
 

 

「二酸化炭素資源化を目指した植物の物質生産力強化と生産物活用のための基盤技術の創出」 

研究領域 領域活動・評価報告書 
－平成 26 年度中間評価実施研究課題－ 

 

研究総括 磯貝 彰 

 

１． 研究領域の概要 

本研究領域では、植物の光合成能力の増強を図るとともに、光合成産物としての各種のバイオマスを活用するこ

とによって、二酸化炭素を資源として利活用するための基盤技術の創出を目的とします。 

 具体的には、植物の物質生産能力の基本である光合成の制御機構を光合成産物の代謝や転流、及び窒素同化

などとの相互作用も含めて統合的に理解し、それに基づいて光合成能力を向上させる基盤技術についての研究を

推進します。また、植物の多様な環境への適応機構の解明に基づいた光合成能力向上や炭素貯留能向上、及び有

用バイオマス産生のための基盤技術の創出を目指します。さらには、植物の物質生産能力を最大限に活用するた

めのバイオマス生合成・分解機構の理解とその活用技術の研究を推進します。これらの研究を推進するにあたり、

二酸化炭素を資源化する革新的技術の開発までを見据えた、植物科学研究とバイオマス利活用研究の連携や融

合にも取り組みます。 

 

２． 中間評価対象の研究課題・研究者名 

件数： 2 件（うち、大挑戦型 0 件） 

※研究課題名、研究者名は別紙一覧表参照 

 

３． 研究実施期間 

平成 23 年 12 月～平成 27 年 3 月（※平成 29 年 3 月終了予定） 

 

４． 中間評価の手続き 

研究者の研究報告書を基に、評価会（領域会議等）での発表・質疑応答、領域アドバイザーの意見な

どを参考に、下記の流れで研究総括が評価を行った。 

（中間評価の流れ） 

平成 26 年 12 月 評価会開催 

平成 26 年 12 月 研究総括による中間評価 

平成 27 年 1 月 被評価者への結果通知、研究計画見直し 

 

５． 中間評価項目 

（１）研究課題等の目的達成に向けた研究の進捗状況及び今後の見込み 

（２）研究課題等の目的達成に向けた研究実施体制及び研究費執行状況 

（３）二酸化炭素資源化研究領域全体に対する影響、貢献度合い及び研究成果がその研究分野へ与えるイン

パクト 

 

６． 評価結果 

 本年度は上記の２課題について中間評価を行った。この２つの研究課題は、どちらも、植物のストレス耐性

機構を解明し、それを活用して、植物の物質生産性を向上するための基盤技術を開発しようとするものであ

る。 

 その中で上田氏の研究は、特定病原菌や特定非生物的ストレスについて、モデル植物を使って植物細胞の

膜交通を解明しようとする新しい視点かつ極めて独自性の高い研究であり、炭疽病菌によるストレスに対抗

するための機構について基礎科学の点から極めて大きな成果が得られている。 

 一方、内藤氏の研究は、野生植物の持つ非生物的ストレス耐性能力を、ゲノム情報などから解明しようとす

るものであって、極めて挑戦的な研究である。これまでに塩ストレス耐性の遺伝子領域を発見しており、研究

はほぼ順調に進んでいる。 

 この２つの研究課題は､方法論はそれぞれであるが、植物のストレス耐性についての研究として、どちらも本

研究領域にとって重要な課題であり、将来の植物の物質生産力の強化に向けての基盤技術の開発に貢献し

うるものである。ただ、上田氏の研究は､現時点ではより基礎的な研究要素が強く、技術開発につなげるため



 

 

の検討が必要であると思われる。一方内藤氏の研究は、野生種の持つ非生物的ストレス耐性能力が解明さ

れれば、作物への応用の道は具体的に開けてくると思われる。 

 

１）上田 貴志 研究者 「膜交通の機能改変による高機能植物の開発」 

本研究課題は､生物的および非生物的ストレスに応答して発現する膜交通にかかわる遺伝子群について、

それらの機能を明らかにし、それらをストレス耐性植物の作成に活用するための基盤技術を開発しようとす

るものである。 

これまでの研究はほぼ予定通り進捗しており、ストレス応答と膜交通をつなげる研究として独自性のある

研究が進んでいる。そのなかで炭疽病菌を対象とした生物的ストレスについては ARA6 の機能解析におい

て、たいへん優れた研究成果を出し、積極的に論文発表などを行ってきている。ここで用いられたイメージン

グの方法も優れたもので本研究領域で実施されている研究課題でも応用できるものである。一方非生物的

ストレスと膜交通との関わりについては、まだ現象論的な知見にとどまっている。研究者としては本研究領

域の中での連携や活躍は優れており、将来の発展が期待される。 

本研究課題はさらに２年継続することが適当であるが、さきがけ研究が課題解決型の研究であることを強

く意識し、被評価者の研究成果が本研究領域の目的にあった有用植物の開発につなげられるよう、焦点を

絞り、研究を遂行することが望まれる。そのためには、植物病理学、植物生化学の分野の研究者との意見

交換などが必要である。そうした中で、終了時には、本研究課題の成果を生かした技術基盤開発のための

方向性を示して欲しい。 

 

