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赤米が白米になった原因を解明

門脇光一＊

〔キーワード〕：赤米，赤褐米，ゲノム，変異，古

代米

1．要約

　米には，玄米が着色している着色米と呼ばれる種

類があり，紫黒米，赤米，赤褐米，白米（無着色米）

などに分類される．栽培イネ（0αzαsα加α）の祖

先種（0伊盟吻ogo〃）は，すべて着色米である．

進化の過程で着色米に変異が生じ，白米ができたと

推測されていたが，着色米や白米が生じる遺伝的な

しくみは不明であった．

　今回，イネゲノムの完全解読情報を駆使すること

により，米が赤くなるために必要な2つの遺伝子（酵

素遺伝子（Rゴ）と調節遺伝子（Ro））の単離に成功

し，長年の謎を解き明かした．赤米の調節遺伝子に

変異が生じ，その偶然生じた変異を農民が積極的に

選択し，現在の白米が選抜されたことも明らかに

なった．なおこの成果は農業生物資源研究所が中心

となり関係研究者と連携をとりつつ得られたもの

である（Furukawaら2007）．

　赤米にはカテキンやタンニンなどが豊富に含ま

れていることから，抗酸化機能に富んでいる．現在

生産されている赤米には良食味のものはない，しか

し，今回の研究によって，赤色に関与する2つの遺

伝子そのものが明らかになったため，今後は得られ

た遺伝子情報を利用することで，食味のよいコシヒ

カリのような米を精米部分（胚乳）に持ち，果皮に

赤色のカテキンを多く含む良食味米の，短期問での

交配育種が期待される．

2．研究背景

　最近，古代米と呼ばれて人気のある着色米は，そ

の名のとおり玄米が赤や黒などに着色している．着

色の色素の主な成分はカテキンやアントシアニン

であり，抗酸化機能を有することから注目されてい

る．カテキンやアントシアニンは茶やワインなどに

＊独立行政法人農業生物資源研究所（現農林水産省農林水産

技術会議事務局）　（Koh－ichi　Kadowaki）

も含まれている食品成分である。抗酸化作用により，

さまざまな疾病に対しての予防効能が期待されて

いる．

　これらの着色米は目本で稲が栽培されはじめた、

当初から長い年月栽培されていた米である．一方で

白米がいつの時代から栽培されるようになったの

かはわかっていない．いずれにしても長い栽培の歴

史の中で，栽培は着色米中心から白米に置き換わっ

たが，少なくとも明治時代の中頃までは目本の各地

で栽培されていた．ちなみに現在われわれはお祝い

の席やお祭りなどで赤飯として食べている米は，精

白米にアズキを混ぜて炊飯し，赤色を着色したもの

である。民族学者の柳田国男氏は赤飯の起源につい

て，「目本人が白米を食用とする以前に赤米を儀礼

用や常食用としていた．そのため白米を常食するよ

うになってからは，儀礼の際には白米をアズキで染

める習慣が生まれた」という赤米先行説を主張して

いる．

　赤米，赤褐米の研究は約60年前から当時の北海

道帝国大学で精力的に行われ，イネの第1染色体と

第7染色体の2カ所に着色を支配する因子が存在す

ることが明らかにされていた．玄米の色は，Roと

R4の2つの遺伝子で制御されている（Nagao　and

Takahashi1947）．どちらもメンデルの法則で遺伝

する．大文字のRo，R4は遺伝子が優性であること，

小文字の70，曜は劣性であることを示す．ある個体

がRoRゴの遺伝子の組み合わせを持つ場合には，玄

米は赤色，Ro縦の遺伝子の組み合わせでは玄米は赤

褐色，70R4あるいは70縦の遺伝子の組み合わせで

は玄米は白色（無着色）になる（図1，図2）．し

かしながら，技術的な困難さのためにその遺伝子の

実態そのものはまったくわからないままであった．

　この総説では，2004年に目本が中心となり完全解

読したイネゲノム情報（IRGSP2005）を利用する

ことで，赤米，赤褐米の着色についての，長年の謎

を短期間に一気に解き明かすことに成功した成果

（Furukawaら2007）にっいて紹介する。
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図1　赤米，赤褐米および白米の遺伝子型と
　　　表現形（上は玄米，下は籾）

