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ブラシノステロイド研究の進歩と農業利用への期待

岡本繁久＊・田仲　究＊＊・中村考志審＊＊・松尾友明＊

〔キーワード〕：ブラシノステロイド，生合成・代

謝，作用機作，内生量調節，農業利用

はじめに

植物ホルモン・ブラシノステロイド（BR）の研

究は，1960年代後半から米国と目本で独立して始、

まった新しい植物成長調節物質の探索に端を発す

る（横田2001）。十年に及ぶ研究の末，1979年に

セイヨウアブラナの花粉からブラシノライド
（BLl図1（1））が単離され，構造決定された（Grove

ら1979）．以来，BLやその類縁化合物が被子植物

や裸子植物，シダ，菌類などから次々と発見され

（F両ioka1999），これらはブラシノ、ステロイドと

総称されるようになった（Mandava1988）．発見直

後から精力的に行われた研究によって，BRは他の

植物ホルモンの1／100～1／1，000の低濃度（ナノモ

ル水準）で，個体レベル，細胞レベル，分子レベル

で多彩な生理作用を引き起こすことが示された（横

田1994，Sasse2003）．また，高温・低温，乾燥，

塩などの非生物学的ストレスに対する耐性やウイ

ルス，細菌，カビの感染などの生物学的ストレスに

対する抵抗性を付与すること，作物の収量の増加を

もたらすことから，植物科学のみならず農学的にも

大いに注目された（Khripachら2000，Krishna2003），

しかし，BRの生理機能がオーキシン，サイトカイ

ニン，ジベレリン，エチレンなど他の植物ホルモン

のそれとよく似ていることから奇異なもの（oddity）

として扱われ，ながらく植物ホルモンとして認知さ

れなかった（横田！994，2001）．

1990年代になるとニチニチソウの培養細胞系を

用いた有機化学・生化学的研究（藤岡・桜井1995）

やシロイヌナズナ，エンドウ，トマト，イネの突然

変異体を用いた分子遺伝学的解析（藤岡2003，2004，

横田2003）によって，BRが植物体の中で作られ（生

合成），分解や不活化を受けること（代謝）および

＊鹿児島大学農学部（Shigehisa　Okamoto，Tomoaki　Matsuo）

株米国ミズーリー・コロンビァ大学，元鹿児島大学農学部
（Kiwamu　Tan鋒ka）

＊＊＊京都府立大学人問環境学部（Yasushi　Nakamura）

植物の発生・成長・分化に不可欠な生理機能を担っ

ていること（情報伝達および機能発現）が分かって

きた．これによりBRは晴れて6番目の植物ホルモ

ンとしての地位を獲得するわけである．

本稿では，BRの応用研究の歴史を振り返るとと

もに，生合成・代謝や情報伝達・機能発現に関する

基礎研究の最近の進歩について紹介する．また，こ，

れらの知見に基づいてBRの農業利用の可能性につ

いて考えてみたい．

1．　ブラシノステロイドの農
業利用をめざした初期の試験
　研究と農薬登録の現状
農薬（植物成長調節剤）登録をめざした試験研究

は，ブラシノライド（BL）の発見直後から始めら

れた（竹松ら1985，禿・高津戸1988，竹内1992）．

ここではBRの応用研究の歴史を振り返ってみたい．

BR。の構造が決まるとすぐに，日本を中心にしてBR

の合成研究が精力的に行われ，BRを効率的にしか

も大量に化学合成する技術が開発された（禿・高津

戸1988）．BL（図1（1））と28一ホモブラシノラ

イド（図1（4））は，ダイズから得られるスティグ

マステロールを材料に合成できる．また，24一エピ

ブラシノライド（図1（3））は，酵母由来のエルゴ

ステロールやナタネ油から得られるブラシカステ

ロールを材料に合成できる．安価な材料からできる

こと，また，BRとしての有意な生理活性を持っこ

とから，これら3種が主に実用化をめざした試験研

究に用いられた．表1はBRによってもたらされる

作物の収量増加と生理効果をまとめたものである

が，果樹，豆類，穀類など作物を選ばず促進的な生

理効果を持つことが分かる．このことは，‘植物界に

おけるBR機能の普遍性を反映しているものと思わ

れる（F頭oka1999）．また，効果が現れる時期や

部位もさまざまで，栄養器官の成長促進から，着

果・結実率の向上といった受粉機能に関するもの，

果実・子実の肥大成長の促進といった次世代（種子）

0369－5247／07／￥500／1論文／JCLS
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の発育に関わるもの，生理的落下の抑制といった老

化に関するものまである．これらは，BRが植物の

生活環を通じて多彩な生理機能を持つことに由来

するものと思われる（横田1994，Sasse　l999，2003）．

　表2はBRが誘導する作物の環境ストレス耐性を

まとめたものであるが，これも収量増加に関わる生

理効果と同じく多彩である．低温・高温，乾燥，塩

類，除草剤などのr非生物学的なストレス」によっ

て引き起こされる成長阻害を軽減する効果がBRに

認められる．また，興味深いことに非生物学的スト
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表1ブラシノステロイドが誘導する作物の収量増加と生理効果

