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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
下記の（ａ）〜（ｄ）のいずれかのポリヌクレオチドを、発現可能に導入することを特
徴とするケイ素吸収が促進された植物の生産方法。
（ａ）配列番号４に示されるアミノ酸配列をコードするポリヌクレオチド；
（ｂ）配列番号４に示されるアミノ酸配列において、１個以上２０個以下のアミノ酸が置
換、欠失、挿入、もしくは付加されたアミノ酸配列からなり、ケイ素吸収を促進するポリ
ペプチドをコードするポリヌクレオチド；
（ｃ）配列番号３に示される塩基配列からなるポリヌクレオチド；
（ｄ）以下の（ｉｉｉ）もしくは（ｉｖ）のいずれかとストリンジェントな条件下でハイ
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ブリダイズし、ケイ素吸収を促進するポリペプチドをコードするポリヌクレオチド：
（ｉｉｉ）配列番号３に示される塩基配列からなるポリヌクレオチド；もしくは、
（ｉｖ）配列番号３に示される塩基配列と相補的な塩基配列からなるポリヌクレオチド。
【請求項２】
下記の（ａ）〜（ｄ）のいずれかのポリヌクレオチドの発現を抑制することを特徴とす
るケイ素吸収が抑制された植物の生産方法。
（ａ）配列番号４に示されるアミノ酸配列をコードするポリヌクレオチド；
（ｂ）配列番号４に示されるアミノ酸配列において、１個以上２０個以下のアミノ酸が置
換、欠失、挿入、もしくは付加されたアミノ酸配列からなり、ケイ素吸収を促進するポリ
ペプチドをコードするポリヌクレオチド；
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（ｃ）配列番号３に示される塩基配列からなるポリヌクレオチド；
（ｄ）以下の（ｉｉｉ）もしくは（ｉｖ）のいずれかとストリンジェントな条件下でハイ
ブリダイズし、ケイ素吸収を促進するポリペプチドをコードするポリヌクレオチド：
（ｉｉｉ）配列番号３に示される塩基配列からなるポリヌクレオチド；もしくは、
（ｉｖ）配列番号３に示される塩基配列と相補的な塩基配列からなるポリヌクレオチド。
【請求項３】
下記の（ａ）または（ｂ）のポリペプチドをコードするポリヌクレオチドと、（ｃ）ま
たは（ｄ）のポリペプチドをコードするポリヌクレオチドとを発現可能に導入することを
特徴とするケイ素吸収が促進された植物の生産方法。
（ａ）配列番号４に示されるアミノ酸配列；
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（ｂ）配列番号４に示されるアミノ酸配列において、１個以上２０個以下のアミノ酸が置
換、欠失、挿入、もしくは付加されたアミノ酸配列からなり、ケイ素吸収を促進するポリ
ペプチド；
（ｃ）配列番号８に示されるアミノ酸配列；
（ｄ）配列番号８に示されるアミノ酸配列において、１個以上２０個以下のアミノ酸が置
換、欠失、挿入、もしくは付加されたアミノ酸配列からなり、ケイ素吸収を促進するポリ
ペプチド。
【請求項４】
下記の（ａ）〜（ｄ）のいずれかのポリヌクレオチドの有無に基づいて、ケイ素吸収活
性が弱い植物を判定することを特徴とするケイ素吸収が抑制された植物の選抜方法。
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（ａ）配列番号２に示されるアミノ酸配列をコードするポリヌクレオチド；
（ｂ）配列番号２に示されるアミノ酸配列において、１個以上２０個以下のアミノ酸が置
換、欠失、挿入、もしくは付加されたアミノ酸配列からなり、ケイ素の吸収を促進する機
能を有さないポリペプチドをコードするポリヌクレオチド；
（ｃ）配列番号１に示される塩基配列からなるポリヌクレオチド；
（ｄ）以下の（ｉ）もしくは（ｉｉ）のいずれかとストリンジェントな条件下でハイブリ
ダイズし、ケイ素の吸収を促進する機能を有さないポリペプチドをコードするポリヌクレ
オチド：
（ｉ）配列番号１に示される塩基配列からなるポリヌクレオチド；もしくは
（ｉｉ）配列番号１に示される塩基配列と相補的な塩基配列からなるポリヌクレオチド。
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【請求項５】
下記の（ａ）〜（ｄ）のいずれかのポリヌクレオチドの有無に基づいて、ケイ素吸収活
性が強い植物を判定することを特徴とするケイ素吸収活性が強い植物の選抜方法。
（ａ）配列番号４に示されるアミノ酸配列をコードするポリヌクレオチド；
（ｂ）配列番号４に示されるアミノ酸配列において、１個以上２０個以下のアミノ酸が置
換、欠失、挿入、もしくは付加されたアミノ酸配列からなり、ケイ素吸収を促進するポリ
ペプチドをコードするポリヌクレオチド；
（ｃ）配列番号３に示される塩基配列からなるポリヌクレオチド；
（ｄ）以下の（ｉｉｉ）もしくは（ｉｖ）のいずれかとストリンジェントな条件下でハイ
ブリダイズし、ケイ素吸収を促進するポリペプチドをコードするポリヌクレオチド：

40

（ｉｉｉ）配列番号３に示される塩基配列からなるポリヌクレオチド；もしくは、
（ｉｖ）配列番号３に示される塩基配列と相補的な塩基配列からなるポリヌクレオチド。
【請求項６】
下記の（ａ）または（ｂ）のポリペプチドをコードするポリヌクレオチド、および、下
記の（ｃ）または（ｄ）のポリペプチドをコードするポリヌクレオチドの有無に基づいて
、ケイ素吸収活性が強い植物を判定することを特徴とするケイ素吸収活性が強い植物の選
抜方法。
（ａ）配列番号４に示されるアミノ酸配列；
（ｂ）配列番号４に示されるアミノ酸配列において、１個以上２０個以下のアミノ酸が置
換、欠失、挿入、もしくは付加されたアミノ酸配列からなり、ケイ素吸収を促進するポリ
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ペプチド；
（ｃ）配列番号８に示されるアミノ酸配列；
（ｄ）配列番号８に示されるアミノ酸配列において、１個以上２０個以下のアミノ酸が置
換、欠失、挿入、もしくは付加されたアミノ酸配列からなり、ケイ素吸収を促進するポリ
ペプチド。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、植物の生育および硬さを調節するケイ素の吸収に関与する遺伝子およびその
利用に関するものである。
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【背景技術】
【０００２】
イネやコムギなどの単子葉植物は、ケイ素（Ｓｉ）を多量に吸収する代表的な植物であ
る。ケイ素は、植物の必須元素ではないものの、ケイ素の蓄積量の違いによって、植物の
性質は、大きく異なる。
【０００３】
例えば、ケイ素は、植物の生育に関与しており、ケイ素の蓄積量が多くなると、
（ａ）病害および虫害に対する抵抗性（例えば、イネのいもち病、紋枯病、および、ごま
葉枯病に対する抵抗性）
（ｂ）耐塩性および耐乾性の向上
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（ｃ）ミネラルストレスに対する耐性（例えば、アルミニウム、および、マンガンなどの
無機物による毒性の軽減、または、植物体内でのリン酸の有効利用度の向上など）
等の性質を、植物に与える。
【０００４】
とりわけ、ケイ素の蓄積量の増加によって、病害や虫害に対する抵抗性が強化されるこ
とは、植物の生育が促進される大きな原因となっている。
【０００５】
従って、ケイ素の蓄積量を増加させることは、植物の健全的な生育、および、安定した
収量の確保のために、有効であるといえる。また、ケイ素蓄積量の増加は、生物的ストレ
ス、および、非生物的ストレスなどの種々のストレスの軽減にも、有効であるといえる。
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【０００６】
なお、このような複合的なストレスに対する耐性は、葉、茎、または果実の表面などの
組織に、大量に蓄積したケイ素によって、発揮されるとされている。
【０００７】
また、ケイ素は、植物の硬さにも関与しており、ケイ素の蓄積量が少なくなると、植物
は、やわらかくなる。例えば、やわらかいイネは、ケイ素の蓄積量が低い。これは、細胞
のケイ素蓄積量が増加するとポリマー（シリカ）が形成され、このポリマーが、細胞を硬
くするためである。
【０００８】
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従って、ケイ素の蓄積量を減少させることは、植物の硬さを変える（やわらかくする）
ために、有効であるといえる。
【０００９】
このように、植物のケイ素吸収を促進してケイ素の含有量を高くすれば、複合的なスト
レスに対する耐性を植物に付与し、植物の生育を促進することができる。一方、植物のケ
イ素吸収を抑制してケイ素の含有量を低くすれば、硬い植物をやわらかくすることができ
る。
【００１０】
しかしながら、ケイ素吸収に関与する遺伝子は、本願発明者によって、イネからＬｓｉ
１遺伝子しか同定されておらず（特許文献１）、植物のケイ素吸収メカニズムも、ほとん
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ど解明されていない。
【特許文献１】日本国公開特許公報「特開２００６−１８７２０９号公報（公開日：２０
０６年７月２０日）」」
【非特許文献１】Ma, J. F., Tamai, K., Yamaji, N., Mitani, N., Konishi, S., Katsu
hara, M., Ishiguro, M., Murata, Y., and Yano, M., 2006, Silicon transporter in r
ice., Nature 440, 688‑691.
【非特許文献２】山地直樹，馬建鋒；イネのケイ酸吸収機構；化学と生物；４４：４５３
−４５８（２００６）．
【非特許文献３】Ma, J. F., and Yamaji, N., 2006, Silicon uptake and accumulation
in higher plants., Trends in Plant Sci. doi ; 10, 1016.
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【発明の開示】
【００１１】
本発明の目的は、これまでに同定されていないケイ素吸収に関与する遺伝子を同定し、
その遺伝子の利用方法を提供することにある。
【００１２】
本発明者等は、これまでに取得されていなかったケイ素吸収に関与する遺伝子について
鋭意に検討した。その結果、野生型に比べてケイ素吸収能が低い突然変異体（ｌｓｉ２変
異体）と、カサラス（Kasalath）との交配によって得られたＦ２集団個体を用いたマップ
ベースクローニングによって、当該遺伝子を同定し、その配列を特定することに成功して
、本発明を完成させるに至った。

