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ソルビトールを主要な転流糖とするバラ科果樹からソルビトール輸送体をクローニングし，葉から

のソルビトール転流に機能する可能性を示した．果実の生 と糖蓄積機構の理 を目的に，液胞膜の

ヘキソース輸送，プロトンポンプおよびアクアポリンの生化学的性 や生理機能を明らかにした．さ

らに未同定の液胞膜輸送系をターゲットとしたプロテオーム 析を行い 94のタンパク を同定した．

はじめに

　リンゴ，ナシ，モモ，オウトウ，ビワ

などの果樹はバラ科に属し，他の植物と

異なる糖の転流機構を持つ．すなわち一

般の植物が光合成産物をスクロースの形

で転流するのに対し，バラ科果樹はソル

ビトールを主要な転流糖としている．こ

のためバラ科の果樹は他の植物とは異な

る糖の代 ・転流システムを持ち，バラ

科果樹の品 や生産性の向上にはこのバ

ラ科特有の糖の代 ・輸送システムの理

が欠かせない．本研究ではバラ科果樹

において葉からのソルビトールの送り出

しに働く輸送体，また果実の肥大生 や

糖蓄積に機能する液胞膜の輸送系に焦点

をあて研究を進めた（図 1）．

図１　本研究のターゲット．葉の師 で働くソルビトール輸

送体，果実の液胞で働くプロトンポンプ，糖輸送体およびア

クアポリンに研究の焦点をあてた．その他に，液胞膜の未同

定タンパク の同定を目的に，プロテオーム 析を行った．

葉におけるソルビトールの転流

　葉において光合成で合成された糖は師管へと濃縮され，果実などのシンク器官へと送られる．葉の

師管への糖の濃縮には，葉肉細胞から糖が一旦アポプラストに出て師 に存在する糖輸送体によって

師管へと濃縮される「アポプラスト経路」と，葉肉細胞から師管まで原形 連絡を通って移動する「シ

ンプラスト経路」が考えられる．一般的なスクロース転流型の植物では前者の仕組みが働いているこ

とが明らかとなっているが，ソルビトール転流型の植物ではどちらの仕組みが働いているのかは い

間の論争であった．本研究では前者の可能性を 求し，ソルビトール輸送体の 析を行った．

　リンゴのソース葉から 3 種のソルビトール輸送体 cDNA（MdSOT3, MdSOT4, MdSOT5）をクローニ

ングした 1)．これらを 母で発現させたところ，MdSOT3 と MdSOT5 を発現した 母で いソルビト

ール輸送活性が見られ，ソルビトールに対する特異性が比 的 い輸送体であることが明らかとなっ

た．MdSOT4 と MdSOT5 は花などのシンク器官でも発現が見られたが，全ての MdSOT の発現が葉の

生 と共に まり，葉では師 組織で特異的に発現をすることが示された（図 2）．これらの結果から，

3 種の MdSOT が葉においてソルビトールの師 ローディングに働き，バラ科果樹のソルビトールの

師 ローディングが「アポプラスト経路」をとる可能性が強く示唆された．
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図２　リンゴ葉における MdSOT mRNA の局在．A:

MdSOT3 センスプローブ（コントロール），B: MdSOT3

アンチセンスプローブによる in situ ハイブリダイゼー

ション．MdSOT3 mRNAは師 に局在する．MdSOT4 と

MdSOT5も同様の局在を示す．Xy: 木 ，Ph: 師 ．

図３　V-ATPase発現抑制トマト．WT: 組換え体，

Cont: コントロールベクター組換え体，Anti: V-

ATPase A サブユニットアンチセンス 伝子組換え

体．V-ATPase 発現抑制個体は果実が小さく，種子

数が減少した．

果実生 と糖蓄積に関わる膜輸送系

　葉から師管を経て果実に転流してきたソルビトールはヘキソースなどの糖に変換され，果実細胞の

液胞に蓄積する．成熟果実細胞の直径は 200~300μm にも達し，その容積の 90%以上を液胞が占め

る．液胞の中には果実品 に関わる様々な成分が 濃度に蓄積し，糖の濃度は 900 mM にも達する．

このような理由から果実の品 （特に糖度）や果実の肥大生 を考える上で液胞の機能は欠かせない．

　液胞が物 を 濃度に蓄積するには能動輸送体が必要であり，それらにエネルギーを供給するのが

プロトンポンプである．我々はセイヨウナシ果実から液胞膜に存在する 2 種 のプロトンポンプ（V-

PPase と V-ATPase）の 素タンパク を精製し，その性 を特定した 2) 3)．またそれらの果実生 に

おける 伝子とタンパク の発現 析を行い，V-PPase は液胞の形成と肥大が盛んな幼果において，

V-ATPase は果実生 後期の糖の蓄積期に貢献度が いことを明らかにした 4) 5)．さらに，形 転換が

容易で短期間で果実が得られるトマトを材料に，V-ATPase サブユニットの発現を抑制した形 転換体

を作出し 6)，V-ATPaseが果実肥大のみならず種子形成に重要な役割を果たすことを示した（図 3）．

　植物の液胞膜の糖輸送体はその重要性にも関わらず未だ 伝子が特定されていない．そこでセイヨ

ウナシ果実から液胞膜小胞を単離し，糖の輸送活性を測定してみることにした．その結果，その膜小

胞にはヘキソースの い輸送活性が存在すること，１種 の輸送体がグルコースとフルクトースの両

方を輸送するがグルコースに対する特異性が いことが明らかとなった 7)．しかしながらその輸送は

能動輸送ではなく促進拡散であり，その輸送体の 伝子単離も含め今後の 題が残っている．

　果実の細胞肥大は，液胞の蓄積物 の発生する浸透圧に従って液胞に水が流入することによってお

きる．この時に水の通り道になるのがアクアポリン（水チャネル）である．セイヨウナシ果実から液

胞型 1 種と細胞膜型 3 種のアクアポリン cDNA をクローニングし， 伝子とタンパク の発現を明ら

かにした．その結果，細胞膜型分子 3種の発現はいずれも果実の生 期間を通して恒常的であったが，

液胞型の発現は肥大生 の盛んな幼果で く 4) 8)，果実肥大との相関が いことが示された．

液胞膜タンパク のプロテオミクス

　セイヨウナシ果実の生 過程を って液胞膜の性 変化を調べたところ，膜の比重やタンパク の

組成が大きく変化することが明らかとなった 4) 9)．これは果実の生 段階や蓄積物 の変化に合わせ

て液胞膜の輸送系が大きく変化することを示している． 年植物でもシロイヌナズナやイネのゲノム

の 読が行われたが，液胞膜で働く膜輸送系のほとんどは未だ同定されておらず，我々の主要ターゲ
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ットである糖輸送体も例外ではない．そのため果実生 に伴って変動したタンパク 群が何であった

か興味が持たれたが，それらを特定することはできず，我々はこのような未同定の液胞膜輸送系を同

定することを目標にプロテオーム 析を みた．

　当初はセイヨウナシ果実を材料に用いたが， 伝子情報が存在する有利性を取ってシロイヌナズナ

の植物体に材料を変更した．密度勾配遠心分画を組み合わせて，比 的液胞膜に富んだ画分を集めた．

我々のターゲットである膜輸送系は強固に膜に結合した疎水性タンパク であり，膜に弱く結合した

タンパク を塩や界面活性剤の処理により除去した．一般的なプロテオーム 析ではタンパク の分

離には二次元 気泳動法が用いられるが，疎水性タンパク の分離には適していないことが明らかと

なった．そこで得られた膜タンパク 料を SDS-PAGE により分離し，分子量ごとにタンパク をゲ

ル内消化して HPLCによりペプチドを分離し，エドマン法によりアミノ酸配列を決定した（図 4）．

　得られた配列情報とシロイヌナズナのデータベースを比 した結果，94 種のタンパク が同定され

た 10)（表 1）．その中には，アクアポリン 11 種，液胞膜プロトンポンプ 9 種，細胞膜型 ATPase 5 種，

糖輸送体 2 種，ABC 輸送体 2 種，リン酸輸送体 2 種，硝酸輸送体 1 種，アンモニア輸送体 1 種，亜鉛

輸送体 1 種，イオンチャネル 1 種と多数の膜輸送系が含まれていた．また，機能未知のタンパク が

17 種特定され，そのうちの 6 種は 3 回以上の膜貫通領域を持ち，膜輸送系として機能する可能性が示

唆された．同定されたタンパク の中には液胞膜以外の膜系に局在することが示されているものも多

く，これは液胞膜画分への他の膜系の混入が原因だと考えられる．同定された分子の中で新 性が

く機能が興味深いものに関しては，抗体を作製して正確な細胞内局在を検定しているところである．

図４ プロテオーム 析の流れ

おわりに

　我々の研究室では上記のようなバラ科果樹の膜輸送系の 析のみならず，ソルビトールの合成・変

換 素の研究にも取り組んでおり，最 ではソルビトール合成の 素であるソルビトール 6 リン酸

合成 素の発現を抑制しソルビトール合成能が著しく低下したリンゴ形 転換体を作出した 11)．ソル

ビトールを合成する植物は光合成能力が いことや，ソルビトールがホウ素の移動，塩ストレス耐性，

低温ストレス耐性などに機能することが知られており， ソルビトール合成植物にソルビトールの合

成能と転流能を同時に付加することにも興味が持たれる．

　一方，液胞は糖，有機酸，二次代 産物といった人間に有用な成分の蓄積場所であり，それらの膜

輸送系の同定が今後の大きな 題である．我々もプロテオミクスで同定した機能未知分子の機能特定

を含め，新 液胞膜輸送系の同定に取り組んでいきたい．
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表１　プロテオーム 析で特定された分子

アクアポリン 11

液胞膜プロトンポンプ 9

細胞膜型ATPase 5

糖輸送体 2

ABC輸送体 2

リン酸輸送体 2

硝酸輸送体 1

アンモニア輸送体 1

亜鉛輸送体 1

イオンチャネル 1

Gタンパク 10

リボゾームタンパク 8

その他 24

機能未知タンパク 17

（うち推定膜貫通回数３回以上） (6)
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　本研究を行うにあたり終始ご指導をいただきました名古屋大学の山木昭平教授に心より感 申し上

げます．また絶えず研究のご指導とご 撻をいただきました東北大学の金山喜則助教授，名古屋大学

の前島正義教授ならびに森仁志教授に深く感 致します．本研究の遂行にあたり神戸大学の 木康生

博士，かずさDNA研究所の柴田大輔博士，名古屋大学の佐塚隆志助教授，玉川大学の田淵俊人博士，

帝京大学の笠原道弘教授，秋田県立大学豊福恭子博士をはじめ多数の方々に研究協力をいただきまし

た．この場を借りてお礼申し上げます．本研究の成果は多くの学 学生・大学院生諸氏の努力の賜物

であり，ここに深く感 する次第です．最後になりましたが本 に選定いただきました財団法人農学

会，推薦いただきました園芸学会矢澤進会 ならびに名古屋大学大学院生命農学研究科松田幹研究科

をはじめ関係の皆様にお礼を申し上げます．
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