使用したBR 検定作物（品種） 生理作用 引用

BL ネーブルオレンジ（森田）

温州ミカン

マンダリン

カキ（平核無）

トマト

インゲン

コムギ

着果率の向上，生理落下の抑制
brix／acidity比の増加，ジュース量の増加

葉および果実の器官脱離の遅延
生理的落下の抑制
着果率の向上，果実肥大の促進
種子重の増加
弱勢小果の結実率向上，弱勢えい果の充実率向上

杉山・呂1990
Kuraishiら199！

Iwahoriら1990
間苧谷ら1989
禿・高津戸1988
Meudtら1983

LUOら1986
EBR ダイズ

ダイズ

アズキ
コムギ（ERA，農林61号）

イネ

コムギ

分枝数・分枝節数の増加，総爽数の増加

総爽数の増加
主茎節数の増加，主茎爽数の増加
1穂重の増加

株当たり粒数・粒重の増加

種子重の増加，不稔穂割合の減少

中世古・由田1989
志田ら1988
中世古・由田1989
小林ら1988
志田ら1988
Takematsuら1988

HBR アズキ

セイヨウアブラナ

トマト

バイオマス（新鮮重）の増加

バイオマス（新鮮重）の増加

結実率の向上

Moriら1986
Moriら1986
Moriら1986
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レスのみならずウイルス，病原細菌，病原糸状菌な

