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(57) 【 要 約 】
【課題】植物にアルミニウム応答性リンゴ酸輸送能を付与することができる新規な蛋白質
及びそれをコードする遺伝子を提供することが、本発明の課題である。
【解決手段】本発明により、コムギ由来の新規なＡＬＭＴ１−１
子がコードするＡＬＭＴ１−１

遺伝子、及びその遺伝

蛋白質が得られた。ＡＬＭＴ１−１

蛋白質は、アルミ

ニウムイオンにより活性化されて、細胞外にリンゴ酸を放出する機能を有する輸送体蛋白
質である。リンゴ酸はアルミニウムイオンと錯体を形成してアルミニウムイオンを不活化
するために、ＡＬＭＴ１−１
ＬＭＴ１−１

蛋白質は植物のアルミニウム耐性に関与する。よって、Ａ

蛋白質をコードするＡＬＭＴ１−１

ムイオン耐性を付与することができると考えられる。
【選択図】

なし

遺伝子を用いて、植物にアルミニウ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
以下の（ａ）または（ｂ）に示すアミノ酸配列からなることを特徴とする蛋白質。
（ａ）配列表の配列番号１に示す、アミノ酸番号１−４５９

で示されるアミノ酸配列か

らなることを特徴とする蛋白質。
（ｂ）アルミニウムイオンにより活性化されて、細胞外にリンゴ酸を放出する機能を有す
る、（ａ）の一部が欠損、置換若しくは付加された蛋白質。
【請求項２】
請求項１記載の蛋白質をコードする遺伝子。
【請求項３】
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以下の（ｃ）または（ｄ）に示す塩基配列からなることを特徴とする遺伝子。
（ｃ）配列表の配列番号２に示す、塩基番号１−１５１７で示される塩基配列からなるこ
とを特徴とする遺伝子。
（ｄ）アルミニウムイオンにより活性化されて、細胞外にリンゴ酸を放出する機能を有す
る蛋白質をコードし、（ｃ）の一部が欠損、置換若しくは付加された遺伝子。
【請求項４】
請求項２又は請求項３記載の遺伝子を植物に導入することにより、植物にアルミニウムイ
オンに対する耐性を付与した、形質転換植物。
【請求項５】
請求項２又は請求項３記載の遺伝子を植物に導入することにより、植物にアルミニウムイ
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オンに対する耐性を付与する方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、植物のアルミニウム応答性リンゴ酸輸送体の新規な遺伝子であるＡＬＭＴ１−
１

遺伝子、及び当該遺伝子がコードするＡＬＭＴ１−１

蛋白質に関する。

【０００２】
【従来の技術】
人口の増加や環境の変化により、将来の食料危機が予想されている。その問題に対応する
べく、農業において効率よく作物を生産するための技術開発が求められている。その際に
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、世界には様々な不良土壌があって植物の生育を阻害していることが問題となる。中でも
酸性土壌は農業利用可能地面積の４０％を占め、日本を含め、中国、東南アジア、オース
トラリア、北米、南米と世界中に広がっている。従って、食料増産を考える上で、酸性土
壌における作物生産性を向上させることは重要である。
【０００３】
酸性土壌における作物生産性の向上を目指し、コムギ、イネ、オオムギ、トウモロコシな
どの主要穀類を中心に、アルミニウム耐性を示す品種選抜と他品種との掛け合わせによる
品種改良が行われているが、膨大な時間と手間が必要となる。一方、遺伝子組み換え技術
を用いてアルミニウム耐性作物を作出する試みも１例報告されている。これは、土壌菌由
来のクエン酸合成酵素をタバコ等の作物に形質導入し、過剰につくられたクエン酸を細胞
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外に放出させクエン酸とアルミニウムイオンとの錯体を形成させることにより、アルミニ
ウム耐性を獲得させるという方法である。しかし、この手法ではアルミニウムイオンの有
無に関わらず植物から常にクエン酸が放出され続けるため、作物の生産性を低下させる可
能性が高い。また、土壌微生物の遺伝子を導入した作物を食糧や飼料にすることの安全性
が問題となる。さらにこの方法の再現性が問題視されている。
【０００４】
酸性土壌における主たる植物生育阻害因子はアルミニウムイオンであることから、アルミ
ニウム耐性遺伝子の検索が進められ、アルミニウム耐性遺伝子の存在が推定されていた。
この遺伝子の発現により、コムギはアルミニウムイオンの刺激によって細胞外にリンゴ酸
を放出することができると考えられている。リンゴ酸はアルミニウムイオンと錯体を形成
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してアルミニウムイオンを不活化するために、この遺伝子を有するコムギはアルミニウム
耐性となると考えられる。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
本発明はアルミニウム耐性コムギに特異的に発現している遺伝子を世界で初めてクローニ
ングし、その機能がアルミニウムイオンにより活性化され細胞外にリンゴ酸を放出する輸
送体蛋白質であることを明らかにするとともに、この遺伝子をイネに形質導入することに
よりアルミニウム応答性リンゴ酸輸送体が発現することを示したものである。従って、本
発明でクローニングしたコムギのアルミニウム応答性リンゴ酸輸送体遺伝子の高発現形質
転換体を遺伝子組み換え技術を用いて作成することにより、アルミニウム耐性作物を作出
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しうる可能性を強く示唆している。
【０００６】
また本発明は、アルミニウムイオンによって活性化されリンゴ酸を細胞外に放出する輸送
体蛋白質をコードするコムギ遺伝子の塩基配列ならびにアミノ酸配列である。この遺伝子
をコムギ類およびその他の作物に導入することにより、アルミニウム耐性を付与し、アル
ミニウム害のみられる酸性土壌における作物生産性の向上が期待できる。農業特に育種分
野に有用であり、育種関連産業で利用されると思われる。
【０００７】
より特異的には、前記の課題を解決するために、本出願において以下の発明を提供する。
本発明は、配列表の配列番号１に示す、アミノ酸番号１−４５９

