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成熟変異遺伝子の利用による

アレルゲン低含有トマト育種の可能性

伊藤康博＊・北川麻美子＊＊・森山達哉＊＊＊・足立厚子＊＊＊＊・
　　稲熊隆博＊＊・石黒幸雄＊＊・春見隆文＊＊＊＊＊

〔キーワード〕：7ψ7ning　lnh’肋07（71n）変異，高

目持ち性，成熟制御，低アレルゲン化，トマトアレ

ルギー

1．はじめに

本稿を始めるにあたって最初にお断りしておき

たいのは，私たちの研究のメインテーマは「トマト

の成熟制御を利用した目持ち性改善に関する研究」

であって，「トマトの低アレルゲン化」に関しては

まったくターゲットとして考えていなかったとい

うことである．この「目持ち性」と「低アレルゲン

化」は，どちらも食品研究に重要なテーマであるが，

両者の間にはあまり関連性がないように思われる

かもしれない．しかし，私たちはトマトの成熟制御

に関する研究の過程で，一っの変異遺伝子の作用が

この二つの性質に大きく影響していることを見出

した　（Kitagawaら2005，2006a，2006b）．図！A

に示す目持ち性の非常に優れたトマトが，実はアレ

ルゲンタンパク質蓄積量の低下しているトマト

だったのである．ここでは成熟機構に関する研究の

予想外の成果として得られた，トマトの低アレルゲ

ン化に関する新たな可能性について紹介したい．

2．トマトのアレルギーについて
アレルギーを引き起こす食品として，卵，牛乳（あ

るいは乳），米穀，豆類，魚介類，果実類等多岐に

わたるものが一般に知られているが，トマトもその

一つであることはあまり知られていない．トマトア

レルギー患者において最も多い症状は，成熟した生

のトマトを食べたときに唇や口の中，のどにかゆみ
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や腫れを引き起こすような口腔アレルギー症候群

（Oral　allergy　syndrome：OAS）と呼ばれるもので

あり，ごくまれではあるが，呼吸困難などの重篤な

症状を示す場合もある，卵や牛乳等とは異なり，ト

マトアレルギーがさほど問題にならないのは，上記

のとおり多くの場合，症状が重篤ではなく，また加

熱すればアレルゲン性が消失するケースが多く，そ

れほど注意を払う必要性がないからだろう．しかし，

韓国では食品中に含まれるアレルギー物質として

表示が義務付けられている原材料の一つにトマト

があげられており，またトマトアレルギーとスギ花

粉症との関連性が示唆されていることなどから（近

藤ら2001），今後大きな問題となってくる可能性

がある．アレルギー患者にとってアレルゲンを含ま

ない（または非常に少なくなった）食品が開発され

る事は切望するところであり，実際に低アレルゲン

化されたコメやダイズ等が開発されている．トマト

に関しては，低アレルゲン化された品種，あるいは

その開発に関わる研究というのは見当たらないの

が現状である。

3．灯n変異遺伝子とその利用
による高日持ち性品種の育成
　　　　　　について

最初にこの研究が行われた背景として，図1Aに

示した高目持ち性を示すトマトについて簡単に紹

介したい．今回解析しているトマトが高目持ち性を

示す，その鍵となるのは7ψεniηg’nh’肋07（7∫n）と

呼ばれる変異遺伝子である．この突然変異を示すト

マトは1960年代に米国で見出されたものであり，

この変異遺伝子を持つトマトは果実の成熟過程の

進行全般が抑制されるという性質を示す（図1A右

端の果実）．通常のトマトは着果後，緑色の果実が

肥大して十分大きくなったところで，成熟に伴う生
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　　　　　　　　　　図1　“高目持ち性トマト”の育種と性状
A．正常型，変異型親及びFL系統に関して完熟期に収穫した果実を室温で49日間放置しておいたところ，正常型は完全に萎びて
しまったが，変異型およびF、果実はその姿を維持していた．このFE系統においてアレルゲンタンパク質蓄積量が低下していた．

