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(57)【要約】
種子特異的プロモータに作動可能に連結された、種子タンパク質と蛍光タンパク質との
融合タンパク質をコードする遺伝子を含んでいるＤＮＡ構築物を用いる。これにより、形
質転換体植物を作出するために、複雑な工程を必要とせずかつ比較的短時間に目的の形質
転換体を得るための技術を提供する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
種子タンパク質と蛍光タンパク質との融合タンパク質をコードする遺伝子を含んでいる
ＤＮＡ構築物であって、該遺伝子が種子特異的プロモータに作動可能に連結されているこ
とを特徴とするＤＮＡ構築物。
【請求項２】
さらに、目的のタンパク質をコードする第２の遺伝子と、第２の蛍光タンパク質をコー
ドする遺伝子とが上記種子特異的プロモータに作動可能に連結されており、
該第２の蛍光タンパク質は、種子タンパク質と蛍光タンパク質との融合タンパク質を構
成する蛍光タンパク質とは異なる色の蛍光を発するタンパク質であることを特徴とする、
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請求項１に記載のＤＮＡ構築物。
【請求項３】
目的のタンパク質を目的の組織にて発現させるための第２のプロモータをさらに含んで
いることを特徴とする請求項１に記載のＤＮＡ構築物。
【請求項４】
上記第２のプロモータには、目的のタンパク質をコードする第２の遺伝子と、第２の蛍
光タンパク質をコードする遺伝子とが作動可能に連結されており、
該第２の蛍光タンパク質は、種子タンパク質と蛍光タンパク質との融合タンパク質を構
成する蛍光タンパク質とは異なる色の蛍光を発するタンパク質であることを特徴とする、
請求項３に記載のＤＮＡ構築物。
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【請求項５】
上記種子タンパク質が、オイルボディ局在性タンパク質であることを特徴とする請求項
１〜４のいずれか１項に記載のＤＮＡ構築物。
【請求項６】
上記種子特異的プロモータが、オイルボディ局在性タンパク質をコードする遺伝子のプ
ロモータであることを特徴とする請求項１〜５のいずれか１項に記載のＤＮＡ構築物。
【請求項７】
上記種子タンパク質がオレオシンであることを特徴とする請求項１〜６のいずれか１項
に記載のＤＮＡ構築物。
【請求項８】
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上記種子特異的プロモータがＯＬＥ１プロモータであることを特徴とする請求項１〜７
のいずれか１項に記載のＤＮＡ構築物。
【請求項９】
請求項１〜８のいずれか１項に記載のＤＮＡ構築物を含んでいることを特徴とする選択
マーカー。
【請求項１０】
請求項１〜８のいずれか１項に記載のＤＮＡ構築物を備えていることを特徴とする選択
マーカーキット。
【請求項１１】
種子特異的プロモータに作動可能に連結された、種子タンパク質と蛍光タンパク質との
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融合タンパク質をコードする遺伝子が導入されていることを特徴とする形質転換体植物。
【請求項１２】
種子特異的プロモータに作動可能に連結された、種子タンパク質と蛍光タンパク質との
融合タンパク質をコードする遺伝子が種子中に存在していることを検出する工程を包含す
ることを特徴とする形質転換体植物を選抜する方法。
【請求項１３】
上記検出する工程が、上記蛍光タンパク質による蛍光を種子から検出することを含む、
請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
上記検出する工程が、上記融合タンパク質をコードする遺伝子または上記蛍光タンパク
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質をコードする遺伝子を種子抽出物から検出することを含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１５】
さらに、種子特異的プロモータに作動可能に連結された、第２の蛍光タンパク質をコー
ドする遺伝子が種子中に存在していることを検出する工程を包含し、該第２の蛍光タンパ
ク質は、種子タンパク質と蛍光タンパク質との融合タンパク質を構成する蛍光タンパク質
とは異なる色の蛍光を発するタンパク質である、請求項１２に記載の方法。
【請求項１６】
さらに、第２のプロモータに作動可能に連結された、第２の蛍光タンパク質をコードす
る遺伝子が目的の組織に存在していることを検出する工程を包含し、該第２の蛍光タンパ
ク質は、種子タンパク質と蛍光タンパク質との融合タンパク質を構成する蛍光タンパク質
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とは異なる色の蛍光を発するタンパク質である、請求項１２に記載の方法。
【請求項１７】
植物体内でタンパク質を生産する方法であって、
種子特異的プロモータに作動可能に連結された、種子タンパク質と蛍光タンパク質との
融合タンパク質をコードする遺伝子を含んでいるＤＮＡ構築物に、目的のタンパク質をコ
ードする第２の遺伝子を挿入する工程；および
得られたＤＮＡ構築物を植物体に導入する工程
を包含することを特徴とする生産方法。
【請求項１８】
上記ＤＮＡ構築物が、目的のタンパク質を目的の組織にて発現させるための第２のプロ
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モータをさらに含んでおり、上記挿入する工程が、第２の遺伝子が第２のプロモータに作
動可能に連結することを含む、請求項１７に記載の生産方法。
【請求項１９】
上記導入する工程が、ｆｌｏｒａｌ−ｄｉｐ法またはｖａｃｕｕｍ−ｉｎｆｉｌｔｒａ
ｔｉｏｎ法を行うことを含む、請求項１７または１８に記載の生産方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、新規選択マーカー遺伝子およびその利用に関するものであり、より詳細には
、種子タンパク質と蛍光タンパク質との融合タンパク質をコードする遺伝子およびその利
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用に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
形質転換体を作製する場合、薬剤耐性遺伝子が選択マーカーとして一般的に使用されて
いる。しかし、薬剤耐性遺伝子を用いて形質転換体を作製する技術には以下のような欠点
がある。
〔１〕植物は育成段階で遺伝子が水平伝播する可能性があるので、薬剤耐性遺伝子を有す
る植物を野外にて育成するには制限がある。
〔２〕所望の形質転換体を選抜する際に薬剤処理を行う必要があるので、選抜用の薬剤含
有培地を別途調製する必要がある。
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〔３〕薬剤耐性遺伝子を有している植物であっても、薬剤処理によりダメージを受ける。
〔４〕薬剤含有培地において生存し得ないレベルの形質転換体を得ることが困難である。
【０００３】
これらの問題を解決するために、薬剤耐性遺伝子を有していない形質転換体植物の作出
が試みられている（例えば、非特許文献１および２参照）。また、同時形質転換法と呼ば
れる手法では、２つのプラスミド（一方が薬剤耐性遺伝子マーカーを含み、他方が目的の
形質転換遺伝子を含む。）を同時に植物体に導入し、その後数世代を経ることによって、
薬剤耐性遺伝子を有していないが目的の形質転換遺伝子を有している個体を選抜すること
ができる（例えば、非特許文献３参照）。さらに、部位特異的組換え機構を利用して薬剤
耐性遺伝子マーカーを形質転換体植物から排除する手法（部位特異的組換え法）も知られ
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ている（例えば、非特許文献４〜７参照）。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】John I. Yoder, A.P.G. Nature Biotechnology 12, 263 ‑ 267 (1994)
【非特許文献２】Darbani et al., Biotechnol. J. 2, 83‑90 (2007)
【非特許文献３】Parkhi, V. et al., Mol. Genet. Genomics 274, 325‑336 (2005)
【非特許文献４】Zuo, J. et al., Nat. Biotechnol. 19, 157‑161 (2001)
【非特許文献５】Li, Z. et al., Plant Mol. Biol. 65, 329‑341 (2007)
【非特許文献６】Hu, Q. et al., Biotechnol. Lett. 28, 1793‑1804 (2006)
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【非特許文献７】Sugita, K. et al., Plant J. 22, 461‑469 (2000)
【非特許文献８】Baranski, R. et al., Plant Cell Rep 25, 190‑197 (2006)
【非特許文献９】Halfhill, M.D. et al., Plant Cell Rep. 26, 303‑311 (2007)
【非特許文献１０】Lu, C. et al., Plant J. 45, 847‑856 (2006)
【非特許文献１１】Lu, C. and Kang, J. Plant Cell Rep. 27, 273‑278 (2008)
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
同時形質転換法または部位特異的組換え法を用いれば、薬剤耐性遺伝子マーカーを有し
ていない形質転換体植物を作出し得る。しかし、これらの方法は複雑な工程を必須とし、
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さらに、これらの方法では、形質転換体植物の作出に時間を要する。
【０００６】
本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、形質転換体植物を
作出するために、複雑な工程を必要とせずかつ比較的短時間に目的の形質転換体を得るた
めの技術を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
形質転換体植物の選抜に薬剤耐性遺伝子以外の選択マーカーを用いる手法もまた知られ
ている。視覚的選択マーカーとして利用されている蛍光タンパク質の１つである緑色蛍光
タンパク質（ＧＦＰ）は、生物に対して無毒であり、かつ基質を用いることなく容易に視
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覚化し得るタンパク質である（例えば、非特許文献８〜９参照）。また、ＧＦＰ以外の蛍
光タンパク質を用いたトランスジェニック種子選択マーカーも知られている（例えば、非
特許文献１０〜１１参照）。
【０００８】
本発明者らは、種子タンパク質の研究を進める中で、種子特異的プロモータに作動可能
に連結された、種子タンパク質と蛍光タンパク質との融合タンパク質をコードする遺伝子
が、視覚的選択マーカーとして優れているだけでなく、共優性マーカーとして使用可能で
あることを見出し、本発明を完成するに至った。
【０００９】
すなわち、本発明に係るＤＮＡ構築物は、種子タンパク質と蛍光タンパク質との融合タ
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ンパク質をコードする遺伝子を含んでいるＤＮＡ構築物であって、該遺伝子が種子特異的
プロモータに作動可能に連結されていることを特徴としている。
【００１０】
本発明を用いれば、首尾よく形質転換した個体を、検出可能な蛍光を発する種子として
容易に選抜し得る。本発明を用いて種子から検出される蛍光は、蛍光タンパク質をコード
する遺伝子のみを種子特異的プロモータに作動可能に連結した場合に得られる種子からの
蛍光と比較して非常に強い。また、本発明を用いれば、蛍光タンパク質が種子においての
み発現し、種子を生育させた実生（根、葉、茎など）においては蛍光タンパク質が発現し
ていない形質転換体植物を得ることができる。非特許文献８−１１に記載の技術では、蛍
光タンパク質はいずれも、強力なプロモータ（ＣａＭＶ

３５ＳプロモータまたはｐＣＶ
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ＭＶプロモータ）によってその発現が制御されているため、あらゆる組織にて発現される
。
【００１１】
本発明に係るＤＮＡ構築物では、上記種子特異的プロモータには、目的のタンパク質を
コードする第２の遺伝子と、第２の蛍光タンパク質をコードする遺伝子とが作動可能に連
結されていてもよく、この場合、該第２の蛍光タンパク質は、種子タンパク質と蛍光タン
パク質との融合タンパク質を構成する蛍光タンパク質とは異なる色の蛍光を発する。
【００１２】
上記構成によれば、第２の蛍光タンパク質が発する蛍光を、上記融合タンパク質を構成
する蛍光タンパク質が発する蛍光と視覚的に区別できるため、種子において、上記融合タ
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ンパク質の発現と、目的タンパク質の発現とを視覚的に区別して検出することができる。
【００１３】
それゆえ、形質転換した個体を、検出可能な蛍光を発する種子として容易に選抜できる
だけでなく、種子における目的のタンパク質の発現を、選択マーカーと区別して検出する
ことができる。
【００１４】
本発明に係るＤＮＡ構築物は、目的のタンパク質を目的の組織にて発現させるための第
２のプロモータをさらに含んでいてもよく、この場合、目的のタンパク質をコードする遺
伝子が第２のプロモータに作動可能に連結される。
【００１５】
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非特許文献１０〜１１に記載の技術は目的のタンパク質を種子に蓄積させる技術であり
、目的のタンパク質をコードする遺伝子は種子特異的プロモータに作動可能に連結されて
いる。上記構成を有している本発明を用いれば、種子に限定されることなく目的の組織に
目的の遺伝子を発現させて、目的のタンパク質を目的の組織に蓄積させることができる。
この場合においても、得られた形質転換体では、蛍光タンパク質が種子においてのみ発現
し、種子を生育させた実生（根、葉、茎など）においては蛍光タンパク質が発現していな
い。また、蛍光タンパク質の発現と目的のタンパク質の発現とは全く干渉しない。
【００１６】
本発明に係るＤＮＡ構築物では、上記第２のプロモータには、目的のタンパク質をコー
ドする第２の遺伝子と、第２の蛍光タンパク質をコードする遺伝子とが作動可能に連結さ

