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総説

BULL巳TINOF EXPERIMENTAL FARM KYOTO UNIVERSITY Vol.23 7 -12 (2014) 

花の模様形成メカニズム

細川宗孝

京都大学大学院農学研究科農学専攻（〒 606-8502京都市左京区北白川追分）

Mechanisms for flower color patterns 

Munetaka Hosokawa 

Graduate School of Agriculture, Kyoto University 

(Kitashir.αkaw’α，Safe.yo, Kyoto 606-8502, Japan) 

Summary 

flower colors and flower color patterns always attract us. In some cas巴s,flow巴rcolor patterns develop by the 

composition of coloトpatternedpetals and in other cases by the complex of different colored petals in a flower. 

For example, petals called rip and carina in Orchidaceae and Fabaceae are differently colored compared with th巴

other petals in the same flower. Some pansy cultivars (Viol.α×wittrockiana) have purple petals and purple areas 

in a petal. The expr・essionof th巴 samepattern in all flowers of a plant suggests that their flower pattern is 

precisely controlled. In contrast, the variegation patterns in the flowers of Japanese morning glory (Ipomoea nil) 

or four o’clock plants (Mirabilis ja／，ψα） are not always the same, even in a plant. Although variation in pigments 

is finite, the pattern expression is not. Thus, we should understand the mechanisms for flower pa抗emexpr郁 sions

for breeding new cultivars. In this review, some examples of flower color patt巴msare introduced including 

candidate mechanisms. 

Key Word: Chimera, Epigenetic, Transposable element 

はじめに

私たちが花を見る場合，そのほとんどは花弁を観賞

の対象としている．花の模様は一枚の花弁内で見られ

る場合と，花弁ごとに異なる色が発現し花全体とし

て模様がある場合に分けられる．例えば，ラン科やマ

メ科では唇弁，竜骨弁と呼ばれる形の異なる花弁が形

成され，地の花弁と違った色に着色することで模様を

発現させることが多い．また，パンジー（Viola×

wittrockiana）のある品種では紫色に着色する花弁と複

数の色に着色する花弁が一つの花に存在することで花

全体として美しい模様を発現する（図 1）.同じ株であ

ればどの花を見ても紫色の部分はほぼ等しく存在して

いることから，遺伝子レベルでアントシアニンの合成

2014年7月8臼受理
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部｛立が花弁内または一つの花で秩序よく制御されてい

ることが想保できる．一方，アサガオ （Ipomoeanil)や

オシロイパナ （MirabillisJalαrpa）では，ある色の花に別

の色を吹きかけたような摸様を持つ品種があり，この

様な模様は一殺的に不安定であり花弁や部伎の違いに

よる規則性はない．花色の種類はj現られるが，花の模

様を組み合わせることで品謹改良は無i隈の可能性を持

つようになる．花の模様の発現メカニズムを明らかに

することで，これまでに見たことのないような花を作

出することができるかもしれない．どのように花は模

様を作りだしているのか？素朴な疑照であるが，実は

この疑問に答えることは植物の持つ本質的な分子メカ

ニズムなどを解明することに等しい．ここでは，すで

に明らかになっている模様形成メカニズムをいくつか
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図 1 パンジーの模様

