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イネのデンプン合成を担う酵素・輸送体遺伝子群

一見えてきた遺伝子レベルの役者たち一

魔瀬竜郎＊

〔キーワード〕：遺伝子発現，イネ，酵素，デンプ

ン合成，胚乳

1．はじめに

　FAO（国連食糧農業機関）の統計によると，人類

が1目に摂取するエネルギーの概ね45％は穀物に

由来し，豆類や動物性食品などへの依存割合は各々

10％ほどに過ぎない．穀物中のエネルギー源の大部

分がデンプンであり，また地域によってはデンプン

性のイモ類を主食として扱っていることも考えれ

ば，デンプンは食品成分的に見た人類の主食と言っ

てよい，そのため，植物においてデンプンがどのよ

うに合成・蓄積されるかは，農学あるいは植物生理

学において古くからのテーマであり，膨大な研究の

蓄積が存在する．とくに最近は遺伝子レベルでの解

明が進みつつある．本稿ではイネを中心に，デンプ

ン合成の概要を最新の研究成果を盛り込みながら

解説したい．

2．デンプン合成経路

　デンプンはブドウ糖（D一グルコース）が多数連

なって重合してできた多糖類で，アミロースとアミ

ロペクチンという分子構造が異なる2種類の多糖の

混合物である．アミロースはブドウ糖どうしが直鎖

状に長く連なる構造であるのに対して，アミロ「ペク

チンは直鎖部分のところどころに枝分かれがあり，

全体として多くの枝を持っ熊手のような構造をと

る，このうち米デンプンの主要成分はアミロペクチ

ンであり，目本の米の場合，アミロース含量は17～

23％程度に過ぎない（例外として，モチ米はアミ

ロースをまったく含まない）．

　高等植物におけるデンプン合成経路とそこで働

く酵素については，1990年代までに概ねその全貌が

明らかになった（図1）。それによると，デンプン

合成の核心部は4段階の酵素反応による．すなわち，

①ADPグルコースピロホスホリラーゼ（AGPase）

による基質（ADPグルコース）の合成，②スターチ

シンターゼ（SS）による糖鎖の伸長，③ブランチン

グエンザイム（BE）に．よるアミロペクチン分子の

枝分かれの付加，④デブランチングエンザイム

（DBE）による枝の整形，である．さらに，これら

4つの酵素とともに重要なのが基質の輸送体である．

デンプンは植物細胞のなかのプラスチド（葉緑体や

アミロプラスト）と呼ばれる細胞小器官で合成・蓄

積される．プラスチドは包膜という膜構造で細胞質

と隔てられており，①の基質合成に必要なグルコー

ス6一リン酸はそのままではこれを通過できず，トラ

ンスロケーターとよばれる輸送体を必要とする．ま
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　　　　図1デンプン合成経路の概略
ショ糖（Suc）として転流された光合成産物はグルコース6

リン酸（Glc6P）に変換され，グルコース6一リン酸トランス

ロケーター（GPT）によってプラスチド内に運ばれる．ここ
でグルコース1一リン酸（Glc1P）を経てADPグルコースピ

ロホスホリラーゼ（AGPase）によりADPグルコース（ADPG）
となり，スターチシンターゼ（SS）によってデンプン分子の

糖鎖に付加される．このときデンプンのアミロペクチンでは

ブランチングエンザイム（BE）による分枝の付加とデブラン

チングエンザイム（DBE）による枝切りが行われる．なお，

穀類の胚乳では，細胞質にもAGPaseが存在し，ここで作ら

れたADPGがトランスローケーター（AGPT）によってプラ
スチドに運ばれる経路（破線内）も併存している．
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た，穀類の胚乳組織では，①のAGPaseが細胞質に