で示されるアミノ酸配
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列からなることを特徴とする蛋白質である。アルミニウムイオンにより活性化されて、細
胞外にリンゴ酸を放出する機能を有し、その一部が欠損、置換若しくは付加された蛋白質
もまた本発明の範囲内である。更に当該蛋白質をコードする遺伝子もまた、本発明の範囲
内である。
【０００８】
更に本発明は、配列表の配列番号２に示す、塩基番号１−１５１７で示される塩基配列か
らなることを特徴とする遺伝子である。細胞外にリンゴ酸を放出する機能を有する蛋白質
をコードし、その一部が欠損、置換若しくは付加された遺伝子もまた、本発明の範囲内で
ある。
【０００９】
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更に、上記の遺伝子を植物に導入することにより、植物にアルミニウム耐性を付与した形
質転換植物もまた、本発明の範囲内である。なお更に本発明は、上記の遺伝子を植物に導
入することにより、植物にアルミニウム耐性を付与する方法もまた、本発明の範囲内であ
る。
【００１０】
【発明の実施の形態】
コムギでは、アルミニウムイオンが存在する時にのみ根からリンゴ酸を放出し、リンゴ酸
とアルミニウムイオンとの錯体形成によりアルミニウムを不活性化し、アルミニウム耐性
を獲得するとともに酸性土壌耐性を示すことが強く示唆されていた。さらにこのアルミニ
ウム耐性機構は単一の優勢遺伝子座（Ａｌｔ１）によって制御されており、この遺伝子座
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に関する準同質系統株も作出されていた。
【００１１】
下記の実施例において示す様に、アルミニウム感受性が異なる準同質遺伝子系統のコムギ
（ＥＴ８，ＥＳ８
Ｓ８

）を用いたサブトラクション法により、アルミニウム感受性系統（Ｅ

）に比較してアルミニウム耐性系統（ＥＳ８

）で強く発現している遺伝子（ｃＤ

ＮＡ）をクローニングし、その遺伝子が以下に述べるように、アルミニウムにより活性化
されるリンゴ酸輸送体であることが示され、ＡＬＭＴ１
ｇｅｒｅｄ

ｍａｌａｔｅ

ｔｒａｎｓｐｏｒｔｅｒ

（ａｌｍｉｎｉｕｍ−ｔｒｉｇ
）と命名した。ＡＬＭＴ１

遺伝

子の発現部位は根端特異的であり、アルミニウムイオンの刺激に依存したリンゴ酸放出部
位と一致した。アルミニウム耐性系統と感受性系統において遺伝子の塩基配列は６塩基異
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なり、アミノ酸に関して２残基異なっており、それぞれをＡＬＭＴ１−１，
−２とした。アフリカツメガエル卵母細胞にＡＬＭＴ１−１
ＡＬＭＴ１−１

ＡＬＭＴ１

遺伝子の転写産物を導入し

蛋白質を発現させたのち、電気生理学手法を用いてＡＬＭＴ１−１

蛋

白質がアルミニウムイオンによって特異的に活性化されるリンゴ酸輸送体であることを証
明した。
【００１２】
さらにＡＬＭＴ１−１

遺伝子をイネに形質導入した結果、ＡＬＭＴ１−１

の形質転換

イネにおいてのみアルミニウムイオン特異的にリンゴ酸放出が起こることが示された。以
上、クローニングしたＡＬＭＴ１−１

遺伝子は、アルミニウムイオンの刺激によって活

性化されリンゴ酸を放出する新規の輸送体蛋白質をコードしており、コムギのアルミニウ
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ム耐性遺伝子（Ａｌｔ１）と同一である可能性が極めて高いこと、この遺伝子をイネに形
質導入することによりアルミニウム応答性リンゴ酸輸送体が発現することが示された。
【００１３】
本発明であるアルミニウム応答性のリンゴ酸輸送体をコードするＡＬＭＴ１−１

遺伝子

（図１）を形質転換用のプラスミドベクターに導入した。本発明ではハイグロマイシン耐
性遺伝子を組み込んだベクターのｐＩＧ１２１−Ｈｍ
イルスの３５Ｓ

プロモーターの下流にＡＬＭＴ１−１

を用い、カリフラワーモザイクウ
遺伝子の翻訳領域をつないだプ

ラスミドを構築し、これをアグロバクテリウム菌ＥＨＡ１０１に導入した。このアグロバ
クテリウムをイネ（日本晴）のカルス細胞に感染させて、ハイグロマイシン耐性カルスを
選抜した後、再分化をおこさせ形質転換体を得た。形質転換体では図２に示すアミノ酸配
列を持つＡＬＭＴ１−１

遺伝子産物が生合成されることになる。３５Ｓ

の下流につないだＡＬＭＴ１−１
実際、ＡＬＭＴ１−１
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プロモーター

