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【課題】

コーヒー植物において、分子育種的に改良す

る方法を確立する。
【解決手段】

胚発生能を持つカルスより、アグロバク

テリウム法を用いて、コーヒー植物の形質転換体を作成
する。
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【特許請求の範囲】

ard M, Petiard V (1993) CR Acad Sci Paris SreIII S

【請求項１】

ci Vie 316:1‑6)。Ｖａｎ

コーヒー属植物の胚発生能を持つカルス

Ｂｏｘｔｅｌらは、パーテ

を、アグロバクテリウム細菌に感染させて、外来遺伝子

ィクルガンによる遺伝子導入に引き続いて、コーヒー葉

を導入する事により、コーヒー属植物の形質転換体を作

組織表面においてベーターグルクロニダーゼ遺伝子が発

成する方法。

現していると報告しているが、一過的なものである(Van

【請求項２】

前記アグロバクテリウム細菌がアグロバ

Boxtel J, Berthouly M, Carasco C, Dufour M, Eskes

クテリウムツメファシエンスである、請求項１記載の方

A (1995) Plant Cell Rep 14:748‑752)。そこで、コー

法。
【請求項３】

ヒー植物の形質転換を可能とする、新たな方法が求めら
請求項１記載の方法により作成された、

形質転換コーヒー植物。
【請求項４】

れていた。
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ビアラフォスに対する耐性遺伝子を導入

【０００５】
【課題を解決するための手段】ベクターが入手しやすい

した、請求項３記載の形質転換コーヒー植物。

ため、アグロバクテリウムツメファシエンスを用いた形

【請求項５】

質転換方法が、植物の形質転換に最も優れていると考え

前記コーヒー属植物が、コーヒーアラビ

カ（Ｃ．ａｒａｂｉｃａ）又はコーヒーカネフォーラ

られている。このような利点があるにも関わらず、アグ

（Ｃ．ｃａｎｅｐｈｏｒａ）、コーヒーリベリカ（Ｃ．

ロバクテリウムツメファシエンス株を用いてコーヒー植

ｌｉｂｅｒｉｃａ）及びコーヒーデウェブレイ（Ｃ．ｄ

物の形質転換を行ったという報告は示されていない。そ

ｅｗｅｖｒｅｉ）より成る群より選択されている事を特

こで本発明において、胚発生能を持つカルスを用いて、

徴とする、請求項３記載の形質転換コーヒー植物。

アグロバクテリウム法によるコーヒーカネフォーラ

【発明の詳細な説明】

（Ｃ．ｃａｎｅｐｈｏｒａ）の形質転換を行った。ベー

【０００１】

20

ターグルクロニダーゼとハイグロマイシン耐性の遺伝子

【発明の属する技術分野】本発明は、コーヒー属植物の

を持つバイナリーベクター（ｐＩＧ１２１Ｈｍ）を持つ

安定な形質転換体を作成する方法に関する。

アグロバクテリウムツメファシエンスＥＨＡ１０１系統

【０００２】

を、胚形成能のあるカルスに感染させた。ハイグロマイ

【従来の技術】コーヒーは、その実を収穫するために、

シン濃度を段階的に高くすることによりカルスの選抜を

商業的に大規模に植えつけられている灌木である。コー

行った。形質転換したと推定されるカルスより体細胞胚

ヒー属植物を遺伝学的に改良するためには、分子的な育

が生成し、芽と根を有する小さな再分化幼植物が得られ

種が望ましい技術であるが、遺伝子形質転換によるトラ

た。ハイグロマイシンとカナマイシンを含有する培地に

ンスジェニックコーヒー植物の作成は、その再分化と遺

より、形質転換植物の最終的な選択を行った。そのよう

伝子導入が困難であったため、他の作物と比べて遅れて

にして選択された幼植物の葉と根は強力なベーターグル

いた。

30

クロニダーゼ活性を示した。それらは安定な形質転換体

【０００３】

であり、正常に生長している。

【発明が解決しようとする課題】インビトロ組織培養に

【０００６】更に本発明者らは、コーヒーカネフォーラ

よる植物の再分化は、遺伝的な形質転換体を行うための

（Ｃ．ｃａｎｅｐｈｏｒａ）より更に商品価値の高いコ

基礎的なシステムであり、コーヒー植物の体細胞胚形成

ーヒーアラビカ（Ｃ．ａｒａｂｉｃａ）を用いて、上記

に関しては多くの報告がある（Staritsky G (1970) Act

のアグロバクテリウム法により、除草剤であるビアラフ

a Bot Neerl 19:509‑514 ; Hatanaka et al. (1991) Pl

ォスを不活化する遺伝子であるＢＡＲ遺伝子の導入を試

ant Cell Rep 10:179‑182 ; Menendez‑Yuffa and Garci

みた。Ｃｏｆｆｅａ

a (1996) Bajai YPS(eds) Biothchnology in Agricultu

胚発生能を持つカルスを誘導し、これらのカルスを除草

re and Forestry, Vol35,Springer‑Verlag, Berlin Hei
delberg,pp95‑119）。しかし、コーヒーの遺伝的な形質

