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1.はじめに

食料自給率の低下や消費者ニーズの多様化に伴い，品

種改良による作物の生産性の向上や高付加価値化などが

求められている. これらの要求に応えるためには，既存

の育種技術を駆使して継続的に品種改良を行うとともに

新しい技術を開発してその効率化を図ることが重要である.

分子育種は，品種改良を効率的に行うための技術とし

て期待され，実際に成果を挙げている (Mooseand Mumm 

2008) この技術を利用するためには，有用形質の発現を

誘導している分子機構を解明し，有用遺伝子を同定する

必要がある 既に幾つかの有用遺伝子が同定され，分子

育種に利用されているが，誘導機構が明らかでなく，有

用遺伝子が同定されていない形質も数多く存在する.

本稿では，誘導機構が十分に解明されていない2つの

有用形質すなわち雑種致死と花弁老化について，分子育

種に利用可能な有用遺伝子の同定を最終的な目標として，

生理遺伝学や細胞生物学など様々な観点から解析を行っ

てきた著者らの研究とその背景を紹介する.

2. プログラム細胞死について

細胞死は，多細胞生物の組織を構成している細胞が生

理的な条件下で死滅する現象である.表 1iこ示すよう

に，細胞死は，その決定要因の違いに基づき，不慮の細

胞死 (accidentalcell death)とプログラム細胞死 (program

cell death)に分類することができる (Clark2002). この

うち，不慮の細胞死は， 細胞外の状態が急激に変化する
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ことで突発的に生じる細胞死のことである この細胞死

は，エネルギーに依存せず，新規の遺伝子発現を必要と

しないことから，受動的で他殺的な細胞死と表現される.

一方，プログラム細胞死は， 細胞内の遺伝子にコードさ

れたプログラムにより ，特定の時期に特定の場所で自発

的に誘導される細胞死のことである.この細胞死は，エ

ネルギーに依存 し 新規の遺伝子発現を必要とすること

から，能動的で、自殺的な細胞死と表現される

プログラム細胞死は，多細胞生物の生存に必要不可欠

な生命現象であり，その生物学的意義は，生体制御と生

体防御による‘個体の統制'にあると考えられている (田

沼 1994).生体制御とは，発生や成熟の過程で不要になっ

た細胞がプログラム細胞死により 除去されることを意味

する.例えば，カエルの変態でオタマジャク シの尻尾が

無 くなるとき，尻尾の細胞にはプログラム細胞死が誘導

されることが知られている.一方，生体防御とは，生体

に有害となった細胞がプログラム細胞死により除去され

ることを意味する 例えば ウイルスに感染した細胞や

癌細胞には，免疫応答の結果，プログラム細胞死が誘導

されることが確認されている.

プログラム細胞死は，その形態学的および生化学的な

特徴の違いから，アポトーシス (apoptosis)，オートフ ァ

ジー (autophagy)，ネクローシス (necrosis)の3種類に

分類されている (AssuncaoGuimaraes and Linden 2004). 

アポ トーシスに見られる典型的な特徴は，核クロマチン

の凝縮 ・断片化 とDNAのヌクレオソーム単位での断片

化である オー トフ ァジーにはマクロオー トファジーと

ミクロオート ファジーがあり ，前者は，細胞内にオート

リソソ ームと呼ばれる小胞が形成され，その中に取り込

まれた細胞質が加水分解酵素によって分解されるという

特徴を示す.一方，後者は， 細胞質が液胞に取り込まれ
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表 1. 決定要因に基づく細胞死の分類

タイプ

不慮の細胞死

細胞外の状態の急激な変化
-栄養分や水の不足

要因

・温度が高(低)すぎるとき
.物理的な障害

・他の生物に食べられるとき

細胞内の遺伝子にコードされたプログラム

特徴

エネノレギーに依存せず，新規の遺
伝子発現を必要としない

プログラム細胞死 -生活史の初期に特定領域の細胞が死ぬ場合(発生過程)
エネノレギーに依存し，新規の遺伝
子発現が必要である

-生活史の終期に分裂を停止した細胞が死ぬ場合 (老化過程)

て分解されたのち，液胞膜が崩壊して細胞が自己分解す

るという特徴を示す.ネクローシスの主な特徴は，細胞

膜の破損により細胞が膨張して崩壊することである. こ

のような特徴は，プログラム細胞死だけでなく，不慮の

細胞死でも確認されている.

