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高橋正明 高等植物の葉緑体、ミトコンドリアにおける紫外線誘発

DNA損傷（CPD）に対する光修復機構に関する研究

高等植物の葉緑体、ミトコンドリアにおける

紫外線誘発DNA損傷（CPD）に対する光修復機構に関する研究

高橋正明

百1ephotoreactivation of ul佐aviolet-B-inducedCPDs in 

chloroplasts and mitochondria in higher planお．

M出 aakiTakahashi 

抄録

太陽光に含まれる紫外線B (280・320nm; UVB）は、植物細胞内の核、薬禄体、ミトコンドリアゲノム上にDNA損

傷の一つで、あるシクロブタン型ピリミジン二量体（CPD）を誘発する。 CPDの蓄積はUVBによる植物の生育抑制の主

要因であり、これまでの研究から、核でのみ青色光を利用して修復する白D光回復酵素による光修復機構の存在が確

認されている。本研究で、はオルガネラで、のCPD光回復量を角手析することで、イネとアラピドプシスの期表体、ミトコ

ンドリアでCPD光修復能が前主することを明らかにした。また、細目跡出哉学的f油軌庁で、イネの各オノレガネラにσD

光回復酵素が局在していることを示した。これらの結果は、高等植物が進化の過程で、 CPD光回復酵素を核、葉緑

体、ミトコンドリアに移行させて、効率的にCPDの修復を行う生存戦略欄蕎を獲得したことを示唆している。

〔キーワード〕 紫外線、オルガネラ、ミトコンドリア、葉緑体、 CPD、光修復、光回復酵素、 DNA損傷、
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高橋正明 高等植物の葉緑体、ミトコンドリアにおける紫外線誘発

DNA損傷（CPD）に対する光修復機構に関する研究

緒 百

植物は、太陽からのエネルギーを利用して光合成を行

うため、太陽光は植物の生育に欠かせないものである。

しかし、太陽光にはエネルギーが強く、生物が利用する

ことができない紫外線が含まれている。近年、南北半球

の高緯度から中緯度における却誠で、成層圏オゾンの減

少に伴い、有害紫外線量の増加が認められている

似adronichet al. 1995; Adamse組 dBri包 1996;McKenzie et 

al. 1999; Sasaki et al. 2002）。紫外線は生物に与える影響の

違いにより、 UV-A(320nm～40伽m）、 UV-B(28伽m～

32加m）、 UV-C(28伽m以下）に分けられている。このう

ち、 UV・Cは地球上に到達せず、実際に地上に到達して

いる紫外線はUVB、UVA域の紫外線であり、成層圏オ

ゾン層の減少、に伴って増加する有害紫外線はUVB域の

紫外線である。紫外線は、言うまでもなく核酸やタンパ

ク質などの分子に吸収され、生体分子に様々な影響を及

ぼすことが知られている。例えば、皮膚ガン、皮膚や眼

の光老化、角1期主や白内障など視力障害の増加、免疫機

能の低下による感染症発生（S釦 E 1986; Brash et al. 

1987; Ziegler et al. 1994）など、多大な悪影響を及ぼすこ

とが知られており、 UVB量の増加はこれら人体への影

響をさらに悪化させることが懸念されている。また、増

大した紫外線によって海水面中の植物性ブロランクトン

が影響を受け、溶存C02濃度の変化を経て、最終的に

は気象変動を引き起こす、という報告もある

(En叩onmen凶 effectsof ozone depletion and its in飽ractions

wi也 climate change: Progi,巴SS report, 2009 

h抗p://ozone.un叩.org/Assessment_Panels/EEAP/index.sh凶）。

こういった人体や気象に及ぼす影響だ、けではなく、

UVBの増加による植物、特に農作物への影響が懸念さ

れている。

農作物の生育、収量に及ぼす影響について、生理学的、

細胞学的、生化学的な側面から様々な解析がなされてい

る σeramura1983）。これらの研究によれば、 UVBの増

加は①光合成活性の低下、クロロフィル含量の低下、タ

ンパク質含量の低下キ樽素の不活性化、②ホルモンバラ

ンスの変化、③気孔開閉への影響などをもたらし、結果

として生育を阻害する σ悶 mura1983; Jordan et al. 

1992）。また、 UVBの増加が農作物の生育、収量に及ぼ

す影響に関する野外試験も行われている。イネでは、 4

つの耕音品種に対する紫外光の増加が及ぼす影響の解

析や (Daiet al. 1992）、 UVBが40%増加した環境を想定

した 10年間以上に渡る圃場試験（宮城・カ崎向の結

果が報告されている。この圃場誤験によると、 UVBの

増加は、その年の日射量、？由支によって左右されるが、

分げつや草丈の発達の抑制、穂数の減少など、収量の低

下を引き起こし、さらには玄米の大きさの小型化や

匹.umagaiet al. 2001）、米の食味の低下の要因となる玄米

中のタンパク質含量を増加させることが見出されてい

る個demaet al. 200免）。また、ダイズ (Teramuraet al. 

1990）やトウモロコシ（Co紅白aet al. 1998）の収量も低

下することが報告されている。一方、 UVカットフィル

ターを用いて、太陽光のUVBを除去した条件下で植物

を生育させた野外試験によれば、キュウリ匹rizetet al. 

199η、レタス匹rizetet al. 199旬、オオムギ仰位zaet al. 

1999）の生育は促進され、収量が増加することが報告さ

れた。これらの面からの角軌斤からも、太陽光に含まれる

UVBの増加、さらには現存の太陽から注がれている

UVBによって、農作物の生育阻害、収量の低下が引き

起こされる、又はすでに引き起こされていることが十分

に予想される。

UVBは高いエネルギーを持つために、高等植物に生

育阻害を引き起こすが、その要因の1っとしてUVBに

より生成される DNA損傷が考えられている（Stapleton

1992;Bri抗199め。太陽の光に含まれるUVBは、 DNAに

主に二つの損傷、 cyclobu回1epyrimidine dinier (CPD）と

P戸町並曲1e[6-4] p戸町世donephotoproduct (6-4PP）を形成

する（図1）。 UVBによって生じるこれらDNA損傷の

うち、 70幽80%が CPDで、 20-30%が 6-4PPである

(Mitchell and Nairn 1989）。 CPDと6-4PPは正常なDNA

の複製ぞ転写を阻害して、突然変異を生じさせ、細胞を

死に至らしめる原因となる（Otoshiet al. 2000; Tan北aet 

al. 2001)0一方、生物はDNA損傷を修復する様々な機

能を備えており、胎生晴乳類以外の生物は、 UVA/青色

光（370-550nm）の光エネルギーを利用して修復する光

回復酵素による修復機構を有している（Sancarand 

Sancar 1988; B出 1996）。 UVBにより生成された白Dに

は、 CPDを特異的に認識する CPD光回復酵素が結合す

る。そして、光回復酵素に結合している2つの光受容体

(flavin adenine dinucleotidとえ10-me血enylte回hydrofolate、

あるし、は 8・hydro可－5-d伺 zaflavin）が、 UVA/青色光の光

を吸収し、その光エネルギーを利用してダイマーをもと

のモノマーに修復する。光回復酵素には印Dを特異的

に認識して修復する白D光回復酵素と、 6-4PPを特異

的に認識して修復する 6-4PP光回復酵素の2種が存在

する σbdoet al. 1993; Ahmad et al. 1997; Nakajinla et al. 

1998）。また、光に依存しない、ヌクレオチド除去修復

系や組み換え修復系などにより修復する暗修復機構も
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荷主する。しかし、両者の樹薄による修復反応は、明ら

かに光修復の方が速く、効率的にこれら二量体を修復で

きるため、高等植物における主要なCPDや6-4PPの修

復系は光回復酵素による修復であると考えられている

(Bri:枕dal. 1993; Q田iteet al. 1994b; Sutherland et al. 1996; 

Hidema et al. 1997; Hidema et al. 2001）。

これまでに、当研究室では、イネの UVB感受性は、

品種間で大きく異なり、感受性の異なる日本型イネ品種

ササニシキ（抵抗性）、農林一号（感受性）、インド型品

種サージャンキ（超感受性）を主な材料に感受性差異

の要因に関して解析してきた。その結果、これらの品種

間でのUVB抵抗性の違いは、CPD光回復酵素遺伝子の

自然突然変異による酵素活性の違いに起因しているこ

とσ五demaet al. 2000; Hidema et al. 2005a；阻demaand 

Kumagai 2006）を見出し、高等植物のUVB耐出掛蕎を

考える上でのCPD光回復酵素の重要性を示した。また、

ササニシキのCPD光回復酵素遺伝子をササニシキに導

入することで、 CPD光回復酵素活性を著しく高めた形

質転換体（S・C系粉、白D光回復酵素遺伝子をアンチ

センス方向にササニシキに導入することで、酵素活性が

著しく低下した形質転換体（AS・D 系絢を材料に光回

復酵素活性と UVB抵抗性との関係を角平析した。その結

果、 S-C系統は、ササニシキより CPD量を低く保つこ

とでさらなる抵抗性を獲得し、 AS閉D系統は、 αDが蓄

積することにより UVB超感受性となることを示した

刷 demaet al. 2007）。したがって、① CPDがUVB生育

障害の主要因であること、② CPD光回復酵素活性は

UVB感受性を決める主要因であること、③ CPD光回

復酵素活性がUVB抵抗性を高めるための律速因子とな

っていることを示した。

植物細胞には、核、期剥本、ミトコンドリアの独自の

DNAを有する 3つのオルガネラが相主している。これ

までに核ゲノムDNAで生成されたDNA損傷を修復す

る樹翻こついては、先にも述べたように、酵母や動物を

含め調べられており、代表的なものとして除去修復

(Nucleotide excision repair : NER）、組み換え修復、そし

て光回復酵素による光修復が知られ、植物においては

CPD光回復酵素が迅速に紫外光によって生成される

印 D損傷を修復している。一方で、ミトコンドリアな

どは、染色体のような概査をとらずに環状DNAで前生

しているため、構造的に損傷を受けやすくなっている上

に、呼吸活動の中枢活性であるため、酸素などにより損

傷を受ける機会が多し、と考えられている。現在までのと

ころ、塩基除去修復や homologasrecombinationによる

DNA修復の存在が明らかになってきている

σb.yag:訂ajanet al. 1996; S旬紅tand Brown 2006)o葉禄体も

ミトコンドリアと同様に、活性酸素を半期暴する機会が多

く、最近になって塩基除剖彦復の荷主持且換え修復を行

うRecAの葉緑体での局在がアラビドプシスにおいて

示されているが、修復樹薄の多くはまだ不明な点が多い

(Gu位nanand Niyogi 2009; Rowan et al. 2010）。葉緑体やミ

トコンドリアには、光合成や呼吸に関連した重要な遺伝

子がコードされており、それらの修復は重要であると考

えられる。また、例えば炭酸固定酵素であり光合成の主

要タンパクである Rubisco(rib叫ose1,5・bisphosphate

carbo可lase/o可genase）は、l紅gesubunitが葉緑体に、small

subunitが核にコードされている。したがって、細胞が

機能するためにはオルガネラ間コミュニケーションが

不可欠であるため、オノレガネラゲ、ノムを安定的に維持す

ることは細胞全体の安定性にもかかわってくる。太陽光

の下で生育する植物においては、葉緑体、ミトコンドリ

アDNAも常に紫外線に曝されてDNA損傷が誘発され

ていると予想されるため、このような損傷を修復するこ

との意義は大きいと考えられる。

これまでに、高等植物の核、葉緑体及びミトコンドリ

アにおける光修復樹毒に関する研究は、ダイズの培養細

胞（Cannonet al. 1995）、アラビドプシス（Chenet al. 1996; 

白百perand Hays 2000）、ホウレンソウ但adaet al. 1999) 

とトウモロコシ（Stapletonet al. 1997）において行われ

てきた。それらの結果では、ダイズの培養細胞において

は、核でのみ光に依存して反応を阻害する DNA損傷が

減少することが確認された。また、アラビドプシスでは、

5日目の幼植物体を用いて、CPDを特異的に認識して切

断する酵素である T4endonuclease V を用いたサザンハ

イブリダイゼーション法により各オルガネラで、の光修

復活性が角勃庁され、葉禄体及びミトコンドリアで CPD

光修復活性が確認されなかったが、 14日目のアラビド

プシスを用いた角特庁では葉禄体とミトコンドリアゲノ

ムで光に依存したCPD損傷の減少が臨忍された。ホウ

レンソウでは、戴剥本の白D損傷の修復能が白Dの抗

体を用いた ELISA法によって角勃庁されたが、修復能は

確認されなかった。 トウモロコシにおいては、 T4

endonuclease V を用いたサザンハイブリダイゼーショ

ン法により、核、葉禄体及びミトコンドリアで光照射に

依存したαD損傷の減少が確認された。このように、

各オノレガネラでの光修復の有無は報告が異なり、これら

の実駒吉果の違いが、植物種が違うことによる違いか、

呉験方法の違いによるのか、など明確な結果は得られて
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いない。また、青色光依存的にαD損傷の減少が福志

できた角勃庁では、 24時間の照射時間が必要となるなど、

光イ修復として考えるには多くの時間がかかっている上、

光修復に関わるσD光回復酵素は配列上に既知の移行

シグナルペプチドを持たないため、そのオルガネラへの

移行性は疑問視されている。しかし、オルガネラのCPD

修復樹蕎の解明は、紫外光に対する防御機構を理論卒する

上で極めて重要であると同時に、今日のUVB量の増加

といった地球環境問題におけるUVB耐生植物の育種を

考える上でも重要で、ある。

当研究室は、 CPD光回復酵素活性が異なるイネ栽培

品種やCPD光回復酵素の形質転換体を有しおり、これ

らのオルガネラにおけるαD光修復能の角勃庁を行うこ

とで、イネCPD，光回復酵素の細胞内局在の解析を行う

ことが可能であると考えた。そこで、これらイネ品種を

用いて、 CPD光回復酵素の細胞内局在を明らかにする

ことを目的に角軌庁を行った。次に、イネよりもUVB感

受性が高く、葉緑体、ミトコンドリアでの白D光修復

務針誇が明らかとなっていないアラビドプシスを用いて、

アラビドフ。シスにおける各オルガネラで、の光修復機構

の有無、および各オルガネラで、の CPD光修復機構と

UVB感受性との関連に関して角軌庁を行った。
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材料とか法

1-1 材料と生育剣F牛（イネ）

実験材料として、日本型耕音イネ（αJ,ZGSa伽 L.）サ

サニシキ、ササニシキよりも光修復活性が低いインディ

カ型栽培イネ（α戸αm脚αL）サージャンキを用いた。

サージャンキは、各オルガネラでの光修復活d｜生をササニ

シキと比較するために用いた。ササニシキは、生命科学

研究科の湛水生態系野外実験施設（宮城，大崎市）にて

耕音し、収穫した種子を塩水選し（比重 1.14以上）、選

則された種子が用いられた。イネ育苗用培土（合脚音土

3号、 JAグループ7とパーミキュライト (VS科工東京）

を含むプラスチック製の角型のパット何T58x H 38cm) 

に、乾燥種子を播種した。ササニシキ及びサージャンキ

は、温度、湿度、 C02濃度、可視光強度を調節できる環

境調節呉験室内で索t培された（図2）。可視光源としてメ

タノレハライドランプ小t1T400DUBUD，岩崎電気，東京）

と高圧ナトリウムランプ (NH360DL，岩崎電気，東京）

を用いた。可視光強度は、床に設けたリフターによって、

植物体とランプとのE圏在を変えることで調節した。環境

調節実験室内は日長が 12時間、温度が27℃：／17℃（昼／

肉、湿度が 85%/75%（昼／夜）、光強度は植物体の

先端であわせ、光合成有効放射速密度 (PPFD）は約

330土50μmol/m2/secに設定された。可視光強度の計測は

マルチチャンネルデータロガ－ (LI-1000, LI-COR, Inc. 

USA）で、行った。各オルガネラで、の CPD光修P復能を解

析する実験には、措鞘灸約20日間生育させた第4葉が

材料に用いられた。

また、各オルガネラでの光修復活性をササニシキと

比較するために、ササニ、ンキのCPD光回復酵素のcDNA

配列を、 pPZP2Ha3ベクター σuseet al. 2001，図3）を用

いて、アグロパクテリウム法によってササニ、ンキにセン

ス方向導入することでαD光修復活性を著しく上昇さ

せた形質転換体（S-C系絢とアンチセンス方向に導入

することでαD光修復活性を著しく低下させた形質転

換体（AS-D系統）を実験材料とした但demaet al. 

2007）。なお、生育は、目対応型環境調節実験室で行い、

生育条件は、ササニシキと同様の条件で設定した。各オ

ノレガネラで、のαD光修復能を解析する実験には、播種

後約20日間生育させた第4葉が材料に用いられた。

1-2 材料と生育条件（アラピドプシス）

実樹オ料として、アラピドプシスの標準的なエコタイ

プである凶dsbergerec匂 (Ler）、 LerのαD光回復酵素

能が欠損している変異体である uvr2-l(Ahmad et al. 

1997; Landiy et al. 199η、uvr2-llこPBI121ベクター（Ch阻

et al. 2003，図4）を用いてイネ白D光回復酵素を過乗l隣

現させた過剰発現体を用いた。パーミキュライト (VS

科工）とスーパーミックスA （サカタ，神宗）11)を1:1で

混合したものが含まれているブρラスチック製の丸型ポ

ットにアラビドプシスの乾燥種子を蒔き、グ、ロースチャ

ンパー（MLR-351,SANYO，大阪）内で生育させた（図

5）。可視光強度は、 120μmol/m2,1secで、明期、暗期共に

12時間、温度は 22°Cに設定した。実験には播衝麦 10

日～24日間生育させたロゼット葉を用いた。

2 イネ・アラピドプシス葉へのUVB、uvc照射条件

各オノレガネラDNA上lこCPDなどのDNA損傷を生成

させるために、 UVB又はuvcを照射した。葉に紫外

線を均一に照射するため、水を含ませたろ紙をプラスチ

ックトレイの上敷いて、葉をぬれたろ紙上に置き UV照

射を行った（図6）。この際、葉の表面を光源に対して水

平になるように置き、上方から葉の表面全体に均一に

UVが照射されるようにした。 UVB光源には紫外線放

射蛍光管σ工20SE，東芝，図ηを用いた。 uvc光源には

殺菌灯（GL20，東芝）を用し、た。 UVB照射強度は、制斗

と光源との距離を変えることで5W／凶？と設定し、葉に

uvcを照射する際は、葉とランプとのE鴎佐を 10cm離

して、具なる時間uvcを照射した。照射した葉は、直

ちにアルミホイルに包み、液体窒素に浸して凍結させ、

試半i↓作製時まで－80℃で凍結保存した。

3 イネ・アラピドプシス葉への青色光照射条件

DNA損傷の光修復を角材庁するために、青色光を照射

した。材料と方法2に記した方法によって、葉に UVB

を照射、又はuvcを照射することでDNA損傷を生成

させたのち、青色蛍光灯下（20BF，東芝，図8）に移動さ

せ、光回復反応を行わせた。なお青色光強度は 60

仰 ol/m2/secとした。青色光を種々異なる時間照射した

のち、アルミホイノレに包み、液体窒素に浸して凍結させ、

割引惜製時まで・80°Cで凍結保存した。

4 イネ・アラピドプシス葉でのDNA損傷の暗修復

条件

DNA損傷の暗修復を角税庁するために次の操作を行っ

た。材料と方法2に記した方法によって、葉lこUVBを

照射、又はuvcを照射することで、 DNA損傷を生成

させたのち、直ちに暗箱に入れ、光回復反応を行う際と

同じ温度。。。'C）に設定したインキュベーターに移して

暗修復反応を行わせた。種々異なる時間暗黒下に放置し

て暗修復反応を行わせたのち、アノレミホイノレに包み、液

体窒素に浸して凍結させ、対i↓作製時まで－80℃で瀬古

保存した。
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5 詩料DNAの調製と定量

DNA損傷量、及び修復活性の解析のため、材料と方

法 2～4 から得られた葉からDNAを抽出した。

5-1 試料DNAの抽出

-80℃で凍結保存した葉を、液体窒素を入れた乳鉢に

入れ、パウダー状になるまで、乳棒で粉砕した。粉砕した

制斗を l.Smlチューブタに移し、予め55℃に保温してお

いた500μ1の2%CTAB(Cetyl trimethyl ammoni四n

bromide）樹夜［0.1M Tris-HCl (pH 8.0), 100 mM EDTA, 

1.4 M NaCl, 2% CTAB］を力日え、 さらにProteinaseK (0.48 

mgiml）を加え、 55℃で1時間保温した。その後、 37℃

で一晩振とうした。次に等量のCI溜夜（臼loroform:

Isoamylalchol, 24:1, v/v）を加えて5分間撹持し、室温で

12,000 g、20分間遠心分離を行い、水層を新しいチュー

ブに移した。得られた水層に再てj等量のCI溜夜を加え

て、 CI処理を繰り返した。処理後得られた水層に

l%CT1唱提訴夜［50mM Tric-HCl (pH 8.0), 100 mM EDTA 

(pH8助， 1%CTAB］を加えて転倒l混和後、 l時間室温に

放置した。室温、 8,000gにて 10分間遠心を行い、沈殿

に400μ1のlMCsClを加えて完全に溶解した。その後、

800 μlの99.5%エタノールを加えて、車珂習l混来日後、－20口

で20分以上放置してDNAを析出させた。析出した

DNAを4°Cで 15,000g、20分間遠心分離し、沈殿した

DNAを風乾させた後、 400μlの70%エタノールで出争

した。出争したDNAを風乾し、その後200μlの百［10

mM Tris-HCl (pH 7.5), 1 mM EDTA (pH 8.0）］に溶解した。

そしてRNaseA溜夜を0.05陪／同となるように加え、

37℃、 30分間処理し、 DNAに混入するRNAを分解し

た。その後もう一度CI処理とエタノール沈殿を繰り返

し、沈殿したDNAを風乾させ、 200μlのTEに溶解し

た。これらの操作で得られたDNA樹夜を、サザンハイ

ブリダイゼーション法、及ひ、Real-timeq！回出制vePα

1去の春明斗として｛吏用した。

5-2 DNAの定量

DNA量はHoechst33258溶液を用いて定量した。

Hoechst33258翻夜伊.1mダ1Hoechst33258σunakoshi，東

京）， 10mMTris-HCl(pH8.0) 1 mMEDTA(pH8.0),0.2 M 

NaCl］をセルに入れ、分光蛍光光度計 (Fluorometer;

DQ200,GEへノレスケア，UK）を用いて測定した。検曇線

は既知の濃度のIDNAを用いて作製した。

6 T4 endonuclease V を用いたサザンプロット法に

よるオルガネラの臼D光修復能の解析

実験の方法2～5に記した方法に準じて、何も贈すし

ていない葉、 UVを照射した葉、 UVを照射した後青色光

を照射した葉、 UVを照射した後暗条件に一定時間置い

た葉からDNAを抽出し、以下の実験に使用した。

6-1 制F麟素によるイネのゲノムDNA匁盟

事訴剥本ゲノムにコードされている血？合成酵素のIサ

ブユニットの遺伝子であるゆif(G叩 B釦kaccession

numberX15901）、ミトコンドリアゲノムにコードされて

いる cytchromec oxi必seサブユニット 3の遺伝子である

cox3(GenB加 kaccession numbぽ BA000029）、電子伝達系酵

素のcob(GenBank accession number x53710）、核ゲノムに

コードされているphr(GenBank accession number 

AB096003）、Rubiscoのスモールサブユニットの遺伝子で

ある rbcS(GenBank ace間 ionnumber X07515）をプローブ、

として用いた。 rbcS、atpl以外の遺伝子のコピー数は1

である。プライマーの配列、アニーリング温度、増幅さ

れる DNAのサイズは表lに示した。 cox3、phr、rbcSの

各遺伝子を解析する場合は、 20陪のDNA樹夜に、それ

ぞれ適切な試薬濃度の制限酵素ノ〈ツファー40凶、滅菌水、

Xbal、Barn田を200unitずつ加え、to匂1400凶として37口

で二日間制限酵素処理をした。ゅIを解析する場合は、

20陪のDNA樹夜に、制限酵素バッファー40ドl、滅菌

水、 ApaI，劫りIを200unitずつ加え、 ω凶 400μlとして、

37°Cで二日間制限酵素処理をした。制限酵素処理後、 2.5

倍量の99.5%エタノール、および1/10量の3M酢酸ナ

トリウム (pH5勾を加え混合した後に、－24°Cで20分間

以上静置した。 15,000rpm、4℃、 15分間遠心分離した後

に上清を捨てた。沈殿を70%エタノールで、洗浄した後、

62凶の羽田donucleaseVバッファー［50mMTris-HCl

(pH 7.5), 5 mM EDTA, 100 mM NaCl］に溶解した。そのう

ち2凶を用いてDNA濃度を測定した。

6-2 制限酵素によるアラピドプシスのゲノムDNA

処狸

葉緑体ゲノムの D1タンパク質をコードしている

psbA(G叩Bankaccession numbぽ X79898）、ミトコンドリ

アゲノムにコードされている cytchromec oxi必seサブユ

ニット 1の遺伝子であるcoxl(GenBank accession numb巴r

X94583）、核ゲノムにコードされているリン酸のトラン

スポーターの遺伝子である抑止1(GenBank accession 

nm巾巴rAF515591）をフ。ローブとして角特庁に用いた。コ

ピー数はし、ずれも 1である。用いたプライマーセットの

配列、増幅される DNAのサイズは表2に示した。各遺

伝子を角勃庁する場合は、 20陪のDNA提訴夜に、それぞ

れ適切な試薬濃度の制限酵素バッファー40μl、滅菌水

Barn阻を200unitずつ加え、 ω匂l判0μlとして37℃で

二日間制限酵素処週をした。制限酵素処理後、 2.5倍量
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の99.5%エタノール、および1/10量の3MNaOAc (pH 

5みを加え混合した後に、・24°Cで20分間以上静置した。

15,00句m、4口、 15分間遠心分離した後に上清を捨てた。

沈殿を 70%エタノーノレで、洗浄した後、 62μlの T4

endonuclease Vノ〈ッファーに溶解した。そのうち2μlを

用いてDNA濃度を測定した。

6 -4 T4 endonuclease V従虫里

10陀の DNA溶液を半分ずつ分け、片方に T4

endonuclease V但PICENTRER,USA）を5unit加えた。片

方はコントロールとして、 T4endonuclease Vバッファ

ーを等量加えた。各々を37°Cで4時間半処理した。

6-5 ブロッティング

アルカリトランスファーバッファー（0.5N NaOH,0.6 

M NaCl）を用いてナイロンメンブレン但ioDYNEB, 

PALL, USA）に一晩キャピラリートランスファーした。

ブロッティング終了後、メンブレンを2×SSC(33.3mM

NaCl, 33.3 mMクエン酸ナトリウム）で10分間中和し、

ベーノぐータオル上で風乾させた後に、ろ紙にはさんで保

存した。

6-6 サザンハイブリダイゼーション（阻法）

6-6ー1 プローブ、の調製

pα 反応を以下の組成で行った。

10×Ex Taq Buffer 5凶

必ITPMixture （各2.5m附 4μ1

MgClz (25 mM) 3 μl 

ExT:叫（以上、タカラバイオ）0.25 μl 

ゐ阿ardプライマー（20pmoνド1)1凶

reverseプライマー（20pmol/μl) 1 μl 

ササニシキゲ、ノムDNA(lOnglトtl)1 μl 

滅菌水 34.75同

反応は iCYCLER但IORAD,USA）を使用して、はじめ

に98℃で3分間変性したのち、変’性98°C:30秒、アニー

リング：30秒（温度は表lを参照）、伸長：72℃でl分の

条件で40サイクル即むさせ、最後に72°Cで3分間の伸

長即むを行った。プライマーlこは、材料と方法6 1で

使用したプライマーセットを使用した。この PCR産

物を2%アガロースで電気泳動し、目的とするバンドを

ゲルから EASYTRAPTMVer.2 （タカラバイオ，滋賀）を

用いて抽出し、 DNA樹夜とした。 DNA濃度を測定し、

TEバッファーを用いて lOnglμlに調整した。

6-6-2 プローブ、のRIラベリング

ブρロープ、DNA翻夜2凶（lOnダド1）を 100。C、5分間処理

した後、氷上で5分間静置した。この DNA溺夜を RI

ラベリングに用いた。 RIラベリングは以下の組成で行

った。

プローブ樹夜（lOn訓）2凶

2×RP（後述）5 μl 

〔α・32P〕dCTP1 μl 

阻enow2附ドlσDYOBO、大助0.5同

滅菌水 1.5μl 

ここで用いるランダムプライムバッファ－ (2×R町は、

A液［224mM Tris-HCl (pH 8.0), 24.4 mM MgC12,55.8 

mMメルカプトエタノール、 0.1mM (d且？、 dATP、

dGTP)] 250 μl、B液［1MHEPES (pH6均］250 μl、C液［90

U/mlオリゴヌクレオチド (Randomhexamer, GEヘルス

ケア）］70 μl、D液（lOmglmlゼラチン）50μlを混合して

作製した。反応は、 iCYCLER但IO貼 D,USA）を使用し

た。 37°C80分間反応後、 95℃ 55分間交哩した後に氷

上に移し5分静置し、これをフ。ローブ瀦夜としてハイブ

リダイゼーションに用いた。

6-6-3 ハイブリダ、イゼーション

材料と方法6-5で作製したメンブレンをポリエチ

レンビニール袋に入れ、ハイブリダイゼーションバッフ

ァー［500mMリン酸バッファー (pH7.2),7%SDS, 1 

mMEDTA］を注ぎ？シールした後に65℃で一時間以上フ。

レハイブVダイゼーションを行った。その後RIラベリ

ングしたプローブ、溶液10凶をハイブリダ、イゼーション

バッファーに添加し、ポリエチレンビニール袋で、シール

した後に65℃、一晩ハイブリダイゼーションさせた。

6-6-4 メンブレンの淵争

ハイブリダイゼーション終了後、メンブレンをタッパ

ーに移し、 65°CIこ暖めておいた 2×SSC、0.1%SDS溶

液を注ぎ、室温で5分間出争した。出争液を交換し、65℃、

20分間出争した。もう一度65℃、 20分間出争した後に

メンブレンをポリエチレンビ、ニール袋にはさみ、シール

した。

6-6-5 解析

シーノレしたメンブレンと ImagingPlate σUJIFILM,東

京）を、専用カセットにはさんで暴露した。その後各遺

伝子とプローブとのバンド強度は、 BAS2000

σUJIFIL附によりスキヤニングした。 T4Endonuclease 

v処理をしたもののバンド強度を L、していない物の

バンド強度を Lとした。損傷をもっフラグメントの割

合［%fragment wi仕1ESS(En勾meSensitive Sites）］を、 4
-1,)/lにより求めた。

6-7 サザンハイプ、リダイゼーション (non開阻）
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アラピドプシスのサザンハイブリダイゼーション法

のフ。ローブの作製は、ササニシキゲノムDNAのかわり

にアラピドプシスゲノム DNAを用い、（砂⑥1と同様

の方法で行った。プライマーセットやpαを行う際の

アニーリング温度は表2に記載してある通りである。サ

ザンハイブリダイゼーションは、 AlkPhosD註ect

Labelling阻 dDetection System ( GEヘルスケア） のプ

ロトコーノ0量りに行った。作製したメンブレンを、ポリ

エチレンビニール袋に入れ、 LASlOOO(FUJIFILM，東京）

により発光の検出を行った。 T4Endonuclease V処理を

したもののバンド強度をL、していないもののバンド強

度を 1とした。損傷をもっフラグメントの割合を、

(1-1.)/1 (% fragm閲tsw油 ESS）により求めた。

7免疫電顕法によるイネCPD光回復酵素の局在の

解析

S-C個体葉と精製した抗イネ CPD光回復酵素抗体を

用いた免疫電顕法を以下の通りに行い、イネ CPD光回

復酵素の細胞内局在を解析した。

7-1 5トC葉の固定

S-C個体を2cm程度lこカットし、脱気を行なった。

脱気後、 1×1mm程度に細断してから、パイアノレビン

に入れて、固定ヨ夜［4%パラホルムアルデヒド、 1%グ

ノレタノレアノレデヒド、 50mM  Na-cacodylate (pH 7.4）］中に

4℃で一晩浸しておいた。

7-2 5トC葉の脱水、樹脂浸透処週

固定した葉を、出争液［50mM  Na:cacodylate (pH7.4)] 

を用いて 4℃で 5分間、 3回出争した。その後、 50% 

DMFA（ジメチルホルムアミドヲ、 70%、80%、90%、100%

と異なる濃度の DMFAシリーズにー20°Cで 15分間、 2

回ずつ葉を浸して、脱水を行なう。脱水後、 LRwhite 

(London Resin Co. Ltd,UK）と DMFAを1:1で混合したも

の、LRwhiteとDMFAを2:1で混合したもの、 100%LR

whiteにそれぞれ－20℃で30分間ずつ浸し、さらに新し

い 100%LR whiteに浸して20℃で一晩、樹脂の浸透を

行なった。

7-3 切片の作製

予め、 LRwhite 50 mlに対して0.25gのBME但en

Zoin Me也ylether）を加えてボルテックスにて溶解させ

て、 BME入りのLRwhiteの調製をし、 20℃で予冷し

ておいた。一晩の樹脂浸透を終えた S・C葉をBME入り

のLRwhiteに－20。Cで1時間浸した斗o S-C葉をカプセ

ルに入れ、 LRwhiteを気泡が入らないように入れて、フ

タを閉めた 20°Cで24時間、UV照射 σUV-200;Dosaka 

E眠京都）を行なうことで包埋する。ウルトラミクロ

トームで切片の作製を行い、ニッケノレグリッド上に貼り

イ寸けた。

7-4 精製抗CPD光回復酵素抗体の作製

7-4-1 大腸菌発現臼D光回復酵素のSDS田PAGE

抗白D光回復酵素抗体は大腸菌で発現させたイネササ

ニシキの白D光回復酵素を抗原として、ウサギに免疫

することで作製したポリクローナル抗体で、ある

σ巴：ranishiet al. 2008）。この抗αD光回復酵素抗体の精製

のために、大腸菌発現CPD光回復酵素 100μgをリガ

ンドとして用いた。まず、大腸菌発現CPD光回復酵素

に終濃度で 2.0%(w/v）のドデ、シル硫酸ナトリウム

(SDS）と 2.5%〔v/v〕のメルカプトエタノーノレを加え、

5分間煮沸し、 SDS化した。次に、 SDS-PAGEを行うた

めに、分離ゲ、ノレ［7.1%アクリルアミド（acrylamide : 

bisa句rlar旭化， 37:1,v/v), 0.25 M Tris-HCI (pH 8.8), 0.1% 

(w/v) SDS 、 0.001% (w/v) N,N,N ’，N ’ 

-Te回m巴血yl-ethylern吋i宿泊ne 行EMED）、 0.1% (w/v) 

Ammonium Persulfate (APS）］、濃縮ゲノレ［3.1%アクリ／レ

アミド， 0.125M Tris-HCI (pH 6.8), 0.1% (w/v) SDS, 

0.001 % (w/v) TEMED, 0.1 % (w/v) APS］を作製した。 SDS

化した大腸菌発現白D光回復酵素を SDSバッファ－

[2.5 rrホ,1Tris-HCI (pH 7.5), 192 mM  glycine, 0.1% (w/v) 

SDS］を用いて電気泳動を行った。

7-4-2 転写

PVDFメンブレン但ioRad）、転写パッファー［20%

(v/v）メタノーノレ， 192mM  Glycine, 2.5 mM  Tris-HCI (pH 

7.5）］に浸した。泳動後のゲノレをタンク式転写装置

但ioRad）を用いて 105V、60分の通電条件で、タンク

の外側をク阪kで冷却しながら転写を行ったo

7-4-3 抗 CPD光回復酵素抗体の精製

転写後のメンブレンをPBS-4%BSA(10 mM  Phospate 

buffer, 0.85% NaCl, 4%BSA）を用いて4℃、一晩ブロッ

キングを行った。抗CPD光回復酵素抗体が含まれる抗

血清lmlに対してPBS-1%BSA (10 mM  Phospate buffer, 

0.85% NaCl,1 %BSA）を4ml、NaN3が終濃度で0.05%に

なるように加え、ブロッキング後のメンブレンを浸し、

37℃、 24時間反応させた。メンブレン上の抗CPD光回

復酵素酵素が結合している部分を切り出し、細かく切断

して 1.5mlチューブに入れ、 1mlの0.2M Glycin-HCl 

(pH2巧を加えて2分間振とうを行い、結合している抗

αD光回復酵素抗体を剥がした。別のチューブ、に予め

170 μlのlMTris司HCl(pH8.8）を入れておき、そこに前

述の精製したCPD光回復酵素抗体が含まれる 1mlの溶

液を入れ、中和する。この 1回精製した抗体を、もう一
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度同様の方法で精製し、それを精製抗αD光回復酵素

抗体とし、以降の実験に用いた。また、抗αD光回復

酵素抗体が含まれる抗血清 lmlにPBS-1%BSAを4ml 

加え、 0.05%NaN3相生下で、大腸菌発現CPD光回復酵

素を転写したメンブレンを浸し、 37℃で24時間反応さ

せた。メンブレンを取り出してから抗CPD光回復酵素

抗体を剥がし、メンブレンを前述の抗血清に浸し、再び

抗αD光回復酵素抗体を除去した。この抗αD光回復

酵素抗体を除いた抗血清を、 pr，巴absorbed抗体として用

いた。
7-5 精製抗CPD光回復酵素抗体を用いたウェス

タンブロッテイング解析

精製した抗体の特異性を確認するために、 S-C葉、サ

サニシキ葉、 AS・D葉の抽出液を用いたウエスタンブロ

ッティング解析を行った。イネ葉0.1gに対して、 0.5ml

の磨砕バッファー［80mMpo回 siumphosphate (pH 7.2), 5 

mM EDTA, 2 mM di由io白reitol(D百五10%(v/v) glycerol] 

を加えて磨砕した。この磨酎夜を材料と才法7 4と同

様の方法で、SDS-PAGE、メンブレンへの転写を行った。

転写後、 PBST伊.1M NaCl, 10 mM Phospate bu丘巴r,0.05%

(w/v)Tween之O］でメンブレンを2回出争し、0.5×ブロッ

クエース（大日本住友章操、大助に浸して一晩振とう

した。 PBSTで2回メンブレンを出争し、約 lOmlの0.1

×ブロックエースに対し、 10μlの精製抗白D光回復酵

素抗体を加えた。37°C、60分間で一次抗体処理を行い、

PBSTで2回洗浄後、約 lOmlの0.1×ブロックエースに

対して、 2μ1二次抗体を加え、二次抗体処理を37°C、60

分間行った。二次抗体としてはアルカリホスファターゼ

標識抗ウサギlgG(Sigma-al企ich,USA）を使用した。PBST

で2回指争した後、メンブレンを、 5mlのAPS検出バッ

ファー［lOOmMNaCl,5 mMMgCロ(pH9巧，lOOmMTris

-HCl］に出回bluete回zoliumCNBn so mg/mlを33μl、

bromochloroindolyl phosphate (BCIP) 50 mg/mlを16.5μl加

えてメンブレンを浸し、発色を観察しつつ、ゆっくり浸

透させた。

7-6 免疫染色

ニッケルグリッド上の切片をPBS-1%BSA(10mM

Phospate buffer, 0.85% NaCし1 %BSA）に常温で30分間浸し

た。 PBSで出争し、材料と方法7-4で精製した、精製

抗CPD光回復酵素抗体をPBSで5倍希釈したもの、ま

たはpr,伺bsorb巴d抗体をそのまま加えて、 4℃で一晩置い

た。 PBSで洗浄し、二次抗体 （ヤギ抗ウサギlgG抗体

15nm金コロイド標識BritishBioCell futematio~UK）を

加え、常温で30分聞置いた。切片をPBS-10%BSAc(10 

mMPhosp蹴 bu島r,0.85% NaCl,10%BSA-c）で抗滞し、

4%賢官竣ウランで3分間の染色を行なった。 MillQ出争を

行った。 0.4%クエンサン鉛で、40秒間染色を行い、さら

にMilliQ出争を行なう。染色されたサンプノレを、透晶型

電子顕微鏡但剖∞；目立、東局で角析した。細胞内組

織ごとの金コロイドの密度を求める際、金コロイドの数

は目視にてカウントした (Peatand Tobin 1996）.。また、組

織の面積は、 imageJ(htゆ：／／rsweb.nih.gov/ij今を用いて角軌斤

した。

8 イネ葉からの葉緑体の濃縮

10日齢のS-Cの茎葉3-5凹に切断した後、 6倍量の磨

砕バッファー［0.35M sorbitol, 2mMEDTA(pH 8均，25

mM HEPES-NaOH (pH7β）］に入れ、卓上型ホモジナイザ

-(Ul回 Turrax,IKA-Werke,BRD）を用し、て氷上にて磨砕

した（8000rpm5秒×4町。得られた磨耐夜を、 4層の

ガーゼでろ過し、 1200gで4℃、 5分間遠心した。次に、

10%、30%、80%の異なるパーコーノレ濃度からなるパー

コーノレバッファー［0.35M sorbitol,2 mM EDTA (pH 8均，

25 rrホ日IBPES-NaOH(pH 7.0）］を用い、 4伽nlの遠心チュ

ーブの下層から 80%パーコーノレバッファーを3ml、30%

ノfーコーノレバッファーを 18ml、10%パーコーノレバッファ

ーを6mlの順で重層し、パーコール密度の異なる勾配を

作製した。 4℃で予め冷却したパーコール密度勾配に上

述の沈殻物を磨砕バッファーに懸濁して溶かして重層

し、 2600gで4℃、 40分間の遠心を行った。葉禄体画分

は30%と80%のノfーコール層の境目から回収し、10倍量

の磨砕バッファーを加えて、 1800gで4℃、 5分間の遠心

を行った。沈澱物を磨砕ノ〈ッファーで懸濁し、これを濃

縮藁禄体画分とした。

9 イネ葉からのミトコンドリアの濃縮

10日齢のS・Cの茎葉を3-5mmに切断した後、 6倍量

の磨砕ノ〈ッファー［0.3Mm叩凶tol,5 mM EDTA, 30 mM 

MOPS, 1%(m川BSA,5mMDπ1% polyvinylpyrrolidone 

σ＇VP), pH7.3］に入れ、卓上型ホモジナイザ－ (Ultra 

Turrax広A-Werke）を用いて氷上で磨砕した (8000rpm 

h×4町。得られた磨間夜を、 4層のガーゼでろ過し、

1000 gで4℃、 5分間遠心した。上清を20,000gで4℃、

25分間遠心した。沈澱物を出争バッファー（0.3M

mannitol, 1 mMEDTA, 10mMMOPS,pH7.2）中に溶かし

た。次に、 20%、28%、40%の異なるパーコール濃度か

らなるパーコーノレバッファー［（0.4M mannitol, 5 mM 

MOPS, 1 mMEDTA,0.4%PVP,pH7.2）］を用い、 40mlの

遠心チューブの下層から40%パーコーノレバッファーを3

ml、28%パーコーノレバッファーを 18ml、20%パーコール
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バッファーを6mlの！｜慎で重層し、パーコ｝／レ密度の異な