２）内藤 健 研究者 「Vigna 属野生種群が独自に獲得した耐塩性機構の解明」 

本研究課題は、マメ科植物について、種々のストレス環境にある野生種を材料とした遺伝学的な解析か

ら、各種のストレス耐性にかかわる遺伝子群を明らかにし、それらを非生物的ストレス耐性植物の開発に活

用しようとするものである。 

本研究課題は、ゲノム情報を取得するところから研究を始めるものであり、5 年型のさきがけ研究であるこ

とを考慮したとしても、時間的にはかなりチャレンジングな要素を含むものと認められた。これまでに、ゲノム

情報や遺伝子発現情報など多くの基礎情報を得ていることから、研究の進捗状況についてはほぼ予定通り

であると判断する。その中で、塩ストレス耐性にかかわる遺伝子領域の発見は大きな成果といえる。ただ、

栽培面での問題から予定よりやや遅れているところもある。研究者としては、研究領域内での活躍が目立ち、

さきがけ研究者のとりまとめ役ともなっており、将来が期待される。 

本研究課題はこれまでに得られた各種の情報を元に、さらに 2 年間研究を継続することが適当である。そ

の中で、遺伝学的な解析をすすめ、野生植物の持つ塩ストレス耐性や乾燥耐性遺伝子が明らかとなり、新

たなストレス耐性機構が解明されることを期待する。当初目的が達成されれば、二酸化炭素資源化という本

研究領域の目的に大きく貢献することができよう。そのためには、関連研究者や関連グループとの連携を強

めることが必要である。また、多くの課題に手を広げすぎ、終了時の成果が散漫にならないよう、課題を絞る

ことも必要となろう。さらに、研究成果の公表にも努めて欲しい。 

 

７． 評価者 

研究総括 磯貝 彰 奈良先端科学技術大学院大学 名誉教授 

領域アドバイザー（五十音順。所属、役職は平成 27 年 3 月末現在） 

坂 志朗 京都大学 大学院エネルギー科学研究科 教授 

佐々木 卓治 東京農業大学 総合研究所 教授 

佐藤 文彦 京都大学 大学院生命科学研究科 教授 

篠崎 一雄 （独）理化学研究所 環境資源科学研究センター センター長 

田中 良和 サントリーグローバルイノベーションセンター（株） 研究部 部長 

土肥 義治 （公財）高輝度光科学研究センター 理事長 

西澤 直子 石川県立大学 生物資源工学研究所 教授 

長谷 俊治 大阪大学 蛋白質研究所 教授 

東山 哲也 名古屋大学 WPI トランスフォーマティブ生命分子研究所 教授 

福田 裕穂 東京大学 大学院理学系研究科 副学長・教授 

山谷 知行 東北大学 大学院農学研究科 教授 
 

 



 

 

（参考） 

件数はいずれも、平成 26 年 12 月末現在。 

 

（１）外部発表件数 

 国 内 国 際 計 

論 文 0 13 13 

口 頭 16 10 26 

その他 34 5 39 

合 計 50 28 78 

 

（２）特許出願件数 

国 内 国 際 計 

0 0 0 

 

（３）受賞等 

・内藤 健 

  日本育種学会 奨励賞（平成 25 年） 

 

（４）招待講演 

国際 4 件 

国内 27 件 



 

 

別紙 

「二酸化炭素資源化を目指した植物の物質生産力強化と生産物活用のための基盤技術の創出」領域 

中間評価実施 研究課題名および研究者氏名 

 

研究者氏名 

（参加形態） 

研 究 課 題 名 

（研究実施場所） 

所属・役職（平成 27 年 3 月末現在） 

（応募時所属・役職） 

研究費（3 年間） 

(百万円) 

上田 貴志 

（兼任） 

膜交通の機能改変による 

高機能植物の開発 

（東京大学大学院理学系研究科

生物化学専攻） 

東京大学大学院理学系研究科 

准教授 

（同上） 

66 

内藤 健 

（兼任） 

Ｖｉｇｎa 属野生種群が独自に 

獲得した耐塩性機構の解明 

（農業生物資源研究所遺伝資源

センター多様性活用研究ユニッ

ト） 

農業生物資源研究所遺伝資源セ

ンター 任期付研究員 

（同上） 

76 

 



 

研 究 報 告 書 

「膜交通の機能改変による高機能植物の開発」 

研究タイプ：通常型 

研究期間： 平成 23 年 12 月～平成 29 年 3 月 

研 究 者： 上田 貴志 

 

１． 研究のねらい 

 植物は，様々な環境に適応して生育しているが，個々の植物が本来持つ生産能力を十分発揮

できているわけではない．植物種によっては，環境条件や病害などにより，バイオマス量が本来

の生産能力を下回っている．二酸化炭素資源化という観点からも，こういった非生物的ストレス

や生物的ストレスによるバイオマス量の減少を抑えるための方法論の確立が重要である． 

 小胞体，ゴルジ体，多胞体，液胞／リソソームなどの単膜系細胞小器官は，小胞または小管を

介した物質輸送機構，“膜交通”により結ばれている．この膜交通経路の多様化と進化が，さらな

る機能的に分化した細胞小器官を生み出す原動力となったと考えられている．また，進化の過

程でそれぞれの生物が特異的に獲得した膜交通経路が，各生物において重要かつ特徴的な生

命現象の基盤として機能していることも徐々に明らかとなりつつある．そのような例として我々は，

植物が進化の過程で独自に獲得した RAB GTPase（ARA6 グループ）を見いだし，これがエンドソ

ームから細胞膜への輸送経路で機能することを突き止めた．ARA6 の明確なホモログは植物以

外には存在しないことから，ARA6が機能する輸送経路は植物において独自に開拓されたもので

あると考えられる．このARA6 の生理的役割を調べる過程で我々は，１）ARA6 の機能が低下した

ara6 変異体の塩ストレスや浸透圧ストレスに対する耐性が低下すること，２）うどんこ病菌の吸器

を取り囲む吸器囊膜にＡＲＡ６がリクルートされること，を見いだした．これらの結果は，植物独自

の膜交通経路が，環境ストレスに対する応答や病原菌との戦いにおいて重要な役割を担ってい

ることを示唆している．そこで，本さきがけ研究においては，外部環境と植物細胞のインターフェ

イスとして機能する植物特異的な膜交通経路の，非生物的および生物的ストレス応答への関与

の仕組みを分子レベルで明らかにすることを目指している．現在までに，モデル植物のシロイヌ

ナズナを用いて ARA6 がデンプンおよび糖の恒常性に関わっていることを明らかにするとともに，

うどんこ病菌の吸器嚢膜に局在する ARA6 の活性化状態がうどんこ病菌により負に制御されて

いることを見いだしており，現在それらの分子機構のさらなる解析を推進中である．さらに，うど

んこ病以外の植物病害における ARA6 の関与を検証するとともに，ARA6 の機能の保存性をシロ

イヌナズナ以外の植物を用いて検証する．最終的には，ARA6 に代表される植物特異的な膜交

通の仕組みを改変・最適化することにより，植物に生物的及び非生物的ストレスに対する抵抗性

を付与し，植物の生育に適さない環境下における植物由来バイオマスの増産や，植物病害によ

る生産性の低下の抑止，それに伴う大気中二酸化炭素の資源化効率の上昇に貢献するための

基盤技術の開発を目指す．  

 