遺伝子は植物全体で発現しているものと思われるが、

遺伝子の発現を根及び葉の両方で確認した。

【００１４】
非形質転換イネ（日本晴）とＡＬＭＴ１−１
各々無機塩培地に浸し、さらに０．１ｍＭ

遺伝子を導入した形質転換イネの根部を、
の塩化アルミニウムを添加した条件としない

条件で保温し、培養液中に放出されたリンゴ酸量を比較した。その結果、形質転換イネの
根にアルミニウムを添加した場合においてのみ、リンゴ酸放出が観察された。アルミニウ
ム処理をしない形質転換イネや、非形質転換イネの根では、リンゴ酸放出は見られなかっ
た。
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【００１５】
アルミニウム耐性コムギ品種の幼植物の根においてアルミニウムイオンの存在下で放出さ
れるリンゴ酸量は、植物体あたり１時間に４〜８ｎｍｏｌと報告されている。ＡＬＭＴ１
−１

遺伝子の形質転換イネの根からアルミニウムに依存して放出されるリンゴ酸量も同

程度であった。
【００１６】
ＡＬＭＴ１−１
１

遺伝子をアルミニウム感受性のコムギ品種に形質導入し、ＡＬＭＴ１−

遺伝子の高発現形質転換体を作成すれば、形質転換体はアルミニウムイオンが存在す

る場合にのみリンゴ酸を放出し、アルミニウム耐性ひいては酸性土壌耐性を示す可能性が
高い。また、ＡＬＭＴ１−１

遺伝子産物はそれ自身が単独でアルミニウムイオンにより

40

活性化されるリンゴ酸輸送体を形成することから、他のアルミニウム感受性の植物種に形
質導入した場合でも、同様の機構でアルミニウム耐性を示すことが期待される。
【００１７】
形質導入する遺伝子を３５Ｓ

プロモーターの下流で発現させる場合、導入遺伝子は常に

発現状態にある。アルミニウム耐性植物を作出するためにクエン酸合成酵素遺伝子を導入
した例でも３５Ｓ

プロモーターを使用しており、この場合形質転換体は常にクエン酸を

合成し放出し続けることになり、植物への負担は大きい。しかし、本発明のＡＬＭＴ１−
１

遺伝子を導入する方法では、ＡＬＭＴ１−１

Ｔ１−１

遺伝子は常に発現状態にあり、ＡＬＭ

遺伝子産物のリンゴ酸輸送体はアルミニウムイオンの攻撃に常に備えているも

のの不活性型であり、アルミニウムイオンが存在する時にのみ活性化されリンゴ酸を放出
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する。従って、植物体への負担が少ない。
【００１８】
本発明のＡＬＭＴ１−１

蛋白質は、上述したように、アルミニウムイオンにより活性化

されて、細胞外にリンゴ酸を放出する機能を有する輸送体蛋白質である。放出されたリン
ゴ酸とアルミニウムイオンとの間に錯体が形成されるので、本発明の植物のＡＬＭＴ１−
１

蛋白質はアルミニウム耐性に関与している可能性が高い。

【００１９】
本願明細書において、配列番号１に示すアミノ酸配列の一部が欠失、置換若しくは付加さ
れた蛋白質とは、配列番号１に示すアミノ酸配列において、２０個以下、好ましくは１０
個以下、更に好ましくは５個以下のアミノ酸が置換された蛋白質である。また、その様な
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蛋白質と配列番号１に示すアミノ酸配列とは、９５％以上、好ましくは９７％以上、更に
好ましくは９９％以上の相同性を有する。その様な蛋白質も、アルミニウムイオンにより
活性化されて、細胞外にリンゴ酸を放出する機能を有する限り、本発明の範囲内である。
【００２０】
更に本発明のＡＬＭＴ１−１

遺伝子は、上述したように、アルミニウムイオンにより活

性化されて、細胞外にリンゴ酸を放出する機能を有する輸送体蛋白質である上記のＡＬＭ
Ｔ１−１

蛋白質をコードしている。

【００２１】
遺伝子組み換え技術によれば、基本となるＤＮＡ

の特定の部位に、当該ＤＮＡ

の基本

的な特性を変化させることなく、あるいはその特性を改善する様に、人為的に変異を起こ

20

すことができる。本発明により提供される天然の塩基配列を有する遺伝子、あるいは天然
のものとは異なる塩基配列を有する遺伝子に関しても、同様に人為的に挿入、欠失、置換
を行う事により、天然の遺伝子と同等のあるいは改善された特性を有するものとすること
が可能であり、本発明はそのような変異遺伝子を含むものである。
【００２２】
即ち、配列表の配列番号２に示す遺伝子の一部が欠失、置換若しくは付加された遺伝子と
は、配列番号２に示す塩基配列において、２０個以下、好ましくは１０個以下、更に好ま
しくは５個以下の塩基が置換された遺伝子である。また、その様な遺伝子と配列番号２に
示す塩基配列とは、９５％以上、好ましくは９７％以上、更に好ましくは９９％以上の相
同性を有する。その様な遺伝子も、アルミニウムイオンにより活性化されて、細胞外にリ
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ンゴ酸を放出する機能を有する蛋白質をコードする限り本発明の範囲内である。また、そ
の様な遺伝子はストリンジェントな条件下で配列表の配列番号２に示す遺伝子とハイブリ
ッドを形成する。
【００２３】
ハイブリダイゼーションの条件については当業者が適宜選択をすることができるが、具体
的には以下の操作によってハイブリダイゼーションを行うことができる。試験すべきＤＮ
Ａ