る勾配を作製した。 4°Cで予め冷却したパーコール密度

勾配に上述の沈殿物を磨砕バッファーに懸調して溶か

して重層し、 40,000gで4℃、 30分間の遠心を行った。ミ

トコンドリア画分は、28%と40%のパーコーノレ層の境目

から回収し、 10倍量の出争バッファー（0.3M mannitol, 1 

叫 '1EDTA,10立iMMOPS, pH 7.2）に癒濁し、 20,000gで

4。C、20分間の遠心を行った。枕搬物を出争バッファー

で懸濁し、これを濃縮ミトコンドリア画分とした。

10 イネカルスからの核の濃縮

核の分画は山谷 0五roseand Yamaya 1999）らの方法を

参考にして行った。まず、 S-Cカノレスの誘導を小島

。旬並:raet al. 2000）らの方法を参考lこして行い、 S-Cカノレ

スを液体窒素で犀鞘半した。パウダー状のS・Cカルスを

NIBバッファー［1 M hexylene glycol, 10 niM 

PIPES-KOH (pH 7助，10niM MgC}z, 10 niM B 

ーm巴:reapto抽姐ol,and 0.5% (v/v) Triron X・100］に懸濁し、 4

層のガーゼでろ過し、 1000gで4℃、 10分間遠心を行っ

た。抗搬物を、 NIBバッファーで2目指争し、 NIBバッ

ファーから TrironX・100を抜いたバッファーで、l回洗

浄して、同バッファーに懸濁した。次に、 0.8%(w/v)

SUαoseを含む30%、80%の異なるパーコール濃度からな

るパーコーノレバッファー［0.8%(w/v) sucrose, 5 niM 

PIPES-KOH (pH 7.0), and 5 niM MgC}z］と 80%(w/v)

mαoseを用い、 40mlの遠心チューブ、の下層から 80%

(w/v) suαoseを5ml、80%ノ〈ーコーノレバッファーを5ml、

30%パーコーノレバッファーを25mlのJi頂で富喜し、パー

コーノレ密度の異なる勾配を作製した。 4°Cで予め冷却し

たパーコーノレ密度勾配に上述の懸濁物を重層して、 4°C

で3000g、30分間の遠心を行った。核画分は30%と80%

のパーコール層境目から回収し、 10倍量のNIBバッフ

ァーに懸濁し、 1000gでどC、5分間遠心を行った。沈澱

物をNIBバッファーで、懸濁し、これを濃縮核画分とした。

1 1 濃縮オノレガネラ画分中。D光回復酵素の

Lambda Protein Phosphatase処理

11-1 ピオチン標識DNAへのCPDの誘導

5’末端をピオチン標識した42塩基長のオリゴヌクレ

オチドσ’幽GATCATGCA

CGCGTGTATACACATI『AGTACGTCTGGCGCCAT-3’）

と、そのオリゴヌクレオチドに相補的でビオチン標識を

していない 42塩基長のオリゴヌクレオチド（5’

-ATGGCGCCAGACGT.AiαAATGTGTATACACGCGTGC 

ATGATC-3’）（倉敷蹴責、大助を、 50pmolぽになるよ

うに TEバッファー［10niM Tris-HCI (pH 8.0), I niM 

EDTA］で希釈した。次に、 5’対措をピオチン標識した

オリゴヌクレオチドに、 l0Wm-2s-1の254nmのuvc領

域の波長の光（殺菌ランプ GL15）を3時間照射し、白D

を誘導した。 CPDを誘導したピオチン標識オリゴヌクレ

オチドに、等量の無標語訪日補オリゴヌクレオチドを混合

し、この混合液を5分間煮沸した後、室温まで、ゆっくり

と冷やしながらアニーリングさせ、 2本鎖になったもの

をCPD誘導ピオチン標識DNAとして用いた。

11-2 印 D誘導DNA結合磁気ビーズの調製

σD誘導ピオチン標識DNA(30叫1500pmol）に2｛音

量（60凶）のTEバッファーを加えた。そこに、等量（90

凶）の2×BindingBuffiぽ［20niM Tris-HCI (pH 8.0), 2 niM 

EDTA, 2 M NaCl, 0.2% (v/v) TritonX・100]

(MAGNOTEX-SAに添付，タカラバイオ）を加えて混合

した。この翻夜に、 4mgのストレプトアビジンでコート

された磁気ビーズ。仏GNOTEX-SA；タカラバイオ）を

加えて混合した後、室温で 10分間静置させ、 CPD誘導

ビオチン標識DNAと磁気ビーズを結合させ、 αD誘導

DNA結合磁気ビーズとした。さらに、このCPD誘導DNA

結合磁気ビーズ瀦夜の入ったチューブ、を磁気スタンド

(Magnetight Separation S回 dヲタカラノ〈イオ）に1分間静置

し、上清を取り除いてCPD誘導DNA結合磁気ビーズの

みとした。そこに lmlの洗浄.j動庁バッファー［50niM

potassium phosphate (pH 7.2), 10 niM EDTA, 2 niM Dπ， 

10% (v/v) glycerol, 80niMNaCl］を加えて混合した後、チ

ューブ？を磁気スタンドに1分間静置して上清を取り除い

た。この操作を 3回繰り返すことで出争した CPD誘導

DNA結合磁気ビーズを、 CPD光回復酵素の精製に用い

た。

11-3 CPD光回復酵素の精製

白D誘導DNA結合磁気ビーズ、にオルガネラ濃縮画分

を1.5mlを加えて混合した後、 15分ごとに穏やかに混合

させながら氷上に1時間静置して、白D誘導DNA結合

磁気ビーズのDNA上にある CPDと、オノレガネラ濃縮画

分の αD光回復酵素を結合させた。結合させた後、チ

ューブ、を磁気スタンドに1分間静置させ、結合しないオ

ノレガネラ濃縮画分を取り除いた。チューブ守こ残ったCPD

誘導DNA結合磁気ビーズに 1mlの拘争・溺庁バッファ

ーを加えて混合し、チューブを磁気スタンドに 1分間静

置して上清を取り除いた。この操作を3回繰り返すこと

で、白D光回復酵素が結合したCPD誘導DNA結合磁気

ビーズを出争した。

11-4 臼 D光回復酵素の脱リン酸イ回掠処週

今回の実験では、脱リン酸化酵素としてLambdaProtein 
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Phosph拘 seCλ－PPase; New ENGLAND BioLabs Inc.、USA)

を用いた。処理は以下に示す組成で、行った。

白D誘導DNA結合磁気ビーズ

1c-PPase 0.5凶οOOunits)

10×日Pase＆即tionBu蜘 2μ1

20mM品位1Clz 2 μl 

滅菌水 15.5 μl 

上記の組成で混合した合計20μlの試料をウォーター

パスに入れ、 30℃で60分間、赤色光下で周芯させた。

1 2 各フラクションのLHCII(Lゆth紅 ves伽g

chloropbyU”，protein complex}, VDA，α 
(voltage-cl叩endent制 onchannel), 

H2B(I査stoneH2B），。D光回復酵素の検出

材料と方法8～10で単離した各オルガネラ画分中

の LHCII入!DACI,H2B，白D光回復酵素をウエスタンブ、

ロッティング法を用いて検出した。また、材料と方法1

1で、λ－PPase処理をした濃縮フラクション画分中のCPD

光回復酵素を同様の方法で検出した。材料と方法7 4 

で示したように、各フラクションを SDS化して、

SOS-PAGEを行い泳動した。材料と方法7-5と同様の

対去で、転写後に一次抗体即むを行った。葉緑体マーカー

タンパクのLHCIIを検出する際、0.1×ブロックエースに

対してホウレンソウから精製したLHCIIを抗原にして作

製された坑ホウレンソウ LHα 個d四 m巴tal. 1992）を

1:5000の比率で加えた。ミトコンドリアマーカータンパ

クのVDACIを検出する際の一次抗体は、Agrisera(Vanns, 

Sweden）から購入し、 0.1×ブロックエースに対して 1: 

1000の比率で加えた。核マーカータンパクの H2Bを検

出する際の一次抗体は、 San匂CruzBiotechnology, Inc. (Ca, 

USA）から購入し、 0.1×ブロックエースに対して 1:200 

の比率で加えた。 CPD光回復酵素を検出する際の一次抗

体は抗αD光回復酵素抗体を用い σ悶 nishiet al. 2008）、

0.1×ブロックエースに対して 1: 1000の比率で加え、

37℃、 60分間で一次抗体処理を行い、 PBSTで2回洗

浄した。二次抗体としてはアルカリホスファターゼ標識

抗ウサギIgG(Sigma-aldrich,USA）を使用し、約lOmlの

0.1×ブロックエースに対して、2μ1二次抗体を加え、3γc、

60分間で、三次抗体処理を行った。

1 3 パーティクノレガンi去を用いた臼'Dphotolyaseの

細胞内局在の解析

細胞内で白D光回復酵素の局在化を観察するために、

白D光回復酵素（OsPHR）と greenfluorescent protein: G四

(S65T)との融合タンパク質； GFPOsPHRとCPD光回鷹

酵素の部分西日測と GFPとの融合タンパク質を、ソラマメ

の表皮細胞にパーティクノレガン法を用いて導入するた

めに、コンストラクトを以下のように作製した。

13-1 インサートの作製

白D光回復酵素の塩盟酬を、白D光回復酵素遺伝子を

含むプラスミド 0並ouchiet al. 2003）を鋳型とし、

PrinleSTAR司自SDNA polymerase （タカラバイオ）を用

いて増幅させた。 PCR反応は以下の組成で行った。

5×PrinleSTAR ™ Bu島r10凶

心fill¥必cture(2.5 mM each) 4 μl 

フォワードプライマー（20pmoVμl) 1凶

リパースプライマー（20pmoVμl) 1 凶

CPD・光回復酵素遺伝子を含むプラスミド（10ngl μ I) 

1凶PrinleST1恨別HSDNA pol戸nerase0.5 μl 

滅菌水 32.5凶

反応は iαCLER但IO貼 D）を使用して、はじめに98℃

で 3分間変性したのち、変性 98℃：10秒、アニーリン

グ.55°C5秒、伸長： 72℃：l分 30秒の条件で30サイク

ル即芯させた。 CPD光回復酵素の全長を増幅させるプ

ライマーには、フォワードプライマー（5’

-CCGCCGACCTCAGTGAGCCCACCAAGAA-3’）、リノ〈

ースフ。ライマー（5’ーTGCTGAGACTTGGAAAGC-3’）、

を用いた。反応産物をCI樹夜抽出、エタノーノレ枕：殿し、

風乾させた物をτEに溶かした。増幅したpα産物の二

本鎖平滑和措を、 T4Polynucl釧 de阻naseσ'4PNK、タカ

ラバイオ）による 5’末端リン酸化反応を行った。反応

は、 3プCで30分インキュベートした後、 T4PNKをlμl

加え、 30分聞置いた。その後、この PCR産物を 1%ア

ガロースで、電気泳動し、目的とするバンドをゲルから

EASYTRAP百 ,I＼危r.2（タカラバイオ，滋賀）を用いて抽出

した。 CPD光回復酵素のN末側の部分配列を増幅させ

るプライマーは、 3セット用意した。 N末端47アミノ酸

を増幅させるプライマーとしては、 N-PHR-Fl(5’ 

-ATATi訂CTCGAGATGCCGCCGACCTCAGTGAG-3’）

と N-PHR-Rl (5 

-TTTTTTCTCGAGGTCCCGCAGCATCCAGTACA-3’） 

を利用した。 N末端 85アミノ酸を増幅させるプライマ

ーとしては、 N-PHR・.fl と N”.PHR-R2σ ’

-TTTTTTCTCGAGGGCGGAGAGGAGGAAGGGCCT-3 

，）を用いた。 N末端228アミノ酸を増幅させるプライ

マーとしては、 N-PHR-Fl と N・PHR-R3 (5’ 

開ATTATTCTCGAGCCTGGCGATGAGTGCGTCCCAG下3

，）を用いた。反応産物をCI溶液抽出、エタノーノレ枕搬

し、 TEに溶かし、劫olで両持続切断した。その後、

このPCR産物を 1%アガロースで電気泳動し、目的と

-12-
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するバンド、をゲ、ルから抽出した。白D光回復酵素の C

末側の部分配列を増幅させるプライマーは、C-PHR・F(5’

-AAAGGACTCGAGATGGTICACCATGGAAAAATGCA 

下3 ’） 、 C-PHR・R (5 

-ATATATCTCGAGGTGCTGAGACTIGGAAAGCTIGAC 

・3’）、を用いた。反応産物を CI溶液抽出、エタノーノレ

沈澱し、 TEに溶かし、 Xholで両末端を切断した。その

後、この PCR産物を 1%アガロースで電気泳動し、目

的とするバンドをゲ、ルから抽出した。

13-2 ベクターの調製

次に、αD光町復酵素の全長cDNA断片を組み込むため

のベクターを次のような操作により用意した。NOSsG四

(S65T)を持つプラスミド； C必W35S-sG四（S6?T)

NOS3 (Niwa巴tal. 1999）をNatlで切断し、反応産物をエ

タノール沈殿し、風乾させた後、 TEに溶かした。反応

産物の切断末端を、 T4DNA Polymerase (New England 

Biolabs, USA）を用いて、 12℃で15分間インキュベート

して、平滑化した。 CPD光回復酵素のC耕翻朗、 N末

端西日列を組み込むためのベクターは、 Sa江で切断し、反

応産物をエタノーノレ沈殿し、風乾させた後、 TEに溶か

した。これらの反応産物に、等量のフェノーノレクロロホ

ルム溶液 (Phenol :Chlorofonn : Isoamylalchol, 24:24:1, 

v/v）を加え、捜祥後、15,000rpmで5分間の遠心を行い、

水層を新しいマイクロチュープに移した。等量の CI溶

液を加え、捷t4当灸、 15,000rpmで5分間の遠心を行い、

水層を新しいチューブに移した。水層をエタノール沈殿

し、風乾させた物を TEに溶解した。次に、ベクターだ

けのセルフライゲーションを防ぐために、 Alkaline

Phosph細 se但，AF，タカラバイオ）を用し、て、 65°Cで30分

間インキュベートし、脱リン酸化反応を行った。反応後、

等量のフェノールクロロホノレム溶液を加え、撹枠後、

15,000rpmで5分間の遠心を行い、水層を新しいマイク

ロチューブに移したo これをもうー昆繰り返した後、等

量のCI樹夜を加え、捷持殺、 15,000叩m で5分間の遠

心を行い、水層を新しいチューブに移した。水層をエタ

ノール沈殿し、風乾させた後、 TEに溶解した。

13-3 ライゲーション

材料と方法13 1で作製したインサートDNAと 13 

-2で作製したプラスミドベクター DNAを含む溶液

に、 DNALigation Kit （タカラバイオ）を用いて、 DNA溶

液と同量のDNALigation Mixを加えて、 16℃で30分間

インキュベートした。

13-4 コンピテントセルの作製

大腸菌は、 JM109を使用した。まず、抗生物質を含ま

ない 1%の寒天を含むLB培地 [Yeastex回ct(w/v) 0.5%, 

Tryptone (w/v) 1 %, NaCl (w/v) 1 %］のプレートに、，80°Cに

ストックしである菌株をストリークし、シングルコロニ

ーの分離を行った。シングルコロニーをヒ。ックアッフ。し、

5 mlのLB培地に植え継ぎ、 3プCで一晩培養した。前培

養した菌をあらかじめ25℃に保温しておいた 100mlの

SOB培地［10mM CH3COOK, 45 mM恥金1Ch・4H20,10 

mM CaC12 • 2H20, 10 mM  C。。恒3)6Ch, 100 mM  KCl, 10% 

(w/v）グルコース］に植え継いだ。 O.D.600の値が 0.4～

0.5になったら、速やかに 10分間冷却した。 3,000g、4°C、

10分間の遠心後、菌体のベレットを氷冷した 25mlの

FIB [10 mM CH3COOK, 45 mM  MnC12 • 4H20, 10 mM 

CaCh • 2H20, 10 nホtiCo O妊弘元Cl3,100 mM KCl, 10%グ

ルコース］に再慰濁し、懸濁夜を 10分間氷冷した。 3,000

g、4。C、10分間の遠il}t麦、菌体のベレットに氷冷した

目B5mlを加え、再懸濁した。穏やかに境祥しながら、

最終濃度が7%になるようにDMSOを0.35ml加えた後、

0.22mlずつマイクロチューブに分注し、急速にJ新古させ、

・80°Cのディープフリーザーで保存した。

13-5 トランスフォーメーション

・80°Cで保存しておいたコンビテント細胞を氷上で溶か

した。 100μlずつチューブに分注し、 トランスフォーメ

ーションに用いるプラスミドDNAを分注し、菌液に加

え、軽く混合した。氷上で 30分間インキュベートした

後、 42℃のウォーターパスに浸し、 45秒間加熱し、急冷

することでヒートショックを与えた。 2分間冷やした後、

37℃に加温しておいたLB液体司宕地を、 1ml加え 1時間

インキュベートした。菌液をスフ。レッダーを用いてアン

ピシリン（50μ側）を糊日したLBプレート全体に塗り広

げ、プレートを37℃のインキュベーターにいれ、一晩イ

ンキュベートした。

13-6 大腸菌からのプラスミドDNA抽出

材料と方法13 5のLBプレート上のl個の大腸菌

コロニーを拾い、マイクロチューブで37℃、 LB液体培

地中で培養した。遠心（5,000rpm, 3 min）で集菌後、 50μl 

のSolutionI [50 mMグルコース、25mM Tris-HCl (pH 7.5）、

10 mM  EDTA (pH 8.0）］に懸濁した。次に、 100μlの

Solution II (0.2 N NaOH, 1 % SDS）を軽く捷枠して、透明

になることを確認した後、 75μlの SolutionIll [5 M 

CH3COOK, 11.5% (v/v) CH3COOH]を加えて軽く携枠し

た。遠心（15,000rpm, 5 min）後、上清みを新しいマイク

ロチューブに移して、 500μlの99.5%エタノールを加え

て10分間氷上に放置した後、遠心（15,000rpm, 10 min, 

4℃）を行い、沈殿したDNAを100μlのTEに溶解した。
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次に、回ndEとNotIでプラスミドDNAを切断し断片

の長さを比べることで、白D光回復酵素遺伝子の配列が

組み込まれているかを確認した。配列が組み込まれてい

る大腸菌コロニーを、 LB液体培地で大量吾養し、 W四rd

句lusMidipreps DNA Purifi側 onSystemσromega,USA) 