２． 研究成果 

（１）概要 



 

植物特異的な RAB GTPase である ARA6 が制御する輸送経路に代表される，植物特異的な

膜交通経路の生理的機能を明らかにするとともに，その最適化と機能強化により，植物にス

トレスや病原菌に対する抵抗性を付与することを目指して研究を進めている． これまでに，

ara6変異体中でデンプンの代謝に関与する遺伝子 QQS の発現が上昇し，デンプンの蓄積量

が減少すること，および糖の蓄積量が上昇することを見いだし，現在その詳細なメカニズム

の解析を進めている．また，この糖の蓄積量の上昇が，病原性細菌に対する抵抗性の上昇

を誘導していることも明らかとなった． 

 並行して，病原性糸状菌および卵菌の感染と膜交通経路の関連についても解析を進め，

ARA6，および保存型 RAB5 である ARA7 が，うどんこ病菌およびべと病菌が宿主の細胞内に

侵入して形成する吸器を取り囲む吸器嚢膜に局在することを見いだした．一方で，それらの

活性化因子である VPS9a はうどんこ病菌の吸器嚢膜から排除されていることを発見した．さ

らに，ARA6 の人為的活性化がうどんこ病菌の増殖を抑制すること，これが吸器嚢膜を取り

囲むエンケースメントの形成促進に起因することも明らかにした．今後，病原菌による吸器嚢

膜上での ARA6 の活性化抑制機構の詳細な解明を目指す．絶対寄生性のうどんこ病菌やべ

と病菌とはライフスタイルが異なる半寄生性の炭疽病菌についても，侵入菌糸嚢膜に局在す

るタンパク質の同定を進めており，既にいくつかの候補の同定に成功している． 

 ARA6 の機能発現機構を明らかにするため，ARA6 の相互作用因子群（エフェクター）の解

析も進めた．中でも活性型 ARA6 と相互作用する分子として単離された PUF2 については，

VPS9a との相互作用を介して，保存型 RAB5 を負に制御していることを突き止めた．これらの

ARA6 の機能が陸上植物において保存されているかを調べるために，ゼニゴケにおける

ARA6 と PUF2 ホモログの解析も進めた．驚いたことに，ゼニゴケでは ARA6 がエンドソームか

ら葉緑体への輸送に関与していることを示すデータが蓄積しつつあり，陸上植物における

ARA6 の機能の多様性が明らかとなりつつある．以上の成果に加え，膜交通が花成の制御

に関わること，植物の液胞輸送経路が，動物のリソソーム輸送経路と共通の制御因子を用

いつつ，はるかに複雑化していることなども明らかにした． 

 

（２）詳細 

（Ａ） ARA6 経路はいかにして耐塩性などの環境ストレスに関わるのか 

 非生物的ストレスである塩ストレスや浸透圧ストレスに対する応答の変化は，転写をはじ

めとする植物の生理応答現象の総和として引き起こされると考えられる．そこで，マイクロア

レイ解析により，シロイヌナズナの野生型と ara6 変異体における遺伝子転写レベルの網羅

的な比較を行った．その結果， Qua-Quine Starch（QQS ）遺伝子の発現が，ara6 変異体に

おいて顕著に上昇していることが明らかになった．QQS の機能は今のところ不明であるが，

デンプンと糖の恒常性に関与することが報告されている．そこで，ara6 変異体におけるデン

プンと糖の量を測定したところ，野生型と比較してデンプン量が有意に減少するとともに，グ

ルコース量が増加していることが明らかとなった．この表現型は，野生型 ARA6 のゲノム断

片を導入することにより相補され，野生型の表現型に戻ることから，確かにara6変異に起因

していることが確認された．デンプンと糖の転換は，細胞内の浸透圧の調節に寄与している

ことから，ARA6 の塩ストレスや浸透圧ストレスへの関与は，このデンプン・糖代謝を介した



 

ものであると考えられる．糖濃度の上昇に起因する病原性細菌に対する抵抗性の向上の

結果（下述）と併せ，現在この成果を学術誌に投稿中である （Tsutsui et al., submitted）．  

 

 

（B）ARA6 経路は病原菌の感染と増殖にどのように関わるのか 

（１） トマト斑葉細菌病菌 

 ara6 変異体の生物的ストレスに対する応答を調べるため，トマト斑葉細菌病菌（Pst 

DC3000）を ara6 変異体に接種し，その増殖を調べた．その結果，ara6 変異体中で Pst 

DC3000 の増殖が抑制されることが明らかとなった．シロイヌナズナをグルコースで処理する

と，PR2（β-1,3-グルカナーゼ）の発現が上昇することが報告されている．ara6 変異体中で

はグルコース濃度が上昇していることから，この Pst DC3000 の増殖抑制は，変異体におけ

る糖濃度の上昇に起因している可能性がある．そこで，ara6 変異体における PR2 の発現量

を調べたところ，有意な発現の上昇が認められた．また，ara6 変異体をさらにグルコースで

処理しても，PR2 の発現のさらなる上昇は観察されなかった．また，グルコース処理を施し

た ara6 変異体における Pst DC3000 の増殖は，グルコース処理していない ara6 変異体やグ

ルコース処理を施した野生型植物とほぼ同程度であった．これらの結果から，ara6 変異体

における Pst DC3000 の増殖抑制は，内生の糖濃度の上昇に起因しているものと結論づけ

た（Tsutsui et al., submitted）．以上のことから，ARA6 は膜交通における機能に加え，QQS

を介して糖代謝と病原性細菌に対する抵抗性にも関与していることが示唆された．今後

ARA6 の機能改変により，植物体内の糖濃度の調節や，病原性細菌に対する抵抗性の付

与が可能となるものと期待される． 

 