上部の花弁は他とは違う色となる 下の 3枚は l枚の中

に複数の色が発現する．

紹介する

工ビスタシスや模様遺伝子による花の模様の形成

ニチニチソウ （Vincarosea）などには白花品種であっ

ても花の中央部が赤やピンクに着色するものがある

(eyeと呼ばれる）（図 2）.ニチニチソウの花の地色と

eyeの色の組み合わせによる模様の発現は複数の非対

立遺伝子聞の相互作用（エピスタシス）によって決まっ

ている （Flory1944) .エビスタシスによる模様の育種

は非常に複雑である．ニチニチソウにはいまなお新た

な花色品種が次々と見つかっており，花の模様の遺伝

背景はさらに複雑を極めている．また，インゲンマメ

の花の模様（主に翼弁）では模様遺伝子の存在が知ら

れており，脈の着色や周縁部の着色を促す単一遺伝子

が明らかになっている（Leakey1988). トレニア等で報

図2 ニチニチソウの模様

中央の赤色は eyeと呼ばれる．ニチニチソウの模様発現

は異なる遺伝子聞の相互作用によって生まれている

告されているように，同じ花弁であっても形態の違い

によって発現している MADSボックス遺伝子は異なる

こと（Nikiand Nishijima 2008），また，形態を制御する

遺伝子を遺伝子組み換えで制御すると花弁に模様が出

ることなどから，花色合成を制御する遺伝子だけでは

なく花弁の形態形成を制御する遺伝子の発現が模様形

成に関わっていることが推測される．複数の色素合成

遺伝子のマスタースイッチである転写因子の同定・利

用は進んで、いるが，このような研究成果はほとんどの

場合，模様の形成にはつながらない．花の新品種の育

成には花の模様遺伝子だけではなく形態形成遺伝子を

利用することが一つの方法である

被子植物の持つ層構造による花の模様の形成

セントポーリア （Saintpauliasp.）などの一部の品目

には花に縞模様を持つ品種がある．これらは非常に高

価で取引されている これらが高価な理由は縞模様形

成のメカニズムとセントポーリアの繁殖方法を理解す

れば納得できる．被子植物の茎頂分裂組織は単層の起

源層が2層以上重なった総状構造で構成されており，

この層状構造は茎頂分裂組織から発生する葉や茎，さ

らには花弁でも維持される（図 3）.茎頂分裂組織の各

層がそれぞれ別々の遺伝子的な背景を持つとき，その

茎頂分裂組織の構造を周縁キメラ構造と呼ぶ．例えば，

各層がそれぞれ赤色（外層）と黄色（内層）を合成す

る遺伝子的背景を持つ周縁キメラ構造を持つ茎頂分裂

組織から発生する花弁は赤色と黄色の重ね合わせによ

るオレンジ系の花が咲く．セントポーリアでは花弁が

直径 lmm程度に発達した際に花弁の周辺の表皮細胞が

盛んに分裂し花弁周縁部において表皮細胞にのみ由

来する部分が形成される．結果として，花弁の中央部

は2つの起源層由来の細胞層からなり，外周部では最

外の起源層由来の細胞からなることで縞模様が形成さ

れる この様な品種は種子で繁殖することはできない．

種子は匹珠と花粉との受精によって形成されるが，匪

珠や花粉は茎頂分裂組織の内層から作られる，すなわ

ち種子形成はキメラ構造を持つ茎頂分裂組織を壊し，

新しい茎頂分裂組織を獲得することを意味する．セン

トポーリアの縞模様品種を安定的に殖やす唯一の方法

は側枝を用いた栄養繁殖，すなわち挿し木繁殖である．

茎頂分裂組織は同じ構造の茎頂分裂組織を葉肢に作る

~ －・…蜘Aα内閣由来｝
外層（表皮に分化） 4・・脳』 樋枚組織

内層（表皮下 ~ 湾総状組織

の組織に分化） 司－＇！＂＂ （向曙由華）

図3 植物の茎頂分裂組織の層状構造は分化した組織でも維持

される．



ため，全ての葉肢から伸長した側枝は主枝の茎頂分裂

組織と同じ構造の茎頂分裂組織を先端に持つのである．

実際にセントポー リアが挿し木で繁殖されることは

ほとんどなく，葉ざしゃ植物ホルモンなどを用いた組

織培養による不定芽で繁殖される．いずれの場合も，

不定芽の発生は一つの細胞に由来するため，親の茎頂

分裂組織のキメラ構造を壊して新しい茎頂分裂組織を

獲得することになる．生産者がこの様な繁殖方法を選

んだ場合にはそれぞれの芽が成長し開花しでも花は縞

模様にはならず単色になってしまう（図 4）.セント

ポーリアの縞模様品種の繁殖には非効率的な挿し木法

を取らざるを得ないことから縞模様品種は高価なもの

になってしまうのである．

また，セントポーリアの縞模様品種にはキメラ構造

とは異なるメ カニズムによって縞模様となっているも

のがある （固め．花弁の中央部が白くなるタイプの品

種は前述のものと同様，組織培養や葉挿しをすると一

つの層から芽が発生するにも拘わらず，一定の確率で

縞模様の個体を得ることができる．これはつまり，花

ピンク韓虫色偲体

続個体 ＂＇ ~ Ll層帥~ 菜身

組綴培養 育単色個体

＼ロ…‘’した葉柄

図4.周縁キメラ個体から組織培養で得た不定芽の花の色は単
色となる

図5. 中央部が白く抜けるタイプの縞模様
周縁キメラでは説明できない．
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弁の中央部が白くなるタイプの縞模様品種は細胞層の