これまでの研究により，動物では， プログラム細胞死

が癌やアルツハイマー病などの重篤な疾病に深く関与す

ることが確認され，その誘導に関わる分子種の多くが同

定されている (Assun号aoGuimara巴sand Linden 2004) ま

た，それらの研究成果は，医療の分野で応用されつつあ

る 一方，植物でも，形態形成やストレス応答などにプ

ログラム細胞死が関与することが確認され(vanDoorn and 

Woltering 2005) ，その誘導に関わる分子種が同定されつ

つある.今後は，それらの研究成果が農業の分野に応用

されることが期待されている.

3. 雑種致死の誘導機構に関する研究

1)研究の背景

雑種致死 (hybridlethality)は，受精後の生殖的隔離機

構の一種であり，雑種匹あるいは雑種実生が成熟に至ら

ず，成育の途中で遺伝的に致死する現象である(中島

1988) 致死性とも呼ばれるこの現象は，種 ・属間あるい

は系統聞の特定の交雑組合せに現れることが知られてお

り，イネ属やタバコ属など栽培種を含む多くの属で確認

され (Bombliesand Weigel 2007)，遠縁交雑による育種の

重大な障害となっている.

致死性の遺伝分析は古くから行われており，幾つかの

交雑組合せに現れる致死性について，その原因遺伝子の

遺伝子座が決定されている.例えば，ワタ属では，

Gossypium hirsutum x G. barbadenseの雑種実生に現れる

致死性の原因遺伝子として LeJとLe2(Samora et al. 1994) 

という 2つの補足遺伝子が報告されている.また，最近

の研究により，シロイヌナズナの系統間雑種に現れる致

死性の原因遺伝子が，病害抵抗性遺伝子として知られて

いる NB-LRR型遺伝子のホモログであることが確認され，

致死性が自己免疫反応によって誘導されていることが示

唆されている (Bomblieset al. 2007). 一方，致死性を回

避・克服するための致死救済法も古くから開発されてお

り，致死性が現れる幾つかの交雑組合せで，成熟した雑

種個体が得られている.例えば， コムギ属では，雑種実

生に致死性が現れる Triticumaestivum x T durumの未熟匹

を培養することで，正常な生育を示す再分化個体が得ら

れている (Chenet al. 1989). しかしそれらの致死救済

法については，他の交雑組合せに現れる致死性への適用

例がほとんど報告されておらず，応用的な効果は明らか

にされていない.

以上のよ うに，致死性については，ある程度の知見が

得られているが，その誘導機構の全容は解明されておら

ず，致死救済法も十分には得られていない状況にある

そこで，本研究では，タバコ属の種間雑種に現れる致死

性について，生理遺伝学的ならびに細胞生物学的な観点

から解析を行い，その誘導機構を明らかにするための新

たな手がかりを得ることを試みた

2)雑種実生に現れる致死性の分類

タバコ属では，栽培種である Nicotianatabacumを片親

とした幾つかの種間雑種で、致死性の発現が確認されてい

る (DeVerna et al. 1987).また，N. suaveolens x N. tabαcum 

の雑種実生に現れる致死性については，その原因遺伝子

が含まれるゲノムや染色体が決定され(Jnoue et al. 1996， 

Marubashi and Onosato 2002)， 3種類の致死救済法が開発

されている(L1oyd1975，丸橋ら 1987，Inoue etal. 1997) 

しかし，他の種間雑種に現れる致死性については，十分

な調査が行われておらず，致死救済法の適用例も報告さ

れていない そこで，タバコ属の種間雑種に現れる致死

性を広く調査するとともに，致死救済法の適用を試みた

(Yamada et al. 1999). タバコ属の 3亜属 9節に含まれる

17種間で 186組合せの交雑を行い，致死性が現れる組合

せを調査したところ，新たに 14組合せの雑種実生で致死

性の発現を確認した. また，それらの組合せの雑種実生

が致死する前に示す可視的な変化を比較することで，致

死性を 4種類の致死型(1:茎頂と根端の褐変 n 匹

軸と根の褐変，皿..本葉の黄化，N:シュー トの叢生)に

分類したさらに，互いに異なる致死型を示す 4組合せ

の雑種実生に対して前述した 3種類の致死救済法を適用

したところ，各雑種実生が各救済法に対して，それぞれ

異なる反応を示すことを確認した(表 2).以上から，タ

バコ属の種間雑種には，性状が異なる少なくとも 4種類

の致死性が存在することが示唆された
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表 2.異なる致死型を示す雑種実生に対する致死救済法の効果