（２） うどんこ病菌，べと病菌，炭疽病菌 

 うどんこ病菌の吸器嚢膜がどのような性質を持つのかは長らく謎であったが，我々は

ARA6 が吸器嚢膜に局在することを，GFP と融合した ARA6 の生細胞内での詳細な観察と

免疫電子顕微鏡観察により証明した．このことは，吸器嚢膜が少なくとも部分的にはエンド

ソームの性質を有することを示唆している．そこで，他のエンドソームタンパク質が吸器嚢膜

に局在するかを調べた．その結果，動物の RAB5 のオルソログである ARA7 が吸器嚢膜に

局在する一方で，ARA6 と ARA7 の共通の活性化因子である VPS9a は吸器嚢膜に局在しな

いことが明らかとなった．これらの結果から，吸器嚢膜上において ARA6 や ARA7 の活性化

がうどんこ病菌により抑制されている可能性が強く示唆された．そこで，恒常活性型 ARA6

の過剰発現により ARA6 の人為的活性化の影響を調べたところ，ARA6 の活性化により吸

器嚢膜を取り囲むように形成されるエンケースメントの形成が促進され，うどんこ病菌の増

殖が抑制されることが明らかとなった．一方，液胞に局在する RAB GTPase である RAB7 や, 

膜融合因子（SNARE）である SYP22 は，吸器嚢膜には局在しなかった．これらの結果から，

うどんこ病菌が吸器嚢膜に部分的なエンドソームとしての性質を付与して異物として認識さ

れることを防ぐとともに，ARA6 や ARA7 の活性化を防ぐことにより，後期エンドソームへの成

熟や液胞と融合することを防ぎ，寄生関係を確立していることが強く示唆された． 

 続いて，うどんこ病菌とは系統学的には全く異なりながらも，同様に吸器を形成する絶対

寄生菌であるべと病菌について，吸器嚢膜への ARA6 の局在を検討した．その結果，べと



 

病菌の吸器嚢膜にも，ARA6 が強く局在す

ることが明らかとなった．一方，半寄生性

の糸状菌である炭疽病菌の侵入菌糸嚢膜

には，ARA6 は局在しなかった．これらのこ

とから，ARA6 が病原菌の系統を越えて吸

器嚢膜に局在し，その感染の確立に利用

されていることが示唆された．また，どちら

もホスト由来の膜である吸器嚢膜と侵入菌

糸嚢膜の性質に，明確な違いがあることも

明らかとなった（Inada et al., submitted）．炭

疽病菌の侵入菌糸嚢膜に局在するタンパ

ク質の探索も行い，既にいくつかの候補タ

ンパク質を見いだしている（図１）． 

 

（C） ARA6 の機能発現機構の解析 

 ARA6 が様々な生理現象に関わることは明らかになってきたものの，その膜交通制御にお

ける分子機能は依然として不明な部分が多い．ARA6 の機能発現機構をさらに明らかにす

るために，活性型（GTP 結合型）ARA6 と特異的に相互作用する分子を単離し，その解析を

進めた．これまでに複数のエフェクターを単離しているが，その中でも特に PLANT-UNIQUE 

RAB5 EFFECTOR 2 (PUF2) の機能解析を重点的に進めた．現在 PUF2 が非生物的ストレ

スや病原菌との相互作用においてどのような役割を担っているのかを解析中である．さら

に，VPS9a の根の形態形成における役割を明らかにするために，VPS9a の機能が低下した

vps9a-2 変異体の詳細な解析を行い，VPS9a が制御する膜交通経路が根端分裂組織の活

性や放射軸形成に必須の役割を担っていることも明らかにした（研究成果 2）．その他にも，

VPS9a が機能する液胞輸送経路が，動物のリソソームへの輸送経路と比較し独自の多様

化を果たしていることを明らかにし（研究成果 1），植物が進化の過程で独自の膜交通経路

網を獲得してきたことをより一層明らかにした． 

 

（D） ARA6 経路の役割は陸上植物に普遍的なものか 

 シロイヌナズナで見いだした ARA6 の機能が陸上植物で保存されているかどうかを明らか

にすることを目的とし，陸上植物の最も基部で分岐したタイ類ゼニゴケにおける ARA6 の機

能解析を進めている．  

 

（E） 研究の進展に伴って得られたその他の成果 

（1） ARA6 以外の RAB も非生物的ストレスおよび病原菌応答において機能する 

 ARA6 以外の RAB GTPase について，塩ストレスや病原菌応答における役割を明らかにす

るため，陸上植物で特徴的な多様化を果たしている RAB11/RABA グループについても解析

を進めた．シロイヌナズナゲノムには 57 個の RAB GTPase がコードされており，その中の 26

個がこのグループに属している．それらはさらに６つのサブグループ（RABA1- RABA6）に分

図１．炭疽病菌の侵入菌糸嚢膜には細胞膜

のタンパク質（緑）が存在する．炭疽病菌は，

mRFP により可視化した（マゼンタ）． 



 

類されており，それぞれのサブグループ間で機能分化が進んでいると考えられていたが，具

体的な機能についてはあまり明らかにされていなかった．そこで，病原性細菌の認識を担う

flagellin レセプター，FLS2 の輸送に，RAB11/RABA の 6 つのサブグループメンバーがどのよ

うに関与するのかをタバコの葉における一過的発現系を用いて解析した．その結果，RABA1

は FLS2 の細胞膜への輸送を制御していること，RABA4 と RABA6 が，FLS2 のリガンド依存

的エンドサイトーシスの異なるステップを制御していることが明らかとなった（研究成果 3）．さ

らに，RABA1 の機能欠失変異体の解析から，このサブグループが塩ストレス耐性に必要で

あることも明らかとなった（研究成果 4）． 

 