30

れていてもよく、この場合、該第２の蛍光タンパク質は、種子タンパク質と蛍光タンパク
質との融合タンパク質を構成する蛍光タンパク質とは異なる色の蛍光を発する。
【００１７】
上記構成によれば、種子において発現する蛍光タンパク質と、目的の組織において発現
する蛍光タンパク質（第２の蛍光タンパク質）とが異なる色の蛍光を発する上、種子にお
いて発現する蛍光タンパク質の発現と第２の蛍光タンパク質の発現とは全く干渉しない。
それゆえ、形質転換した個体を、検出可能な蛍光を発する種子として容易に選抜できるだ
けでなく、目的のタンパク質の、目的の組織における発現をも容易に確認することができ
る。
【００１８】
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本発明に係るＤＮＡ構築物において、上記種子タンパク質はオイルボディ局在性タンパ
ク質であることが好ましく、オイルボディ局在性タンパク質としては、オレオシン、カレ
オシンおよびステロレオシンからなる群より選択されるタンパク質がより好ましい。また
、本発明に係るＤＮＡ構築物において、上記種子特異的プロモータはオイルボディ局在性
タンパク質をコードする遺伝子のネイティブなプロモータであることが好ましい。本プロ
モータを用いれば、種子からの蛍光の検出が種子における他のオルガネラに指向性を有す
るプロモータを用いる場合よりも極めて容易であり、種子段階での視覚的選択マーカーと
して非常に優れている。オイルボディ局在性タンパク質をコードする遺伝子のプロモータ
としては、オレオシン、カレオシンおよびステロレオシンからなる群より選択されるタン
パク質をコードする遺伝子のプロモータがより好ましい。
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【００１９】
また、本発明に係るＤＮＡ構築物において、上記融合タンパク質は、種子タンパク質の
Ｃ末端に蛍光タンパク質が融合して構成されていることが好ましい。
【００２０】
本発明に係る選択マーカーは、上記のＤＮＡ構築物を含んでいることを特徴としている
。また、本発明に係る選択マーカーキットは、上記のＤＮＡ構築物を備えていることを特
徴としている。
【００２１】
本発明に係る形質転換体植物は、種子特異的プロモータに作動可能に連結された、種子
タンパク質と蛍光タンパク質との融合タンパク質をコードする遺伝子が導入されているこ
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とを特徴としている。本発明に係る形質転換体植物は、好ましくは成育した植物個体、植
物細胞、植物組織、カルス、種子の少なくとも何れかであり得る。
【００２２】
本発明に係る形質転換体植物を選抜する方法は、種子特異的プロモータに作動可能に連
結された、種子タンパク質と蛍光タンパク質との融合タンパク質をコードする遺伝子が種
子中に存在していることを検出する工程を包含することを特徴としている。本方法におい
て、上記検出する工程は、上記蛍光タンパク質による蛍光を種子から検出することを含ん
でも、上記融合タンパク質をコードする遺伝子または上記蛍光タンパク質をコードする遺
伝子を種子抽出物から検出することを含んでもよい。
20

【００２３】
本方法は、さらに、種子特異的プロモータに作動可能に連結された、第２の蛍光タンパ
ク質をコードする遺伝子が種子中に存在していることを検出する工程を包含していてもよ
い。
【００２４】
また、本方法は、さらに、第２のプロモータに作動可能に連結された、第２の蛍光タン
パク質をコードする遺伝子が目的の組織に存在していることを検出する工程を含んでいて
もよい。
【００２５】
本発明に係るタンパク質生産方法は、植物体内でタンパク質を生産するために、（１）
種子特異的プロモータに作動可能に連結された、種子タンパク質と蛍光タンパク質との融
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合タンパク質をコードする遺伝子を含んでいるＤＮＡ構築物に、目的のタンパク質をコー
ドする第２の遺伝子を挿入する工程；および、（２）

得られたＤＮＡ構築物を植物体に

導入する工程、を包含することを特徴としている。本発明に係るタンパク質生産方法にお
いて、上記ＤＮＡ構築物は、目的のタンパク質を目的の組織にて発現させるための第２の
プロモータをさらに含んでいることが好ましく、この場合、上記挿入する工程は、第２の
遺伝子が第２のプロモータに作動可能に連結することを含んでいる。また、本発明に係る
タンパク質生産方法において、上記導入する工程は、ｆｌｏｒａｌ−ｄｉｐ法またはｖａ
ｃｕｕｍ−ｉｎｆｉｌｔｒａｔｉｏｎ法を行うことを含んでいることが好ましい。
【００２６】
本発明の他の目的、特徴、および優れた点は、以下に示す記載によって十分分かるであ
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ろう。また、本発明の利点は、添付図面を参照した次の説明によって明白になるであろう
。
【発明の効果】
【００２７】
本発明を用いれば、薬剤耐性マーカーを用いた場合より簡便かつ効率的に形質転換体植
物を選抜し得る。また、本発明は、ホモ系統とヘテロ系統とを容易に差別化し得る共優性
マーカーとして利用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】図１は、本発明に係るＤＮＡ構築物の構造を示す図である。
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【図２】図２は、一実施形態に係るＣＬＯ３を過剰発現させるためのベクターが導入され
た植物体系統の種子を蛍光顕微鏡下で観察した結果を示す図であり、（ａ）はＧＦＰの蛍
光を示し、（ｂ）は明視野像を示す。
【図３】図３は、一実施形態に係る植物体（３５ＳＣＬＯ３（ＯＬＥ１ＧＦＰ））のＴ２
種子集団およびＴ３ホモ系統種子集団の分離比、ならびに薬剤（Glufosinate‑ammonium）
に対する耐性を有する種子の数を示す図である。
【図４】図４は、一実施形態に係る植物体（３５ＳＣＬＯ３（ＯＬＥ１ＧＦＰ））の種子
集団においてＧＦＰ蛍光が観察された種子でのＣＬＯ３の発現を確認した結果を示す図で
あり、（ａ）はＣＬＯ３の発現をイムノブロットによって調べた結果を示し、（ｂ）はＣ
ＬＯ３の発現が確認された個体数を示す。
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【図５】図５は、発芽後のＯＬＥ１ＧＦＰにおける蛍光の推移を示す図である。
【図６】図６は、３５ＳＣＬＯ３（ＯＬＥ１ＧＦＰ）植物のＴ２種子におけるＧＦＰ蛍光
強度と形質転換遺伝子の遺伝子型との関連を示す図である。
【図７】図７は、本発明に係るＤＮＡ構築物の構造を示す図である。
【図８】図８は、本発明に係るＤＮＡ構築物の構造を示す図である。
【図９】図９は、一実施形態に係る、３５Ｓ過剰発現用ベクターが導入された植物体系統
のＴ１種子集団を蛍光顕微鏡下で観察した結果を示す図であり、（ａ）はＲＦＰの蛍光を
示し、（ｂ）は明視野像を示す。
【図１０】図１０は、３５Ｓ：：ＧＦＰ−ＣＬＯ３（ＦＡＳＴ−Ｒ０６）から得られたＴ
３ホモ系統種子集団を蛍光顕微鏡下にて観察した結果を示すものである。（ａ）はＴａｇ
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ＲＦＰの蛍光を示し、（ｂ）は明視野像を示す。
【図１１】３５Ｓ：：ＧＦＰ−ＣＬＯ３（ＦＡＳＴ−Ｒ０６）の葉におけるＣＬＯ３の発
現を、ＧＦＰ蛍光を指標として観察した結果を示すものである。（ａ）は３５Ｓ：：ＧＦ
Ｐ−ＣＬＯ３（ＦＡＳＴ−Ｒ０６）の葉を微分干渉顕微鏡下で観察した結果を示す画像で
あり、（ｂ）は３５Ｓ：：ＧＦＰ−ＣＬＯ３（ＦＡＳＴ−Ｒ０６）の葉を共焦点レーザー
顕微鏡下で観察し、ＧＦＰ蛍光を検出した結果を示す画像である。（ｃ）は、（ａ）と（
ｂ）とを重ね合わせた画像である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
植物の種子細胞は、貯蔵物質を蓄えるためのオルガネラを有しており、油糧種子植物の
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１つであるシロイヌナズナ（Arabidopsis thaliana）は、オイルボディという、貯蔵物質
を蓄えるためのオルガネラに大量の貯蔵脂肪（主にトリアシルグリセロール）を蓄えてい
る。オイルボディには、オレオシン、カレオシン、ステロレオシンなどの膜タンパク質が
局在し、特に、オレオシンは、オイルボディ局在性タンパク質の中で最も蓄積量が多い。
【００３０】
種子型オレオシンは種子のオイルボディにのみ大量に蓄積されるタンパク質であり、シ
ロイヌナズナの種子にはオレオシンの主要なアイソフォーム（ＯＬＥ１〜４）が存在する
。本発明者らは、ＯＬＥ１プロモータを用いてＯＬＥ１ＧＦＰ融合遺伝子を誘導した形質
転換体を作製し、ＧＦＰの蛍光が種子のみにて観察されることを蛍光顕微鏡下で観察した
。すなわち、ＯＬＥ１ＧＦＰがシロイヌナズナの形質転換マーカーとして使用可能である
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だけでなく、従来の薬剤耐性マーカーよりも有用であることを見出した。また、ＯＬＥ１
ＧＦＰ融合遺伝子を、アグロバクテリウムを用いるｆｌｏｒａｌ−ｄｉｐ法によって導入
した形質転換体のＴ１種子集団では、種子におけるＧＦＰの蛍光を指標とした形質転換体
の選抜が可能であった。さらに、Ｔ２種子集団において、Ｔ２ホモ系統の種子が、ＧＦＰ
の蛍光の強い種子として効率よく選抜され得た。このことは、ＯＬＥ１ＧＦＰ融合遺伝子
が、ホモ系統とヘテロ系統とを容易に差別化し得る共優性マーカーとして利用可能である
ことを示している。従来の薬剤耐性マーカーを用いた選抜法では、薬剤耐性遺伝子の水平
伝播の可能性、薬剤入りの選択培地の準備、薬剤が植物体に与える悪影響など、重大な問
題が存在している。ＯＬＥ１ＧＦＰマーカーを用いた選抜法では蛍光顕微鏡下でのＧＦＰ
観察のみで選抜が可能であり、薬剤耐性マーカーを用いた場合より簡便かつ効率的に形質
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転換体植物を選抜し得ることが示された。
【００３１】
〔１〕ＤＮＡ構築物および選択マーカー
本発明は、新規選択マーカー遺伝子として利用可能なＤＮＡ構築物を提供する。本発明
に係るＤＮＡ構築物は、種子タンパク質と蛍光タンパク質との融合タンパク質をコードす
る遺伝子を含んでおり、該遺伝子が種子特異的プロモータに作動可能に連結されているこ
とを特徴としている。
【００３２】
蛍光タンパク質は、薬剤耐性マーカーに代わる選択マーカーとしてすでに利用されてい
る。本発明は、種子タンパク質と蛍光タンパク質との融合タンパク質を用いることにより
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、これまでの蛍光タンパク質のみを用いる選抜法よりも格別優れた技術を提供し得る。
【００３３】
本明細書中で使用される場合、用語「作動可能に連結」は、目的のタンパク質をコード
する遺伝子が、プロモータなどの制御領域の制御下にあって、このタンパク質（またはｍ
ＲＮＡ）を宿主中で発現し得る形態にあることが意図される。目的のペプチドをコードす
る遺伝子をプロモータなどの制御領域に「作動可能に連結」して所望のベクターを構築す
る手順は当該分野において周知である。また、発現ベクターを宿主に導入する方法もまた
、当該分野において周知である。よって、当業者は、容易に所望のタンパク質（またはｍ
ＲＮＡ）を宿主中にて生成することができる。
【００３４】
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本発明に利用可能な種子タンパク質は、種子に特異的に発現するタンパク質であればよ
く、種子における各オルガネラに特異的に発現するタンパク質であってもよい。このよう
に、本明細書中で使用される場合、用語「種子タンパク質」は種子貯蔵タンパク質だけで
なくオイルボディ局在性タンパク質も含むことが意図される。好ましい種子貯蔵タンパク
質としては、例えば、１２Ｓグロブリン、ククルビチン、グルテリン、グリシニン、レグ
ミン、アラチン、コングリシニン、７Ｓグロブリン、ファゼオリン、ビシリン、コンアラ
チン、２Ｓグロブリン、アマンジン、プロラミン、ゼイン、グリアジン、エデスチン、グ
ルテニン、リシン、ヘマグルチニン、２Ｓアルブミン、カナバリン、コンカナバリン、ト
リプシンインヒビター、シスタチンなどが挙げられるがこれらに限定されない。また、オ
イルボディ局在性タンパク質としては、オレオシン（例えばOLE1（at4g25140））、カレ
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オシン（例えば、CLO3（at2g33380））、ステロレオシン（（例えばSTE1（at5g50600））
などが好ましく、オレオシン（ＯＬＥ１〜４）が最も好ましい。ＯＬＥ１〜４のアミノ酸
配列をそれぞれ配列番号１〜４、ＣＬＯ３のアミノ酸配列を配列番号５に示す。なお、オ
レオシン、カレオシン、ステレオシンは、植物において多種にわたってそのアイソフォー
ムやオルソログが存在するが、いずれを用いても本発明の効果を奏すると考えられる。
【００３５】
本発明において、種子タンパク質は、好ましくは種子貯蔵タンパク質およびオイルボデ
ィ局在性タンパク質であり得、より好ましくは、オイルボディ局在性タンパク質であり得
る。本発明において、種子貯蔵タンパク質を用いた場合では、一般的な蛍光顕微鏡によっ
て蛍光を観察することが非常に困難であり、蛍光強度の高い改変型蛍光タンパク質を用い
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るか共焦点レーザー顕微鏡を用いる必要がある。しかし、オイルボディ局在性タンパク質
を用いることによって、一般的な蛍光顕微鏡を用いても種子からの蛍光を容易に観察する
ことができる。また、本発明に利用可能な蛍光タンパク質は、当該分野において公知の蛍
光タンパク質であればよいが、操作の簡便さおよび入手容易性の観点からＧＦＰ、ＲＦＰ
などが好ましい。
【００３６】
なお、本明細書中に記載したタンパク質について、いずれのタンパク質も単一のアミノ
酸配列によって規定されるべきではない。例えば、ＯＬＥ１は配列番号１に示されるアミ
ノ酸配列からなるが、その機能を保持した変異体もまた、ＯＬＥ１の範疇に含まれること
を、本明細書を読んだ当業者は容易に理解する。本明細書中で使用される場合、ＯＬＥ１
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の「変異体」は、配列番号１に示されるアミノ酸配列において、１または数個のアミノ酸
が欠失、付加または置換されているアミノ酸配列からなるタンパク質であることが意図さ
れる。すなわち、１または数個のアミノ酸が欠失、付加または置換されていても、元々の
タンパク質の機能が保持されている限りそのタンパク質としてみなし得ることを、当業者
は容易に理解する。なお、当業者は、元々のタンパク質の機能をそのタンパク質の名称か
ら容易に理解し得る。
【００３７】
蛍光タンパク質は、種子タンパク質のＮ末端側またはＣ末端側のいずれに融合していて
もよいが、種子タンパク質の機能部位がＮ末端側に存在する場合は、種子タンパク質のＣ
末端側に融合していていることが好ましい。
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【００３８】
本発明に利用可能な種子特異的プロモータは、種子に特異的に発現するタンパク質をコ
ードする遺伝子をネイティブに制御しているプロモータであればよい。好ましい種子特異
的プロモータとしては、例えば、上述したような種子貯蔵タンパク質、オイルボディ局在
性タンパク質などをコードする遺伝子をネイティブに制御しているプロモータが挙げられ
るがこれらに限定されない。
【００３９】
本発明において、種子特異的プロモータは、好ましくは種子貯蔵タンパク質をコードす
る遺伝子をネイティブに制御しているプロモータ、およびオイルボディ局在性タンパク質
をコードする遺伝子をネイティブに制御しているプロモータであり得る。種子貯蔵タンパ
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ク質をコードする遺伝子を制御しているプロモータとしては、２Ｓアルブミン３プロモー
ター（配列番号７）、１２Ｓグロブリンプロモーター（配列番号８）、β−コングリシニ
ンプロモーター（配列番号９）などが挙げられるがこれらに限定されない。より好ましく
は、種子特異的プロモータは、オイルボディ局在性タンパク質をコードする遺伝子をネイ
ティブに制御しているプロモータであり得る。上述したように、本発明において、種子タ
ンパク質として種子貯蔵タンパク質よりもオイルボディ局在性タンパク質を用いた方が格
段優れた効果を示すことより、オイルボディ局在性タンパク質をコードする遺伝子を（ネ
イティブに）制御しているプロモータ（例えば、オレオシンプロモーター（proOLE1）：
配列番号６）を種子特異的プロモータとして用いることがより好ましい。なお、上述した
種子タンパク質（種子貯蔵タンパク質およびオイルボディ局在性タンパク質）をコードす
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る遺伝子をネイティブに制御しているプロモータについて、その塩基配列が証明されてい
ないものもあるが、証明されていないものであっても当業者であれば容易に証明し得る。
【００４０】
一実施形態において、本発明に係るＤＮＡ構築物は、種子タンパク質と蛍光タンパク質
との融合タンパク質をコードする遺伝子を含んでいるＤＮＡ構築物であって、該遺伝子が
種子特異的プロモータに作動可能に連結されるとともに、目的のタンパク質をコードする
第２の遺伝子と、第２の蛍光タンパク質をコードする遺伝子とが種子特異的プロモータに
作動可能に連結されており、該第２の蛍光タンパク質は、種子タンパク質と蛍光タンパク
質との融合タンパク質を構成する蛍光タンパク質とは異なる色の蛍光を発するタンパク質
となっている。
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【００４１】
上記第２の蛍光タンパク質としては、上記融合タンパク質を構成する蛍光タンパク質と
は異なる色の蛍光を発するものであれば、特に限定されるものではなく、従来公知の蛍光
タンパク質を用いることができる。例えば、ＧＦＰ，ＹＦＰ，ＣＦＰ，ＲＦＰ等の蛍光タ
ンパク質から、上記融合タンパク質を構成する蛍光タンパク質とは異なる色の蛍光を発す
るものを選択することができる。なお、上記第２の蛍光タンパク質は、目的タンパク質の
Ｎ末端側またはＣ末端側のいずれに連結されていてもよい。
【００４２】
ここで、「異なる色の蛍光を発する」とは、可視光の領域内（３８０ｎｍ〜７８０ｎｍ
）の波長を有する蛍光が、波長によって異なる色感覚を与えることをいう。例えば、緑青
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色（４８０ｎｍ〜４９０ｎｍ）の蛍光と、青緑色（４９０〜５００ｎｍ）の蛍光とは異な
る色であると認められ、青緑色の蛍光と緑色の蛍光（５００〜５６０ｎｍ）とは異なる色
であると認められる。
【００４３】
上記第２の蛍光タンパク質が、上記融合タンパク質を構成する蛍光タンパク質とは異な
る色の蛍光を発することにより、第２の蛍光タンパク質をコードする遺伝子の種子中にお
ける存在を、上記融合タンパク質をコードする遺伝子の種子中における存在とは区別して
検出することができる。すなわち、種子における目的のタンパク質の発現を、選択マーカ
ーと区別して明りょうに検出することができ、目的のタンパク質が発現している種子をよ
り容易に選抜し得る。
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【００４４】
例えば、上記融合タンパク質を構成する蛍光タンパク質が赤色蛍光を発するＲＦＰであ
る場合に、第２の蛍光タンパク質として緑色蛍光を発するＧＦＰを用い、目的のタンパク
質を緑色蛍光を指標として検出することにより、種子において、目的タンパク質の発現を
選択マーカーと区別して明りょうに検出することができる。なお、上記蛍光の確認は、従
来公知の方法、例えば、蛍光顕微鏡を用いることなどによって行うことができる。
【００４５】
ここで、上記第２の遺伝子および第２の蛍光タンパク質をコードする遺伝子を上記種子
特異的プロモータに作動可能に連結して所望のベクターを構築する手順自体は、当該分野
において周知である。また、発現ベクターを宿主に導入する方法もまた、当該分野におい
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て周知である。
【００４６】
よって、本明細書に接した当業者は、適宜発現ベクターを構築し、種子において、上記
融合タンパク質を構成する蛍光タンパク質が発する蛍光と、第２の蛍光タンパク質が発す
る蛍光とを区別して観察することができる。例えば、後述する実施例で構築した改変デス
ティネーションベクターである、ｐＦＡＳＴ−Ｒ０７等のベクターを構築することによっ
て、上記観察を行うことができる。
【００４７】
一実施形態において、本発明に係るＤＮＡ構築物は、目的のタンパク質を目的の組織に
て発現させるために、目的のタンパク質をコードする遺伝子を作動可能に連結し得る第２