ａｒａｂｉｃａの葉の外植片より

剤耐性ＢＡＲ遺伝子及びハイグロマイシン耐性遺伝子を
40

含んでいるアグロバクテリウムツメファシエンスと共培

転換に関するデーターは限られている。

養して、形質転換を行った。形質転換していると推定さ

【０００４】Ｂａｒｔｏｎらは、コーヒーアラビカ（Ｃ

れるカルスをハイグロマイシンに対する耐性により選抜

ｏｆｆｅａ

した。体細胞胚より形質転換した再分化幼植物が得ら

ａｒａｂｉｃａ）の胚細胞より、電気穿孔

法で形質転換体を得たが（Barton CR, Adams TL, Zarow

れ、その様にして得られた再分化幼植物は、ビアラフォ

itzMA (1991) ASIC,14 Colloque,San Francisco,pp460‑

スに対して耐性を示した。

464）、培養した胚細胞は完全な植物には成長しなかっ

【０００７】

た。Ｓｐｉｒａｌらは、アグロバクテリウムリゾゲネス

【発明の実施の形態】本発明は、コーヒー属植物のアグ

を微細に切断したコーヒーカネフォーラ（Ｃ．ｃａｎｅ

ロバクテリウムによる感染を用いた遺伝子の導入方法に

ｐｈｏｒａ）の体細胞胚と共培養することにより形質転

関するものである。まず、コーヒーの葉の外植片より胚

換を行ったと報告している(Spiral J, ThierryC, Paill

50

発生能を持つカルスを誘導する。誘導されたカルスを、

( 3 )
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4

アグロバクテリウムツメファシエンスに感染させる事に

持つカルスを３日間前培養した。このカルスにバクテリ

より遺伝子を導入し、形質転換を行う。用いたアグロバ

アの懸濁液を加えて、２５℃で４日間暗所で共存培養し

クテリウムツメファシエンスには、目的とする外来遺伝

た。残りのバクテリアを除去する目的でカルスを洗浄し

子及びハイグロマイシン耐性遺伝子を有するプラスミド

た後、３００ｍｇ／ｌセフォタキシムと５μＭのイソペ

が組み込まれている。組み込まれたハイグロマイシン耐

ンテニルアデノシン（２−ｉＰ）を含むＷＰＭに植え換

性遺伝子により形質転換した胚発生能を持つカルスを選

えた。２週間後に同一培地に植え換えた後、１カ月後に

抜し、選抜されたカルスより体細胞胚を誘導した。この

５ｍｇ／ｌのハイグロマイシンを含むＷＰＭ（３００ｍ

様にして得られた体細胞胚より、形質転換した幼植物を

ｇ／ｌセフォタキシムと５μＭの２−ｉＰ共存下）に植

再生する事が可能である。

え換えて、選抜を開始した。２カ月後に５０ｍｇ／ｌの

【０００８】本発明の方法を用いて、種々のコーヒー属

10

ハイグロマイシンを含むＷＰＭ培地に植え換えた後、さ

植物を形質転換する事ができる。本発明の方法を用いて

らに１カ月後にハイグロマイシン濃度を１００ｍｇ／ｌ

形質転換を行うコーヒー属植物として好適なものとし

に上げ、選抜を確かなものとした。

て、コーヒーアラビカ（Ｃ．ａｒａｂｉｃａ）、コーヒ

【００１２】（組織化学的ベーターグルクロニダーゼア

ーカネフォーラ（Ｃ．ｃａｎｅｐｈｏｒａ）、コーヒー

ッセイ）組織化学的ベーターグルクロニダーゼアッセイ

リベリカ（Ｃ．ｌｉｂｅｒｉｃａ）、コーヒーデウェブ

は５−ブロモ−４−クロロ−３−インドリル−ベータ−

レイ（Ｃ．ｄｅｗｅｖｒｅｉ）等の栽培種が挙げられ