も存在し，ADPグルコースはプラスチド内だけでな

く細胞質でも合成される．このADPグルコースが

プラスチド包膜を通過するためにも別のトランス

ロケーターが必要である．

3．酵素と遺伝子一役と役者一
　これまで述べたように，デンプン合成系で働く主

要酵素や基質輸送体がどのようなものかが明らか

になるにつれ，それらをコードする遺伝子の特定が

急務となった．折しもゲノム解読が急速に進んでい

た頃であり，デンプン合成系遺伝子群の特定は容易

なことと思われた．しかし，そのゲノム解読が明ら

かにしたことは，たとえばアラビドプシスの場合，

全遺伝子の3分の2は遺伝子ファミリーを形成し，

それら遺伝子ファミリーの半数は5個以上の構成メ

ンバーを持つというごとであった．すなわち，1種

類の酵素でもそれをコードする遺伝子は複数存在

するのが一般的であり，それらの遺伝子が器官や生

長ステージによって，あるいは分業して，またある

いは共同して働いていることを示唆している．たと

えるならば，1つの酵素のr役」を演じるr役者」

は複数おり，実際に舞台に立つ役者はそのときどき

で異なるようなものである．

　それでは，実際のイネのデンプン合成系酵素およ

び輸送体の遺伝子はそれぞれいくつ存在するので

あろうか．筆者らは，イネゲノムの塩基配列や関連

するデータベースを丹念に検索して以下のような

結果を得た．

（1）ADPグルコースピロホスホリラー
　ゼ　（AGPase）

　AGPaseは大サブユニットと小サブユニットがそ

れぞれ2つずつ組み合わされた4量体として働くと

考えられている．遺伝子も両サブユニットに対応し

て，大サブユニットの遺伝子が4つ（オσPZ1～4）

と小サブユニットの遺伝子が2つ（オσPS1，2）が

存在する．なお，小サブユニットをコードする

オGPS2遺伝子からは5’側（タンパク質のN一末端側

に対応）の構造が異なる2種類のmRNA（差σPSぬ

および訪）が転写される．

（2）スターチシンターゼ（SS）
　SSはプラスチド内での存在形態により，可溶性

のSSとデンプン粒結合性のSSに大別される．それ

ぞれに対応する遺伝子は，可溶性SSが8つ（8翫

πα，勘，πo．皿α，皿わ，1晦，1％）およびデンプ

ン粒結合性SSが2つ（σBSS1，σBSSπ）存在する．

ちなみにモチ米はσBS駈の機能欠損によって生じ
る．

（3）ブランチングエンザイム（BE）
　BEは生化学的性質からBEIとBEIIに大別され，

　　　出出
　　　穂穂成未発
胚　　前後熟熟芽

　　　葉葉葉葉種
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　　　　　　　　βE肋
　　　　　　　　鋪撒＿．．．
　　　　　　　　■ま5賜
　　　　　　　　ガリパむ　
　　　　　　　　鑑4

　　　　　　　　2欝

　　　　　　　　羅、

低発現［二Z塁藝甕聾羅翻■■局発現

胚
乳■ゆ胚乳でとくに強く発現
型

養
器一レ栄養器官でとくに強く発現
官
型

　　　　　　　　　図2イネのデンプン合成系遺伝子群の組織特異的発現パターン
デンプン合成系の酵素・輸送体をコードする22遺伝子について，組織特異的発現パターンを比較した．左側の樹形図はクラスター解

析による発現パターンの類似度を示している．胚乳で強く発現するグループと出穂前の葉鞘などの栄養器官で強く発現するグループに

大別されることがわかる．
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それぞれの遺伝子はβE1およびβEπo，βE励の合