重ね合わせによって縞を発現しているわけではないこ

とを示す．これらの品種の縞模様形成メカニズムの説

明には別の分子メカニズムを持ち出す必要がある．

遺伝子の分解による花の模様の形成

ダリア （Dahliavariabilis）やベチュ ニア （Petunia

hybrida）には覆輪と呼ばれる模様を持つ品種群がある．

これら品種は花弁 （花冠）の中央部では色素 （主にア

ントシアニンによる赤色）が発現し，周辺部では白色と

なる．一般的には色素のある部分とない部分がはっき

りと分かれるわけではなく ，境界線は暖昧である こ

の様な特徴を持つタイプの模様形成は，色素を合成す

るための酵素遺伝子（m肘.JA）の分解によって起こる

場合が多い．色素の合成遺伝子の mRNAが分解されな

い中央部では赤色に，分解される周縁部では白色とな

る 一般にこのタイプの覆輪品種は模様が安定せず，

温度や光条件によって白色部の大きさが変化する．ペ

チュニアの覆輪品種の中にはリンの欠乏によって完全

な白色花を咲かせるようになる品種も存在する（図 6)

(Hosokawa et al. 2013）.ペチュニアのある品種ではリ

ンで誘導した白色花から組織培養で芽を誘導した場合，

それらの芽から咲いた花は白色花となる．環境条件が

引き金になって誘導される mRNAの分解は安定化しう

ることを示している．他の報告では， mRNAの分解は

遺伝子（DNA）のメチル化を介して mR1サAの転写その

ものを抑制しうることを明らかにしている．環境要因

はmRNAの分解を誘導し分解が引き金になり貯仙の

転写そのものを止めているのである．同じような模様

はダリアの花でも見られる．ダリアでは純白品種の育

成は難しいが， Ohnoet al. (2011）はmR1呼Aの分解によ っ

て生じた白色部は純白になることを報告しており，模

様の形成以外でも園芸的に利用可能な現象であるとい

える また，彼らは形質が不安定なダリアの覆輪品種

から赤単色の個体が多発することを認めており，原因

の解明を進めている．

van der Krol et al. (1988）はベチュニアの赤色を濃く

する目的で，アント シアニン合成経路上の特定の酵素

図6.ペチュニア ‘マジックサンパ’の不安定な模様発現．
左・リン酸を十分に与えた区
中央：リン酸欠乏条件下での初期に咲いた花，
右・リン酸欠乏条件下での後期に咲いた花
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遺f云子を組み込んだ．しかし結果は予想、と反し，濃

くなるどころか完全な白色になってしまった．このこ

とから，特定の遺伝子（mRNA）の過剰な転写はむし

ろ分解を促すのではないか，という仮説が提案された

これは，生物の持つ新しい遺伝子発現の調節機構に関

する大きな発見であったウイルスが植物に感染する

と急速に増殖し縞物の成育を異常にするがほとんど

の場合枯死に至ることはない．動物と異なり免疫機能

を持たない植物は生体内で増えすぎたウイルス RNAを

この分解機構で減らすことができる 生命活動を営む

ために不可欠な遺伝的メカニズムが花の模捺形成でも

f動いているのである．ただしここで1詳説したのは白

色化するメカニズムであり 模様形成を説明するには

エピジェネティクスの部位特異性の解明が必要である．

ウイルスやファイトフ。ラスεマの感染による花の摸議の形成

チューリップ （Tu！伊Gspp.）やツバキ（C.αmellia‘spp.)