どの感染といった「生物学的ストレス」に対しても

抵抗性を付与する（Nakashitaら2003）．なぜ，BR

がこれほどまで多彩な環境ストレス耐性を付与す

るのかは不明であるが，BRにより誘導される耐性

の一部はストレス関連ホルモンとして知られてい

るアブシジン酸，エチレンやジャスモン酸などの機

能を通じて問接的に達成されると考えられている

（Khs㎞a2003）．また，全身性のストレス耐性機構

としては，サリチル酸（ストレス応答に関連した植

物ホルモンの仲間と考えられる化合物）を介した全

身獲得性病害抵抗性（SystemicAcquiredR．esistan6e；

SAR．）が有名であるが，これとは別の経路でBRが

全身獲得性の抵抗性（Brassinosteroid－mediated

Disease　Resistance；BDR）を誘導することが示され

ている（Nakashitaら2003，仲下・安田2004）．し

たがって，SARとBDRは生物学的ストレス耐性に

対して独立に機能していると考えられる．しかし，

BDRもサリチル酸の情報伝達経路の下流で機能す

る因子（NPR1）を必要とすることから，完全に独

立したものではなく，両経路の間には何らかの交渉

（クロストーク）があると考えられる．

　上述のように，農業利用にとって期待が持てる数

多くの試験結果が得られたわけであるが，入工気象

器やガラス室内で行ったバイオアッセイの効果が

圃場実験では低いあるいは再現されない，品種や試

験を実施した地域や年度によって効果がばらつく

など必ずしも安定した結果が得られなかったこと

から，欧米や目本などでは次第にBRの実用化をめ

ざした試験研究は衰退していった（竹内・禿1997，

Khripachら2000）．BRの収量増加に与える影響は，

栽培環境が良好な場合に比べ不良な時の方が大き

いことが知られている。このことがアメリカや日本

における試験結果の不安定さと関連があるのかも

しれない．一方，ロシアや中国では，（栽培環境が

それほどでもないためか？）比較的良い試験結果が

得られた．その結果，ロシアとベラルーシでは24一

エピブラシノライド（商品名：EpinTM）が農薬登録

され，トマト，ポテト，キウリ，コショウ，オオム

ギの栽培に利用されている（Khripachら2000）．

また，中国でも28一ホモプラシノライド（登録番号

LS94572，LS94573）や24一エピブラシノライドと

22S，23Sイソマーの混合物（商品名：Tianfengsu）

が登録され，イネ，トウモロコシ，コムギ，コット

ン，タバコなどの栽培に使われている（Kamuro・

Takatsuto1999，Khipachら　2000）　，

表2ブラシノステロイドが誘導する作物のストレス耐性

ストレスの種類　　使用したBR　　検定作物 作用 引用

（非生物学的ストレス）

低温
低温
低温
低温
高温
塩

塩
乾燥・高温

乾燥
乾燥
薬剤ストレス

BL
BL
BL
BL
EBR
巳BR

EBRHBR
EBR

HBR
EBRHBR
BL

トウモロコシ

キウリ

トマト

イネ

セイヨウアブラナ

ユーカリ

イネ

キウリ

コムギ

ソルガム

イネ

実生の成長阻害の軽減
実生の成長阻害の軽減，葉緑素量の維持
結果率低下の軽減
実生の成長阻害の軽減
高温耐性の付与，ヒートショックタンパク質の蓄積

発芽阻害の軽減
発芽阻害の軽減
乾燥及び高温耐性の付与，遊離のアミノ酸，ア
ミドの蓄積

成長阻害の軽減
発芽阻害の軽減，実生の成長阻害の軽減
除草剤シメトリン耐性

Heら1991
Katsumi1991

Kamuro・Takatsuto1999
Kamuro。Takatsuto19gg
Dhaubhade1ら2002
Sasse1999

Anuradha・Rao2001
Pustovo1tovaら2001

Sairam1994

Vardhiniら2003

浜田ら1984

（生物学的ストレス）

　病原微生物　　　EBR　HBR　ポテト

病原微生物　　　　EBR

病原微生物　　　BL

病原微生物　　　BL

トマト

タバコ

イネ

立ち枯れ病菌（菌類勘πo助訪0盟血危Sご∂〃S）に耐

性，ABA，エチレン，フェノール性物質，テルペン

類の増加
バーティシリウム病菌（悔πた泌α加4励舶θ）耐性

の付与
タバコモザイクウイルス（TMV）耐性の付与，
シュードモナスシリンゲ（細菌類脅θ〃do卿0澱S

5ア廟騨θ）耐性の付与，うどんこ病菌（菌類0痂o皿

5p．）耐性の付与

イモチ病菌（菌類漁gη即o励θgπsθ∂）耐生の付

与，イネ白葉枯病菌（細菌類冶η孟ho皿o澱5
0ノ：v％θ）耐性の付与

Khripachら2000

Krishna　2003

Nakashitaら2003

Nakashitaら2003
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　図2は，農薬便覧第10版（農山漁村文化協会2004

年度版）をもとに，目本国内で植物成長調節剤（農

薬）として登録された植物ホルモン関連の商品数を

まとめたものである、最も多いものはジベレリン関

連化合物（52種）で，この後，オーキシン（14種），

サイトカイニン（5種），エチレン（3種），ジャ

スモン酸剤（2種），アブシジン酸剤（2種）と続

く．ジベレリンとオーキシンに関しては，天然や合

成の植物ホルモン（ホルモン製剤）に加えて阻害剤

（生合成阻害剤，作用阻害剤，移動阻害剤）も植物

成長調節剤として登録され，農業現場で一般的に使

用されている．オーキシンについては，フェノキシ

系酸の合成オーキシン（121種）が除草剤（農薬）

としても登録されている．以上のように，植物ホル

モンやそれらの阻害剤は，農薬として広く日本の農

業現場で利用されているわけであるが，筆者らが調

べた限り，上述の3種を含めてBRやその阻害剤が

目本において農薬登録されたことを示す証拠は見

当たらない．

2．　ブラシノステロ’イドに

　関する基礎研究の進歩
　さまざまな作物の収量を増加させる，あるいは

種々のストレスに対する耐性（抵抗性）を付与する

という特性からBRの農業への利用が期待されたが，

現場での使用をめざした第1期（1980年代後半～

1990年代前半）の試みは大きな成果を上げるには至

らなかった．この理由については数々の議論がある

アブシ’“

　　ジヤスモン
　　　　3％
　　　エチレン斉
　　　　4％
　サイトカイニン剤（5

　　　6％
オーキシン阻害剤（1）

　　1％

オーキシン剤（13）

　16％

10）

図2　目本国内で植物生長調節剤として登録され
　　ている植物ホルモンおよび阻害剤

（竹内1992，竹内・禿1997，Kamuro・Takatsuto

1999）が，その一つとしてBRの生合成・代謝や作

用機序に関する知見が決定的に不足していたこと

があげられる．しかし，1990年代から精力的に行わ

れたBRの基礎研究によって，現在では当時とは比

べものにならないほど多くの知見が存在する．ここ

では，BRの農業利用を再考するための予備知識と

してBR研究の最近の知見を紹介したい．

（1）ブラシノステロイドの生合成と代謝
BR．の生合成の研究は以下のように行われた．ま

ずニチニチソウ培養細胞系を用いた有機化学・生化

学的解析によって合成中問産物が同定され，生合成

経路が推定された．その後，主にシロイヌナズナを

用いた分子遺伝学的研究によって生合成の各過程

で働く酵素遺伝子が次々に特定された（横田2003，

藤岡2004）．図3はBRの生合成経路を簡単に表

したものである．BR生合成経路は，さらに，BRの

直接的な合成材料であるステロールを提供するス

テロール生合成経路とBR特異的生合成経路に分か

れるが，ステロール生合成経路ではメバロン酸を出

発材料として合成中間体シクロアルテノールが作

られる．その後，多段階の反応を経てシトステロー

ル，スティグマステロール，カンペステロールなど

植物の主要ステロールやコレステロールが作られ

る．一般的なBR〔C28BR；ブラシノライド（BL；

図1（1））やカスタステロン（CS；図1（2））を

含む〕はカンペステロールから作られる．一方，

C2gBR（28一ホモブラシノライド）やC27BR（28一ノ

ルブラシノライド）などのようにシトステロールや

コレステロールから作られるものもある。

　BR特異的生合成経路では，カンペステロールを

材料に複雑に絡み合った多段階の反応を経てC28の

活性型BRであるBLやCSが作られる．この経路

はさらに3っに細分されている．推定経路が示され

た当初，カンペステロールはPET2遺伝子がコード

するステロイド5α還元酵素によるものなど数段階

の反応によってカンペスタノールに変換されると

考えられたが，これ以外に0胚4遺伝子がコードす

る酵素（C－22水酸化酵素）がカンペステロールか

らカンペスタノールまでの中間体を水酸化し，その

後，6一デオキソカサステロンに還元される経路が発

見され，これらは早期C－22酸化経路と呼ばれるよ

うになった（横田2003，藤岡2004）．カンペスタ
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　　（ステロール生合成経路）　　　　　　　　　メバ・ン酸