（2） 花成における ARA6 の役割 

 ARA6 の生理的機能の研究の過程で，花成と ARA6 の関係も明らかになってきた．液胞膜

で膜の融合を担う SYP22 の変異体では花成が遅延するが，我々はこれが花成の抑制因子

である FLC の発現上昇に起因していることを見いだした．ARA6 の機能欠失は syp22 変異体

の巨視的な表現型を抑圧することから，ara6 syp22二重変異体中でFLCの発現を調べたとこ

ろ，二重変異体中では FLC の発現が syp22 単独変異体に比べ減少していることが明らかと

なった．このことから，ARA6 や SYP22 が関与する膜交通経路が，何らかの形で花成の制御

に関わることが示された（研究成果 5）． 

 

３． 今後の展開 

評価結果及びアドバイスを受けて、下記の項目について重点的に研究を進める。 

（Ａ） ARA6 経路はいかにして耐塩性などの環境ストレスに関わるのか 

これまでの研究により，ARA6 がデンプンと糖の代謝制御に関わる可能性を強く示唆する結果を

得た．ara6 変異体の塩ストレスや浸透圧ストレスに対する高感受性は，この機能の異常に起因

している可能性が高い．そこで，ARA6 がデンプンと糖の代謝にどのように関わるのかをさらに明

らかにするべく研究を展開する．  

 

（B） 病原菌と植物の境界における ARA6 の役割 

現在までに，うどんこ病菌とべと病菌の吸器嚢膜には ARA6 が局在するが，炭疽病菌の侵入菌

糸嚢膜には ARA6 が局在しないという結果が得られている．この結果は，ARA6 の吸器嚢膜への

局在が，病原菌感染におけるホスト由来の膜の一般的な性質ではなく，植物もしくは病原菌によ

る何らかの ARA6 局在化制御メカニズムが介在していることを示している．このメカニズムを明ら

かにすることにより，病原菌感染の制御のための有効な対策を考案出来ると期待される．そこで，

うどんこ病菌およびべと病菌が感染した際に ARA6 と特異的に相互作用する分子の探索を引き

続き行う．並行して，炭疽病菌の侵入菌糸嚢膜の性質がうどんこ病菌やべと病菌の吸器嚢膜と

どのようにどのように異なっているのかを，局在タンパク質や局在脂質の解析により明らかにす

る． 

 

４． 評価 

（１）自己評価 

（研究者） 



 

これまでのところ，研究は極めて順調に進展している．植物特異的な膜交通制御因子であ

る ARA6 が，塩ストレス及び浸透圧ストレス応答にいかに関わるのかについて，マイクロアレイ

解析をきっかけに，デンプン・糖代謝との関連を見いだし，謎の解明に向け大きく前進すること

ができた．今後，この成果を活かして人為的な糖代謝制御の可能性を探る．病原菌感染と植

物の膜交通経路の関連についても，うどんこ病菌，べと病菌，炭疽病菌の感染・増殖における

膜交通の役割の解明と，その知見の病害防御への応用に向け，着実に成果を蓄積しつつあ

る．植物特異的な膜交通経路の進化細胞生物学的研究も順調に進んでおり，特に基部陸上

植物ゼニゴケを用いた研究により，ARA6 機能の陸上植物における多様性が浮き彫りとなって

きた．研究の順調な進行と新たな展開に応じ，必要な備品の整備を進めるとともに，新たな研

究補助者を雇用し，最適な研究体制を整えた．この体制で，残りの研究期間におけるさらなる

研究の飛躍を図りたい．  

 

（２）研究総括評価（本研究課題について、研究期間中に実施された、年２回の領域会議での

評価フィードバックを踏まえつつ、以下の通り、中間評価を行った）。 

（研究総括） 

本研究課題は､生物的および非生物的ストレスに応答して発現する膜交通にかかわる遺伝

子群について、それらの機能を明らかにし、それらをストレス耐性植物の作成に活用するため

の基盤技術を開発しようとするものである。 

 これまでの研究はほぼ予定通り進捗しており、ストレス応答と膜交通をつなげる研究とし

て独自性のある研究が進んでいる。そのなかで炭疽病菌を対象とした生物的ストレスについ

ては ARA6 の機能解析において、たいへん優れた研究成果を出し、積極的に論文発表などを

行ってきている。ここで用いられたイメージングの方法も優れたもので本研究領域で実施され

ている研究課題でも応用できるものである。一方非生物的ストレスと膜交通との関わりについ

ては、まだ現象論的な知見にとどまっている。研究者としては本領域の中での連携や活躍は

優れており、将来の発展が期待される。 

 本研究はさらに２年継続することが適当であるが、さきがけ研究が課題解決型の研究で

あることを強く意識し、被評価者の研究成果が本領域の目的にあった有用植物の開発につな

げられるよう、焦点を絞り、研究を遂行することが望まれる。そのためには、植物病理学、植物

生化学の領域の研究者との意見交換などが必要である。そうした中で、終了時には、本研究

の成果を生かした技術基盤開発のための方向性を示して欲しい。 
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研 究 報 告 書 

「Vigna 属野生種群が独自に獲得した耐塩性機構の解明」 

研究タイプ：通常型 

研究期間： 平成 23 年 12 月～平成 29 年 3 月 

研 究 者： 内藤 健 

 