を用いて大腸菌からプラスミドDNAを抽出し、これを

ノミーティクルガン？去で、用いるプラスミドDNAとした。

13-7 金属粒子の準備

直径l仰の金粒子但IO貼 D)60mgをl.5mlチューブ、

に取り、70%エタノールを 1ml加えた。30秒間撹枠して、

遠心（10,000rpm, lmin）後に上清を捨てた。滅菌水1ml 

を加えて懸濁し、同様に遠，iA＆上清を捨てた。この操作

を3回繰り返した。滅菌済みの 50%グリセロール 1ml 

を加えて癒濁し、この樹夜を金属粒子として用いた。

13-8 金属粒：子ーへのDNAのコーデイング

1.5 mlチューブに金属粒子25凶（金粒子 1.5mg相当）を

分注した。蓋をあけたまま、チューブミキサーにセット

し、 5分以上撹枠した。次の樹夜を！｜慣番に加えた。

プラスミドDNA2.5J.lg （く5凶）

2.5 M CaC12 25凶

0.1 M スペルミジン 10凶

チューブ、の蓋をし、チューブ、ミキサーの撹枠度を最大に

し、 3分間撹枠した。室温で1分間静置後、遠心（10,000

rpm,5平均して上清を捨てた。 70%エタノール200μIを

加えて懸濁し、遠心（10,000rpm, 5秒）して上清を捨てた。

100%エタノール200μIを加えて懸濁し、遠心（10,000

rpm, 5秒）して上清を捨てた。 100%エタノール30μI 

に懸濁した。

13-9 パーティクノレガン装置のセットアップ

パーティクルガン装置 σDS-1000/He,BIO貼 D）を

使用する際、ヘリウム圧を 1300psiに設定し、ラプチャ

ーディスク但IO貼 D）は、 1,100psiを使用した。真空

度は、 28インチHgに設定した・0

13-10 マクロキャリアーへの塗布と遺伝子導入

マクロキャリアーは、 70%エタノールに数分間浸し

て滅菌後、滅菌ろ紙などの上で、風乾し、ステンレスホノレ

ダーにセットした。 DNAコーティング金属粒子の懸濁

液 10～15μIをマクロキャリアーの中央に静かに滴下し、

その後風乾させた。ソラマメの表皮を蒸留水 11に対し

てムラシゲ・スクーグ培地用混合塩類似S無機塩，日本

製薬、東京）を2勾、寒天粉lOg混合して作製した固形

培地上に置き、試料台にセットした。パーティクノレガン

装置にラプチャーデ、イスク、一段目に調整したステンレ

スホルダー／マクロキャリアーをセットした。三段目に

植物材料をセットして金属粒子を打ち込んだ。 DNA試

料を打ち込んだ材料を遮光して 23～25°Cで静置培養

した。翌日、蛍光顕微鏡（AxioImager. Dl, Carl 

Zeiss,BRD）で観察した。

14 Osphr過弟J発現体アラピドプシスの作出

αD光回復酵素能が欠損している uvr2-1にイネσD

光回復酵素（Osphr）を導入した過剰発現体を以下の手

順で作製した。

14-1 形質転換プラスミドベクターの作梨

形質転換プラスミドベクターとして、同叫姐ower

mosaic virus (Cal¥瓜T)35S.フ。ロモータ一目［ ljの下流にク

ローニングサイトをもっpBI121を用いた

(Chen et al.2003，図め。 pBI121ベクターのBarn田と Sacl

を用いて切断したものに、イネCPD光回復酵素遺伝子

の全塩基配列にBarn回と Saclサイトを付け、同酵素で

切断したものを挿入し、形質転換プラスミドベクターと

した。

14-2 コンビテントセルの調製

アグロノミクテリウムは GV3101をイ吏用した。 YEP国

勝音地（パクトベプトン 10mg/ml，パクトイーストエ

キストラクト 10mg,'ml, NaCl 5 mg,'ml，ノミクトアガー 15

mg,'ml, pH7勾にテトラサイクリン（終濃度 10時四1)

を加え、菌株を塗りつけ、28°C、暗所で2日間培養した。

single colonyを拾って、テトラサイクリン（終濃度 10

臥.g,'ml）を加えたYEP液体培地（パクトベプトン lOmg

/ml，パクトイーストエキストラクト 10mg,'ml, NaCl 5 

mg,'ml) 3 mlに植薗し、 28°Cで2日間培養した。その内

の 1mlをテトラサイクリン（終濃度 lOμg,'ml）を加え

た 25mlの YEP液体培地に加えて混合し、 28°Cで

O.D60←0.8程度になるまで培養した。その後、別Orpm、

5分間遠心を行い、上清を捨て、沈殿に CaClz20mMを

0.5mlを加えて沈殿を溶解した。 100μIずつ分注U夜体

窒素にて凍結させた後、・80。Cで保存し、これをコンビ

テントセルとした。

14-3 アグロパクテリウムの形質転換

凍ったままのコンビテントセル 100凶に形質転換プ

ラスミドベクター溶液をDNA量として1陪相当を加え、

氷上に40分間静置した。その後、 37℃のウォーターパ

スで 5分間処理した後、直ちに氷上に移し、 5分間静

置した。 YEP液伽音地を 1ml加えて混合し、 28°Cにて

2時間培養した。 7500rpmで30秒間遠心し、上清を捨

て、 YEP液体培地を 100凶加えて沈殿を懸濁した。そ

れを YEP培地（カナマイシン終濃度50μg,'ml）にまき、

28℃、暗所で2日間培養した。
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14-4 アグロパクテリウムの植物体への感染

植物体へのプラスミドベクターの導入は、 Floraldip 

法を用いて行なった（Cloughand Bent 1998）。材料と方

法 14-3で培養したアグロパクテリムから single

colonyを取り、2mlのLB培地を加えて28℃で2日間前

培養した。 1mlの培養液を 100mlのLB培地に入れ、

28℃で 16時間程度培養し、 O.D600が 1.6-2.0程度にな

っているかを確認した。培養したアグロパクテリウムを

5000rpmで15分間遠心し、沈殿山昔、染用培地 Cs問問

50mg/ml,MS無視錨［2.2 mg/ml, MES 0.5 mg/ml, B5ビタ

ミン 1ml/1, b印刷 adenine10凶/1,Silwet L-77判。

凶l,pH5.7）を200ml加えてよく捷梓寸る。感染させる

植物体の方は、 1ヶ月成長させたuvr2-lの茎を切断し、

10日間生育させて新たに花奮をつけさせ、奮のみを残

し、花と鞘を切断したものを用いた吋。この植物体を感染

用培地に2分間浸し、保湿のためにビ、ニール袋へ入れて、

暗所で一晩横に寝かせて 28°Cで放置する。その後、ビ

ニールから取り出して生育させ、取れてきた種子を Tl

種子として採取した。

14-5 形質転換体の選抜対去

得られた Tl種子を選抜田勝音地（Sucrose10 mg/ml, 

MS無税鉄藍4.6mダml,B5ビタミンlml/1，恥IBS0.5 mダ'ml,

カルペニシリン 100開／ml，カナマイシン75陪／ml,0.8% 

Agar, pH5.7）にまき、正常に生育してきた個体から取れ

た種子をη 種子とした。同様にT2種子の薬剤選抜を行

い、 3:1で薬剤抵抗性を示したラインからTI種子を採取

した。T3種子をそれぞれ200粒ほど播種して薬剤選抜を

行い、全て薬剤抵抗性をもっ種子群をホモ個体群として

解析に用いた。

1 5 イ ネ臼D光回復酵素mRNAの発現量の解析

導入されたイネ白D 光回復酵素遺伝子が、アラビド

プシス内で発現しているかを確かめるため、材料と方法

14にて作製した形質転換体におけるイネCPD光回復

酵素の町武NAの発現量の解析を行った。

15-1 RNA抽出

液体窒素を用いて、切断した 14日間生育させたアラ

ビドフ。シスのロゼット敷句0.1gを廟宇し、RN悶 yRPl組 t

Mini Kit (QIAGEN、USA）を用い、添付の説明書に従し＼

RNA翻夜を86凶回収した。この悶A樹夜lこ、RNas止 ・ee

DNase I (5 units/ド1)4 μ1, 10×DNasebu島r［判OmMTris-HCl 

(pH 7.5), 80 mM MgClz, 50 mM DT司10凶を加えて、 37°C

で1時間反応させた。反応産物に、等量のフェノールク

ロロホノレム樹夜を入れて懸濁したのちに、 15000rpmで

10分遠心を行った。上清を抽出し、等量の CI溶液を入

れて懸濁し、 15000rpmで10分遠心を行う。上清を抽出

し、エタノール枕；殿を行なった。50μ1の滅菌水に溶解し、

RNA水翻夜とした。得られたRNA水溶液のRNA濃度

は、白血riteM200ロ'ECAN,Swi国 dand）を用いて、 260nm

の吸光度を測定することで計測した。

1 5-2 cDNA合成

逆転写即芯では ExScriptTMRT reagent Kit (Perfect Real 

Time）（タカラバイオ）を用いて以下の組成で行なった。

5xExSαipf⑧ Bu島r4凶

dNTPMi双山e1 μ1 

Random Rexam悶 1μ1 

ExScriptRRTase侭NaseH企ee)0.5ドI

RNase Inlribitor 0.5 μ1 

RNA樹夜侭NAl開）

RNase－企・eewater 13凶

逆転写即芯は、 42℃で 15分行い、その後95°Cで2分

間、酵素を繋快活させた。

15-3 PCR反応

pα 反応液は以下の組成で行なった。

2×SYBR＇『>remixEx11叫τM（タカラバイオ） 5凶

PCR Forward Primer 0.1 μ1 

PCRReverse島町1er0.1凶

cDNA括計夜 1.0μ1 

S総rilewater 3.8 μ1 

pα反応及びmRNAの発現量の角卒析は、 DNAEngin巴

句ticon加 SYSTEM(GEヘルスケア）を用し、て行なっ

た。変性： 95°Cで5秒、アニーリングと伸長： 60℃で30

秒の条件で40サイクル同志させた。 CPD光回復酵素遺

伝子 (phr）のプライマーは、 Al primer (5’． 

CCGTCGATGCTTICTTGGAG・3’）、 H2p凶ner(5’－ 

CATCTCCAACTGCG必fGCATTCCA-3’）を用いて行二な

った。ユビキチン（UBQ）の転写量をインターナルスタ

ンダードとし、プライマーは、 forw：征dprimer (5’回

CGGGAAAGACGATI『ACTCTTGAGG-3’）、reverseprimer 

σ’－GCAAGAGπ℃TGCCATCCTCC・3’）を用し、た。

1 6 Ler、uvr2-1、Osphri跡tl発現体のウエスタンプロ

ッテイング法による臼D光回復酵素含量の解析

Ler、uvr2-J、Osphri跡 l隣現体の葉O.lgに対して、0.5ml

の磨砕バッファー［80mMpo回 siumphosphate (pH 7勾，5

mM EDTA, 2 mM DTI, 10% (v/v) glycerol］を加えて廟宇

した。この磨開夜を用し、て、材料と対去7-4と同様の

方法でSDSPAGEやウエスタンプロッティング周志を行

い、各アラピドプシスの CPD光回復酵素含量の解析を

千子った。

戸
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17 αD光回復酵素活性測定

旬、 uvr2-1、Osphr:i跡 l隣現体でのαD光回復酵素活

性を明らかにするために、あらかじめ損傷を生成させた

λDNAを用いたinvi；仰の系で角利子を行った。

17-1 組酵素液およて湛質の調整

切除したアラビドプシスの葉約 0.3gに 500凶の

potassium phospha総bu島:r[160 mM potassium phosphate pH 

7.2、10% (v/v) glycerol、lOmMEDTA、2mMDπ、

0.2mg/ml bo加 eserum albumin但SA）］を加え、割鉢と乳

棒を用いて氷上にて廟宇した。磨掬夜を4°Cで、15000rpm、

15分間遠心分離した後、上清を Bio-GelP6DG 

spin-column但IO臥 D,USA）に通し、脱塩処理した後、

粗酵素液として、光回復反応に用いた。粗酵素液のタン

パク濃度は、 Bradford法 (Bradford1976）に従って測定し

た。

光回復反応を行う際には、UVG領域の波長の光を照射

し、人工的にαDを誘発させたみDNA（タカラバイ力

を基質として使用した。 TEバッファーを用いて50ng/1凶

に調製したみDNAを20μ1ずつフ。ラスチック、ンャーレに

スポットし、 40cmの間醜から254nmのuvc領域の波

長の光（殺菌ランフ。； 10W m-2 s-1）を 30秒間照射して

白Dを生成させた。ここに、等量の2×reactionbu助［160

mM potassium phosph蹴 (pH7勾， 20mM EDTA, 160 mM 

NaCl, 4mM D百1を加えたものを基質として使用した。

なお、この条件でA-DNA上に生成したCPD量は、 lメ

がくース (Mb）あたり約 150～180CPDであった。この

CPD量は、以下に示すUVendonucleaseを用いたアルカ

リ電気泳動法により定量した。

17-2 αD光修復従軍里

基質11rDNA（終濃度： 22.5附ド1）と粗酵素液を混合し

て、 20μ1ずつ0.2mlのポリプロヒ。レンチューブに分注し

た。この間、光回復反応の起こらない安全光である、赤

色光下で、操作を行なった。基質と酵素を結合させるため

にサンプルを赤色光下、 30℃で 15分間インキュベート

した。次に、 30°Cに設定した恒温槽中で青色光を適当時

間照射し、光回復反応を行なわせた。青色光の光源とし

て、青色蛍光管を用い、その光強度を60阿nol/m2/sに設

定した。

1 7 -3 UV endonuclease交医里

Mzcrococ，αIS [uteiσに存在するUVendonuc1巴aseは、CPD

存在部位でDNAを特異的に切断する性質を持っている

ことが報告されている（Canierand Setlow 1970）。そこで、

このUVendonucleaseをストレプトマイシンと研峨アン

モニウムを用いた沈殿法によりh位α∞∞印sluteusから部

分精製し（図 9）、この部分精車場票品を用いてアルカリ電

気泳動法による CPD量の測定を行った。

まず、終濃度で 10ng/μ1の RNaseA を含む 2×MLE

倒 的coccusluteus Endonuclease）ノ〈ッファー［60mM 

Tris-HCl (pH 7勾，80mMNaCl, 2 mM EDTA］を調製し、そ

こに50分の l倍量のUVendonuclease溶液を加えた瀦夜

（①）と50分のl倍量のethyleneglycolノ〈ッファー［lOmM

Tris-HCl (pH7.5), 10% ethyleneglycol, 50% glycerol］を加え

た樹夜（②）を用意した。次に、青色光を照射して光回

復反応を行わせた試料20凶を、10凶ずつ2つに分けた。

このうち、一方の謝斗に①の樹夜を等量の 10μ1加え、＋

UV endonuclease樹夜（＋UV阻 do）とした。また、もう

一方の試料には②の溶液を等量の 10μ1加え、 UV 

endonuclease樹夜（－UVendo）とした。これらの翻夜を

37°Cで2時間インキュベートし、 UVendonucleaseによる

CPDの切断を行わせた。インキュベート後、各試料に5

分の l倍量のアルカリ変性溶液［Alkaline偽remix 

solution; 0.5 M NaOH, 25% (v/v) glycerol, 0.125% (w/v) 

bromocresol gree吋を加え、 DNAを二本鎖から一本鎖に

解離させた試料をアルカリゲル電気泳動に用いた。

17-4 アルカリ電気泳動

アガロースゲル［0.7%'(w/v) agarose, 50 mM T、faCl,1 

mMEDTA］を作製した。このゲルをアルカリ泳動バッフ

ァー（30mM NaOH, 2 mM EDTA）の入った泳動槽

何IIl)Eお1INISUB CELL; Bio-Rad,USA）に30分間浸し、

ゲルをアルカリ泳動バッファーで平衡化した。その後、

各ウェルに＋uv田 do、－UVendoの試料、および既知

の長さの分子量マーカーかーDNA48.5 kb、λ－DNAの

回ndIII切断物 23.1,9.4, 6ム4.3,2.3 kb）をアプライし、

15℃、50Vで 120分間電気泳動を行った。泳動終了後、

0.1 M Tris-HCl (pH 7巧を用いてゲルの中和同志を 15分

間、 2回行った。さらに、 TBEバッファーで10,000倍に

希釈した SYBERGreen II （タカラバイオ，滋賀を用い

て、ゲルを3時間染色した。

17-5 αD生成量の測定

ゲルの染色後、電気泳動により分離した DNAを高分

子 DNA傷害角斬装置（東北電子産業，宮城）によりスキ

ヤニングし、白Dの生成量を以下のプログラムにより算

出し、測定した。同一ゲル内で、数Mbから0.1kbのDNA

の移動度とその分子量との聞には、以下に示す関係式が

成立することが Southern(1979）によって報告されてい

る。そこで、同一ゲノレ上で分離された DNA分子量マーカ

ーから読み取られた移動度と分子量の数値から、非R線

双曲線近似プログラムソフトを用いて、以下の3つの変

ρ
h
u
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数を算出し、スタンダードカーブの式を算出した。

分子量 (L(x）：移動度Xにおける分子量）と xとの関係

式

L(x)=C/(x -~) -C/(:xo－丸み

Xo：分子量がOのときの移動度X

~：分子量が無限となる時の移動度X

c ：定数

分離された全DNAの平均分子量は同一ゲル内の分子量

マーカーを用い、移動度と発色強度から算出した。 DNA

の平均分子量制は次の式から計算される。

ぷ（x)• dx 

L(x) 

facx) .ゐ
Ln-1= 

L (x）は位置Xに対する移動したDNAの平均分子量で、

ρ （x）は位置xに対するサイバーグリーンEの蛍光強度

である。αDレベルは肋間nanet al. 1986)およ吠Quaite

et al. 1992; Quaite et al. l 994a）の言己主をもとに、 DNAの平

均分子量の値から以下に示す計算式を用いて算出した。

ゆ＝Ln-1（切：）－Ln吋£）

φは白Dレベル、Ln(+e）はUVエンドヌクレアーゼ反日里

したDNAの平均分子量で、Ln（ーのはUVエンドヌクレア

ーゼ処理していないDNAの平均分子量、 L(x）と Lnは

阻lobase(kb）あるいはMegabase(Mb）単位で表現される。

したがって、 φはαD/1ζbあるし、は白D/Mb単位で表さ

れる。

1 8 Real-t加 equ姐 titativePCR i去による特定遺伝子

上のDNA損傷量と DNA修復量の鮒庁

1 8 -1 Real-time quanti鈎姐vePCR反応

表2に示したプライマーセットを用いて Real他国

中制帥vePα を行なった。 pα 反応液は、 1μlの

回npl蹴 DNAοSn制）、 10μlのSYBRPremix Ex Taq （タ

カラバイオ，滋賀）、 0.5凶のフォワードプライマー（10

p附、 0.5凶のリパースプライマー（lOp附に、 H20を加

えて20μ1とし丸 Pα反応条件は、 95°Cで15分間イン

キュベートした後、変性させるために94'℃で2分間イン

キュベート後、アニーリングを 60℃で 30秒、伸長は

72°Cで30秒の条件でPCR反応を行わせた。サイクノレ数

は、 40サイクノレとした。また、 Pα反応はDNAEn伊1e

仁ゆ，ticon™ System但ioRad,USA）を用いて行った。

18-2 損傷を含む遺伝子の割合の算出

材料と方法5-1、2に従って、損傷を含むDNAの

割合は、＿UVBを照射していないアラビドプシス葉から抽

出したDNAと、 UVBを照射してDNA損傷を生成させ

たアラビドプシス葉から抽出したDNAをそれぞれPCR

反応の鋳型DNAとして用い、各々の鋳型DNA樹夜中に

含まれる増幅可能な無傷の DNA量を比較することで求

めた（Canonet al. 1995）。なお、同時に、既知の濃度を段

階希釈したアラビドプシス由来の DNA溶液を用いて

pα 反応を行い、 DNA濃度と増幅直線との聞の検曇線

を作製し、各々の遺伝子中の無傷テンプレート量を求め

た。UVBを照射してし、郎、アラピドプシス葉から抽出し

たDNAの無傷テンプレート量をB。、 UVBを照射した

アラピドプシス葉から抽出した DNAの無傷テンプレー

ト量をBoとすると、（Bo・Bo)/Boにより、 UVBによっ

て損傷を受けたDNAの割合を算出した匹alinowskiet al. 