　　　　　　甜4T2　　　　　　甜丁3　副幡び？5玉　　GP“　馨

C2gBRs中シトステロール

一幽一1＞＿響→6＿デオキソ
　　匡璽カサステロン陥。弼、叫　旛

　　→カスタスァロン・（CS）鋼伽》ブラシノライド（BL！

　　　　　　…β4甜　　　　　　≡β451
　　　　　　▼珊　　　▼脚
　　　　　26－OHCS　　　　　　　26－OHBL

　　　　　　　（BR代謝経路）

　図3　ブラシノステロイドの生合成・代謝経路とブラシノステロイド内生量の調節に関わる酵素遺伝子

矢印の横の文字は酵素をコードしている遺伝子を表す．大きめに描かれた遺伝子は筆者らが解析に用いたものを示している．

ノールは，早期C－6酸化経路あるいは後期C－6酸

化経路の，6一デオキソカサステロンは後期C－6酸化

経路の基質となる．それぞれの経路ではチトクロー

ムP450酵素による数段階の厘応の後，再び統合さ

れCSが作られる．CSはさらにC－6のラクトン化

を受けBLに変換される．その後，これら2つの酸

化経路は互いに独立したものではなく複数の反応

段階で交差することが明らかになった．

　BRの代謝（不活化，分解）　（図3）は，活性型

と考えられるBLやCSが甜S1遺伝子のコードする

C－26水酸化酵素（チトクロームP450；CYP734A1）

によって水酸化されることで起きると考えられて

いる（F頭oka・Yokota2003）．ごの他，BLのC－23

がグルコシル化される代謝反応も見つかっている

（P・PPenbergerら2005）．

（2）ブラシノステロイドの情報伝達
　と機能発現
　植物ホルモンの作用が具現されるためには，標的

細胞におけるホルモンの受容および受容によって

細胞内に生じた二次情報が下流へと伝わること（情

報伝達），情報伝達の支配下で起こる生化学反応（機

能発現）が必要である（図4）．

　研究当初，ステロイド骨格をもつBRは動物のス

テロイドホルモンと同様に植物細胞内に存在する

r核内受容体」によって受容されると考えられた．

しかし，シロイヌナズナを用いた分子遺伝学的解析

によってBRの情報伝達は，動物の場合とは大きく

異なることが明らかとなった（藤岡2003，V範ら

2005）．すなわち，BRの受容は細胞膜上に存在す

るBRI1受容体とBRが結合することによって始ま

る．BRI1は，膜結合型のロイシンリッチリピート

受容体様キナーゼ（LRR－RLK）であり，同じ

LRR－RLKであるBAK1とヘテロニ量体を形成する

ことが分かっている．活性型BRを受容した
BRI！／BAK1複合体から生じる二次情報は間接的に

GSK－3／SHAGGY様タンパク質リン酸化酵素BIN2

に伝えられ，その活性を負に調節している．すなわ

ち，活性型BRが存在しないときBm2はタンパク
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BRI1

