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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
シバ属植物の走出枝の節の生長点から誘導したカルスを無菌的に培養して植物体を再生
させることを特徴とする、シバ属植物の再分化法。
【請求項２】
遺伝子を導入したアグロバクテリウムを、シバ属植物の走出枝の節の生長点から誘導し
たカルスと共培養することを特徴とする、シバ属植物の形質転換法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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【発明の属する技術分野】
本発明は、基本的に他殖性で遺伝的背景が個体ごとに異なり、かつ高い再分化率の遺伝子
型の種子あるいは植物を見出すことが困難なシバ属植物において、効率的に再分化可能な
カルスを誘導し、さらにこのカルスにアグロバクテリウムを感染させて任意の遺伝子を導
入した植物体を効率よく得る方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、シバ属植物において組織培養を行う場合には以下のような方法が採られている。す
なわち、完熟種子を次亜塩素酸ナトリウム水溶液および７０％エタノール水溶液で滅菌し
た後、ホルモンを含まないムラシゲ・スクーグ（Ｍｕｒａｓｈｉｇｅ

＆

Ｓｋｏｏｇ）

培地（ＭＳ培地）を基本とする培地やガンボルグＢ５培地等の寒天培地または湿らせた滅
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菌濾紙上に置床して発芽させ、次に胚軸、子葉または根をオーキシンやサイトカイニン等
の植物ホルモンを含むＭＳ培地やガンボルグＢ５培地等に移植し、培養することで再分化
可能なカルスを得る、というものである（例えば非特許文献１及び２参照）。
【０００３】
適切な条件を選べば、種子以外にも根や走出枝（ランナー）などからもカルスを誘導する
ことができるが、それらのカルスは必ずしも再分化能を持っているとは限らない。例えば
、器官による特異性やカルスを維持する培養条件及び培養期間によっても、再生能力に違
いが見られる事が知られている（非特許文献３参照）。
【０００４】
また、シバ属植物の中でも特にノシバ（Ｚｏｙｓｉａ
バ（Ｚｏｙｓｉａ

ｊａｐｏｎｉｃａ）やコウライシ
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ｔｅｎｕｉｆｏｌｉａ）の種子は、堅い外えいに覆われていること、

種子中のアブシジン酸濃度が高いこと等の理由で発芽率が低い事が知られている上、遺伝
的背景が個体ごとに異なり、再分化効率の高い遺伝子型の種子あるいは植物を見出すこと
が困難であることが知られている（非特許文献４参照）。従って、効率的に再分化可能な
カルスを得るためには、種子以外の組織、器官から再分化可能なカルスを誘導する方法を
開発する必要があった。
【０００５】
しかしながら、上記記載のように種子以外の組織、器官から誘導したカルスは必ずしも再
分化能を持っていない。このため、シバ属植物の研究を進めるには、ごく稀な遺伝子型で
ある高い再分化能を示すカルスのスクリーニングを、多大な労力と手間を掛けて実施する
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必要があり、特殊な事例としてのみ研究が行われてきた。
【０００６】
さらに、シバ属植物において任意の遺伝子を導入するためには、細胞壁を酵素消化したプ
ロトプラストに対し電気的に穴を開けて遺伝子を取り込ませる電気穿孔法や、カルスに遺
伝子をまぶした金属球を打ち込むパーティクルボンバートメント法を用いる必要があった
。しかしこれらの技術は高価な機器が必要であること、プロトプラストから植物体を再生
させるまでには煩雑な操作が必要なうえ長い培養期間が必要であるためにアルビノなどの
いわゆる培養変異を起こす確率が高いこと、電気穿孔法やパーティクルボンバートメント
法では一細胞あたり複数の遺伝子が導入されてしまうこと、等の欠点が指摘されていた（
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非特許文献５参照）。
【０００７】
一方、アグロバクテリウムを用いた遺伝子導入法は、実験操作が簡便である、培養変異が
少ない、遺伝子が１コピーのみ導入されることが多い、等の優れた特徴を持つが、アグロ
バクテリウムは本来イネ科の植物に対する感染能力が低いため、従来はシバ属植物に対し
て適用できなかった（非特許文献６参照）。
【０００８】
近年、ノシバにおいてアグロバクテリウム法を用いて外来遺伝子を導入した事例が報告さ
れた（非特許文献７参照）。しかしながら上記方法は種子からカルス誘導を行っているた
めに、新たに再分化率の高い遺伝子型をスクリーニングするのに多大な労力と時間を必要
とする上、同じ遺伝子型の植物体は得られないので再現性がない、不稔の個体には適用で
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きない、操作法そのものはイネなどで用いられているものとほぼ同じであるためシバ属植
物に適用すると形質転換効率が低い、等の問題が依然として解消されないままであった。
【０００９】
【非特許文献１】
ムラシゲら（Ｍｕｒａｓｈｉｇｅ
第１５巻