20

【００１３】
本発明にかかるポリヌクレオチドは、ケイ素吸収を抑制するポリヌクレオチドであって
、
下記の（ａ）または（ｂ）のポリヌクレオチド：
（ａ）配列番号１に示される塩基配列からなるポリヌクレオチド；
（ｂ）以下の（ｉ）もしくは（ｉｉ）のいずれかとストリンジェントな条件下でハイブ
リダイズするポリヌクレオチド：
（ｉ）配列番号１に示される塩基配列からなるポリヌクレオチド；もしくは
（ｉｉ）配列番号１に示される塩基配列と相補的な塩基配列からなるポリヌクレオ
チド、であることを特徴としている。
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【００１４】
ここで、本発明において、「ケイ素吸収」とは、ケイ素およびケイ素を含む化合物（ケ
イ酸など）を吸収することを示すものとする。例えば、植物は、通常、ケイ酸としてケイ
素を吸収する。
【００１５】
上記ポリヌクレオチドは、ケイ素吸収に関与するポリヌクレオチドのうち、ケイ素吸収
を抑制するポリヌクレオチドである。
【００１６】
上記のポリヌクレオチドによれば、ケイ素吸収を抑制するポリペプチドを翻訳産物とし
て得ることができる。
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【００１７】
すなわち、上記（ａ）または（ｂ）のポリヌクレオチドによれば、ケイ素吸収を抑制す
るポリペプチドを翻訳産物として得ることができる。
【００１８】
本発明にかかるポリペプチドは、ケイ素吸収を抑制するポリペプチドであって、
下記の（ａ）または（ｂ）のアミノ酸配列からなるポリペプチド：
（ａ）配列番号２に示されるアミノ酸配列；
（ｂ）配列番号２に示されるアミノ酸配列において、１個もしくは数個のアミノ酸が置
換、欠失、挿入、もしくは付加されたアミノ酸配列からなるポリペプチドであることを特
徴としている。
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【００１９】
上記のポリペプチドによれば、ケイ素吸収を抑制することができる。
【００２０】
すなわち、上記（ａ）または（ｂ）のポリペプチドによれば、ケイ素吸収を抑制するこ
とができる。
【００２１】
このような、ケイ素吸収に関与するポリペプチドは、例えば、イネでは、第３染色体に
座乗する遺伝子にコードされるアミノ酸を含む領域に存在する。イネは、ケイ素吸収能が
高い。すなわち、イネは、ケイ素吸収を促進するポリペプチド（ポリヌクレオチド）を有
している。しかし、この領域にコードされる親水性アミノ酸（特に好ましくは水酸基を含
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有する脂肪族アミノ酸）が、別の親水性アミノ酸（特に好ましくはアミド基を有する脂肪
族アミノ酸）に置換されているポリペプチドは、ケイ素吸収をほとんどしない。
【００２２】
また、本発明にかかるポリヌクレオチドは、上記いずれかのポリペプチドをコードする
ものであってもよい。
【００２３】
上記のポリヌクレオチドによれば、ケイ素吸収を抑制するポリペプチドを、翻訳産物と
して得ることができる。なお、このポリヌクレオチドとしては、例えば、前述した、上記
（ａ）または（ｂ）のポリヌクレオチド等が挙げられる。
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【００２４】
本発明にかかる形質転換体選抜用マーカー遺伝子は、上記の何れかのポリヌクレオチド
からなるものである。
【００２５】
本発明にかかるポリヌクレオチドは、それが発現している細胞（特に植物細胞）に、ケ
イ素吸収を抑制する機能を付与することができる。
【００２６】
すなわち、ケイ素吸収を抑制することによって、その細胞のケイ素蓄積量を、減少させ
ることができる。これにより、ケイ素吸収を抑制するポリペプチドが発現している細胞は
、やわらかくなる。そのため、ケイ素吸収を抑制するポリペプチドをコードするポリヌク
レオチドからなるマーカー遺伝子は、ケイ素吸収を抑制するポリペプチドを発現している
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形質転換細胞を選抜するためのマーカー遺伝子として利用することができる。
【００２７】
また、これらのマーカー遺伝子は、ケイ素吸収活性が弱い品種を選抜するためにも、利
用することができる。
【００２８】
本発明にかかる組換え発現ベクターは、上記の何れかのポリヌクレオチドを含むもので
ある。上記の組換え発現ベクターは、本発明にかかるポリヌクレオチドを細胞に導入する
ための組換え発現ベクターとして利用できるだけでなく、本発明にかかるポリヌクレオチ
ドを選抜用マーカーとして用いた場合には、他の遺伝子を細胞に導入するための組換え発
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現ベクターとしても利用できる。
【００２９】
本発明にかかる形質転換体は、上記のポリヌクレオチドまたは上記の組換え発現ベクタ
ーが導入されており、かつ、ケイ素吸収に関与するポリペプチドを発現しているものであ
る。ここで、上記ポリヌクレオチドは、ケイ素吸収に関与するポリヌクレオチドであるた
め、上記形質転換体は、植物（形質転換植物）であることが好ましい。

この形質転換体

は、上記ポリヌクレオチドまたは組換え発現ベクターが、ケイ素吸収を抑制するポリペプ
チドの発現を促進させるプロモーターとともに導入されている。このため、ケイ素吸収を
抑制するポリペプチドを発現させることによって、この形質転換体のケイ素の蓄積量を、
減少させることができる。
【００３０】
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家畜は、硬い飼料を食べずに残す傾向にあるため、硬い植物を飼料に適用することは好
ましくない。ケイ素吸収が抑制された形質転換体は、ケイ素蓄積量の減少により、やわら
かくなる。従って、ケイ素吸収が抑制された形質転換体は、家畜飼料として好適に利用す
ることができる。
【００３１】
本発明にかかる別の形質転換体は、下記の（ａ）または（ｂ）のポリペプチドをコード
するポリヌクレオチドと、下記の（ｃ）または（ｄ）のポリペプチドをコードするポリヌ
クレオチドとが導入されており、かつ、ケイ素吸収を促進するポリペプチドを発現してな
ることを特徴としている。
【００３２】
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（ａ）配列番号４に示されるアミノ酸配列；
（ｂ）配列番号４に示されるアミノ酸配列において、１個もしくは数個のアミノ酸が置
換、欠失、挿入、もしくは付加されたアミノ酸配列；
（ｃ）配列番号８に示されるアミノ酸配列；
（ｄ）配列番号８に示されるアミノ酸配列において、１個もしくは数個のアミノ酸が置
換、欠失、挿入、もしくは付加されたアミノ酸配列からなるポリペプチド。
【００３３】
この形質転換体は、ケイ素吸収メカニズムが異なるケイ素吸収を促進するポリペプチド
をコードするポリヌクレオチドが導入されており、かつ、ケイ素吸収を促進するポリペプ
チドを発現している。このため、この形質転換体は、ケイ素吸収を促進するポリペプチド
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を発現させることによって、ケイ素の蓄積量を、増加させることができる。
【００３４】
本発明にかかる食品は、上記形質転換体を含むものである。すなわち、この食品は、ケ
イ素吸収が抑制または促進された形質転換体を含むものである。
【００３５】
ケイ素吸収が抑制された形質転換体は、やわらかいため、その形質転換体を含む食品は
、特に、家畜飼料として好適に利用することができる。
【００３６】
一方、ケイ素吸収が促進された形質転換体は、農薬を極力使用せずに栽培できる。この
ため、その形質転換体を含む食品は、より安全性の高い食料として提供することができる
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。
【００３７】
本発明にかかる形質転換キットは、少なくとも上記のポリヌクレオチド、あるいは、上
記の組換え発現ベクターのいずれかを含むことを特徴とするものである。上記の形質転換
キットを用いれば、本発明にかかるポリペプチドを発現する形質転換体を簡便かつ効率的
に得ることができる。
【００３８】
本発明にかかるケイ素吸収が抑制された形質転換体の生産方法は、前記いずれかに記載
のケイ素吸収を抑制するポリヌクレオチドを、発現可能に導入することを特徴としている
40

。
【００３９】
また、本発明にかかるケイ素吸収が促進された形質転換体の生産方法は、下記の（ａ）
〜（ｄ）のいずれかのポリヌクレオチドを、発現可能に導入することを特徴としている。
（ａ）配列番号４に示されるアミノ酸配列をコードするポリヌクレオチド；
（ｂ）配列番号４に示されるアミノ酸配列において、１個もしくは数個のアミノ酸が置換
、欠失、挿入、もしくは付加されたアミノ酸配列からなり、ケイ素吸収を促進するポリペ
プチドをコードするポリヌクレオチド。
（ｃ）配列番号３に示される塩基配列からなるポリヌクレオチド；
（ｄ）以下の（ｉｉｉ）もしくは（ｉｖ）のいずれかとストリンジェントな条件下でハイ
ブリダイズするポリヌクレオチド：
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（ｉｉｉ）配列番号３に示される塩基配列からなるポリヌクレオチド；もしくは
（ｉｖ）配列番号３に示される塩基配列と相補的な塩基配列からなるポリヌクレオ
チド。
【００４０】
以上のように、本発明にかかるポリヌクレオチドによれば、ケイ素吸収に関与するポリ
ペプチドを産生することによって、ケイ素吸収を抑制または促進させることができる。そ
して、本発明のポリヌクレオチドまたは当該ポリヌクレオチドを含む組換え発現ベクター
がポリペプチドの発現を促進させるプロモーターとともに導入された本発明の形質転換体
では、ケイ素吸収が抑制または促進され、その蓄積量を減少または増加させることができ
る。
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【００４１】
ケイ素蓄積量の減少は、硬い植物をやわらかくする。このため、ケイ素吸収を抑制した
形質転換植物は、家畜飼料に利用することができる。これに対し、ケイ素蓄積量の増加は
、病害および虫害などの種々のストレスに対する耐性（抵抗性）を付与し、生育を促進さ
せる。このため、ケイ素吸収を促進した形質転換植物を利用すれば、農薬および化学肥料
を極力使用せずに、より安全性の高い形質転換植物を栽培することができる。
【００４２】
本発明のさらに他の目的、特徴、および優れた点は、以下に示す記載によって十分わか
るであろう。また、本発明の利益は、添付図面を参照した次の説明で明白になるであろう
20

