミドライトランスファー装置 (BE-330 型, Bio 

craft) の陰極側に、WBT buffer に浸した 3 MM 濾紙 (Whatman) 3 枚、ポリアクリルアミドゲ

ル、Hybond ECL nitrocellulose membrane、WBT buffer に浸した 3 MM 濾紙 3 枚の順に重ねた。

陽極側をかぶせた後、セミドライパワー (BP-312 型, Bio craft) で電圧を 2 時間 30 分かけ、

nitrocellulose membrane を剥がして TBS-TS buffer (Appendix) に入れ、1 時間洗った。さら

に TBS buffer (Appendix) に入れ、15 分間づつ 2 回洗浄した。次に、タンパク面を上にして

プラスチックシャーレに移し、TBS-block buffer (Appendix) を入れて 4 �C で一晩静置した。

Buffer を TBS-anti buffer  (Appendix) に替え、nitrocellulose membrane のタンパク面を下

にして 20 分間洗浄した後、buffer を一次抗体の入った TBS-anti buffer に替え、室温、30 

strokes/min で 2 時間反応を行った。反応後、TBS-TS buffer に入れ、20 分間づつ、3 回洗浄

した。タンパク面を下にしてプラスチックシャーレに移し、TBS-anti buffer を入れて、30 分

間づつ、2 回洗浄した。次に buffer を、100000 倍に TBS-anti buffer で希釈した二次抗体 

(anti rabbit IgG,  peroxidase linked whole antibody, Amersham pharmacia) に替え、室温、

30 strokes/min で 2 時間反応を行った。反応後、TBS-TS buffer に入れ、20 分間づつ、3 回

洗浄した。さらに TBS buffer に入れ、20 分間づつ 2 回洗浄した。洗浄はすべて室温、30 

strokes/min の条件で行った。検出は ECL Plus western blotting detection reagents (Amersham 

pharmacia) を用い、X 線フィルム (Kodak) で露光した。 

 

３�３ 結果及び考察 

 

３�３�１ マングリンによる環境ストレス耐性の向上 

a) マングリン形質転換大腸菌の浸透圧ストレス耐性の評価 

 マングリン cDNA を導入した形質転換大腸菌、及びベクターのみを導入した形質転換大腸菌を、

通常の培地、及び 800 mM sorbitol を含む培地で培養した結果、両形質転換大腸菌とも通常の

培地では同等の生育を示すのに対し、800 mM sorbitol を含む培地ではベクターのみを導入した

形質転換大腸菌の生育はマングリン形質転換大腸菌の生育に比べ著しく抑制された (Fig. 3-9)。

このことからマングリンは大腸菌の浸透圧ストレス耐性を強化することで、NaCl に対する耐性

を向上させていることが明らかになった。ベクターのみを導入した形質転換大腸菌を 800 mM 

sorbitol を含む培地に菌体数が 104 になるようにスポットした場合、わずかではあるが生育が

見られた。これは菌体数が多くなると、1 菌体あたりにかかる浸透圧ストレスが軽減するためで

はないかと考えられる。このことは、遺伝子のストレス耐性強化機能について、大腸菌を用いて

スポットテストにより評価を行う場合、培地の面積あたりの菌体数をストレスの強さにあわせて

考える必要があることを示している。 
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b) マングリン形質転換大腸菌の熱ストレス耐性の評価 

 マングリン形質転換大腸菌の耐熱性を生育曲線で評価した結果の図を示す (Fig. 3 10)。37 �C 

で培養を行った場合、コントロールとマングリン形質転換大腸菌の生育には、到達する菌体濃度

に差が見られたものの、生育速度には差がほぼ見られなかった。これに対し、40 �C で培養を行

った場合、マングリン形質転換大腸菌の生育は 37 �C で培養を行った場合とほとんど変わらな

いのに対し、コントロールでは菌体の生育速度、及び到達する菌体濃度が著しく抑制された。こ

のことから、マングリン cDNA を導入することにより大腸菌の耐熱性も強化されることが明らか

になった。 

c) マングリン形質転換大腸菌の凍結耐性の評価 

 ベクターのみを導入した形質転換大腸菌の菌体液で凍結/融解を繰り返したところ、1 回の凍

結/融解操作でコロニー数の減少が見られ、8 回の凍結/融解操作でコロニーはほぼ形成されなく

なった。これに対し、マングリン形質転換大腸菌では、5 回の凍結/融解操作でコロニー数のわ

ずかな減少が見られたが、コントロールと比較すると明らかに優位なコロニー形成数の差が見ら

れた (Fig. 3-11)。このことからマングリン cDNA を導入することにより大腸菌の凍結耐性も向

上することが明らかになった。 

 