30

のプロモータをさらに含んでいる。第２のプロモータは、目的のタンパク質を目的の組織
にて発現させることを目的としているので、当該分野において公知の任意のプロモータが
利用可能である。当該分野において公知のプロモータとしては、３５Ｓプロモータ（配列
番号１０）や、デキサメタゾン誘導性プロモータ、エストロゲン依存性プロモータ、ＣＨ
Ｓ−Ａプロモータ、熱ショックプロモータ、ＲｕＢｉｓＣＯプロモータ、ストレス応答性
プロモータなどが挙げられるがこれらに限定されない。本実施形態に係るＤＮＡ構築物を
用いた場合、驚くことに、蛍光タンパク質の発現と目的のタンパク質の発現とは全く干渉
しない。例えば、種子特異的プロモータ以外のプロモータを第２のプロモータとして用い
た場合、得られた形質転換体では、蛍光タンパク質が種子においてのみ発現し、種子を生
育させた実生（根、葉、茎など）においては蛍光タンパク質が発現していない。
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【００４８】
一実施形態において、上記第２のプロモータには、目的のタンパク質をコードする第２
の遺伝子と、第２の蛍光タンパク質をコードする遺伝子とが作動可能に連結されており、
該第２の蛍光タンパク質は、種子タンパク質と蛍光タンパク質との融合タンパク質を構成
する蛍光タンパク質とは異なる色の蛍光を発するタンパク質である。上記第２の蛍光タン
パク質は、目的タンパク質のＮ末端側またはＣ末端側のいずれに連結されていてもよい。
【００４９】
本実施形態に係るＤＮＡ構築物を用いることにより、目的の組織における目的のタンパ
ク質の発現を、種子における選択マーカーの発現と区別して明りょうに検出することがで
きる。
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【００５０】
また、上記第２のプロモータに対し、第２の蛍光タンパク質をコードする遺伝子の代わ
りに、上記融合タンパク質を構成する蛍光タンパク質と同じ蛍光タンパク質をコードする
遺伝子を作動可能に連結すると、目的タンパク質の発現が抑制される傾向が見られること
が報告されている（C. B. Taylor, Comprehending Cosuppression, Plant Cell 9: 1245‑
1249.,1997）。これに対し、本実施形態では、上記融合タンパク質を構成する蛍光タンパ
ク質とは異なる第２の蛍光タンパク質をコードする遺伝子を用いているため、目的タンパ
ク質の発現抑制を回避することができる。よって、目的タンパク質の発現をより明確に検
出することが可能である。
【００５１】

10

なお、目的のタンパク質をコードする遺伝子および第２の蛍光タンパク質を上記第２の
プロモータに作動可能に連結して所望のベクターを構築する手順自体は当該分野において
周知である。また、発現ベクターを宿主に導入する方法もまた、当該分野において周知で
ある。
【００５２】
よって、本明細書に接した当業者は、適宜発現ベクターを構築し、種子において上記融
合タンパク質を構成する蛍光タンパク質が発する蛍光を観察し、目的の組織において第２
の蛍光タンパク質が発する蛍光を観察することができる。例えば、後述する実施例で構築
した改変デスティネーションベクターである、ｐＦＡＳＴ−Ｒ０５、ｐＦＡＳＴ−Ｒ０６
等のベクターを構築することによって、上記観察を行うことができる。
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【００５３】
本発明に係るＤＮＡ構築物は、選択マーカーとしても共優性マーカーとしても有用であ
る。また、本発明に係るＤＮＡ構築物を備えている選択マーカーキットもまた、本発明の
範囲内である。本明細書中で使用される場合、用語「キット」は複数の物品をパッケージ
ングして単一物の態様を有しているものが意図される。すなわち、本発明に係る選択マー
カーキットは、本発明に係るＤＮＡ構築物以外の試薬類を備えていればよい。本発明に係
るＤＮＡ構築物を選択マーカーとして用いる際に必要とされる試薬類を当業者は容易に理
解し得る。
【００５４】
〔２〕形質転換体植物
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本発明はまた、上記ＤＮＡ構築物が導入された形質転換体植物を提供する。本発明に係
る形質転換体植物は、種子特異的プロモータに作動可能に連結された、種子タンパク質と
蛍光タンパク質との融合タンパク質をコードする遺伝子が導入されていることを特徴とし
ている。
【００５５】
本明細書中で使用される場合、用語「形質転換体」は、細胞、組織または器官だけでな
く、生物個体もまた意図される。なお、本発明に係る形質転換体は、少なくとも、本発明
に係る融合タンパク質を構成するポリペプチドをコードする遺伝子が導入されており、こ
の融合タンパク質を発現していればよいといえる。すなわち、発現ベクター以外の手段に
よって生成された形質転換体も、本発明の技術的範囲に含まれる点に留意すべきである。
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【００５６】
本明細書中で使用される場合、「遺伝子が導入された」または「遺伝子が導入されてい
る」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ていること（すなわち、形質転換体）が意図される。植物を用いた産
業分野に本発明を適用する場合は、各種作物（農林水産業で生産される植物、農作物）が
適用対象として挙げられる。具体的には、例えば、穀物（イネ、コムギ、トウモロコシ等
）、材木類（マツ、スギ、ヒノキ等）、各種野菜類、花卉類が挙げられる。
【００５７】
本発明において形質転換の対象となる植物は、植物体全体、植物器官（例えば葉、花弁
、茎、根、種子など）、植物組織（例えば表皮、師部、柔組織、木部、維管束、柵状組織
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、海綿状組織など）または植物培養細胞、あるい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、カルスなどのいずれをも意味する。形質転換に
用いられる植物としては、特に限定されず、単子葉植物綱または双子葉植物綱に属する植
物のいずれでもよい。一実施形態において、本発明に係る形質転換体植物は、成育した植
物個体、植物細胞、植物組織、カルス、種子の少なくとも何れかであり得る。
【００５８】
植物への遺伝子の導入には、当業者に公知の形質転換方法（例えば、アグロバクテリウ
ム法など）が用いられる。アグロバクテリウム法を用いる場合は、構築した植物用発現ベ
クターを適当なアグロバクテリウムに導入し、この株を当該分野において周知の方法（例
えばリーフディスク法など）に従って無菌培養葉片に感染させればよい。