計3つである．

（4）デブランチングエンザイム（DBE）
　この酵素も生化学的性質により2種類に大別され，

そのうちイソアミラーゼ型には捌1～3の3つ，プ

ルラナーゼ型にはPU乙の1つの遺伝子が存在する．

（5）基質輸送体

前述のように，プラスチド内で起こるデンプン合

成のための基質は細胞質から基質輸送体によって

取り込まれる必要があるが，そのうちグルコース6一

リン酸トランスロケーターには（ヲPT1および（7PT2

の2つ，ADPグルコーストラン・スロケーターには

護GPT1～4の4つの遺伝子が存在する．

4．遺伝子発現にみられる分業
次に，これらのデンプン合成関連遺伝子群はイネ

のどのような組織で働いているのであろうか．ある

遺伝子が働いている度合いは，その遺伝子のmRNA

がどれくらい存在するかによって知ることができ

る．そこでジイネのさまざまな組織からRNAを抽

出し，そこに含まれるデンプン合成系遺伝子各々の

mRNAの存在量を定量し，組織間の発現パターンを

調べた．結果の一例を図2に示したが，この図から

わかるように遺伝子発現のパターンからみるとデ

ンプン合成関連遺伝子群は，登熟中の胚乳で強く

発現するグループと出穂前の葉鞘などの栄養器官

で主に発現するグループの2つに大別されること

がわかった．．両グループそれぞれには先に述べた

5種類の酵素・基質輸送体の遺伝子が各々1つ以上

属している．たとえば，デンプン粒結合性スター

チシンターゼの場合，2っある遺伝子のうち（呈BSS！

これらの事実は，イネのデンプン合成において，胚

乳と栄養器官とでは同じ酵素・輸送体（さらには同

じアイソザイム）が働いているが，それらをコード

する遺伝子は異なっており，遺伝子レベルの分業が

行われていることを示している．この遺伝子レベル

の分業がかなり厳密であることは穎果（種子）の例

をみるとよくわかる．われわれが米として食用にし

ているのは成熟した穎果の大部分を占める胚乳で

ある．しかし，穎果の成熟過程では，いきなり胚乳

にデンプンが貯まりはじめるわけではない．胚乳細

胞は受精後3日目頃まではもっぱら細胞分裂を行っ

てその数を増やす．その間，葉や茎から送られる光

合成産物は，胚乳の外側を包む果皮にデンプンとし

て一時的に蓄積される．そして，受精後5日目頃か

ら胚乳組織でのデンプン合成が活発となり，果皮の

デンプンは次第に消失する（図3）。この過程で，

果皮でのデンプン合成では栄養器官型の遺伝子が

働き，胚乳では胚乳型の遺伝子が働く（図3）。こ

のように，1つの穎果の中でもデンプン合成関連遺

伝子の分業は明確かつ厳密に行われている．

　さて，ここまでの議論は各々の遺伝子が相対的に

どの器官で強く発現するかに基づいており，あくま

で発現のパターンを問題にしている．そこで次に，

各遺伝子の発現強度も加味して，胚乳および栄養器

果皮　胚乳

ソフオームの遺伝子は胚乳型と栄養器官型に分か

れている．たとえば可溶性スターチシンターゼに

はSSIからSSIVまでの4つのアイソフォームが存

在するが，SSIIの3つの遺伝子のうちS肱αは胚

乳型，SS励，π6は栄養器官型であり，同様にSS皿α

と1％は胚乳型，SS皿ゐと1陥は栄養器官型である．

遺伝子名

図3胚乳と果皮の間でのデンプン合成系遺伝子の分業

開花後3目目の穎果では胚乳にデンプンはなく，果皮に多数のデ

ンプン粒（黒点）がみられる（上図左）．開花後10日目になると

胚乳に多量のデンプンが蓄積し黒く見える一方，果皮のデンプン

は消失して見えない（上図右）．開花後5日目の穎果を果皮と胚

乳とに分けて遺伝子発現を調べると，同じ酵素でも果皮では栄養

器官型，胚乳では胚乳型の遺伝子が発現していることがわかる
（下図），
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官におけるデンプン合成で主要な役割を果たすと