３�３�２ マングリンの機能領域 

 マングリンのアミノ酸配列で、1-256、1-141、1-108、1-86、1-64、1-41、1-15 番目をコード

している cDNA の領域を SK にクローニングし、大腸菌に導入してその耐塩性の評価を行ったと

ころ、C 末端側は、87 番目のアミノ酸まで欠損してもマングリンの耐塩性強化機能にほとんど

変化がないことが明らかになった。さらに、C 末端側を 109、及び 87 番目のアミノ酸をコード

している領域まで欠損した cDNA について、N 末端側を 15、及び 34 番目のアミノ酸まで欠損

させ、さらに C 末端側が 87 番目のアミノ酸まで欠損した cDNA については 49 番目のアミノ

酸まで欠損させて耐塩性の評価を行ったところ、N 末端側は 15 番目のアミノ酸まで欠損しても

マングリンの耐塩性強化機能にほとんど変化がないことが明らかになった (Fig. 3-12)。 

 これらのことから、1-15、及び 87-256 番目のアミノ酸は欠損させてもマングリンの耐塩性強

化機能は失われない、つまり、16 から 86 番目までのアミノ酸配列が含まれる領域が存在すれ

ば、マングリンは機能するということが明らかになった。 

 

３�３�３ マングリン cDNA の導入による酵母、タバコ培養細胞、タバコ植物体の耐塩性強化 

a) マングリン cDNA の導入による酵母の耐塩性強化 

 マングリン cDNA を導入した形質転換酵母、及びベクターのみを導入した形質転換酵母を、通

常の培地、及び 1.2 M NaCl を含む培地で培養し、生育曲線を作成した結果、マングリン形質転

換酵母は通常の培地でコントロールに比べて菌体が早く生育し始め、生育速度はほぼ同じだが、

最終的な菌体濃度がコントロールの約 1.5 倍になった。さらに 1.2 M NaCl を含む培地ではコ

ントロールに比べて、生育開始時期、生育速度、最終的な菌体数のすべてが良好で、最終的な菌

体数はコントロールの約 2 倍になった (Fig. 3-13)。このことからマングリンは大腸菌の耐塩

性だけでなく酵母の耐塩性も向上させる機能を有することが明らかになった。 

b) マングリンによるタバコ培養細胞の耐塩性の強化 

 マングリン cDNA を導入したタバコ培養細胞、及びコントロールとして ベクターである pAB 

35S のみを導入したタバコ培養細胞を 150 mM NaCl を含む Lins 培地で 13 日間培養したとこ

ろ、コントロールの細胞は通常の Lins 培地で培養したときに比べ、fresh weight が約 50% に

なるが、マングリン cDNA 組み換え培養細胞は通常の Lins 培地で示したものとほぼ同等の生育

であった (Fig. 3-14)。このことからマングリンは酵母だけでなく、タバコ培養細胞の耐塩性も
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強化する機能を有することが明らかになった。 

 また、Lins 液体培地で 7 日間培養を行った場合、マングリン cDNA 組み換え培養細胞の中に、

コントロールに比べて生育のよいものが得られた。3-2-3 a) においてマングリン形質転換酵母

も通常の培地でコントロールに比べて良好な生育を示していることから、マングリンを導入する

ことによりその形質転換体の生育がよくなる可能性が考えられた。 

c) マングリンによるタバコ植物体の耐塩性強化 

 150 mM NaCl を含む培地におけるマングリン cDNA を組み込んだタバコ植物体の生育は、コン

トロールの植物体に比べて良く、葉や茎の成長だけでなく発根状態についても顕著な生育の差が

見られた (Fig. 3-15)。このことから、マングリンが植物体レベルでもその耐塩性を上昇させる

機能を有することが確認された。 

 

３�３�４ 抗マングリン抗体の作成 

a)ニッケルカラム、及びアミロースカラムを用いたマングリンタンパク質の精製 IPTG により

タンパク質の発現誘導をかけた大腸菌の crude extract からマングリンタンパク質の精製を行

った。精製の各段階でタンパク溶液を採取し、12% SDS PAGE で泳動を行い、CBB R-250 で染色

した (Fig. 3-16)。 始めに MBP と マングリン と His・Tag の融合タンパク質をニッケルカ

ラムを用いて精製した。His elute buffer で溶出すると、カラム支持体量の 2~3 倍量で最も多

くタンパク質が流出した。次にアミロースカラムを用いて精製を行った。非特異的にカラム支持

体に吸着し、ニッケルカラムのみでは排除できないタンパク質のバンドが Fig. 3-16 His elute 

3 の lane には現れているが、tag の種類を変え、もう一度精製することにより抗体作成に用い

られるまで精製することができた (Fig. 3-16 Mal elute lane) 。このタンパク質溶液に Factor 

Xa を加え、4 �C で一晩反応を行うことにより、およそ 17 KDa にマングリンタンパク質のバン

ドが得られた (Fig. 3-16 +Factor Xa lane)。 

b)ウサギ血清中の抗マングリン抗体価の測定 

 免疫前のウサギの血清と免疫後二週間、及び四週間の血清を用いてウェスタンブロットを行っ

た結果、免疫後四週間の血清を一次抗体として 16000 倍希釈して用いてもバンドが検出できる

まで抗体価が上昇していることが確認できた (Fig. 3-17)。検出されたバンドの位置は、lane 1 

のマングローブ培養細胞から抽出されたタンパク質ではマングリンの全長タンパク質のアミノ

酸数から推定される 29 KDa よりも小さい位置 (23 KDa) に出ており、マングリンタンパク質が

マングローブ培養細胞内で何らかの因子により切断されている可能性が考えられた。 

 