では，赤色の花のところどころが不規期にaくなる品

韓がある．個々の花が異なる模様になることから，選B

i床家の間で長年貴重な品種として維持されてきた品種

も多い．これらの摸様形成はウイルスの感染によって

引き起こされている．これらのウイルスは横物の成育

を致命的にまで抑制することはないため品種として維

持されてきたものと考えられる．このような品績を台

木にして，自く抜けない品種を穂子ドにして議ぎ木を行

うと総木の花の赤色が部分的に抜けてくることが明

らかになっており，これはウイルスが諮木に移行して

増殖しているためである．向じ現象はゼラニウム

(Pel.αrgonium spp.）の品撞にもみられる 花ぅ常識の中央部

が白くなる縞模様品種はウイルスの感染が疑われてい

る（Cassellset al. 1982). このような縞模様品種ーを用い

て茎頂培養によってウイルスフリー化すると，縞模様

が消え真っ赤になることが報告されている．また，縞

模様の品撞を台木lこして，通常の赤い品種を穂木にす

ると，穂;;1三の赤色の中央部が部分的に白くなることが

報告されている．花に斑入りをもたらすウイルスは、

Potyvirus (Hammond and Chastagner 1989) , Cam1ovirus 

(Stone 1980), Tobamovirus (Jensen and Gold 1951), 

Potexvirus (Hunter et al. 2011）など多岐のウイルスにま

たがっている．今後，摸様とウィルスの局在性との関

わりを明らかにする必要がある。

また，ウイルスとは異なる例も紹介する．アジサイ

（時drangeamacroplぴIla）にファイトプラズマが感染す

ると，花弁が緑色のまだら摸様になる．これはアジサ

イのがく片（アジサイの観賞器官は花弁ではない）が

ファイトプラズマの感染によって量的に葉に形態変化

するからであり，がく片の形成にとって重要な役割を

果たす遺｛云子発現の変化によることを明らかにしてい

る（Kitamur・aet al. 2009）.身近にある図芸品韓の花の模

様が，ウイルスやファイトプラズマの能力を借りてい

る場合があり，洋の東西に関わらず園芸ではこのよう

な共存関係をも利用しているのである．なお，

Matthews ( 1991）はウイルスによって花弁が白く抜け

るのは花弁分化の初期に茎頭部で起こる反応であり，

花弁の pHやアントシアニンの分解によるものではな

いとしている．ウイルスによる花弁の白色化の分子メ

カニズムは未解明であるが，上記3で説明した遺伝子

の分解機構のどこかに働きかけていることが原国であ

るとも言われており，いまなお残された興味深い開題

であるー

器宮内の舗数化（polysomaty）による詑の模議の形成

ツツジ （Rhododendronsp.）では様々な複色品種が珍

されているが，そのi=jJに中央部が赤く，周諒吉［＼が白

い譲論の品犠群がある．ツツジは 2倍体であるが，花

弁の白色部に限っては4倍体になっているものがある

(Schepper et al. 2001）.動物などと違い，植物には

polysomatyが知られ， 2倍体の槌物であっても，音l¥f立に

よっては4措体あるいはさらに高次倍数イとすることが

ある．ただし本論文では polysomatyがどのようなメ

カニズムで白色化を引き起こすのか，という点につい

ては明らかにしていない．また， polysomatyの部位特

異性の解明が模様形成のメカニズムの説明には必要で、

ある．

遺法子の不安定性による花の摸議の形成

アサガオなどでは昔から｛当地に斑点：i犬の着色部を持

つ斑入り花が珍設されている，このような，斑入り花

は急素を合成する遺伝子の不安定な発現によるもので

ある．不安定な発現にはいくつかのメカニズムが報告

されているが“動く遺伝子”によるものが多い‘ トラ

ンスポゾンの挿入によって機能が喪失していた遺伝子

から， トランスポゾンが切り出されることによって遺

伝子の機能が匝穫し色素の合成を突発的に開始する

ことによって斑入りとなる場合がある．また， トラン

スポゾンは挿入されていないが，メチル化で発現停止

していた遺信子が脱メチル化されることによって部分

的に機能を回復させることで斑入りとなるものがある．

アサガオではトランスポゾンによる斑入りとメチル化

による斑入りは着色部と非着色部との境界線を観察す

ることで判断できる．すなわち，境界線がはっきりし

ていればトランスポゾンが関与しそうでない場合に

はメチル化が関与していると言われている（森田ら，私



信）．セントポーリアでも多くの斑入り品種があり，ト

ランスポゾン型とメチル化型の存在が予測され， トラ

ンスポゾン型の一部の品種では挿入された遺伝子

(Flavonoid 3’f hydroxy lase）のプロモータ一部位からの

切り出しによる機能回復が原因であることを確認して

いる（Satoet al. 2011). 