B．高目持ち性トマトは正常型トマトと吻変異株の交配によるF1系統として作出された．

理的変化，すなわち成熟を進行させる植物ホルモン

であるエチレンの発生，リコピンの蓄積による赤色

への着色，さらに果実の軟化等が同調的に一気に始

まる．ところが，71n突然変異トマトは果実の肥大

までは普通のトマトとまったく同じように進行す

るのだが，いっまでたっても赤くも柔らかくもなら

ず，何カ月もその姿を保つという不思議な性質を示

す．エチレンの発生もなく，またエチレンを外から

かけても成熟は進まないため，この遺伝子はエチレ

ンの発生，感受による成熟の進行制御よりもさらに

上位の制御機構を司ると考えられてきた．一遺伝子

の変異でこのような興味深い現象が生じることか

ら，この変異体は果実の成熟制御機構の研究材料と

して古くから世界中で広く用いられている，最近に

なってこの7in遺伝子座に座乗する遺伝子がクロー

ニングされ（Vrebalovら2002），果実成熟開始期

に特異的に発現する転写制御因子LeMADS－RINが

コードされていることが明らかとなった．7’〃変異

トマトではこの転写因子が正常に機能しなくなり，

本来成熟時に誘導されるさまざまな現象，たとえば

エチレン生成やリコピン合成，果実軟化などに関わ

る数多くの遺伝子の転写が抑制されるために，果実

成熟全体が進まなくなると考えられる．

　この変異の特徴の一つは，正常型遺伝子が吻変

異に対して不完全優性を示すことにある．遺伝子型

が枷海nの変異体は成熟が完全にストップするの

に対し，正常型植物と変異体を交配して得られたヘ

テロ型（R雁’n）は両親の中間型の性質を示す（図

1B）．RW海nヘテロ型の果実は正常型品種に比べ，

エチレン・生産量やリコピン生産量の低下が見られ

るが，変異型果実のようにまったく生産がストップ

するというわけではない（Kitagawaら2005），当

然，この変異を高目持ち性トマトの育種に利用しよ

うという考えは突然変異体が発見された当時から

あり，通常の栽培種（正常型）トマト（RW卿丼）

と変異体（71n汐’n）とを掛け合わせたF1系統

（飢N海n）の利用が提案されている（Tigchelaarら

1978）．しかし，果実成熟の研究材料として，7’n

変異体と正常型の比較に関する数多くの研究が為

されている魁意外なことに朋〉海nヘテロ型のF1

雑種に関する遺伝学的研究は皆無であった．

　カゴメ総合研究所では，高目持ち性を示す品種の

開発を目的に，異なる遺伝的背景を持っ正常型

（舩逸W）および変異体（吻汐1n）系統のさまざ

まな交配組合せから得られたRIW汐iη型のF1系統を

育成した（図1B）．それらの系統から，目持ち性，

着色性に加え，食味，生産性なども勘案して選抜さ

れた系統“KGMO11”が2005年に品種登録された．

この品種は図、1に示すとおり，非常に優れた目持ち

性を示す．高日持ち性を示す品種の育成として遺伝

子組換え技術を利用した「フレーバーセーバートマ

ト」が有名だが，KGMO11は従来育種法である突然
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　　　　　　　　図2　正常型トマトに対する変異型およびF1系統の遺伝子発現の違い
マイクロアレイ解析により桃熟期果実における遺伝子発現の比較を行い，各系統のシグナル強度をプロットした．Aは正常型と吻