またはＲＮＡ

分子を転写した膜と標識したプローブを、適用なハイブリダイゼーシ

ョンバッファー中でハイブリダイズさせる。ハイブリダイゼーションバッファーの組成は
、例えば、５

×ＳＳＣ

％

、

のＳＤＳ

０％

、

２重量％

０．１重量％

Ｎ−ラウロイルサルコシン、０．０２重量

の核酸ハイブルダイゼーション用ブロッキング試薬及び５

フォルムアミドから成る。核酸ハイブルダイゼーション用ブロッキング試薬として

は、一例として、０．１Ｍマレイン酸と０．１５Ｍ
Ｈ７．５）

塩化ナトリウムからなる緩衝液（ｐ

に市販の核酸ハイブリダイゼーション用ブロッキング試薬を１０％

ように溶解したものを使用することができる。２０×ＳＳＣ
０．３
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Ｍクエン酸溶液であり、ＳＳＣ

好ましくは４〜５×ＳＳＣ

になる

は、３Ｍ塩化ナトリウム、

は、より好ましくは、３〜６×ＳＳＣ

、更に

の濃度で使用する。

【００２４】
ハイブリダイゼーションの温度は、４０〜８０℃、より好ましくは５０〜７０℃、更に好
ましくは５５〜６５℃の範囲であり、数時間から一晩のインキュベーションを行った後、
洗浄バッファーで洗浄する。洗浄の温度は、好ましくは室温、より好ましくはハイブリダ
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イゼーション時の温度である。洗浄バッファーの組成は６×ＳＳＣ
Ｓ

溶液、より好ましくは４×ＳＳＣ

×ＳＳＣ
ＤＳ

＋０．１重量％ＳＤＳ

＋０．１重量％ＳＤＳ

＋０．１重量％ＳＤ

溶液、更に好ましくは２

溶液、更に好ましくは１×ＳＳＣ

溶液、最も好ましくは０．１×ＳＳＣ

＋０．１重量％ＳＤＳ

＋０．１重量％Ｓ
溶液である。この

ような洗浄バッファーで膜を洗浄し、プローブがハイブリダイズしたＤＮＡ
ＲＮＡ

分子または

分子をプローブに用いた標識を利用して識別することができる。

【００２５】
本発明のＡＬＭＴ１−１

遺伝子は、アルミニウムイオンにより活性化されて、細胞外に

リンゴ酸を放出する機能を有する輸送体蛋白質である上記のＡＬＭＴ１−１

蛋白質をコ

ードする遺伝子であり、アルミニウムにより活性化されるリンゴ酸放出機能は植物のアル

10

ミニウムイオン耐性遺伝子に強く連鎖しているために、当該遺伝子を植物に導入する事に
より、アルミニウムイオンに対する耐性を付与する可能性が極めて高い。下記の実施例に
おいて単子葉植物ではイネ、双子葉植物ではタバコの形質転換体を作成しているが、本発
明のＡＬＭＴ１

遺伝子を導入する植物の例としては、イネ、コムギ、オオムギ、トウモ

ロコシ、アスパラガス、ソルガム等の単子葉植物、またホウレンソウ、ニンジン、ダイズ
、トマト、ジャガイモ、タバコ、ワタ、ビート、シロイヌナズナ等の双子葉植物が挙げら
れる。しかし、形質転換を行う対象の植物はそれらの植物に限定されるものではなく、種
々の植物において形質転換体を作成することができる。
【００２６】
形質転換体の作製方法としては、本技術分野において知られている通常の方法を用いる事

20

ができる。導入された遺伝子を活性化するために下記の実施例においては、本技術分野で
汎用されているカリフラワーモザイクウイルス３５Ｓ

プロモーターを、形質導入するべ

き本発明の遺伝子の上流に配置している。導入された外来遺伝子を十分に発現させるため
には、多くの場合には何らかのプロモーターが必要とされるが、カリフラワーモザイクウ
イルス３５Ｓ

プロモーターに限定されるものではなく、本技術分野において汎用されて

いる他のプロモーターを用いることも可能である。その例にはイネアクチン１（Ｒｉｃｅ
ａｃｔｉｎ
ｔｉｎ

１）プロモーター、トウモロコシユビキチン（Ｍａｉｚｅ

ｕｂｉｑｕｉ

）プロモーター等があり、これらのプロモーターは単子葉植物で高発現させる目

的に汎用されている。
【００２７】
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また、本発明において使用可能なベクターには例えばバイナリーベクターがあり、下記の
実施例において使用したｐＩＧ１２１−Ｈｍ

は最も好ましい。その他のバイナリーベク

ターには例えばｐＢＩ１２１及びｐＢＩ２２１等が挙げられるが、それらに限定されるも
のではない。そのようなベクターを、例えばアグロバクテリウム菌に導入して、カルス又
は幼植物に感染させることにより、形質転換植物を作製する事が可能であり、更に、その
ような形質転換植物に由来する種子を得る事が可能である。また、本発明の植物遺伝子を
植物に導入する形質転換法は、アグロバクテリウム法に限定されるものではなく、パーテ
ィクルガン法、電気穿孔法等の、本技術分野において公知の種々の方法を用いる事も可能
である。
【００２８】