10

【００５９】
上記ベクターを用いてカルス経由にて本発明に係るＤＮＡ構築物を導入した場合は、そ
の形質転換体の種子集団から、蛍光を指標としてヘテロ個体とホモ個体とを選別すること
が可能であり、効率的にホモ個体を取得することができる。なお、本発明に係るＤＮＡ構
築物を含むアグロバクテリウムは、ｆｌｏｒａｌ−ｄｉｐ法またはｖａｃｕｕｍ−ｉｎｆ
ｉｌｔｒａｔｉｏｎ法を用いる（花芽または茎頂分裂組織に塗布する）だけで、感染した
植物体にＤＮＡ構築物を導入することができるので、感染した植物体から種子を採取する
だけでよい。このように本発明を用いれば、カルスを経由することなく非常に簡便な手法
にて目的の種子を得ることができる。カルスを経由する方法は，滅菌操作を必要とするな
ど煩雑であり、しかも培養変異が生じやすいという欠点があるが、上記手法を用いること
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によりこのような欠点を回避することができる。さらに、本発明は、第２のプロモータを
使い分けることにより、あらゆる組織または器官を形質転換し得るという利点を有してい
る。
【００６０】
遺伝子が植物に導入されたか否かの確認は、ＰＣＲ法、サザンハイブリダイゼーション
法、ノーザンハイブリダイゼーション法などを用いて行ってもよい。
【００６１】
本発明に係るポリヌクレオチドがゲノム内に組み込まれた形質転換植物体が一旦取得さ
れれば、当該植物体の有性生殖または無性生殖によって子孫を得ることができる。また、
当該植物体またはその子孫、あるいはこれらのクローンから、例えば、種子、果実、切穂
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、塊茎、塊根、株、カルス、プロトプラストなどを得て、それらを基に当該植物体を量産
することができる。したがって、本発明には、上記融合タンパク質が発現可能に導入され
た植物体、もしくは、当該植物体と同一の性質を有する当該植物体の子孫、またはこれら
由来の組織も含まれる。
【００６２】
本発明に係る形質転換体植物を作製する方法は、種子特異的プロモータに作動可能に連
結された、種子タンパク質と蛍光タンパク質との融合タンパク質をコードする遺伝子を用
いて植物を形質転換する工程；形質転換された該植物において上記融合タンパク質を発現
する植物を選抜する工程を包含することを特徴としている。
【００６３】

40

一実施形態において、本発明に係る形質転換体植物を作製する方法は以下であり得る：
（１）種子特異的プロモータに作動可能に連結された、種子タンパク質と蛍光タンパク質
との融合タンパク質をコードする遺伝子を含むＤＮＡ構築物を作製する；
（２）工程（１）において作製したＤＮＡ構築物から切り出した上記遺伝子を挿入した植
物発現ベクターを、各々アグロバクテリウムに導入する；
（３）工程（２）で得られた各アグロバクテリウムを花芽に塗布すること（ｆｌｏｒａｌ
−ｄｉｐ法）により、植物体に感染させる；
（４）工程（３）で得られたアグロバクロテリウムに感染した植物体の各個体より、Ｔ１
種子を回収する；
（５）工程（４）において回収した各Ｔ１種子において上記蛍光タンパク質由来の蛍光を
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検出し、蛍光が観察された植物を形質転換植物として選抜する；
（６）工程（５）において選抜した各形質転換体を生育し、Ｔ２種子を回収して種子ライ
ブラリーを構築する；
（７）工程（６）において回収した各Ｔ２種子において上記蛍光タンパク質由来の蛍光を
検出し、蛍光が観察された種子を選抜する。なお、工程（５）および（７）は、各Ｔ１種
子（またはＴ２種子）の抽出物または各Ｔ１種子（またはＴ２種子）を成育した植物体か
らの抽出物から、上記融合タンパク質をコードする遺伝子または上記蛍光タンパク質をコ
ードする遺伝子を検出する工程であってもよい。このように、本実施形態に係る形質転換
体の作製方法は、ＤＮＡ構築物を含むアグロバクテリウムを花芽または茎頂分裂組織に塗
布する工程を包含すればよいともいえる。

10

【００６４】
〔３〕形質転換体植物の選抜方法
本発明に係るＤＮＡ構築物を用いれば、目的のタンパク質が発現している種子を容易に
選抜し得る。すなわち、本発明はまた、形質転換体植物を選抜する方法を提供する。本発
明に係る形質転換体植物を選抜する方法は、種子特異的プロモータに作動可能に連結され
た、種子タンパク質と蛍光タンパク質との融合タンパク質をコードする遺伝子が種子中に
存在していることを検出する工程を包含することを特徴としている。１つの局面において
、本発明に係る形質転換体植物を選抜する方法は、形質転換体植物を作製する方法の工程
として包含され得、例えば、上記形質転換体植物を作製する方法における工程（５）〜（
７）であり得る。すなわち、本方法において、上記検出する工程は、上記蛍光タンパク質
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による蛍光を種子から検出することを含んでも、上記融合タンパク質をコードする遺伝子
または上記蛍光タンパク質をコードする遺伝子を種子抽出物から検出することを含んでも
よい。
【００６５】
本発明に係る形質転換体植物を選抜する方法は、さらに、種子特異的プロモータに作動
可能に連結された、第２の蛍光タンパク質をコードする遺伝子が種子中に存在しているこ
とを検出する工程を包含していてもよい。当該工程は、例えば、目的のタンパク質をコー
ドする第２の遺伝子および上記第２の蛍光タンパク質をコードする遺伝子を上記種子特異
的プロモータに作動可能に連結して所望のベクターを構築した後、該ベクターを宿主に導
入し、得られた種子を、蛍光顕微鏡等を用いて観察することにより行うことができる。
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【００６６】
また、本発明に係る形質転換体植物を選抜する方法は、さらに、第２のプロモータに作
動可能に連結された、第２の蛍光タンパク質をコードする遺伝子が目的の組織に存在して
いることを検出する工程を包含していてもよい。
【００６７】
当該工程は、例えば、上記第２の遺伝子および上記第２の蛍光タンパク質をコードする
遺伝子を第２のプロモータに作動可能に連結して所望のベクターを構築した後、該ベクタ
ーを宿主に導入し、目的のタンパク質が発現すべき組織を、蛍光顕微鏡等を用いて観察す
ることにより行うことができる。
【００６８】
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〔４〕タンパク質生産方法
本発明はさらに、タンパク質生産方法を提供する。本発明に係るタンパク質生産方法は
、形質転換体植物内にてタンパク質を生産する方法であって、種子特異的プロモータに作
動可能に連結された、種子タンパク質と蛍光タンパク質との融合タンパク質をコードする
第１の遺伝子を含んでいるＤＮＡ構築物に、目的のタンパク質をコードする第２の遺伝子
を挿入する工程；および得られたＤＮＡ構築物を植物体に導入する工程を包含することを
特徴としている。本方法において、第２の遺伝子は、種子特異的プロモータに作動可能に
連結されていても、第２の遺伝子によってコードされるタンパク質を目的の組織にて発現
させるための第２のプロモータに作動可能に連結されていてもよい。
【００６９】
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本発明に係るタンパク質生産方法は、形質転換体植物（例えば、細胞または組織）の抽
出液からタンパク質を精製する工程をさらに包含していることが好ましい。タンパク質を
精製する工程は、周知の方法（例えば、細胞または組織を破壊した後に遠心分離して可溶
性画分を回収する方法）で細胞や組織から細胞抽出液を調製した後、この細胞抽出液から
周知の方法（例えば、目的のタンパク質に対する抗体を用いたアフィニティー精製、硫安
沈殿またはエタノール沈殿、酸抽出、陰イオンまたは陽イオン交換クロマトグラフィー、
ホスホセルロースクロマトグラフィー、疎水性相互作用クロマトグラフィー、アフィニテ
ィークロマトグラフィー、ヒドロキシアパタイトクロマトグラフィー、およびレクチンク
ロマトグラフィー）によって精製する工程が好ましいが、これらに限定されない。最も好
ましくは、高速液体クロマトグラフィー（「ＨＰＬＣ」）が精製のために用いられる。
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【００７０】
なお、本発明に係るタンパク質生産方法は上述した形質転換体の利用である。よって、
上述した形質転換体の作製方法の実施形態に示された工程を包含するタンパク質生産方法
もまた、本発明の技術的範囲に含まれ、一実施形態において、本発明に係るタンパク質生
産方法は、目的遺伝子を植物体に導入する際にｆｌｏｒａｌ−ｄｉｐ法またはｖａｃｕｕ
ｍ−ｉｎｆｉｌｔｒａｔｉｏｎ法が用いられる。
【００７１】
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。

20

【００７２】
また、本明細書中に列挙された学術論文および特許文献は、その全てが本明細書中に参
考として援用される。
【実施例】
【００７３】
〔１〕材料および方法
試薬は特に記述しない場合は、ナカライテスクもしくは和光純薬工業から購入したもの
を用いた。
【００７４】
〔１−１〕植物材料および育成条件

30

植物材料としてシロイヌナズナ(Arabidopsis thaliana)のエコタイプCol‑0を用いた。M
urashige and Skoog Plant Salt Mixtureを、アガロースと混合して調整した固形培地（
ＭＳ培地）を用いた。アガロースは最終濃度が０．９％（ｗ／ｗ）になるように用いた。
また、ショ糖を最終濃度０−１％になるように適宜加えた。種子表面を滅菌するために、
７０％エタノールで１０分間処理した後、９９％エタノールで１回洗浄した。培地上に種
子を無菌的に播種し、３日間４℃で暗所にて低温吸水処理を適宜行った。その後、２２℃
で連続明条件下にて育成した。育成には人工気象機（サンヨーグロースチャンバーＭＬＲ
−３５０）および白色蛍光灯（ＦＬ４０ＳＳ・Ｗ／３７、４０形、３７ワット）を使用し
た。
40

【００７５】
バーミキュライト（ＧＬサイズ、ニッタイ株式会社）を入れたプラントポット（大和プ
ラスチック、兼弥産業）の上に、固形培地上で育てた植物体を移植した後、２２℃、長日
条件下（明期１６時間、暗期８時間）で育成した。１週間に１度程度水遣りを行い、また
ハイポネックス（ハイポネックス

ジャパン）の原液を約１０００倍に希釈したものを同

時に与えた。
【００７６】
〔１−２〕ＣＬＯ３に対する特異抗体の作製
ＣＬＯ３について、他のタンパク質と相同性の低い、特異的なアミノ酸配列を有してい
る部分を、Peptide Synthesizer model 431 A (Applied Biosystems)を用いて化学合成し
た。
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【００７７】
合成したペプチド配列は以下の通りである。
ＣＬＯ３：ＣＶＴＳＱＲＫＶＲＮＤＬＥＥＴＬ（配列番号１１）
3‑maleimidobenzoic acid N‑hydroxysuccinimide ester (Sigma‑Aldrich)により、合成
したペプチドを、ＢＳＡと架橋した。ＢＳＡと架橋したペプチドを、免疫助成剤である完
全フロイントアジュバントとともにウサギに皮下注射した。免疫開始の３週間後から１週
間おきに４回、不完全フロイントアジュバントとともに追加接種を行った。最後の追加接
種から１週間後にウサギより採取した血液から抗体を精製した。
【００７８】
10