Ｄ−グルクロニド溶液中において、３７℃で１６時間イ

る。また、本発明の方法を用いて、理論的にはあらゆる

ンキュベートして染色することにより、Ｖｏｎ

遺伝子を導入する事が可能であるが、導入する遺伝子の

ｔｅｌらの方法を以下のように改変して行った。すなわ

好適な例として、カフェイン合成酵素遺伝子、ビアラフ

ち、５０ｍＭ

ォス等の除草剤に対する耐性遺伝子、Ｂａｃｉｌｌｕｓ

20

ｔｈｕｒｉｎｇｉｅｎｓｉｓ（ＢＴ）毒素遺伝子等の

ＴＡ，０．３％

Ｎａ2 ＨＰＯ4 ，１０ｍＭ
Ｔｒｉｔｏｎ

Ｂｏｘ

Ｎａ2 ＥＤ

Ｘ−１００，０．５ｍ

Ｍ Ｋ3 Ｆｅ（ＣＮ）6 ，０．５ｍＭ

Ｋ4 Ｆｅ（Ｃ

害虫耐性遺伝子、及び葉さび病菌耐性遺伝子、キチナー

Ｎ）6 および抗酸化物質（０．５％カフェイン，１％Ｐ

ゼ遺伝子、グルカナーゼ遺伝子等の病害耐性遺伝子等が

ＶＰおよび１％アスコルビン酸ナトリウム）を使用し

挙げられる。上述した例及び下記の実施例により本発明

た。ハイグロマイシン耐性の胚発生のカルスは強いベー

の説明を行うが、それらの記述は本発明の範囲を限定す

ターグルクロニダーゼ活性を示した（図１矢印）。しか

るものではない。

し、共培養しなかった胚発生能を持つカルスは、ベータ

【０００９】

ーグルクロニダーゼ活性を示さなかった（図１矢先）。

【実施例】

【００１３】（体細胞胚の形成および植物の再生）１０

【実施例１】（胚発生カルスの誘導）コーヒー（Ｃ．ｃ

０ｍｇ／ｌのハイグロマイシンを含む培地中で生存して

ａｎｅｐｈｏｒａ
を、Ｗｏｏｄｙ

Ｃｏｎｉｌｌｏｎ）の葉の外植片
Ｐｌａｎｔ

30

いる（ハイグロマイシン耐性）胚発生のカルスより体細

Ｍｅｄｉｕｍ（ＷＰＭ）

胞胚を誘導した（図２）。ハイグロマイシン耐性の胚発

無機塩、０．９％の寒天、ビタミンＢ５及び３％スクロ

生能を持つカルスより形成された体細胞胚のベーターグ

ースを含むＷＰＭ培地（ｐＨ５．７）上で培養した。３

ルクロニダーゼ活性は陽性を示した（図３矢印）。形質

〜４カ月間培養した後に葉の外葉片より胚発生能を持つ

転換していない胚発生のカルス由来の体細胞胚は、ベー

カルスが誘導された。そのカルスを増殖させるためにＭ

ターグルクロニダーゼ活性を示さなかった（図３矢

Ｓ無機塩、ビタミンＢ5 、３％のスクロース及び０．２

先）。２−ｉＰを欠いたＷＰＭ培地（１００ｍｇ／ｌの

５％ゲランガムを含むＣＭ培地（ｐＨ５．７）に移植し

ハイグロマイシンを含む）において、形質転換していな

た。培養室は、２５℃で１６時間の日長に保った。

い幼植物は全く生長しなかったが、形質転換した幼植物

【００１０】コーヒー植物の胚発生能を持つカルスの感
染には、ｐｌＧ１２１Ｈｍを持つ、アグロバクテリウム

は非常に良く生長し、約１カ月後に多数の独立な幼植物
40

体を得た。形質転換したと推定される幼植物の葉（図

ツメファシエンスの系ＥＨＡ１０１を使用した。このベ

４）および根（図５）は、ベーターグルクロニダーゼ活

クターは、ネオマイシンリン酸転移酵素ＩＩ（ＮＰＴＩ

性反応で深い青色を示した。形質転換していない幼植物

Ｉ）、ベーターグルクロニダーゼ（ＧＵＳ）及びハイグ

由来の葉及び根は、ベーターグルクロニダーゼ活性を示

ロマイシン耐性（ＨＰＴ）の遺伝子を、プラスミドのＴ

さなかった（図４、図５矢先）。

−ＤＮＡ領域に持つ。

【００１４】（ベーターグルクロニダーゼおよびＨＰＴ

