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イネ における初期発生制御機構の分子遺伝学的研究
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1. はじめに

種子から芽生えた幼植物は，葉，茎，根などの器官を

正しく分化させながら，植物体を作り上げ，適切な環境，

時期を見計らって花を付け，結実する この被子植物の

生活環の中には，細胞 ・組織 ・器官レベルで、様々な発生

イベントが存在する. これらの発生イベントにおける生

命現象を明らかにしていくことは，植物形態の理解やそ

の人為的改変に向けた礎となる重要なテーマである.

植物の形態形成に関する分子遺伝学的研究は，シロイ

ヌナズナを中心に様々な生命現象について行われ，花の

ABCモデルやオーキシンの極性輸送など多様な発生イベ

ントにおける分子機構の一端が明らかになりつつあるー

一方，イネを含めた作物の形態形成に関わる分子基盤に

ついても，変異体，栽培種，野生種などを用いた!I原・逆

遺伝学的解析， QTL解析などから様々な遺伝子が同定さ

れ， 目覚ましく発展している. しかし，未だに解析され

ていない部分も多く残されている.

東京大学育種学研究室では 20年以上にわたって，匪の

形や地上部形態に着目した変異体スクリーニングが行わ

れ，現在 1，000系統以上を集積している これまでに，

葉，花，穂，種子など様々な視点から単離された形態、形

成に関わる変異体の形態学的，分子遺伝学的な解析を

行ってきた.様々な形質を解析していく中で， 一つの形

質に着目すると見えて来なかった新たな関係性や視点な

どが明らかとなってきた.本稿では， (1)葉，匪，糊粉

層の発生と表皮分化， (2)匹の大きさと匹乳分化という

2つの解析結果を例にご報告する.
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2. 葉，旺，糊粉層の発生と表皮分化

イネの野生型の葉身は乾燥条件下において葉の表側(向

軸側)を内側にして巻くが，それには向軸側表皮に存在

する機動細胞が関わっているとされている.葉の形態形

成を理解するため，葉の巻き方に着目し，葉身が野生型

とは逆に巻く αdax.ializedleaf (adl) 1 ， adl2変異体が単離さ

れた(図 1) 様々な形態学的，分子遺伝学的解析から，

ADLJとADL2は向背軸の形成に関与していることが示唆

されたが，様々な表現型を示すアリルの同定や表現型の

共通点などから ADL遺伝子の機能における新たな解釈が

明らかとなっていった

葉原基形成過程における 3つの軸の確立(向背軸，中

央側方軸，先端基部軸)は，種特異的な葉の発生を促す

だけではなく，植物の地上部の形態形成を行う上で重要

な役割を果たしている.双子葉植物では活発に研究が行

図1.adaxiaUzed leaj (adl)変異体の表現型

(A)発芽後 7日目の芽生え野生型 (左)，adll-l (中央)， 

ad12-1 (右). (B-D)葉身の横断切片 αdl変異体の葉身

は裏側に巻く表現型を示す bar=I.Ocm. 
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(A) adlJ-l 

(weak allele) 

(B) adlJ -s/shI3 

(intermediate allele) 

(c) 

-葉の軸構築
• SAMの維持

• ij壬頂端部の形成

.幼根休眠
-初期匹発生

・糊粉層形成

図2.adll変異体の各アリノレの表現型.

(A) adll-J， (B) adIJ-s/shI3， (C) adll-gの表現型と ADLlが関与する発生イベント

(下段)を示す WTは野生型， BCは機動細胞を示す.

われている半面で，単子葉植物では，軸形成機構の分子

メカニズムについては不明な点が多かった. イネを研究

材料に，単子葉植物における葉の軸決定機構に関与する

因子の同定を目指し，adl変異体が単離された通常，葉

身の向軸側にのみ形成される機動細胞が αdl変異体の葉

身では，向背面のどちらの表皮にも観察されたことから

葉の表皮の向軸化が起きていることが示唆された(図

2A) また，向軸側の葉肉細胞にのみアルビノ細胞が生

じる adaxialsnowy leaf (ads)変具体 (Obaraet al. 2000) 