。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】本発明にかかるＬｓｉ２遺伝子およびその遺伝子にコードされるアミノ酸配列を
示す模式図である。
【図２ａ】ｌｓｉ１変異体、ｌｓｉ２変異体、および野生型のケイ素取り込み量を示すグ
ラフである。
【図２ｂ】ｌｓｉ１変異体、ｌｓｉ２変異体、および野生型のケイ素取り込み量を示すグ
ラフである。
【図３ａ】ｌｓｉ１変異体、ｌｓｉ２変異体、ｌｓｉ１変異体とｌｓｉ２変異体との交雑
体、および野生型の、ケイ素取り込み量を示すグラフである。
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【図３ｂ】ｌｓｉ１変異体、ｌｓｉ２変異体、ｌｓｉ１変異体とｌｓｉ２変異体との交雑
体、および野生型の、水取り込み量を示すグラフ（図３（ｂ））である。
【図４】Kasalath BAC (K0315E16)に含まれるＬｓｉ２遺伝子領域を示す模式図である。
【図５】ｌｓｉ２変異体、野生型、および野生型Ｌｓｉ２遺伝子を導入した形質転換体の
ウェスタンブロットである。
【図６】ｌｓｉ２変異体、野生型、および野生型Ｌｓｉ２遺伝子を導入した形質転換体の
ケイ素取り込み量を示すグラフである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４４】
本発明の実施の形態について説明すれば、以下の通りである。なお、本発明は、これに
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限定されるものではない。なお、配列番号１は、変異型イネのＬｓｉ２遺伝子（ｃＤＮＡ
）の塩基配列である。配列番号２は、配列番号１の変異型イネのＬｓｉ２遺伝子にコード
されるアミノ酸配列である。配列番号３は、野生型イネ（台中）のＬｓｉ２遺伝子（ｃＤ
ＮＡ）の塩基配列である。配列番号４は、配列番号３の野生型イネ（台中）のＬｓｉ２遺
伝子にコードされるアミノ酸配列である。
【００４５】
（１）本発明にかかるポリヌクレオチド
本発明にかかるポリヌクレオチドは、ケイ素吸収に関与するポリペプチドをコードする
ものである。
【００４６】
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ここで、上記「ポリヌクレオチド」は、「核酸」または「核酸分子」とも換言でき、ヌ
クレオチドの重合体が意図されている。また、「塩基配列」は、「核酸配列」または「ヌ
クレオチド配列」とも換言でき、デオキシリボヌクレオチド（Ａ、Ｇ、ＣおよびＴと省略
される）の配列として示される。また、「配列番号１に示される塩基配列からなるポリヌ
クレオチド」とは、配列番号１の各デオキシヌクレオチドＡ、Ｇ、Ｃおよび／またはＴに
よって示される配列からなるポリヌクレオチドを示している。
【００４７】
本発明にかかるポリヌクレオチドは、ＲＮＡ（例えば、ｍＲＮＡ）の形態、またはＤＮ
Ａの形態（例えば、ｃＤＮＡまたはゲノムＤＮＡ）で存在し得る。ＤＮＡは、二本鎖であ
っても、一本鎖であってもよい。一本鎖ＤＮＡまたはＲＮＡは、コード鎖（センス鎖とし
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ても知られる）であっても、非コード鎖（アンチセンス鎖としても知られる）であっても
よい。
【００４８】
本発明にかかるポリヌクレオチドは、ケイ素吸収に関与するポリヌクレオチドであって
、下記の（ａ）〜（ｄ）のいずれかのポリヌクレオチドである。
【００４９】
（ａ）配列番号１に示される塩基配列からなるポリヌクレオチド；
（ｂ）以下の（ｉ）もしくは（ｉｉ）のいずれかとストリンジェントな条件下でハイブ
リダイズするポリヌクレオチド：
（ｉ）配列番号１に示される塩基配列からなるポリヌクレオチド；もしくは
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（ｉｉ）配列番号１に示される塩基配列と相補的な塩基配列からなるポリヌクレオ
チド；
（ｃ）配列番号３に示される塩基配列からなるポリヌクレオチド；または
（ｄ）以下の（ｉｉｉ）もしくは（ｉｖ）のいずれかとストリンジェントな条件下でハ
イブリダイズするポリヌクレオチド：
（ｉｉｉ）配列番号３に示される塩基配列からなるポリヌクレオチド；もしくは
（ｉｖ）配列番号３に示される塩基配列と相補的な塩基配列からなるポリヌクレオ
チド。
【００５０】
上記（ａ）または（ｂ）のポリヌクレオチドは、ケイ素吸収を抑制するポリヌクレオチ
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ドである。上記（ｃ）または（ｄ）のポリヌクレオチドは、ケイ素吸収を促進するポリヌ
クレオチドである。
【００５１】
上記「ストリンジェントな条件」とは、少なくとも90％の同一性、好ましくは少なくと
も95％の同一性、最も好ましくは少なくとも97％の同一性が配列間に存在するときにのみ
ハイブリダイゼーションが起こることを意味し、例えば、60℃で2×SSC 洗浄条件下で結
合することを意味する。上記ハイブリダイゼーションは、「Molecular Cloning (Third E
dition)」 (J. Sambrook & D. W. Russell, Cold Spring Harbor Laboratory Press, 200
1) に記載されている方法等、従来公知の方法で行うことができる。通常、温度が高いほ
ど、塩濃度が低いほどストリンジェンシーは高くなる。

40

【００５２】
上記のポリヌクレオチドのうち、配列番号１および３に示される塩基配列からなるポリ
ヌクレオチドは、植物界において初めて同定された、ケイ素吸収に関与する遺伝子である
。
【００５３】
配列番号１のポリヌクレオチドは、イネの変異体（ｌｓｉ２変異体）由来の変異型Ｌｓ
ｉ２遺伝子の塩基配列（ｃＤＮＡ配列）である。ｌｓｉ２変異体は、野生型のイネに比べ
てケイ素吸収能が低い突然変異体である。また、ｌｓｉ２変異体は、ケイ素蓄積量が少な
いため、野生型に比べて、やわらかい。このように、配列番号１は、ケイ素吸収能が低い
ｌｓｉ２変異体由来のケイ素吸収を抑制するポリヌクレオチド（変異型Ｌｓｉ２遺伝子）
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である。
【００５４】
配列番号３のポリヌクレオチドは、野生型イネにおいて発現している、野生型イネ（台
中）由来のＬｓｉ２遺伝子の塩基配列（ｃＤＮＡ）である。イネは、ケイ素を多量に吸収
する代表的な植物である。イネは、ケイ素蓄積量が多いため、病害や虫害に対する抵抗性
、耐塩性および耐乾性、およびミネラルストレスに対する耐性を有している。このように
、配列番号３は、ケイ素吸収能が高い野生型イネ由来のケイ素吸収を促進するポリヌクレ
オチド（野生型Ｌｓｉ２遺伝子）である。
【００５５】
また、本発明にかかるポリヌクレオチドは、ケイ素吸収に関与するポリペプチドをコー
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ドするポリヌクレオチドであって、以下の（ａ）〜（ｄ）のいずれかのポリペプチドをコ
ードするポリヌクレオチドである。
【００５６】
（ａ）配列番号２に示されるアミノ酸配列；
（ｂ）配列番号２に示されるアミノ酸配列において、１個もしくは数個のアミノ酸が置
換、欠失、挿入、もしくは付加されたアミノ酸配列；
（ｃ）配列番号４に示されるアミノ酸配列；または
（ｄ）配列番号４に示されるアミノ酸配列において、１個もしくは数個のアミノ酸が置
換、欠失、挿入、もしくは付加されたアミノ酸配列。
【００５７】
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上記「１もしくは数個のアミノ酸が欠失、置換、もしくは付加された」とは、部位特異
的突然変異誘発法等の公知の変異ポリペプチド作製法により欠失、置換、もしくは付加が
できる程度の数（例えば２０個以下、好ましくは１０個以下、より好ましくは７個以下、
さらに好ましくは５個以下、特に好ましくは３個以下）のアミノ酸が置換、欠失、もしく
は付加されることを意味する。このような変異ポリペプチドは、公知の変異ポリペプチド
作製法により人為的に導入された変異を有するポリペプチドに限定されるものではなく、
天然に存在する同様の変異ポリペプチドを単離精製したものであってもよい。
【００５８】
本発明者は、後述する実施例に示すように、本発明にかかるポリヌクレオチドの１つで
あるイネのケイ素吸収に関与するポリヌクレオチドが、イネの第３染色体に座乗すること
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を明らかにした。
【００５９】
配列番号４に示されるアミノ酸配列において、１１５番目のアミノ酸が、セリンからア
スパラギンに置換されると、ケイ酸の吸収活性が低下する。なお、配列番号２に示すポリ
ペプチドは、本願発明者が見出した、変異型Ｌｓｉ２遺伝子にコードされるケイ素吸収を
抑制するポリペプチドである。配列番号４に示すポリペプチドは、野生型Ｌｓｉ２遺伝子
にコードされるケイ素吸収を促進するポリペプチドである。
【００６０】
このようなアミノ酸の変異は、本発明にかかるポリヌクレオチドの変異（欠失、置換、
もしくは付加）によって生じる。例えば、本発明にかかるポリヌクレオチドの１つは、野
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生型イネのケイ素吸収に関与するポリペプチドをコードするポリヌクレオチドが、一塩基
置換（ＳＮＰ）されたものと表現することもできる。例えば、配列番号３に示されるポリ
ヌクレオチドは、データベース上に公開されている台中‑65（野生型）のｃＤＮＡクロー
ンの塩基配列（DDBJ Accession No.AB222273）と一致している。そして、配列番号１に示
されるポリヌクレオチドは、配列番号３に示される遺伝子の塩基配列において、３４４番
目の塩基が、Ｇ(グアニン)からＡ(アデニン)へ、一塩基置換されたものである（図１も参
照）。この一塩基置換により、配列番号２に示されるポリペプチド（配列番号１の塩基配
列の翻訳産物）は、１１５番目のアミノ酸が、配列番号４（配列番号３の塩基配列の翻訳
産物）のセリンから、アスパラギンに変異する。なお、図１に示すように、この一塩基置
換は、第４膜貫通ドメイン（ＴＭ４）に生じている。
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【００６１】
本発明にかかるポリヌクレオチドは、上記ポリヌクレオチドのフラグメントであるオリ
ゴヌクレオチドであってもよい。
【００６２】
本発明にかかるポリヌクレオチドまたはオリゴヌクレオチドは、２本鎖ＤＮＡのみなら
ず、それを構成するセンス鎖（コード鎖）およびアンチセンス鎖（非コード鎖）といった
各１本鎖ＤＮＡやＲＮＡ（例えば、ｍＲＮＡ）を包含する。また、ＤＮＡには例えばクロ
ーニングや化学合成技術またはそれらの組み合わせで得られるようなｃＤＮＡやゲノムＤ
ＮＡなどが含まれる。本発明にかかるポリヌクレオチドの一例である、配列番号１に示す
塩基配列は、配列番号２に示すポリペプチドのｃＤＮＡ配列の塩基配列である。
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【００６３】
さらに、本発明にかかるポリヌクレオチドまたはオリゴヌクレオチドは、非翻訳領域（
ＵＴＲ）の配列やベクター配列（発現ベクター配列を含む）などの配列を含むものであっ
てもよい。
【００６４】
本発明にかかるポリヌクレオチドまたはオリゴヌクレオチドは、アンチセンスＲＮＡメ
カニズムによる遺伝子発現操作のためのツールとして使用することができる。アンチセン
スＲＮＡ技術は、標的遺伝子に対して相補的なＲＮＡ転写体を生成するキメラ遺伝子の導
入を基本原理とする。その結果として得られる表現型は、内因性遺伝子に由来する遺伝子
産物の減少である。つまり、本発明にかかるオリゴヌクレオチドであるアンチセンスＲＡ
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Ｎを導入することによって、ケイ素吸収を調節することができる。
【００６５】
例えば、ケイ素吸収を促進するポリヌクレオチドのアンチセンスＲＮＡ断片を導入する
ことにより、ケイ素吸収の機能が低下し、植物中のケイ素の含量を低下させることができ
る。これにより、例えば、ケイ素含量を低くした飼料イネを作製することができる。飼料
イネは、やわらかいため、家畜飼料に好適に利用できる。
【００６６】
本発明にかかるポリヌクレオチドまたはオリゴヌクレオチドを取得する方法として、公
知の技術により、本発明にかかるポリヌクレオチドまたはオリゴヌクレオチドを含むＤＮ
Ａ断片を単離し、クローニングする方法が挙げられる。例えば、本発明におけるポリヌク
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レオチドの塩基配列の一部と特異的にハイブリダイズするプローブを調製し、ゲノムＤＮ
ＡライブラリーやｃＤＮＡライブラリーをスクリーニングすればよい。このようなプロー
ブとしては、本発明にかかるポリヌクレオチドの塩基配列またはその相補配列の少なくと
も一部に特異的にハイブリダイズするプローブであれば、いずれの配列および／または長
さのものを用いてもよい。
【００６７】
また、本発明にかかるポリヌクレオチドを取得する方法として、ＰＣＲ等の増幅手段を
用いる方法を挙げることができる。例えば、本発明におけるポリヌクレオチドのｃＤＮＡ
のうち、５