ｅｔ

ａｌ．）、

Ｐｈｙｓｉｏｌ．

Ｐｌａｎｔ．

４７３〜４９７頁、１９６２年

【非特許文献２】
クランスら（Ｋｒａｎｓ

ｅｔ

ａｌ．）、

Ｃｒｏｐ

Ｓｃｉ．

第２２巻

１１９３

〜１１９７頁、１９８２年
【非特許文献３】
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ゾングら（Ｚｈｏｎｇ

ｅｔ

ａｌ．）、
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Ｐｌａｎｔ

ｃｅｌｌ

ｒｅｐｔ．

第１０

巻、４５３〜４５６頁、１９９１年
【非特許文献４】
アサノ（Ａｓａｎｏ）、

Ｐｌａｎｔ

Ｓｃｉｅｎｃｅ

ａｌ．）、

Ｐｌａｎｔ

第７２巻、２６７〜２７３頁、

１９９０年
【非特許文献５】
ザオら（Ｘｉａｏ

ｅｔ

ｃｅｌｌ

ｒｅｐｔ．

第１６巻、

８７４〜８７８頁、１９９７年
【非特許文献６】
ヒエイら（Ｈｉｅｉ

ｅｔ

ａｌ．）、

Ｐｌａｎｔ

Ｊ．

第６巻、２７１〜２８２頁

10

、１９９４年
【非特許文献７】
遠山ら、育種学研究

第３巻

別冊２号

第８６項、２００１年

【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は上記のような実状に鑑み、高い再分化率の遺伝子型を再度スクリーニングする必
要のない、不稔性のシバ属植物においても効率的に再分化可能なカルスを得ることならび
に任意の遺伝子を導入することを可能にする技術を提供し、有用な形質を持つシバ属植物
を取得、提供することを課題とする。
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【００１１】
【課題を解決するための手段】
本発明者らは、シバ属植物の走出枝の節の生長点から誘導したカルスが高い分化能を有し
ていること、ならびにかかるカルスに対してはアグロバクテリウムが高い効率で感染する
ことを見出し、本発明を完成した。
【００１２】
すなわち本発明は、シバ属植物の走出枝の節の生長点から誘導したカルスを無菌的に培養
して植物体を再生させることを特徴とする、シバ属植物の再分化法である。また、本発明
はアグロバクテリウムを走出枝の節の生長点から誘導したカルスと共培養することを特徴
とする、シバ属植物の形質転換法に関し、さらにはシバ属植物の走出枝の節の生長点から
誘導したカルスあるいは該カルスのアグロバクテリウムを用いて得た形質転換体からそれ
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ぞれ再生される植物体に関する。
【００１３】
本発明にいうシバ属植物とは、Ｚｏｙｓｉａ属に含まれるすべての植物を言う。その代表
例としては、ノシバ（Ｚｏｙｓｉａ
ａ