減
増

BAK1・ ブラシノライド

細胞膜

　　　　　　＼

内生BR量r　BR量の調節
　　　　　　　　BR生合成・代謝遺伝子
　　　　　　　　　（ρ雌ζσ鵬）

BR応答性遺伝子
（溺0ン告4α等〉

一…現生難謁　加

図4　ブラシノステロイドの情報伝達経路：ホルモンの感受から機能発現と内生量調節への情報の流れ

質リン酸化活性をもち，植物独自の転写因子タンパ

ク質であるBZR1とBES1をリン酸化する．リン酸

化を受けた両転写因子はプロテオソームで分解さ

れるので，それ以降の反応は進まない．一方，活性

型BRが存在するときBIN2が不活化され，BZR1

とBES1はリン酸化を受けなくなる．また，このと

きBES1はBSU1脱リン酸化酵素によって積極的に

脱リン酸化を受けることも知られている
（Mora－Garciaら2004）、脱リン酸化されたBZR1

やBES1は標的遺伝子の転写を制御する．BES1の

場合，別の転写因子であるBIM1と共に＆4倣－C1

などのBR応答性遺伝子の転写を誘導する，一方，

BZRlは，応答性遺伝子の転写を誘導するが，BR

生合成酵素遺伝子の転写に関しては抑制的に働く．

　近年，マイクロアレーなどの網羅的な解析手法の

導入によってBR応答性遺伝子の詳細が明らかに

なってきた（嶋田2004）．3つの研究室で独立に行

われたマイクロアレーの結果はBRによって発現が

変動する遺伝子が，細胞壁に関連する遺伝子群，

オーキシンに関連するもの，信号伝達や転写に関連

するもの，BRの生合成や代謝に関わるもの，機能

未知のものなどに分類できることを明らかにした

（Godaら2002，Mussigら2002．Yinら2002）。

細胞壁関連の遺伝子が数多く含まれることは，BR

の顕著な細胞成長促進作用と深く関連しているよ

うに思われる．また，オーキシン関連遺伝子が多く

含まれることは，前述したようにBRの生理効果の

一部が他の植物ホルモンの効果により間接的に達

成されていることと矛盾しない．多くの植物の生理

現象においてオーキシンとBRの相乗的な関係が報

告されている（Tanakaら2003）が，この相乗作用

は遺伝子発現を介した両ホルモンのクロストーク

によって部分的に説明できるのかもしれない．もう

一つ興味深いこ．とは，BRが自身の生合成や代謝に

関わる遺伝子の発現に影響を与えることであるが，

これについては次章で詳しく述べる．

（3）ブラシノステロイド内生量の調節
微量で強い生理作用を持つ植物ホルモンの内生

量を厳密に調節することは，植物の正常な発生成長

に不可欠である．BRについても内生量の調節機構

が存在することが分かっている（横田20Q3，岡本

ら2007）．活性型のBLやCS，あるいはBR合成

中間体をシロイヌナズナの実生に与えると，生合成

酵素遺伝子CPPの転写が抑制される．また，CPD

以外の生合成遺伝子（P昭F4，ROT£βRのxム

BRの鵡C｝P90D1）のmRNA量もBLの投与によっ
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て減少することが分かっている．シロイヌナズナ以