また， トランスポゾンが切り出されるタイミングは

模様形成に大きく関わか花弁分化の初期に切り出さ

れると筋状の模様が形成され，発達時に切り出される

と吹きかけたような斑点が発生する （Iidaet al. 2004) . 

色素が関与しない花の模様形成①

紫外線を吸収するフラボノイド系色素の部位特異的

蓄積が目には見えない花の模様を引き起こすことが知

られている．見虫の蜜標がそうである. Parkin ( 1928, 

1931）はラナンキユラス （Ranunculusrepens）の花弁が

なぜ強い光沢をもつのかについて興味を持った ラナ

ンキュラスは花弁の中央部ではほとんど光沢を持たず，

中央部から先端部で強い光沢を持つ．彼はラナンキュ

ラスの光沢を持つ部分を表面と垂直に切断し顕微鏡

で観察し光沢を持つ部分の表皮下にはデンプン粒が

あり，光沢のない部分にはデンプン粒がないことを明

らかにした．最近の研究では，光沢にはむしろ表皮細

胞の形状が強く関与しデンプン粒は紫外線の反射に

影響するのではないかと言われている．実際に紫外線

の反射や吸収を見ることができるカメラで花を撮影す

ると，昆虫のため蜜襟を見ることができるが，デンプ

ン粒のある部分では紫外線の反射による蜜標が確認さ

れた（Vignoliniet al. 2012）.昆虫の誘因には色素発現が

重要で、あるこ とは以前からいわれているが，ほとんど

の場合には紫外線を吸収する無色のフラボノイド系色

素の花弁内局在性が原因である． 同じ現象はトルコギ

キョウ （Eustomaspp.）等の光沢模様のある花弁でも見

ることができ，花の局所的な光沢による模様を持つ植

物には一般的な現象であるかもしれない．

色素が関与しない花の模様形成②

楕円に一定のグラデーションを付け，薄い方を中央

に向けて円形に何枚も並べると，中央部が発光してい

るように見える（図 7左） これは錯視画の一つである．

同じ現象は覆輪の花でも見られる．例えばシネラリア

(Pericallis×hybrida）の品種の中には中央の管状花が白

く，中央部に向かつて舌状花にグラデーションがある

覆輪花がある このような品種をみると中央が発光し

ているように見える．着色部と非着色の境界線が比較

的はっきりとしている場合には発光模様は見ることは
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図7. 錯視による発光実験．

数字は明度を表す（Adbephotoshopを使用）．

できない 一定のグラデーションを付けた花弁状の絵

を内側に向けると中央部が光って見えるのである（第

7図右）．上記の①も②も結果としての模様形成を説明

したが，なぜ部位特異的なデンプン蓄積やグラデー

ションがかかるのかについては今後の課題である．

おわりに

花の模様は私たちを楽しませてくれるばかりではな

く，知的好奇心を引き起こしてくれる これは花の品

種育成に関わった人たちが私たち研究者に残してくれ

た貴重な財産であり，新しい分子メカニズムのヒント

を与えてくれる．花井園芸においては私たちの想像を

超える花が毎年のように出ることに驚かされる．かつ

てハインリッヒ・シュリーマン，ロパートフォーチュン，

ニコライ・パピロフが日本人を評して，類まれなる園芸

好きの人種と言った．花井園芸大国であるオランダの

品種が多くのヨーロッパ諸国の伝統的な花井園芸品種

を駆逐し品種の単一化を促している．日本人はうま

く外国の品種を取り入れながら独自の品種育成を目指

す必要があり，これこそが日本国民の独創性であると

考える．花の多様性は花井園芸の活気を示す指標であ

り，新しい品種が花屋に並ばなくなったら日本人の花

に関する関心は終わりであると言わざるを得ない．

キーワード：キメラ，エピジェネティック， トランス

ポゾン
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