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の背 景

シ ロイ ヌナズナやマ メ科植物な どの種子形成過程 は
形成期 :胚 が 細胞分裂 を繰 り返 して形態形成が進む。

2期 に大別 され る。(1)種 子形成初期 の形態

(2)種 子形成 の 中・ 後期 の登熟期 :胚 の細胞分裂活

性が低下 し貯蔵物質蓄積が進行す る とともに細胞 の肥大が進 み、そ の後乾燥耐性 を会 得 し休眠 に入 る。一 方、
胚発生過程 を別 の視点 で考 えると、糖 を主 に細胞構築 の原材料 として利 用す る 「利用 シンク」か ら、糖 をデ
ンプンや 脂肪 として貯蔵す る 「貯蔵 シンク」 へ の転換がお こる。糖 は個 体 の発生 と成長 を制御す るシグナル
因子 の一つ として も働 くことが近年 明 らか にな り、糖 シグナ リングは この発生 モー ドの転換 にも関わ ると推
定 され る。
種子形成過程 にお ける糖代謝研究 はデ ンプ ン性種子 で あ
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るソラマメで先 にお こなわれた 。維管束 を通 じて母親組織で
ある種皮 に輸送 された シ ョ糖 は種皮で細胞外 へ放 出 され、細
胞壁結合性イ ンベ ルターゼ (cWINV)に よって単 糖 に分解 され
るか、 シ ョ糖 のまま子組織 の胚 に輸送 され細胞 に取 り込 まれ
る (F咆

1)。

形態形成期 の胚ではヘ キ ソース含 量が高 く、登
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熟期 ではシ ョ糖 の含量 が高 い。種皮 の cwlNVの 他 に胚 の液胞
局在型イ ンベル ターゼ (vaCINV)と シ ョ糖合成酵 素 によるシ ョ
糖分解活性 とシ ョ糖 リン酸合成酵 素活性 によるシ ョ糖合成活
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性 とのバ ランス によって胚組織 中 の単糖/シ ョ糖比
(HeXOSe/sucrose ratioi H/Sと 略す )が 決定 され る。形態形成 期 では、高 い H/Sが 胚 の細胞分裂活性 を促進 ま

たは維持 し、低 H/S(=高 S/H)は 細胞 が貯蔵型細胞 へ 転換す るのを促進す ると推定 されている。大 きな種子
をつけるソラマ メの品種 では胚 の細胞数が多 いが 、 これは高 H/Sか ら低 H/Sへ の変化 が遅延す る ことで細
胞分裂活性が長 く持続 したため と推定 されている。 このよ うに胚 の発生過程で、単糖 とシ ョ糖 とい う質 の違
いが 胚 の細胞 の分化方向 を決定す る重 要な要 因であると考 え られて いる。 しか し、種子 にお ける糖代謝遺伝
子 の制御機構 、 H/Sに よる細胞 の分化方 向 を決定す る分子機構 な ど、明 らか にされて いない。
申請者 は、シ ョ糖応答性 変異株 υρ4/sυ ar Sttar respο ηse 30鰤

3の を見 出 し、大 きな種子 をつけ

ることを見 出 した。種子サイズは胚や胚乳 の細胞数 と細胞サイズ で決定 され るが、υns30株 は この種子サイ
ズ決定機構 に糖が どのような役割 を果たす下 を明 らかにす る重 要な手 がか りを与 えるもの と期待 された。そ
こで本研究 で は tJAIS30遺 伝子 の構造 と機能 を明 らか にす るため、 t/ArS3θ の単離 と υηs30変 異株 の表現型

の解析 を行 った。

(2)本 研 究

に 関 す る これ ま で の研 究 成 果

(A)じNS30/AP2遺 伝子 の 単離 : υηs30変 異は、花ホメオティック遺伝子 として知 られる
ハPEフ とハ2(ハ P2)の

DNA結 合部位 (AP2 domain)の コー ド領域 に起きた 1l

bpの 欠失によ りひきお こされ

ることが明 らか となった。υηs3θ 変異は aρ 2‑77変 異 と改名 した。aρ 2‑′ 子は null変 異 と推定される。

(B)ap2変 異 の母性効 果 が種子サ イ ズ に影 響す る :強 い aρ 2変 異株では花 のが くが雌ずい化 し、
雄ず い数 が減少す るなどして稔性が極端 に低下す る。 このよ うな aρ 2変 異株 では種皮が異常な形態 を示 し
種子サイズが顕著 に増加す る。野性株(Co卜 0),aρ 2‑6,aρ 2‑乙
野性株 の 15倍