側および３

側の配列（またはその相補配列）の中からそれぞれプライマー

を調製し、これらプライマーを用いてゲノムＤＮＡ（またはｃＤＮＡ）等を鋳型にしてＰ
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ＣＲ等を行い、両プライマー間に挟まれるＤＮＡ領域を増幅することで、本発明にかかる
ポリヌクレオチドを含むＤＮＡ断片を大量に取得できる。また、例えば、公知の日本晴の
配列情報に基づいて、Ｌｓｉ２遺伝子領域を増幅できるようなプライマーを設計し、その
プライマーを用いて、ゲノムＤＮＡ（またはｃＤＮＡ）またはＲＴ−ＰＣＲ産物を鋳型に
して、Ｌｓｉ２遺伝子領域を増幅することによっても、本発明にかかるポリヌクレオチド
を取得することができる。
【００６８】
本発明にかかるポリヌクレオチドを取得するための供給源としては、特に限定されない
が、イネ科植物であることが好ましい。後述する実施例においては、イネの変異体（ｌｓ
ｉ２変異体）から本発明にかかるポリヌクレオチドの一つである変異型のＬｓｉ２遺伝子
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を取得しているが、これに限定されるものではない。
【００６９】
なお、本発明にかかるポリヌクレオチドは、これまでに明らかにされてこなかった、植
物によるケイ素の吸収メカニズムの解明に利用することができる。
【００７０】
（２）本発明にかかるポリペプチド
本発明にかかるポリペプチドは、上記（１）に記載したポリヌクレオチドの翻訳産物で
あり、少なくともケイ素吸収に関与するものである。
【００７１】
ここで、上記「ポリペプチド」は、「ペプチド」または「タンパク質」とも換言できる
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。また、ポリペプチドの「フラグメント」は、当該ポリペプチドの部分断片を示している
。
【００７２】
本発明にかかるポリペプチドは、天然供給源より単離されても、化学合成されてもよい
。ここで、「単離された」ポリペプチドまたはタンパク質は、その天然の環境から取り出
されたポリペプチドまたはタンパク質を示す。例えば、宿主細胞中で発現された組換え産
生されたポリペプチドおよびタンパク質は、任意の適切な技術によって実質的に精製され
ている天然または組換えのポリペプチドおよびタンパク質と同様に、単離されたものとす
る。
【００７３】
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本発明にかかるポリペプチドは、天然の精製産物、化学合成手順の産物、および原核生
物宿主または真核生物宿主（例えば、細菌細胞、酵母細胞、高等植物細胞、昆虫細胞、お
よび哺乳動物細胞を含む）から組換え技術によって産生された産物を含む。組換え産生手
順において用いられる宿主によっては、本発明にかかるポリペプチドは、グリコシル化な
ど、糖鎖修飾される場合もある。本発明にかかるポリペプチドには、このような修飾され
たポリペプチドも含まれる。
【００７４】
本発明にかかるポリペプチドとしては、例えば、少なくともケイ素吸収に関与するポリ
ペプチドであって、以下の（ａ）〜（ｄ）のいずれかのポリペプチドである。
【００７５】
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（ａ）配列番号２に示されるアミノ酸配列；
（ｂ）配列番号２に示されるアミノ酸配列において、１個もしくは数個のアミノ酸が置
換、欠失、挿入、もしくは付加されたアミノ酸配列、からなるポリペプチドである。
【００７６】
（ｃ）配列番号４に示されるアミノ酸配列；または
（ｄ）配列番号４に示されるアミノ酸配列において、１個もしくは数個のアミノ酸が置
換、欠失、挿入、もしくは付加されたアミノ酸配列からなるポリペプチド。
【００７７】
上記（ａ）または（ｂ）のポリペプチドは、ケイ素吸収を抑制するポリペプチドである
。一方、上記（ｃ）または（ｄ）のポリペプチドは、ケイ素吸収を促進するポリペプチド
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である。
【００７８】
なお、上記ポリペプチドは、アミノ酸がペプチド結合してなるポリペプチドであればよ
いが、これに限定されるものではなく、ポリペプチド以外の構造を含むものであってもよ
い。ここでいうポリペプチド以外の構造としては、糖鎖やイソプレノイド基等を挙げるこ
とができるが、特に限定されるものではない。
【００７９】
配列番号２に示されるアミノ酸配列からなるポリペプチドは、配列番号１に示される塩
基配列からなるポリヌクレオチドの翻訳産物である。また、このポリペプチドは、配列番
号４に示されるアミノ酸配列（野生型ＬＳＩ２タンパク質）において、１１５番目のアミ
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ノ酸が、セリンからアスパラギンに置換されているポリペプチド（変異型ＬＳＩ２タンパ
ク質）である。
【００８０】
（３）形質転換用マーカー遺伝子
本発明にかかるポリヌクレオチドは、形質転換用マーカー遺伝子として利用することが
できる。すなわち、本発明にかかる形質転換体選抜用マーカー遺伝子は、上記（１）に記
載した本発明にかかるポリヌクレオチドからなるものであればよい。本発明にかかるポリ
ヌクレオチドは、ケイ素吸収を抑制または促進する。このため、本発明にかかるポリヌク
レオチドを導入された細胞は、ケイ素蓄積量が減少または増加する。従って、ケイ素の蓄
積量（ケイ素吸収量）を測定することにより、当該ポリヌクレオチドが導入された細胞を
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選抜することができる。つまり、ケイ素吸収が促進された細胞と、ケイ素吸収が抑制され
た細胞とを、それぞれ選抜することができる。
【００８１】
また、ケイ素吸収を促進させた細胞は、ケイ素を多く含む。ゲルマニウム（Ｇｅ）は、
ケイ素と同族元素であるため、植物は、ゲルマニウムとケイ素とを区別せずに吸収する。
しかし、ゲルマニウムは、ケイ素とは異なり、毒性の強い元素である。このため、ケイ素
吸収が促進された細胞は、ゲルマニウム培地では生きられない。これに対して、ケイ素吸
収が抑制された細胞は、ゲルマニウム培地でも生きられる。従って、ゲルマニウムを培地
に添加することにより、ケイ素吸収が抑制された細胞のみを選抜することが可能となる。
【００８２】
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具体的には、本発明にかかるポリヌクレオチドを形質転換用マーカー遺伝子として利用
するには、例えば、当該ポリヌクレオチドを組み込んだ発現ベクターを構築し、当該発現
ベクターを目的の細胞に導入する。当該発現ベクターが導入され、ケイ素吸収を抑制する
ポリペプチドが発現している細胞のケイ素蓄積量は減少する。これに対し、ケイ素吸収を
促進するポリペプチドが発現している細胞のケイ素蓄積量は増加する。従って、ケイ素存
在下で培養して、発現ベクターの導入前後のケイ素蓄積量を測定することによって、ケイ
素吸収に関与しているポリヌクレオチドが発現している細胞を選抜することができる。ま
た、例えば、ケイ素吸収活性が強い品種、または、ケイ素吸収活性が弱い品種を選抜する
こともできる。
【００８３】
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上述の例では、本発明にかかるポリヌクレオチドを形質転換細胞に発現させる遺伝子と
マーカー遺伝子との両方の目的で用いているが、本発明にかかるポリヌクレオチドをマー
カー遺伝子としてのみ用いることも可能である。また、例えば、植物のカルス細胞に特異
的な転写プロモーターを使用することにより、本発明にかかるポリヌクレオチドの選択マ
ーカーとしての発現時期の制御も可能である。この場合は、さらに目的の細胞内で発現さ
せたいタンパク質をコードする遺伝子を挿入した発現ベクターを構築し、当該発現ベクタ
ーを用いて形質転換すればよい。また、本発明にかかるポリヌクレオチドを組み込んだ発
現ベクターを構築せずに、本発明にかかるポリヌクレオチドを単独で目的の細胞に導入す
ることも可能である。
【００８４】
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なお、本発明には、上記本発明にかかるマーカー遺伝子または以下に説明する組換え発
現ベクターを細胞に導入することにより、生育を阻害するストレス（例えば、病害および
虫害、耐塩性および耐乾性、および、ミネラルストレスなど）に対する耐性を細胞に付与
し、生育が促進された細胞を選抜する形質転換細胞の選抜方法も含まれる。
【００８５】
また、前述のように、配列番号１に示されるポリヌクレオチドは、配列番号３に示され
る遺伝子の塩基配列において、３４４番目の塩基が、Ｇ(グアニン)からＡ(アデニン)へ、
一塩基置換さされたものである。このため、配列番号１に示される塩基配列において、３
４４番目の塩基を含む２０〜１００個の連続した塩基からなるポリヌクレオチドは、本発
明にかかるマーカー遺伝子として利用することができる。
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【００８６】
一方、配列番号３に示されるポリヌクレオチドにおいて、３４４番目の塩基を含む２０
〜１００個の連続した塩基からなるポリヌクレオチドは、ケイ素吸収を促進する細胞を選
抜するために利用することができる。
【００８７】
すなわち、これらのポリヌクレオチドは、ケイ素吸収に関与する細胞を選抜するための
マーカー遺伝子として利用することができる。
【００８８】
（４）本発明にかかる組換え発現ベクターおよび形質転換キット
本発明にかかる組換え発現ベクターは、上記（１）に記載した本発明にかかるポリヌク
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レオチドを含むものであれば、特に限定されるものではない。例えば、配列番号１または
３に示すｃＤＮＡが挿入された組換え発現ベクターが挙げられる。組換え発現ベクターの
作製には、プラスミド、ファージ、またはコスミドなどを用いることができるが特に限定
されるものではない。また、作製方法も公知の方法を用いて行えばよい。
【００８９】
ベクターの具体的な種類は特に限定されるものではなく、ホスト細胞中で発現可能なベ
クターを適宜選択すればよい。すなわち、ホスト細胞の種類に応じて、確実に遺伝子を発
現させるために適宜プロモーター配列を選択し、これと本発明にかかるポリヌクレオチド
を各種プラスミド等に組み込んだものを発現ベクターとして用いればよい。
【００９０】
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本組換え発現ベクターは、本発明にかかるポリペプチドを発現させるために用いること
ができることはいうまでもないが、本発明にかかるポリヌクレオチドをマーカー遺伝子と
して利用し、他の遺伝子を組み込んで当該他の遺伝子がコードするタンパク質を発現させ
るための組換え発現ベクターとしても利用できる。
【００９１】
本発明にかかるポリヌクレオチドがホスト細胞に導入されたか否か、さらにはホスト細
胞中で確実に発現しているか否かを確認するために、各種マーカーを用いてもよい。例え
ば、ハイグロマイシンのような抗生物質に抵抗性を与える薬剤耐性遺伝子をマーカーとし
て用い、このマーカーと本発明にかかるポリヌクレオチドとを含むプラスミド等を発現ベ
クターとしてホスト細胞に導入する。これによってマーカー遺伝子の発現から本発明の遺
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伝子の導入を確認することができる。
【００９２】
上記ホスト細胞は、ケイ素吸収能を有する細胞、生物であれば、特に限定されるもので
はなく、従来公知の各種細胞を好適に用いることができる。具体的には、例えば、イネ，
きゅうり，アブラナ，またはトマト等を挙げることができるが、特に限定されるものでは
ない。
【００９３】
上記発現ベクターをホスト細胞に導入する方法、すなわち形質転換方法も特に限定され
るものではなく、アグロバクテリウム感染法、電気穿孔法（エレクトロポレーション法）
、リン酸カルシウム法、プロトプラスト法、酢酸リチウム法、およびパーティクルガン法
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等の従来公知の方法を好適に用いることができる。
【００９４】
本発明にかかる形質転換キットは、上記（１）に記載した本発明にかかるポリヌクレオ
チド、または、本発明にかかる組換え発現ベクターの少なくともいずれかを含むものであ
ればよい。その他の具体的な構成については特に限定されるものではなく、必要な試薬や
器具等を適宜選択してキットの構成とすればよい。当該形質転換キットを用いることによ
り、簡便かつ効率的に形質転換細胞を得ることができる。
【００９５】
（５）本発明にかかる形質転換体
本発明にかかる形質転換体は、上記（１）に記載した本発明にかかるポリヌクレオチド