致死救済法の効果
交雑組合せ 致死型II

高温栽培 子葉培養 サイトカイニン処理

N. nudicaulis x N. tabacum 回避 2) 無効 克服 4)

N. paniculata x N. suaveolens E 回避 克服 3) 克服

N. glutinosa x N. repanda E 回避 無効 無効

N. paniculata x N. alata N 無効 無効 無効

1) 1 茎頂と根端の褐変， II:!座車ibと恨の褐変，m:本業の黄化 N シュートの叢生.
2)高温条件下で雑種実生を栽培している闘は致死性の発現が抑制.
3)雑種実生の子葉片を組織培養することで致死性を克服した雑種個体が再生.
4)雑種実生にサイトカイニンを処理することで致死性を克服した雑種個体が再生

3)致死性を示す雑種実生に見られる細胞死の同定

雑種致死は，種間雑種を構成している細胞が死滅する

ことで生じる現象である しかしその細胞死の特徴や

種類は明らかにされていない そこで，致死性が現れる

N. glutinosa x N. repandaとl収 suaveolensx N. tabacumの

雑種実生について，その細胞に生じる核や DNAの変化

を調査することで，細胞死の同定を試みた (Marubashiet 

al. 1999， Yamada et al. 2000) 雑種実生から単離したプロ

トプラストを DAPIで染色し，核の形態を蛍光顕微鏡で

観察したところ，致死性が現れている雑種実生では，核

クロマチンの凝縮や断片化が生じていることを確認した

(図 1A) また，雑種実生から抽出した DNAをアガロー

スゲルで電気泳動したところ，致死性が現れている雑種

実生では， DNAがヌクレオソームの単位で断片化してい

ることを示唆する結果を得た (図 1B).雑種実生で確認

された核の崩壊や DNAの分解は， プログラム細胞死の

ー形態であるアポトーシスの特徴と一致する. このこと

から，N. glutinosa x N. r司pandaとN.suaveolens x N. tabacum 

の雑種実生に見られる細胞死がアポトーシス様のプロ

グラム細胞死であることを明らかにした.その後，N.

debneyi x N. tabacum (丸橋 ・小林 2002)や N.gossei x N. 

tabacum (Mino et al. 2002)でも調査が行われ，同様の結

果が報告されている 以上から タバコ属の種間雑種に

現れる致死性の誘導にはアポトーシス様のプログラム細

胞死が共通に関与することが示唆された

4)致死性の誘導を制御する内生因子の同定

プログラム細胞死による致死性の誘導を制御している

可能性のある内生因子として植物ホルモンに着目し，タ

バコ属の種間雑種に現れる致死性とオーキシンやエチレ

ンとの関係を調査した (Yamadaet al. 2001a， Yamada and 

Marubashi 2003). まず，N. glutinosa x N. repandaの雑種

実生についてオーキシンの内生量を調査したところ，発

芽後の実生におけるオーキシンレベルの増加と致死性の

発現が密接に関連していることを示唆する結果を得た.

また，雑種実生にオーキシンの輸送阻害剤やエチレンの

生合成阻害剤を処理したところ，致死性が抑制されるこ

とを確認した.次に，N. suaveolens x N. tabacumの雑種実

生についてエチレンの生成量を調査したところ，発芽後

の実生におけるエチレンレベルの増加と致死性の発現が

密接に関連していることを示唆する結果を得た.また，

雑種実生にエチレンの生合成阻害剤を処理したところ，

致死性が抑制されることを確認した.以上から，タバコ

属の種間雑種では，オーキシンやエチレンが致死性の誘

導を促進する内生因子として機能している可能性が示唆

された

5)致死性を簡易に誘導できる懸濁細胞培養系の確立

雑種致死の研究では，致死性を示す雑種実生が主な実

験材料として用いられてきた. しかしこの実験材料に

は，致死性の誘導に時間と手聞がかかることや栽培環境

の違いで致死性の発現時期が異なることなど，幾つかの

問題点がある そこで，タバコ属の雑種致死で確認され

ている温度感受性を利用して，致死性を簡易に誘導でき

る懸濁細胞培養系の確立を試みた (Yamadaet al. 2001 b). 