【００１１】（アグロバクテリウムによる形質転換）バ

遺伝子のＰＣＲ解析）ベーターグルクロニダーゼ活性が

クテリアの懸濁液をＡＢ寒天培地上で増殖させ、６００

陽性であるコーヒー植物の葉からのＤＮＡ抽出は、改変

ｎｍにおける吸光度が０．６になるように液体ＷＰＭ培

（溶液１に３％２−メルカプトエタノールを添加）ベン

地で希釈する。１０μＭの２、４−ジクロロフェノキシ

ジルクロライド法（ＩＳＯＰＬＡＮＴキット、和光）を

酢酸（２、４−Ｄ）を含む上述ＣＭ培地中で胚発生能を

50

用いて、Ｋｉｋｕｃｈｉらの方法（Kikuchi K et al.Pl

( 4 )
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6

ant Biotechnology 15:45‑48）により行った。ベーター

シン耐性遺伝子（ＨＰＴ）を含んでいる、ｐＳＭＢｕｂ

グルクロニダーゼ遺伝子を増幅するのに用いたプライマ

ａプラスミドを有するアグロバクテリウムツメファシエ

ーは、５

ンスＥＨＡ１０１を、形質転換に使用した。

−３

−ＡＡＴＴＧＡＴＣＡＧＣＧＴＴＧＧＴＧＧ

および、５

ＣＴＴＧＣ−３

−ＡＣＧＣＧＴＧＧＴＴＡＣＡＧＴ

【００１７】（アグロバクテリウムによる形質転換）１

である。また、ＨＰＴ遺伝子を増幅す

０μＭの２−ｉＰ及び１０ｍｇ／ｌのアセトシリンゴン

るのに用いたプライマーは、５
ＡＴＴＧＣＡＴＣＴＣＣ−３

−ＧＣＧＴＧＡＣＣＴ
および５

を含むＭＳ液体培地中で、新たに継代培養した胚発生能

−ＴＴＣＴＡ

を有するカルスを、バクテリア懸濁液（６００ｎｍの吸

である。ＰＣＲ

光度が０．６）と、２５℃で３０分間共培養した。バク

ＣＡＣＡＧＣＣＡＴＣＧＧＴＣＣ−３

の反応溶液をＤＮＡサーマルサイクラー（Ｐｅｒｋｉｎ
Ｅｌｍｅｒ

Ｃｅｔｕｓ，９７００）の中で、下記の

テリアに感染させたカルスを、１０ｍｇ／ｌのアセトシ
10

リンゴン、３％スクロース及び１０μＭの２−ｉＰを含

条件でインキュベートした。すなわち、９６℃で１５

むＭＳ寒天上に移植して、２５℃で４日間、暗条件下で

分、続いて９４℃で３０秒間、５８℃で３０秒間、７２

培養した。バクテリアを除くために滅菌水で５回、続い

℃で２分間を３０サイクルそして最終的な伸長反応を７

て３００ｍｇ／ｌのセフォタキシムを含む水で１回、カ

２℃で５分間行った。ベーターグルクロニダーゼ活性が

ルスを洗浄した。

陽性である形質転換植物の葉をＰＣＲにより試験したと

【００１８】その後に、３００ｍｇ／ｌのセフォタキシ

ころ、ベーターグルクロニダーゼ（図７における５１５

ム及び１０μＭの２−ｉＰを含むＭＳ寒天上で胚発生能

ｂｐのバンド）およびＨＰＴに相当する増幅断片（図８

を有するカルスを培養し、同じ培地上において２週間間

における７１３ｂｐのバンド）が示された（図７Ｔ，図

隔で継代培養した。２カ月培養した後、ハイグロマイシ

８Ｔ）。形質転換していない幼植物においては、ベータ

ン濃度（２５ｍｇ／ｌ）を含む新たなＭＳ培地に胚発生

ーグルクロニダーゼ遺伝子（図７Ｎ）もＨＰＴ遺伝子

20

能を有するカルスを移植し、更に数カ月培養した。１０

（図８Ｎ）も検出されなかった。

μＭの２−ｉＰ及び５０ｍｇ／ｌのハイグロマイシンを

【００１５】

含む新鮮なＭＳ寒天培地に３週間の培養サイクルで移植