50

(14)

JP 5092125 B2 2012.12.5

、または、上記（４）に記載の組換え発現ベクターが導入されており、かつ、ケイ素吸収
に関与するポリペプチドが発現している形質転換体であれば、特に限定されるものではな
い。ここで「形質転換体」とは、細胞・組織・器官のみならず、生物個体を含む意味であ
る。
【００９６】
また、ここで、「ポリヌクレオチドが導入された」とは、公知の遺伝子工学的手法（遺
伝子操作技術）により、対象細胞（宿主細胞）内に発現可能に導入されることを意味する
が、本発明では、これに加えてゲノム中に含まれる本発明のポリヌクレオチドが生体内で
発現している場合も含むものとする。このゲノム中に含まれる本発明のポリヌクレオチド
が生体内で発現している例としては、上述のｌｓｉ２変異体が挙げられる。
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【００９７】
形質転換体の作製方法（生産方法）は特に限定されるものではないが、例えば、上述し
た組換え発現ベクターをホスト細胞に導入して形質転換する方法を挙げることができる。
また、ケイ素吸収能を有する細胞、生物であれば、形質転換の対象となる生物も特に限定
されるものではなく、上記（４）においてホスト細胞として例示した植物細胞等を挙げる
ことができる。
【００９８】
本発明にかかる形質転換体は、植物細胞または植物体であることが好ましい。このよう
な形質転換植物は、細胞内または植物体内において、ケイ素の含有量（蓄積量）を減少ま
たは増加することができる。そして、上記ポリヌクレオチドまたは組み換え発現ベクター
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が、ポリペプチドの発現を促進させるプロモーターとともに導入された上記形質転換体で
は、ケイ素の吸収が抑制または促進され、ケイ素の蓄積量を減少または増加させることが
できる。
【００９９】
本発明の形質転換植物は、本発明にかかるポリヌクレオチドを導入されているため、ケ
イ素吸収が、抑制または促進されている。
【０１００】
ケイ素吸収が抑制された形質転換体（特に形質転換植物）は、ケイ素蓄積量の減少によ
り、やわらかくなる。従って、ケイ素吸が抑制された形質転換体は、家畜飼料として好適
に利用することができる。
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【０１０１】
一方、ケイ素吸収が促進された形質転換体（特に形質転換植物）は、ケイ素蓄積量の増
加により、病害や虫害に対する抵抗性、耐塩性および耐乾性、およびミネラルストレスに
対する耐性が向上する。このため、ケイ素吸収が促進された形質転換体は、形質転換植物
の生育を、促進させることができる。
【０１０２】
さらに、ケイ素吸収が促進された形質転換植物は、病害や虫害に対する抵抗性が向上し
ているため、農薬を極力使用せずに、形質転換植物を栽培することができる。従って、有
機栽培および無農薬栽培などが可能となり、より安全性の高い形質転換植物を、食料とし
て提供することができる。
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【０１０３】
なお、本発明者は、既に、イネにおけるケイ素吸収に関与する別の遺伝子（Ｌｓｉ１）
を単離し、その塩基配列を特定している（特許文献１）。
【０１０４】
配列番号５は、変異型イネのＬｓｉ１遺伝子（ｃＤＮＡ）の塩基配列である。配列番号
６は、配列番号５の変異型イネのＬｓｉ１遺伝子にコードされるアミノ酸配列である。配
列番号７は、野生型イネ（オオチカラ）のＬｓｉ１遺伝子（ｃＤＮＡ）の塩基配列である
。配列番号８は、配列番号７の野生型イネ（オオチカラ）のＬｓｉ１遺伝子にコードされ
るアミノ酸配列である。
【０１０５】
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Ｌｓｉ１遺伝子は、イネの第２染色体に存在する。そして、この遺伝子の第３エクソン
の変異によって、ケイ素吸収活性が、大きく変化する。
【０１０６】
このような変異としては、配列番号８に示されるアミノ酸配列において、１３２番目の
アミノ酸が、アラニンからスレオニンに置換されていること、などが挙げられる。なお、
配列番号６に示すポリペプチドは、本願発明者が先に見出した、変異型Ｌｓｉ１遺伝子に
コードされるケイ素吸収を抑制するポリペプチドである。配列番号８に示すポリペプチド
は、野生型Ｌｓｉ１遺伝子にコードされるケイ素吸収を促進するポリペプチドである。
【０１０７】
また、配列番号９は、野生型イネ（日本晴）におけるＬｓｉ１遺伝子のゲノム配列であ
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る。配列番号９は、イネ（野生型）の第２染色体のゲノム配列の一部である。配列番号９
に示されるポリヌクレオチドは、データベース上に公開されている（DDBJ Accession No.
AK069842）日本晴（野生型）のｃＤＮＡクローンの塩基配列と一致している。そして、配
列番号５に示されるポリヌクレオチドは、配列番号７に示される遺伝子の塩基配列におい
て、５１０番目の塩基が、Ｇ(グアニン)からＡ(アデニン)へ、一塩基置換されたものであ
る。この一塩基置換により、配列番号６に示されるポリペプチド（配列番号５の塩基配列
の翻訳産物）は、１３２番目のアミノ酸が、配列番号８（配列番号７の塩基配列の翻訳産
物）のアラニンから、スレオニンに変異する。
【０１０８】
なお、配列番号９の配列は、イネゲノム配列の１０１７８０番目〜１０５３８８番目の
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ゲノム配列に対応する。イネゲノム配列の１０４０１８番目〜１０４２１２番目の塩基、
すなわち、配列番号９の２２４０番目〜２４３５番目の塩基に相当する。なお、配列番号
９において、第１エクソンは１１７番目〜２６８番目の塩基、第２エクソンは４１１番目
〜６３５番目の塩基、第４エクソンは２５４０番目〜２５５５番目の塩基、および第５エ
クソンは２９５０番目〜３２１３番目の塩基に、それぞれ相当する。なお、前述した第３
エクソンにおける１塩基置換は、配列番号７における２２５７番目の塩基に生じている。
【０１０９】
また、Ｌｓｉ１タンパク質とＬｓｉ２タンパク質とは、ケイ素吸収メカニズムが異なる
。すなわち、Ｌｓｉ２タンパク質は、細胞の中から細胞外へ、ケイ素を輸送するトランス
ポーターであるのに対し、Ｌｓｉ１タンパク質は、細胞内にケイ素を取り込むトランスポ
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ーターである。
【０１１０】
このように、Ｌｓｉ１遺伝子およびＬｓｉ２遺伝子は、いずれも、ケイ素吸収に関与す
る遺伝子である。このため、Ｌｓｉ１遺伝子およびＬｓｉ２遺伝子の少なくともいずれか
一方を、植物に導入すれば、植物にケイ素吸収能を付与することができる。
【０１１１】
さらに、Ｌｓｉ１遺伝子とＬｓｉ２遺伝子とは、ケイ素吸収のメカニズムが異なる。こ
のため、Ｌｓｉ１遺伝子およびＬｓｉ２遺伝子の両方を導入することによって、一方の遺
伝子を導入した場合よりも、複合ストレスに対して強い耐性を有する植物を作製すること
ができる。
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【０１１２】
すなわち、ケイ素吸収能を促進してケイ素の含有量を高めれば、複合的なストレスに対
する耐性を植物に付与し、生育が促進された植物を作製できる。
【０１１３】
一方、ケイ素吸収を抑制してケイ素の含有量を低くすれば、軟らかく飼料に適した植物
（飼料イネ等）を作製できる。
【０１１４】
なお、ケイ素吸収能を促進する場合は、野生型Ｌｓｉ１遺伝子および野生型Ｌｓｉ２遺
伝子の少なくとも一方を導入すればよい。
【０１１５】
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また、ケイ素吸収能を抑制する場合は、野生型Ｌｓｉ１遺伝子および野生型Ｌｓｉ２遺
伝子の少なくとも一方の発現を抑制すればよい。これらの遺伝子発現の抑制は、例えば、
アンチセンスＲＮＡの導入、ＲＮＡ干渉などの手法により行うことができる。
【０１１６】
本発明の形質転換体は、ケイ素吸収メカニズムの異なるケイ素吸収を促進するポリペプ
チドを複数導入し、ケイ素吸収が促進されたものであってもよい。
【０１１７】
すなわち、本発明にかかる形質転換体は、下記の（ａ）または（ｂ）のポリペプチドを
コードするポリヌクレオチドと、下記の（ｃ）または（ｄ）のポリペプチドをコードする
ポリヌクレオチドとが導入されており、かつ、ケイ素吸収を促進するポリペプチドを発現