１． 研究のねらい 

 塩害は農業における深刻な問題であり、灌漑農地の約 50 %が塩害による耕作不能の危機に

瀕している。また、塩類集積のために不耕作地帯となっている土地は、全世界で 8 億 ha にも上る。

したがって、優れた塩ストレス耐性（耐塩性）作物を開発することができれば、農地の回復および

拡大が可能となり、二酸化炭素の資源化は一挙に達成される。 

そこで本研究は、マメ科 Vigna 属植物を取り上げることにした。Vigna 属はアズキのなかまであ

り、砂浜海岸や砂漠、石灰岩地帯など様々なストレス環境に高度に適応している。塩ストレスに

関しては少なくとも 6 種が耐性をもち、中でも V. marina、V. riukiuensis および V. trilobata の 3 種

にはそれぞれ注目すべき特徴が見られた。 

V. marina は、熱帯～亜熱帯の砂浜海岸地帯に棲息する野生種で、種子はヒトが食べることも

でき、多年生で植物体の生育も旺盛なため牧草やバイオマス生産にも向く。また 400 mM(2%超)

の塩ストレス条件下でさえ生育でき、原生地では植生の最も海寄りの位置を占めていることから、

その耐塩性は草本性被子植物の中でも最高水準にあると考えられる。 

V. riukiuensis は沖縄諸島の潮風に曝される岸壁上に棲息する植物で、通常条件下では、匍

匐性の細長い蔓を伸ばす。しかし 150 mM の塩ストレス条件で 1 ヶ月以上栽培された個体は、植

物体が直立するほど茎が太く短くなり、葉も肥大化する。また、V. riukiuensis の植物体内には

Na+が全体に一様かつ多量に蓄積されるため、多くの耐塩性植物に備わる Na+排除機構が V. 

riukiuensis には欠けていることが示唆される。したがって、この野生種には特有の適応機構が備

わっていると考えられる。 

V. trilobata は主にインド内陸部の乾燥地帯に分布するが、海岸付近に分布するエコタイプも

ある。利用は牧草が主であるが、種子を食用にすることもできる。一般に、塩ストレスと乾燥スト

レスには共通点が多いとされており、実際に乾燥と塩の双方に強い植物種は多い。しかし興味

深いことに、V. trilobata は乾燥に極めて強いにもかかわらず、その内陸型エコタイプは塩ストレ

スに著しい感受性を示す。一方、海岸型エコタイプは高い塩ストレス耐性を示すことから、V. 

trilobata は塩ストレスに特異的に作用し、かつ重要な役割を果たす機構の解明を可能にする、

貴重な材料であると考えられる。 

本研究では、次世代ゲノミクス（ゲノム科学）と古典的遺伝学の両面からのアプローチにより、

上記 3 種が進化の過程で獲得した塩ストレス耐性機構を支配する遺伝子の単離を目指す。 

 

 

 



 

２． 研究成果 

（１）概要 

V. marina、V. riukiuensis および V. trilobata のそれぞれについて、F₂集団の作成と評価、およ

び SSR（マイクロサテライト）マーカーを用いた連鎖解析による QTL（量的形質遺伝子座）の同

定およびゲノム解読がこの 3 年間の主な研究内容である。 

V. marina については、まず河畔に生息する耐塩性を示さない近縁種 V. luteola との交雑に

よって得られた交雑集団を展開し、連鎖解析によって寄与率約 50 %の巨大耐塩性 QTL を同

定した。さらに、次世代シーケンサーIllumina HiSeq2000 を用いて全ゲノムを解読し、推定ゲノ

ムサイズ 580 Mb の 73 %に相当するアセンブルを得た。このゲノム配列をもとに、RAD-seq 法

による F₂集団のジェノタイピングを行い、マーカー数 1,295 の高密度連鎖地図を作成すること

に成功した。 

V. riukiuensisについては、アズキ栽培品種京都大納言（V. angularis）との交雑によって得ら

れた交雑集団を用いた連鎖解析により、2 つの耐塩性 QTL を同定した。全ゲノム解読も完了

し、推定ゲノムサイズ約 530 Mb の 87 %に相当する 463 Mb のアセンブルを得た。さらに、

RNA-seq 法によるトランスクリプトーム解析を行い、塩ストレス条件下における遺伝子発現を

アズキと比較した。その結果、アズキにおいては塩ストレスによって多数の遺伝子の発現が

変動するのに対して、V. riukiuensis においては発現が変動する遺伝子の数は限定的であっ

た。これは、アズキにとってストレスとなる条件が、適応種の V. riukiuensis にとってはストレス

ではないことを示唆していると考えられた。 

 V. trilobata については、耐塩性をもつ海岸型エコタイプ（S3）と感受性の内陸型エコタイプ

（I38）とを交雑し、得られた F₃集団の耐塩性評価を行った。またゲノム解読も行い、推定ゲノ

ムサイズ 520 Mb の 78 %にあたる 406 Mb のアセンブルを得た。さらに、インドースリランカから

集められた 47 系統の V. trilobata について、系統解析と耐塩性評価を行い、海岸型と内陸型

で遺伝的にも耐塩性でも明確に分化していることを明らかにした。 

（２）詳細 

１．V. marina の耐塩性遺伝子の単離 

 まず、V. marina を V. luteola と交雑し、120 個から成る F₂集団を得た。V. luteola は V. marina

の祖先種で、川辺に生息するため耐塩性は低い。この F₂集団から、個体ごとに 8 個体ずつ自

殖種子を得ることにより、合計 960 個体の F2:3 集団を作成した。この集団を水耕で栽培し、発

芽 2 週間後から 300 mM NaCl・3 週間の塩ストレスを掛けたところ、完全に枯死した個体から

葉の黄化等が全く見られない個体まで連続的に分離した。各個体の耐塩性を5段階で評価し

て系統ごとに平均値を取り、これを各系統の耐塩性スコアとした。 

 続いて、F₂集団の遺伝子型解析を行った。アズキ、ササゲおよびリョクトウの配列から設計

された合計 1,336 組の SSR マーカーをスクリーニングしたところ、V. marina - V. luteola 間で

多型のあるマーカーは 150 組しか存在しなかった。しかしこれを用いて F₂集団 120 個体の遺

伝子型解析を行ったところ、核型と一致する 11 の連鎖群から成る連鎖地図を作成することが

できた。この連鎖地図と上記の耐塩性スコアをもとに、MapQTL によって QTL 解析を行ったと

ころ、第一連鎖群の 90 ｃM 付近に寄与率 50％と非常に効果の大きい単一の耐塩性 QTL が

同定された（図 1）。 



 