ｊａｐｏｎｉｃａ）やコウシュンシバ（Ｚｏｙｓｉ

ｍａｔｒｅｌｌａ）、コウライシバ（Ｚｏｙｓｉａ

ｔｅｎｕｉｆｏｌｉａ）等を挙

げることができる。シバ属植物は、一般家庭、公園、運動競技場などで広い面積にわたっ
て使用される極めて商業的需要の高い植物であり、薬剤耐性、害虫耐性などを付与した改
良品種の創出が望まれている。かかる点から、シバ属植物の品種改良を効率的に行うこと
のできる本発明の有する意義は大きい。
【００１４】
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走出枝とは、ほふく枝、ランナー、あるいはストロンとも呼ばれ、地表または浅い地下を
水平に細長く伸びる茎を指し、栄養繁殖の役割を果たし、地上部のもととなる芽をもつ。
また不定根を出して、母体側の走出枝が切れれば新個体を生じる機能も併せ持つ。シバ族
植物のほかにはオランダイチゴ、ユキノシタなども走出枝を有する。また、成長点とは、
シュ−ト頂または茎頂とも呼ばれ、茎や根の先端にある分裂能力の高い細胞の集まった茎
頂分裂組織であって、茎の伸長成長のもととなる部分を指す。
【００１５】
本発明は、シバ属植物の走出枝の節に存在する成長点部分を、カルス誘導を行うため一般
に使用される培地、好ましくはオーキシンとサイトカイニンを添加したＭＳ培地を基本と
する培地などで培養してカルスを誘導増殖させることを特徴の一つとする。かかるカルス
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が、種子あるいは走出枝の他の部分に由来するカルスに比べて高い分化能を有しているこ
とは新たな知見である。この場合、成長点から細胞を単離して、細胞から再生させても良
いが、再生効率の点から成長点を利用する方がより好ましい。
【００１６】
さらに、かかるカルスは、任意の遺伝子を含むアグロバクテリウムと混合して振とう培養
することで、シバ属植物としては意外な高効率でアグロバクテリウムを感染させることが
できることも明らかとなった。また、この感染後のカルスは依然として高い再分化能を有
しており、カルスを選抜薬剤を含む再分化培地に移植し、無菌条件下で静置培養すること
によって、効率的に植物体を再生させることができる。
【００１７】
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本発明により、任意の遺伝子を導入したシバ属植物を高効率に得ることが可能となる。す
なわち、シバ属植物の固体毎に異なる遺伝子型に左右されず、一定して再生植物や形質転
換植物を入手することが可能となる。
以下、実施例と共に発明をより詳細に述べるが、本発明はこれら説明にのみ限定されるも
のではない。
【００１８】
【発明の実施の形態】
１．カルス誘導
本発明において、シバ属植物の走出枝の節の成長点を分離する方法それ自体は、特別な方
法や装置を要することなく、植物組織から細胞を分離する一般的な方法により行うことが
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できる。例えば、次亜塩素酸ナトリウム水溶液および７０％エタノール水溶液を用いて走
出枝を滅菌し、良く水洗いした後に、滅菌条件下でメスを用いて各節より生長点を取り出
せばよい。
【００１９】
本発明は、この分離した生長点をそのまま、あるいは成長点より分離した細胞を、オーキ
シン及びサイトカイニン様作用を持つ適当な植物ホルモンを含む培地（以下、カルス誘導
培地と称する）に置床し、カルスを再生させる。この培地は通常用いられている植物培養
用の培地であれば何でも良いが、好ましくはＭＳ培地、ガンボルグＢ５培地、ＬＳ培地等
、より好ましくはＭＳ培地を用いることができる。また、上記培地に添加する植物ホルモ
ンとしては、オーキシン及びサイトカイニン様作用を持つものであれば何でも良く、具体
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的にはオーキシンとしては２，４−ジクロロフェノキシ酢酸（２，４−Ｄ）、ナフタレン
酢酸（ＮＡＡ）、３−アミノ−３，４，６−トリクロロピコリン酸（Ｐｉｃｌｏｒａｍ）
、又は３、６−ジクロロ−２−メチルベンゼン酸（ＤＩＣＡＭＢＡ）等が挙げられ、サイ
トカイニンとしてはカイネチン、ゼアチン、又はベンジルアデニン（ＢＡ）等が挙げられ
る。
【００２０】
カルスを誘導するための培養条件も、通常の培養条件を適用することができる。例えば、
生長点を置床したカルス誘導培地を、２０〜３０℃（好ましくは２５℃）、０〜３０００
ルクス（ｌｘ）で１５〜２０時間日長（好ましくは暗条件）の条件下で培養し、成長点か
らカルスを誘導する。この培養条件下、通常約一ヶ月でカルスが誘導される。さらに、誘
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導されたカルスを、１〜３ヶ月ほど上記のカルス誘導培地で継代培養した後、再分化能を
持つカルスを選抜する。
【００２１】
この様にして、カルスには、完熟種子などから誘導されたカルスとは比較にならないほど
高い頻度で高い再分化率を示すカルスを誘導、増殖させることができる。
【００２２】
２．アグロバクテリウムによる形質転換
１．で述べた方法に準じて誘導した高い再分化能を持つカルスを、適当な大きさ、好まし
くは５ｍｍ程度に分割したもの、又はそのままを、以下に述べるアグロバクテリウムによ
る形質転換に使用することができる。
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【００２３】
形質転換に用いるアグロバクテリウムの調製も、通常採用される方法により行うことがで
きる。また、該アグロバクテリウムの遺伝子への外来遺伝子の導入もまた、通常の操作方
法に従って任意の遺伝子を保持させればよい。
【００２４】
例えば、Ａｇｒｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ

ｔｕｍｅｆａｃｉｅｎｓのＬＢＡ４４０４株、Ｅ

ＨＡ１０１株、ＥＨＡ１０５株、Ｃ５８Ｃ１株、あるいはＡｇｒｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ
ｒｈｉｚｏｇｅｎｅｓのＤ６株、１７２４株、Ａ５株、Ａ１３株などを用い、２８℃で１
日〜３日間、適当な培地を用いて振とう培養する。その後、新しい培地に交換することで
アグロバクテリウムを洗浄し、ＯＤ６００における濁度が０．２になるように新しい培地
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に懸濁する。培地は、一般にアグロバクテリウムの培養に用いられる培地であればどのよ
うなものを用いても良いが、好ましくはＡＢ培地、ＡＡＭ培地等の無機培地、さらに好ま
しくはＡＡＭ培地などが挙げられる。
【００２５】
この様にして培養したアグロバクテリウムを含む懸濁液の適当量に前述のカルスを浸して
共培養を行う。使用するアグロバクテリウム懸濁液の量は、１０〜４０ｍｌ、好ましくは
２０ｍｌ程度であれば良く、カルスは５ｍｍ程度に分割したものの使用が好ましい。
【００２６】
また、培養温度は２０〜３０℃、好ましくは２５℃、照射条件は０〜３０００ルクス（ｌ
ｘ）で１５〜２０時間日長、好ましくは暗条件下で、振蕩条件は０〜１００ｒｐｍ、好ま
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しくは５０ｒｐｍ、培養時間は３〜１４日、好ましくは３〜７日、さらに好ましくは５日
間がおよその目安である。
【００２７】
さらに、１０ｍｇ／ｌのアセトシリンゴンを含むカルス誘導培地にカルスとアグロバクテ
リウムを移して、カルスにアグロバクテリウムを感染させる。培養温度は２０〜３０℃、
好ましくは２８℃が、照射条件０〜３０００ルクス（ｌｘ）で１５〜２０時間日長、好ま
しくは暗条件が、培養時間は３〜１４日、好ましくは５〜９日、さらに好ましくは７日間
静置培養し、カルスにアグロバクテリウムを感染させる。
【００２８】
３．再分化
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本発明において誘導したカルスから植物体を再生させる、いわゆる再分化は、特別な方法
を必要とせず、植物カルス一般から再分化させる方法と条件に準じて行うことができる。
例えば、走出枝の成長点から直接再分化させる場合には、ＭＳ培地、ガンボルグＢ５培地
、ＬＳ培地などの適当な培地に成長点を置き、２０〜３０℃（好ましくは２５℃）、０〜
３０００ルクス（ｌｘ）で１５〜２０時間日長（好ましくは暗条件）などの条件下で２１
〜５６日、好ましくは２１〜３５日、さらに好ましくは２８日間静置培養を行うことで効
率的に再分化させることができる。
【００２９】
また、アグロバクテリウムを用いて形質転換させたカルスは、５００ｍｇ／ｌのカルベニ
シリンなど適当な抗生物質を加えた滅菌水でアグロバクテリウムが付着したカルスをすす
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ぐことにより除菌した後、ハイグロマイシンなどの適当な選抜薬剤を加えたカルス誘導培
地に置床し、２０〜３０℃（好ましくは２５℃）、０〜３０００ルクス（ｌｘ）で１５〜
２０時間日長（好ましくは暗条件）の条件下で２１〜５６日、好ましくは２１〜３５日、
さらに好ましくは２８日間静置培養すればよい。
【００３０】
遺伝子が導入されなかったカルスは、徐々に褐変化し死滅化するので、変色せずに生き残
ったカルスのみを、適当な選抜薬剤を含みかつオーキシンやサイトカイニンなどを含まな
いカルス誘導培地（以下再生培地）に置床し、２０〜３０℃（好ましくは２５℃）、０〜
３０００ルクス（ｌｘ）で１５〜２０時間日長（好ましくは暗条件）の条件下で２１〜５
６日、好ましくは２１〜３５日、さらに好ましくは２８日間静置培養する。さらに、変色
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せずに生き残ったカルスのみを新しい再生培地に置床し、上記と同じ条件で静置培養する
ことを１〜５回、好ましくは２回繰り返せばよい。再分化能を持つカルスは、一般に透明
感のある黄色で、硬く、ピンセットで触れるとぽろぽろと崩れる性質を有している。
【００３１】
早いものではこの段階で幼植物体が確認される。幼植物体が見られるカルスおよび変色せ
ずに生き残ったカルスのみを再び新しい再生培地に置床し、２０〜３０℃（好ましくは２
５℃）、０〜３０００ルクス（ｌｘ）で１５〜２０時間日長（好ましくは３０００ルクス
（ｌｘ））の条件下で２１〜５６日、好ましくは２１〜３５日、さらに好ましくは２８日
間静置培養する。この操作を、幼植物体が得られるまで適宜繰り返すことで、再分化した
10