40

【実施例】
本発明者らは、アルミニウム感受性系統（ＥＳ８
統（ＥＴ８

）では発現せず、アルミニウム耐性系

）において発現しているｃＤＮＡを単離するために、サブトラクティブ・ハ

イブリダイゼーションを行った。ＥＴ８
クローンが、ジゴキシゲニン（ＤＩＧ

から得た２８８

の候補クローンの中の１つの

）でラベルされたＥＴ８

ｃＤＮＡとハイブリダイズしたが、ＥＳ８

のｍＲＮＡ集団由来の

のｍＲＮＡ集団とはハイブリダイズしなかっ

た。クローンの配列に基づいてプライマーを設計し、完全長のｃＤＮＡを得るためにＲＡ
ＣＥ（ｒａｐｉｄ

ａｍｐｌｉｆｉｃａｔｉｏｎ

を行った。ポリ（Ａ）

＋

ｏｆ

ｃＤＮＡ

ｅｎｄｓ）−ＰＣＲ

テイルを除き、完全長のｃＤＮＡは１５１７塩基対の核酸の

長さのｃＤＮＡを示した。遺伝子の推定アミノ酸配列は、４９．７ｋＤａ

の予想分子量
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個の残基から構成されていた。得られた遺伝子（ｃＤＮＡ）の配列を

図１に、それから得られた推定アミノ酸配列を図２に示す。
【００２９】
図３は、ＥＴ８

由来のＡＬＭＴ１−１

遺伝子がコードする蛋白質の推定アミノ酸配列

の疎水性プロファイルを示す。アミノ酸配列の疎水性は６個から８個の推定膜貫通領域を
示しており、その産物は膜蛋白質であることを示唆している（図３）。このプロットは１
０残基のムービングウィンドウを用いて作成された（Ｋｙｔｅ
ｅ

ａｎｄ

パラメーター）。図３において、プロット上の丸印は、ＥＴ８

Ｄｏｏｌｉｔｔ

系統とＥＳ８

系統

の間において異なっているアミノ酸残基の位置を示す。プロット上の線は、抗血清を構築
するための抗原に用いたペプチド断片を示す。

10

【００３０】
蛋白質データベース（ＢＬＡＳＴ
ｌｍ．ｎｉｈ．ｇｏｖ／

ｓｅｒｃｈ，

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｃｂｉ．ｎ

）を検索したところ、この遺伝子の産物はシロイヌナズナとイ

ネにおける仮想的な蛋白質のアミノ酸配列と、３１から４３％の相同性を有することを見
いだした。動物又は微生物との相同性は報告されていなかった。
【００３１】
図４は、コムギにおけるＡＬＭＴ１

遺伝子発現のノーザンブロット解析を示す。ノーザ

ンブロット解析により、クローン化された遺伝子の転写産物は、ＥＳ８
Ｔ８

においてより量が多いことが示された（図４）。１０μｇ

と比較して、Ｅ

の全ＲＮＡ

をアガロ

ースゲル電気泳動によって分離し、ｒＲＮＡを検出するために、エチジウムブロマイドに

20

よって染色した。図４Ａは、アルミニウム耐性品種の根端における特異的なＡＬＭＴ１
遺伝子の発現を示す。図４Ｂは、アルミニウム処理がＡＬＭＴ１

のｍＲＮＡレベルに及

ぼす影響を示す。
【００３２】
遺伝子の発現はＥＴ８

の根端（５ｍｍ

）において特異的に検出され（図４Ａ）、その

知見は、アルミニウムによって引き起こされたリンゴ酸放出とアニオン輸送体活性が、ア
ルミニウム耐性品種の根端において特異的に観察されたという過去の知見と一致していた
。遺伝子は根端において構成的に発現し、いずれの系統においてもアルミニウムによって
促進されなかった（図４Ｂ）。遺伝子の構成的な高い発現はアルミニウム耐性コムギ品種
アトラス６６においても観察されたが、アルミニウム感受性品種スカウト６６においては
観察されなかった（図４Ｂ）。クローン化された遺伝子をＡＬＭＴ１

30

と命名した。

【００３３】
アルミニウム耐性（ＥＴ８

及びアトラス６６）品種とアルミニウム感受性（ＥＳ８

及

びスカウト６６）品種からのＲＴ−ＰＣＲによって、ｃＤＮＡ断片の読み枠を増幅した。
遺伝子特異的なプライマーを用いてアドヴァンテージＧＣ２
ック）によりＰＣＲ

ＰＣＲ

キット（クロンテ

を行った。これら２つのアルミニウム耐性品種由来のＡＬＭＴ１

遺伝子の塩基配列（ＡＬＭＴ１−１
感受性品種由来のＡＬＭＴ１

）は完全に一致した。同様に、２つのアルミニウム

遺伝子のＤＮＡ

ていた。しかしながら、ＡＬＭＴ１−１

配列（ＡＬＭＴ１−２

配列とＡＬＭＴ１−２

２つのアミノ酸残基）において異なっていた。図５は、ＥＴ８
遺伝子の塩基配列と、ＥＳ８

由来のＡＬＭＴ１

）もまた一致し

配列は、６つの塩基（
由来のＡＬＭＴ１−１

アレル（ＡＬＭＴ１−２

40

）の部分ヌ

クレオチドとその推定アミノ酸配列において、配列の異なった部分を示している。下線と
二重下線は、ＥＴ８

とＥＳ８

系統の間で観察された、異なったヌクレオチドとアミノ

酸残基をそれぞれ示している。
【００３４】
アフリカツメガエル卵母細胞を用い、二電極膜電位固定法によって、ＡＬＭＴ１−１蛋白
質はリンゴ酸輸送体であるかどうかの検討を行った。ＡＬＭＴ１−１

のｃＲＮＡとリン

ゴ酸を注入した卵母細胞の電気生理学的特性を、アルミニウムの存在下又は非存在下の溶
液中で測定した（図６）。図６において、リンゴ酸を注入した（又はクエン酸を注入した
）ＡＬＭＴ１−１−ｃＲＮＡ発現卵母細胞において、電流−電圧曲線を測定した。
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【００３５】
ｃＲＮＡとリンゴ酸の両者を注入した卵母細胞においてのみ、アルミニウムは有意に高い
内向き電流を引き起した（図６における