との二重変異体を作製し，葉肉細胞における向背軸性に

ついて検証したその結果，ads adll， ads adl2二重変異

体の葉肉組織には，向軸側と同様に背軸側の細胞にもア

ルビノ細胞が混在していた.このことから，ADLl， ADL2 

遺伝子は葉の向背軸の形成に関与していることが示唆さ

れた.また，様々な観点から葉の表現型を観察してみる

と，adl変異体では葉の向背軸ではなく，頂部基部軸や中

央側方軸に沿った葉の発生 ・分化にも異常が生じている

ことが明らかとなった.さらに，葉原基を生み出す茎頂

分裂組織 (shootapical meristem: SAM)の高さが低くなっ

ていたこれらの表現型の解析から，ADL遺伝子は葉の

向背軸にのみ影響を及ぼすだけでなく，その他の葉の軸

構築や SAM維持にも影響を及ぼすことが示唆された.

adll変異体は，マッピングによりカルパイン様システ

インプロテアーゼをコードするトウモロコシ DEKl

(DEFECTIVE KERNELl)の相同遺伝子に変異をもつこと

が明らかとなった (Hibaraet al. 2009).トウモロコシ dekl

変異体の弱アリルでは adll-lのように葉の発生に異常を

もつが，名前の由来の通り ，deklは異常な種子形質を示

標に単離され，deklの強アリルでは，匪発生過程におい

て球状匹致死性を示し，糊粉層の欠失を起こすことが報

告されていた (Becraftet al. 2000， 2002， Lid et al. 2002). 

そのため，adllは弱アリルである可能性が示唆された.

興味深いことに，別の研究テーマとして行っていた匹頂

部を欠損する shootless3 (shI3)変異体のマッピングを

行ったところ，ADLl遺伝子座近傍にマ ップされ，さら

にADLl遺伝子に変異を同定した(図 2B，adll-sアリル

と改名， Satoh et al. 1999， Hibara et al. 2009). このことか

ら葉の軸構築や匹発生における匹頂部の形成過程に

ADL1が重要な役割をもつことが明らかとなったが，shl3 

や αdll-l変異体における塩基置換からは ADL1タンパク

質の機能がある程度保持されていることが推察された

ADLlの植物体における機能を知る上では，adllの強

アリルの表現型を知ることが重要であると考え，当研究

室で収集されていた変異体の中から，球状匪致死性を示

す系統を選抜し，シーケンスによって ADLl遺伝子に変

異をもっ系統を同定した (αdll-gアリル) αdllぎでは，

球状匹致死を示すと同時にトウモロコシ deklと同様に部

分的に糊粉層の欠損という顕著な異常を示したことから，

ADLlは葉の発生だけではなく，旺発生や糊粉層の形成

にも影響を及ぼすことが明らかとなった(図 2C，Hibara 

et al. 2009) これらの様々な表現型を示すアリルの同定

から adll変異体は非常に多面的な機能 ・効果をもつこと

が考えられたが，それぞれのアリルにおける表現型を細

かく観察していくと，様々な表現型の多くは表皮あるい

は最外層の細胞の形成異常をもっという共通点をもつこ

とを見いだしたこのことから，ADL遺伝子は直接的に

葉の向背軸などの発生イベントに関与するのではなく，

表皮組織の形成 ・維持を介して向背軸の形成，匪発生，

糊粉層の形成に影響を及ぼすことが示唆された(図 3)

一方，adl2変異体はマッピングによって，これまでに

報告されていない細胞外ドメインをもっ新奇レセプター

型キナーゼに変異を同定した (Hibara et al. in 



イネにおける初期発生制御機構の分子遺伝学的研究 117 

細胞医

Signal? 

細胞殴

， ， ， ， ， 
↓/'  -活性型カルパイン

，"f ， 

ADL2 
(受容体型キナーゼ}

ADLl'jJ，レノ宅インドメイン
と結合し、肢の再局在に関与?