【実施例２】（Ｃ．ａｒａｂｉｃａを用いた、胚発生能

して、胚発生能を有するカルスの個々の株を維持した。

を有するカルスの誘導）更に、Ｃ．ａｒａｂｉｃａを用

【００１９】５０ｍｇ／ｌのハイグロマイシンの存在下

いて、除草剤であるビアラフォスに対する耐性遺伝子で

で生き残った胚発生能を有するカルスを選抜した後（図

あるｐｈｏｓｐｈｉｎｏｔｈｒｉｃｉｎ

ａｃｅｔｙｌ

１１）、これらのカルス、体細胞胚を、２ｍｇ／ｌのビ

ｔｒａｎｓｆｅｒａｓｅ遺伝子（ＢＡＲ遺伝子）を導

アラフォスを含むＭＳ寒天培地に移植した。胚発生能を

入した形質転換植物の作製を試みた。。除草剤に耐性で

有するカルスのうち３３％は、ビアラフォス処理によっ

ある形質転換体の作製は、産業上の有用性が非常に高

て増殖及び発色が影響されなかった。それに対して、形

い。コーヒー（Ｃｏｆｆｅａ

ａｒａｂｉｃａ）の葉の

30

質転換していないカルスでは即座に色が茶色くなり、更

外植片を、温室で生育した木を用いて調製した。葉の外

に２週間培養を行うと増殖しなくなった。尚、２ｍｇ／

植体を、Ｇａｍｂｏｒｇ

ｌのビアラフォスを含む１／２ＭＳ培地へ移植し、１カ

ｓ

Ｂ5 （Ｇａｍｂｏｒｇ

ｅｔａｌ．１９６８）ビタミン、３％スクロース及び１

月培養した後に生存率を試験する事により、ビアラフォ

０μＭの２−ｉＰを含む、Ｍｕｒａｓｈｉｇｅ

ス耐性を検討した。

ａｎｄ

Ｓｋｏｏｇ（ＭＳ）寒天培地（Ｍｕｒａｓｈｉｇｅ
ａｎｄ

【００２０】（体細胞胚の形成）体細胞胚を誘導するた

Ｓｋｏｏｇ、１９６２）上で培養した（寒天濃

めに、カルスをまず１０μＭの２−ｉＰを含むＭＳ培地

度０．９％）。１２０℃で１５分間オートクレーブする

に、更に３μＭの２−ｉＰを含むＭＳ培地に移した。体

前に、培地のｐＨを５．７に調整した。培養室は、温度

細胞胚は、胚発生能を有するカルスより自発的に発生し

２５℃、２４μｍｏｌｍ

‑ 2

‑ 1

ｓ

の１６時間の日長に保っ

た（白色蛍光チューブ）。
【００１６】その結果、Ｃｏｆｆｅａ

た。胚発生能を有するカルスの培養を延長すると、胚発
40

生細胞からの体細胞胚形成は刺激され、１カ月以上のサ

ａｒａｂｉｃａ

イクルで継代培養を行うと、カルスから体細胞胚を形成

の葉の外植片より、胚発生能を有するカルスが、１０μ

するのに有効であった。２カ月培養を行った後に、形質

Ｍの２−ｉＰを含むＭＳ寒天培地上において、４カ月後

転換していると推定される多数の体細胞胚が形成した。

に得られた（図９）。これらのカルスは、その培地上で

【００２１】（形質転換体細胞胚の発芽と発根）体細胞

３週間の継代間隔で、選抜及び維持された（図１０）。

胚を選抜した後に、１／２ＭＳ寒天培地上で体細胞胚の

胚発生能を有するカルスを選抜した後、これらのカルス

培養を行った。１０μＭのジベレリン（ＧＡ3 ）を培地

を、０．９％の寒天、ビタミンＢ5 、３％スクロース及

中に添加すると、体細胞胚からの発芽と発根の頻度は強

び１０μＭの２−ｉＰを添加したＭＳ培地上で、２週間

く促進された。１０μＭのＧＡ3 を含む培地に移し、更

毎に継代培養した。Ｔ−ＤＮＡ領域に、除草剤であるビ

にＧＡ3 を含む培地上で３週間培養した後には、全て

アラフォスに対する耐性遺伝子ＢＡＲ及びハイグロマイ

50

（１００％）の体細胞胚は緑色となった（図１３）。と

( 5 )