ｃＲＮＡ

リンゴ酸

＋

Ａｌ

、黒丸）。し

かし、ｃＲＮＡとクエン酸の両者を注入した場合を含めて、他の処理においては内向き電
流は引き起こされなかった。これらの結果は、ＡＬＭＴ１−１

はアルミニウムにより引

き起こされるリンゴ酸透過輸送体をコードしていることを示唆している。アルミニウムに
より引き起こされる内向き電流の経時変化を、固定した電圧（−１００ｍＶ）において記
録した。リンゴ酸が注入されてＡＬＭＴ１−１

を発現している卵母細胞は、アルミニウ

ムによって増幅された電流の促進を示したが、ランタンにおいてはその現象は見られなか
った。

10

【００３６】
図７に、リンゴ酸を注入してＡＬＭＴ１−１

を発現した卵母細胞における、内向き電流

の経時変化を示す。内向き電流はアルミニウムに暴露して約１分後に増加し始めて、アル
ミニウムに４から５分間暴露した後に最小値に達した（図７）。過去の研究においても、
根端におけるアルミニウム暴露とリンゴ酸放出の間に、又はコムギのプロトプラストにお
ける内向き電流の活性化の間に、５から３０分間の遅延が見られた。その遅延は、輸送体
活性化に何らかの中間段階が関与していることを示唆している可能性もある。
【００３７】
植物におけるＡＬＭＴ１−１

遺伝子の輸送体機能を確かめるために、パーティクルガン

法によって、ＡＬＭＴ１−１

遺伝子による形質転換コムギの作成を試みた。しかしなが

20

ら、コムギにおける形質転換頻度は一般的に低く、その試みは成功しなかった。その代わ
りに、アグロバクテリウムにより仲介された形質転換方法によって、イネ植物をＡＬＭＴ
１−１

遺伝子で形質転換することに成功した。カリフラワーモザイクウイルス３５Ｓ

（ＣａＭＶ３５Ｓ

）プロモーターに連結させたＡＬＭＴ１−１

に、ｐＩＧ１２１−Ｈｍ

遺伝子を導入するため

ベクターを用いた。そのプラスミドを、イネ品種である日本晴

の種子から誘導したカルスに導入した。ハイグロマイシン選抜によって、２１個の推定形
質転換系統（Ｔ０）が得られた。全ての形質転換体のゲノムにＡＬＭＴ１−１は挿入され
ており、その配列に特異的なプライマーを用いたＰＣＲ
ＭＴ１−１

によってそれを確認した。ＡＬ

のｍＲＮＡを最大量発現している形質転換体を、Ｔ１世代における更なる解

析に使用した。

30

【００３８】
導入されたＡＬＭＴ１−１

遺伝子の発現をノーザンブロット解析によって試験した（図

８）。図８において、形質転換体と非形質転換体における、根と葉におけるＡＬＭＴ１−
１

のｍＲＮＡのレベルを示す。形質転換系統において、根と葉の両者におけるＡＬＭＴ

１−１

の有意な発現が構成的に示されたが、非形質転換体ではそれは見られなかった。

アルミニウム処理は発現レベルには影響しなかった。
【００３９】
図９は、形質転換体と非形質転換体の根と葉から調製したミクロゾーム膜画分における、
ＡＬＭＴ１−１

蛋白質のウエスタンブロット解析を示す。矢印は、ＡＬＭＴ１−１蛋白

質の位置（４５ｋＤａ

）を示す。ＡＬＭＴ１−１

蛋白質のポリペプチド断片に対する

40

抗体を用いたウエスタンブロット解析によって、形質転換体の根及び葉から調製したミク
ロゾームの膜画分中にその蛋白質は見い出されたが、非形質転換体のその画分中には見出
されなかった（図９）。ＡＬＭＴ１−１
きさはＡＬＭＴ１−１

蛋白質の大きさは４５ｋＤａ

であり、その大

遺伝子の推定されたアミノ酸配列の分子量（４９．７ｋＤａ

）

より小さかった。
【００４０】
図１０は、形質転換体からのアルミニウム依存性のリンゴ酸放出を示す。幼植物の根を１
００

μＭ

の塩化アルミニウムの存在下又は非存在下で、栄養溶液（ｐＨ４．５

）中

で処理した。この形質転換体において、アルミニウムは根からのリンゴ酸放出を引き起こ
したが、非形質転換体においては引き起こさなかった（図１０）。同様のアルミニウム処
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理は、形質転換体のクエン酸放出は引き起こさなかった。暴露してから２４時間後まで、
３価イオン（ランタン及び鉄イオン）によってリンゴ酸放出を誘導することはなかった。
これらの結果は、コムギのＡＬＭＴ１−１

遺伝子はイネにおいて優性に発現し、アルミ

ニウムによって引き起こされる根からのリンゴ酸放出を制御していることを示唆している
。
【００４１】
植物アニオン輸送体をコードしていると推定される遺伝子（例えば塩素イオンチャネル）
は、ほんの僅かしか報告されていない。本発明において、ＡＬＭＴ１−１

はアルミニウ

ムによりゲートの開閉が制御されるリンゴ酸透過性輸送体をコードしていることを強く示
唆する、いくつかの証拠が得られた。
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【００４２】
更に、準同質コムギ系統である、ＥＴ８