これは、環境条件に左右さ

れやすいストレス耐性に関わ

る QTL としては他に類を見な

いほど強い QTL である。した

がって、この QTL を支配する

遺伝子を単離することができ

れば、単一の遺伝子で作物

の耐塩性を大幅に改善するこ

とに繋がると期待される。 

 しかし上記の QTL が座乗す

る領域は約 10 cM にわたって

おり、古典的な遺伝学的手法

でこれ以上解析を進めること

には限界があった。そこで、

次世代シーケンサーIllumina 

HiSeq2000 を用いて V. marina および V. luteola の全ゲノム解読を行った。得られたデータをア

センブラ（ALLPATHS-LG）によって繋ぎ合わせた結果、それぞれ 427 Mb および 415 Mb のド

ラフトゲノム（推定ゲノムサイズはいずれも 580 Mb）を構築することができた（表１）。 

 さらに、RAD-seq 法による F₂集団の網羅的な遺伝子型解析を行った。RAD-seq 法とは

AFLP 解析の次世代シーケンサー版であり、制限酵素断片を PCR で増幅後、その断片の塩

基配列を解読して多型を探すものである。この手法では解読領域を全ゲノムの 1 %以下に限

定するため、一度に数百サンプルの遺伝子型解析を行うことができる。この手法により F₂集

団の遺伝子型を再解析した結果、マーカー数は 1,295 と飛躍的に増加し、高密度連鎖地図を

作成することに成功した。 

  

２．V. riukiuensis の耐塩性遺伝子の単離 

まず V. riukiuensis を塩ストレスに弱いアズキ品種京都大納言（V. angularis）と交雑し、190 個

体から成る F₂集団を作成した。本実験では F₂個体をそのまま耐塩性の評価に用い、全ての

図１．V. marina x V. luteola の交雑集団を用いて見出

された耐塩性 QTL 



 

個体を 4 週間水耕栽培で育成したのち、200 mM NaCl・2 週間の塩ストレス処理を施し、枯死

迄日数を耐塩性指標として評価した。 

 続いて、F₂集団の遺伝子型解析を行った。アズキ（V. angularis）の配列から設計された合計

377 組の SSR マーカーをスクリーニングしたところ、V. riukiuensis – アズキ間で多型のあるマ

ーカーが244組得られ、このうち座乗位置に偏りのない188組を用いて連鎖地図を作成した。 

 上記の枯死迄日数および連鎖地図を用いて QTL 解析を行ったところ、第一連鎖群 80 cM

付近および第二連鎖群 44 cM 付近に、それぞれ寄与率 17 %および 20 %の耐塩性 QTL が同

定された（図 2）。 

 また、V. riukiuensis についても Illumina HiSeq 2000 と ALLPATHS-LG による全ゲノム解読を

実施した。その結果、推定ゲノムサイズ 530 Mb のうち、463 Mb をカバーするドラフトゲノム配

列を得た（表 1）。また、V. angularis については別プロジェクトにより既に高精度のゲノム配列

を解読している（表 1）。 

 さらに、上記のゲノム情報をもとに、V. riukiuensis およびアズキ（V. angularis）の塩ストレス

条件下におけるトランスクリプ

トーム解析を行った。まず両

種の植物体を100 mMのNaCl

を含む水耕液または NaCl を

含まない水耕液で栽培し、塩

ストレス処理開始前、3 時間

後、6 時間後および 13 日後に

サンプリングを行った。RNA

はそれぞれ 3 個体ずつ地上

部と地下部から別々に抽出

し、Illumina HiSeq2000 によっ

てシーケンスを行った。 

 その結果、V. angularis では

塩ストレス処理開始から 3 時

間後には根で多数の遺伝子

が大幅な発現変動を示したの

に対し、V. riukiuensis では大

きな変化は見られなかった。

さらに、塩ストレス処理開始

から 13 日が経過すると、V. 

angularis においては地上部ま

で Na+ が流入しているため

か、地下部・地上部ともにトラ

ンスクプトームに対照区と比

較して大きな変化が見られた

一方で、V. riukiuensis におい

寄与率 17％ 

寄与率 20％ 

 V. angularis 



 

てはやはりトランスクリプトームに大き

な変化は見られなかった（図 3）。した

がって、V. angularis にとっては僅かな

Na+の流入でも生理的なストレスとな

り、それによって多数の遺伝子の発現

が誘導・抑制されるのに対して、V. 

riukiuensis は Na+存在下でも正常な生

命活動を維持できることが示唆され

た。 

 

３．V. trilobata の耐塩性遺伝子の単離 

 まず、接ぎ木試験によって根の排塩

機能を評価した。耐塩性に優れた海岸型（Beach）エコタイプ（S3 系統）と感受性の内陸型

（Inland）エコタイプ（I38 系統）の間で接ぎ木を行い、地上部と地下部を交換した。この接ぎ木

個体を 100 mM の NaCl を含む水耕液で 1 週間栽培し、葉および根に蓄積された Na+の量を

測定した。その結果、S3 系統の根は

多量の Na+を蓄積し、葉への Na+流入

を防いでいるのに対して、I38 系統の

根にはそのような機能がなく、葉に多

量の Na+を流入させてしまうことが明ら

かとなった（図 4）。したがって、S3 は根

（および茎）を使って導管流から Na+を

排除していると考えられた。 

続いて、耐塩性に優れた海岸型エコ

タイプ（S3 系統）と感受性の内陸型エ

コタイプ（I38 系統）を交雑し、251 個体

から成る F₂集団を作成した。さらに各

F₂個体を自殖して得られた F2:3 集団を

作成し、1系統につき 10 個体ずつ土耕

で栽培した（V. trilobata を水耕栽培す

ると病気が発生しやすく、耐塩性の評

価が困難だったため）。発芽 2 週間後

から 200 mM の NaCl 水溶液に浸漬す

ることで塩ストレス処理を施し、4 週後

の枯死率から系統ごとの耐塩性を評

価した。 

 また、インド－スリランカおよびミャン

マ ー か ら 採 集 し た 47 系 統 の V. 