完全な植物個体を得ることができる。
【００３２】
【実施例】
＜実施例１＞
Ｚｏｙｓｉａ

ｊａｐｏｎｉｃａの走出枝を次亜塩素酸ナトリウム水溶液および７０％エ

タノール水溶液を用いて滅菌し、良く水洗いした後に滅菌条件下でメスを用いて各節より
生長点を取り出した。上記生長点をカルス誘導培地（３．５２ｇ／ｌ
Ｅ

ＡＮＤ

ＳＫＯＯＧ

ＢＡＳＡＬ

ＭＥＤＩＵＭ

ＶＩＴＡＭＩＮＳ（ＳＩＧＭＡ社製）、３０ｇ／ｌ

ＷＩＴＨ

４−Ｄ、０．５ｍｇ／ｌ

Ｓｕｃｒｏｓｅ、２ｍｇ／ｌ

ＢＡ、１００ｍｇ／ｌ

ミオイノシトール、１ｍｇ／ｌ

ＭＵＲＡＳＨＩＧ

ＧＡＭＢＯＲＧ

Ｓ
２，

α−ケトグルタル酸、１００ｍｇ／ｌ

リボフラビン、０．２５％

ＰＨＹＴＡＧＥＬ（ＳＩ

20

ＧＭＡ社製）、ｐＨ５．８）に置床した。上記生長点を置床したカルス誘導培地を、２５
℃、暗条件下で培養し、カルスを誘導した。約一ヶ月後、誘導されたカルスを新しいカル
ス誘導培地に置床し、再び２５℃、暗条件下で継代培養した。１ヶ月おきに植え継ぐこと
を３ヶ月ほど繰り返し、再分化能を持つカルスを選抜した。
【００３３】
上記カルスを５ｍｍ程度に分割したものを再生培地（３．５２ｇ／ｌ
Ｅ

ＡＮＤ

ＳＫＯＯＧ

ＢＡＳＡＬ

ＭＥＤＩＵＭ

ＶＩＴＡＭＩＮＳ（ＳＩＧＭＡ社製）、３０ｇ／ｌ
ミオイノシトール、０．１ｍｇ／ｌ

ＷＩＴＨ

ＭＵＲＡＳＨＩＧ

ＧＡＭＢＯＲＧ

Ｓ

Ｓｕｃｒｏｓｅ、１００ｍｇ／ｌ

ＧＡ３、０．２５％

ＰＨＹＴＡＧＥＬ（ＳＩＧＭ

Ａ社製）、ｐＨ５．８）に置床し、２５℃、暗条件下で静置培養した。約１ヵ月後には、

30

幼植物体が得られる。新しい再生培地に置床し、２５℃、３０００ルクス（ｌｘ）で１６
時間日長において静置培養し、緑化させた。約１ヶ月ごとに新しい培地に植え継ぎ、充分
な大きさになった段階で鉢上げした。これらの再生個体と元の個体との間には、形態的な
差はなかった。
【００３４】
＜実施例２＞
鉢上げした再分化個体の走出枝より生長点を調製してカルスを誘導し、実施例１と同じ条
件で植物体に再分化させた。この再分化個体と元の個体との間には形態的な差はなかった
。以上より、継続的に再分化可能な手法およびシバの系統を確立した。
40

【００３５】
＜実施例３＞
生長点より誘導した高い再分化能を持つカルスを５ｍｍ程度に分割し、以下の形質転換実
験に用いた。植物由来のイントロンを持つβ−グルクロニダーゼ遺伝子（Ｉｎｔｒｏｎ−
ＧＵＳ遺伝子）をカリフラワーモザイクウイルス由来の３５Ｓプロモーターに繋いだ融合
遺伝子（３５Ｓ−Ｉｎｔｒｏｎ−ＧＵＳ）を、選抜マーカーとしてハイグロマイシン耐性
遺伝子およびカナマイシン耐性遺伝子を持つバイナリ−ベクターに挿入したプラスミド（
ｐＩＧ１２１

Ｈｍ、名古屋大中村教授より分譲）をアグロバクテリウムＬＢＡ４４０４

株に導入した。図１にｐＩＧ１２１

Ｈｍの構造を示す。Ｐ３５Ｓは３５Ｓプロモーター

遺伝子を、ＧＵＳ（Ｉｎ）はＩｎｔｒｏｎ−ＧＵＳ遺伝子を示す。
【００３６】
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ｐＩＧ１２１