３�３�５ B. sexangula 懸濁培養細胞におけるマングリンタンパク質の発現の NaCl、及び 

sorbitol の影響 

 NaCl ストレス、及び sorbitol (浸透圧) ストレスを B. sexangula 懸濁培養細胞に与えたと

きのマングリンタンパク質の発現をウェスタンブロットにより解析した結果、100 mM NaCl、及

び 200 mM sorbitol を加えた培養細胞では、わずかではあるが 48 時間後に発現量の増加が見

られ、また、200 mM NaCl、及び 400 mM NaCl を加えた培養細胞では、同様にわずかではあるが 

24 時間後に発現量の増加が見られた (Fig. 3-18)。 

  すべての培養細胞で 3 時間後にわずかな発現量の増加が見られるが、コントロールでも増加

していること、また、マングリン mRNA が希釈効果で顕著に発現量が増加することからもおそら

く培地や NaCl、sorbitol 溶液を加えたときの希釈効果により発現が増加したのではないかと考

えられた。 

  マングリン mRNA の発現は 100 mM NaCl を加えてから 30 分から 1 時間で発現量が上昇し、

12 時間目を越えて発現量が増加することがウエスタンブロットハイブリダイゼーションにより
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明らかになっている。しかし、今回行ったウェスタンブロットではあまり発現量の増加は見られ

なかった。この結果からは、実際に mRNA 量が増加しているのにタンパク質量が増加しないのか、

もしくは NaCl や sorbitol ストレスによる発現量の増加が、もとから発現し、培養状態で発現

量がかわるマングリンタンパク質のために検出できないという二通りの考え方ができる。このた

め、今後 B. sexangula 懸濁培養細胞の培養時間とマングリンタンパク質の発現量の関係を調べ

る必要がある。 

 

第４節 結論 

 

 本研究は B. sexangula の耐塩性に関与する遺伝子をクローニングすることで、B. sexangula 

の耐塩性に関する遺伝子レベルでの知見を得ることと、それを利用して高等植物の耐塩性を強化

することを目指したものである。 第２節において NaCl の添加により、mRNA 量が増大する遺

伝子の断片 を 7 個、 減少する遺伝子断片を 10 個をクローニングすることに成功した。これ

らの遺伝子群の配列からデータベースを用いてその機能を予測することは不可能であった。しか

し、NaCl の添加で発現量が制御されているということは、これらの遺伝子が何らかの形で B. 

sexangula の NaCl 存在下における生育に影響を与えているものと考えられた。Race 法を用い

て、得られた cDNA の完全長の塩基配列をクローニングすれば、これらの cDNA に関するより詳

細な知見が得られると考えられた。 

 第３章で得られたマングリンには、大腸菌、酵母、タバコ培養細胞、タバコ植物体の耐塩性を

強化する機能を有することが確認された。サザンハイブリダイゼーション解析を行った結果、マ

ングリンはヒルギ科マングローブ植物に特異的に存在することが示唆されたことから、恐らくマ

ングリンはヒルギ科マングローブ植物が陸上から汽水域へと生育の場を変えるという進化の過

程で獲得したタンパク質の１つであると考えられた。マングリンを実用化するためには以下に示

す課題を解決する必要がある。 

① どのような機構でマングリンが各種生物の耐塩性を強化するのか？ 

 これが明らかになれば、マングリンの機能強化にもつながると考えられ、マングリン導入植物

の耐塩性をさらに高めることができると思われる。 

② 環境への影響、安全性 

 一般の遺伝子組み換え植物と同様にその環境への影響、食品としての安全性を確認する必要が

ある。 

 これらの課題を解決することでマングリンを「農業における生産性の向上」や「砂漠の緑化」

等の分野に利用できると考えられる。 
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第３章 有用遺伝子群のカタログ化 

 

第４章 苛酷環境下における菌根菌の探索・同定手法の確立 

 

まえがき 

高塩、乾燥などのストレス条件下で成育している植物に共生するアーバスキュラー菌根菌

（AM 菌）はこのような植物の環境耐性付与に大きな役割を担っていると考えられる。そこ

で、本年は乾燥耐性付与に関係する菌根菌相を解明する準備段階として、苛酷環境下におけ

る菌根菌の探索・同定手法の確立を目指した。沖縄県の海浜植物に共生している AM 菌の菌相

を DNA 解析によって求め、優占種を判定するとともに、感染根からの AM 菌の分離培養を行っ

た。 

 