1992）。また、青色光照射後の残存する、 UVBにより損

傷を受けたDNAの割合は、 UVBを照射した後に青色光

を照射したアラビドプシス葉から抽出した DNAの無傷

テンプレート量をBEとして、但o-BE)/B。により求められ

た。

1 9 Ler, uv,2-J、Ospln・過剰発現体（Os3、Os7、OslO)

のUVB付加条件下における生育調査

植物体の生育は、材料と方法1-2で使用したグロー

スチャンパーを使用し、栽培条件も同様に行なった。

UVBを照射する蛍光管は、ク守ロースチャンパー内にセッ

トした。本呉験では、蛍光管の下に、 290nmの光を減光

させるUV29ガラスカットフィルターを取り付けること

によって、uvc域の光をほぼ除去した。実験材料として、

Ler、uvr2-1、Os3、Os7、OslOの5系統を用いた。材料

と方法1-2で使用したポットの上にロックウーノレ（ロ

ックファイパー，日東紡，東京）をポットの形状に合わせ

て切断してからのせ、種子が等間隔になるように樹重し

た。材料と方法1-2と同様の条件で、グロースチャン

ノ〈ー内で、10日間生育させ、その後UVBを照射しながら

生育させた［ゆ.5wで6時間 oo.skJ1rrr1c1ay）、 14日間、

もしくは0.6Wで12時間 ρ5.9kJ/m2/day）、 12日間、明

期の間だけ照射した）］。ポットごとに写真をとり、 1個体

ずつの芳市軽量を計測した。

円
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結 果

1 イネの核、葉緑体、ミトコンドリア DNA上に生成

した DNA損傷の暗・明条件下での修復活性の有無に関

する角斡庁

イネ葉から各オノレガネラ DNAのみを単荷台することは

困難なため、単再世ずることなく、 invivoで、各オルガネラ

特異的なDNA配列上のDNA損傷の角勃庁を行なう事が可

能なT4 endonud臨 eV(UV田 do）を用いたサザンプ？ロ

ット法による角特庁を行なった。この解析では、 T4

endonuclease Vが白Dを特異的に切断することを利用

するため、 CPD損傷特異的なDNA損傷を見績もること

ができる。各々のオノレガネラにおけるUVB誘導αDの

修復量を測定するために、各オノレガネラDNAにコード

されているターゲ、ツト遺伝子をプローブでに用いた。本方

法の概略を簡単に述べると、鋳型DNAよの特定遺伝子

上に白D損傷が荷主すると、白D損傷を特異的に認識

し、切断する T4 endonuclease Vの働きにより、 DNAは

短く切断される（図 12）；。したがって、目的サイズのター

ゲット遺伝子のシグナルは低下する。そのため、シグナ

ル強度から特定遺伝子上の印D損傷量、ならびに修復

量を定量することができる。UVBをイネの生葉に5Wで

1時間照射し、 CPD損傷を生成させた。その後、青色光

を照射、もしくは暗黒下においた葉からDNAを抽出し

て解析に用いた。

葉禄体にコードされているα'tplでは、 UVBを5Wで 1

時間照射することで、ラベルされたフ。ローブと結合した

バンド強度（11kb）が減少していた（図 13）。しかし5時

間青色光を照射することで、バンド強度が増大し、 UV

無照射（noUVB）条件で、のバンド強度とほぼ同強度と

なり、CPD損傷が修復されていることが分かった。また、

UV照射後、 5時間暗黒下においては、有意なαD損傷

の減少は見られなかった。

ミトコンドリアにコードされている cox3及びcobでは、

核ぞ業禄体と同様に、 5時間青色光を照射することによ

って、 UVB照射で生成されたαD損傷が減少している

ことが分かった（図 14）。 5時間暗黒下においては、バン

ド強度 （cox3では4.5kb、cobでは4.0kb）が変わらない

ことから、有意なαD損傷の減少が起きていないこと

が分かった。

核にコードされている rbcS及びphrでは、 UVBを5W

で1時間照射することで、バンド強度 （rbcSでは6.0kb、

phrでは4.4kbのバンド〕が、減少していることがわかっ

た（図 15）。さらに、 5時間青色光を照射することで、バ

ンド強度が増大し、 CPD損傷が修復されていることがわ

かった。UV照身折灸、5時間暗黒下においても有意なCPD

損傷の減少は見られなかった。

各ターゲット遺伝子上に生成したαD損傷の割合を、

材料と方法6-6-5の通りに算出し（%fragmenおW油

ESS）、その結果をまとめたものを図 17に示した。 1時間

UVBを照射することでの%fragments wi血ESSはatp！.、

cox3、cob、rbcS、phrで51.1%、48.8%、38.6%、37.4%、

43.4%まで増大した。次に、 5時間青色光を照射するこ

とによってatpI、cox3、cob、rbcS、phrの%fragments wi血

ESSは、それぞれ15.2%、24.0%、9.7%、5.0%、4.7%ま

で減少していることが分かった。暗黒下に5時間おいて

もほぼ%fragm回 .tswi血ESSの減少がみられないことか

ら、イネにおいては核、葉子剥本、ミトコンドリアゲノム

に生じたαD損傷が光に依存して減少することが明ら

かとなった。

-18-



高橋正明 高等植物の葉緑体、ミトコンドリアにおける紫外線誘発

DNA損傷（CPD）に対する光修復機構に関する研究

2 ササニシキ、サージャンキ、形質転換体イネにお

ける核、葉緑体、ミトコンドリア DNA上に生成

したCPD損傷の明・暗条件下での修復活性に関す

る解析

これまでに、ササニ、ンキの核、葉緑体、ミトコンドリ

アDNA上に生成した CPD損傷は、青色光に依存して

減少することを明らかにしてきた。しかし、この減少が

αD光回復酵素によって修復された結果で、あることを

実証した報告はなし、この青色光依存的なαD損傷の

減少が、仮にαD光回復酵素であるとするならば、CPD

光修復能が異なるイネでは、各オノレガネラで、のα D光

修復能が異なることが予想される。そこで、 CPD光回

復酵素活性がササニシキよりも低いサージャンキの各

オルガネラにおける αD光修復能の解析を羽

田 donucleas巴 V を用いたサザンプロット法により角軌斤

しササニシキの修復能との比較を行った。

ササニシキにおいて、0.5Wで1時間のUVB照射後の%

企agmentswith ESS は、αtpJ.、cox3、phrで、51.1%、48.8%、

43.4%まで増大した。サージャンキでは、 UVB照射後

の%fragments wiせ1ESS は、 atpl、cox3、phrで56.6%、

55.5%、58.2%まで増大した（図 15）。また、 0.5Wで1

時間UVBを照射して DNA上に CPDを誘導した後に

2.5時間青色光を照射することによって、ササニシキ

の%fragments wi仕1ESS は、 atpl、cox3、phrで27.9%、

32.5%、27.1%となり、 5時間青色光を照射する事で、

15.2%、24.0%、4.7%まで減少した。一方で、サージャ

ンキは、 UVB照射後に 2.5時間青色光を照射すること

で、fragmentswi血lesions似）はαtpl、cox3、phrで、50.8%、

45.7%、48.8%となり、 5時間青色光を照射することで、

43.1%、41.7%、42.6%まで減少した。

これらの結果より、ササニシキよりも CPD光回復酵素

活性が低し、サージャンキでは、各オルガネラで、の白D

光修復能が低い、ということが明らかとなり、 CPD光

回復酵素が各オルガネラへ移行する可能性を示唆する

データを得た。仮に、これが事実であるならば、印D

光修復能が欠損したアンチセンス形質転換体イネ

(AS-D系統）では、各オルガネラで、青色光依存的な

CPD損傷の減少、は起こらないことが予想される。また、

センス形質転換体イネ（S-C系絢は、ササニシキαD

光回復酵素のcDNA配列を過乗IJ発現させることで、αD

光修復活性を著しく上昇させている伺demaet al. 

200η。S-C系統で、各オノレガネラでの光修復活性が上

昇しているならば、白D光回復酵素が各オルガネラへ

移行しているという事、及びCPD光回復酵素のcDNA

配列中に、葬読ま体やミトコンドリアへの移行に必要な配

列が含まれている、とし、う事が確認できる。そこで、

AS-D系統と S-C系統で、の各オルガネラで、の CPD光修

復活性をT4endonuclease V を用いたサザンブ、ロット法

により角軌庁した。ササニシキとサージャンキの角勃庁では、

白D損傷の誘導に UVBランプσ工20SE，東芝，図 7）を

用いているが、 UVA領域の光も含まれている。 S-C系

統はCPD光修復活性が高く、 UVBランプでαD損傷

を生成しても、 UVA領域の光による修復速度が高いた

め、照射時間のドースに応じたCPD損傷量の誘導が出

来ない。そこで、 UVA領域の光を含まない、殺菌灯

(GL20，東芝）を用いて角卒中斤を行った。 uvcランプから

10cm離してイネの生葉を置き、 uvc光を 15分照射す

ることで、ササニシキと S-Cに、 CPD損傷を生成させ

た。 AS・Dには、 UVB光を5Wでl時間照射した。その

後、それぞれのイネ葉に青色光を照射、もしくは暗黒下

に置いて、 DNAを抽出して角材庁に用いた。

AS-Dでは、5Wで1時間のUVB照射後のfragmentswi血

ESS（%）は、 atpl、cox3、rbcSで、 55.0%、54.3%、52.6%

まで増大した（図 16a）。ササニシキにおいて、 15分の

uvc照射後のfragmenぉwi血ESS（%）は、 atpl、cox3、rbcS

で、 68.0%、58.9%、66.8%まで増大した（図 16b）。 S-C

では、 15分のuvc照射後のfragmentswi血ESS（%）は、

atpI、cox3、rbcSで、 67.4%、59.8%、61.6%まで増大し

た（図 16c）。

AS-Dは、UVB照射後lこ5時間青色光を照射することで、

fragments with ESS （%）がatpI、cox3、rbcSで、46.7%、49.8%、

49.8%となり、 CPD損傷の減少は認められなかった（図

16a）。uvc照射後に0.5時間青色光を照射することによ

って、ササニシキのfragmentswit ESS（%）は、。tpl、cox3、

rbcSで57.0%、43.6%、47.5%となり、 1時間青色光を照

射する事で、47.7%、40.7%、38.8%まで減少した（図1白）。

一方で、 S-Cにuvc照射後に 0.5時間青色光を照射す

ることによって、 fragmentswi也ESS仰は、ゅよ cox3、

rbcSで25.2%、33.7%、1.0%となり、 1時間青色光を照

射することで、 18.3%、12.1、10.5%まで減少した（図 16c）。

また、どの系統においてもuvcを照射後に5時間暗黒

下に置いた場合では、青色光を照射した時ほどの

fragmeniおwi血ESS（%）の減少は見られなかった。

ササニシキと S-Cの修復速度を比較すると、 S-C系統

の方が明らかに葉緑体、ミトコンドリアゲノムに生じた

αD損傷が速く修復されているのが分かった。また、

口
叶

υ
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AS-D系統では、各オノレガネラで、の白D光修復能は確

認、できなかった。以上の結果から、 αD光回復酵素は

各オルガネラ八移行してαDを修復しているというこ

と、及び白D光回復酵素のcDNA配列中に、妻都剥本や

ミトコンドリアへの移行に必要な配列が含まれている、

とし、う事が明らかになった。
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3 抗イネCPD光回復酵素抗体を用いたCPD光回復

酵素の細胞内局在の解析

これまで、各オルガネラでの酵素活性を角軌庁すること

によって、白D 光回復酵素が各オノレガネラに移行して

いることを示してきた。 CPD光回復酵素の細胞内局在

に関してより確定的な↑静Rを得るために、免疫電顕によ

る角特庁とウエスタンブロッティング法による角軌庁を行

った。

3-1 精製抗イネCPD光回復酵素抗体を用いた免疫

電顕による鰯庁

免疫電顕角勃庁に用いる抗体として、材料と方法7 4 

の2回精製した抗CPD光回復酵素を用いた。まず、用

いた抗体の特異性を確認するために、 S-C葉、ササニシ

キ葉、 AS-D葉の抽出液を用いたウエスタンブロッティ

ング鮒庁を行った。その結果、 S-C期由出液においての

み、 CPD光回復酵素のバンドのみが確認された［図 17

(a）］。図から分かるように、 CPD光回復酵素抗体は2つ

のポリペプチド、のバンド（56kDa、54ゅのを認識した。

これは、すでに寺西らが報告した通り、上のバンドがリ

ン酸化修飾されたCPD光回復酵素のバンド、下のバン

ドが非リン酸化型の CPD光回復酵素のバンドである

σeranishi et al. 2008）。 S-C葉に比べ、ササニ、ンキ葉と

AS-D葉に関しては、葉内の CPD光回復酵素含量が少

ないため、バンド、を検出で、きなかったのだと考えられる。

次に、 S-C葉と精製抗イネ白D光回復酵素抗体を用い

て、免疫電里期特庁を行った。写真の黒粒が、盛位子であ

る［図 17(b）］。 Preabsorbed抗体を用いた検出で、は、金粒

子が殆どみられなかったのに対し、精製抗イネCPD光

回復酵素抗体を用いた検出では、明らかに針立子が、核、

菓禄体、ミトコンドリア上で確認できた。そこで、、細胞

内の核、葉緑体、ミトコンドリア、細胞質、 j翻包、細胞

壁、細胞間壁における 1問d当たりの金粒子の数を計測

した。その結果、核で、は8.4｛働問n2、薬禄体で、は7.8個相n2、

ミトコンドリアで、は9.8個相n2の密度の金粒子が検出さ

れた。また、他の器官である細胞質では、 5.5｛回初n2、

；夜胞では2.2｛町阿n2、細胞壁では3.5｛匝Vμni2で、あった［図

17(c）］。したがって、明らかに核、葉禄｛：$：，ミトコンド

リアでは他の器官よりも針也子の密度が高く、 CPD光

-21 

回復酵素が核、葉禄体、ミトコンドリアに局在している

ことが編草された。また、細胞質中は、金粒子の密度が

若干高めで、あったが、 35Sフ。ロモーターによって過剰j発

現している白D光回復酵素のうち、核、葉縁体、ミト

コンドリアへ輸送中のものが検出されたためだと考え

られる。

3-2単離オノレガネラ画分を用いたウエスタンプロ

ッテイング法によるCPD光町復酵素の細胞内

局在の解析

材料と方法8～10で、分画した各オノレガネラの濃縮

フラクション半叶由出液を用いてウエスタンブロッティ

ング角軌庁を行うことで、 CPD光回復酵素が、核、菓禄

体、ミトコンドリアに局在しているか否かを角特庁した。

なお、本角勃庁では、核、薬禄体、ミトコンドリアで高い

活性を示した S・C系統を用いた。各濃縮オルガネラフ

ラク、ンョンが分画できているかを確認するため、期是体

ではLHCII、ミトコンドリアではVDAiα、核ではH2B

をマーカータンパクとして用いた。いずれのオノレガネラ

フラクションにおいても、分画前の葉の半世由出液よりも

分画樹夜でバンド強度が強し、ので、各オノレガネラを1断言

出来ていることを確認した。抗イネ白D光回復酵素抗

体を用いたウエスタンプロッティングによる角勃庁では、

全てのオノレガネラにおいて、 2本のバンドが確認できた

［図 18(a）］。葉禄体、核フラクションでは、 CPD光回復

酵素のリン酸化型のバンド強度のが比率が高いのに対

し、ミトコンドリアフラクションでは、非リン酸イl1型の

バンド強度の比率が高し、。このことから、ミトコンドリ

ア内で、は他のオルガネラと異なり、非リン酸化型の

CPD光回復酵素の量が多いとし、うことが分かった。な

お、 2つのバンドのうち、封印aのポリペプチドがリン

酸化型、54kDaが非リン酸化型であることを確認するた

めに、脱リン酸化酵素である λproteinphosphatase 

（四Pase）処理を行った。その結果、全てのオルガネラの

封印aのバンドが消失し、 54印 aのバンドが濃くなって

いることから、イネの全タンパク質を用いたウエスタン

ブぞロッティング角勃庁と同様に、56回 aのバンドがリン酸

化状態、 54kDaのバンドが非リン酸化伏態のCPD光回

復酵素のバンドであることを確認した［図 18(b）］。
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4 GFP融合タンパク質を用いたイネ臼D光回復酵

素の細胞内局在に関する角執庁

植物細胞中の核、期剥本ミトコンドリアへ移行する

タンパク質は、移行シグナノレ配列を持つことが知られて

いる。 αD光回復酵素に関しては、 cDNA配列のみを

センス方向に導入したらCを用いたこれまでの解析に

より、cDNA配列中に移行に関わる配列が含まれている

ことが示唆されていた。 CPD光回復酵素のアミノ酸配

列中には、 N 末端側に多くの疎水性領域が見られ、

TargetPを用いた検索ではN持品から85アミノ酸までの

配列のコンストラクトが葉緑体移行の可能性を示す

score が高かった（表 3,

h即：仇'IWW.Cbs.d加此／services!IargetP）。そこで、イネの

CPD光回復酵素の局在性と移行シグ、ナル配列を明らか

にすることを目的にCPD光回復酵素の全長、または部

分配列にgre田 fluorescentprotein (G四）を結合したキメ

ラのタンパク質を発現させるコンストラクトを作製し、

ノfーティクノレガン法を用いて、ソラマメの表皮細胞にト

ランスフェクトし、寸畠的な発現を観察した。図 19、

20に観察の結果を示す三 G回融合タンパク質の局在を

角勃庁するため、ミトコンドリア移行シグナル配列を付与

した DsRedもトランスフェクトし、ミトコンドリアの

局在を示した。葉緑体の局在の確認のためには、自家蛍

光の観察を行った。蛍光顕微鏡で観察を行った結果、コ

ントロールの G四を発現させた細胞では、核及。q細胞

質全体で蛍光が観察された。これは、 GFPの核に移行

しやすい、という性質的なものであると考えられる［図

19 （の］。イネの白D光回復酵素全長とのキメラのタン

パク質を発現させた細胞で、は、コントロールに比べて明

確に核の局在化が観察された［図 19(b）］。しかし、核以

外の葉禄体、ミトコンドリアで、の局在は観察で、きなかっ

た。イネ CPD光回復酵素のN末端配列と GFPとの融

合タンパク質を観察したところ、どの部分配列において

も、核、期表体、ミトコンドリアでの局在は観察できな

かった（図 20）.。一方で、イネ CPD光回復酵素の C末端

配列と GFPとの融合タンパク質を観察したところ、核

とミトコンドリアで局在が観察された［図 19くの］。これ

らの結果から、イネの C耕楢2J111ro1に核とミトコンド

リア移行、ングナル配列が存在していることが強く示唆

された。
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5 イネCPD光回復酵素i麟憐現アラピドプシスの

作製

CPD光回復酵素が欠損している uvr2-1lこアラビドプ

シスのCPD光回復酵素を過剰発現させた形質転換体が

作らオ1ヘUVB抵抗性に関する解析が行われた匹aisぽ d

al. 2009）.。その結果によると、このアラピドプシス形質

転換体は白D光修復活性が増加し、UVBに対して野生

株よりも抵抗性を獲得していたが、イネの S・C系統程

の抵抗性の衝尋には至ってし、なし、この原因としては、

①アラビドプシスの白D光回復酵素が、葉禄体やミト

コンドリアへの移行性を有していなし、こと、②アラビド

プシスのCPD光修復活性はイネと比べて低いため、過

乗lj発現させたとはし、え、抵抗性を高めるために十分な活

性が発現していなかった可能性、が考えられる。また、

③アラビドプシスとイネとのUVB括抗十封樹薄が異なる

ために、白D 光修復能の増大のみでは、 S-C系統と同

等のUVB抵抗性を獲得できていなかった可能性も考え

られる。そこで＼全てのオノレガネラハヰ多行することが予

想されるイネαD光回復酵素をアラビドプシスに導入

することでS-C系統のようなUVB抵抗性を獲得できる

のかを明らかにすると共に、アラビドプシスのUVB耐

十封樹蕎に関する解析を行った。

イネ CPD光回復酵素（Osp凶のコード領域全長の

cDNA配列を実験の方法（14）に従い、 CPD光回復酵素

が欠損株である uvr2・lに導入した。 TO個体から Tl種

子をとり生育させ、 T2種子を選抜培地に蒔き、薬剤耐

性株と多様剤耐性株の割合が3:1lこ近い3系統（Os3、

Os7、OslO）を選抜した。各系統の複数個体から T3種

子をそれぞれA専て、多量の TI種子を選抜培地に蒔き、

全て薬剤而抗生株である種子群を選抜した。それらの種子

群から生育させた個体をホモ個体とし、以降の角軌庁に用

いた。

6 Ler、uvr2-1、Osphr過君事擁現体で、のイネCPD光回

復酵素の発現解析

作製した形質転換体で、導入された遺伝子が mRNA

として発現しているのかの解4斤を行った。 14日間生育

させたアラピドフ。シスのロゼ、ツト葉からRNAを抽出し、

それらを cDNAに逆転写した。この発現量を定量する

ために、 Real-timeq田 ntitativePCR法により、イネαD

光回復酵素 cDNAの一部を増幅させて定量角軌庁を行っ

た。インターナルスタンダードとして、ユビキチンの転

写量を lとして、 Ler、uvr2-1、Os3、Os7、OslOのイネ

CPD光回復酵素の転写レベノレを解析したところ、 Ler、

uvr2-1 は、イネ白D光回復酵素のRNAは検出できなか

った。一方で、、 Os3、Os7、OSlOはそれぞれユピキチン

の転写量の4.9倍、 0.1倍、 7.3倍のイネ白D光回復酵

素が転写されていることが分かった［図21（め］。

また、ウエスタンプロッテイング角勃庁によって、タン

パク質発現が行われているかの確認を行った。 14日間

生育させた Ler,uvr2-1、Os3、OS7、OslOのロゼット

葉0.1gと抗イネαD光回復酵素抗体を用いて、ウエス

タンプロッティングをおこなった［図21(b）］。その結果、

Ler, uvr2-J、Os7ではバンドが検出できなかったが、

Os3、OslOではイネと同様に、 54kDaと5砧Daに二本

検出され、アラピドプシス内でもイネと同様にイネ

白D 光回復酵素のリン酸化修飾が起きていることが確

認できた。 Os7に関しては、イネαD光回復酵素の発

現量が少ないためにバンドが検出で、きなかったと考え

られる。

7 Ler、uvr2・・I、Osphri眼路現体のCPD光回復酵素

活性 （invitro) 