とＥＳ８

基配列が相違していること（図５）は、ＡＬＭＴ１

の間に観察されたＡＬＭＴ１

の塩

は少なくとも２つのアレルより構成

されていることを示唆している。更に、ＡＬＭＴ１−１

遺伝子が、アルミニウムによっ

て活性化されるリンゴ酸放出と、アルミニウム耐性の表現型をＥＴ８

において制御して

いる優性遺伝子である、Ａｌｔ１遺伝子自身であることも強く示唆している。ＡＬＭＴ１
−１

輸送体はアルミニウムによって活性化されるがランタンによっては活性化されない

。それは、アニオン輸送体を介した、ＥＴの根とＥＴの根の細胞のプロトプラストからの
リンゴ酸の放出は、アルミニウムによって活性化されるがランタンによっては活性化され
ない、という過去の報告と一致していた。アルミニウムはアニオン輸送体をいかに活性化

20

するかということについて、説明するために３つのモデルが提唱されているが、アフリカ
ツメガエルから得られた本発明の知見は、アルミニウムはアニオン輸送体蛋白質と直接に
相互作用して、その開口を引き起こすことを強く示唆している。
【００４３】
いくつかの研究グループが、有機酸生合成の鍵となる酵素をコードしている遺伝子によっ
て植物を形質転換することにより、アルミニウム耐性の形質転換植物を作成することを試
みてきた。緑膿菌由来のクエン酸合成酵素を構成的に発現している形質転換タバコ系統は
、根からのクエン酸の構成的な放出によるアルミニウム耐性を示したが、他の研究グルー
プはその知見を再現することはできなかった。ニンジン細胞由来のミトコンドリアのクエ
ン酸合成酵素遺伝子を発現している形質転換シロイヌナズナは、構成的にクエン酸の放出
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を促進し、その結果アルミニウムに僅かに耐性になるという表現型を示した。
【００４４】
一方、ＡＬＭＴ１−１

遺伝子を有する形質転換イネにおいては、アルミニウムによって

活性化されるリンゴ酸透過性輸送体は構成的に発現していたが、リンゴ酸放出はアルミニ
ウムによってのみ引き起こされた（図６−図１０）。１００

μＭ

って、形質転換したイネから放出されたリンゴ酸の量は、１８０
− １

２４時間

− １

（平均±ＳＥ，

ｎ＝６

ＡｌＣｌ３ 処理によ
±２５ｎｍｏｌ幼植物

）であった（図１０）。この値は、アルミニ

ウム耐性コムギ遺伝子型（ＥＴ）における値と匹敵していた。そこで、アルミニウムによ
りゲートの開閉が制御されるリンゴ酸透過性輸送体は、アルミニウム耐性の形質転換作物
を作成するために最も適した特異的な候補である。

40

【００４５】
更に、双子葉植物であるタバコの形質転換体を作製した。タバコ培養細胞（Ｎｉｃｏｔｉ
ａｎａ

ｔａｂａｃｕｍ

Ｌ．ｃｖ．Ｓａｍｓｕｎ，細胞株ＳＬ）の形質転換はアグロバ

クテリウムによる方法を用いて行った。カリフラワーモザイクウイルス３５Ｓ
ターに連結させたＡＬＭＴ１−１

プロモー

遺伝子を、バイナリーベクターのｐＩＧ１２１−Ｈｍ

を改変して組み込んだ。このプラスミドをアグロバクテリウム・ツメファシエンス（Ｅ
ＨＡ１０１株）を介してタバコ培養細胞に導入した。コントロールとしては、ｐＩＧ１２
１−Ｈｍ

よりＧＵＳ

遺伝子を除いたものを除いたものを同様に遺伝子に導入し、これ

をコントロール細胞とした。形質転換体の選別は抗生物質のカナマイシン（２００ｍｇ／
ｌｉｔｅｒ

）を含む改変Ｍｕｒａｓｈｉｇｅ−Ｓｋｏｏｇ

（ＭＳ）寒天培地で行った
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タバコ培養細胞のアルミニウム処理は、３ｍＭ

塩化カルシウムと３％蔗糖を含む単純な

。
【００４６】
カルシウム培地（ｐＨ４．５

）に培養細胞を１５０ｍｇ

湿重量／１０ｍｌ

になるよ

う懸濁し、各濃度のアルミニウムを添加した後、暗所２５℃で１８時間の浸透培養（１０
０ｒｐｍ）をすることにより行った。その後、細胞を増殖用の改変ＭＳ培地に再懸濁し、
一定期間培養した後に湿重量を測定し、アルミニウムを添加せずに処理した細胞の湿重量
に対するアルミニウムを添加して処理した細胞の湿重量の割合で増殖能を定量化した。
【００４７】
導入されたＡＬＭＴ１−１

遺伝子の発現量をノーザンブロット解析によって解析した（

図１１）。試験した３つのＡＬＭＴ１−１

形質転換細胞株（＃３，

、ベクター形質転換細胞株（ＡＬＭＴ１−１

＃５，

＃４）と

遺伝子を含まないバイナリーベクターのみ

を導入した形質転換細胞株：コントロール細胞株）におけるＡＬＭＴ１
ルを示す。ＡＬＭＴ１−１

10

ｍＲＮＡのレベ

形質転換細胞株では高い遺伝子発現が示され、ベクター形質

転換株では発現のないことが確認された。
【００４８】
ＡＬＭＴ１−１

遺伝子を導入した形質転換細胞株と形質転換用バイナリーベクターのみ

を導入したベクター形質転換細胞株を用意し、それぞれを０，
ｌＣｌ３

を含むカルシウム培地（ｐＨ

５０，

１００μＭ

Ａ

４．５）中で１８時間処理した。その後、培地

中に放出されたリンゴ酸濃度を測定し、また細胞をアルミニウムを含まない栄養培地に再

20

懸濁し、８日間培養後の湿重量を測定し、アルミニウムを添加せずに処理した細胞の湿重
量に対するアルミニウム処理した細胞の湿重量の比から増殖能を求めた。アルミニウム処
理なしの細胞の湿重量は、ＡＬＭＴ１−１
／ｍｌ