10

してなるものであってもよい。
【０１１８】
（ａ）配列番号４に示されるアミノ酸配列；
（ｂ）配列番号４に示されるアミノ酸配列において、１個もしくは数個のアミノ酸が置
換、欠失、挿入、もしくは付加されたアミノ酸配列；
（ｃ）配列番号８に示されるアミノ酸配列；
（ｄ）配列番号８に示されるアミノ酸配列において、１個もしくは数個のアミノ酸が置
換、欠失、挿入、もしくは付加されたアミノ酸配列からなるポリペプチド。
【０１１９】
上記（ａ）および（ｂ）のポリペプチドをコードするポリヌクレオチドは、野生型のＬ
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ｓｉ２遺伝子であり、（ｃ）および（ｄ）のポリペプチドをコードするポリヌクレオチド
は、野生型のＬｓｉ１遺伝子である。いずれの遺伝子にコードされるポリペプチドも、ケ
イ素吸収を促進するポリペプチドである。このため、この形質転換体は、ケイ素吸収を促
進するポリペプチドを発現させることによって、ケイ素の蓄積量を、増加させることがで
きる。従って、前述と同様に、この形質転換体（特に形質転換植物）は、ケイ素蓄積量の
増加により、病害や虫害に対する抵抗性、耐塩性および耐乾性、およびミネラルストレス
に対する耐性が向上する。このため、ケイ素吸収が促進された形質転換体は、形質転換植
物の生育を、促進させることができる。
【０１２０】
なお、植物体の形質転換に用いられる組換え発現ベクターは、当該植物細胞内で挿入遺
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伝子を発現させることが可能なものであれば、特に限定されるものではない。特に、植物
体へのベクターの導入法がアグロバクテリウムを用いる方法である場合には、ｐＢＩ系等
のバイナリーベクターを用いることが好ましい。バイナリーベクターとしては、具体的に
は、例えば、ｐＢＩＧ、ｐＢＩＮ１９、ｐＢＩ１０１、ｐＢＩ１２１、ｐＢＩ２２１等を
挙げることができる。また、植物体内で遺伝子を発現させることが可能なプロモーターを
有するベクターであることが好ましい。プロモーターとしては公知のプロモーターを好適
に用いることができ、具体的には、例えば、カリフラワーモザイクウイルス３５Ｓプロモ
ーター（ＣａＭＶ３５Ｓ）、ユビキチンプロモーターやアクチンプロモーターを挙げるこ
とができる。なお、植物細胞には、種々の形態の植物細胞、例えば、懸濁培養細胞、プロ
トプラスト、葉の切片、カルスなどが含まれる。
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【０１２１】
植物細胞への組み換え発現ベクターの導入には、アグロバクテリウム感染法、電気穿孔
法（エレクトロポレーション法）、リン酸カルシウム法、プロトプラスト法、酢酸リチウ
ム法、およびパーティクルガン法等、従来公知の方法を用いることができる。また、形質
転換細胞から植物体の再生は、植物細胞の種類に応じて公知の方法で行うことが可能であ
る。
【０１２２】
ゲノム内に本発明にかかるポリヌクレオチドが導入された形質転換植物体がいったん得
られれば、当該植物体から得られる種子にも当該ポリヌクレオチドが導入されている。本
発明には、形質転換植物から得られる種子も含まれる。
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【０１２３】
（６）本発明にかかる食品
本発明の食品は、本発明にかかる形質転換体を含むものである。すなわち、この食品は
、ケイ素吸収が抑制または促進された形質転換体を含むものである。
【０１２４】
家畜は、硬い飼料を食べずに残す傾向にあるため、硬い植物を飼料に適用することは好
ましくない。ケイ素吸収が抑制された形質転換体は、やわらかいため、その形質転換体を
含む食品は、特に、家畜飼料として好適に利用することができる。
【０１２５】
一方、ケイ素吸収が促進された形質転換体は、農薬および化学肥料を極力使用せずに栽
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培できる。このため、その形質転換体を含む食品は、より安全性の高い食料として提供す
ることができる。
【０１２６】
このように、この食品には、ヒトが摂取するものはもちろん、家畜に与える飼料なども
含まれる。
【０１２７】
近年、食の安全性に関心が寄せられており、より安全性の高い食品が、望まれている。
このため、農薬を全くまたは極力使用せずに栽培する有機栽培および無農薬（減農薬）栽
培によって生産された農産物が、注目されている。
【０１２８】
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コメは、日本ばかりではなく、世界各地で主食とされている消費量の多い植物である。
また、果物や野菜も、生産量および消費量が多い。このため、これらの農作物は、特に安
全性が重要視される。
【０１２９】
従って、ケイ素吸収が促進された形質転換体を含む食品は、コメ、野菜、および果物の
ような農産物であることが好ましい。これにより、安全性が高く、有用な米（イネ）、野
菜、および果物の栽培を実現できる。
【０１３０】
なお、ｌｓｉ２変異体は、形質転換体ではなく、体細胞変異体であるため、ｌｓｉ２変
異体を、そのまま栽培に利用することができる。また、ｌｓｉ２変異体は、直接従来の交
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雑育種に利用することもできる。
【０１３１】
従って、本発明の食品には、このような体細胞変異体を用いて、交雑育種によって得ら
れた植物も含まれる。
【０１３２】
本発明は、以下のように表現することもできる。
【０１３３】
本発明にかかるポリヌクレオチドは、ケイ素吸収に関与するポリヌクレオチドであって
、
下記の（ａ）〜（ｄ）のいずれかのポリヌクレオチド：
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（ａ）配列番号１に示される塩基配列からなるポリヌクレオチド；
（ｂ）以下の（ｉ）もしくは（ｉｉ）のいずれかとストリンジェントな条件下でハイブ
リダイズするポリヌクレオチド：
（ｉ）配列番号１に示される塩基配列からなるポリヌクレオチド；もしくは
（ｉｉ）配列番号１に示される塩基配列と相補的な塩基配列からなるポリヌクレオ
チド；
（ｃ）配列番号３に示される塩基配列からなるポリヌクレオチド；または
（ｄ）以下の（ｉｉｉ）もしくは（ｉｖ）のいずれかとストリンジェントな条件下でハ
イブリダイズするポリヌクレオチド：
（ｉｉｉ）配列番号３に示される塩基配列からなるポリヌクレオチド；もしくは
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（ｉｖ）配列番号３に示される塩基配列と相補的な塩基配列からなるポリヌクレオ
チドであってもよい。
【０１３４】
上記のポリヌクレオチドによれば、ケイ素吸収に関与するポリペプチドを翻訳産物とし
て得ることができる。
【０１３５】
すなわち、上記（ａ）または（ｂ）のポリヌクレオチドによれば、ケイ素吸収を抑制す
るポリペプチドを翻訳産物として得ることができる。一方、上記（ｃ）または（ｄ）のポ
リヌクレオチドによれば、ケイ素吸収を促進するポリペプチドを翻訳産物として得ること
ができる。
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【０１３６】
本発明にかかるポリペプチドは、ケイ素吸収に関与するポリペプチドであって、
下記の（ａ）〜（ｄ）のいずれかのポリペプチド：
（ａ）配列番号２に示されるアミノ酸配列；
（ｂ）配列番号２に示されるアミノ酸配列において、１個もしくは数個のアミノ酸が置
換、欠失、挿入、もしくは付加されたアミノ酸配列；
（ｃ）配列番号４に示されるアミノ酸配列；または
（ｄ）配列番号４に示されるアミノ酸配列において、１個もしくは数個のアミノ酸が置
換、欠失、挿入、もしくは付加されたアミノ酸配列からなるポリペプチドであってもよい
20