考えられる遺伝子を整理すると表1のようになる．

イネのデンプン合成系における酵素・輸送体という

r役」とそれを実瞭に演じるr役者」との関係をこ

こにはじめて見てとることができる，絶対的な発現

量が低い遺伝子が除かれるものの，分業の基本的な

構図には変わりない．ただし，SS1やβE1のように

1っのアイソフォームに対して遺伝子が1つしかな

いものは，胚乳でも栄養器官でもそれなりに発現し，

分業の厳密度が低いことがわかる．

5．なぜ分業するのか

　それでは，胚乳と栄養器官のあいだでの遺伝子発

現の分業はなぜ存在するのであろうか．まず考えら

れるのは，胚乳が他の器官に比べて非常に活発なデ

ンプン蓄積を行うこととの関連である．最近の研究

によれば，デンプン合成関連遺伝子の分業はイネに

限ったものではなく，ムギ類やトウモロコシなど穀

類に普遍的に存在する現象であることがわかって

きた．穀類の胚乳にはいずれも多量のデンプンが集

積するので，胚乳でのデンプン合成を専門に受け持

っ遺伝子を進化の過程で獲得したことは想像に難

くない．しかし，穀類の胚乳と同様に多量のデンプ

ンを短時問で合成・蓄積するイモ類では，現在のと

ころこうした分業は報告されておらず，単にデンプ

ン蓄積が活発な器官があるゆえの分業とは言い切

れないようである．もうひとつ考えられるのは，胚

乳と栄養器官でのデンプンの持つ役割の違いであ

る．穀類の胚乳において，デンプンは光合成産物の

最終的な貯蔵形態であり，種子発芽まで長期間にわ

たって安定的に保持される．それに対して，葉身，

葉鞘，桿などの栄養器官ではデンプンはあくまで一

時的な貯蔵形態であり，数時問から数週間といった

、比較的短時間のあいだに分解・利用されるものであ

る．このことと関連して，胚乳は種子の成熟にとも

なってデンプン粒で埋め尽くされてr死んだ組織」

となるが，栄養器官ではデンプンは「生きた細胞（の

色素体）」に貯蔵される，なおイモも栄養器官であ

り，生きた細胞にデンプンを蓄積する・こうした違

いから，胚乳と栄養器官とでは，デンプンに求めら

れる性質も異なることが考えられる．そのために，

同じ酵素でも反応特性や制御特性などの性質が微

妙に異なるものが必要となり，結果として遺伝子レ

ベルの分業が起きているのかもしれない．この仮説

はデンプン分子の構造形成に直接関わるSS，BEお

よびDBEにおける分業は説明しやすい．しかし，

穀類の胚乳に特徴的な細胞質型AGPaseとそれに対

応したADPグルコース輸送体の存在といった基質

合成・供給側の多様性は説明しにくい．いずれにし

ても，さらに多くの事例の積み重ねが必要であるこ

とは論を待たない．たとえば，イネについては胚乳

とともに生殖器官であり比較的多量のデンプンを

蓄積する花粉についての情報がない．また他の植物

では，子葉にデンプンを貯蔵する豆類のデータが少

ないほか，ソバなどの胚乳にデンプンを蓄積する双

子葉植物の研究結果が待たれる．

6．おわりに

　1つの酵素でもそれをコードする遺伝子は複数存

在する以上，個々の遺伝子は発現する器官や時期を

互いに異にしていると考えるのが当然であり，個々

の酵素や輸送体に関するかぎり，遺伝子レベルの分

業は「当たり前のこと」かもしれない，しかし，デ

ンプン合成系が基質合成からその輸送，そして糖鎖

合成に至るまで一貫して分業していることは，デン

プン合成系の進化や植物にとってデンプンという

物質が持つ意味を考えるうえで重要である。一方，

応用的な側面からみると，今回紹介したデンプン合

成の遺伝子レベルの分業は，デンプンの量や性質を

米とワラとで独立して改変できる可能性を示して

表1イネの胚乳および栄養器官におけるデンプン合成を主として担う酵素・輸送体遺伝子

機能 酵素・輸送体名
主として働く遺伝子

胚乳 栄養器官

基質輸送
　　　　ADPグルコーストランスロケーター
基質合成　ADPグルコースピロホスホリラーゼ
糖鎖伸長　スターチシンターゼ
分枝導入　ブランチングエンザイム

分枝整形　デブランチングエンザイム

グルコース6ニリン酸トランスロケーター　OP刀　　　　　　　　　　σpz2
。4（7PT1　　　　　　　　　一
ノ霊6P乙2，〆16Pε2わ，010P5カ　　！4σ既1，／16pS1