① 要約 

高塩、乾燥などのストレス環境下で成育している植物に共生するアーバスキュラー菌根菌（AM

菌）は、これらの植物の環境耐性付与に欠かせないものであり、このような AM 菌の利用は、ス

トレス環境下での緑化技術の開発に資するものと考えられる。そこで、本研究では海浜植物の

AM 菌相を感染根を対象とした DNA 解析によって調査し、優占種を判定するとともに、感染根を

接種源として AM 菌の分離培養を行った。 

2002 年 12 月 12 日、沖縄県玉城村の海岸において、グンバイヒルガオ（ヒルガオ科）、ハマア

ズキ（マメ科）、キシュウスズメノヒエ（イネ科）3 種の植物について根の採取を行った。 

各サンプルの細根から CTAB 法により DNA を抽出した。この抽出 DNA を鋳型とし�AM 菌の 18S 

rDNA に対して高い特異性を持つプライマーAM1 とユニバーサルプライマーNS31 を用いて PCR を

行い、感染根から AM 菌に特異的な DNA 部位（約 550 bp）を増幅した。 

PCR 産物は複数種の AM 菌由来の DNA の混合物と考えられるため、まず、PCR 産物のクローニ

ングを行った。1 サンプルあたり 12 個のコロニーを無作為に選抜し、それぞれの菌株から抽出

した DNA をテンプレートとし、ベクターのシークエンスプライマーを用いて PCR を行った。その

結果、計 143 個の PCR 産物得られ、これらを制限酵素 Hinf I と Rsa I でそれぞれ切断し、断片

長によるグループ分けを行ったところ、5グループ（Type A-E）に分けられた。このうちグンバ

イヒルガオとハマアズキでは Type A が、キシュウスズメノヒエでは Type B がそれぞれ優占して

いた。各グループの代表サンプルについて、シークエンスデータを得、GenBank のデータベース

から得たAM菌由来の配列とともにneighbor joining法により作成した系統樹を用いて系統解析

を行ったところ、Type B はＧlomus intraradices と同種、もしくは近縁種と同定され、Type A

も遺伝学的に Type B と近縁な関係にあることが示された。この結果、海浜というストレス環境

下で近縁な系統の AM 菌が特異的に植物と共生している実態が明らかとなった。 

グンバイヒルガオの細根を接種源としてアルファルファのポット培養を行い、AM 菌の増殖を

行ったところ、直径約 80 µm の薄黄色の胞子の増殖が確認された。今後は増殖に成功した AM 菌

胞子について、単胞子由来の純系菌株を作成し、菌株の同定を行うとともに、これらの菌株をス

トレス環境下での植物育成試験に供試する予定である。 

 

Symbiotic relationship with arbuscular mycorrhizal (AM) fungi is most important for 

the plants growing under stressed conditions like high salinity or drought.  Hence, 

utilization of the AM fungi is effective on the development of greening techniques in such 

environment.  In this study, composition of AM fungi in roots of coastal plants was 
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examined to give the dominant species using DNA analysis technique.  Moreover, propagation 

of AM fungi from roots was attempted. 

On 12th December, 2002, root samples from 3 plant species, Ipomoea pes-caprae 

(Convolvulaceae), Vigna marina (Leguminosae) and Paspalum distichum (Poaceae) were 

collected in a coast in Tamagsku, Okinawa Pref.  DNA was extracted from each sample by 

CTAB method, then PCR products ca. 550 bp were obtained using universal primer NS31 and 

specific primer AM1, which is highly specific to 18S rDNA of AM fungi.  

Since, the PCR products were mixtures from several fungal species, DNA cloning was 

applied to isolate each PCR product for each sample using pT7Blue vector.  Twelve clones 

were randomly selected in each sample, then PCR products were obtained for each clone using 

sequence primers of the vector.  In total, 143 PCR products were obtained, which were 

divided into 5 groups (Type A-E) depending on the Restriction Fragment Length Polymorphism 

(RFLP) from Hinf I and Rsa I.  Among them, Type A was dominant in I. pes-caprae and V. 

marina, and Type B was dominant in P. distichum.  Some representatives of each RFLP type 

were sequenced, then phylogenetic relation of the AM fungi was analyzed with the data of 

AM fungi in GeneBank database using a neighbor-joining phylogenetic tree.  The analysis 

revealed that the fungi of Type B are G. intraradices or its closely related species and 

Type A is also relatively close to Type B.  The result indicates that relatively related 

AM fungal species are dominant in the coastal plants growing in the stressed condition. 

Propagation of yellowish spores with diameter of approximately 80 µm was achieved from 

fine roots of I. pes-caprae using alfalfa as host plants.  Thereafter, we have plans to 

establish the pure cultures from the obtained single spores followed by the identification 

of the cultures and inoculation to the plants under the stressed conditions. 

 

目的 

 

乾燥、高塩などのストレス環境下にみられる植生は、一般に特異な種から構成されており、

種数も少ないことが多い。このような植物の多くはアーバスキュラー菌根菌（AM 菌）と共生す

ることが知られている（O’Connor et al. 2001, 2002）。この AM 菌はリン酸などの難溶性養分

を植物に供給する働きを持ち（Smith and Read 1997）、また AM 菌の感染によって植物の乾燥耐

性が高まることから（Nelson and Safir 1982, Busse and Ellis 1985）、AM 菌との共生は、こ

のような植物の環境耐性付与に欠かせない存在と考えられる。AM 菌の菌相は植生と対応してお

り、多様な植生がみられる森林では多様な菌相が、単一作物を栽培する農地では多様性の乏しい

菌相がそれぞれ報告されていることから（Helgason et al. 1998）、ストレス下で数種の植物に

よって構成される植生では AM 菌相にも特異な種あるいは系統の優占など、何らかの特徴が見ら

れる可能性が考えられた。そこで、本研究では乾燥ストレスを強く受けていると考えられる海浜

植物を対象として AM 菌相を調査し、優占種の判定を行った。 

従来、AM 菌相は土壌中に形成される胞子の分布を調べることで推定されてきた。しかし、AM

菌には、種および系統によって胞子をよく形成するものと、そうでないものとがあり、胞子調査

では感染根内の菌相の把握に限界があることが問題とされてきた。菌の種類によって vesicle、

arbuscule の数、内部菌糸の太さなどの感染形態が異なるため、これらの特徴を元に、感染根内

の菌を同定することが可能な場合もある（Abbott 1982）が、これは事前に存在する菌の種類と、

それぞれの菌の形態的特徴が明らかになっている場合に限られ、生態調査の際にはあまり実用的

でない。 
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これらの問題点を解決する方法として、感染根内の AM 菌由来の DNA を調べる方法がある。PCR