変異体の比較，Bは正常型とF1系統の比較、グラフ上の補助線はシグナル強度比がそれぞれ0，5倍，1倍，2倍となる位置を示す，

たとえば，Aにおいて正常型が2倍以上のシグナル強度を示す時には2の補助線より下に位置し，1／2以下のシグナル強度を示す
時には0．5の補助線より左に位置する．

変異体の利用と交雑によって育成されたものであ

り，組換え技術を利用していないため，現在の社会

情勢では消費者に受け入れられやすいと考えられ

る．私たちはこのKGMO11系統を供試してRW汐1n

遺伝子型が果実成熟に与える影響に関して検討を

行っており（Kitagawaら2005，2006b），以後本稿

で述べるF1系統とは，とくに断らない限り，この

KGMO11を指すこととする．

4．　トマトアレルゲンタンパク
質の蓄積に対する7吻遺伝子の．影響

　日持ち性改善機構に関する研究から低アレルゲ

ン化に関わる研究へと発展したきっかけは，

鯉〉海n遺伝子型トマトが高目持ち性を示す鍵を探

ることを目的として行ったDNAマイクロアレイ解

析であった．F1系統と正常型トマト，あるいはπn

変異型と正常型の遺伝子発現の比較を網羅的に行

い，発現が変化している遺伝子をスクリーニングす

ることにより，目持ち性の鍵となる遺伝子が浮かび

上がってくることを期待したのである．この解析で

は，米国Come11大学Boyce　Thompson研究所が作成し

たcDNAアレイ　（http：／／b丘come1Ledu／CGEP／CGEP．

html）を用いた．成熟の進行が盛んであると考えら

れる桃熟期（果実全体にピンク色が回る時期）の果

実における遺伝子発現の比較を行った結果が図2の

とおりである．正常型果実とrin変異型果実とを比較

した場合よりも，正常型果実とF1系統果実とを比較

した場合の方が遺伝子発現パターンは近いものに

なったが，2倍以上のシグナル強度の差を示したス

ポットも多数見られた．これらの大きなシグナル強

度の変化を示したスポットに対応する遺伝子名を

眺めていると，成熟に関わる遺伝子群，エチレン合

成系や軟化に関わる遺伝子と並んで，rminor
allergenbeta一丘uctohranosidaseprecursor」という説

明のある遺伝子，つまりアレルゲンとして同定され

ている5一フルクトフラノシダーゼをコードする遺

伝子の発現がF1系統では低下している，ということ

に気付いた．この時点ではトマトのアレルギーに関

する予備知識を持っておらず，この高日持ち性トマ

トが低アレルゲン化している可能性があるかもし

れないということは，まったくの予想外のことで

あった．本来の研究目的からは横道に外れることに

なるが，しかしr低アレルゲントマト」としてF1

果実の用途に新たな可能性を開くことができるか

もしれないと考え，もう少し突っ込んで解析を進め

ることにした．
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　そこでまず，過去にトマトアレルゲンとして同定

されているタンパク質について調べたところ，この

ほかに，ポリガラクチュロナーゼ．（PG），ペクチ

ンエステラーゼ，プロフィリン，ペルオキシダーゼ

等が同定されていた（Kondoら　2GOl，
Weangsnpanavalら2003），このうちPGはF1系統

において遺伝子発現の低下が確認されていたので

（Kitagawaら2005），今回はβ一フルクトフラノシ

ダーゼとPGに焦点を絞って研究を進めた。β一フル

クトフラノシダーゼは別名インベルターゼとも呼

ばれ，スクロースを加水分解してフルクトースを遊

離する酵素である．このタンパク質には糖鎖が付加

されているのだが，その糖鎖部分がアレルゲンとし

て認識されるのに必須であることが知られている

（WesΦhalら2003）。

　次にβ一ブルクトフラノシダーゼとPGに関して，

各系統の果実の成熟各ステージにおける遺伝子の

転写量を正確に比較するために，リアルタイムPCR

法により定量を行った．正常型果実ではβ一フルク

トフラノシダーゼ遺伝子の発現は成熟に伴って増

加が見られたのに対し，7’n変異型果実ではほとん

ど発現が見られなかった（図3A）．F1系統の果実

では，果実の成熟に伴い発現量が増加したものの，

正常型に比ぺて明らかに発現量は低下していた．

PGの発現に関しても同様の傾向にあり，F1系統の

果実では正常型に比べて明らかに発現量は低下し

ていた（図3B）．さらに，タンパク質量の比較を

行うために，各系統の果実からの抽出物を
SDS－PAGE解析に供し，得られたタンパク質のバン

ドパターンを比較した．図3Cに示す正常型の50kDa

のバンド（a）および22kDaのバンド（c）がβ一フ

ルクトフラノシダーゼであり，46kDaのバンド（b）

がPGである．F1系統の果実では，これらのバンド

は成熟ステージ全般においてごくわずかに検出さ

れるに過ぎなかった，これらの結果から，F1系統の

果実ではトマトのアレルゲンとして同定されてい

るこの二っのタンパク質の蓄積量が減少しており，

アレルゲンが減少している可能性が高まった．

A
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淫5臥系統
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　　　　　　　図3　トマト果実成熟期におけるβ一フルクトフラノシダーゼおよびPGの発現

A．果実成熟期間中のβ一フルクトフラノシダーゼ遺伝子のmRNA蓄積量図中G，P，Rはそれぞれ，緑熟果（成熟開始前），桃
熟果（果実がピンク色を呈する時期），赤熟果（果実全体に赤色が回る時期）を示す．

