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キク花弁における白色形成のメカニズム

大宮あけみ＊

〔キーワード〕：キク，花色，カロテノイド，カロ

テノイド分解酵素

1．はじめに

　花色はポリネーターである昆虫を引きつけるよ

うに，香りや形とともに長い年月をかけて進化して

きた．また，花きの商品価値を高めるうえで花色は

重要な要素であり，人間の嗜好性に合わせ，r育種」

という作業によって人為的にさまざまな花色が創

られてきた．

　栽培ギクには白色，黄色，燈色，赤紫色などさま

ざまな花色の品種がある．これらの花色は主にカロ

テノイドとアントシアニンの2種類の色素により創

られる．筆者らは6年前にキクのカロテノイドに関

する研究を開始した．キクは日本において最も生産

量が多い重要な花きであるにもかかわらず，研究を

開始する時点においてカロテノイドに関しては研

究例が乏しかった．したがって，キクの花弁にはど

のようなカロテノイドが含まれているのか，という

きわめて基礎的な調査から研究をスタートさせた．

そして，生合成酵素遺伝子の発現解析を行っている

過程で，白色花弁でもカロテノイドを合成している

可能性を見出した。では，なぜ白色花弁ではカロテ

ノイドを蓄積していないのだろうか．本稿ではキク

花弁の白色形成のメカニズムを中心に，筆者らのキ

ク花弁のカロテノイドに関する研究を紹介したい．

2．力ロテソイドとは

　カロテノイドは炭素数が40のイソプレノイド化

合物で，5個の炭素からなるイソプレン単位が8個

連続して結合した構造を有している．カロテノイド

に分類される化合物は現在までに700種類以上報告

されており，生物界に広く存在し，重要な生理的役

割を果たしている（Brittonら2004）．植物では花

弁や果実における黄色発現の中心的役割を担い，葉

では光合成の補助色素として吸収した光エネル

＊独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構花き研究所
（Akemi　Omiya〉

ギーを光化学反応の主体であるクロロフィルに伝

える働きをしている．カロテノイド化合物のビオラ

キサンチン，アンテラキサンチン，ゼアキサンチン

は，葉緑体の中で，光合成と共役して相互変換する．

この反応はrキサントフィルサイクル」と呼ばれ，

カルビンサイクルや光呼吸をはじめとする代謝系

で使い切れない過剰なエネルギーを逃がして光傷

害を防ぐ働きをしている．動物はカロテノイドを合

成できないが，食餌を通して摂取したカロテノイド

は，体内で分解されビタミンAとなる．また，抗酸

化活性が高いことから，近年では老化防止やガン予

防効果が期待される機能性成分として注目されて

いる、

3．カロテノイドの生合成

　カロテノイドは炭素数5のイソペンテニルピロリ

ン酸（IPP）から，一連の鎖延長反応により炭素数

20のゲラニルゲラニルピロリン酸（GGPP）が合成

される（図1）。次に，2分子のGGPPが縮合して

最初のカロテノイドである炭素数40のフィトエン

（無色）が合成される．不飽和反応によりフィトエ

ンに二重結合が導入され，フィトフルエン，拳カロ

テン，ノイロスポレン，リコペンヘと変換される．

リコペンから生合成経路は二手に分かれ，2種類の

環化カロテノイドが合成される．リコペン弔一サイ

クラーゼ（LCYB）のみ作用した場合は両末端にβ一

イオノン環を有するβ一カロテンが生成する．リコ

ペンにLCYBとリコペンーε一サイクラーゼ（LCYE）

の2種類の酵素が作用した場合は，β一イオノン環と

ε一イオノン環を一つずつ有するα一カロテンが生成

する．翫カロテンは水酸基が付加されゼアキサンチ

ンに，α一カロテンはルテインに変換される。これら

のカロテノイドにケト基やエポキシ基などが導入

され，ビオラキサンチンやネオキサンチン，ルテイ

ンエポキシドなどが合成される。これら水酸基やケ

ト基を持つカロテノイドは「キサントフィル」と総

称される。

0369－5247／07／￥500／1論文／JCLS
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図1　キク花弁におけるカロテノイド生合成経路

　カロテノイドの生合成に関与する酵素は膜酵素

のため，活性を維持したまま単離することが難しく，

研究が遅れていた。1980年代後半に，微生物のカロ

テノイド生合成酵素遺伝子群を大腸菌で発現させ，

大腸菌に蓄積したカロテノイドを解析する，という

手法を用いてカロテノイドの生合成酵素炉遺伝子

レベルで明らかにされるようになった（Amlstmg

ら1989，Misawaら1990）。その後，微生物の生

合成酵素遺伝子の塩基配列をもとに，さまざまな生

物からカロテノイド生合成酵素の遺伝子が単離さ

れた．

4．キク花弁に含まれる
　　　カロテノイド類

葉や茎などの緑色組織に存在するカロテノイド

は，比較的植物の種を越えて共通しており，ビオラ
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キサンチン，ルテイン，β一カロテン，ネオキサンチ