法の開発によりごく少量の DNA から特定の部位を増幅することが可能になり、AM 菌についても

VANS1（Simon et al. 1992）など、さまざまなプライマーが開発されてきたが、従来のものは

AM 菌内での汎用性に問題があり、生態調査には不向きであった。そのような中、Helgason et al. 

(1998)は AM 菌の 18S rDNA 部位に高い特異性をもつプライマー（AM1）を開発した。このプライ

マーはAM菌全般にわたって概ね適用が可能であり、AM菌に対する選択制もかなり高いことから、

感染根からさまざまな種類の AM 菌が検出可能であることが示された（Daniell et al. 2001）。

このプライマーの適用によって、感染根の中にどのような菌がどういった比率で存在しているか

について、DNA の比率という形で示すことが可能となった。 

そこで、本研究ではプライマーAM1 を適用して、海浜植物に共生する AM 菌の調査を行い、優

占種の判定を行った。また、このようなストレス環境下で優占が認められた AM 菌は同様の環境

で植生を再生する際に高い効果をもつ可能性が考えられる。そこで、本研究では採取した海浜植

物の感染根を接種源とした AM 菌の分離培養も行った。 

 

材料および方法 

 

1. サンプリング 

2002 年 12 月 12 日、沖縄県糸満市玉城村の海岸を調査地とした。ここにはヒルガオ科

（Convolvulaceae）のグンバイヒルガオ（Ipomoea pes-caprae）を主体とする植生群落が点在し

ており、その中のひとつにサンプリングプロットを設けた。プロット内にはグンバイヒルガオが

優占し、その中にマメ科（Leguminosae）のハマアズキ（Vigna marina）とイネ科（Poaceae）キ

シュウスズメノヒエ（Paspalum distichum）の 2種が点在して見られた（図-1）。群落の海側の

縁を 1 辺とする 10 m x10 m のプロットを設置し、グンバイヒルガオ、ハマアズキ、キシュウス

ズメノヒエ 3種の植物について根の採取を行った（図-2）。グンバイヒルガオについては群落の

海側の一辺から 2.5、7.5 m の距離のライン状に 2.5 m 間隔で 4 箇所ずつ、計 8箇所のサンプリ

ング箇所を設け、それぞれ、10x10（cm）の範囲で深さ 10 cm の中に存在する根を土壌とともに

採取した。ハマアズキとキシュウスズメノヒエについてはそれぞれ 3箇所ずつランダムにサンプ

リング箇所を設け、同様に根を採取した。 
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グンバイヒルガオ    ハマアズキ      キシュウスズメノヒエ 

 

 

図-1 供試植物 

 

図-2 各植物のサンプリング位置 

1- 8：グンバイヒルガオ、9-11：ハマアズキ、12-14：キシュウスズメノヒエ 

 

 

 

2. 土壌分析 

グンバイヒルガオの根を採取した 8 箇所の根系土壌について、含水率、pH (H2O)、電気伝導度（EC）、

可給態リン酸含量（トルオーグ法）をそれぞれ測定した。 
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3. DNA 解析 

1）DNA 抽出、精製 

各サンプルから約 200 mg（生重）の細根を無作為に取り出し、CTAB 法によって DNA を抽出した。

抽出 DNA にはタンパク質などの混入が考えられたので、DNA Purification Kit （TOYOBO; PUR-101）

を用いて精製後、50 µl の TE buffer に溶解した。 

 

2）プライマーAM1、NS31 を用いた PCR 法による DNA の増幅 

上記の抽出 DNA5 µl を鋳型とし、AM 菌の 18S rDNA に対して高い特異性を持つプライマーAM1（5’- 

GTT TCC CGT AAG GCG CCG AA –3’）とユニバーサルプライマーNS31（5’- TTG GAG GGC AAG TCT GGT GCC 

-3’）を用い、PCR 法によって、感染根から AM 菌に特異的な DNA 部位（約 550 bp）の増幅を行った。

PCR の反応条件は表-1 に示した。 

 

表-1  PCR の反応条件 

反応液組成
µl

µl

µl

µl

µl
µl
µl

反応条件
94℃ 2 mi n
94℃ 20 sec
58℃ 30 sec 30 cycl e
72℃ 45 sec
72℃ 5 mi n

D. W.

TaKaRa Taq Ex Hot  St ar t

5

4

0. 25

0. 25
0. 25

40

Templ at e

0. 25

pr i mer  ( AM1: 100 pmol /ul )
pr i mer  ( NS31: 100 pmol /ul )

Buf f er

dNTP

 

感染根から抽出した DNA を鋳型とし、プライマーAM1 と NS31 を用いた 

 