形質転換細胞株で１３４．８

（ｎ＝５）、ベクター形質転換細胞株で１２７．９

±２．２ｍｇ

±２．６ｍｇ／ｍｌ

（ｎ

＝５）であった。
【００４９】
ＡＬＭＴ１−１
Ｔ１−１

遺伝子導入の形質転換体（図１１）の中で最も発現量の高かったＡＬＭ

形質転換細胞株（＃４）と、コントロールとして形質転換用バイナリーベクタ

ーのみを導入したベクター形質転換細胞株において、アルミニウム処理１８時間後の細胞
からカルシウム培地中に放出されるリンゴ酸量を示す（図１２）。ＡＬＭＴ１−１

形質
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転換細胞株ではアルミニウムの濃度に応じて放出されたリンゴ酸量が多くなった。しかし
、ベクター形質転換細胞株ではアルミニウムに応答したリンゴ酸放出はみられなかった。
【００５０】
これら細胞株のアルミニウム処理後の増殖能を比較した結果、ＡＬＭＴ１−１
細胞株においてアルミニウム濃度を５０，

１００

μＭ

形質転換

と高くするにつれ増殖率は低

下するものの、ベクター形質転換細胞株よりも高い増殖率を維持していた（図１２）。特
に、１００

μＭ

のアルミニウム処理ではＡＬＭＴ１−１

形質転換細胞株はベクター

形質転換細胞株の３倍の増殖能を示した。
【００５１】
双子葉植物であるタバコの培養細胞にＡＬＭＴ１−１
１−１

遺伝子を導入した結果、ＡＬＭＴ

40

形質転換体においてアルミニウム依存的に高いリンゴ酸放出が見られたことから

、ＡＬＭＴ１−１
ＬＭＴ１−１

遺伝子は双子葉植物においても機能することが示された。さらに、Ａ

形質転換細胞株がアルミニウム耐性を獲得したことから、ＡＬＭＴ１−１

遺伝子がアルミニウム耐性遺伝子であることが確認された。
【００５２】
【発明の効果】
本発明により、コムギ由来の新規なＡＬＭＴ１−１
るＡＬＭＴ１−１

遺伝子、及びその遺伝子がコードす

蛋白質が得られた。ＡＬＭＴ１−１

蛋白質は、アルミニウムイオン

により活性化されて、細胞外にリンゴ酸を放出する機能を有する輸送体蛋白質である。リ
ンゴ酸はアルミニウムイオンと錯体を形成してアルミニウムイオンを不活化するために、
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蛋白質は植物のアルミニウム耐性に関与する。よって、ＡＬＭＴ１−１

蛋白質をコードするＡＬＭＴ１−１

遺伝子を用いて、植物にアルミニウムイオン耐性

を付与することができると考えられる。
【００５３】
【配列表】
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【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、ＡＬＭＴ１−１

遺伝子の（ｃＤＮＡ）の塩基配列を示す図である。

【図２】図２は、ＡＬＭＴ１−１

蛋白質のアミノ酸配列を示す図である。

【図３】図３は、ＥＴ８

由来のＡＬＭＴ１−１

20

遺伝子がコードする蛋白質の推定アミ

ノ酸配列の疎水性プロファイルを示す図である。
【図４】図４は、コムギにおけるＡＬＭＴ１

遺伝子発現のノーザンブロット解析を示す

写真である。
【図５】図５は、ＡＬＭＴ１−１

遺伝子の塩基配列とＡＬＭＴ１−２

遺伝子の塩基配

列との相違、及びそれらの推定アミノ酸配列における相違を示す図である。
【図６】図６は、ＡＬＭＴ１−１

蛋白質を発現させたアフリカツメガエル卵母細胞にお

ける、電流−電圧曲線をアルミニウム存在下と非存在下において示すグラフである。
【図７】図７は、ＡＬＭＴ１−１

蛋白質を発現させたアフリカツメガエル卵母細胞にお

ける内向き電流の経時変化を示すグラフである。
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【図８】図８は、イネの形質転換体と非形質転換体における、根と葉におけるＡＬＭＴ１
−１

遺伝子の発現レベルを示す、ノーザンブロットの写真である。

【図９】図９は、イネの形質転換体と非形質転換体における、根と葉におけるＡＬＭＴ１
−１

蛋白質の発現レベルを示す、ウエスタンブロットの写真である。

【図１０】図１０は、イネの形質転換体と非形質転換体からのアルミニウム依存性のリン
ゴ酸放出を示すグラフである。
【図１１】図１１は、タバコ培養細胞のＡＬＭＴ１−１

形質転換細胞株とベクター形質

転換細胞株における遺伝子発現レベルを示す、ノーザンブロットの写真である。
【図１２】図１２は、タバコ培養細胞のＡＬＭＴ１−１

形質転換細胞株とベクター形質

転換細胞株におけるリンゴ酸放出量を示すグラフである。
【図１３】図１３は、タバコ培養細胞のＡＬＭＴ１−１
転換細胞株における増殖能を示すグラフである。
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