外でもトマトやイネのBR生合成遺伝子もBLに

よって発現抑制を受ける．生合成遺伝子とは反対に

シロイヌナズナのBR代謝酵素遺伝子である甜S1

の発現は，BLの投与によって上昇することが知ら

れている，以上の結果は，双子葉・単子葉を問わず

植物は活性型のBR量の増加をモニターし，生合成

酵素遺伝子の発現を抑制し，あるいは代謝酵素遺伝

子の発現を促進することでBR内生量を低下させる

機構を持つことを示している．

最近，生合成・代謝酵素遺伝子群のフィードバッ

ク発現がBRの情報伝達系に大きく依存することが

分かってきた．エンドウのZ肋やシロイヌナズナの

わ7’1，イネのゴ61，トマトのσ㍑3矯63などのBR受容

体の変異体では，野生型を上回る活性型BRが蓄積

していることが知られている．このことは，情報伝

達に不具合が生じるとBR内生量のフィードバック

制御が正しく行われないことを示している．事実，

これらの変異体にBLを投与しても野生型のように

BR生合成遺伝子の発現抑制は起こらない。このこ

とは，BRの生合成や代謝が自身の情報伝達や機能

発現の支配下にあることを示唆する．情報伝達依存

的な生合成・代謝のフィードバック制御はエチレン

（Bleeckerら1988）やジベレリン（Yamaguchiら

！998）でも認められる．したがって，上述のような

内生量の調節機構は，植物ホルモンのように微量で

強い生理作用を持っ情報物質の場合，それらの機能

を厳密に制御・管理する上で有効な方法なのかもし

れない．

先に述べたように外からの投与によって活性型

BRの内生量が増加するとそれを下げようとする反

応が誘起されることが明らかになった．しかしl　BR

の内生量が低下した場合の反応についてはほとん

ど分かっていなかった，そこで筆者らは，内生量が

減少した状態でのBR生合成・代謝遺伝子の発現を

解析した・（Tanakaら2005）．まず，野生型シロイ

ヌナズナの実生にBR特異的な生合成阻害剤ブラシ

ナゾール（Brz；図1（6））を投与することでBR

の内生量を人為的に低下させた状態を作り出した．

Brzは1）昭F4遺伝子がコードするC－22水酸化酵素

の働きを阻害することが分かっている（浅見1999，

Asamiら2003）．図3内のベン図は，この状況下

で見られる上記遺伝子群の発現変動を模式的に表

したものである．ステロール生合成経路（5種）や

BR特異的生合成経路（5種），BR．代謝経路（1種）

で働く計11種類の遺伝子にっいて解析したところ，

BR特異的生合成酸化経路で働くP450酵素遺伝子

は，供試したすべてがBrz添加によって発現の誘導

を受けることが明らかとなった．これらに加えて

DET2遺伝子もBrzで発現誘導を受けたが，BR．代謝

酵素遺伝子BオS1の発現は変化しなかった．さらに

興味深いことにステロール合成に関わる2種類の酵

素遺伝子FKと1）研F5の発現もBrz投与によって有

意に上昇した。同時に行ったBL投与実験において

は，予想通り上述のP450酵素の遺伝子はすべて発

現抑制を，不活化反応に関わるBオS1は発現誘導を

受けた．また，この場合にもステロール合成に働く

D卯7遺伝子の緩やかな発現抑制がみられた．さら

にBrz又はBLに応答した9種類の遺伝子について

BRI1受容体の変異体（わ7’1－401）の中での発現を調

べたところ，これらの遺伝子の発現応答性は完全に

消失もしくは大きく減少（1）騨4）した．以上のよ

うに，植物がBR内生量の増減に応答してその量を

適正化する機構を備えていること，内生量が増加し

た時と減少した時では対応する遺伝子が異なるこ

と，また，BR内生量の変動に対応するフィードバッ

ク制御がほぼ完全に情報伝達系の支配下にあるこ

となどが明らかになった．

3．今後の展望＝ブラシノステ
　ロイド機能の新しい利用法
　先に述べたBRの生合成・代謝，情報伝達・機能

発現，および情報伝達に依存した内生量の調節の機

構の大部分は，モデル（リファレンス）植物である

シロイヌナズナを用いた解析によって解明された。

しかもシロイヌナズナは作物ではなく雑草の類で

』あるので，個々の作物で起きていることを反映して

いないことも十分考えられる．しかし，エンドウ，

トマト，イネなどの作物を用いた先行の作物研究は，

上記の機構が植物間で基本的に共通していること

を示している（Bishop2003）．もちろん，これら

の機構を標的作物ごとに検証することは，植物界に

おけるBR機能の普遍性や種（あるいは品種）特異

性を解明するうえで，またBRの特性をそれぞれの

作物栽培に最大限に利用するためにも不可欠であ

る，しかし，ここでは，現在手元にある知見を基に
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BR機能の農業利用の可能性について考えてみたい．