Ｈｍを保持したアグロバクテリウムをＡＢ培地（５ｇ／ｌ

ｅ、３ｇ／ｌ

ＫＨ２ＰＯ４、１ｇ／ｌ

ｇ／ｌ

ＮａＨ２ＰＯ４、１ｇ／ｌＮＨ４Ｃｌ、０．３

ＭｇＳＯ４・７Ｈ２Ｏ、１５０ｍｇ／ｌ

２Ｈ２Ｏ、２．５ｍｇ／ｌ

Ｇｌｕｃｏｓ

ＫＣｌ、１０ｍｇ／ｌ

ＣａＣｌ２・

ＦｅＳＯ４・７Ｈ２Ｏ、ｐＨ７．２）に植菌し、３日間、２

８℃で振とう培養した。ＡＢ培地は抗生物質であるカナマイシンを５０ｍｇ／ｌ、ハイグ
ロマイシンを５０ｍｇ／ｌ、スペクチノマイシンを５０ｍｇ／ｌ含む。新しいＡＢ培地に
交換することでアグロバクテリウムを１回洗浄し、ＯＤ６００における濁度が０．２にな
るようにＡＡＭ培地（３６ｇ／ｌ
１０ｍｇ／ｌ

４・７Ｈ２Ｏ、２５０μｇ／ｌ

５Ｈ２Ｏ、２５μｇ／ｌ
ｌ

Ｇｌｕｃｏｓｅ、６８．５ｇ／ｌ

ＭｎＳＯ４・６Ｈ２Ｏ、３ｍｇ／ｌ

ＣｏＣｌ２・６Ｈ２Ｏ、７５０μｇ／ｌ

ＣａＣｌ２・２Ｈ２Ｏ、２５０ｍｇ／ｌ
ニコチン酸、１０ｍｇ／ｌ

ｍｇ／ｌ

、５００ｍｇ／ｌ
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ＫＩ、１５０ｍｇ／

ＭｇＳＯ４・７Ｈ２Ｏ、１５０ｍｇ／ｌ

ＫＣｌ、４０ｍｇ／ｌ

Ｆｅ−ＥＤＴＡ、１ｍｇ／

塩酸チアミン、１ｍｇ／ｌ

塩酸ピリドキシン、１００

ｍｙｏ−イノシトール、１７７ｍｇ／ｌ

Ｌ−グリシン、９００ｍｇ／ｌ

ＺｎＳＯ

Ｎａ２ＭｏＯ４・２Ｈ２Ｏ、２５μｇ／ｌＣｕＳＯ４・

ＮａＨ２ＰＯ４・Ｈ２Ｏ、３ｇ／ｌ
ｌ

Ｓｕｃｒｏｓｅ、

Ｈ３ＢＯ３、２ｍｇ／ｌ

Ｌ−アルギニン、７．５ｍｇ／ｌ

Ｌ−グルタミン、３００ｍｇ／ｌ

Ｌ−アスパラギン酸

カザミノ酸、１．５％アガロース、ｐＨ５．２）に懸濁した。ＡＡＭ

培地はアセトシリンゴンを５０ｍｇ／ｌ含む。上記のアグロバクテリウム懸濁液２０ｍｌ
に、５ｍｍ程度に分割したカルスを浸し、２５℃、暗条件下において５日間緩やかに振と
う培養した。アグロバクテリウム懸濁液から取り出したカルスを５０ｍｇ／ｌのアセトシ

20

リンゴンを含むカルス誘導培地に移し、２５℃、暗条件に７日間静置することで共存培養
した。この振とう培養および共存培養の期間にアグロバクテリウムがカルスに感染するこ
とになる。共存培養後のカルスを、２５０ｍｇ／ｌのカルベニシリンおよび２００ｍｇ／
ｌのセファタキシムを加えた滅菌水ですすぐことにより、付着しているアグロバクテリウ
ムを除菌した。５０ｍｇ／ｌのハイグロマイシン、５００ｍｇ／ｌのカルベニシリン、１
００ｍｇ／ｌのセファタキシムを加えたカルス誘導培地に除菌したカルスを置床し、２５
℃、暗条件で約３ヶ月静置培養した。但し約１ヶ月ごとに、５０ｍｇ／ｌのハイグロマイ
シン、５００ｍｇ／ｌのカルベニシリン、１００ｍｇ／ｌのセファタキシムを加えた新し
いカルス誘導培地にカルスを植え替えた．褐変せずに生き残ったカルスのみを５０ｍｇ／
ｌのハイグロマイシン、５００ｍｇ／ｌのカルベニシリン、１００ｍｇ／ｌのセファタキ