(aρ 2‑6)か

ら 17倍 (aρ 2‑ろ

aρ 2イ プで乾燥種子重量を比較す るとそれぞれ

aρ 2′ ′
aρ 2‑7と aρ 2イ ′
稔性 の程度は aρ 2‑6が 一番高 く、
)で あつた。

は同程度で aρ 2‑6よ り低い。稔性が低いことは、母親株か らの栄養が一部 の種子 に集 中 し、 これが種子 の
巨大化 を引き起 こす ことも考え られる。 しか し、雄性不稔変異株 に野性株花粉 を受粉 した Fl種 子 の解析 か
ら、aρ 2で の稔性 の低下は種子サイズ の増大 には影響が少な いことが 明 らかとなった。 これ ら aρ 2巨 大種
子で のタンパ ク質蓄積は、各タンパク質 のレベルが一様 に増加 してお り特定 の貯蔵タ ンパク質 の蓄積 レベル
だけが影響 を受ける ことはな く、発芽 も正常であった。正逆交配実験では aρ 2を 母親株 とした場合のみ Fl
種子が aρ 2ホ モ種子 と同 じサイズを示 し、花粉 の遺伝型 による影響は全 く見 られなかった。種子 は種皮が
母親 由来の組織である。一方、子組織である胚 と胚乳は、それぞれゲノムが 2nと

3nで あ り、胚 のゲ ノム

は父母双方か ら 1ハ プ ロイ ドづつ遺伝す るのに対 し、胚乳は 2nの ゲノムを母親か ら遺伝する。また父親 由
来 の遺伝子 の 中には、胚乳でインプリン トされるものが知 られている。従 って、以上の結果 は、種子サイズ
の決定 のプロセスには、AP2遺 伝子 の働きが種皮や胚乳で低下 した ことが原因である可能性が示唆される。

(C)ap2胚 の 巨大 化 は torpedo胚 以 後 の 胚 の 成 長 に よ りお こ り、 これ を可 能 に して い る の が
胚 乳 組 織 の 異 常 発 達 で あ る。:aρ 21kで の種子形成過
程 を形態 レベルで解析 した (Fu2)。 Torpedo embryoま
での胚 のサ イズ に野性株 との間 に顕著な差 はない。 しか
しTorpedo embryo後 の胚 の成長がaρ 2株 では著 しく、
bent cotyЮ don embryoで は面積 として野性株 よ り2倍 近

W‖ d type

いサ イズ にな る。 このよ うな胚サイズの顕著な差 に して
は乾燥種子 にな るまで に要す る受粉 後 の 日数は、aρ 2‑7
株で約 19日 と野性 株 よ り僅か 2日 間長 いのみであった
。aρ 2花 燥種子 の成熟胚 の子葉部分 の細胞数 と細胞サ

ap2‐ 7

イズ (面 積 )は ともに約 14倍 とな り子葉 の面積 では2倍
の大 きさとな る。成 熟胚で の細胞数 の増加 は、bent
cotyЮ don― stageに 野性株 では細胞分裂活性が低下す る時

期 にもなお aρ 2胚 が高 い細胞分裂活性 を有 して いる こと
によるもので ある ことが 明 らか とな った。 一方 aρ 2変 異

Figure 2.Ap2 embryos gЮ w biggerthan wild type
embryos aftertorpedo‐

stage.(Bar=100 mm)

はもう一つ の子組織である胚乳組織 の形成 にも影響す る。野性 株 、aρ 2株 ともにbent cotybdon…stageま で胚
乳組織 の成長 が続 き、胚乳組 織 は種子空間 のか な りの容積 を しめる。 この時、aρ 2株 の胚乳サイズは野性株
のそ れ と比 べ て著 しく大 きい。胚 の成長が完 了 しmature green… embryoと な るのは胚乳組織 の肥大が完 了 し
た数 日後 の ことで 、胚 の成長 は胚乳組 織 の空間 を胚が取 って変わ るまで進 行す る。従 って、種子サイズは胚
乳サイズ によって 決定 され ると言 える。 このよ うに、aρ 2/Xの 肥大 した胚乳組織がaρ 2胚 の巨大成長 を可能
にして いる と考 え られ る。

(D)ap2変 異 は 葉 で の 糖 代 謝 か 糖 応 答 性 遺 伝 子 発 現 、 あ る いはそ の 両 方 に影 響 す る :シ ロイ
ヌナズナ の切 断葉 の切 り回よ り糖溶液 を供給 し、 葉 をソースか らシンクヘ 転換 させ る と、多量 のデ ンプンや
アン トシアニ ン、 β¨
ア ミラーゼ 活性な どの蓄積が誘導 され る。 この誘導 はシ ョ糖 、グル コース 、 フル ク ト
ー スな ど代謝可能な糖 によって引き起 こされ る。aρ 2切 断葉 を糖処理 しアミラーゼ 活性 とア ン トシアニ ンの
蓄積 を解析 した ところ、aρ 2株 での蓄積 レベル はシ ョ糖 を用 いた ときのみ野 性株 よ り高 く、単糖 を用 い た場
合 には、野 性株 との差 がなか った。 この ことは、aρ 2株 でのイ ンベル ター ゼ活性が高 い可 能性 を示 唆す る。
また、 シ ョ糖 を与 えた切 断葉 にお ける H/Sが