3）PCR 産物のクローニング 

PCR 産物は複数種の AM 菌由来の DNA の混合物と考えられる。そこで、解析に供するための純化を

目的として、PCR 産物のクローニングを行った。クローニングには Novagen 社の pT7Blue Perfectly 

Blunt Cloning Kit を用いた。PCR 産物を挿入させたベクターを導入したコンピテントセル（大腸菌）

を IPTG（0.002％）、 X-gal（0.007％）、カルベニシリン（0.005％）、テトラサイクリン（0.0015％）

を混合した LB 培地に塗布し、Blue-White Selection により、1サンプルあたり 12 個のコロニーを無

作為に選抜した。これらのコロニー由来の菌株をグリセロールストックするとともに、それぞれの菌

株から抽出した DNA をテンプレートとし、ベクターのクローニングサイトの前後に相補的に結合する

シークエンスプライマー、T7 promoter (5’- TAA TAC GAC TCA CTA TAG GG-3’) と M13PrimerM4 (5’- 
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GTT TTC CCA GTC ACG AC-3’）を用いて PCR を行い、増幅産物の有無からクローニングの成否を判定

した。PCR の反応条件は表-2 に示した。 

 

表-2  PCR の反応条件 

反応液組成
µl

µl

µl

µl

µl

µl

µl

反応条件
94℃ 2 mi j n
94℃ 20 sec
55℃ 30 sec 30 cycl e
72℃ 1 mi n
72℃ 5 mi n

D. W.

TaKaRa Taq Ex Hot  St ar t

3. 00

2. 40

1. 00

23. 15

Templ at e

0. 15

0. 15

0. 15

pr i mer  ( AM1: 100 pmol /ul )

pr i mer  ( NS31: 100 pmol /ul )

Buf f er

dNTP

 

AM 菌由来の DNA をベクターpt7Blue に挿入したプラスミドを鋳型とし、 

プライマーT7 promoter と M13primerM4 を用いた 

 

4）RFLP 解析 

上記 PCR 産物を制限酵素 Hinf I と Rsa I でそれぞれ切断後、コスモアイ SV1210（マイクロチップ電

気泳動システム）を用いてフラグメント解析を行い、切断断片のパターンによるグループ分けを行っ

た。 

 

5) 相同性解析による同定 

上記の各グループの代表サンプルについて、グリセロールストックから LB 培地で菌体培養液を作

成し、ここから MagExtractor-Plasmid （TOYOBO）を用いてプラスミドを抽出した。抽出プラスミド

は濃度を 50 ng/µl に調整後、両鎖シークエンス解析をタカラバイオドラゴンジェノミクスセンター

に委託した。供与プラスミドを鋳型として、M13-47 プライマーおよび RV-M プライマーを使用し、 

Dye Terminator 法により、シークエンス反応を行った後、キャピラリーシークエンサーMegaBACE1000 

(Amersham Biosciences) を用いてシークエンスが実施された。各シークエンスデータについて、ア

メ リ カ 国 立 バ イ オ テ ク ノ ロ ジ ー 情 報 セ ン タ ー （ NCBI ） の ホ ー ム ペ ー ジ

（http://www.ncbi.nlm.nih.gov//）上でデータベース GenBank を用いてホモロジー検索を行い、得

られた AM 菌由来の同部位のシークエンスデータとともに Clustal W (Thompson et al. 1994)を用い

てマルチプルアライメントを行い、neighbor joining 法（Saitou and Nei 1987）による分子系統樹
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を作成した。系統樹の作成には Treeview (Page 1996)を用いた。 

 

4. AM 菌の分離培養 

グンバイヒルガオの根を接種源として AM 菌の分離培養を行った。培土には赤玉土小粒と川砂の等容

混合土を用い、これを 3.0 号ポットに 250 ml 充填後、オートクレーブ滅菌した。グンバイヒルガオ

の細根をすべてのサンプルから無作為に、総重量が約 200 mg（生重）となるように取り出し、超音

波洗浄したものを接種源とした。この洗浄根を上記のポットの深さ約 3 cm の部分に接種し、アルフ

ァルファの種子を5つ播種した。ポット培養は温室で12月 17日から3ヶ月行い、施肥は2週に一度、

液肥（ハイポネックス 6-6-6、1000 倍液）をかけ流して行った。 

 

 

結果 

 

1. 土壌分析 

土壌分析結果を表-3 に示した。サンプリングは雨天の中で行われたため、採取土壌は多少の水分を

含んでおり、平均含水率は 5.4％となった。石灰質を主体とする砂地のため pH（H2O）は 9.23 と高か

った。EC は平均 7.71（mS/m）となり、予想に反し低い値となったが、これは雨で砂が洗われていた

ことが原因と思われた。可給態リン酸含量は平均 1.79 となり、リン酸が極度に不足している環境で

あることが明らかとなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表-3 グンバイヒルガオ採集地根系土壌の土壌分析結果 

No. 含水率（％） EC (mS/m) リン酸（mg/100 g 乾土）

1 5.3 9.15 8.86 1.81 
2 5.6 9.29 7.07 1.92 
3 4.6 9.28 6.71 1.76 
4 5.1 9.24 7.85 1.79 
5 5.7 9.15 8.00 2.00 
6 5.2 9.30 7.72 1.70 
7 6.4 9.18 7.48 1.53 
8 5.0 9.29 8.00 1.84 

