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（様式４） 

二国間交流事業 共同研究報告書 
 

平成 ２２年  ４月 １４日 
 

 独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 
 

共同研究代表者所属・部局 岡山大学・資源生物科学研究所       

（ふりがな） 

職・氏 名  准教授・江崎文一            
 
 

1. 事 業 名 相手国（  インド  ）との共同研究  振興会対応機関（ DST   ） 

 

2. 研 究 課 題 名  有用植物からの重金属及び酸化ストレス高耐性遺伝子群の単離とその耐性機構の解明     

 

3. 全 採 用 期 間 

 

平成 20 年 6 月 1 日 ～ 平成 22 年 3 月 31 日 （ 1 年 10 ヶ月） 

 

4. 研究経費総額 

 

（1）本事業により交付された研究経費総額  2,000  千円 

 

初年度経費 1,000 千円、 ２年度経費 1,000  千円、 ３年度経費    千円 

 

（2）本事業による経費以外の国内研究経費総額  1,000 千円 
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5．研究組織 

（1）日本側参加者 

氏 名
（ふりがな）

 所 属・職 名 研 究 協 力 テ ー マ 

（えざき ぶんいち） 

江崎 文一 

（なかしま すすむ） 

中島 進 

（たがわ しんや） 

田川 進也 

（なかきはら えり） 

中木原 江利 

（こうの たかふみ） 

河野 貴文 

（たかはし けんこう） 

高橋 憲公 

岡山大学資源生物科学研究所・ 

准教授 

岡山大学資源生物科学研究所・ 

准教授 

岡山大学大学院自然科学研究科

博士課程（後期）学生 

岡山大学大学院自然科学研究科

博士課程（後期）学生 

岡山大学大学院自然科学研究科

博士課程（後期）学生 

岡山大学大学院自然科学研究科 

博士課程（前期）学生 

野生植物からの酸化ストレスや金属ストレ

ス耐性遺伝子や誘導性遺伝子の単離と解析 

野生植物の栽培等の支援 

 

メリケンカルカヤからのmRNAの単離とcDNA

合成等の支援 

酵母の形質転換、感受性試験等の補助 

 

遺伝子の発現量の測定などの支援 

 

ストレス感受性試験の協力 

 

（2）相手国側研究代表者 

所属・職名・氏名  Department of Bioscience and Biotechnology, Banasthali Vidyapith・ 

Lecture・Dr. Bhumi Nath Tripathi                      

 

（3）相手国参加者（代表者の氏名の前に○印を付すこと） 

氏  名 所属・職名（国名） 研 究 協 力 テ ー マ 

○Dr. Bhumi Nath 

Tripathi 

 
Dr.Vinay Sharama 
 
 
Ms. Vijeta Singh 
 
 
Mr. Ashutosh 
Singh 

Department of Bioscience and 
Biotechnology, Banasthali 
Vidyapith・講師 

Department of Bioscience and 
Biotechnology, Banasthali 
Vidyapith・教授 

 Department of Bioscience and 
Biotechnology, Banasthali 
Vidyapith・学生（博士課程） 

Department of Bioscience and 
Biotechnology, Banasthali 
Vidyapith・学生（博士課程） 

作物植物からの酸化ストレスや重金属スト

レス耐性種の単離 

 

作物植物の酸化ストレス耐性機構に関する

生理学的解析 

 

蛋白の抽出と２次元電気泳動による分画 

 

 

蛋白の抽出と２次元電気泳動による分画と

蛋白の解析 
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6．研究概要（研究の目的・内容・成果等の概要を簡潔に記載してください。） 

A) 研究目的、 

植物における重金属ストレスや酸化ストレスは、著しい生育障害を起こすだけでなく、

食糧として見た場合には食品安全上の面から、早期に解決すべき重要課題である。このた

め、農業問題、地球環境問題等の幅広い分野で盛んに研究されており、国内外で関心が高

く重要視されている。本研究計画は、多種のストレスに対して高い耐性を示す遺伝子群を

単離し、劣悪環境でも生育できる形質転換植物を開発することを目的とした。さらに日本

とインドを含めた世界の農業問題と環境問題にも将来的に貢献するために遂行された。 

 

B) 研究方法 

B-1）重金属ストレスや酸化ストレス等に対する耐性がこれらの一般作物に比べて高いと

言われている野生植物に注目して、これまでに進めていた水耕栽培による耐性植物の選抜

を継続して行い、早期に高耐性植物を選抜する。 

B-2）選抜された植物体より、フィンガープリント法でまず、ストレス誘導性遺伝子群の

単離を行う。また、同植物体より mRNA を抽出して cDNA library を構築し、この中から、

酵母を選抜の系に用いて金属ストレスや酸化ストレス耐性遺伝子を直接選抜する。 

B-3）さらにそれらの誘導性遺伝子や耐性遺伝子の完全長 cDNA を Race 法にて植物体から

単離し、酵母に導入後、ストレス条件下での形質転換体酵母の感受性試験を通して高耐性

遺伝子の単離を短期間に目指す。 

 