。
【０１３７】
上記のポリペプチドによれば、ケイ素吸収を抑制または促進することができる。
【０１３８】
すなわち、上記（ａ）または（ｂ）のポリペプチドによれば、ケイ素吸収を抑制するこ
とができる。一方、上記（ｃ）または（ｄ）のポリペプチドによれば、ケイ素吸収を促進
することができる。
【０１３９】
このような、ケイ素吸収に関与するポリペプチドは、例えば、イネでは、第３染色体に
座乗する遺伝子にコードされるアミノ酸を含む領域に存在する。イネは、ケイ素吸収能が
高い。すなわち、イネは、ケイ素吸収を促進するポリペプチド（ポリヌクレオチド）を有
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している。しかし、この領域にコードされる親水性アミノ酸（特に好ましくは水酸基を含
有する脂肪族アミノ酸）が、別の親水性アミノ酸（特に好ましくはアミド基を有する脂肪
族アミノ酸）に置換されているポリペプチドは、ケイ素吸収をほとんどしない。例えば、
配列番号４に示されるアミノ酸配列において、１１５番目のアミノ酸が、セリンからアス
パラギンへ置換されているポリペプチド等は、ケイ素吸収をほとんどしない。なお、配列
番号４に示されるポリペプチドは、イネのケイ素吸収に関与する（ケイ素吸収を促進する
）ポリペプチドのアミノ酸配列である。
【０１４０】
また、本発明にかかるポリヌクレオチドは、上記いずれかのポリペプチドをコードする
ものであってもよい。上記のポリヌクレオチドによれば、ケイ素吸収に関与するポリペプ
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チドを、翻訳産物として得ることができる。なお、このポリヌクレオチドとしては、例え
ば、前述した、上記（ａ）〜（ｄ）のポリヌクレオチド等が挙げられる。
【０１４１】
本発明にかかる形質転換体選抜用マーカー遺伝子は、上記の何れかのポリヌクレオチド
からなるものである。
【０１４２】
本発明にかかるポリヌクレオチドは、それが発現している細胞（特に植物細胞）に、ケ
イ素吸収を抑制または促進する機能を付与することができる。
【０１４３】
すなわち、ケイ素吸収を抑制することによって、その細胞のケイ素蓄積量を、減少させ
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ることができる。これにより、ケイ素吸収を抑制するポリペプチドが発現している細胞は
、やわらかくなる。そのため、ケイ素吸収を抑制するポリペプチドをコードするポリヌク
レオチドからなるマーカー遺伝子は、ケイ素吸収を抑制するポリペプチドを発現している
形質転換細胞を選抜するためのマーカー遺伝子として利用することができる。
【０１４４】
また、ケイ素吸収を促進することによって、その細胞のケイ素蓄積量を、増加させるこ
とができる。これにより、ケイ素吸収を促進するポリペプチドが発現している細胞は、病
害および虫害などの種々のストレスに対する耐性が向上する。そのため、ケイ素吸収を促
進するポリペプチドをコードするポリヌクレオチドからなるマーカー遺伝子は、ケイ素吸
収を促進するポリペプチドを発現している形質転換細胞を選抜するためのマーカー遺伝子
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として利用することができる。
【０１４５】
また、これらのマーカー遺伝子は、ケイ素吸収活性が強い品種、または、ケイ素吸収活
性が弱い品種を選抜するためにも、利用することができる。
【０１４６】
本発明にかかる組換え発現ベクターは、上記の何れかのポリヌクレオチドを含むもので
ある。上記の組換え発現ベクターは、本発明にかかるポリヌクレオチドを細胞に導入する
ための組換え発現ベクターとして利用できるだけでなく、本発明にかかるポリヌクレオチ
ドを選抜用マーカーとして用いた場合には、他の遺伝子を細胞に導入するための組換え発
現ベクターとしても利用できる。
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【０１４７】
本発明にかかる形質転換体は、上記のポリヌクレオチドまたは上記の組換え発現ベクタ
ーが導入されており、かつ、ケイ素吸収に関与するポリペプチドを発現しているものであ
る。ここで、上記ポリヌクレオチドは、ケイ素吸収に関与するポリヌクレオチドであるた
め、上記形質転換体は、植物（形質転換植物）であることが好ましい。
【０１４８】
この形質転換体は、上記ポリヌクレオチドまたは組換え発現ベクターが、ケイ素吸収に
関与するポリペプチドの発現を促進させるプロモーターとともに導入されている。このた
め、ケイ素吸収を抑制または促進するポリペプチドを発現させることによって、この形質
転換体のケイ素の蓄積量を、減少または増加させることができる。
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【０１４９】
家畜は、硬い飼料を食べずに残す傾向にあるため、硬い植物を飼料に適用することは好
ましくない。ケイ素吸収が抑制された形質転換体は、ケイ素蓄積量の減少により、やわら
かくなる。従って、ケイ素吸が抑制された形質転換体は、家畜飼料として好適に利用する
ことができる。
【０１５０】
また、ケイ素吸収が促進された形質転換体は、ケイ素の蓄積量の増加により、病害や虫
害に対する抵抗性、耐塩性および耐乾性、およびミネラルストレスに対する耐性が向上す
る。このため、形質転換植物の生育を、促進させることができる。
【０１５１】
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さらに、ケイ素吸収が促進された形質転換植物は、病害や虫害に対する抵抗性が向上し
ているため、農薬および化学肥料を極力使用せずに、形質転換植物を栽培することができ
る。従って、有機栽培および無農薬栽培などが可能となり、より安全性の高い形質転換植
物を、食料として提供することができる。
【０１５２】
本発明にかかる別の形質転換体は、下記の（ａ）または（ｂ）のポリペプチドをコード
するポリヌクレオチドと、下記の（ｃ）または（ｄ）のポリペプチドをコードするポリヌ
クレオチドとが導入されており、かつ、ケイ素吸収を促進するポリペプチドを発現してな
ることを特徴としている。
【０１５３】
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（ａ）配列番号４に示されるアミノ酸配列；
（ｂ）配列番号４に示されるアミノ酸配列において、１個もしくは数個のアミノ酸が置
換、欠失、挿入、もしくは付加されたアミノ酸配列；
（ｃ）配列番号８に示されるアミノ酸配列；
（ｄ）配列番号８に示されるアミノ酸配列において、１個もしくは数個のアミノ酸が置
換、欠失、挿入、もしくは付加されたアミノ酸配列からなるポリペプチド。
【０１５４】
この形質転換体は、ケイ素吸収メカニズムが異なるケイ素吸収を促進するポリペプチド
をコードするポリヌクレオチドが導入されており、かつ、ケイ素吸収を促進するポリペプ
チドを発現している。このため、この形質転換体は、ケイ素吸収を促進するポリペプチド

10

を発現させることによって、ケイ素の蓄積量を、増加させることができる。
【０１５５】
本発明にかかる食品は、上記形質転換体を含むものである。すなわち、この食品は、ケ
イ素吸収が抑制または促進された形質転換体を含むものである。
【０１５６】
ケイ素吸収が抑制された形質転換体は、やわらかいため、その形質転換体を含む食品は
、特に、家畜飼料として好適に利用することができる。
【０１５７】
一方、ケイ素吸収が促進された形質転換体は、農薬を極力使用せずに栽培できる。この
ため、その形質転換体を含む食品は、より安全性の高い食料として提供することができる
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。
【０１５８】
本発明にかかる形質転換キットは、少なくとも上記のポリヌクレオチド、あるいは、上
記の組換え発現ベクターのいずれかを含むことを特徴とするものである。上記の形質転換
キットを用いれば、本発明にかかるポリペプチドを発現する形質転換体を簡便かつ効率的
に得ることができる。
【０１５９】
〔実施例１〕
本実施例では、大規模分離集団を用いたマップベースクローニングにより、ケイ素吸収
に関与する遺伝子（Ｌｓｉ２遺伝子）領域の詳細な連鎖解析を行った。
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【０１６０】
（ａ）連鎖解析用の集団の作製
イネ変異体（ｌｓｉ２変異体）のＬｓｉ２遺伝子をマッピングするための集団を作製し
た。
【０１６１】
すなわち、まず、ケイ素と同族元素のゲルマニウムを用い（５０ｍｇ／ｋｇ soil，１
ヶ月）、ＮＭＵ（Ｎ−メチル−Ｎ−ニトロソ尿素）により変異原処理したイネ（品種：台
中−６５（Ｔ−６５））のＭ２の種子から、ケイ酸の吸収が少ない突然変異系統（ｌｓｉ
２変異体）を選別した。そして、このｌｓｉ２突然変異系統と、インド型品種カサラス（
Kasalath）との交配からＦ１個体を得た。そして、このF１集団を、自殖させＦ２集団を
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得た。なお、図示していないが、ｌｓｉ２変異体は、ケイ素吸収能が低いため、野生型に
比べて、生育状態が悪いことも確認された。
【０１６２】
次に、このＦ２集団個体を、EST‑PCRマーカー、および、SSRマーカー（いわゆるマイク
ロサテライトマーカー）により解析し、Ｌｓｉ２遺伝子をマッピングした。その結果、Ｌ
ｓｉ２遺伝子は、第３染色体に座乗していることが明らかとなった。また、Ｌｓｉ２遺伝
子のフランキング（flanking）マーカーは、RM3894であった。
【０１６３】
なお、マーカーRM3894は、GRAMENEホームページ（http://dev.gramene.org/microsat/s
sr.html）に公開されている。
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【０１６４】
なお、イネゲノムプロジェクトで公開されている分子マーカーのマップは、「日本晴」
と「カサラス」の交雑集団が用いられている。これらは、日本型イネとインド型イネとい
う異なる生態型イネの交雑であるため、日本型イネ同士の交雑による集団よりも多型検出
（塩基配列の違いを反映しているので、これを検出することでゲノムの特定部分がどちら
の親から由来するか判定できる）が容易である。また、カサラスのゲノムシーケンスの一
部はイネゲノムプロジェクトで公開されており、新たな分子マーカーを容易に作成するこ
とができる。以上のことから、カサラスを本実施例におけるマップ集団作成の花粉親に用
いた。
10