3．問題解決に用いた研究手法
　　　と得られた主要な成果

　完全解読のイネr目本晴」ゲノム情報を利用し，

コンピュータプログラム（RiceGAAS）を用いて，

イネゲノム情報の中で着色に関係すると予想され

る酵素遺伝子と調節遺伝子を推定し，抽出した．

　図2（B）のDNAマーカーに絞り込まれたDNA

配列中において，第1染色体にはひとつの酵素遺伝

子が推定された．第7染色体では，3つの調節遺伝

子が推定された（図3）．

　遺伝子の推定には，ゲノムが決定されている7c曜

遺伝子型（白米）のr目本晴」を用いた，そのため

推定した遺伝子は機能を失った劣性遺伝子である。

次に，推定した候補遺伝子に対応する優性遺伝子

（機能する遺伝子）について，RoRゴ遺伝子型（赤
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米）の「Kasalath」を用いて，遺伝子単離を行った．

その後，単離した遺伝子は，個別にイネ細胞に形質

転換し，形質転換した稲の種子（米）の色を観察す

ることで，その遺伝子機能を直接証明した．

　具体的には，白米のイネ（7074）に，推定した3

種類の翫候補をそれぞれ導入し，その中のひとっ

の遺伝子（Ro一わ昂LE）により玄米色が赤褐色に変

わったことを確認した、そのほかの2つの遺伝子

αセ粥1とノ～6一梛2では変化はなかった．玄

米着色を変化させた遺伝子の構造を調査したとこ

ろ，Roは遺伝子発現を調節する因子（bHLHタンパ

ク質）であることを解明した（図3，図4），

　赤褐米のイネ（Ro幼に，推定したR4を導入す

ることで，玄米色が赤褐色から赤色に変わった．R4

遺伝子は酵素タンパク質（DFR）であった（図4）．

　赤米から白米になった原因はRo遺伝子の内部で

14塩基のDNA配列が欠失したことで，遺伝子機能

を失ったためであることが明らかになった．調査し

たすべての着色米には欠失がなく，すべての白米に

は欠失があった（図5）．

　調べた白米すべてにおいて，同じ場所に，同じ変

異が確認されたことから，偶然Ro遺伝子の中に生

じた変異を，農民は積極的に選んで，白米を選抜し

てきたことが強く推測される．白米の成立には，い

わゆるボトルネック効果が働いているのかもしれ

ない．白米のルーツ（栽培過程）を知るうえで興味

A
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Rc　　Centromere
訂〉

7L

／
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C　　　R1807E12196S　C67A　　　C636　　　　　　　R1582

　（42．6cM）（43．8cM）（44．4cM）　（46．5cM｝　　　　　（477cM｝

　　図2　赤米の着色を制御する遺伝子型と
　　　　　今回解明された遺伝子
（A）赤米，赤褐米の着色を支配する遺伝子Roおよび

Rゴの遺伝子座（Nagao㎝dTakahashi1947）

（B）イネゲノム情報により絞り込まれたRoおよびR4

の遺伝子座とその近くに座上するDNAマーカー（RGSP
2005）

（C）今回の研究で明らかになった遺伝子とイネゲノム

上の遺伝子の正確な位置（Furukawaら2007）

APOO3748 POO5779

APOO5098Rひbβ酬

　　　図3　ゲノム解析から推定された

　　　　3っのRo座の候補遺伝子
（A）第7染色体のRc座の位置
（B）ゲノム解析から推定された3つのRo座候補遺伝子
（矢印）

（C）今回の研究で証明されたRc遺伝子の本体（黒四角）

とその染色体上の位置
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赤褐米（危効　　　　　　　　　　　　　　　　　　　赤米（他泥め