平均 5.4 9.23 7.71 1.79 
標準偏差 0.54 0.06 0.65 0.14 

pH（H2O)
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2. AM 菌相の調査 

グンバイヒルガオ 8サンプル、ハマアズキ 3サンプル、キシュウスズメノヒエ 3サンプル、それぞ

れから抽出した DNA について、AM1 と NS31 をプライマーとして PCR を行ったところ、グンバイヒル

ガオの 1 サンプル（No. 7）を除くすべてのサンプルで約 550 bp の DNA の増幅に成功した。それぞれ

の増幅産物について、12 個ずつのクローニング産物を無作為に選抜し、PCR 後、Hinf I と Rsa I の 2

種類の制限酵素による RFLP 解析を行ったところ、計 143 サンプルが 5 グループ（Type A-E）に分け

られた。各植物種毎にみると、グンバイヒルガオとハマアズキではいずれも Type A が約 80％と、高

い頻度で検出されたのに対し、キシュウスズメノヒエでは type B が約 70％と、植物種により傾向の

違いが認められた（表-4）。他の 3 type の検出頻度はいずれも 3％以下と低かった。 

それぞれのタイプから代表サンプルを選抜し、プライマーAM1 と NS31 による増幅部位のシークエン

スデータを得た（Type A: 15 サンプル、Type B: 13 サンプル、Type C: 2 サンプル、Type D: 1 サン

プル、Type E: 1 サンプル）。TypeA、TypeB ともに 10 サンプル以上からシークエンスデータを得たが、

いずれもまとまりのあるグループを構成しており、Hinf I と Rsa I の 2 種の制限酵素の切断断片長

によるグループ分けの妥当性が示された。これらのデータと GeneBank から得られた AM 菌由来のシー

クエンスデータにもとづき、neighbor-joining 法によって分子系統樹を作成した（図-3）。この系統

樹から、Type B はＧ. intraradicesと同種、もしくは近縁種とみなされ、Type A も遺伝的に Type B

と近縁な関係にあることが示された。感染根から抽出した DNA を鋳型としてプライマーAM1 と NS31

を用いた PCR を行い、増幅産物をクローニング後、各サンプルからそれぞれ 12 クローンを得た。こ

のクローニング産物を対象として、ベクターに相補的なプライマーT7と M4M13 を用いてPCR を行い、

増幅産物を Hinf I と Rsa I で切断し、断片長（RFLP）によるグループ分けを行った。 

 

表-4 感染根由来の AM 菌 DNA の RFLP タイプによるグループ分け。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B C D E

グンバイヒルガオ 1 9 1 1 0 0 
2 11 0 0 0 0 
3 8 0 0 0 1 
4 10 0 1 0 0 
5 11 1 0 0 0 
6 9 2 0 0 0 
8 4 7 0 1 0 

計 62 11 2 1 1 

(％) 80.5 14.3 2.6 1.3 1.3 

ハマアズキ 9 4 7 1 0 0 
10 10 0 0 0 0 

RFLP タイプの出現数
植物種 No. 
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11 12 0 0 0 0 

計 26 7 1 0 0 

(％) 76.5 20.6 2.9 0.0 0.0 

キシュウスズメノヒエ 12 5 6 0 0 0 
13 0 11 0 0 0 
14 5 5 0 0 0 

計 10 22 0 0 0 
(％) 31.3 68.8 0.0 0.0 0.0 

総計 98 40 3 1 1 

(％) 68.5 28.0 2.1 0.7 0.7 
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図-3 18S rDNA の AM1-NS31 による増幅部位（約 550 bp）の塩基配列にもとづき、neighbor-joining

法によって作成された分子系統樹 

O からはじまる No.で示したものが今回の研究で明らかにした配列であり、カッコ内の英文字は RFLP 

type を示す。Accession number をつけたものは GeneBank database で得られた AM 菌由来の配列を示
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す。 

 

3. AM 菌の分離培養 

3 ヶ月後、wet sieving 法により AM 菌胞子を分離したところ、直径約 80 µm の薄黄色の胞子の増殖が

確認された（図-4）。今後は、増殖に成功した AM 菌胞子について、単胞子由来の純系菌株を作成し、

胞子壁の構造などの形態的特徴から同定を行うとともに、増殖菌株についても同様の DNA 解析を実施

し、今回の試験で得られた RFLP type との比較を行う予定である。 

 

 

図-4 グンバイヒルガオの根から増殖した AM 菌胞子 

 

考察 

 

本研究により、海浜というストレス環境下でＧ. intraradices と同種、もしくは近縁な系統の AM

菌が優占的に植物と共生している実態が明らかとなった。AM 菌はポット栽培条件下では基本的に宿

主特異性をもたないが、自然環境では植生と環境に対応した生態的特異性がある程度存在することが

示されている（Helgason et al 1998）。AM 菌は同種内で地域によって遺伝的に高い多様性があるこ

とが知られており（Lloyd-Macgilp et al 1996）、また、Stahl and Smith (1984)は、同種であって

も乾燥地から分離された菌の方が、中湿地から分離されたものよりも植物に対する乾燥耐性付与能力

が高いことを示している。したがって、今回優占的に海浜植物と共生していることが明らかとなった

菌株は高塩、乾燥といったストレスに対して、他地域から得られる同種の菌株よりも高い抵抗性付与

能力を持っている可能性がある。AM 菌は宿主特異性をもたないことから、農業用資材として開発さ

れたものが、さまざまな環境で利用されているが、特異な環境にはその環境に適した菌株を適用する

ことが望ましいと思われる。 
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乾燥、高塩などの環境ストレス下で生育している植物に、優占的に共生している AM 菌について菌