ン，アンテラキサンチン，ゼアキサンチンなどが含

まれている．一方，花や果実などの非緑色組織では，

カロテノイドをほとんど含まないものから大量に

蓄積するものまでさまざまである．また，カロテノ

イドの種類も植物によって大きく異なる，花弁には

エポキシ化されたキサントフィルを多く含むこと

が特徴の一つにあげられる．

　キク花弁にはどのようなカロテノイドが含まれ

ているのだろうか．キク花弁のカロテノイド抽出液

をHPLC分析すると，13の主要なピークが認めら

れた（図2，Kishimotoら2GO2）．これらのピーク

を分取し，NMRやFABMSなどを用いて構造決定

9

10

を行った結果，全部で16種類のカロテノイドを同

定したが，そのうち（9z）一ビオラキサンチンを除く

15のカロテノイドがルテインおよびルテイン誘導

体だった（表1）．すなわちキク花弁のカロテノイ

ドは，β一イオノン環を2つ持つカロテノイド（邸，β一

カロテノイド）をほとんど含まず，β一イオノン環と

ε一イオノン環を一つずつ持っカ、ロテノイド（β，ε一

カロテノイド）によって占められていることがわ

かった。β，ε一カロテノイドを特異的に集積し，し

かもこれだけ多種類のルテイン誘導体を含む例は

きわめて珍しく，キクは天然物化学的に興味深い材

料であるといえる．

　キクの他にマーガレットやヒマワリ，マリーゴー

　　　　　　ルドも，同様にβ，ε一カロテノイド

　　　　　　　を特異的に集積している．これは

　　　　　　　キク属およびその近縁属の植物の

0 20 40 60 80　　　　100

図2　キク花弁のカロテノイドのHPLC分析

！20　（min）

表1キク花弁におけるカロテノイド組成（‘サニーオレンジ’）

Peak　no． カロテノイド名 割合（％）

9
10

11

12

13

（3S，5S，6R，3冒R，6，R）一5，6－Dihydro－5，6－dihydroxylutein

（9Z，13，Z）一Lutein－5，6－epoxide

（13Z，9冒Z）一Lutein－5，6－epoxide

（91Z，131Z）一Lutein－5，6－epoxide

（9Z，！3Z）一Lutein－5，6－epoxide

（εし11一β）一Lutein－5，6－epoxide

（9Z，9，Z）一Lutein－5，6－epoxide

（9Z）一Violaxanthin

（8S）一Lutein－5，8－epoxide（＝chrysanthemaxanthin）

（8R）一Lutein－5，8－epoxide　（＝flavoxanthin）

（9Z－8『R）一Luteoxanthin

（9’Z）一Lutein－5，6－epoxide

（9Z）一Lutein－5，6－epoxide

（a11－E）一Lutein

（9Z）一Lutein

（9－Z）一Lutein

5．1

1．8

1．8

2．2

2．0

7．7

2．5

2．7

5．O

l。7

1．8

16．6

16．9

9．4

11．3

6．0

特徴のようで，同じキク科の植物

でも，ガザニアやキンセンカ，ガー

ベラはルテインやルテイン誘導体

の他にβ，β一カロテノイドも含ま

れていた（Kishimotoら2007），

　それでは，なぜキク花弁ではβ，

ε一カロテノイドを特異的に蓄積す

るのだろうか、カロテノイドの生

合成はリコペンから二手に分かれ

るが，その分岐点で働いている二

つの酵素LCYBとLCYEの発現量

を比較すると，花弁ではLCYBに

対してLCYEの発現量が顕著に高

かった　（Kishimoto　and　Ohmiya

2006）．図1の生合成経路で見て

みると，キク花弁ではLCYEが生

合成経路を左側に引っ張っている

ことになる．キクの葉ではβ，β一

カロテノイドとβ，ε一カロテノイド

をほぼ半分ずつ蓄積しているが，

花弁とは異なりLCYBの発現量が

LCYEより高かった．このような

LCYBとLCYEの発現量の違いが，

花弁における特徴的なカロテノイ

ド構成を形成しているものと考え

られた．
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5　キクの白色花弁と黄色花弁
におけるカロテノイド生合成
　　　酵素遺伝子の発現
　栽培ギクは6倍体で複雑な花色の遺伝様式を示す