OsPHR過剰隣現体は、遺伝子の転写量、 CPD光回復

酵素のタンパク質含量が増加していることを示してき

た。そこで、実際に野生型のLer等に比べてどの位酵素

活性が高まっているのかを調べることを目的に、以下の

実験を行った。アラピド、プシスのロゼット葉から調製し

た粗酵素液を用いて、 invi，加での酵素活性を測定した。

基質として、あらかじめ uvcを照射し、約 150～180

白D/Mbの白Dを生成させたゆNAを用し、た。 CPDを

生成させたID.NAと全タンパク質の濃度 1.3μg/mlに調

製した粗酵素液を混合した後に、青色光下に移し、光回

復反応を行わせた。そして、 UVendonucleaseにより

CPDを特異的に切断し、 αD量の変化をアルカリ電気

泳動法により測定した。 Lerにおいては、青色光の照射

時間60分、120分、240分で20.7CPD/Mb、35.7CPD/Mb、

75.0 CPDふめのαD損傷の光修復カヨ行われていた（図

22）。白D光回復酵素欠損の uvr2-Jでは、白D光修復

は確認、で、きなかった。 OsPHR過剰隣現体では、 Os3、

OslOが20分間で150CPDゐ1b以上の白D損傷を修復

する非常に高いCPD光修復活性を有する事が分かった。

Os7においては、60分、120分、240分で、47.3白'D/Mb、

95.3CPD/Mb、151.3CPD/MbとLerの約2倍程度の白D

光修復能を有している事が明らかとなった。
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8 アラピドプシスの核、葉緑体、ミトコンドリア

DNA上に生成した DNA損傷の暗・明条件下での

修復活性の有無に関する解析

イネと同様に、各オルガネラで、のαD光修復能の解

析を行うため、オルガネラを分画することなく、 invivo 

で各オノレガネラ特異的なDNA配列上のDNA損傷の解

析を行なう事が可能なR伺 ltime中制凶vePCRf去を用

いた解析と T4endonuc1巴aseVを用いたサザンブロット

法による角勃庁を行なった。

8-1 Real伽 equ刷帥rePCR法を用いた鰯庁

定量PCR法によるDNA損傷の定量はCanonらの方

法に従った（Canonet al. 1995）。本方法は、鋳型DNA上

の特定遺伝子上にDNA損傷が相主すると、TaqDNAポ

リメラーゼによるDNAの伸長即むが妨げられるとし、う

原理に基づいている。ターゲットとした遺伝子の塩基配

列から設計したプライマーを用いて、無傷の DNAと、

損傷を含むDNAをPCR反応により増幅させた。損傷

を含むDNAを多く含む場合は、無傷のテンプレートが

少ないため、増幅速度が遅くなる。そのため、無傷の

DNAと損傷を含むDNAの生成速度のキネティクスを

比較して、特定遺伝子上のターゲット領域内に生成され

たDNA損傷を含む遺伝子の割合［%fragmen岱明白one

or more lesions（%）］を推定する事が可能となる。角勃庁の

対象とした遺伝子は、核ゲノムにコードされている

pht2;1、菓禄体ゲノムにコードされているpsbA、ミトコ

ンドリアゲノムにコードされている cox］である。まず、

上記の各オルガネラにコードされている遺伝子がuvc

照射下でどの程度のDNA損傷が生成されるかを角勃庁し

た。

まず、 uvc照射により各オノレガネラに宿生する遺伝

子にどの程度のDNA損傷が生成されるのかを確かめる

ために、 uvcを照射蛍光管から 10cm離した地点、で 5

分、 10分、 15分、 20分照射した葉から、抽出したDNA

をテンプレートに解析を行った。図23(a）にはuvc量

の変化に伴う損傷の割合の変化を示した。損傷を含む遺

伝子の割合は、 uvcを照射していなし、イネ葉から抽出

したDNAの初期テンプレート量をB。、 uvcを照射し

たイネ葉から抽出した DNAの初期テンプレート量を

Boとしたときに、（Bo・B0)I Boにより算出した。鄭表

体にコードされている遺伝子である戸bAのuvc量の

変化に伴う損傷を含む DNAの割合は、 uvc照射開始

後 15分までにI.er,uvr2-1、OslOでは、 50.8%、53.6%、

52.7%に増加した。ミトコンドリアにコードされている

遺伝子である cox］のuvc量の変化に伴う損傷を含む

DNAの割合は、uvc照射開始後15分までにLer,uvr2-1、

OslOでは48.1%、49.7%、46.3%に増加した。また、核

にコードされている遺伝子で、あるpht2;1のuvc量の変

化に伴う損傷を含む DNAの割合は、 uvc照射開始後

15分までにI.er、uvr2-1、OslOでは48.2%、50.3%、52.7%

にまで増加した。以上の事からuvcを照射することで、

核、葉緑体、ミトコンドリアにコードされている各遺伝

子には、ほぼ同量の割合でDNA損傷が生成されている

ということが考えられた。

次に核、難剥本及びミトコンドリアゲノムにコードさ

れている特定遺伝子上に生成されたDNA損傷の、青色

光下及ひ暗所条件下における修復の角断をした。図 23

(a）より、 uvc照射 15分までは、ほぼ畠線的に、そし

て十分量の DNA損傷量が生成されるため、予め葉に

uvcを15分照射することよって、 psbA、cox］、pht2;1

上に一定量の DNA損傷を生成させた。そして、 uvc

照射した葉を直ちに青色光下あるいは暗黒下に移し、経

時的にサンプリングして損傷を含む遺伝子の割合の変

化を測定した後、各遺伝子上に含まれる損傷数の変化を

調べた［図23(b）］。

葉緑体ゲノムにコードされる psbA上に生成された

DNA損傷の割合は、青色光照射開始前では旬、uvr2-1、

OslOでは、 55.3%、57.2%、54.9%で、あった。青色光を

照射後、 I.er、uvr2-lでは有意なDNA損傷の減少は確認

で、きかったが、 OslOにおいては、青色光照射開始 300

分で、 DNA損傷の割合が7.6%にまで減少していた。暗

黒開始後300分で、全ての株において大きなDNA損傷

の減少は認、められなかった。

ミトコンドリアゲノムにコードされる coxI上に生成

された DNA損傷の割合は、 I.er,uvr2-1、OslOにおい

て青色光照射開始前では、 46.問、 46.6%、49.3%で、あっ

た。青色光を照射後uvr2-1では有意なDNA損傷の減少

は確認できかったが、 I.erにおいて青色光照射開始300

分で、 DNA損傷の割合が 31.6%にまでDNA損傷の減

少が認められた。 OslOにおいては、青色光照射開始300

分で DNA損傷の割合が 8.1%にまで減少していた。全

ての株において暗黒開始後300分後ではDNA損傷の割

合はほとんど変化せず、修復が見られなかった。

核にコードされるpht2;1上に生成されたDNA損傷の

割合は、青色光照射開始前で、はI.er,uvr2-l、OslOでは、

53.7%、52.9%、46.4%であった。青色光を照射後、 uvr2-1

では有意な DNA損傷の減少、は確認で、きかったが、 I.er

において青色光照射開始300分で、 DNA損傷の割合が

36.2%にまでDNA損傷の減少が認められた。 OslOにお
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いては、青色光照射開始 300分で DNA損傷の割合が

15.3%にまで減少していた。暗黒開始後300分で、全て

の株においてほとんどDNA損傷の減少は見られなかっ

た。

これらの結果から、白D 光回復酵素欠損株である

uvr2-lでは、全てのオルガネラゲ、ノムでDNA損傷の減

少は見られなかったが、 Lerでは核とミトコンドリアゲ

ノム上に生じたDNA損傷が青色光に依存してその割合

が減少、していた。菓禄体においては、青色光照射に依存

した損傷割合の明らかな減少は認められず、光修復の有

無を判定することはできなかった。 OslOにおいては、

全てのオルガネラゲノムに生じたDNA損傷の青色光照

射に依存した減少が見られた。この結果は、イネの印D

光回復酵素がアラピドプシス内においても核、葉禄体、

ミトコンドリアハ移行してDNA損傷を修復している可

能性を示唆している。

8 -2 T4 endonuclease Vを用いたサザンブロッテ

イング法による解析

上記8-2の方法によって得られる DNA損傷量は

CPDに特異的ではなく、 PCR反応を阻害する全ての

DNA損傷を見積もることになる。そのため、 UVB照射

により生成された印D以外の DNA損傷を鰐見できな

いため、各オノレガネラで、の印Dに対する光修復を解析

できていない可能性がある。一方サザンブpロット法を用

いた角材庁では、 T4endonuclease V がαDを特異的に認

識し、切断することを利用した角勃庁方法なので、 CPD

損傷特異的なDNA損傷を貝績もることができる。イネ

での解析と同様に、各オルガネラDNAにコードされて

いるターゲット遺伝子をブ。ロープ守こ用いて、サザシブロ

ット法による角靭干を行った。

Ler、Osloにおける各オルガネラゲ、ノムでの白D損

傷数をもっフラグメントの割合の変化を示した（図24)0

Ler において、 uvc照射後のfragmentswi血ESS（%）は、

psbA、cox］、pht2;1で83.8%、80.2%、80.9%まで増大し

た。uvc照射後に青色光を2.5時間照射した時点では、

ほとんどαD損傷の減少は見られなかったが、青色光

を5時間照射すると、 fragm叩tswith ESS （%）は、 psbA、

cox］、pht2；］ で57.9%、52.5%、60.4%まで減少した。暗

黒条件下に5時間おいてもαD損傷の有意な減少は見

られなかった。

OSlOにおいては、 uvc照射後のfragm四tsm血 ESS

例）は、 psbA、cox］、pht2;1で72.9%、62.3%、75.6%ま

で増大した。 uvc照射後に青色光を 2.5時間照射した

時点で、は、 psbA、cox］、pht2;1のfragmen包wi血ESS(%)

は、 28.1%、25.1%、34.8%まで減少し、さらに青色光を

5時間照射するとpsbA、cox］、pht2;1のfragmentswi也ESS

（%）は0%、7.7%、0%にまで減少、した。暗黒条件下で

は5時間おいても青色光を照射した時ほどの白D損傷

の減少は見られなかった。

OslOではR田1・旬neq班 1ti1匂.tivePCR法を用いた角朝i斤と

同様に各オノレガネラに生成されたCPD損傷は、 wt型の

Lerよりも速く減少した。この結果からも、イネのσD

光回復酵素はアラビドプシスの細胞内においても核、葉

緑体、ミトコンドリアハ移行してαD損傷を修復して

いるということが明らかとなった。また、アラピドプシ

スの野生株であるLerにおいても、各オルガネラで、αD

修復能が事面容された。アラピドプシスでの各オノレガネラ

でのCPD光修復能の有無はこれまで暖昧であったが、

この結果により、イネと同様にCPD光修復能を有して

いることが明らかとなった。
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9 Ler、uvrZ-1、Osphr過寮隣現体のUVB抵抗性

の検定

invi，加での酵素活性の角勃庁により、Osphr過剰l発現体

は Lerよりも活性が増加している事が確認できた。また、

各オノレガネラでのCPD光修復能に関する角軌庁では、Ler

とOslOはどちらも全てのオルガネラで、光修復能を有し

ていたが、 OslOの光修復能の方がどのオノレガネラにお

いても高かった。イネでは、センス系統である S-B系

統沖S-C系統は親株のササニシキよりもUVB抵抗性を

示し、アンチセンス系統のAS-Dは親抹よりも明らかに

UVB感受性であった但demaet al. 2007）。アラビドプシ

スでも同様に、CPD光修復活性と UVB抵抗性に相闘が

あるのかを明らかにするために、UVB付加条件下でLer、

uvr2-l、Osphr過乗Jj発現体のOslOを生育させた。生育条，

件としては、 10日開通常の光条件（明期、暗期共に 12

時間）で生育させ、次に UVBを照射して生育させた。

UVBの照射条件としては、 14日間、 UVBを0.5Wで6

時間（10.8kJ/m2／，句）、明期の中盤にR謝したものと、 12

日間、 UVBを0.6Wで 12時間（25.9kJ/m2/clay）、明期の

全ての時間帯に照射して生育させたものを観察した。

UVB付加には、紫外線放射蛍光管を用い、 uvc領域の

波長を、 UV29ガラスカットフィルターを用いてカット

した。また、通常の光条件で生育させたものをコントロ

ールとして、 UVB照射株との比較に用いた。それぞれ

の条件の個体の写真を撮影した後、新鮮重の計測を行っ

た。生育検定後の様子を図25～26に示した。 0.5Wで6

時間照射した条件では、uvr2-lが大きく生育抑制を受け

ているものの、 Ler、Osphr過剰発現体は生育に大きな

差が無いように見える（図25）。新鮮重の比較では、UVB

照射によって Lerが 54.7%、仰-2-1が 35.4%、OS3が

63.6%、Os7が68.6%、OslOが65.2%の菊市平重となった

（図2η。生育0.6Wで12時間照射の条件では、 UVB照

射のLerは、非照射のLerに比べ、明らかに生育阻害を

受けていることがわかる（図 26)。uvr2-lにおいては、

UVB照射3日目には被変化し始め、 5日目には枯死し

てしまった。 Osphr過乗Jj発現体に関しても、大きく生育

阻害を受けていることが分かる。次に照射区と非照射区

での菊市主重を比較すると、 Lerでは、 UVB照射によっ

て 20%の新鮮重になったのに対し、 Os3では 29.4%、

Os7では23.4%、OslOで39.6%とLerよりも生育阻害が

軽減されているこ’とが分かる結果となった（図 27）。以

上の結果から、 UVBのドースによって生育抑制の軽減

される度合いが異なるものの、 Osphr過乗Jj発現体は、野

生型のLerよりもUVB抵抗性を獲得していることが明

らかとなった。 Osp肱i跡 l隣現体の OslOは、実験の結

果7のCPD光回復酵勲百性の測定の結果から考えると、

全タンパク質の濃度 1.3μglmlの粗酵素液が 8CPD

Mb-lmin-1以上のCPD光修復能をもつことから、イネの

CPD光回復酵素過剰l発現体の S-B系統以上の酵素情性

を有している佃demaet al. 200乃。また、 S-B系統は、

20.3kJ/m2/dayのUVBを40日間照射し続けた時、新鮮

重が4割程度の減少となる。 OslOは、 10.8kJ/m2/dayの

UVBを14日間照射し続けた時の新鮮重が3.5害l原型支の

減少になる、ということから、照射条件に違いはあるも

のの、酵素活性の高いイネαD光回復酵素を過乗Jj発現

させたにもかかわらず、イネと比較すると S-B系統や

S-C系統ほどのUVB抵抗性を獲得することは出来なか

った。
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考 察

太陽光に含まれる UVBは、 DNA上に αDなどの

DNA損傷を誘発させる。そのため、植物はDNA損傷

に対する防御、または修復の手段を持つことが重要であ

る。高等植物は光修復と除去修復などのH剖彦復を有して

おり、その中で、 CPD光回復酵素はUVB誘導性の損傷

を除去する主要な酵素であるといえる。植物細胞には、

独自のDNAを有する核、葉緑体、ミトコンドリアが存

在しているが、核内においては、 αD光回復酵素が機

能していることが確認されているが、葉禄体、ミトコン

ドリアにおし、ては確認されてし骨川核以外の葉禄体、

ミトコンドリアには光合成、呼吸に関連した重要な遺伝

子がコードされており、太陽光の下で生育する植物にお

いては、期表体、ミトコンドリアDNAも常に紫外線に

曝されてDNA損傷が誘発されている事が十分予想され

る。これまでに、各オルガネラで光修復が行われている

かについては、ホウレンソウ、大豆、アラビドプシス、

トウモロコシを材料に解析が行われてきたが、結果は断

片的でかつ植物種によって異なった結果となっていた。

しかし、イネを用いた角執庁によって、次のことを見出し

た。

①イネの核、葉禄体、ミトコンドリアでは、青色光に

依存してσD損傷が減少していた（図1の
また、本研究では、オノレガネラでのαD光修復が白D

光回復酵素によるものであることを実証することを目

的に、 αD光回復酵素活性が異なるイネ品種々形質転

換体を用いて各オルガネラで、の白D光修復能の角軌庁を

行うことで、以下の点を明らかにした。

②ササニシキに比べて白D光回復酵素活性が低いサ

ージャンキでは、いずれのオノレガネにおいてもササニシ

キより白D光修復能が低かった（図 15）。

③アンチセンス形質転換体イネにおいては、いずれの

オノレガネラで、も、 αD光修復活性はほとんど認められ

なかった［図 16(a)] 

④ センス形質転換体イネにおいては、いずれのオノレガ

ネラでも、 CPD光修復速度がササニキに比べて高いこ

と、が確認された［図 16(b,c)] 

また、さらにαD抗CPD光回復酵素抗体を用いた免

疫電闘軌庁とオノレガネラ濃縮フラクションを用いた解

析から、

⑤金粒子はセンス形質転換体イネ葉の核、葉禄体、ミ

トコンドリアに多く局在していること［図 17(b)] 

⑥センス形質転換体イネ葉のオルガネラ濃縮フラク

ション中には αD光回復酵素が含まれていること

（図 18)

が明らかとなった。以上の結果から、イネにおいては核

にコードされた白D光回復酵素が、核だけでなく菊素

体、ミトコンドリアρヰ多行して、各オノレガネラDNA上

に生成したαDを修復する機能を有していることが明

らかとなった。また、 αD光臣了復酵素のcDNA配列の

みを導入し、過剰に発現させたセンス形質転換体イネの

場合でも、核以外のオノレガネラでの光修復活性の増大が

確認されたため、 αD光回復酵素のcDNA配列中に、

葉緑体やミトコンドリアへの移行に必要な配列が含ま

れていると考えられた。葉緑体やミトコンドリアの両方

に移行するタンパクは多く知られており、それらの移行

シグナノL昔日列はN末端側に存在してし、る事が多い。イ

ネの白D光回復酵素のcDNA配列中には、移行性シグ

ナルペプチドの存在を、 T紅getP

(htゆ：／／www.cbs.d旬此／services/IargetP.今 や PSORT 

(h即：／／psort.mもb.ac.jp／）などのソフトを用いて解析する

こともできるが、 T~旺getP を用いた角手析では、 N 末側に

葉緑体へ移行するための配列が荷主することを示唆す

るデータが得られた（表3）。そこで、イネのCPD光回

復酵素の全長やN和措やC末端の部分配列にGFPをつ

けた上でソラマメの葉に導入して、 GFP融合タンパク

の細胞内局在の解析を行った。その結果、

⑦イネαD光回復酵素の全長と GFPの融合タンパク

は核のみ戸新子し、 C耕輔訪日と G四の融合タンパク

は核とミトコンドリア〈移行していた。しかし、 N和措

配列と GFPの融合タンパクの車剛包内局在は不明で、葉

緑体、ミトコンドリアへの移行に関わる配列を同定する

には至らなかった（図 19、20）。

本研究では、さらにこれまで、オルガネラで、の光修復能

との有無が明確となっていないアラピドプシスを用い

て、 UVB抵抗性に関する解析を行った。これまでの予

備角斡庁から、アラビドプシスはイネと比較してαD光

回復酵素の活性が低く、UVB感受性が高い。その結果、

③アラピドプシスにおいても、葉緑体、ミトコンドリ

アでの白D光修復能を有している事を明らかにした。

また、イネCPD光回復酵素を過乗lj発現させたアラビド

プシスの各オルガネラの印D光修復速度を高めた形質

転換体の作製に成功した。

⑨ Ler, uvr2-1、Ospbr過乗l隣現体を用いたUVB感受

性詩験の結果、1日に 10.8kJ/m2のUVBを照射したとき

は、 Lerよりもuvr2-1は若干感受性を示し、 Ospbr過剰

-27-



宮城県農業・園芸総合研究所研究報告第 80号（2012年）

発現体は若干抵抗性を示していた。 1日に、 25.9kJ/m2 

のUVBを贈すした際は、その傾向がより強くでる結果

となった。

以上が本研究の結果のまとめであるが、本研究結果か

ら非常に興味深い新たな課題が示唆された。

1) CPD光回復酵素のオノレガネラ移行のメカニズム

に関して

イネの濃縮オルガネラ画分のバンドでは、リン酸化バ

ンド σ6kDa）と非リン酸化バンド（54kDa）が確認で

きるが、核キ喋緑体ではリン酸化バンドが強く出ている

のに対し、ミトコンドリアでは非リン酸化バンドの比率

の方が強くなっていた。この結果は、オノレガネラに局在

している光回復酵素のリン酸化状態が異なっている事

こと、すなわちαD光回復酵素のリン酸化状態によっ

て細胞内局在が変わる可能性があることを示唆してい

ると考えられた。

四D光回復酵素全長配列と GFP融合タンパク質を用

いた角勃庁では、白D光回復酵素のC末側に核やミトコ

ンドリアへ移行するために必要な配列があることを示

唆するデータを得た。しかし、白D光回復酵素の全長

配列をソラマメに導入した際には、 GFPの核への移行

し岬師、で、きなかった。これは、 G四が核ハ新子しや

すい性質をもつことやGFPが付加されたことで分子サ

イズ、構造が大きく変化したことで移行性が変化した可

能性が考えられた。また、今回の解析ではソラマメの葉

を用いたが、イネの葉にCPD光回復酵素の全長配列と

GFPの融合タンパクを導入したところ、葉禄体での局

在が観察された（平成22年度東北大学生併ヰ学研究科

高橋さや州彦士論文）。したがって、期是体への移行は

植物種特異性があるのかもしれなし、。シグナル配列が無

い場合でも、翻訳後修飾などによって菓禄体やミトコン

ドリアへの移行がなされる例は多く存在している

(Silva-Filho 2003）.。本研究からも、 CPD光回復酵素のり

ン酸イ蹴態と細胞内局在の関連が示唆されている。また、

これまでの角軌庁でリン酸化は植物種間で、異なっている

事が分かってきた。したがって、今後はリン酸化修飾に

も視野を入れた移行のメカニズムの解明が課題で、ある

と考えられた。また、さらに各オノレガネラへの移行のメ

カニズムの解明は、今後移行に関わる配列などを改変す

ることで、葉禄｛本やミトコンドリアのみCPD光修復能

が無いような個体などが作製することが可能となり、オ

ルガネラにおける CPD光修復能の意義が明らかになる

であろう。

2）アラピドプシスのUVB耐性機構

UVB感受性試験で、 10 日目の植物体に UVB

(10.8kJ/m2／，血1y）を 14日間照射した場合は、Ler、uvr2-1、

Osphr過乗u発現体とも生育抑制の差は小さかった。イネ

での詐験を見直してみると、町生型で、あるササニ、ンキの

菊市主重が 5害IJ{立減少するほどの UVB強度 ο0.8kJ/m2)