（1）ブラシノステロイド関連遺伝子
　の作物育種へ利用
　植物ホルモン機能の農業利用に関して忘れては

ならないものに，作物育種へのホルモン関連遺伝子

め利用があげられる．r緑の革命」として知られて

いる1960年代の穀物生産の大幅な向上は，半楼性

で耐肥性の高収量品種のコムギやイネの導入と化

学肥料の大量投入によってもたらされた．これによ

り穀物の生産は飛躍的に高まり，中南米や南アジア

の食糧確保・飢餓脱出に大きく貢献したとされる

（Hedden2003）．　r緑の革命」に導入されたメキ

シコ産の半倭性コムギRh11（Rθぬcε4hε馨h‘1）の

原因遺伝子Rhた！Dと国際イネ研究所が作出した半

楼性イネIR8の原因遺伝子詔1は奇しくも共にジベ

レリン関連遺伝子であり，前者はジベレリン作用機

序（情報伝達）に働く転写因子を，後者はジベレリ

ン生合成経路で働くGA20酸化酵素をコードしてい

る．緑の革命に限らずr半楼性」という特性は，作

物を倒伏し難くするため古くから作物育種に利用

されてきた．オオムギの㍑z〃変異体は半綾性の優良

品種どして広く栽培されているが，鋸躍変異がシロ

イヌナズナのBRの受容体遺伝子β躍1のオオムギ

オーソログ滋）の弱い変異であることが明らかにさ

れた（Chonoら2003）．また，ソラマメの品種“倫

玲”は新潟在来品種にガンマ線を照射することで得

られた半倭性品種であり，雪腐病や霰（あられ）に

よる障害にも強いことから雪の降る地方では優良

品種として利用されている。最近，この原因遺伝子

がBRの生合成遺伝子，．0躍F1（シロイヌナズナ）

／L朋（エンドウ）のオーソログの弱い変異遺伝子

であることが示された（Fu㎞taら2004）．これらの報

告は，ジベレリン関連遺伝子の変異の代名詞のよう

に語られてきた「楼性」　「半楼性」がBRの関連遺

伝子の変異によっても起きること，また，BR変異

体が古くから有用農業特性を持つ品種どし．て使わ

れて来たことを科学的に証明するものである．最近

M勘7θB∫o‘εchnologソ誌に画期的な報告がなされた

（Sakamotoら2005）．それはイネに2つ存在する

D四F4遺伝子のオーノログ（Os∂刷RF4定ヱP90E畠

D！！ノeypz忽81）の一つに変異を持つos伽oげ4一ノ変

異体が，綾性にはならないが直立葉となるため密植

栽培が可能となり，たとえ肥料不足の条件下で生育

させても，収量が増加するというものである．直立

葉になるという性質はジベレリンの変異では起き

ず，BR変異に特異的な有用遺伝形質である（Hong

ら2002，Mo血akaら2006）．以上は，BRの生合

成・代謝や情報伝達経路で働く遺伝子が育種の重要

な標的になりうることを示唆している．また，BR

関連遺伝子の強い機能損失変異は極端な楼性を含

む多面的な生育異常をもたらすので，強い機能損失

変異（nul1）でなく自然突然変異や点突然変異導入

法により得られた比較的弱い変異，あるいは遺伝的

冗長性注2〉を持つ遺伝子の変異のほうが作物育種に

利用できる可能性が高いことを示している．

　上述したようにBRの生合成や情報伝達を部分的

に抑制することが作物育種にとって有効であるこ

とが分かったが，これら機能を向上させた場合には

どのようになるのであろうか？シロイヌナズナに

おいてBR生合成遺伝子であるCPDや、0昭F4，ある

いはBR受容体遺伝子・8擢1を異所的に過剰発現さ

せると植物体が肥大化する，種子数が増加するなど

の報告がある（Szekeresら1996，Choeら2001，

Wangら2001）．これらの結果は，BRの生成量を

増やしたり生成部位を変えること，あるいは情報伝

達の強さを高めたり機能する細胞や組織を変える

ことによってもバイオマスの増大や収量増加をも

たらすことができることを示している．しかし，過

剰量の活性型BRを恒常的に与えると植物が成長異

常をきたすことも知られている（Tanakaら2003，

岡本ら2007）．このことからすると，上記のBR

関連遺伝子の過剰発現体で見られた肥大化や種子

数の増加は，内生量の調節機構で制御できる程度の

BR量の増加，あるいは害を及ぼす程ではない機能

促進によりもたらされたと想像される．いずれにせ

よ，BR機能の極端な阻害も充進も作物育種には有

効ではないように思われる．

　以上のように，BRの生合成・代謝遺伝子や情報

伝達遺伝子，BR応答性遺伝子，内生量の調節に関

わる遺伝子は，遺伝子組換えを基盤とした分子育種

注Dオーノログ：異なる生物種に存在する遺伝子が祖先種では同一な遺伝子であり，現在も機能を同じくする場合に，
それぞれの遺伝子は互いにオーソログと呼ばれる．
注2）遺伝的冗長性：遺伝子重複により一つの生物種の中に同じ（あるいはきわめてよく似た〉機能を持った遺伝子が
複数ある状態．仮に一つの遺伝子に変異が起きても，他の遺伝子がその機能を補完するために表現型としては現れない，