trilobata について、rDNA の ITS 配列を用いた系統解析および 200 mM NaCl 条件下での耐塩

性試験を行った。耐塩性の評価には携帯型クロロフィル測定装置によって測定した光量子収

（Inland） 

（Beach）



 

率を用いた。その結果、内陸型エコタイプと海岸型エコタイプは系統的に明瞭に分化してお

り、塩ストレスに対しても海岸型はほとんどが強く、内陸型には弱いものから中程度のものが

多数を占めた。この結果は、Vigna 属野生種が集団遺伝学的な手法によるゲノムの構造解析

に非常に適していることを示唆していると考えられた。 

 

３． 今後の展開 

まず、V. marina、V. riukiuensis および V. trilobata のゲノムを Pacbio RSII シーケンサーによ

って再解読する。Pacbio RSII は現在スタンダードとなっている Illumina HiSeq2000や HiSeq2500

に比べてリード長が圧倒的に長いため、アセンブルに非常に有利なシーケンサーである。今年

11 月にケミストリがアップデートされた結果、平均リード長が10 kb を超えることが実証されてい

る。これにより、特に V. marina や V. luteola に多いゲノムの未解読領域を大幅に減少させたい。

このゲノム配列を元にして、V. trilobata の F₂集団について RAD-seq 法による遺伝子型解析を

行い、連鎖地図の作成と耐塩性 QTL の同定を行う。 

また、V. marina、V. luteola および V. trilobata（S3 系統および I38 系統）の塩ストレス条件下

におけるトランスクリプトーム解析を行う。すでにデータが得られている V. riukiuensis も含め、

耐塩性系統と感受性系統で発現プロファイルが大きく異なる遺伝子群を網羅的にリストアップ

する。 

最後に、遺伝解析によって同定された QTL の範囲に座乗する遺伝子群のうち、耐塩性系統

と感受性系統で発現プロファイルが有意に異なっているものを耐塩性遺伝子の第一候補とし、

アズキおよびダイズへ形質転換してその機能を解析する。 

 

４． 評価 

（１）自己評価 

（研究者） 

ゲノム解読やトランスクリプトーム解析については当初想定していた以上の結果が出ており、

この点については大いに満足できると考えている。 

しかしながら、野生種に由来する植物の栽培に関しては想定が甘かったと考えざるを得な

い。特に、V. marina x V. luteola に由来する F₂個体から耐塩性の特に優れたものを選抜し、戻

し交雑を行う予定であったが、短日処理による開花誘導にはほとんど効果がなく、また稔実率

もかなり低いために大きく遅れている。結局交雑に 1 年、さらに BC1F1種子から BC1F₂集団を得

るのに 1～2 年掛かると見込まれ、イネやダイズで行われているようなファインマッピングを期

間中に行うことには全く見込みがなくなってしまった。 

V. trilobata についても、当初は V. marina や V. riukiuensis と同様に水耕栽培によって耐塩

性を評価できると考えていたが、乾燥に適応しているためか、水耕した植物体は非常に弱く、

病気や虫の害が多発するという事態に直面した。結局、植物体のダメージは塩ストレスによる

ものなのか虫や病気によるものなのか全く判別できなくなり、この野生種については 1 年を空

費することとなってしまった。 

しかし野生種だからこそ可能な手法もあるという発想ができたことは自分のことながら評価

したい。従来のラフマッピングに集団ゲノミクスを組み合わせることで、野生種がもつストレス

耐性遺伝子を同定する、という手法には前例もない。したがって、この手法がうまくいけば野生



 

植物の遺伝資源を用いた研究としてのモデルケースになると考えている。 

 

（２）研究総括評価（本研究課題について、研究期間中に実施された、年２回の領域会議での

評価フィードバックを踏まえつつ、以下の通り、中間評価を行った）。 

（研究総括） 

本研究課題は、マメ科植物について、種々のストレス環境にある野生種を材料とした遺伝

学的な解析から、各種のストレス耐性にかかわる遺伝子群を明らかにし、それらを非生物的ス

トレス耐性植物の開発に活用しようとするものである。 

本研究課題は、ゲノム情報を取得することから研究を始めるものであり、5 年型のさきがけ

研究であることを考慮したとしても、時間的にはかなりチャレンジングな要素を含むものと認め

られた。これまでに、ゲノム情報や遺伝子発現情報など多くの基礎情報を得ていることから、

研究の進捗状況についてはほぼ予定通りであると判断する。その中で、塩ストレス耐性にか

かわる遺伝子領域の発見は大きな成果といえる。ただ、栽培面での問題から予定よりやや遅

れているところもある。研究者としては、領域内での活躍が目立ち、さきがけ研究者のとりまと

め役ともなっており、将来が期待される。 

 本研究はこれまでに得られた各種の情報を元に、さらに 2 年間研究を継続することが適当

である。その中で、遺伝学的な解析をすすめ、野生植物の持つ塩ストレス耐性や乾燥耐性遺

伝子が明らかとなり、新たなストレス耐性機構が解明されることを期待する。当初目的が達成

されれば、二酸化炭素資源化という本研究領域の目的に大きく貢献することができよう。その

ためには、関連研究者や関連グループとの連携を強めることが必要である。また、多くの課題

に手を広げすぎ、終了時の成果が散漫にならないよう、課題を絞ることも必要となろう。さらに、

研究成果の公表にも努めて欲しい。 
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