【０１６５】
（ｂ）Ｌｓｉ２遺伝子のマップベースクローニング
精度の高いＬｓｉ２遺伝子領域の遺伝地図を作成するために、さらに、Ｆ２集団個体（
１２００個体）を用いて、連鎖解析を行った。この解析では、SSRマーカーおよびCAPS (C
leaved Amplified Polymorphic Sequence)マーカーを用いた。そして、Ｆ２集団の各個体
について、ケイ素の吸収量を測定し、ケイ素を吸収しない劣勢ホモ個体（計２９８個体）
を選択した。その後、Ｌｓｉ２遺伝子の両側に存在する、SSRマーカー（RM3894）、およ
び、新規に作成したCAPSマーカー（lsi2‑a）を利用して、Ｌｓｉ２遺伝子近傍の染色体組
み換え個体を選抜した。その結果、２７個体の組み換え個体が選抜できた。
【０１６６】
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（ｃ）Ｌｓｉ２遺伝子の絞込み
次に、（ｂ）で選抜した組み換え個体を用いて、以下のマーカーによる詳細な連鎖地図
を作成した。
【０１６７】
すなわち、Ｌｓｉ２遺伝子座近傍に存在するマーカーRM3894およびlsi2‑a間の塩基配列
を利用して、新規のPCR多型マーカーおよびCAPSマーカーを作成した。そして、これらの
マーカーを用いて、（ｂ）で選抜した組み換え個体を選抜して、Ｌｓｉ２遺伝子の候補領
域を絞り込んだ。その結果、Ｌｓｉ２遺伝子は、マーカーlsi2‑b（5
GATGG ‑3

；配列番号１０）/（5

および、マーカーlsi2‑c（5
CCGGTTTCACAAACCCTA ‑3

‑ TGCTGCAGAAAGAGTGAGAGTT ‑3

‑ GGGTGATGGAGAGGAACATC ‑3

‑ CCGCTACTAGTTTCG
；配列番号１１）、

；配列番号１２）/（5

‑ AA

；配列番号１３）に挟まれる約１０７ｋｂゲノム領域に存在す
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ることが明らかとなった。
【０１６８】
また、ＰＡＣクローン（AC113930）が、Ｌｓｉ２遺伝子座を含むことが明らかとなった
。このようにして、Ｌｓｉ２遺伝子の座上位置を、特定した。
【０１６９】
（ｄ）塩基配列解析によるＬｓｉ２遺伝子の特定
マーカーlsi2‑bと、マーカーlsi2‑ｃとの間の塩基配列解析を行なった。塩基配列解析
は、既に得られている日本晴の塩基配列情報から、該当部分を増幅できるプライマーを設
計し、ゲノムＰＣＲを行った。
【０１７０】
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ｌｓｉ２変異体と野生型の塩基配列を比較した結果、１塩基置換が見出された。この置
換は、Ｌｓｉ２遺伝子のゲノム上の構造における第２エクソンに存在した。すなわち、突
然変異体（ｌｓｉ２変異体）では、図１および配列番号３に示すように、Ｌｓｉ２遺伝子
のｃＤＮＡ配列第４膜貫通ドメインが存在する３３４番目の塩基が、グアニンから、アデ
ニンに置換されていた。
【０１７１】
この塩基置換により、これらの遺伝子にコードされるアミノ酸が、野生型（配列番号４
）のセリンから、変異型（配列番号２）のアスパラギンへ置換される。
【０１７２】
なお、ｃＤＮＡ配列の絞込みは、まず、Ｆ２集団を用いて、Ｌｓｉ２遺伝子を含む領域
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を絞り込み、次に、RiceGAAS （Rice Genome Automated Annotation system : http://ri
cegaas.dna.affrc.go.jp/）を用いて遺伝子予測を行った。その結果、その領域に、１７
つの遺伝子が予測された。これらの遺伝子について塩基配列決定を行った。
【０１７３】
なお、略同様にして、Ｌｓｉ１変異体を取得し、イネ変異体（ｌｓｉ１変異体）のＬｓ
ｉ１遺伝子をマッピングしたところ、Ｌｓｉ１遺伝子は、第２染色体に座乗していること
が明らかとなった。また、ｌｓｉ１変異体では、ＬＳｉ１遺伝子のｃＤＮＡ配列の５１２
番目の塩基が、野生型（配列番号７）のＧ（グアニン）から、変異型（配列番号５）のＡ
（アデニン）へ置換されていた。
【０１７４】
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この１塩基置換により、これらの遺伝子にコードされるアミノ酸が、野生型（配列番号
８）のアラニンから、変異型（配列番号９）のスレオニンへ置換される。
【０１７５】
ｌｓｉ１変異体、野生型Ｌｓｉ１遺伝子、および変異型Ｌｓｉ１遺伝子の、取得方法お
よび各塩基配列の同定方法については、特許文献１に詳細に記載されている。
【０１７６】
〔実施例２〕ｌｓｉ１変異体およびｌｓｉ２変異体のケイ素取り込み量の比較
次に、ｌｓｉ１変異体、ｌｓｉ２変異体、および野生型イネ（Ｔ−６５）のケイ素取り
込み量を比較した。０．１５ｍＭまたは１．０ｍＭのケイ素を含む培養液にて、それぞれ
のイネを栽培し、根から吸収されるケイ素量を、３時間ごとに１２時間測定した。
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【０１７７】
図２（ａ）および図２（ｂ）は、ケイ素取り込み量を示すグラフである。図２（ａ）お
よび図２（ｂ）に示すように、ｌｓｉ１変異体（図中ｌｓｉ１）およびｌｓｉ２変異体（
図中ｌｓｉ２）は、野生型（図中ＷＴ）に比べて、ケイ素取り込み量が少なかった。
【０１７８】
また、ｌｓｉ１変異体とｌｓｉ２変異体との交雑により、ｌｓｉ１×ｌｓｉ２を作製し
、同様に、ケイ素取り込み量および水取り込み量を測定した。図３（ａ）は、ケイ素取り
込み量を示すグラフであり、図３（ｂ）は、水取り込み量を示すグラフである。これらの
図に示すように、ｌｓｉ１変異体、ｌｓｉ２変異体は、野生型に比べてケイ素取り込み量
が少ないことが確認された。しかし、ｌｓｉ１変異体とｌｓｉ２変異体との交雑体は、野
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生型と同等の吸収量を示した。また、水取り込み量は、いずれも同程度であった。
【０１７９】
〔実施例３〕Ｌｓｉ２遺伝子を導入した形質転換体の作製
まず、Ｌｓｉ２遺伝子の相補性試験を行うために、約47000個体のKasalathのBACより、
Ｌｓｉ２遺伝子領域を含むクローンの選抜を行った。その結果、Kasalath BAC (K0315E16
)のプラスミドが、Ｌｓｉ２遺伝子領域を充分に含むことを確認した。図４は、Kasalath
BAC (K0315E16)に含まれるＬｓｉ２遺伝子領域を示す模式図である。図４には、配列番号
１６〜２１に示される各プライマーにより増幅される領域も示されている。なお、図４に
おける、１４Ｌは配列番号１４に、１４Ｕは配列番号１５に、１５Ｌは配列番号１６に、
１５Ｕは配列番号１７に、３２Ｌは配列番号１８に、３７Ｕは配列番号１９に、４０Ｌは
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配列番号２０に、４０Ｕは配列番号２１に、それぞれ対応する。
【０１８０】
次に、このクローンからプラスミドDNAを抽出し、制限酵素処理を行った後、ベクター
のpPZP2H‑lacに組み込んだ。そのＬｓｉ２遺伝子領域を含んだpPZP2H‑lacを、アグロバク
テリウム（EHA101）へ導入し、アグロバクテリウム法を用いてｌｓｉ２変異体に導入し、
形質転換体を作製した。なお、図５に示すウェスタンブロッドにより、この形質転換体へ
の野生型Ｌｓｉ２遺伝子の導入を確認した。
【０１８１】
また、図６に示すように、この形質転換体のケイ素吸収量を測定した結果、野生型Ｌｓ
ｉ２遺伝子を導入したｌｓｉ２変異体のケイ素吸収量は、野生型と略同程度まで上昇した
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。このように、ｌｓｉ２変異体に野生型Ｌｓｉ２遺伝子を導入すると、ケイ素吸収量は促
進されることが確認された。
【０１８２】
本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の変
更が可能である。すなわち、請求項に示した範囲で適宜変更した技術的手段を組み合わせ
て得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【０１８３】
本発明のポリヌクレオチドは、植物において初めて同定された、ケイ素吸収に関与する
遺伝子である。ケイ素蓄積量の減少は、硬い植物をやわらかくする。ケイ素蓄積量の増加
は、病害および虫害などの種々のストレスに対する耐性（抵抗性）を付与し、生育を促進
させる。それゆえ、本発明は、特に農業、および食品産業に、好適に利用することができ
る。
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