髪

岡本他：ブラシノステロイド研究の進歩と農業利用への期待 649

を含めた作物育種の重要な標的遺伝子になる可能

性が示された。今後，これらの遺伝子のさらなる性

格付けと農業利用が期待される．

（2）ブラシノステロイドの農薬とし
　ての可能性
　外国において24一エピブラシノライドや28一ホモ

ブラシノライドが登録された例はあるが，目本にお

いてBRあるいはその阻害剤が植物成長調節剤とし

て登録されたことはない（図2）．ここではBR関

連化合物の農薬としての可能性を考えてみたい．

　先に述べたとおりBRの栽培への効果については，

バイオアッセイでの結果が圃場では低いあるいは

再現されない，結果がばらつくなど必ずしもよい評

価は得られていなかった（禿・高津戸1988）．こ

の原因として，まず取り上げられたのは，BRの安

定性に問題があるというものであった．これまで試

験研究で頻繁に用いられてきた3種のBRの効果は

短期間（2～3目）で消失することが指摘されている

（Kamuro・Takatsuto1999）．実際，筆者らもBL

入りの液体培地でシロイヌナズナ実生を水耕栽培

すると，加えたBLが数目で急激に減少することを

観察している（大石ら2006）．これらの結果は活

性型のBR．は植物体に取り込まれると前述の26－C

の水酸化や2シCのグルコシル化などによって速や

かに代謝されることを反映しているのかもしれな

い．禿・高津戸（1988）は圃場実験において結果が

ばらつく理由を次のように推論している．まず圃場

実験では栽培の諸条件を厳密に制御できないため

に生育ステージなど植物側の生理条件を一定に保

つことは困難である．したがってBRを最適な時期

に投与することは不可能となる．加えてBR自身の

機能持続性が低いことから十分な効果が得られ難

いと考えた、そこで，彼らは活性こそ試験研究に使

われてきた3種のBRには及ばないが，圃場での機

能持続性が高いBR誘導体TS303（図1（5））を選抜

した．TS303は，C－2およびC－3がプロピオン酸と

エステル結合すること，また，C－22とC－23の間が

エポキシ化されることで合計4っの水酸基が被覆さ

れているという特徴を持っ．これによりTS303自身

は活性を持たないが，数目かけて修飾された部分が

徐々に加水分解を受けることで活性化し，長期間

（15～20目），BRとしての機能が持続すると考えら

れている．また，水酸基が被覆されていることによ

りグルコシル化が阻害され，機能持続性が延長され

るという説もある（Back・Ph諭s2003）．イネ，コ

ムギ，ジャガイモ，アブラナなどさまざまな作物を

用いた試験研究において，TS303の単独投与やジャ

スモン酸誘導体（Rropy1－Dihydro一』asmonate　l　PDJ）

との同時投与により発芽・発根の促進，成長促進，

受精・結実の促進，環境ストレス耐性などが認めら

れている（竹内・禿1997，Kamuro・Takatsuto1999）．

TS303は少なくともBRの欠点である不安定性を一

定程度解消したと思われるが，（理由は定かではない

が）この化合物が目本において農薬として登録され

た形跡はない．今後，TS303投与の時期，量，方法

などを改善するなどの工夫や，TS303以上の安定性

と活性を有するBR誘導体の開発が望まれる．

　BRの農業利用に関して安定性の他，植物体への

取り込みや植物体内の移動なども問題点として指

摘されている（横田2003，岡本ら2007）．放射性

同位元素で標識したBRを用いた実験からトマトや

イネ，コムギ，キウリでは，根に与えた標識BRは

地上部へ向かって輸送されることが分かづている．

しかし，葉に投与した標識BRは，イネやコムギで

は処理葉に留まり，また，キウリでは処理葉から

ゆっくりと出て行くという報告がある．これらの結

果から葉面散布よりも根への処理の方が効率よく

BRを吸収させることができるとも考えられる．し

かし，筆者らは根がBRに最も敏感な器官であり，

高濃度のBRに暴露されると成長阻害を起こすこと

を確認している（Tamkaら2003）．したがって，

根から吸収させる場合には，根の生育に悪影響を及

ぼさない濃度を選ぶなどの留意が必要である．また，

葉から吸収させる場合には，移動があまりないこと

を考慮して多くの葉に散布するなどの工夫が必要

である．

　外から与えた（外生の）BRとは反対に植物体自

身が生産する（内生の）BRは，ほとんど移動しな

いと考えられている．たとえば，エンドウのBR欠

損変異体1肋と野生型を相互に接ぎ木しても変異が

回復しないことからBRは少なくとも長い距離を移

動しないと考えられている（Symons・Reid2004）．

また，トランスポゾン注3）を用いた遺伝学的解析か

ら，トマトでは近距離移動さえしないことを示す結

注3）トランスポゾン：細菌から高等生物に至るさまざまな生物種に存在するDNA断片で染色体上を自由に移動するも
ののことを言う．　「動く遺伝子」とも呼ばれる．
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果が得られている（Bishopら1996）。したがって，

植物自身が作るBRは移動せず，生産細胞もしくは

その近傍で機能すると考えられている．BRの移動

様式が外生と内生でどうして異なるのかを明らか

にすることは，BRの施用法を開発する上で不可欠

であると思われる．今後のこの分野の研究進展が待

たれる．

　BRの阻害剤としては，唯一ブラシナゾール

（BrZl図1（6），（7））が知られている．Brzは

BRの生合成で働くP450酵素を標的として既存の

トリアゾール化合物を改変することによって選抜

されたもので，BR．生合成の鍵遺伝子P照4がコー

ドするC－22水酸化酵素の反応を阻害する（浅見

1999，Asamiら2003）．Brzをクレス，キウリ，エ

ンドウ，トマト，タバコなど作物に処理すると，シ

ロイヌナズナのBR生合成変異体のように楼性にな

ることが知られている．このことは，Brzがジベレ

リン阻害剤のように楼化剤として利用できる可能

性を示している．しかし，双子葉植物に比べ，イネ

などの単子葉作物の蟻化には高濃度（10μM）の

Brzが必要であることも示されている．初期型のBrz

（Brz911図1（6））．は副作用としてジベレリン〆の

生合成も阻害することが知られており（浅見1999，

Tanakaら2003），この楼化はジベ、レリンの欠乏に

よるものと考えられた。実際に副作用を抑えた後継

のBrz（Brz20011図1（7））を投与してもイネは

簸化しないことから（Sekimataら2001），BRはイ

ネを含めた単子葉類では双子葉と比べ伸長成長に

対する寄与が少ないと考えられた．・しかし，イネの

BR変異体にも強い楼性を示すものが存在すること

はこの考え方と矛盾する．また，上述のようにBrz

の標的酵素の遺伝子である．0曜F4がイネでは2種類

あることから，Brzが2つの遺伝子がコードする酵

素の活性をすべて抑制できていない可能性も考え

られる．いずれにせよ，単子葉作物の矯化には今の

ところBrzよりジベレリン阻害剤の方が有効なよう

である．

　BR特異的生合成経路・代謝経路には，∫）曜F4以

外にもいくっものP450酵素（CPD．BRあx！．BR6bx2

Ro賜BオS1など）が存在する（横田2003，岡本ら

2007）．Brzの選抜方法を適用すれば，これらの酵

素に特異的な阻害剤を作ることも可能であると思

われる（浅見1999，Asamiら2003）．また，DET2

に』コードされるステロイド5α還元酵素は動物（ほ

乳類）の酵素とよく似ている．動物ではこれに対す

る阻害剤がすでに存在することから，これらを利用

して1）ET2に対する新たな阻害剤を作ることもでき

るかもしれない（浅見1999）．作用点の異なる阻

害剤を取り揃えることは，施用法を多様化したり，

適用作物を広げる際に有効であると思われる．この

他，これまでに見つかっているBRの情報伝達，内

生量調節，機能発現に関わる遺伝子やそれらがコー

ドするタンパク質の解析が進めば，BR．機能を阻害

する薬剤の開発もできるかもしれない．BRそのも

の（BRホルモン製剤）の農業利用が停滞している

現状からすると，阻害剤の開発はBRの農業利用を

推し進めるための契機となるかもしれない．

むすび

　近年，シロイヌナズナ，エンドウ，トマト，イネ

などの少数の植物を用いた研究によってBR．の生合

成・代謝，情報伝達・機能発現，内生量維持機構な

どの解明が飛躍的に進歩した．多彩な生理機能を持

ちながらうまく使われていないBRを農業に有効利

用するために得られた知見を利用しない手はない．

これまでに単離・同定されたBR。関連遺伝子を標的

として作物育種を行うこと，また，それらの遺伝子

がコードするタンパク質を標的として阻害剤や機

能充進剤（合成BRを含む）を研究開発することは，

農業労働力の不足や環境破壊による農地減少が叫

ばれている中，食糧不足解消の一助になるかもしれ

ない．今後もBRに関する基礎研究，基礎から応用

への技術移転研究，そしてフィールドにおける実用

研究が三位～体で発展することが望まれる．
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