特開２０００−２４５４８５

7

8

ころが、ＧＡ3 を含まない培地上で３週間培養を行った

【図面の簡単な説明】

場合には、緑色になるのは３７％の体細胞胚のみであ

【図１】

り、体細胞胚の成長速度は非常に遅かった。５０ｍｇ／

発生能を持つカルスの、ベーターグルクロニダーゼ活性

ｌのハイグロマイシン中で生き残った体細胞胚及び幼植

染色の写真である。

物は、２ｍｇ／ｌのビアラフォスに耐性であった。８３

【図２】

％の体細胞胚及び９２％の幼植物は、２ｍｇ／ｌのビア

体細胞胚の形成の写真である。

ラフォス中で正常に成長し、色及び成長能力が変化する

【図３】

事はなかった（図１５）。一方、形質転換していない体

ーターグルクロニダーゼ活性染色の写真である。

細胞胚及び幼植物の大部分は茶色くなり、１から２カ月
培養した後に最終的には枯死した（図１４）。生き残っ

【図４】
10

形質転換した、または形質転換していない胚

形質転換した胚発生能を持つカルス由来の、
胚発生能を持つカルス由来の体細胞胚の、ベ
非形質転換コーヒー植物および形質転換コー

ヒー植物の葉のベーターグルクロニダーゼ活性染色の写

た幼植物体を、１／２ＭＳ培地を含む培養ボトルに移植

真である。

し、更に生育させた（図１６）。

【図５】

【００２２】（ＢＡＲ及びＨＰＴ遺伝子のＰＣＲ解析）

ヒー植物の根のベーターグルクロニダーゼ活性染色の写

ハイグロマイシン耐性のコーヒー幼植物からのＤＮＡの

真である。

抽出は、改変した（溶液１に３％２−メルカプトエタノ

【図６】

ールを添加）ベンジルクロライド法（ＩＳＯＰＬＡＮＴ

ーヒー幼植物の写真である。

ｋｉｔ，Ｗａｋｏ

Ｃｏ．）を用いて行った。ＢＡＲ

【図７】

非形質転換コーヒー植物および形質転換コー

５０ｍｌの培養ビンに生育する、形質転換コ
ＰＣＲによるベーターグルクロニダーゼ遺伝

遺伝子の増殖に用いたプライマーは、５

−ＡＴＧＡＧ

子の検出を示した図であり、Ｔ１からＴ４は独立した４

ＣＣＣＡＧＡＡＣＧＡＣＧＣＣＣＧ−３

（順方向）及

個の形質転換体を、Ｎは非形質転換体を示す。

び５

−ＧＣＴＣＴＴＧＡＡＧＣＣＣＴＧＴＧＣＣＴＣ

Ｃ−３
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（逆方向）であり、ＨＰＴ遺伝子の増殖に用い

たプライマーは、５
ＡＴＣＴＣＣ−３

ＡＣＡＧＣＣＡＴＣＧＧＴＣＣ−３

ＰＣＲによるＨＰＴ遺伝子の検出を示した図

であり、Ｔ１からＴ４は独立した４個の形質転換体を、

−ＧＣＧＴＧＡＣＣＴＡＴＴＧＣ
（順方向）及び５

【図８】

Ｎは非形質転換体を示す。

−ＴＴＣＴＡＣ

【図９】

（逆方向）であっ

コーヒーアラビカの葉の外植片より得られ

た、胚発生能を有するカルスの写真である。

た。ＰＣＲの反応混合液を、ＤＮＡ温度サイクラー（Ｐ

【図１０】

ｅｒｋｉｎ

胚発生能を有するカルスの写真である。

Ｅｌｍｅｒ

Ｃｅｔｕｓ，９７００）の中

２−ｉＰを含むＭＳ培地中で維持された、

でインキュベートした。ＰＣＲの反応は、９６℃で５分

【図１１】

間、次いで９４℃で３０秒間、５８℃で３０秒間、７２

していない茶変したカルス上で生き残った、胚発生能を

℃で２分間を３０サイクル、７２℃で５分間の最終伸長

有するカルスの写真である。

を５分間という条件で行った。ＢＡＲ遺伝子の検出を行

30

【図１２】