まず，致死性が回避される 360Cの条件下でN.suaveolens x 

N. tabacumの雑種実生を育成し，その子葉片を培養して

カルスを誘導した 次に，そのカルスを 360Cの条件下

で振とう培養することで懸濁細胞培養系を確立した

この懸濁細胞を 36てから 280Cの条件下に移したところ，

24時間以内に全ての細胞が死滅することを確認した.ま

た，その細胞に生じる核や DNAの変化を調査すること

で，その細胞死がアポトーシス様のプログラム細胞死で

あることを明らかにした 以上より，雑種実生に比べ，

簡易に致死性を誘導することができる新たな実験材料を

得ることができた. この材料を使って 貯~A 合成阻害剤

やタンパク質合成問害剤が致死性に及ぼす影響を調査し

たところ (Masudaet al. 2003)，いずれの間害剤も致死性

を阻害する効果を示し致死性の誘導には新規の遺伝子

発現が必要であることが示唆された

6)致死性の誘導に関わる遺伝子の同定

タバコ属の種間雑種に現れる致死性にはプログラム細

胞死が関わり，その誘導には新規の遺伝子発現が必要で

ある 従って，そのプログラム細胞死の誘導に関わって

いる遺伝子の種類を明らかにすれば，致死性の誘導機構
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の解明が進み，致死性を制御するための有用遺伝子の同

定につながることが期待される.そこで，プログラム細

胞死に関する先行研究などを参考にして，致死性に関わ

る遺伝子の同定を試みた. まず，動物細胞のプログラム

細胞死を抑制する機能を持つことが報告されている

遺伝子 dad-}n叫 <ashimaet al. 1993)のホモ ログを N

suaveolens x N. tabacumの懸濁細胞から単離し，発現解析

を行った (山田 ら2001). その結果，N. suaveolens x N. 

tabαcumの雑種実生や懸濁細胞に生じるプログラム細胞

死と dad-}ホモログの発現に負の相闘が認められ，この

遺伝子が N.suaveolens x N. tabacumの致死性を誘導して

いるプログラム細胞死を抑制的に制御している可能性が

示唆された次に，N. suaveolens x N. tabacumの懸濁細胞

に suppressionsubtractive hybridization CSSH)法を適用し，

致死性に関わる遺伝子の網羅的な解析を試みた CMasuda

et al. 2007) その結果，致死性を示す懸濁細胞で、特異的

な発現を示す 10種類の遺伝子が同定され，それらの遺伝

子が N.suaveolens x N. tabacumの致死性の誘導に関与し

ていることが示唆された

4. 花弁老化の誘導機構に関する研究

1)研究の背景

花は，咲いてから一定の期聞が過ぎると，花弁の萎れ

や脱離などを生じる.花弁に生じるこのような変化は，

多くの植物で共通に観察されている現象であり ，花弁老

化 Cpeta1senescence)と呼ばれる.花弁老化は，鑑賞花

の日持ち性(花持ち性)に影響を及ぼす主な要因の 1つ

であり， この現象を抑制することで花持ち性を改良する

ことが可能となる.

花弁老化を抑制し，花持ち性の改良する手段には，品

質保持剤， 予冷・貯蔵および輸送技術， 品種改良などが

ある(市村 2000) 品質保持剤は，その主な有効成分が

エチレ ン阻害剤であるため，花弁老化にエチレンが関与

する植物には有効だが，関与しない植物には効果が見ら

れない.また，予冷 ・貯蔵および輸送技術は，設備投資

田山

に莫大なコストがかかるため，あまり普及が進んでいな

い 品種改良は，生産者の負担するコ ストが他の手段よ

りも低 く，最も期待されている手段である しかし，有

望な育種素材が見つからず，従来の育種法では新品種の

育成が困難な場合がある.

このような状況から，近年，分子育種による花持ち性

の改良が試みられている.例えば，カーネーションのよ

うに花弁老化の誘導がエチレンによって促進されている

植物では，遺伝子組換えによりエチレンの生合成や感受

性を阻害することで，花持ち性の改良が可能であること

が報告されている CBo1ithoet al. 1997， Aida et al. 1998) 

しかし花弁老化にエチレ ンが関与していない植物には，

この技術を適用する ことができない より多くの植物で

分子育種による花持ち性の品種改良を可能にするために

は，花弁老化の誘導機構を明らかにし，花弁老化を抑制

できる新たな有用遺伝子を同定する必要があるー

花弁老化の誘導機構を解明するため，これまでに様々

な観点から研究が行われている.例えば，生理 ・生化学

的な研究により，花弁老化の誘導がエチレ ンによって促

進される場合があることや Cvan Doorn 2001) ，老化した

花弁の細胞で糖やタンパク質，核酸の減少や，生体膜の

崩壊が生じること CMati1eand Winkenbach 1971)などが

明らかにされている.また，細胞生物学的な研究により，

老化した花弁の細胞では，液胞による細胞質の取り込み

と消化が行われ CMatileand Winkenbach 1971)， DNAが

ヌクレオソ ームの単位で断片化す ること COrzaezand 

Granell 1997)が確認され花弁老化がプログラム細胞死

により誘導されていることが示唆されている さらに

分子生物学的な研究として，花弁が老化する過程で生じ

る遺伝子の発現量の変化がマイクロアレイ法により網羅

的に解析され Cvan Doorn et al. 2003)，花弁老化の分子機

構が明らかにされつつある.