14築 |晶 142層形成|

図3.ADLの機能と様々な発生イベントへの関与の模式図

preparation) .相補性試験や 下DNA挿入系統 (adI2-2)の

解析からこの遺伝子が ADL2遺伝子であることが確認さ

れた 葉や SAMにおける表現型解析やマイクロアレイ

解析などから ad12-1はadll-lと非常に類似した特徴をも

つことが明らかとなり，表皮組織の形成 ・維持を介した

葉の軸構築や SAMの維持において ADL2とADLlは近い

経路上で働いていることが示唆された 2つの遺伝子の

遺伝関係を調べるため，二重変異体を作成 したとこ ろ，

adll-l adl2二重変異体の種子は，adll-slや adll-glアリ

ルで見られた匹頂部の欠損や球状匪致死性を示し，糊粉

層の欠失も確認された このことから ADL2は葉の発生

だけではなく，匪発生や糊粉層形成にも ADLlと協調し

て影響を及ぼすことが明らかとなった また，興味深い

ことに adll-l/+adI2-1の遺伝子型をもっ個体は ad12-1変

異体とは異なり，発芽することができず，匹の異常が充

進されていた この ADLlの量依存的な表現型は αdll-

sl/+αdI2-1， adll-gl/+αdI2-1， adll-l/+adI2-2でも確認され

たが，adll-l/+で、は観察されなかった. これらの結果か

ら， この現象は ADL2欠損下において ADLlは量依存的

に働く，言い換えると ADL2の機能は ADLlの活性化や

機能に何らかの効果をもつことを示しており， ADLlと

ADL2タンパク質は直接的な相互作用をもつことが推察

された.

ADLlのシロイヌナズナの相同遺伝子 AtDEKl遺伝子

の解析から植物のカルパイン様システインプロテアーゼ

は21回の膜貫通ドメインをもつため，膜に局在している

が，何らかのシグナルによりシステインプロテア ゼ活

性により自己切断を行い カルパインドメインを含む部

分を遊離させ，遊離したカルパインドメインは活性型と

なり ，細胞膜に再局在して基質となるタンパク質を限定

分解することなどが報告された(図 3，Johnson et al. 

2008) .酵母ツ ーハイブリッド法により ADLlと ADL2

の相互作用を調べたところ， ADL2のキナーゼド メイン

とADLlのカルパインドメインが相互作用することが明

らかとなった.

図4. 妊のサイズに関わるイネ変異体の表現型

左から rel，re2，野生型，geの完熟種子.

葉の発生に着目して単離された 2つの変異体の表現型

解析や分子遺伝学的解析から表皮発生を介した葉の軸構

築，匪発生，糊粉層形成などの複数の発生イベントへの

関与(図 3)を明らかにすることができた.組織 ・器官

の表皮は外界に最も近接した組織であり， 内側の組織に

比べてもその発生は大きく異なる.それと同時に表皮や

最外層細胞は内部組織の分化や発生を統治できるように

“特異化"していることも様々な研究から明らかになって

いる (Reinhardtet al. 2003， 2005， Nodine et al. 2007， 

Savaldi-Goldstein et al. 2007). ADL遺伝子のシグナル伝達

経路や下流イベントの更なる研究展開によって表皮組織

がどのように内部組織の発生を統治しているかを明らか

にしていくことが今後の課題である.

3. 旺の大きさと旺乳分化

被子植物は重複受精によって匪と匹乳を形成する.穀

物の匪乳は世界の多くの国において主要食料として使用

され，またJlEは次世代の植物体の基となるだけでなく，

匹乳には含まれない油脂や栄養素の供給源でもある.こ

れまでに種子の大きさに影響を及ぼす遺伝子は多数同定

されているが，匪と匪乳サイズやその比率を決める分子

機構についてはほとんどわかっていなかった. イネでは

これまでに MNU変異原処理によって単離された種子体

積は変わらず，匪が小さくなる(同時に匹乳部分が増加

する)reduced embryol (rel) ， re2変異体，そして匪が大

きくなる(匹乳部分が減少する)giant embryo (ge)変異

体が同定され，遺伝学的，形態学的解析から匪/匹乳比

率の決定要因は匪乳側に存在することが報告されていた

(図 4，Hong et al. 1996). 20年近く 前の解析からこのよ

うな結果が導きだされていたが，その後詳細な解析は行

われていなかった.そのため，匹/匪乳比率の要因やそ

の発生イベントに関わる分子実体を明らかにするため，

以下の解析を行った

まず，匪乳側の要因について調査するため，受精後の

匹乳細胞の発生を詳細に観察してみると匪周辺の匪乳領

域(_EmbryoEacing endosperrn Region: EFR)では，受粉後

4日目から匪乳細胞の degenerationが確認され， 受粉後

6-7日目 では匪に最も近い匪乳細胞は澱粉粒が蓄積され
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図5. 匪周辺脹乳組織 (EFR) と変異体における EFRの比較