〔１−３〕ＳＤＳ−ＰＡＧＥおよびＣＢＢ染色
ＳＤＳ−ＰＡＧＥを、Laemmli et al. J. Mol. Biol. 47, 69‑85 (1970)の方法に準じ
て行った。タンパク質試料をＳＤＳサンプル緩衝液（４重量％ＳＤＳ、１００ｍＭ
ｉｓ−ＨＣｌ、１０重量％
．１％

２−メルカプトエタノール、２０重量％

Ｔｒ

グリセロール、０

ＢＰＢ（それぞれ試料溶解液中の最終濃度を示す。））に懸濁し、９５℃で５分

間加熱した。その後、７．５−１５％

アクリルアミドグラディエントゲル（ＢＩＯ

Ｃ

ＲＡＦＴ）に、加熱したタンパク質試料をアプライした。電気泳動後のゲルを、ＣＢＢ染
色液（０．２５重量％

Ｃｏｏｍａｓｓｉｅ

ｂｌｕｅ

Ｒ２５０，４５％メタノール、

１０％酢酸）を用いて１時間染色した。その後、脱染色液Ａ（４５％メタノール、１０％
酢酸）中で１時間、脱染色液Ｂ（５％メタノール、７％酢酸）中で１２時間、ゲルの脱染
20

色を行い、タンパク質のバンドを検出した。
【００７９】
〔１−４〕イムノブロット
１５％アクリルアミドゲルを用いて、上記の方法と同様にＳＤＳ−ＰＡＧＥを行った。
電気泳動後、ゲルを転写用液（１００ｍＭ

Ｔｒｉｓ−ｇｌｙｃｉｎｅ（ｐＨ６．８）、

２０％メタノール）に浸し、５分間振盪した後、同じ溶液を用いて前処理したナイロン膜
とろ紙との間に配置した。セミドライブロッター装置(Bio Craft)を用いて、２ｍＡ／ｃ
ｍ２の条件下で、ゲル内のタンパク質をナイロン膜 (Immunobilon‑P,MILLIPORE) に電気
的に転写した。
【００８０】
タンパク質が転写されたナイロン膜を、５重量％スキムミルクを含むＴＢＳ−Ｔ（５０
ｍＭ

Ｔｒｉｓ−ＨＣｌ（ｐＨ７．５）、１５０ｍＭ

ＮａＣｌ、０．０５重量％

30

Ｔｗ

ｅｅｎ２０）中で３０分間振盪して、ブロッキング処理を行った。ブロッキング後のナイ
ロン膜を、適宜希釈した抗体（ＯＬＥ１抗体は１／２０００、ＯＬＥ２抗体は１／５００
０、ＣＬＯ３抗体は１／５０００）を含むＴＢＳ−Ｔ中で１時間振盪した。次いで、この
膜をＴＢＳ−Ｔで５分間３回洗浄した。その後、１／２０００に希釈した西洋ワサビペル
オキシダーゼ（ＨＲＰ）結合体化ヤギ抗ウサギＩｇＧ(ImmunoPure Goat Anti‑Rabbit IgG
[F(ab

)2], Peroxidase Conjugated, PIERCE)を含むＴＢＳ−Ｔ中でナイロン膜を３０

分間振盪した。次いで、ナイロン膜を１５分間１回、５分間３回洗浄した後、ECL kit (G
E Healthcare)を用いて発色させて、LAS‑3000 (FUJIFILM)によって検出した。
〔２〕ＯＬＥ１ＧＦＰマーカーを有しているＣＬＯ３過剰発現形質転換植物の作出

40

カリフラワーモザイクウィルス３５Ｓプロモータ（３５Ｓプロモータと略す。）の制御
下にてＣＬＯ３を過剰発現する形質転換植物の作出を試みた。植物用の形質転換選択マー
カーとしてＯＬＥ１およびＧＦＰの融合遺伝子マーカー（ＯＬＥ１ＧＦＰマーカー）を用
いた。コンストラクトの作製にはGateway Technology (Invitrogen) の方法を用いた。
【００８１】
〔２−１〕改変デスティネーションベクターｐＢＧＷＦ７の作製
デスティネーションベクターｐＢＧＷＦＳ７（Plant System Biology）は、ゲートウェ
イ・マルチクローニングサイトの下流にＧＦＰ‑ＧＵＳ融合タンパク質のコード領域を有
している。ｐＢＧＷＦＳ７を制限酵素Nru1で処理することにより、ベクター内のＧＵＳコ
ード領域を取り除いた改変デスティネーションベクターｐＢＧＷＦ７を作製した。
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【００８２】
〔２−２〕ＯＬＥ１遺伝子のクローニング
ＯＬＥ１のＣ末端にＧＦＰを融合させたタンパク質（ＯＬＥ１ＧＦＰ）を発現させるた
めに、ＯＬＥ１遺伝子について、タンパク質のコード領域の上流約２ｋｂをプロモータ領
域として用いた。ＧＦＰをＯＬＥ１タンパク質のＣ末端側に融合させるため、ＯＬＥ１コ
ード領域の終止コドンを除去し、フレームシフトを防ぐために、リバース側のプライマー
に１塩基グアニンを付加した。Col‑0のゲノムを鋳型にしてTOYOBO KOD‑plus‑ Polymerase
によってＯＬＥ１遺伝子を増幅し、pENTER/D‑TOPO (Invitrogen) にサブクローニングし
、エントリーベクターｐＯＬＥ１を作製した。エントリーベクターｐＯＬＥ１についてAB
10

I BigDye Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kitを用いて塩基配列を確認した。
【００８３】
使用したプライマーは下記の通りである：
ＯＬＥ１＿Ｆｗｄ，５

−ＣＡＣＣＣＴＡＣＴＴＡＧＡＴＣＡＡＣＡＣＡＴＡＡＡ−３

（配列番号１２）
ＯＬＥ１＿Ｒｅｖ，５

−ＧＡＧＴＡＧＴＧＴＧＣＴＧＧＣＣＡＣＣＡＣＧ−３

（配列

番号１３）。
【００８４】
〔２−３〕ＯＬＥ１ＧＦＰコンストラクトの作製
Gateway Technologyの方法に従い、改変デスティネーションベクターｐＢＧＷＤ７とエ
ントリーベクターｐＯＬＥ１との間でＬＲ反応を行い、発現ベクターｐＢ−ＯＬＥ１ＧＦ

20

Ｐコンストラクトを作製した。
【００８５】
〔２−４〕改変デスティネーションベクターｐＢ−ＯＬＥ１ＧＦＰ−２ＧＷ７の作製
デスティネーションベクターｐＨ２ＧＷ７（Plant System Biology）を制限酵素Aat2で
処理し、３５Ｓプロモータ、ゲートウェイ・マルチクローニングサイト、３５Ｓターミネ
ータを含む３ｋＤａのＤＮＡ断片を得た。発現ベクターｐＢ−ＯＬＥ１ＧＦＰについても
同じくAat2で処理し、さらに分子内結合を防ぐためにアルカリフォスファターゼで処理し
たＤＮＡ断片を得た。２つの断片をライゲーションすることで、改変デスティネーション
ベクターｐＢ−ＯＬＥ１ＧＦＰ−２ＧＷ７を作製した（図１上図）。
30

【００８６】
〔２−５〕ＣＬＯ３遺伝子のクローニング
改変デスティネーションベクターｐＢ−ＯＬＥ１ＧＦＰ−２ＧＷ７に組み込む遺伝子と
して、オイルボディタンパク質の一つであるカレオシンのアイソフォームの一つであるＣ
ＬＯ３を用いた(Chen et al. Plant Cell Physiol. 40, 1079‑1086 (1999), Naested et
al. Plant Mol. Biol. 44, 463‑476 (2000), Frandsen et al. Physiol. Plant 112, 301
‑307 (2001), Hanano et al. J. Biol. Chem. 281, 33140‑33151 (2006))。ＣＬＯ３

ｍ

ＲＮＡは乾燥ストレス、塩ストレス、アブシジン酸処理を行うことによって栄養器官にて
誘導される（Takahashi et al. Plant Cell Physiol. 41, 898‑903 (2000)）。ＣＬＯ３
タンパク質の蓄積を調べたところ、７日目の実生では蓄積が見られない（図４（ａ））。
40

【００８７】
Col‑0のゲノムを鋳型にしてTOYOBO KOD‑plus‑ PolymeraseによってＣＬＯ３遺伝子の開
始コドンから終止コドンまでの領域を増幅し、pENTER/D‑TOPO (Invitrogen) にサブクロ
ーニングし、エントリーベクターｐＣＬＯ３を作製した。エントリーベクターｐＣＬＯ３
についてABI BigDye Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kitを用いて塩基配列を確認し
た。
【００８８】
使用したプライマーは下記の通りである：
ＣＬＯ３＿Ｆｗｄ；５

−ＣＡＣＣＡＴＧＧＣＡＧＧＡＧＡＧＧＣＡＧＡＧＧＣＴＴ−３

（配列番号１４）
ＣＬＯ３＿Ｒｅｖ；５

−ＴＴＡＧＴＣＴＴＧＴＴＴＧＣＧＡＧＡＡＴＴＧＧＣＣＣ−３
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（配列番号１５）。
【００８９】
〔２−６〕ＯＬＥ１ＧＦＰマーカーを有しているｐＢ−ＯＬＥ１ＧＦＰ−３５Ｓ−ＣＬ
Ｏ３コンストラクトの作製
Gateway Technologyの方法に従い、エントリーベクターｐＣＬＯ３とｐＢ−ＯＬＥ１Ｇ
ＦＰ−２ＧＷ７の間でＬＲ反応を行い、発現ベクターｐＢ−ＯＬＥ１ＧＦＰ−３５Ｓ−Ｃ
ＬＯ３コンストラクトを作製した（図１下図）。ｐＢ−ＯＬＥ１ＧＦＰ−２ＧＷ７は３５
Ｓプロモータの下流にクローニングサイトが存在し、ＬＲ反応により目的遺伝子を３５Ｓ
プロモータにより過剰発現させることができる。
10

【００９０】
〔２−７〕さらなる改変デスティネーションベクターの構築
作製したＯＬＥ１ＧＦＰ融合遺伝子を含む改変デスティネーションベクターとして、３
５Ｓ過剰発現用ベクター（ｐＢ−ＯＬＥ１ＧＦＰ−２ＧＷ７）以外に、汎用ベクター（ｐ
Ｈ−ＯＬＥ１ＧＦＰ−ＧＷ）、ＲＮＡｉ用ベクター（ｐＨ−ＯＬＥ１ＧＦＰ−７ＧＷＩＷ
Ｇ２（Ｉ））、およびプロモータ解析用ベクター（ｐＫ−ＯＬＥ１ＧＦＰ−ＧＷＦＳ７）
をさらに作製した（図７）。
【００９１】
ｐＢ−ＯＬＥ１ＧＦＰ−２ＧＷ７を鋳型にしてTOYOBO KOD‑plus‑ Polymeraseを用いた
ＰＣＲによって、ＯＬＥ１ＧＦＰ融合遺伝子とターミネーター３５Ｓとを含む３．５ｋｂ
の領域を増幅した。この際、プライマーに制限酵素Apa1またはSpe1の認識配列を付加し、

20

ＯＬＥ１ＧＦＰ融合遺伝子とターミネーター３５Ｓを含むＤＮＡ断片の前後に，Apa1また
はSpe1の認識配列を付加した。得られた断片のそれぞれを、ｐＥＮＴＥＲ／Ｄ−ＴＯＰＯ
（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ）にサブクローニングし、エントリーベクターｐＯＬＥ１ＧＦ
Ｐ−Ａｐａ１およびｐＯＬＥ１ＧＦＰ−Ｓｐｅ１を作製した。エントリーベクターｐＯＬ
Ｅ１ＧＦＰ−Ａｐａ１およびｐＯＬＥ１ＧＦＰ−Ｓｐｅ１について、ＡＢＩ