で照射した際、アンチセンス形質転換体イネは、ほぼ壊

滅的な障害を受けている佃demaet al. 2007）。一方でア

ラピドプシスにおいては、野性型である Lerの新鮮重が

5割程度減少するほどの UVB 強度の照射

(10.8kJ/m2／，必y）でも、 uvr2-1の新鮮重は 6～7割程の減

少となっていた。この結果からアラビドプシスの UVB

f尉先性にはCPD光回復酵素以外のものも大きく寄与し

ていることが推察される。イネにはなく、アラピドプシ

スが有するUVや強光に対する生理現象として、菊剥本

の逃避軍動が挙げられる。葉縁体は、弱い光の下ではよ

り多くの光を吸収すべく、葉の細胞の表面側に集合する

が、強い光の下では光が当たらないように太陽光線と平

行な壁側に集合する性質を持つ。この葉緑体遡接観が

欠損している変異株であるphot2変異体やαIUPI変異

体を用いた角特庁では、これらの変異体が強光に対して感

受性であるということから、この辺闘志軍動が強光ストレ

ス等から葉緑体を保護するのに重要な現象であること

を示している侭asaharaet al. 2002）。紫外光はエネルギ

ーが高く、難林にDNA損傷や活性酸素が発生する要

因となっている但deget al. 2002）。この辺腿運動は紫外

光に反応して起こることは報告されていないが、青色光

が強い、多い環境下では紫外線量が多いことが十分に考

えられるため、紫外線からの防御においても重要なもの

であると考えられる。イネの葉にでは確認されていない

現象のため、逆に考えるとイネ同鎚できない葉掠体を

防御するために、高し呼~復活性をもっαD光回復酵素

を有して断卸している、と言えるかもしれな川

§51し、強度のUVB(9.6 kJ/m2）を鵬守したアラビドプシ

スの写真を観察すると、葉の色はUVBを照射していな

い植物の葉の色と比較して、暗緑色に近い色となってい

る上に、アラピドプシスの葉の表面上のトライコームの

数が、非鴨すの時よりも多川頃向が見られた（図 29）。

実際に、 LAKEらが角特庁した結果でも、 UVを照射する

ことによってドライコームの葉での密度の増加を確認

している (Lakeet al. 2009）。トライコームは32倍体の細

胞であり、通常の2倍体の細胞よりも大きく、虫から植

物体を防御するのに役立っていると一般的に言われて

いるが、 UVBを連続的に照射するとトライコーム周辺

の細胞のポリフェノール含量が増加することが報告さ
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れている (Yamasakiet al. 2007）。ポリフェノールはUV

を吸収するため、表皮細胞でのポリフェノール含量の増

加は、組織内へのUV浸透を減少させる。したがって、

トライコームの増加は UV防御に何らかの影響を与え

ているかもしれない。また、 UVBを照身すすると、エン

ドリデュプリケーションを抑制している転写因子であ

るE2Fe!DEL1の転写レベルが低下することが報告され

ている (Radziejwoskiet al. 2010）。これらのことから、あ

る程度の強度のUVB照射では、 E2Fe!DEL1の転写レベ

ルが下がることで、エンドリデ、ュプリケーションが起こ

り、葉内細胞の核内倍加が進むと考えられる。核内倍加

の進行は、紫外光耐性に寄与することが紫外線耐性変異

株uvi4を用いた角平析で知られており但.aseet al. 2006）、

植物の UV防御機構のーっと言えるだろう。また、

E2Fe!DELJの転写レベノレが低下することで、 αD光回

復酵素の発現量が上がる (Radziejwoskiet al. 2010）、とし、

った報告もある。したがって、エンドデ、ュプリケーショ

ンの制御系はと UV防御樹薄と深し、関わりがあるのか

もしれなし、。今後の研究展開が楽しみである。

一方で、 10.8kJ/m2/dayよりも強い強度の UVB

(25.9kJ/m2/day）を照射した際は、 uvr2-lは照射後3日目

程で、葉の褐変化が見られ、もはや生育ができない状況

となっていたことから、防御できるストレスの強度は制

限されていると言える。 Osphr過乗憐現体では、野生型

に比べて抵抗性になっていたこと、そして Os7よりも

CPD光修復能が5齢、と考えられるOs3やOslOはさらな

るUV抵抗性を獲得していることから、アラビドプシス

もαD光修復能を高めることで、抵抗性を獲得できて

いることを明らかにした。しかし、酵素活性の高いイネ

CPD光回復酵素を過乗lj発現させたにも関わらず、イネ

と比較すると S-C系統やS-B系統ほどのUVB抵抗性を

獲得することが出来なかった。これらの結果から、アラ

ピドプシスのUVBによる生育障害は、CPDも主要因の

lつではあるが、イネに比べCPD以外の要因による影

響も大きい可能性が示唆される。

イネにおいても、 CPD光回復酵素活性が高い S-C系

統では、UVB照射中の葉内のCPD損傷数が非常に少な

い状態で推移していたが、生育抑制を受けていたことか

ら、 UVBによって受ける生育障害はタンパク質の変性

や、間接的な障害として活性酸素の影響も予想される。

アラピドプシスにおいては、情性酸素除去能力の違いに

よって品種間で、UVB感受性に差が出ていることなども

知られているため匹albinaandS凶d2006）、より UVBに

抵抗な植物の育種などを目指す場合は、 αD損傷以外

の面にも目を向けて取り組んでし、かなければならない

だろう。

イネとアラビドプシスの角軌庁を通して、それらのオル

ガネラでは白D光修復能が相主し、 CPD光回復酵素が

これまで類をみない’＇triple回ge出g”の能力を持つこと

を示した。このことは、 UVB宿生下で植物が、オルガ

ネラゲノムを安定的に保つことが重要であることを示

唆している。これまで酵母キ様々な生物種、植物種で行

われてきたオノレガネラでのCPD光修復能に関する研究

をまとめてみると、①酵母ではミトコンドリアでの

CPD光回復酵素活性が認められることが報告されてい

る (Y制 ietal.1992）.。②藍藻におし、ては、 αD光回復酵

素活性を有する 2つの遺伝子がコードされており、一つ

は（CPDphotolyase I)、核への移行シグナル配列を有し

て核内で機能し、もう一方は（CPDphotolyase II）、葉

緑体への推定移行、ング、ナルを有して葉縁体で機能を担

っていることが報告されている (Peters四 etal. 1999）。さ

らに③高軸物における伽光回復酵素の各オノザ

ネラへの移行と機能獲得に関する研究は、ダイズの培養

細胞（Canonet al . .1995）、ホウレンソウ但adaet al. 1999）、

トウモロコシ（Stapletonet al. 1997）を材料に行われて

おり、ダイズの培養細胞やホウレンソウにおいては戴素

体でのCPD光修復の活性は認められないものの、イネ

と同じイネ科のトウモロコシで、は各オルガネラでの

CPD光修復活性が検出されている。このように植物種

によって結果は分れていたが、植物種間ではCPD光修

復能も具なっているため、検出で、きなかった植物種はオ

ノレガネラにCPD光修復能が無い、というよりは情性を

うまく検出できていなかった、という可能性がある。

紫外光がほとんど無い環境下で生息している光合成

細菌の Acaryochlorismarinaや Prochlorococcusmarinus 

などは白D光回復酵素を欠損していることが知られて

いる (Lucas”Lledoand Lynch 2009）。また、イネのよう

に品種問、さらには植物種間でも CPD光回復酵素のア

ミノ酸配列は多様で、その活性も様々である。さらに、

これまでの解析から、イネ品種問、植物種間での UVB

感受性は白D光回復酵素の、活性と相関が認められてい

るσ・Iidemaet al. Teranishi et al. 2004; 200何回demaand 

Kumagai 2006，平成10年度東北大学生命科学研究科棚

橋修士論文）。イネとアラビドプシスを比較した場合、

イネは夏場の炎天下の生育を経なければならないのに

対し、アラピドプシスの生育期間は春である。このこと

からも、イネは強光に強くなるために、 CPD光回復酵

素活性が高いことが自然選択の要因となり、アラピドプ

Q
d
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シスでは白D光回復酵素活性の高さが選択の要因とな

らなかったことで、弱し、活性の状態のものが残ったのか

もしれない。こうした酵素活性の高い、低し、に関する変

異は植物種間で起こっているものの、移行性に関しては

同様の傾向を示していることから、薬禄体やミトコンド

リアゲノムの安定性を保つために、白D光回復酵素は

その植物種の環境に応じた重要な役割を果たしている

と言える。

では、薬禄体やミトコンドリアゲノムの安定を保つこ

とに、どのような意義があるのだろうか。ミトコンドリ

アは、 DNAに損傷が多くできると車剛包をアポトーシス

に導くとされ、それによって老化がおきている 0対oth

et al. 2005）。また、加齢による変異の増加によって、エ

ネルギー生成の低下を引き起こすことも知られている

σdぬnovicand Larsson 2008）。一方、葉禄体においては、

短期的なDNA損傷を考えると、多くのコピー数がある

ので損傷が生成されても無傷な遺伝子がそれを補うた

めに、修復系が働かなくとも生育抑制は受けないと言わ

れている。しかし、長期的な観立で捉えると、葉緑体の

組み換え修復を行う RecA(cprecA）を欠損．した個体が数

世代を経ると、葉緑体での変異が蓄積し、葉の色が変化

したり、ネクローシスを起こすしたりするようになるこ

とが分かつてきた侭ow叫 Old四bぽgetal.201的。葉禄体

が光合劇団菌で、あった頃は、自身がゲノムの安定のため

に、 RecAを用いていた。現在は、核ゲノムに薬禄体移

行シグナルが付加された RecAがコードされているた

め、その機能を核にイ壬せてはいるものの、結局自身のゲ

ノムの安定性を確保するためには必要で、あったのだと

考えられる。葉緑体もミトコンドリアも元々は光合蹴田

菌や好気性細菌で、各自のゲノムの光修復樹薄を持ち合

わせていた。もしかすると、光合此細菌や好気性細菌が

共生を始めた直後は、各々独自の光修復酵素を持って生

育していたのかもしれない。その後、光合成細菌や好気

十生細菌が独自に持っていた修復酵素は機能を失ってい

き、それらのオノレガネラへ移行性がある光回復酵素を持

つことができた植物が自然選択で選ばれていくことと

なったかもしれない。今後、核のみならず、事訴剥本やミ

トコンドリアでのαD光修復の意義が分かるにつれ、

高等植物が”凶pietarge出g”の能力を持つαD光回復酵

素を獲得した経緯等も理解されることになるだろう。
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要 約

序論

太陽光に含まれる紫外線B(280-320 nm; UVB）は、

植物細胞内の核、葉緑体、ミトコンドリアゲノム上

に DNA損傷の一つであるシクロブタン型ピリミジ

ン二量体（CPD）を誘発する。 CPDの蓄積はUVBに

よる生育抑制の主要因となっており、その修復機構

の桐生は太陽光の下で生存する植物にとって必須で

ある。これまで、の研究から、植物細胞の核において

は他の生物種と同様、ヌクレオチド除去修復機構、

塩基除去修復梯封書、組換え修復機構等を有するとも

に、青色光を利用して修復する、 CPD光回復酵素に

よる光修復梯織の存在が示されてきた。中でも、光

修復系は他の修復系と比較して修復速度が速く主要

な修復系となっており、 CPD光回復酵素活性の違い

が植物の UVB抵抗性を左右することも示されてい

る。一方、光合成や呼吸に関連した重要な遺伝子が

コードされている葉緑体、ミトコンドリアにおける

CPD修復樹茸に関しては、近年薬縁体におし、ては組

換え修復機構の存在が明らかになりつつある。しか

し、 CPD光修復樹蕎の葉緑体、ミトコンドリアでの

存在に関しては、①これらオルガネラ上に生成した

CPDの青色光依存的な減少の有無が植物種により異

なっている、 ~PD光回復酵素遺伝子は核にのみ 1

コピーで、コードされ、各オノレガネラへの移行が推測

されるシグナル西cfiJが存在しない等、明確な結果が

得られていない。オノレガネラのCPD修復機構は、紫

外光に対する防御機構を理解する上で極めて重要で

あると同時に、今日のUVB量の増加といった地球環

境問題における UVB耐性植物の育種を考える上で

も重要で、ある。

本研究では、まずイネの核、葉緑体、ミトコンド

リアの全てのオノレガネラにおいて、 CPD光修復樹茸

の有無を明らかにすることを目的に、 CPDを特異的

に認識して切断する酵素 T4 endonuclease V を用し、

たサザンハイブリダイゼーションによる解析を行っ

た。また、当研究室はCPD光回復酵素活性が異なるイ

ネ耕音品種やCPD光回復酵素の形質転換体を有しおり、

これらのオノレガネラにおける CPD光修復能の角卒析を行

うことで、イネ白D光回復酵素の細胞内局在の角勃庁を

行うことも可能であると考えた。そこで、これらイネ品

種を用いて、 CPD光回復酵素の細胞内局在を明らかに

することを目的に角勃庁を行った。次に、イネよりもUVB

感受性が高く、難義体、ミトコンドリアでのCPD光修

復機構が明らかとなっていないアラビドプシスを用い

て、アラビド、ブρシスにおける各オルガネラで、の光修復機

構の有無、およむな各オルガネラで、のCPD光修復樹誇と

UVB感受性との関連に関して角卒中斤を行った。

結果

1 イネの各オルガネラにおける CPD光修復機構

イネ葉から各オルガネラ DNAのみを単離するこ

とは困難なため、単離することなく、 invivoで各オ

ルガネラ特異的なDNA配列上のDNA損傷の解析を

行なう事が可能なT4endonuclease V (UV endo）を用

いたサザンブロット法による解析を行なった。その

結果、①イネの核、葉緑体、ミトコンドリアの全て

のオノレガネラにおいて、青色光依存的にCPDが減少

することが明らかとなっk-oしかし、他の植物種と

同様、この現象がCPD光回復酵素によるものである

と実証されてはいない。仮に、この青色光依存的な

CPD量の減少が、 CPD光回復酵素による修復の結果

であるならば、 CPD光回復酵素活性が異なるイネで

は、各オノレガネラで、のCPD光修復速度が異なること

が予想される。そこで、 CPD光回復酵素活性が異な

るイネ品種で、あるササニシキとサージャンキ、 CPD

光回復酵素を過剰に発現させたセンス組換えイネ

(S-C系統）、 CPD光回復酵素をアンチセンス方向に

導入することで CPD光回復酵素活性が著しく低下

したアンチセンス組換えイネ（AS-D系統）を用いて

解析を行った。その結果、 ~PD光回復酵素の活性

がササニシキよりも低いサージャンキにおいては、

各オノレガネラでの CPD光修復速度がササニシキよ

りも低し、こと、③IAS-D系統においては、いずれのオ

ルガネラでも CPD光修復能は検出されないこと、④

S-C系統においては、いずれのオノレガネラで、も CPD

光修復速度が野生型であるササニシキに比べ明らか

に高いことが確認された。

以上の結果から、イネにおいては核に 1コピーで

コードされたCPD光回復酵素が、核だけでなく窮ま

体、ミトコンドリア八移行して、各オルガネラ DNA

上に生成した CPDを修復する機能を有しているこ

とが強く示唆された。また、本解析で用いたCPD光

回復酵素遺伝子組換えイネ・ S-C系統は、 CPD光回

復酵素のcDNA配列を導入し、過剰に発現させた組

換えイネであるため、 CPD光回復酵素のcDNA配列

中に、葉緑体やミトコンドリアへの移行に関わる配

列が含まれていると考えられた。

さらに、 CPD光回復酵素の細胞内局在を組織学的

－E
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解析により確認するため、抗イネCPD光回復酵素抗

体を用いた免疫電顕角軌庁とオルガネラ濃縮画分を用

いたウエスタンプロッテイング角執庁を S-C系統を用

いて行った。その結果、⑤免疫電開特庁では、金粒

子は核、葉禄体、ミトコンドリアで検出された、⑥

オルガネラ濃縮画分を用いた鮒庁で、は、核、童話；表体、

ミトコンドリアの全ての濃縮画分において、 CPD光

回復酵素が含まれていることを確認した。以上の結

果により、イネの核、葉樹本、ミトコンドリアでは、

CPD光回復酵素が局在し、 αD損傷の光修復機能を

担っていることが明らかとなった。

2 アラピドプシスの各オノレガネラで、のCPD修復

能の解析とイネCPD光回復酵素過剰発現体の

UVB抵抗性に関する解析

アラピドプシスを用いたオルガネラで、の光修復

の有無に関する角軌庁では、葉緑体やミトコンドリア

でのCPD光修復能は検出できない。一方、青色光に

依存した DNA損傷の減少が見られるという報告が

あり、研究者間で、も意見が異なっている。また、こ

れまでの予備解析から、アラビドプシスはイネと比

較して、 CPD光回復酵素の活性は低く、 UVB感受性

が極めて高いことが分かっている。これらの結果か

ら、イネとアラビドプシス間でのUVB感受性の差異

の要因は、①オルガネラでの光修復系の有無がUVB

感受性の要因になっている、②オノレガネラで、の光修

復系の有無以上に、 α D光回復酵素活性が低し、こと

が要因である、③イネとはUVB抵抗性樹薄が異なっ

ている等の可能性が考えられる。そこで、アラピド

フ。シスのオノレガネラにおける光修復梯封書と UVB感

受性との関係について解析を行った。

まず、アラピドプシスlane,台・berge，陀 cta(L巴:r）を材

料に、各オルガネラで、の白D光修復能の有無につい

て、 qPCR法およびT4endonuclease Vを用いたサザ

ンハイブリダFイゼーション法により解析を行った。

その結果、①アラピドプシスにおいても、葉緑体、

ミトコンドリアでの αD光修復能があることを見

出した。しかし、各オノレガネラにおける光修復速度

は、イネと比較して明らかに低かった。そこで、次

に全てのオルガネラへ移行し、アラピドプシスより

も αD光修復活性が高し、イネ CPD光回復酵素を

CPD光回昨夏酵素欠損株であるuvr2-1に導入した過剰

発現体（Osphr過剰時現体）を作製し、 UVB感受性

試験を行った。その結果、②野生型Le:rに比べて 10

倍以上のαD光回復酵素活性を有していたOsphr過

剰発現体は、いずれのオルガネラで、のCPD光修復速

度が野生型に比べて高いこと、③10日目の個体に

UVBを可視光に付加して12日間生育させたUVB感

受性試験では、対照区に対する UVB付加区（25.9

kJ/m2／，由y）の生育割合は、野生型が 20%で、あったの

に対し、 Osphr過乗IJ発現体のOsphr3が31%、OsphrlO

では 40%とUVBによる生育障害が軽減された。し

かし、酵素活性の高いイネCPD光回復酵素を過乗iJ発

現させたにもかかわらず、イネと比較すると S-C系

統ほどの UVB抵抗性を獲得することは出来なかっ

た。

考察

イネ、アラピドプシスを用いた本研究により、核

に1コピーで、コードされている CPD光回復酵素は、

核のみならず、薬禄体、ミトコンドリアへも移行し

て、 αD修復の機能を担っていることが明らかにな

った。臼D光回復酵素は、大腸菌、藍藻、酵母を始

め有胎日南乳類を除く全ての生物が有している。従っ

て、本研究結果から、高等植物は太陽光の下で生存

するため進化の過程で、 CPD修復効率の最も高い

CPD光回復酵素を核、葉樹本、ミトコンドリアに移

行させて、効率的にαDの修復を行う生存戦略欄茸

を獲得したと考えられる。また、 UVB感受性の高い

アラピドプシスにおいても、 CPD光修復能が全ての

オノレガネラで検出されたため、オルガネラで、の光修

復欄曹の有無が UVB感受性の直接の要因になって

いる可能性は低いと考えられる。しかし、アラピド

プシスは、明らかにイネと比較してαD光回復酵素

活性が低く、各オノレガネラで、のαD修復速度が遅い

ため、このことがUVB感受性の要因になっている可

能性は十分に考えられた。また、アラピドプシスよ

りも酵素活性の高し、イネ光回復酵素を過剰発現させ

たアラピドプシス Osphr過剰発現体は、イネと比較

して、イネほどのUVB抵抗性を獲得することが出来

なかった。この結果から、アラピドプシスのUVBに

よる生育障害は、 αDも主要因の 1つで、はあるが、

イネとは異なり CPD以外の要因による影響が大き

い可能性が示唆された。

今後は、他に類を見ないtriple匂rg巴加gproteinであ

る αD光回復酵素の移行の分子メカニズ、ム解明と

その獲得機構、高等植物におけるオルガネラでの

CPD光修復の意義、さらには植物種聞における UVB

附肘樹劃こついて明らかにしていきたいと考えてい

る。
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Introduction 

高橋正明 高等植物の葉緑体、ミトコンドリアにおける紫外線誘発

DNA損傷（CPD）に対する光修復機構に関する研究

Summary 

Plants use叩n1ightas an energy sour白色rphotosyn社1esis;however, plants DNA is exposed to社1eh叩凶de自己ctsof

叫回violet-B収九TB)radiationο80 to 320 mn) in the process. UVB radiation damages nuclear, chloroplast and 

mitochondrial DNA. Cyclobu加 .epyrimidine dimers （α'Ds) are major DVB-induced DNA lesions, and are one of the 

principal ca回目ofUVB-inducedgrow也inhibitionin plants. Repair ofCPDs is仕1ereforeessential for plant survival 

under DVB-containing sun1ight. Nuclear repair of the DVB-induced CPDs involves a photoreversal ofCPDs, called 

photor回 ctivation,mediated by CPD photolyase, which monomeriz出血eCPDs in DNA by using the energy of 

near-UV and visible light (300-500 mn), and仕risis the major mechanism for ri叩airingCPDs in plants. 