アグロバクテリウムで感染の後、形質転換

形質転換した胚発生能を有するカルスから

った結果を図１７に、ＨＰＴ遺伝子の検出を行った結果

の、体細胞胚の形成を示す写真である。

を図１８に示す。増幅された断片が、ＢＡＲ遺伝子（図

【図１３】

１７中の３６２ｂｐのバンド）及びＨＰＴ遺伝子（図１

示す写真である。

８中の７１３ｂｐのバンド）に一致している事が示され

【図１４】

た。形質転換していない幼植物（Ｎ）においては、ＢＡ

変色した形質転換していない幼植物を示す写真である。

Ｒ遺伝子（図１７）もＨＰＴ遺伝子（図１８）も検出で

【図１５】

きなかった。図１７及び図１８において、Ｔは形質転換

換幼した植物を示す写真である。

体を、Ｎは非形質転換体を、Ｍのレーンは分子量マーカ

【図１６】

ーを、矢印はＢＡＲの３６２ｂｐ（図１７）及びＨＰＴ
の７１３ｂｐ（図１８）のフラグメントを、それぞれ示

ジベレリンを含むＭＳ培地上の体細胞胚を
ビアラフォスを含むＭＳ培地上の、茶色に
ビアラフォスを含むＭＳ培地上の、形質転
フラスコ中で生育する、形質転換コーヒー

幼植物の写真である。
40

【図１７】

ＰＣＲによるＢＡＲ遺伝子の検出を示した

す。

図であり、Ｔ１からＴ３は独立した３個の形質転換体

【００２３】

を、Ｎは非形質転換体を示す。

【発明の効果】本発明により、胚発生能を持つカルスよ

【図１８】

り、アグロバクテリウム法を用いて、コーヒー属植物の

図であり、Ｔ１からＴ４は独立した４個の形質転換体

安定な形質転換体を作成する方法が与えられた。

を、Ｎは非形質転換体を示す。

ＰＣＲによるＨＰＴ遺伝子の検出を示した

( 6 )

【図１】

特開２０００−２４５４８５

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１８】

【図１１】

( 7 )

【図１０】

特開２０００−２４５４８５

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】

─────────────────────────────────────────────────────
【手続補正書】
【提出日】平成１２年１月７日（２０００．１．７）

【請求項１】

【手続補正１】

を、アグロバクテリウム細菌に感染させて、外来遺伝子

コーヒー属植物の胚発生能を持つカルス

【補正対象書類名】明細書

を導入する事により、コーヒー属植物の形質転換体を作

【補正対象項目名】特許請求の範囲

成する方法。

【補正方法】変更

【請求項２】

【補正内容】

クテリウムツメファシエンスである、請求項１記載の方

【特許請求の範囲】

法。

前記アグロバクテリウム細菌がアグロバ

( 8 )
【請求項３】

請求項１記載の方法により作成された、

特開２０００−２４５４８５
【請求項６】

前記コーヒー属植物が、コーヒーアラビ

形質転換コーヒー植物。

カ（Ｃ．ａｒａｂｉｃａ）又はコーヒーカネフォーラ

【請求項４】

（Ｃ．ｃａｎｅｐｈｏｒａ）、コーヒーリベリカ（Ｃ．

ビアラフォスに対する耐性遺伝子を導入

した、請求項３記載の形質転換コーヒー植物。

ｌｉｂｅｒｉｃａ）及びコーヒーデウェブレイ（Ｃ．ｄ

【請求項５】

ｅｗｅｖｒｅｉ）より成る群より選択されている事を特

カフェイン合成酵素遺伝子を導入した、

請求項３記載の形質転換コーヒー植物。

徴とする、請求項３記載の形質転換コーヒー植物。