株を獲得し、ストレス環境下での植物の成長促進、環境耐性付与などに関して有効な菌株を選抜し、

利用することで、このようなストレス環境下での植生回復技術が改善されることが期待される。 
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(2) 目的に照らした達成状況（再委託研究による成果を含む。） 

今年度の目的であった苛酷環境下における AM 菌の探索・同定手法の確立については、今回実施し

た DNA 解析手法による感染根の AM 菌相評価技術の開発により達成された。同様の技術はさまざまな

植物-AM 菌共生系で適用が可能であり、どのような植物にどのような AM 菌がどういった比率で存在

しているかを明らかにすることができる。また、同時に感染根を接種源として、AM 菌の分離培養を

行ったが、得られた菌株について、今後同様の DNA 解析をすることで、優占種の菌株を判定し、これ

を活用することが可能となる。 

 

第５章 評価系の構築 

 

 これまでに保有しているシーズと本提案で得られる有用遺伝子源の評価を米国コロンビア大学（ア

リゾナ州）との共同研究で行うに当たり、米国コロンビア大学閉鎖系人工環境バイオスフィア２セン

ターにおける評価系の構築するため、共同研究事前打ち合わせを平成１４年１２月７日から１２月１

２日の日程で行なった。 

 

出張日：平成１４年１２月７日から１２月１２日 

出張先：コロンビア大学バイオスフィア２センター（アリゾナ州ツーソン） 

出張者：地球環境産業技術研究機構 主任研究員 富澤健一  

    九州大学大学院  研究科 助教授   三宅親弘 

    奈良先端科学技術大学院大学 教授 

    兼地球環境産業技術研究機構 主席研究員 横田明穂 

相手方対応者：コロンビア大学バイオスフィア２センター 所長 Barry Osmond 

    

概要 

バイオスフィア２センターにおける国際共同研究がプロジェクト期間中円滑にすすめることを

目的とした事前打ち合わせを主業務とし、平成１４年１２月７日から１２月１２日にかけて行っ

た。現地における出張者側直前打ち合わせの後、１２月１０日にコロンビア大学バイオスフィア

２センター訪問し、研究打ち合わせを行なった。コロンビア大学バイオスフィア２センター（B

２C）側としては利用者コンソーシアム加入を条件に、施設利用料、管理費等が発生費用の内訳
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となる。平成１５年度の利用は可能である。具体的に利用エリア、利用面積、設定条件、利用期

間等を今後つめることに合意した。 

 

出張者側直前打ち合わせ 

１２月７日�８日  

・コロンビア大学バイオスフィア２センター（B２C）利用者コンソーシアム加入の依頼（添付１）へ

の対応について 

オブリゲーションについて相手方に確認する。費用の発生、コンソーシアム加入者会議等の頻

度等 

・ 本国際共同研究プロジェクトにおける経理について 

B２C へは施設使用料のみ。管理費は２０％程度が限度では。 

 

コロンビア大学バイオスフィア２センター訪問、研究打ち合わせ 

１２月１０日 

バイオスフイア 2 センター（B2C）は現在、教育および研究目的の非営利組織として、ニューヨー

ク市立コロンビア大学のコロンビア地球研究所に所属する 8つの機関のひとつとなっている。場所は

アリソナ州ツーソンの 40 キロメートル北にあるソノラン砂漠の中にある。ここはコロンビア大学の

小規模な西キャンパスだが、植物の生育や地球システム科学の分野での世界�の先端的な施設を持ち、

そこでは野外でできるよりもはるかに高感度な実験を行うことができる。 

 

 

バイオスフイア 2 センター(その１) 

 



 103

 

 

バイオスフイア 2 センター(その２) 

 

 

 

 バイオスフイア 2 センター(その３) 
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 バイオスフイア 2センター内部は、熱帯雨林エリア、乾燥地エリア、海洋エリア等に分かれており、

センサーを介して研究室内でモニター管理が可能になっている。 

 

 

熱帯雨林エリア 

 

 

乾燥地エリア 
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センサーを介して研究室内でモニター管理が可能 

 

 

 

研究室内風景 
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コロンビア大学バイオスフィア２センター（B２C）側としては利用者コンソーシアム加入を条件

に掲げた。これは、バイオスフィア２センターの利用目的をこれまでのものから抜本的に変更し、地

球環境システム研究に特化して利用していく方針からでてきたものである。彼等が要求するオブリゲ

ーションは、年１回程度のコンソーシアム加入者会議に参加することである。平成１５年度の利用は

可能であり、この際の施設利用料、管理費等については、別途、具体的な利用エリア、利用面積、設

定条件、利用期間等を今後つめた上で確定していく。 

 

 

向かって左端が、コロンビア大学バイオスフィア２センター所長 Barry Osmond 博士 

 

 

 