C)研究成果 

C-1) 金属ストレスや酸化ストレスに耐性を示す野生植物の選抜 

 まず、Cu, Cr, Cd, Zn, Al等の金属ストレスとH2O2, diamide等の酸化ストレスに対す

る網羅的感受性試験をメリケンカルカヤ、ススキ、イヌビエなどの6種の野生植物に対し

て水耕栽培条件下で行った。その結果、メリケンカルカヤやススキがこれらのストレス

の多くに対して根の伸長度を指標にした感受性試験で評価した場合、共通して耐性にな

ることが明らかになった。さらにこれらの植物体内への集積の状況や同時に発生する酸

化ストレス（脂質酸化物の蓄積）の状況を経時的に蛍光染色法で半定量的に観察した。

その結果、金属ストレスで同時に発生する酸化ストレスの生成量も低く抑えられている

ことが明らかとなった。このように両植物は本研究に最も適した植物であったので、こ

れらを研究対象として以後の研究を進めることにした。 

C-2)フィンガープリント法によるAlストレス誘導性遺伝子群の単離とそれらの解析 

 フィンガープリント法でメリケンカルカヤとススキの２つの植物よりAl誘導性遺伝子

群の単離を試み、8クローンを単離した。まずこれらのAlストレス誘導性をRT-PCRで再確

認した。さらにこれらの塩基配列を決定し、相同性検索を行った。その結果、メリケン

カルカヤ由来のAP18-2-1はトウモロコシのABC transporterと高い相同性を示した。一方

その他のクローンはunknownな遺伝子であり、それらの機能については不明であった。と
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ころで得られた目的cDNA断片はどれも短く、不完全長のものであった。そこで5’-Race

や3’-Race法を用いてメリケンカルカヤよりAP18-2-1の完全長cDNA断片をクローニング

した。得られたcDNAを酵母に導入して高発現する形質転換体を構築し、多種のストレス

に対する感受性試験を行った。その結果、diamideについては耐性を示したが、Cd、Cu、

Zn等の金属ストレスには感受性を示した。一般にABC transporterは多剤薬剤耐性を付与

することができるものが多いので、今回高発現化させたABC transporterも他のものと同

様に酸化剤であるdiamideを酵母細胞内から排除することで耐性を示した可能性がある。

一方、重金属ストレスには感受性を示したが、この遺伝子の発現そのものが何らかの形

で、その毒性機構に関与していることを示すものであり、今後の解析が待たれる。また

この遺伝子は、メリケンカルカヤの根と地上部の両方でAlストレスにより誘導されるこ

とが再確認されたほか、根でCuとdiamideストレスによって発現誘導されることが明らか

となった。この遺伝子の生体内での機能と関連すると思われる。 

C-3）ケリケンカルカヤの示す多種のストレス耐性機構の解明 

上述のようにメリケンカルカヤは、Al, Zn などの金属ストレスや H2O2、diamide などの

酸化ストレスに対して耐性を示したのでこの多種耐性機構に関連すると考えられる遺伝子

群の単離と解析を試みた。まず Al ストレスを付与したメリケンカルカヤから全 RNA を抽出

し、逆転写により cDNA を調製し cDNA library を構築した。さらに library から各々のス

トレスに耐性を示すクローンの単離を行い、いくつかのクローンが得られた。これらにつ

いては塩基配列を決定した。この直接選抜法で Al 耐性遺伝子候補として単離した AL3A-4
について DNA database との相同性検索を行い、この遺伝子が S-adenosyl methionin 
synthetase (SAMS)遺伝子をコードしていることを明らかにした。一方、残りのクローン

ついて unknown protein であった。 

SAMS が、他のストレスに対してはどのような感受性を示すのかを検討するために、

イネの完全長の SAMS cDNA（メリケンカルカヤの SAMS とは約 95％の相同性がある）

を酵母用の発現ベクターに挿入し、さらに酵母に導入した。形質転換体酵母を用いた各種

ストレス感受性試験の結果から、ストレス耐性遺伝子であるかを確認することにした。そ

の結果、Al、Ag、diamide には耐性を、逆に Zn には感受性になることわかり、この遺伝

子の発現が酵母ではこれらのストレスにおける感受性に影響していることが示唆された。 
SAMS が関与することで生体内ではメチオニンから S-adenosyl methionin (SAM)が生

成するが、SAM はポリアミンの生体内合成の中間体として重要であるだけでなく、一般

に遺伝子発現を制御する際に DNA におけるメチル化反応にも必須の物質である。上記の

ように植物や酵母では SAM がストレス耐性機構に関与することが示唆された。またこの

遺伝子はメリケンカルカヤの根で Al と Cu ストレスによって特異的に発現することも明

らかとなった。耐性機構との関連から大変興味深い。これらの結果を踏まえて、メリケン

カルカヤより完全長 cDNA の単離を行い、最終的にその全長を得ることができた。 

 

 