が，一般に白色が黄色に対して優性である．また，

枝変わりによる花色の変異が白色から黄色の方向

にのみ起こることから，白色花弁にはカロテノイド

抑制遺伝子が存在すると考えられていた（H礁ori

1991）．そこで筆者らは，黄色花弁と白色花弁にお

けるカロテノイド蓄積の有無を決定づける要因を

明らかにすることを目的に，まずは白色花弁と黄色

花弁でカロテノイドの生合成に差があるかどうか

を解析した　（Kishimoto　and　O㎞iya2006）．キク

花弁で発現している13種類のカロテノイド生合成

系酵素遺伝子をクローニングし，得られたcDNAの

塩基配列を元に発現解析を行った．白色花弁と黄色

花弁における発現を比較した結果（図3），解析し

たすべての酵素遺伝子が白色花弁においても発現

が認められ，白色花弁と黄色花弁との間に発現量に

大きな差は認められなかった。黄色花弁では，花弁

の発達に伴いカロテノイド量が急激に増加するが，

生合成酵素遺伝子の多くがカロテノイド量の増加

に伴い発現量が増加していた．白色花弁では発達に

伴いカロテノイド量が減少するが，多くの酵素は黄

色花弁と同様に生合成酵素の発現量が増加した．ま

た，白色花弁において発達後期に花弁のカロテノイ

ドがほとんど検出されなくなっても，すべての酵素

の発現が確認された。したがってキクの白色花弁で

　　　　　yell。w　white　　　　　ye11・w

　　　　一一　　　　罵、裁騒韓島WM　FI鳥　　　　　　、蹴　一
　　DXS灘鱒瞳鐵羅灘購難、　PSY

DXR

GGPS

ZDS

LCYB

LCYE

YP＝イエローパラゴン

FM＝フロリダマーブル

は，黄色花弁同様にカロテノイドが合成されている

ものと考えられた．

6．白色花弁特異的カロテノイド
　分解酵素遺伝子ホモログ
　　　　（6艀00〃4θ）の単離

　白色花弁においてもカロテノイドが合成されて

いる可能性が示されたことから，次のステップとし

て生合成以外のファクターを探索する作業を行っ

た（Ohmiyaら2006），白花系キク品種‘パラゴン》

とその枝変わり突然変異でできた黄花系キク品種

‘イエローパラゴソの花弁において，発現量に差

がある遺伝子をスクリーニングした．その結果，白

色花弁特異的に発現している遺伝子を1クローン得

ることができた，このクローンの全長塩基配列を決

定しBLAST検索した結果，カロテノイド分解酵素

（carotenoidcleavagedioxygenase，CCD）をコード

する遺伝子と高い相同性が認められた（以後，

GnCα）面）。

　CCDはこれまでにいくつかの植物で見出されて

おり，遺伝子ファミリーを形成していることが知ら

れている．このCCD遺伝子ファミリーはCCDと

ノVC：EDの大きく2つに分けられる．NCED
（9－oお一epoxycarotenoid　dioxygenase）はアブシジン

酸生合成の鍵酵素で，9－ois一ビオラキサンチンや

9一傭一ネオキサンチンを酸化的に開裂してC15化合

　　　　　white

〆一一〆一YP　FM　SO　P　WM　FID

SO：サニーオレン・ジ

P＝パラゴン

　　　ye110W　　曲ite

　　r一一一　　YP　FM　SO　P　WM　Fの

CHYB、簑軸弊麹雛

ZEP

VDE

CRTIS・睡睡睡無臨鞘

Actin

WM：ホワイトマーブル

FID：フィドシア

図3　黄色花弁と白色花弁におけるカロテノイド生合成酵素遺伝子の発現
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ホモログがトマトやペチュニアでもクローニング

され，果実や花における香気成分の生成に関与して

いることが示されている（Simkinら2004a，2004b）．

また，AtCCD7とAtCCD8は根や葉で発現している．

これらの酵素の働きによって生じたカロテノイド

分解産物は，植物体の枝分かれに関係しているとい

う報告があり，新規の植物ホルモンである可能性が

示唆されている（Schwartzら2004）．しかし，ア

ラビドプシスのCCDホモログの中で，AtCCD4は

その酵素としての特性や機能が明らかにされてい

ない．

。4オ0σD7

7．CmCCD4aの機能解析
窺00D8

図4　アラビドプシスとキクのCCDの系統樹

物であるキサントキシンを生成する反応を触媒す

る，CCDはNCEDとのアミノ酸配列の相同性が低

く，基質特異性や分解部位が異なっている．アラビ

ドプシスではそのゲノム配列から5っの1〉CEDホモ

ログと4つのCα）ホモログが存在することが報告

されている（Tanら2003）．このうち，CmCCD4a

はAtCCD4と最も相同性が高く，アミノ酸配列にお

いて6！％の相同性が認められた（図4）．アラビド

プシスの4タイプのCCDの中で，AtCCD1はその
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　伽CCZ）動の機能を明らかにするために，種々の