以上のように，花弁老化については，ある程度の知見

が得られているが，その誘導機構の全容は解明されてお

らず，花持ち性を改良する手段は十分には得られていな

い状況にある.そこで，本研究では，様々な植物の花弁

表3. 老化した花弁に見られる核および DNAの変化

植物名 花弁老化の形式 核の形態的変化 DNAの断片化 文献

アイリス 萎凋型 凝縮 ・断片化 する データ未発表

アサガオ 萎凋型 凝縮 ・断片化 する Yamada ef 01. 2006a 

カーネーション 萎凋型 凝縮 ・断片化 する 市村ら 2006

キンギョソウ 萎凋型 凝縮 ・断片化 する Yamada ef 01. 2006b 

グラジオラス 萎凋型 凝縮 ・断片化 する Yamada et 01. 2003c 

サクラ 脱離型 肥大と破裂 しない Yamada ef 01. 2007b 

チューリップ 萎凋型 凝縮 ・断片化 する データ未発表

デノレフィニウム 脱離型 肥大と破裂 しない Yamada ef 01. 2007b 

ノ、フ 脱離型 肥大と破裂 しない 山田・市村 2006

フリージア 萎凋型 凝縮 ・断片化 する Yamada et 01. 2001 

ベチュニア 萎凋型 凝縮 ・断片化 する Yamada et 01. 2006b 

マーガレット 萎凋型 凝縮 ・断片化 する Yamada et 01. 2006b 
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(A) 

(8) 
ST1 ST2 ST3 

図 1. N glulinosa x N repandaの雑種実生に見られる細胞死の

特徴

(A)上段のパネノレは雑種実生に現れる致死性を示す.

STI:発芽後 10日目， ST2:発芽後 15日目， ST3:発芽後

30日目 下段のパネルは雑種実生より単離したプロトプ

ラストで観察された核の形態を示す正常 STIでf確認し

た核の形態，凝縮 ST2とST3で確認した核クロ 7 チン

の凝縮，断片化 ST3で確認した核クロマチンの断片化。

(B)雑種実生より 抽出 した DNAのアガロースゲノレ屯気

泳動像 STI:発芽後 10日目， ST2発芽後 15日目， ST3: 

発芽後 30日目

老化について，生理遺伝学的ならびに細胞生物学的な観

点から解析を行い，その誘導機構を明らかにするための

新たな手がかりを得ることを試みた.

2)老化した花弁に見られる細胞死の同定

花弁老化は，花弁を構成している細胞が死滅する際に

生じる現象である. これまでの研究により ，花弁老化の

誘導には新規の遺伝子発現が必要であること(ルlatileand 

Winkenbach 1971)，老化した花弁の細胞で‘は DNAが断片

化すること (Orzaezand Granell 1997)などが確認され，

老化した花弁に見られる細胞死がプログラム細胞死であ

(A) 

(8) 

図2. 老化した花弁の細胞に見られる核の形態的変化

(A)萎凋型の花弁老化で確認された核クロマチンの断片

化.パネノレは老化した花弁より単離した核を DAPI(水色

蛍光)と DiOC6(赤色蛍光)で二重染色し，蛍光顕微鏡で

観察した結果を示す.左は骸膜を伴い断片化したアサガ

オの核クロ 7 チン 右は核膜の内側で断片化したキン

ギョソウの核クロマチン (B)脱縦型のイヒ弁老化で悦認

された核の肥大と破事~. パネノレはデノレフィニウムの花弁

より単離した核を DAPIで染色し，蛍光顕徴鋭で観察し

た結果を示す 左は開花直後の花弁で観察された正常な

形態の核 右は老化花弁で観察された肥大して破裂した

核. Bars=5μm. 