aρ

2株 では野性株 よ り高 いとい う予備的な知見 も得 られてい

る。
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(E)ap2変 異 は種 子 形 成 過 程 で 糖 代 謝 に影 響 す る :発 達 中 の aρ 2種 子 では、野 性株 に比 べ 単糖 の蓄
積 レベルや H/Sが 高 く、胚発生の
(A)
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顕著 に低 い レベル にな った。 シロ
イヌナズナでは種子 のイ ンベル タ
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―ゼ活性 は、発生 を通 じて可 溶性画分 には検 出されず沈殿画分 にのみ検 出 された。種子 当た りの沈殿画分 の
イ ンベ ル ター ゼ活 性 は aρ 2株 で野性株 の最大 2倍 近 い値 となった。従 って aρ 2種 子 での高い単 糖 レベ ル と
高 H/Sの 一 因は cwlNV活 性 にある と推定 され る。

(F)貯 蔵 タ ンパ ク質 遺 伝 子 プ ロモ ー タ ー によ るイ ン ベ ル タ ー ゼ 活 性 の 調 節 と影 響 :登 熟期

2S4遺 伝子 のプ ロモー ター と植物 のシグナル ペ プチ ド、酵母 の
イ ンベ ル ターゼで構成 され るキメラ遺 伝子 (2Sイ fiSPSυ C2)を 持 つ形質転換株 を作製 し、登 熟期 の胚で分
泌型イ ンベ ル ターゼ活性 を高め胚 に輸送 され るシ ョ糖 を単 糖 に変 える試み を行 った。同一の ORFを もつ 同
サイズの別 のベ クター に比 べ ると loral dip法 による形 質転換効率 は 2S4::SPiSUC2ベ クター では 8割 低下
した。独 立 した 系統 の T2株 を 6株 ず つ育 て T3乾 燥種子重量 を測定 した。T2株 によっては最大 4割 の T3
種子重量 の低下が見 られた。 これ ら T3種 子 の発芽 は正常であったが、高 い H/Sが 胚 の登熟 プログ ラム の進
に胚 特異的発現 を示す 貯蔵 タンパ ク質遺伝子

行を阻害 し、貯蔵物質蓄積低下 による種子重量低下 と、Tl種 子 によっては胚致死を引き起 こした結果、形
質転換効率 の低下が起 きた可能性が示唆される。

(3)ま

とめ

柳 630/AP2遺 伝子 は花 のホ メオテ ィック遺伝子 として 有名 で ある。 しか し、花 のホ メオテ ィック遺
伝子 の 中では唯一花器官特異的発現 を示 さず 、殆 どの器官で発現が見 られ るな ど、そ の機能 には未知 の部分
が多 い。 しか し本研究 での成果か ら、葉 を始 め とした全て の器官 にお いて 直接 または 間接的なイ ンベ ル ター
ゼ遺伝子 の発現制御 による糖代謝 のコン トロー ル を通 じて、個体 の成長制御 に関与す る とい う新規 の役割 が
推定 され る。
種子形成過程では、ハP2は 少な くとも 2種 の役割 を果 たす と推定 され る。第 1は 胚乳組織形成 の制御
である。胚 乳組織 の成長 は胚 の成長 に先立 って終 了す る。 この胚乳組織が退化 し胚が胚乳組織 の空 間を充填
す るので、胚乳 組織 のサイズが種子サイズ を決 定す ると結論できる。 この 際、そ の胚乳 に由来す る栄養 は胚
に吸収 され る。 このよ うに胚サイズ (=種 子サイズ)の 決定 には胚乳組織 の形成が きわめて重 要な役割 を果た
す。 しか しどのよ うなメカ ニ ズムで胚乳形成 に関わ るのかは不 明 であ り、今後 の課題 である。第 2は 、糖代
謝 のコン トロー ルである。 ソラマ メで明 らか にされた種皮 にお ける細胞壁結合型イ ンベル ター ゼ (cWINV)の
役割 と本研究 で の結果 を考察す る と、ハP2遺 伝子 は、種皮 に局在す る cw:NV遺 伝子 の発現 を負 に制御 して
いる可能性が推定 され る。おそ らくこの制御 を通 じて胚発生過程で の糖 レベ ル、特 に H/S比 のコン トロー
ル を行 い、胚 の細胞 の分化方向、すなわち細胞分裂活性 を維持す るか貯蔵型細胞 へ と転換す るかの分化方 向、
の決定 に ハP2遺 伝子が間接的 に関与す るのではないか と考 え られ る。