(A)受精後 6日自の野生型座と EFR. (B) (A)の黒囲み部分の拡大と層構造 黄

色。脹に最も近い澱粉粒が存在しない細胞層，赤色 細胞が細長く，澱粉粒も小さ

い細胞層，青色 澱粉粒を多く含む一般的な匪乳細胞 (C-E)野生型 (C)とre2

(D)， ge (E) のEFR

ず，その内側の細胞は細長く澱粉粒も小さい特徴をもつ

など他の匪乳領域では観察されない特殊な層構造が存在

することを見いだした(図 5A， B). また，透過型電子

顕微鏡観察から，最も匪に面した匹乳細胞では細胞内小

器官や構造物がほとんど見られず，細胞壁の痕跡のよう

な構造物が蓄積していることが観察された. これらの組

織学的観察から， EFR領域では細胞死を伴う匪乳組織の

特殊な分化が起きていることが明らかとなった この層

構造に着目し，匪サイズの変異体の EFRを観察したとこ

ろ，re変異体では，層構造をもっ領域が少なく ，逆にge

変具体では，多層化していた これらの形態学的解析か

ら， EFRは他の匪乳組織とは異なり，プログラム細胞死

を介して特殊に分化すること，また EFRの構築と匪の大

きさには密接な関係があることが強く示唆された.

匪サイズに関与する分子基盤を明らかにするため，マッ

ピングによって rel，re2， ge変異体の原因遺伝子を同定

した結果，RElとRE2は転写因子をコ ードし，GEはシ

トクロム P450をコードすることが明らかとなった

(Nagasawa et al. 2013， Hibara et al. in preparation). Real-

timePCRによ って根，葉，子房など様々な組織における

REl， RE2， GEの発現を調べると， 3つの遺伝子はすべ

て受精後の子房で高い発現を示したが，他の組織ではほ

とんど発現していなかった.また insituハイブリダイ

ゼーション法により m肘仙の発現パターンを調べた結

果，REl， RE2， GEmRNAは受粉後 4日日ごろから EFR

に局在化した発現ノぐターンを示し，GEは匹の妊盤上皮

組織でも特異的な発現が観察された.これらの結果から，

初期匹乳発生過程において REl，RE2， GE遺伝子は EFR

図6. Jlli/怪乳サイズ比率に関与する分子と要因

の形成を制御すること，そして変異体の表現型から REl，

RE2が匪乳側から匹サイ ズを正に規定し，GEは，匪乳

側から匪サイズを負に規定する制御因子である可能性が

示唆された(図 6). 

匹サイズの制御における EFRの役割として，以下の 2

つの可能性が考えられる:(1)細胞死を介した匹乳細胞

の縮退によって匪と匪乳の聞に間隙を生み出し，匹が成

長するためのスペースを提供する， (2)匹成長あるいは

発生のために必要な物質を供給する(図 6).転写因子で

ある REl，RE2が発現制御を行う遺伝子の同定やシトク

ロム P450である GEが関与する代謝経路について，現在

解析を行っているところであり，これらの解析から EFR

の構築過程や EFRが行っている発生イベントへの関与が

明らかになると考えている

匪の大きさが変化する変異体の解析から匹乳発生の重

要性が見えてきたが，この研究をさらに発展させること
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により，匪と匪乳間にあると考えられているお互いの認

識機構やコミュケーションなど CLafon-P1ace仕eand Koh1er 

2014) について新たな知見や考え方が見えてくるのでは

ないかと期待している.

4. おわりに

本稿で、述べた2つの研究事例のように表現型の類似し

た複数の変異体を同時に取り扱うことで幸運にも様々な

発想や視点を見いだすことができた.変異体の単離や原

因遺伝子の同定は困難なことも多く，変異体のスクリー

ニングや維持には大きな労力を必要とする.ただ，変具

体は新しく，面白い発想や概念を生み出す大きな原動力

となる.現在も毎年スクリーニングを行い，新たな変異

体を探索しているが，継続的に行っていくことで様々な

変異体に対する見方や発想力も向上している気がする.

変異体スクリーニングは 20年以上前から行われてきた

“古い実験"であるかもしれないが，研究を進めるたびに

その重要性を強く感じる.近年，標的遺伝子組換え，ゲ

ノムシーケンス技術，タンパク質分析，細胞の可視化技

術など様々な技術革新により，植物形態に対する解析手

法も 20年前に比べると大きく変化してきている.今後，

新しい技術・変異体・発想力を融合させ，本稿の研究を

さらに進展させるだけでなく，未解明な発生現象につい

ても解析を進めていくことで，植物の成り立ちに対する

理解を深め，その知見が将来的に育種分野への応用・発

展に結びついていくことを期待している.
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