B．果実成熟期間中のPG遺伝子のmRNA蓄積量．A，BともリアルタイムPCR法により定量した．
C．トマト果実成熟期の粗抽出タンパク質のSDS－PAGE解析，a，cはβ一フルクトフラノシダーゼ，bはPGのバンドを示す．
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　　図4　トマトアレルギー患者血清を用いた
　　　完熟果実のウェスタンブロッティング
桃太郎で検出されたがF1系統で検出されなかった50kDaのバ
ンドは▲で，その他シグナル強度に変化があったバンドは△で

それぞれ示した．

　最後に，このF1系統果実から抽出したタンパク

質がトマトアレルギー患者の血清にどのように反

応を示すかを検討した。FI系統およびコントロール

として，トマトでは日本の市場で最もポピュラーな

品種である“桃太郎”を供試し，完熟果から抽出し

たタンパク質に対して，トマトアレルギー患者ある

いはアレルギーを持たない正常な人の血清を用い

てウェスタンブロッティング解析を行い，IgE反応

性を調べた．図4に示すとおり，この患者血清にお

いて‘‘桃太郎”で検出される約50kDaのバンドが

F1系統果実では検出されず，その他にも“桃太郎”

で検出される多数のバンドがF1系統果実では検出

されないか，あるいはシグナルが弱くなっていた．

以上のように，アレルゲンとなるタンパク質の蓄積

量が低下しており，また抽出物の患者血清との反応

性が明確に低下したことから，RW海nヘテロ型の

遺伝子型をもっこのF1系統の果実はアレルゲン性

が低下しているという可能性が示唆された．

5，酉n遺伝子の利用による低
アレルゲン化研究の課題と展望

　以上に示したように，F1系統の果実は低アレルゲ

ン化している可能性が示された。しかし，アレルゲ

ンタンパク質が完全になくなっているわけではな

いため，実際にトマトアレルギー患者に対して低ア

レルゲントマトとして適用することには慎重にな

るべきであり，医学的な見地から十分な検証が必要

だと思われる。また，今回用いたF1系統は高日持

ち性を重視して選抜された系統であるため，育種の

段階で低アレルゲン化を目的としてスクリーニン

グをすれば，さらにアレルゲンタンパク質蓄積量の

低い系統が得られる可能性は十分にある．ここで示

したように，吻という一っの遺伝子の作用で複数

のアレルゲンの蓄積量が低下する現象の発見は，低

アレルゲン作物の育種という面で新たなアプロー

チとなる可能性がある．これまで作物のアレルゲン

を低下させる試みとしては，アレルゲンを作る遺伝

子に関する変異体を選抜する方法や遺伝子組換え

による発現の抑制といった方法がある（Takahashi

ら！994，Tadaら1996，Dodoら2005）。これらの

方法は標的とするタンパク質の除去には非常に有

用であるが，複数のアレルゲンを標的とするときに

は多段階の育種が必要となる．それに比べ，一つの

遺伝子の影響で複数のアレルゲンタンパク質の蓄

積を低下させる吻遺伝子の効果は非常にユニーク

といえ，トマトの低アレルゲン化育種を考える場合

に一つの選択肢となるかもしれない．

　スギ花粉症は，国民病ともいわれるほどわが国で

はその患者数が多いことはよく知られており，また，

スギ花粉に対するアレルギーとトマトアレルギー

には強い関連性があることが知られている（近藤ら

2001〉，また，スギ花粉の主要なアレルゲンの一つ

であるCryj2はトマトのPG－2Aとアミノ酸レベル

で40％の相同性が見られ，部分的に相同性が非常に

高い領域もある（Nambaら1994）。今後ますます

スギ花粉症患者が増加し，症状が悪化する人の割合

が高まれば，トマトアレルギーを起こす人が増えて

くる可能性がある．前述のとおりトマトのアレル

ギーは生で食べたときにのみ症状を示すことが多

く，ジュースやトマトソース等の加工食品は問題な

く食べられる場合が多いため，問題にされることは
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少ないのかもしれない．しかし，食べた時の不快感

から生のトマトを敬遠する人が今後増えてくる可

能性がある．「トマトは好きだけど，食ぺた後かゆ

くなるからな…」というような人への選択肢の一つ

として，7in変異を用いて育種された低アレルゲン

化トマトが活用されるよう今後の研究の発展に期

待したい．
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