　　　　図4　実験結果の模式図
白米（繊4）にRo一齪LH遺伝子を導入したところ赤褐米
（Ro幼ができた．

赤褐米（Roハ4）にρFR遺伝子を導入したところ赤米

（RoRのができた．

以上の結果からそれぞれの遺伝子が原因遺伝子である
ことを相補試験により，直接証明した．

DFRはdihydronavonol4－reductaseの省略形，bHLHは
basichelix－loop－helixmotifの省略形．

深い知見と考えている（RoとRゴの遺伝はメンデル

の法則で遺伝する．イネは2倍体であるため翫に

っいては2つ持っている．たとえば翫κのイネが

自殖するとRo翫，Roκ，R6君o，κ肥のように分離す

る．そのため白色になるにはκκの組み合わせを積

極的に選抜せねば無着色玄米の選抜育種は不可能

なためである）．

4．おわりに

　最近になり，さまざまなタイプの紫黒米・赤米の

品種（観賞用，うるち，もち）が育成されている．

紫黒米では，おくのむらさき（うるち品種），朝紫

（もち品種）がある．また今回注目した赤米では，

西海濡246号（観賞用品種），ベニロマン（うるち

品種），紅染めもち（もち品種），紅衣（うるち品

種）などがある．しかしながら残念なことに，現在

生産されている赤米には良食味のものはない．良食

味の育種は複雑形質に支配されているため，短期間

の育種はきわめて困難である．

　しかしながら，今回の研究によって，赤色に関与

する2つの遺伝子そのもの，および遺伝子のゲノム

上での詳細な位置が明らかになったため，今後は得

られた遺伝子情報を利用することで，食味のよいコ

シヒカリを精米部分（胚乳）に持ち，果皮に赤色の

カテキンを多く含む良食味米が短期間で交配育種

することが理論的に可能である．古代から受け継が

れてきた食材に，新しい視点で育種をすることが可

能になるわけである．これまでになく，おいしくて

多収穫の赤米を初めて育種することができるため，

アズキを使用しない，本物志向の赤飯用などに向け

た，良食味赤米のさまざまな利用が期待される．
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図5　白米，赤褐米および赤米にお
けるR6一ゐ砒E遺伝子構造の比較
（A）Ro座の原因遺伝子であるRoゆ皿π

遺伝子構造の模式図＝四角はエクソン，

折れ線はイントロンを示す．イネ品種の

Kasalath（赤米）と目本晴（白米）を比

較したところ大きな構造変異が検出さ
れた，Kasalathを基準とすると，黒三角

の場所で日本晴はDNAの欠失，白三角
はDNAの挿入を示す．矢印は（B）の
実験に用いたPCRプライマーの場所を
示す．

（B）DNAの欠失と着色に関する表現形

の関係＝それぞれの行はイネ系統とその

DNA配列を示す．赤米，赤褐米には欠
失はなかったが，すべての白米において

14bpのDNA配列欠失が同定された，

14bp欠失
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雑草イネは，世界中のさまざまな地域におけるイネ栽培に

おいて，深刻な問題を与えている．雑草イネは，栽培イネと

の間で月餅斗競合を起こし，雑草イネを除去するための費用を

増加させることなどによって，イネの収量と品質を低下させ

てしまう．イネの窒素肥料の吸収効率は10％から高い場合に

は80％とされている。イネの窒素吸収効率がこのように大き

な幅を示す理由として，潅概水中にある利用可能な窒素に対

してイネと他の植物とが競合することが考えられる．しかし，

現在までのところ，イネの窒素吸収効率に対する雑草，雑草

イネの影響についてはあまり研究されていない。

　そこで本研究では，競合条件下で，1）窒素肥料の回収効率

がイネと雑草イネとで相対的にどう異なるか2）イネ，雑草

イネにおける窒素集積，地上音陣吃物重にどのような差が生じ

るか3）イネ，雑草イネの窒素利用効率が茎重とどのような

関係を示すかを調査した．本実験は1999年～2000年にかけ，

イネ品種Drewを用いて行われた．湛水前に，尿素を5，10，

15，20g血「2施用し，無施朔区を含めて5段階の窒素施用試験

区を設定した．サンプリングは，幼穂分化期と出穂2週問後

に行った．

　まず，窒素肥料を施用しなかった場合（Ogゴ2）の茎重は，

生育時期に闘系なく，Drewと雑草イネとの間に差が認められ・

なかった．しかし，幼穂分化期において，施用窒素量に対す

る反応は両種で異なり，雑草イネでは20gポ2区で，地上部乾

物重は239gバあったのに対し，Drewでは地上部乾物重は

207gずだった．全体的に，雑草イネは窒素の施用の増加に

伴い，Drewより地上音陣i物重が大きくなった．Drewと雑草イ

ネとの地上部乾物重の違いは生育が進むにつれて大きくなっ

た．出穂、2週間後で，雑草イネは最も高い窒素施用区でもっ

とも大きい地上音陣勤重を示したが，Drewは窒素施用量の違

いに実質上反応しなかった．

　幼穂、分化期で，雑草イネは施用した窒素量の増加に伴い窒

素吸収量は56から72％へと増加したが，Drewでは62から

67％へと増加するにとどまった．Drewでは施用した窒素量の

増加に伴う窒素吸収量の増加はあまり見られなかった。また，

地上部における鮒朝lJの窒素蓄積量は，雑草イネでは，窒素

施用量の違いによる変化はみられなかった．しかしDrewでは

窒素施用量に関係なく，とくに下位葉で雑草イネより窒素の

蓄積量が少な四頃向を示した．以上のように，雑草イネは

Drewより高い窒素レベルに反応し，多くの窒素を吸収・蓄積

していた。結局，本研究により，雑草イネは，窒素施用量が

高くなるにつれて多くの窒素を吸収すること，さらに，バイ

オマス生産のための窒素利用効率がイネより高いことが示さ

れた．大量に雑草イネが発生するような田では，雑草イネを

抑制することを最優先にしなければならないさもなければ

窒素肛料の施用効果がまったく得られなくなると考えられた

（日本大学大学貌生物資源科学研究科イ乍物学研究室

　肥後昌男）
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