30

シムを含む再生培地（以下選抜培地）に置床し、２５℃、暗条件で約１ヶ月静置培養した
。変色せずに生き残ったカルスのみをさらに新しい選抜培地に置床し、２５℃、３０００
ルクス（ｌｘ）で１６時間日長の条件下で約１ヶ月静置培養した。発根したものを選抜薬
剤を含まない再生培地に移し、２５℃、３０００ルクス（ｌｘ）で１６時間日長の条件下
で約２ヶ月培養し、生育を促進させた後に鉢上げした。
【００３７】
＜実施例４＞
実施例３で３５Ｓ−Ｉｎｔｒｏｎ−ＧＵＳ遺伝子を導入した形質転換シバの葉よりゲノム
ＤＮＡを抽出し、遺伝子が導入されていることをＰＣＲによって確認した。形質転換シバ
の葉０．１ｇよりＣＴＡＢ法に従い、ゲノムＤＮＡを抽出した。得られたゲノムＤＮＡ３
０〜５０ｎｇを鋳型として用い、３５Ｓプロモーター遺伝子とＧＵＳ遺伝子の間を配列番
号１と配列番号２で示すプライマーを用いてＰＣＲを行った。
【００３８】
ＰＣＲ反応に用いた反応液の組成は以下の通りである。なお、耐熱性ＤＮＡポリメラーゼ
には、Ｅｘ
【００３９】

Ｔａｑ（宝酒造社製）を用いた。
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10
また、ＰＣＲ反応の条件は、９５℃で１０分間保持、続いて９４℃で３０秒間、５５℃で
１分間、７２℃で９０秒間保持するサイクルを３０回、最後に７２℃で１０分間保持する
、と設定した。
【００４０】
ＰＣＲ反応後、反応液１０μＬを１％アガロースゲル電気泳動に供試して目的の領域が増
幅されているかどうかを確認した。その結果、形質転換体においてのみ約５００ｂｐのバ
ンドが検出されたことから、シバのゲノムＤＮＡにＧＵＳ遺伝子が挿入されたことが確認
された。図２に、ＧＵＳ遺伝子の挿入を確認したＰＣＲ産物電気泳動の結果を示す。レー
ン１から１３は組み換えシバのＰＣＲ産物であり、導入遺伝子特異的なバンドが検出され

20

ている。レーンＭは分子量マーカー（λ−ＥｃｏＴ１４Ｉ）、レーンＰはバイナリ−ベク
ターｐＩＧ１２１

ＨｍのＰＣＲ産物、レーンＣは非組み換えシバのＰＣＲ産物をそれぞ

れ泳動したものである。
【００４１】
＜実施例５＞
形質転換シバのゲノムＤＮＡを用いてサザン解析を行った。形質転換シバのなるべく新し
い葉約０．１ｇより、ＤＮｅａｓｙ

Ｐｌａｎｔ

Ｍｉｎｉ

Ｋｉｔ（ＱＩＡＧＥＮ社製

）を用いてゲノムＤＮＡを抽出した。約１μｇのゲノムＤＮＡを制限酵素Ｈｉｎｄ
Ｉで切断し、１％アガロースゲル電気泳動によって分離後、Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ
ｎｉｎｇ
ｒ

［Ｆｒｉｓｔｃｈ

ｅｔ

ａｌ．，

Ｃｏｌｄ

Ｓｐｒｉｎｇ

ＩＩ
Ｃｌｏ

Ｈａｒｂｏｕ

30

Ｐｒｅｓｓ（１９８９）］に記載されている方法に従い、ナイロンメンブレン（Ｈｙ
Ｎ＋、Ａｍｅｒｓｈａｍ

Ｂｉｏｓｃｉｅｎｃｅｓ社製）に転写した。プロー

ブには、プラスミド（ｐＩＧ１２１

Ｈｍ）を鋳型として配列番号１と配列番号２で示す

ｂｏｎｄ

プライマーを用いてＧＵＳ遺伝子を増幅したＰＣＲ産物を、ＡｌｋＰｈｏｓ
ａｎｄ

ｔ

Ｌａｂｅｌｌｉｎｇ

ｍ

Ｂｉｏｓｃｉｅｎｃｅｓ社製）によりラベルして用いた。ＡｌｋＰｈｏｓ
ａｎｄ

Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ

Ｄｉｒｅｃ

Ｓｙｓｔｅｍ（Ａｍｅｒｓｈａ

Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ

Ｄｉｒｅ

ｃｔ

Ｌａｂｅｌｌｉｎｇ

ａｍ

Ｂｉｏｓｃｉｅｎｃｅｓ社製）の方法に従って化学発光によりシグナルを検出し、

Ｓｙｓｔｅｍ（Ａｍｅｒｓｈ

Ｘ線フィルムに露光した。非形質転換体にはまったくシグナルが見られなかったのに対し
、組み換え体ではシグナルが検出された。図３に、サザンハイブリダイゼーションの結果