ＢｉｇＤｙ

ｅ

Ｋｉｔを用

Ｔｅｒｍｉｎａｔｏｒ

ｖ３．１

Ｃｙｃｌｅ

Ｓｅｑｕｅｎｃｉｎｇ

いて塩基配列を確認した。用いたプライマーは下記の通りである：
ＯＬＥ１ＧＦＰ−Ａｐａ１＿Ｆｗｄ；５
ＡＡＣＡＣＡＴＡＡＡ−３

−ＣＡＣＣＧＧＧＣＣＣＴＡＣＴＴＡＧＡＴＣ

（配列番号１６）、ＯＬＥ１ＧＦＰ−Ａｐａ１＿Ｒｅｖ；５

−ＧＧＧＣＣＣＴＣＧＣＡＴＧＣＣＴＧＣＡＧＧＴＣＡＣＴＧＧＡＴ−３
１７）、ＯＬＥ１ＧＦＰ−Ｓｐｅ１＿Ｆｗｄ；５
ＧＴＧＡＡＧＡＡＣＣＡＣＡＡ−３
ｅｖ；５

（配列番号

30

−ＣＡＣＣＡＣＴＡＧＴＴＡＧＴＡＡ

（配列番号１８）、ＯＬＥ１ＧＦＰ−Ｓｐｅ１＿Ｒ

−ＡＣＴＡＧＴＣＧＣＡＴＧＣＣＴＧＣＡＧＧＴＣＡＣＴＧＧＡＴ−３

（配

列番号１９）。
【００９２】
デスティネーションベクターｐＨＧＷ（Ｐｌａｎｔ

Ｓｙｓｔｅｍ

Ｂｉｏｌｏｇｙ）

を制限酵素Apa1で消化し、得られたＤＮＡ断片を、分子内結合を防ぐためにアルカリフォ
スファターゼで処理した。エントリーベクターｐＯＬＥ１ＧＦＰ−Ａｐａ１についても同
様に制限酵素Apa1で消化し、ＯＬＥ１ＧＦＰ融合遺伝子とターミネーター３５Ｓを含む３
．５ｋｂのＤＮＡ断片を精製した。これら２つの断片をライゲーションして、汎用ベクタ

40

ーとしての改変デスティネーションベクターｐＨ−ＯＬＥ１ＧＦＰ−ＧＷを作製した。
【００９３】
デスティネーションベクターｐＨ７ＧＷＩＷＧ２（Ｉ）（Ｐｌａｎｔ

Ｓｙｓｔｅｍ

Ｂｉｏｌｏｇｙ）を制限酵素Apa1で消化し、得られたＤＮＡ断片を、分子内結合を防ぐた
めにアルカリフォスファターゼで処理した。エントリーベクターｐＯＬＥ１ＧＦＰ−Ａｐ
ａ１についても同様に制限酵素Apa1で消化し、ＯＬＥ１ＧＦＰ融合遺伝子とターミネータ
ー３５Ｓを含む３．５

ｋｂのＤＮＡ断片を精製した。これら２つの断片をライゲーショ

ンして、ＲＮＡｉ用ベクターとしての改変デスティネーションベクターｐＨ−ＯＬＥ１Ｇ
ＦＰ−７ＧＷＩＷＧ２（Ｉ）を作製した。
【００９４】
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デスティネーションベクターｐＫＧＷＦＳ７（Ｐｌａｎｔ

Ｓｙｓｔｅｍ

Ｂｉｏｌｏ

ｇｙ）を制限酵素Spe1で消化し、得られたＤＮＡ断片を、分子内結合を防ぐためにアルカ
リフォスファターゼで処理した。エントリーベクターｐＯＬＥ１ＧＦＰ−Ｓｐｅ１につい
ても同様に制限酵素Spe1で消化し、ＯＬＥ１ＧＦＰ融合遺伝子とターミネーター３５Ｓを
含む３．５

ｋｂのＤＮＡ断片を精製した。これら２つの断片をライゲーションして、プ

ロモータ解析用ベクターとしての改変デスティネーションベクターｐＫ−ＯＬＥ１ＧＦＰ
−ＧＷＦＳ７を作製した。
【００９５】
〔２−８〕ｐＢ−ＯＬＥ１ＧＦＰ−３５Ｓ−ＣＬＯ３を発現するシロイヌナズナの作出
作製した発現ベクターｐＢ−ＯＬＥ１ＧＦＰ−３５Ｓ−ＣＬＯ３をエレクトロポレーシ

10

ョン法によりアグロバクテリウム（Agrobacterium tumefaciens GV3101株）に導入し、ｆ
ｌｏｒａｌ−ｄｉｐ法を用いて野生型Col‑0を形質転換した（Daimon et al. 改訂３版 モ
デル植物の実験プロトコール．秀潤社, 149‑154 (2005)）。ＯＬＥ１ＧＦＰマーカーを指
標にして、形質転換体を選抜した。この形質転換体植物を３５Ｓ：ＣＬＯ３（ＯＬＥ１Ｇ
ＦＰ）と称する。
【００９６】
また、導入遺伝子に対して１遺伝子座として分離する系統を単離し、導入遺伝子をホモ
に有している系統を得た。それぞれのホモ系統の種子に対して、イムノブロットによりそ
れぞれのタンパク質の発現を確認した。
【００９７】

20

〔２−９〕ＯＬＥ１ＧＦＰを発現する形質転換植物の作出
前述の発現ベクターｐＢ−ＯＬＥ１ＧＦＰコンストラクトをエレクトロポレーション法
によりアグロバクテリウム（Agrobacterium tumefaciens GV3101株）に導入し、ｆｌｏｒ
ａｌ−ｄｉｐ法によって野生型Col‑0を形質転換した。ＯＬＥ１ＧＦＰマーカーを指標に
して、形質転換体を選抜した。導入遺伝子に対して１遺伝子座として分離する系統を単離
し、導入遺伝子をホモに有している系統を得た。それぞれのホモ系統の種子に対して、イ
ムノブロットによりそれぞれのタンパク質の発現を確認した。
【００９８】
〔２−１０〕ＯＬＥ１ＧＦＰ発現種子の観察および選抜
種子集団を蛍光顕微鏡下で観察し、ＧＦＰ蛍光を示す種子の存在や、その分離比を確認
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した。ＧＦＰ蛍光を示す種子を選抜するときは、先を少し湿らせた爪楊枝を用いて種子を
集団から選抜した。蛍光強度を測定する場合は、写真撮影し、画像をPhotoshop Elements
5.0を用いて蛍光の強さを測定した。種子はMS培地に播種した。また、必要に応じて、Gl
ufosinate‑ammonium （１０ｍｇ／Ｌ）を含む培地に播種した。
【００９９】
〔３〕改変デスティネーションベクターｐＦＡＳＴ−Ｒベクターの作製
植物用の形質転換選択マーカーとして、ＯＬＥ１とＴａｇＲＦＰ(Evrogen JSC, Moscow
, Russia) (Merzlyak et al., Bright monomeric red fluorescent protein with an ext
ended fluorescence lifetime, Nat. Methods, vol.4, 555‑7, 2007)との融合遺伝子マー
カー（ＯＬＥ１ＴａｇＲＦＰマーカー）を持つ改変デスティネーションベクターを作製し

40

た。ＯＬＥ１ＴａｇＲＦＰマーカーは、ＯＬＥ１プロモータ、ＯＬＥ１−ＴａｇＲＦＰ融
合遺伝子およびＮＯＳターミネーターから構成される。
【０１００】
〔３−１〕ＯＬＥ１遺伝子、ＴａｇＲＦＰ、ＮＯＳターミネーターのクローニング
ＯＬＥ１のＣ末端にＴａｇＲＦＰを融合させたタンパク質（ＯＬＥ１ＴａｇＲＦＰ）を
発現させるために、ＯＬＥ１遺伝子について、タンパク質のコード領域の上流約２ｋｂを
プロモータ領域として用いた。ＴａｇＲＦＰをＯＬＥ１タンパク質のＣ末端側に融合させ
るため、ＯＬＥ１コード領域の終止コドンを除去した。pB‑OLE1GFPを鋳型にしてTOYOBO K
OD‑plus‑ Polymeraseによって約２．２ｋｂのＯＬＥ１遺伝子を増幅した．またTOYOBO KO
D‑plus‑ Polymeraseによって約０．７ｋｂのＴａｇＲＦＰの断片と，約０．２ｋｂのＮＯ
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Ｓターミネーターの断片を増幅した。
【０１０１】
使用したプライマーは以下のとおりである：
ＯＬＥ１＿Ｆｗｄ２，５´−ＣＡＣＣＡＣＴＡＧＴＧＴＡＴＧＴＡＧＧＴＡＴＡＧＴＡＡ
ＣＡＴ−３´（配列番号２０）
ＯＬＥ１＿Ｒｅｖ２，５´−ＣＡＧＣＴＣＧＣＴＣＡＴＡＧＴＡＧＴＧＴＧＣＴＧＧＣＣ
ＡＣＣ−３´（配列番号２１）
ＴａｇＲＦＰ＿Ｆｗｄ，５´−ＣＡＧＣＡＣＡＣＴＡＣＴＡＴＧＡＧＣＧＡＧＣＴＧＡＴ
ＴＡＡＧ−３´（配列番号２２）
ＴａｇＲＦＰ＿Ｒｅｖ，５´−ＴＧＴＴＴＧＡＡＣＧＡＴＴＣＡＣＴＴＧＴＧＣＣＣＣＡ
ＧＴＴＴ−３

10

（配列番号２３）

ＮＯＳＴ＿Ｆｗｄ，５´−ＧＧＧＣＡＣＡＡＧＴＧＡＡＴＣＧＴＴＣＡＡＡＣＡＴＴＴＧ
ＧＣ−３

（配列番号２４）

ＮＯＳＴ＿Ｒｅｖ，５´−ＡＣＴＡＧＴＧＡＴＣＴＡＧＴＡＡＣＡＴＡＧＡＴＧＡＣＡＣ
Ｃ−３

（配列番号２５）

〔３−２〕ＯＬＥ１ＴａｇＲＦＰマーカーの作製
〔３−１〕で増幅したＯＬＥ１遺伝子の断片、ＴａｇＲＦＰの断片およびＮＯＳターミ
ネーターの断片を用い、TOYOBO KOD‑plus‑ Polymeraseによって、ＯＬＥ１プロモータ、
ＯＬＥ１−ＴａｇＲＦＰ融合遺伝子およびＮＯＳターミネーターからなる約３．５ｋｂの
ＯＬＥ１ＴａｇＲＦＰマーカー断片を増幅した。この際、プライマーに制限酵素Spe1、Hi

20

nd3またはApa1の認識配列を付加し、ＯＬＥ１ＴａｇＲＦＰマーカー断片の前後に，Spe1
、Hind3またはApa1の認識配列を付加した。得られた断片のそれぞれを、ｐＥＮＴＥＲ／
Ｄ−ＴＯＰＯ（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ）にサブクローニングし、エントリーベクターｐＯ
ＬＥ１ＴａｇＲＦＰ−Ｓｐｅ１、ｐＯＬＥ１ＴａｇＲＦＰ−Ｈｉｎｄ３およびｐＯＬＥ１
ＴａｇＲＦＰ−Ａｐａ１を作製した。エントリーベクターｐＯＬＥ１ＴａｇＲＦＰ−Ｓｐ
ｅ１、ｐＯＬＥ１ＴａｇＲＦＰ−Ｈｉｎｄ３およびｐＯＬＥ１ＴａｇＲＦＰ−Ａｐａ１に
ついて、ＡＢＩ