組織における発現様式を解析した，白色花弁と黄色

花弁で比較すると，供試したすべての白花系キク品

種の花弁においてCmCCD4aの発現量が高かったが，

黄花系キク品種の花弁では‘イエローパラゴン’を

除いて発現が認められなかった（図5）．ClnCCD知

特異的プライマーを用いてゲノミックPCRを行っ

た結果，すべての白花系品種でCn疋CZ）面のバンド

が増幅した．一方黄花系品種では‘イエローパラゴ

ンンのみにC〃2Cα）吻のバンドが認められ，花弁に

おいてC溺CCD知の発現が認められなかった品種で

　　　　はC〃2Cα）殉に相当するバンドが増幅し
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図5　カロテノイド分解酵素遺伝子砺0α）4∂の

　　　白色・黄色花弁における発現

窒
入
き

長
1
旺
争

鋼

e
恢
総

なかった．このことから，黄花系品種では

ClnCCD殉の発現が抑制されているのでは

なく，遺伝子を持っていないことが明らか

になった，黄花系品種の中で唯一発現が認

められた‘イエローパラゴン’は，‘パラ

ゴンノの枝変わり突然変異によりできた品

種であり，周縁キメラである可能性が考え

られた．そこで，花弁の切片を作製し光学

顕微鏡で観察したところ，表層のL1層は

黄色で，内部のL2層は白色のキメラであ

ることが確認できた．

　キクにおけるC〃だCD血の発現はきわ

め舌状花弁特異的であり，花器官の中でも

カロテノイドを含む管状花における発現

はきわめて低かった（図6）．また，花器

官以外の器官（葉，茎，根）における発現

量もきわめて少なかった．花弁の成長過程

では，カロテノイドの減少に伴い
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図6　CmCCD4aの器官特異的発現様式
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図7　花弁の発達過程におけるCmCCD4aの
　　発現量とカロテノイド量の変化