40

を示す。レーン１から１４は組み換えシバのゲノムＤＮＡであり、シグナルが検出された
。レーンＣは非組み換えシバのゲノムＤＮＡであり、シグナルは検出されなかった。
【００４２】
＜実施例６＞
形質転換シバに導入されたＧＵＳ遺伝子が働いていることを確認するため、葉を用いた組
織染色を行った。組み換えシバの葉を約２ｃｍの長さに切り取り、固定液（０．３％
ルムアミド、１０ｍＭ

ＭＥＳ、０．３Ｍ

ホ

マンニトール）に浸し、真空ポンプで吸引後

、室温で約１時間処理した。組織を緩衝液（５０ｍＭ

リン酸ナトリウム

ｐＨ７．０）

で洗浄し、５−ｂｒｏｍｏ−４−ｃｈｌｏｒｏ−３−ｉｎｄｏｌｙｌ−β−Ｄ−ｇｌｕｃ
ｕｒｏｎｉｃ

ａｃｉｄ

（Ｘ−Ｇｌｕｃ）溶液に浸し、真空ポンプで吸引後、３７℃で
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２時間以上処理した。発色を確認後、７０％エタノールにより脱色した。その結果、組み
換えシバの葉がｉｎｄｉｇｏｔｉｎ形成により青く染色されたことが確認された。
シバに導入したＧＵＳ遺伝子はストップコドンを含むイントロンが挿入されているため、
植物細胞内では正しくスプライシングを受けて活性のあるＧＵＳ蛋白質が合成されるが、
アグロバクテリウム内ではスプライシングが起こらないためＧＵＳ蛋白質が合成されない
。そのため組み換えシバの葉が染色されたことは、アグロバクテリウムの混入ではなく、
シバの染色体内にＧＵＳ遺伝子が挿入され、発現していることを示している。
【００４３】
【発明の効果】
本発明により、従来品種改良が困難であったシバ属植物の新品種を、例えば、耐寒性、常

10

緑性、耐塩性、耐暑性、耐乾性、耐病性、耐除草剤性、耐害虫性等に優れる品種を効率的
に育成することができる。これら特性の改善により、省力管理が可能なシバ属植物を育成
することができる。また、葉の幅や長さなどを変える事や、出穂しない性質、よりきれい
な緑を長い期間保つことができる性質などを持ったシバ属植物を育成することも可能とな
る。本発明を用いることで、従来シバ属植物が生育できなかった寒地や乾燥地帯などにも
生育可能なシバ属植物を育成することができ、シバ属植物の市場を広げる画期的な効果が
得られる。
【００４４】
【配列表】
20
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【図面の簡単な説明】
【図１】本発明においてシバ属植物の形質転換実験に用いた、バイナリ−ベクター「ｐＩ
Ｇ１２１

Ｈｍ」の構造を示す。

【図２】本発明によって得られた形質転換シバの、ＰＣＲ産物電気泳動の結果を示す。
【図３】本発明によって得られた形質転換シバの、サザンハイブリダイゼーションの結果
を示す。

【図１】

【図２】

【図３】

(11)

JP 4228044 B2 2009.2.25

フロントページの続き
(74)代理人 100105131
弁理士 井上 満
(74)代理人 100113332
弁理士 一入 章夫
(72)発明者 小林 正樹
埼玉県南埼玉郡白岡町大字白岡１４７０ 日産化学工業株式会社 生物科学研究所内
(72)発明者 福澤 洋光
埼玉県南埼玉郡白岡町大字白岡１４７０ 日産化学工業株式会社 生物科学研究所内

10

(72)発明者 蝦名 真澄
栃木県那須郡西那須町千本松７６８ 独立行政法人農業技術研究機構 畜産草地研究所内
(72)発明者 高溝 正
栃木県那須郡西那須町千本松７６８ 独立行政法人農業技術研究機構 畜産草地研究所内
(72)発明者 中川 仁
栃木県那須郡西那須町千本松７６８ 独立行政法人農業技術研究機構 畜産草地研究所内
(72)発明者 小林 真
栃木県那須郡西那須町千本松７６８ 独立行政法人農業技術研究機構 畜産草地研究所内
審査官 田中 公子

20

(56)参考文献 Tamaki M et al.，Callus induction and plant regeneration from shoot tip of zoysiagrass
，芝草研究，１９９７年，Vol.25, No.2，p.154‑157
猪熊千恵 他，遺伝子組換えノシバの作出，大成建設技術研究所報，１９９６年，No.29，p.365
‑372
勝本博 他，パーティクルガン法によるノシバへの遺伝子導入における条件の最適化，育種学雑
誌，１９９７年，第４７巻、別冊１号，p.152
(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
A01H

4/00

A01H

5/00

C12N 15/09
BIOSIS/WPI(DIALOG)
PubMed
Science Direct
JSTPlus(JDreamII)

30