ＢｉｇＤｙｅ

ｕｅｎｃｉｎｇ

Ｋｉｔを用いて塩基配列を確認した。

Ｔｅｒｍｉｎａｔｏｒ

ｖ３．１

Ｃｙｃｌｅ

Ｓｅｑ

【０１０２】
使用したプライマーは以下のとおりである：
ＦＡＳＴ−Ｒ＿Ｓｐｅ１Ｆｗｄ，５
ＡＧＴＡＡＣＡＴ−３

−ＣＡＣＣＡＣＴＡＧＴＧＴＡＴＧＴＡＧＧＴＡＴ

（配列番号２６）

ＦＡＳＴ−Ｒ＿Ｓｐｅ１Ｒｅｖ，５
ＴＧＡＣＡＣＣ−３

−ＡＣＴＡＧＴＧＡＴＣＴＡＧＴＡＡＣＡＴＡＧＡ

（配列番号２７）

ＦＡＳＴ−Ｒ＿Ｈｉｎｄ３Ｆｗｄ，５
ＡＧＧＴＡＴＡＧＴ−３

−ＣＡＣＣＡＡＧＣＴＴＣＡＡＧＴＧＴＡＴＧＴ

（配列番号２８）

ＦＡＳＴ−Ｒ＿Ｈｉｎｄ３Ｒｅｖ，５
ＡＴＧＡＣＡＣＣ−３

−ＡＡＧＣＴＴＧＡＴＣＴＡＧＴＡＡＣＡＴＡＧ

（配列番号２９）

ＦＡＳＴ−Ｒ＿Ａｐａ１Ｆｗｄ，５
ＴＡＧＧＴＡＴＡ−３

−ＣＡＣＣＧＧＧＣＣＣＴＴＣＡＡＧＴＧＴＡＴＧ

（配列番号３０）

ＦＡＳＴ−Ｒ＿Ａｐａ１Ｒｅｖ，５
ＧＡＣＡＣＣ−３

30
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−ＧＧＧＣＣＣＡＴＣＴＡＧＴＡＡＣＡＴＡＧＡＴ

（配列番号３１）

〔３−３〕改変デスティネーションベクターｐＨＧＷＦ７の作製
デスティネーションベクターｐＨＧＷＦＳ７（Plant System Biology）は、ゲートウェ
イ・マルチクローニングサイトの下流にＧＦＰ‑ＧＵＳ融合タンパク質のコード領域を有
している。ｐＨＧＷＦＳ７を制限酵素Nru1で処理することにより、ベクター内のＧＵＳコ
ード領域を取り除いた改変デスティネーションベクターｐＨＧＷＦ７を作製した。
【０１０３】
〔３−４〕改変デスティネーションベクターｐＦＡＳＴ−Ｒ０１の作製
デスティネーションベクターｐＨＧＷを制限酵素Ｓｐｅ１で処理し、得られたＤＮＡ断
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片を、分子内結合を防ぐためにアルカリフォスファターゼで処理した。エントリーベクタ
ーｐＯＬＥ１ＴａｇＲＦＰ−Ｓｐｅ１についても同様に制限酵素Ｓｐｅ１で処理し、ＯＬ
Ｅ１−ＴａｇＲＦＰ融合遺伝子，ＮＯＳターミネーターを含む３．５ｋＤａのＤＮＡ断片
を精製した。これら２つの断片をライゲーションして、汎用ベクターである改変デスティ
ネーションベクターｐＦＡＳＴ−Ｒ０１を作製した（図８）。
【０１０４】
〔３−５〕改変デスティネーションベクターｐＦＡＳＴ−Ｒ０２の作製
デスティネーションベクターｐＢＧＷＦＳ７（Plant System Biology）を制限酵素Ａｐ
ａ１で処理し、得られたＤＮＡ断片を、分子内結合を防ぐためにアルカリフォスファター
ゼで処理した。エントリーベクターｐＯＬＥ１ＴａｇＲＦＰ−Ａｐａ１についても同様に

10

制限酵素Ａｐａ１で処理し、ＯＬＥ１−ＴａｇＲＦＰ融合遺伝子，ＮＯＳターミネーター
を含む３．５ｋＤａのＤＮＡ断片を精製した。これら２つの断片をライゲーションして、
３５Ｓ過剰発現用ベクターである改変デスティネーションベクターｐＦＡＳＴ−Ｒ０２を
作製した（図８）。
【０１０５】
〔３−６〕改変デスティネーションベクターｐＦＡＳＴ−Ｒ０３の作製
デスティネーションベクターｐＨ７ＧＷＩＷＧ２（Ｉ）を制限酵素Ａｐａ１で処理し、
得られたＤＮＡ断片を、分子内結合を防ぐためにアルカリフォスファターゼで処理した。
エントリーベクターｐＯＬＥ１ＴａｇＲＦＰ−Ａｐａ１についても同様に制限酵素Ａｐａ
１で処理し、ＯＬＥ１−ＴａｇＲＦＰ融合遺伝子とＮＯＳターミネーターとを含む３．５

20

ｋＤａのＤＮＡ断片を精製した。これら２つの断片をライゲーションして、ＲＮＡｉ（ノ
ックダウン）用ベクターである改変デスティネーションベクターｐＦＡＳＴ−Ｒ０３を作
製した（図８）。
【０１０６】
〔３−７〕改変デスティネーションベクターｐＦＡＳＴ−Ｒ０５の作製
デスティネーションベクターｐＧＷＢ４０５ (Nakagawa et al.,Development of serie
s of gateway binary vectors, pGWBs, for realizing efficient construction of fusi
on genes for plant transformation, J. Biosci. Bioeng., 2007, vol. 104, 34‑41)を
制限酵素Ｈｉｎｄ３で処理し、得られたＤＮＡ断片を、分子内結合を防ぐためにアルカリ
フォスファターゼで処理した。エントリーベクターｐＯＬＥ１ＴａｇＲＦＰ−Ｈｉｎｄ３

30

についても同様に制限酵素Ｈｉｎｄ３で処理し、ＯＬＥ１−ＴａｇＲＦＰ融合遺伝子とＮ
ＯＳターミネーターとを含む３．５ｋＤａのＤＮＡ断片を精製した。これら２つの断片を
ライゲーションして、Ｃ末端にＧＦＰを融合させた目的タンパク質を発現させるための、
改変デスティネーションベクターｐＦＡＳＴ−Ｒ０５を作製した（図８）。
【０１０７】
〔３−８〕改変デスティネーションベクターｐＦＡＳＴ−Ｒ０６の作製
デスティネーションベクターｐＧＷＢ４０６ (Nakagawa et al., J. Biosci. Bioeng.,
2007, vol. 104, 34‑41)を制限酵素Ｈｉｎｄ３で処理し、得られたＤＮＡ断片を、分子
内結合を防ぐためにアルカリフォスファターゼで処理した。エントリーベクターｐＯＬＥ
１ＴａｇＲＦＰ−Ｈｉｎｄ３についても同様に制限酵素Ｈｉｎｄ３で処理し、ＯＬＥ１−

40

ＴａｇＲＦＰ融合遺伝子，ＮＯＳターミネーターを含む３．５ｋＤａのＤＮＡ断片を精製
した。これら２つの断片をライゲーションして、Ｎ末端にＧＦＰを融合させた目的タンパ
ク質を発現させるための、改変デスティネーションベクターｐＦＡＳＴ−Ｒ０６を作製し
た（図８）。
【０１０８】
〔３−９〕改変デスティネーションベクターｐＦＡＳＴ−Ｒ０７の作製
デスティネーションベクターｐＨＧＷＦ７を制限酵素Ｓｐｅ１で処理し、得られたＤＮ
Ａ断片を、分子内結合を防ぐためにアルカリフォスファターゼで処理した。エントリーベ
クターｐＯＬＥ１ＴａｇＲＦＰ−Ｓｐｅ１についても同様に制限酵素Ｓｐｅ１で処理し、
ＯＬＥ１−ＴａｇＲＦＰ融合遺伝子，ＮＯＳターミネーターを含む３．５ｋＤａのＤＮＡ

50

(21)

JP WO2009/145180 A1 2009.12.3

断片を精製した。これら２つの断片をライゲーションして、Ｃ末端にＧＦＰを融合させた
目的タンパク質を発現させるための、改変デスティネーションベクターｐＦＡＳＴ−Ｒ０
７を作製した（図８）。
【０１０９】
〔３−１０〕ＯＬＥ１ＴａｇＲＦＰマーカーを有しているｐＢ−３５Ｓ−ＣＬＯ３−Ｏ
ＬＥ１ＴａｇＲＦＰコンストラクトの作製
Gateway Technologyの方法に従い、エントリーベクターｐＣＬＯ３とｐＦＡＳＴ−Ｒ０
２の間でＬＲ反応を行い、発現ベクターｐＢ−３５Ｓ−ＣＬＯ３−ＯＬＥ１ＴａｇＲＦＰ
コンストラクトを作製した。ｐＦＡＳＴ−Ｒ０２は、３５Ｓプロモータの下流にクローニ
ングサイトが存在し、ＬＲ反応により目的遺伝子を３５Ｓプロモータにより過剰発現させ

10

ることができる。
【０１１０】
〔３−１１〕ｐＢ−３５Ｓ−ＣＬＯ３−ＯＬＥ１ＴａｇＲＦＰを発現するシロイヌナズ
ナの作出
作製した発現ベクターｐＢ−３５Ｓ−ＣＬＯ３−ＯＬＥ１ＴａｇＲＦＰをエレクトロポ
レーション法によりアグロバクテリウム（Agrobacterium tumefaciens GV3101株）に導入
し、ｆｌｏｒａｌ−ｄｉｐ法を用いて野生型Col‑0を形質転換した（Daimon et al. 改訂
３版 モデル植物の実験プロトコール．秀潤社, 149‑154 (2005)）。ＯＬＥ１ＴａｇＲＦ
Ｐマーカーを指標にして、形質転換体を選抜した。結果は図９に示した。
20

【０１１１】
〔３−１２〕ＯＬＥ１ＴａｇＲＦＰマーカーを有しているｐＢ−ＯＬＥ１ＴａｇＲＦＰ
−３５Ｓ−ＧＦＰＣＬＯ３コンストラクトの作製
Gateway Technologyの方法に従い、エントリーベクターｐＣＬＯ３とｐＦＡＳＴ−Ｒ０
６との間でＬＲ反応を行い、発現ベクターｐＢ−ＯＬＥ１ＴａｇＲＦＰ−３５Ｓ−ＧＦＰ
ＣＬＯ３コンストラクトを作製した。ｐＦＡＳＴ−Ｒ０６は３５Ｓプロモータの下流にＧ
ＦＰ遺伝子とクローニングサイトが存在し、ＬＲ反応により、ＧＦＰ遺伝子および目的遺
伝子由来の融合タンパク質を３５Ｓプロモータにより過剰発現させることができる。
【０１１２】
〔３−１３〕ｐＢ−ＯＬＥ１ＴａｇＲＦＰ−３５Ｓ−ＧＦＰＣＬＯ３を発現するシロイ

30

ヌナズナの作出
作製した発現ベクターｐＢ−ＯＬＥ１ＴａｇＲＦＰ−３５Ｓ−ＧＦＰＣＬＯ３をエレク
トロポレーション法によりアグロバクテリウム（Agrobacterium tumefaciens GV3101株）
に導入し、ｆｌｏｒａｌ−ｄｉｐ法を用いて野生型Col‑0を形質転換した（Daimon et al.
改訂３版 モデル植物の実験プロトコール．秀潤社, 149‑154 (2005)）。ＯＬＥ１Ｔａｇ
ＲＦＰマーカーを指標にして、形質転換体を選抜した。この形質転換体植物を３５Ｓ：：
ＧＦＰ−ＣＬＯ３（ＦＡＳＴ−Ｒ０６）と称する。導入遺伝子に対して１遺伝子座として
分離する系統を単離し、導入遺伝子をホモに有している系統を得た。
【０１１３】
３５Ｓ：：ＧＦＰ−ＣＬＯ３（ＦＡＳＴ−Ｒ０６）の葉を共焦点レーザー顕微鏡（LSM5
10 META; Carl Zeiss, Jena, Germany）下で観察し、細胞内のＧＦＰ蛍光を撮影した。レ
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ーザーは488‑nm line of a 40‑mV Ar/Kr laserを用いた。微分干渉コントラスト（Differ
ential interference contrast, DIC）画像も同時に撮影した。結果は図１０，１１に示
す。
〔４〕結果および考察
本発明に係るＤＮＡ構築物の構造を、図１に示す。図１の上図は、ＣａＭＶ３５Ｓプロ
モータによる、目的遺伝子が過剰発現する植物体を作製するためのベクター（ｐＢ−ＯＬ
ＥＧＦＰ−２ＧＷ７）であり、図１の下図は、一実施形態としてＣＬＯ３を過剰発現させ
るためのベクター（ｐＢ−ＯＬＥ１ＧＦＰ−３５Ｓ：：ＣＬＯ３）を示す。図中、ＬＢは
Ｌｅｆｔ

Ｂｏｒｄｅｒを示し、ＲＢはＲｉｇｈｔ

Ｂｏｒｄｅｒを示し、ＢａｒはＢａ

ｓｔａ遺伝子を示し、ｐ３５ｓはＣａＭＶ３５Ｓプロモータを示し、ｔ３５ｓはＣａＭＶ
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３５Ｓターミネータを示し、ＣｍＲはクロラムフェニコール耐性遺伝子を示し、ｃｃｄＢ
は大腸菌ジャイレース阻害タンパク質を示す。
【０１１４】
ＣＬＯ３を過剰発現させるためのベクター（ｐＢ−ＯＬＥ１ＧＦＰ−３５Ｓ：：ＣＬＯ
３）が導入された植物体系統の種子を蛍光顕微鏡下で観察した結果を、図２に示す。先ず
、ｐＢ−ＯＬＥ１ＧＦＰ−３５Ｓ：：ＣＬＯ３を用いて野生型Col‑0（Ｔ０植物）を形質
転換した植物体（３５ＳＣＬＯ３（ＯＬＥ１ＧＦＰ））を得た。この植物体から得られた
Ｔ１種子集団、Ｔ２種子集団、およびＴ３ホモ系統種子集団をそれぞれ蛍光顕微鏡下にて
観察した。（ａ）はＧＦＰの蛍光を示し、（ｂ）は明視野像を示す。Ｔ１種子集団ではＧ
ＦＰ蛍光を有している種子がいくつか観察された（図中、矢尻）。選抜した３５Ｓ：ＣＬ