∬ノ，∬肱，55皿∂，OB557　55陥，53肋，oβ∬刀，65刀

β別，β脳　　　　　　β脇，の卿
E41，P砿　　　　　　　E43

Oの遺伝子は主要とはいえないまでも一定以上の高い発現レベルが認められる．
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いる．たとえば，近年注目されている飼料稲では茎

葉部に蓄積されるデンプンの多寡が可消化養分総

量にとって重要とされる一方，完熟種子は非常に堅

く消化性が悪い．この問題を解決するため，茎葉デ

ンプンの蓄積を増やしつつ種子デンプンをより消

化性がよい構造に改変する，といったことが可能か

もしれない．しかしながら，残された課題もある．

そのひとつは，遺伝子の発現とその酵素の実際の活

性との関係がわからないことである，っまり，遺伝

子の発現量が2倍に増えてもその酵素自体の量や活

性が2倍になるとは限らない．酵素の量や活性の制

御機構の解明はまだまだこれからである．また，胚

乳でも茎葉部でも，デンプン蓄積時にはデンプン合

成反応のみが起きているわけではない．こうした器

官では，アミラーゼなどのデンプン分解系の酵素活

性も比較的高く，デンプンを「壊しながら作って」

おり，r作る」側に平衡が傾いていて結果的にデン

プンの蓄積が起こると考えられる．現在のところ，

デンプンの蓄積量や分子構造の決定にデンプン分

解系がどのように関わっているのかわかっておら

ず，デンプンの量的あるいは質的改変をめざすため

にはこうした点の解明が急務であろう．
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ハイブリッドイネの育成はイネの収量向上を実現する最も

容易な技術であり，細胞質雄陛不稔（㎝S）と稔陸回復を組み

合わせた系統は商業規模で雑種強勢を利用する最も効率的な

手段であることが知られている．稔性回復（Rf）遺伝子の位

置はこれまで多く報告されているが，多数の遺伝子により決

定される形質であり，一貫した報告がないこのため，稔陸

回復系統の選抜は，従来どおりF1後代の検定交雑によってな

されており，これまでマーカー利用選抜法は報告されていな

い。本研究では，3種類の幡（WA，Dissiおよび㎞biaca〉

の稔卜生回復に関わる，2っの主要な匿遺伝子㈹およびRf4）

を含む稔幽回復遺伝子座のマーカー利用選抜法の確立と応用

について報告する．

　脇系統，維持系統，稔性回復系統および強い稔性回復性

をもっIR24およびIR36を供試した．Rf領域に関するSTSマ

ーカーを用い，PCR産物を制限酵素で消化させ，アンプリコ

ンを2％アガロースゲルで分離した．

稔性回復系統と不稔、系統との間の多型は，第1染色体のRf3

にっいてRG140／肋IIを，第10染色体の上に位置するRε4

についてS10019／丞測1を用いることで検出された．これら2

つの遺伝子座に関して，WA，DissiおよびG舳iacaの稔性回

復系統では煕多型測呆存されていた．このことは，同様の

生物学的過程が異種細胞質における花粉稔性を侑卿している

可能性を示していた，Rf遺伝子逝傍に連鎖し，明瞭なバンド

パターンを示すため，STSマーカーRG140／P曜IIおよび

SlOO19／βs測／は，マーカー利用育種や戻し交配による機能強

化，Rf遺伝子の集積による農学的には優れている不稔、系統の

稔1極腹に好適であると考えられた．今後イネにおいて新た

なハイブリッド育種計画を開始するうえで，これら2っの遺

伝子座に関するマーカーを組み合わせて稔性回復系統の選抜

効率を高めることが推奨された．Rf4の位置とS10G19／晶お工

多型の継承パターン1寓Rf4におけるWAr㎝S稔1生回復の制鄙

が配偶体型のBr一㎝SやHLrCMSと同様な遺伝的缶r脚であり，

また，ハイブリッドにおける花粉の稔1生がなぜ100％に達す

ることが不可能であるかを説明する可能性を示唆していた．

（東京大学大学院農学生命科学研究科作物学研究室

　神戸崇）
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