C解CCD面の発現量が増加する傾向にあった（図7）．

このようにC加CCD面は白色花弁特異的に発現し，

その発現量と組織のカロテノイド含量との間には

高い負の相関が認められたことから，C〃むの面は

花弁においてカロテノイドを分解し，白色の形成に

関わっている可能性が考えられた．

　CmCCD4aが花弁の白色形成に関わっていること

を証明するために遺伝子導入により0〃2CCD索の発

現を抑制した形質転換体の作出を試みた．、

C〃だα）血遺伝子のコード領域の部分配列を逆向き

に連結したRNAiコンストラクトを作製し，アグロ

バクテリウム法により白花系品種‘セイマリゾに

導入した．その結果C醒（ンα）廊の発現が野生型の

2～4％に抑えられた形質転換体を得た（図8）．野

生型では花弁の成長に伴いカロテノイドが減少し，1

成長後期ではほとんど検出されないが，形質転換体

ではカロテノイドの減少傾向が抑えられ，成長後期

においてもカロテノイドを含有し，花弁は黄色を呈

した．このことから，‘セイマリソの花弁ではカ

ロテノイドを合成していること，合成されたカロテ

ノイドが花弁に蓄積していないのはCmCCD4aによ

り分解されていることが明らかとなった．黄花系品

種では一般に，花弁の成長に伴いカロテノイド量が

増加するが，形質転換体では減少し，黄花系品種と

比較して蓄積量が少なかった。これは形質転換体の

花弁にわずかに発現しているCmCCD4aによりカロ

テノイドが分解されたためであると考えられる．

C溺CCD知遺伝子の発現を完全に抑えることにより，

より黄色の濃い形質転換体が得られるものと考え

られる．

　CmCCD4aが花弁の白色形成に関与していること

は，培養変異株や突然変異株によっても確認された

（大宮ら2006）．花弁にカロテノイドの蓄積が認

められない野生型株‘94－765ンの花弁にはCmCCD4a

が発現していたが，培養過程で花弁にカロテノイド

が蓄積するようになった変異株ではσ〃1CCD砲遺伝

子が欠失していた、（物Cα　幽遺伝子の欠失はホワ

イトマーブル（白色）の枝変わり品種のフロリダ

マーブル（黄色）においても確認された．キクでは

枝変わりや培養変異の際に染色体が脱落すること

がある．C〃2CCD侮遺伝子はこのような染色体の脱

落に伴い，欠失するのではないかと考えられる．

8．，おわりに

　本稿では，筆者らが発見したキク花弁の白色形成

のメカニズムを紹介した．花弁において色素が分解

酵素により分解されて白色が形成されるという例

は，植物全体を見渡してもこれまでに報告がなく，

私の知る限りこのキクの例が初めてである．キクは

白色が優性であることや，白色花弁が突然変異で黄

色に変化することも分解酵素により説明が付く．栽

培ギクだけでなく，野生ギクにおいてもCmCCD4a

酵素の有無により白色か黄色かが決まっているよ

うである．この花弁の白色の形成機構がキク以外の

植物にもあてはまるかどうか，興味深い，カロテノ

イドの生合成が抑制されてカロテノイドが蓄積し

ない例もあるだろう．CCD遺伝子は持っているが，

発現量が少なくカロテノイドが蓄積している場合
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図8　C溺CCD釦発現抑制形質転換体の花弁におけるカロテノイド含量とC〃2CCD釦の発現量

もあるだろう，植物によってさまざまな作戦で花弁

のカロテノイド量が調節されているのではないか

と考えている．

　このC脚CCD面遺伝子を用いることにより，キク

品種の白色から黄色へ，あるいは黄色から白色への

改変が可能になる．主要白色品種である‘神馬’へ

の遺伝子導入により黄花の‘神馬7を作ることがで

きれば，作型を変えずに黄花と白花のキクを栽培す

ることが可能となり，農家にとって大きなメリット

となる．アサガオやペチュニア，トルコギキョウの

ように，濃黄色の花弁をもつ品種が存在しない植物

がキクと同様の機構で白色が形成されているとし

たら，Cα）遺伝子の発現を抑えることで花弁を黄

色にできる．一方，マリーゴールドやヒマワリには

白色の花弁を持っ品種が存在しない。このような植

物にはCCD遺伝子を過剰発現させることにより花

弁を白色にできるものと考えられる．今後は，CCD

遺伝子導入による花色改変の可能性を探っていき

たいと考えている．
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　花の発達の過程では，定められた領域でのホメオティッ

ク遺伝子の発現が重要である．ABCモデルにおいて，Cクラ

ス遺伝子の制御にはいくつかの転写因子が関わっており，

ペチュニアのわ加ゴ（わ1）変異体とキンギョソウの

倉s甜1読∂（費旬変異体では花弁がおしべのようになると

いう同様な表現型を示すので，尻とπ3はCクラス遺伝子

の制御に関わっていると思われる。本研究では，これらの

遺伝子がmicroRNAを介してCクラス遺伝子の制御に関わる

ことについて調べた．

　まず，トランスポゾンタギングとマップベースクローニ

ングにより泓と∬をクローニングした結果，どちらも

miR169ファミリーに関係するmicro餌A（miRBL，miRFIS）

をコードしていた．コンピュータによる解析などから，

miR169は解一翅ファミリーの遺伝子をターゲットとすると

思われたので，ペチュニアとキンギョソウにおける耀r掬

ファミリーの遺伝子をクローニングし配列を読んだところ，

これらはそれぞれmiRBL，miRFISが認識する因子を持って

いた．シロイヌナズナにおける実験からCクラス遺伝子の

ほとんどは照一翅と結合するサイトを持ち，そのサイトは

Cクラス遺伝子の発現の促進と維持に重要であると思われ

ている。しかし，miRBL，miRFISの分布を1カs1甜がイブ

リダイゼーションによって調べた結果，両者は発達の初期

には若い花で均一に発現し，しかもCクラス遺伝子が発現

する段階でもその発現が観察された．このようなつじっま

の合わない同時発現は，ターゲット遺伝子の発現の微調整

を示しているのではないかと思われた．しかし，耶がお

しべと心皮の発達に関わるのかどうかを調べるために左

5左uハイブ．リダイゼーションを用いてガ3変異体における

％の発現を観察したところ，発現が促進され，発現領域

』も少し広がっていたので，miRFISは死Eの発現を弱めてい

ると示唆された．さらに，力励吻滋∂（ガ励変異体はB，C

クラス遺伝子の変異体と同様，がくのような器官しか発達

しないが，ガ加ガs二重変異体では心皮の発達が完全に復活

した．よってπSは中心のホールにおいてCクラス遺伝子

の抑制すると思われる、以上のことから，ペチュニアとキ

ンギョソウではmiRNAによるホメオティック遺伝子の発現

パターンを制御する機構があることが示唆された，

（東京大学大学院農学生命科学研究科園芸学研究室

　井迫希）
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