ることが示唆されてきたしかし そのような細胞死の

特徴が確認された植物の数は少なく ，花弁老化にプログ

ラム細胞死が共通に関与しているかどうかは明らかにさ

れていない そこで，花弁老化の形態が異なる複数の植

物について，老化した花弁に見られる細胞死の特徴を調

査した(表 3).その結果，花弁が脱離する前に萎れる

‘萎凋型'の花弁老化を示す植物では，老化した花弁の細

胞で核クロマチ ンの凝縮 ・断片化や DNAの断片化が生

じていることを確認した また DNAを染色する蛍光色

素 (DAPI) と核膜を染色する蛍光色素 (DiOC6) で二重

染色した核を観察することで，核クロマチンの断片化を

詳細に調査したところ，アサガオやペチ ュニアでは，核

膜を伴った形で、クロマチンが断片化しているのに対し，

キンギョソウやカーネーションでは，核膜の内側でクロ

マチンが断片化していることを確認した (図 2A).一方，

花弁が脱離してから萎れる‘脱離型' の花弁老化を示す

植物では，老化した花弁の細胞で DNAの断片化は検出

されず，核の肥大と破裂が観察された(図 28) 以上から，

萎凋型の花弁老化には，様式の異なる少なくとも 2種類

のプログラム細胞死が関与していることが示唆された.
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3)花弁老化を評価する新しい手法の開発

プログラム細胞死が関与する萎凋型の花弁老化では，

老化した花弁の細胞に DNAの断片化や核クロマチンの

凝縮 ・断片化が生じる. これらの変化は，花弁老化を細

胞レベルで客観的に評価するための指標となりうる し

かし DNAの断片化を検出するためのアガロースゲル電

気泳動法や，核クロマチンの凝縮 ・断片化を確認するた

めの蛍光顕微鏡による観察は， いずれも手間と時間のか

かる手法であり，同時に多くの試料を調査することがで

きない.そこで¥老化した花弁の細胞に生じる DNAや

核の変化をより簡便に調査できる手法の開発を試みた

(Yamada et al. 2001c， Yamada et al. 2003).倍数性の評価

などに用いられている簡易型フロ ーサイ トメーターを用

い，グラジオラスやフリージアの花弁から単離した核の

DNA量を測定したところ， 花弁の老化に伴い， DNA量

が減少した核の割合が増加することを確認した.老化し

た花弁の細胞における核の DNA量の減少は，DNAや核

クロ 7 チンの断片化により生じていると考えられる.以

上から，フローサイトメーターで DNA量が減少した核

の割合を測定し，プログラム細胞死の特徴である DNAや

核クロマチンの断片化を定量的に調査することで，花弁

老化を簡便かっ客観的に評価できることが示唆された.

4)花弁老化の誘導に関わる遺伝子の同定

萎凋型の花弁老化にはプログラム細胞死が関わり，そ

の誘導には新規の遺伝子発現が必要である.従って，そ

のプログラム細胞死の誘導に関わっている遺伝子の種類

を明らかにすれば，花弁老化の誘導機構の解明が進み，

花持ち性を改良するための有用遺伝子の同定につながる

ことが期待される そこで，プログラム細胞死に関する

先行研究などを参考にして，致死性に関わる遺伝子の同

定を試みた.まず，プログラム細胞死の抑制遺伝子 dad-

lのホモログをグラ ジオラスより単離し，発現解析を行っ

た (Yamadaet al. 2004).その結果，老化した花弁の細胞

に生じるプログラム細胞死と dad-}ホモログの発現に負

の相関が認められ，この遺伝子が花弁老化を誘導するプ

ログラム細胞死を抑制的に制御している可能性が示唆さ

れた.次に，アサガオの花弁に PCR-Subtraction法と

Differential Screening法を適用し，花弁老化に関わる遺伝

子の網羅的な解析を試みた (Yamadaet al. 2007a) その

結果，開花後の花弁で特異的な発現を示す 20種類の遺伝

子が同定され，それらの遺伝子がアサガオの花弁老化の

誘導に関与していることが示唆された 現在， 剛 Ai法

を用い，同定した花弁老化関連遺伝子の機能解析を行っ

ている (渋谷ら 2008). 

5. おわりに

本研究では，雑種致死や花弁老化の誘導にプロ グラム

細胞死が関与することを明らかにしその制御に関与す

山田

ることが示唆される幾つかの遺伝子を単離することに成

功した. しかし，単離した遺伝子の数は少なく ，その生

理的な機能も明らかでない.今後は， より多くの関連遺

伝子を単離するとともに，それらの機能解析を進め，雑

種致死や花弁老化の分子育種に利用できるかどうかを確

認していく必要がある.
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