In addition to吐1enuclear genome, the cells of higher plants contain two additional genomes: one in chloroplasts and 

another in mi~ochondria. 百1e chloroplast and mitochondrial genom田 containgen白血atencode many proteins 

impo巾 ntfor photosynthesis and respiration, resp即tively.DVB radiation also induc白血eformation ofCPDs m血蹴

organellar DNAs.百1us,chloroplasts and mitochon出 am凶 talsou副izea pathway( s）出atr叩airsCPDs and e血ciently

removes也eDNA lesions prior to replication and位置iscription.To date, several studies examining CPD repair activity 

under conditions of visible light or darkness in chloroplasts and mitochondria in higher plants have been reported. But, 

it is therefore unclear whether the light司dependentremoval of CPDs in cpDNA and mtDNA is mediated by CPD 

photolyase, and the po匂ntialexistence of a repair pathway, including one targeting photoreactivation, for repairing 

CPDs in chloroplast DNA ( cpDNA) and mitochondrial DNA (mtDNA) in higher plants remains unclear. 

Toasce血inthe existence of pathways that repair DVB・inducedCPDs in cpDNA and mtDNA in ri同 weused a 

site叩 ecificassay for detec住宅CPDsbased on T4 endonuclease Vσ4 endo V) digestion and Southern blot analysis. 

Moreover, we did same experience in Arabidopsis, which possessed lower photorepair activity也m血atof rice, and we 

discuss血erelationship between the existences of photorepair system in org組 ellesand DVB sensitivity in plants., 

Res叫ts

1 Mechanism of CPD pho旬repairof organeU四 inrice. 

We analysed the existence of photoreactivation in nuclei, chloroplast and mitochondria, wi吐1a site-specific assay for 

detecting CPDs bas吋onT4 endonuclease VぐT4endo V) digestion and Southern blot analysis. Exposure to DVB 

radiation induce CPDs in organelles, and CPDs were d町並由hedin chloroplasts and mitochondria as well as in 

nuclei.τ'here were no signi宣cantchange in response to伽 kconditions, so也邸ere叫tss仕onglysuggest伽 t,in addition 

to nuclei, rice chloroplasts and mitochondria are able to e伍cientlyphotoreactivate CPDs. 

To determine whether社1ephotoreactivation activity in nuclei, chloroplasts and mitochondria was mediated by CPD 

photolyase, we measured CPD photoreactivation activity in all DNA-containing organe日esof rice s回inswith di自己：rent

levels of CPD photolyase activity.百1eSurj創n地is回inwhich is deficient in CPD photor，叩airwhen compared with the 

Sasanishiki s回m，血eCPD photoreactivation activity in all也reeorganelles was higher in Sasanisl首脳血anin

S珂組副首leaves.Furthermore, CPD photoreactivation was undetectable in any organelle in回邸genicri田（AS-D)

engineered to ex戸田santisense RNA凶ge由gCPD photolyase and in which社1erewas a very low level of CPD 

photolyase activity. We also examined CPD photoreactivation activi句rin回nsge凶cri田（S-C)白紙wasconstructed by 

回nsformationwi白色ecDNA sequence of rice CPD photolyase and也atthereおrehad highぽ CPDphotolyase activity 

也組曲atofUV-r，田is加1tSas鉱山：hikiplants. CPD photoreactivation activity in chloroplasts and mitochondria was 

mぽkedlyhigher in S-C plants也血血Sas組 ishikiplants.百1eseres叫包indicatethat the photoreactivation activity in 

chloroplasts and mitochondria is mediated by CPD photolyase which is encoded by a single gene and not a splice 

variant,. 

To confirm the location of CPD photolyase wi白血田lls，佐沼isgenicS・Cplants were examined by immunoel即位on

microscopy (IE問 usingan anti-rice CPD photolyase組 曲ody.Goldp訓 deswere detected in社1echloropl酬，

mitochondria and nuclei. We also prepared org担 elle-enrich吋企ョctions企omthe leaves or calli ofS-C plants姐 d
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釦 alyzedcrude or：伊即日ぽ広岡山bγwesternblot using副司∞αDphotolyase刷 serum.CPD photolyぉewas

detected in all organelle-enriched企回tions,demons回住宅吐iatCPD photolyase佐沼islocatesto血echloroplasts, 

mitochondria and nuclei of ri，印．

2 The analysis of CPD pho佃reactivationof organelles in Arabidopsis and UVB tolerance of transgenic 

Arabidopsis that was constructed by transforma姐onwith the rice CPD pho旬lyase.

To date, several studi田明白demons回ted,but it is unclear白紙社1e既 iste即怠ofCPD photo叩:pairactivity in 

d山roplastsand mitochondria inArabidopsお.Pilot study demons加もedthat Arabidopsis is deficient in CPD 

photo岬 airand sensitive to UVB when compar吋 m也d田．百1ぽeare several possib出世田on勧 seresults.①Tue 

e泊府間ofCPDphoも:oreacfr泊。rino培組ell回おinvolvedin tolerance to UVB in p加its.②Thesensitivity to UVB is 

O附 ω吐1elower activity of CPD photol戸se.@Mechanism of tolerance to UVB inArabidopsisおdiffiぽ企om白紙of

ri四.To elucidate血edifference血etorelance to UVB between rice andArabidopsis, we analyzed白eCPD 

ph仰 reactivationof organelles in Arabidopsis andせ1erel拠出hipbetween the exis回 cesof photorepair system in 

O培anellesand UVB sensitivity in plants. CPD photolyase functions in all o喝anellein rice plants. 

First, we anal戸ed白eexistence of photoreactivation in each o培：anelleof Lan由bergιre，仰 (Ler)with quantitative 

PCR (qPCR) wi也genome叩 ecificp四nersandSou血emb刷佃al戸iswi血T4endoV.We町 eal吋せiatthere are CPD 

photoreac伽甜onin chloroplast and mitochondria. But,血e配 tivitym悶 cho培anelleis low紅白血1せ1oseofri田．

F耐 rmore,we prepared the transgenic lineiove蹴 pressingrice CPD photolyase in uvr2-1 which is de自cientinCPD

pho附 activation(Osphr lines），加d吐1eywere grown under enhanced UVB in order刷出twhether the overexpression 

CPD photolyase has a positive e能 ct.Asa民間lt，也eOsphr lines have high CPD photoreactivity ten白nesmore吐1an

せ1oseofLer in chlor，叩last,mitochondria and nuclei, and Osphr lin目配quired吐1etoleran白 toUVB. For the wild type, 

daily UVB doses of25 .9 kJ m-2 dal given over 14 days led to red田 tionof也efresh mass to 20%.百1eover expression 

lines also showed a reduction of企回hm田sunderUVB correspα吋ingto 31,40% at25.9 kJ m-2也i1forthe肱1esOs3 

and OslO respectively. How町民社1esedata alsοindicated也atOs3 and Os 10 cou』dn'tget same torelance level for 

UVB when compared with Osphr overexpressed line in rice (S-C). 

Discussion 

h也isstudy, we cl聞 lydemons刷 edthat rice and Arabidop明 白Dphotolyase, which is encoded by a single-copy 

gene in the nuclear genome，仕加islocatesto chloroplasts, mitochon命ia,and nuclei and repairs UVB・inducedCPDs in 

all three geno叩邸.CPDpho伯lyaseis a simple佃 de伍cientr，叩如system叩 dis widely dis出butedamong甲町i回

m伊1gfromb刷出atohighero喝佃isms.羽田，社1esere叩ltsindicate that p加itshave evolved a CPD photolyase that 

白nctionsin all DNA-containing o喝河1ellestop酬 ectcells from也eharmful e自己ctsofUVB radiation. 

百1ereare photo代前町ationin chloroplasts, mitochondria and nuclei inArabidopsis, it is unprob油le也atwhether也e

pho剛志pairino培anelleis吐1ereor not are cause of血esensitivity to UVB inArabidopsis. But，血eactivity of CPD 

photol戸sein Arabidopsis are low】evelco信lparedwi血伽tofri，民so也瓜itmight be血e白eone of the cause of the 

untorelan印 toUVB inArabido伊is.Osphr回nsgeniclines inArabidopsis couldn’t acqi川氏自esame torelance level to 

UVB when compared with Osphr overexpressed line in rice. These m叩 ltsindicated that DVB-induced grow血

inhibition inArabidopsis is caused by CPD, but also o血erfactors may e島 ctstrongly. 

A single DNA repair叩勾岨e,CPDpho加lyase弘白nctionsin chloroplasts, mitochondria, and nuclei佃 dis subjected 

ω‘'triple凶宮出ng",which is, to our knowledge, the伽 tdemons岡町n.In the future, we will elucidate吐1emolecular 

m田hanismof岡田locationto o弔問lles，出esignific組 四of也e白 Dpho附 activ甜onin organelles, andせ1e

res is凶 cemechanism to UVB in plants. 
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図1 紫外線日によって生じる主なDNA損傷

ONAにUVBに照射されるとずイマーが生成される．
Aシヲロブヲン型ピリミジンニ量体（CPD)

Bピリミジン（6-4）ピリミドン光産物（64霊光産物）

図2環境調節実厳重の内部風景
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紫外光

図6 核．薫縁体且びミトコンドリアゲノムに生成されたDNA

損傷量測定のための紫舛光照射の様式図

図5 ゲロースチャンパ でのアラピドプシスの生育の様子

イネの！M完全厘開聾又はアラピドブシスのロゼット軍をプラスティγクトレー
の上に並ベ、ろ維で固定した．そ由撞繁外光開射下に移し、ゲノムDNA上に
DNA禍閣を生直させた．
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図11T4 end。nuclea開 V(UV oo由）を用いたサザンブロットまによる聾
韓体遺缶子田光修置活性および暗修也活性田解析

4鴎ミb

図12 T4・edom,clo,四（UV制 d。）在用いたサザン7ロット遣によるミトコ
ンドリア遺伝子田光修置活性および冊修置活性白解析

T4 end。nuclease
V処理

T4 oodoeoclme 
V処理

r古cS
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i掛：Ji起し
国14T4 endoeuclea,e Vを用いたサザンプロット法による

イネの葉緑体．ミトコンドリア．棋におけるCPD光棒檀舵の解析

T4 End~nuclea坦 V 処理をしたサンプルの目的パンド強置を (I竹、処理していない物のパンド強度を ｛ト
） とした場合、 CPD損傷敏を有するフラグメントの割合を‘（（ト｝－｛l•)i l（ト｝ により算出した．

.，ρ／（ATP卸 nthesissubur批 I)は寮縁体にコードされている遺伝子 coxJ(cyt。chromec 
。＇＂＂＇ 3）‘cob(cytoch，町、eb）はミトコンドリアにコ ドされている遺伝子‘冷cS
(rol,；問。smallsubun叫．ρ，..，，，。tlyuo)Iま織にコードされている遺伝子である．

国13T4＇＂由＇＂＂＂＇° V (UV ood。）を用いたサザンプロット法による棋
遺伝子の光修置活性および暗修橿活性の解析

得られた植は34回の測定値の平均と栂翠偏重盛を来している．
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リア、核でのCPD光修復能の比較

,tpA客車揖体 ｛cplにコードされている遭缶子.cox瓜まミトコンドリア （mt)にコード
されている遺伝子、p州立機 （adにコードされている遺伝子である．
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図16 AS-D(,J、ササニシキ削、 S-C(clでの各オルガネラにおけるCPO先棒檀能回解析

,tpAま薫縁体（col にコードされている温伝子 cox~民トコンドリア（mt）にコード
されている遺伝子、冷c時枝 Caciにコート・されている遺伝子である．

得られた値I立3回目潤定値目平均と様様偏量を示している．
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国18 s-c車白蓮縮オルガネラ蘭分を用いたウエスタン7口、ノテインゲ法によるCPO光回彊

酵車の相胞内局在の解析

｛・｝ s-c薫の浪鎗オルガネラ扇分を周いた11111銃CPO光回復醜驚抗体とオルガネラマカ銑体を用いた
ウエスタンブロッテイング反応
p”剛志CPD光図鑑酪家鉱体‘LHCUIま裏弱体マーカ 銃体、VOACll;lcミトコンドリアマーカー筑体、

H2BI：強マカ銃体である．レン’に業縁体温・前の全面分‘レーン2に震縁体..iii分．レン3

にはミトコJドリア温局前の金面分レーン制こはミトコンドリア遥繍薗分レーン5には機ii舗前の
金面分レン刷＝は被温舗面分を泳動した．

(bl λProtein Ph田 ph,t.,”｛λPPne）処理をした..オルガネラ画分を期いたウエスタンブロッテイノグ反応
ーλPPue処理無し
＋λPPne処理有り

(c）旧－

["・・ 

3・s・M
.E .. . 
0.<D 

J 20「

..』“－，？、b ... ,? ;f .i .,;. 
〆 .ii",/ ~,;° ・" ~~· -"~-- 

σ .r .,,. 
図17抗イネCPO光困橿酵畢抗体を用いた免痩電顕による解析

（・） 2回楕綬銑イネCPD光回復酸素銃体を用いたウエスタンプロッティング反応
レンtiまsCIII抽出議をレーン21玄ササヱシキ猿摘出液をレンJIま,sD薫拍幽濠をmいた．

(bl 免家電顕によるCPD光回復酸素の細胞向島在の解析
スケ ルパーはlμmを家し、写真ゅのClま援縁体 Mはミトコンドリア州ま械を示す．

1,1 各個胞組織中lμm＇あたりの金粒子の敏．
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表3.TargetPで解析したコンストラクトとscore

コンストラクト
Target P score* 

Chi Mit 

0.597 0.058 

0.049 0.270 

0.756 0.137 

0.891 0.092 

0.597 0.058 

Full-PHR 

C-PHR 

1-47, N1-PHR 

1-85, N2-PHR 

1-228, N3-PHR 

H acget P sco,eはコンストラヴトが葉緑体 （Chi)や

ミトコンドリア（t,M）に移行する確率を予測したもの．

(a) 

’1 ,as 
C.MV35S ~ー盟主主居－ No1T..,-

(b) 

(c) 

国20N*CPD光回置酵素とGFPとの融合タンパク置の担胞向島在に閉する解析

（・） G伊とイネCPD光回復耐震のN家側 (1－.，アミノ磁）をソラマメ葉に混入した．
(bl GFPとイネGPD光回復跡，慢のN家側(1-85アミノ1・〉をソラマメ援に混入した．
(o) GFPとイネCPD光図鑑齢索のN家側（1-228アミノ磁）をソラマメ藁に場入した．

(a) 

GFP 

(b) 

full-PHR・GFP 

(c) 

C PHR GFP 

国19 GFP融合タンパク買を用いたイネCPD光自彊酵素田掴飽同局在に関する解析

〈・） GFPのみをソラマメ農に混入した．
白） GFPとイネCPD光由!II略家の全長をソラマメ業I二羽入した．
(o) GFPとイネCPD先自復悌素のC家側（385～＂＂アミノ磁｝をソラマメ薫に事入した．

(a) 

8.0 

8αコ7.0 

吾6.0

コ告0's.o 

1 :: 
E. 

ト』~ e』， 4ー20 

1.0 

。。 ~

(b) 

Os10 

Lo, uvr1』1 0・3 0・7 0,10 

PHR 制”
－

H

図21 L≪、uvr2・ 人Osph，過剰発現体のイネCPD光回復醇棄の発現解析

（，） イネCPD光回置酵素由遺伝子発現レペルの解続
ユピキチン由実現量をスタノダードにとって、。叩＂＇の相対的発現レベルの解訴を行った ．
得られた鍾lま3回の剥定値の平均と機織圃隻を示している．

(b）抗イネCPD光固置酵素抗体を用いたウエスタンブロッテインデ法によるタンパク買発現解析
各0.lmg由アラピドブyス車をO.Smlの悠砕パッファーとともに摩梼し、sos化させて、
ウエスタンブロ！ノティングE応豊行った．

-46-



Ler 

ー・ーuvr2-1

・－＜＞－Os7

司←Os10

ーOs3

o

o

o

o

 

n

u

E

J

n

u

E

J

 

、ι

噌
A

’A

（

A
E＼
0ιυ
｝

℃

ω』
一
市
内
田
＠
』

O

一－DzaQιυ
50 100 150 200 250 

Blue light irradiation time (min) 

。
。

園田アラピドブシス薫の粗醇来車を用いたCPD光回世隣索活性白解軒

アラピドプンス薫の租歯車素濃（タンパク線Jill"μ,tμ”とU叫こよりCPOを師事したDNAを：星合し‘ 30℃で泊分
相分..分、＂＇分 300分青色光を照射して光箇復反応を行わせた．

国23 ""' timo qcantit,ti,e PCR，去を用いたL＂.山d 人Os10の各オルガネラでのONA揖園田

生民主とその明・暗修置の有無に聞する解析

｛．｝薫縁体‘ミトヨンドリア、被ゲノム上におけるuvc照射によるDNA鍋傷畳の経時変化
(b）薫縁体‘ミトコンドリア‘彼ゲノムょにおける青色光晴嵐下におけるuvcmtDNA楓悔震の経時変化

クローズドサークルー実織は青色光下オープJザークル点織は崎鳳下でのDNA慣備の度化を示す．

得られた姐は3図の劃定値の平均と標語院慣釜を示している．

婦られた値は，＿.回の湖定値の平均と撫準備釜を示している．

UVB照射UVB朱照射

Ler 

uvr2 1 

Os3 

Dark Sh 

士一Blue 2.5h Blue Sh Da巾 Sh

Blue 2 Sh Blue Sh uvc 

uvc 

Os10 図24.T4 end。n,clmeVを用いたサザン7ロット法によるL町、 0,10の各オルガネラ

でのDNA損傷回生成とその暁・暗修世田有無に期する解析

図25Le，、 uvr2－人Osph，過剰尭現体（Os3、0,1、OslO）のUVBほ抗性＜！）横定①

IO目間生育させた後 U咽（ID8kJlm'/d・y）照射．あるいは来照射で同日間金宵させた．
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p,bAIま葉緑体（op）にコードされている遺伝子 cox/Iまミトコンドリア（mt）にヨ ド
されている遺伝子、ρhtl・川副長（nclにコ ドされている遺伝子である．



UVB未照射 UVB照射

Ler 

uvr2-1 U 1,J寝室

Os7 

Os10 

図26Loe. uv,2一人 Osph，過剰量現体（0,3.0,7. 0,10）のUVB低抗性白植定②

10日間生育させた後、 UVB(25.9 kJ/m'ld,y）照射、あるいは未照射で12日間生育させた．

-UVB 

+UVB (10.8kJ/m2/day) 

図28UVB非照射と照 射アラピドブシスの静態由連い
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図27 Loe. uゲ2人O叩h，遇制発現体（0,30,1、0,101のUVB抵抗性由比叡

u，恩来開射個体の新鮮軍と、UVBを108kJlm'ld,yにて賢明射した個体、259kJ/m'/doylこて照射した個体の町そ
れぞれの来照射区との街齢量の比をとり、 Lo人 uvr2-1.0叩耐過剰発現体聞で比駁した．

得られた値lま 5句 7個体ずつのき主宵検定3圏分の平均と!I，.偏差を示している．
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