10

Ｏ３（ＯＬＥ１ＧＦＰ）のＴ１種子を育成し、得られたＴ２種子集団を蛍光顕微鏡で観察
したところ、ＧＦＰ蛍光を有している種子（ＧＦＰ＋）と有していない種子（ＧＦＰ−）
が混在していた（図２、Ｔ２種子）。さらに、Ｔ２種子を育成して得られた次世代のＴ３
ホモ接合種子集団では、すべての種子がＧＦＰ蛍光を有していた（図２、Ｔ３種子）。
【０１１５】
３５ＳＣＬＯ３（ＯＬＥ１ＧＦＰ）植物のＴ２種子集団およびＴ３ホモ系統種子集団の
分離比を、図３に示す。３５ＳＣＬＯ３（ＯＬＥ１ＧＦＰ）のＴ２種子集団およびＴ３ホ
モ系統種子集団について、ＧＦＰ蛍光を有している種子（ＧＦＰ＋）およびＧＦＰ蛍光を
有していない種子（ＧＦＰ−）を計数した。示すように、Ｔ２種子集団の＃１系統、＃５
系統、＃６系統では、ＧＦＰ＋：ＧＦＰ−の分離比がおよそ３：１になった。また、Ｔ２
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種子集団の＃２系統では、ＧＦＰ＋：ＧＦＰ−の分離比がおよそ１５：１になった。この
ことから、分離比が３：１となったものはｐＢ−ＯＬＥ１ＧＦＰ−３５ｓ：：ＣＬＯ３コ
ンストラクトが１座位に、分離比が１５：１となったものは２座位に挿入されていると推
測された。
【０１１６】
ＯＬＥ１ＧＦＰ融合遺伝子が薬剤選択マーカーと同等の選抜能力を有しているか否かを
調べるために、薬剤（Glufosinate‑ammonium）に耐性を有する種子（ｂａｒＲ）を計数し
、ＧＦＰ蛍光の有無と薬剤耐性の有無とが一致するか否かを調べた。３５Ｓ：ＣＬＯ３（
ＯＬＥ１ＧＦＰ）の４系統のＴ２種子集団（〜３００粒）において、ＧＦＰ蛍光を有して
いる全ての種子（ＧＦＰ＋）が薬剤耐性を有しており（ｂａｒＲ）、逆にＧＦＰ蛍光を有
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していない種子（ＧＦＰ−）は薬剤耐性を有していなかった（図３）。Ｔ３ホモ接合種子
集団では、すべての種子がＧＦＰ蛍光を有しており、また薬剤耐性を示した（図３）。こ
のことから、ＯＬＥ１ＧＦＰ融合遺伝子は、視覚的選択マーカーとして使用可能であるだ
けでなく、薬剤選択マーカーと同等の選抜能力を有していることがわかった。以後、ＯＬ
Ｅ１ＧＦＰ融合遺伝子をＯＬＥ１ＧＦＰマーカーと称する。
【０１１７】
得られた形質転換体におけるＣＬＯ３タンパク質の蓄積を調べた。３５ＳＣＬＯ３（Ｏ
ＬＥ１ＧＦＰ）植物の種子集団においてＧＦＰ蛍光が観察された種子でのＣＬＯ３の発現
を確認した結果を、図４に示す。（ａ）は、野生型植物Col‑0、ＯＬＥ１ＧＦＰ植物、３
５ＳＣＬＯ３（ＯＬＥ１ＧＦＰ）植物のＴ２系統において、ＧＦＰ蛍光が観察された種子
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、ＧＦＰ蛍光が観察されなかった種子、Ｔ２ホモ系統をそれぞれ育成し、７日目の実生に
おけるＣＬＯ３の発現をイムノブロットによって調べた結果を示す。（ｂ）は、３５ＳＣ
ＬＯ３（ＯＬＥ１ＧＦＰ）植物のＴ２系統において、ＧＦＰ蛍光が観察された種子１６個
、ＧＦＰ蛍光が観察されなかった種子１７個をそれぞれ育成し、７日目の実生にてＣＬＯ
３の発現が確認された個体数を示す。野生型植物Col‑0では、７日目の実生にてＣＬＯ３
の発現が確認されなかった。また、３５ＳＣＬＯ３（ＯＬＥ１ＧＦＰ）植物では、ＧＦＰ
蛍光が観察されなかった種子から生育された植物体の７日目の実生にてＣＬＯ３の発現が
確認されなかった。一方、ＧＦＰ蛍光が観察された種子から生育された植物体では、７日
目の実生にてＣＬＯ３の発現が確認されなかった。これらのことは、３５Ｓプロモータに
よりＣＬＯ３の発現が誘導されていることを示すとともに、ＯＬＥ１ＧＦＰマーカーを利
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用することにより、形質転換体を正しく選抜し得ることを示す。
【０１１８】
図５は、発芽後のＯＬＥ１ＧＦＰにおける蛍光の推移を示す図である。ＯＬＥ１ＧＦＰ
植物、３５ＳＣＬＯ３（ＯＬＥ１ＧＦＰ）植物のＴ３ホモ系統の種子、実生におけるＧＦ
Ｐ蛍光を、蛍光顕微鏡下で観察した。２２℃に移した後の０日目、３日目、５日目に観察
を行った。２２℃に移した３日後の実生では、０日後と比較してＧＦＰ蛍光が減衰してお
り、５日後の実生では、ＧＦＰ蛍光が観察されなかった。このように、ＯＬＥ１ＧＦＰ蛍
光は乾燥種子で一番強く見られ、発芽後は徐々に減衰していき、５日目にはほぼ完全に消
失した。これはＯＬＥ１の発現が種子登熟期のみで見られるためであると考えられる（Ki
m et al. J. Biol. Chem. 277, 22677‑22684 (2002)）。細胞内部の蛍光を共焦点レーザ
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ースキャン顕微鏡で観察したところ、根、葉、茎ではＧＦＰ蛍光は観察されなかった（結
果は示さず）。一方、未熟種子と乾燥種子の細胞では、ＰＳＶを除く他の部分でＧＦＰ蛍
光が見られた（結果は示さず）。これはＯＬＥ１ＧＦＰ蛍光がオイルボディ上に存在する
ためと考えられた。このように、ＯＬＥ１ＧＦＰ融合遺伝子は目的の種子を選抜するため
の視覚的選択マーカーとして非常に有用であることがわかった。
【０１１９】
３５Ｓ：ＣＬＯ３（ＯＬＥ１ＧＦＰ）のＴ２種子集団（挿入が１座位のもの）において
、ＧＦＰ蛍光を有している種子の中でも、蛍光強度の強い種子と弱い種子が存在した（図
２）。このことから、蛍光強度の強い種子がホモ系統であり、弱い種子がヘテロ系統であ
ることが考えられた。このことを確かめるために、それぞれのＴ２種子１粒のＧＦＰ蛍光
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強度を測定した。さらに、それぞれの種子を育て、次世代の分離比を見ることで、ＧＦＰ
蛍光強度を測定した種子の接合型を調べた（各ラインにつき１５０粒前後）。３５ＳＣＬ
Ｏ３（ＯＬＥ１ＧＦＰ）植物のＴ２種子におけるＧＦＰ蛍光強度と形質転換遺伝子の遺伝
子型との関連を、図６に示す。３５ＳＣＬＯ３（ＯＬＥ１ＧＦＰ）植物のＴ２種子（＃１
系統）に対して、種子１個のＧＦＰ蛍光強度を測定し、その種子の形質転換遺伝子の遺伝
子型を調べた。遺伝子型については、植物体を生育し、得られた種子のＧＦＰ蛍光の分離
比から判定した。非形質転換体、ヘテロ系統、ホモ系統のそれぞれに対して、縦軸を種子
の数、横軸をＧＦＰ蛍光強度としてヒストグラムを作成した。ホモ系統、ヘテロ系統、非
形質転換体それぞれで、ＧＦＰ蛍光強度に対するヒストグラムを作成したところ、ＧＦＰ
蛍光強度は、非形質転換体の種子集団よりもヘテロ系統の種子集団のほうが高く、ヘテロ
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系統の種子集団よりもホモ系統の種子集団のほうが高いという傾向にあることがわかった
。また、＃５系統および＃６系統においても同様の結果が得られた（結果は示さず）。こ
のことから、Ｔ２種子集団の中で蛍光強度が非常に強いものを選択することによって、ホ
モ系統の種子を選抜し得ることが示唆された。
【０１２０】
効率よくホモ系統の種子を得るために、Ｔ２種子集団の中で蛍光強度が強いものの上位
どのくらいの種子を取ればよいのかを計算したところ、＃１、＃５、＃６系統では、ＧＦ
Ｐ蛍光強度が強い種子の上位およそ５〜１０％を取れば、その種子はほとんどがホモ系統
であると予測できた（結果は示さず）。一方、薬剤選択マーカーを使った場合では、Ｔ２
ホモ系統とＴ２ヘテロ系統を区別し得ない。そのため、形質転換遺伝子が１座位の場合（
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Ｔ２ホモ系統：Ｔ２ヘテロ系統：非形質転換体＝１：２：１）、薬剤で選抜できた個体が
ホモ系統である確率は３３．３％となる。４個体選抜した時、４個体すべてホモ系統でな
い確率は１９．８％となり、ＯＬＥ１ＧＦＰマーカーを使用した時に比べてホモ系統が選
抜できない可能性が非常に高いことがわかる。これらの結果から、ＯＬＥ１ＧＦＰマーカ
ーはホモ系統とヘテロ系統を区別できる共優性マーカーとして有用であることが示された
。
【０１２１】
発現ベクターｐＢ−３５Ｓ−ＣＬＯ３−ＯＬＥ１ＴａｇＲＦＰが導入された植物体系統
の種子を蛍光顕微鏡下で観察した結果を、図９に示す。先ず、ｐＢ−３５Ｓ−ＣＬＯ３−
ＯＬＥ１ＴａｇＲＦＰを用いて野生型Col‑0（Ｔ０植物）を形質転換した植物体を得た。
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この植物体から得られたＴ１種子集団を蛍光顕微鏡下にて観察した。（ａ）はＴａｇＲＦ
Ｐの蛍光を示し、（ｂ）は明視野像を示す。図９に示すように、Ｔ１種子集団ではＴａｇ
ＲＦＰの赤色蛍光を有している種子がいくつか観察された。このように、ＯＬＥ１Ｔａｇ
ＲＦＰ融合遺伝子も、ＯＬＥ１ＧＦＰ融合遺伝子と同様に、視覚的選択マーカーとして使
用可能であることが明らかとなった。
【０１２２】
図１０は、３５Ｓ：：ＧＦＰ−ＣＬＯ３（ＦＡＳＴ−Ｒ０６）から得られたＴ３ホモ系
統種子集団を蛍光顕微鏡下にて観察した結果を示すものである。（ａ）はＴａｇＲＦＰの
蛍光を示し、（ｂ）は明視野像を示す。３５Ｓ：：ＧＦＰ−ＣＬＯ３（ＦＡＳＴ−Ｒ０６
）のＴ１種子を育成し、得られたＴ２種子集団を育成して得られたＴ３ホモ系統種子集団
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では、全ての種子がＴａｇＲＦＰの蛍光を有していた（図１０（ａ））。
【０１２３】
図１１は、３５Ｓ：：ＧＦＰ−ＣＬＯ３（ＦＡＳＴ−Ｒ０６）の葉におけるＣＬＯ３の
発現を、ＧＦＰ蛍光を指標として観察した結果を示すものである。（ａ）は上記葉を微分
干渉顕微鏡下で観察した結果を示す画像であり、（ｂ）は上記葉を共焦点レーザー顕微鏡
下で観察し、ＧＦＰ蛍光を検出した結果を示す画像である。（ｃ）は、（ａ）と（ｂ）と
を重ね合わせた画像である。
【０１２４】
ｐＦＡＳＴ−Ｒ０６は、図８に示すように、ＯＬＥ１ＴａｇＲＦＰ融合遺伝子を含んで
いる。そのため、３５Ｓ：：ＧＦＰ−ＣＬＯ３（ＦＡＳＴ−Ｒ０６）では、種子における
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選択マーカーの発現をＴａｇＲＦＰの赤色蛍光によって確認することができる。一方、ｐ
ＦＡＳＴ−Ｒ０６には、第２のプロモータである３５Ｓプロモータに、第２の蛍光タンパ
ク質であるＧＦＰをコードする遺伝子と目的タンパク質であるＣＬＯ３をコードする遺伝
子とが作動可能に連結されている。そのため、図１１（ｂ）（ｃ）に示すように、３５Ｓ
：：ＧＦＰ−ＣＬＯ３（ＦＡＳＴ−Ｒ０６）の葉におけるＣＬＯ３の発現を、緑色蛍光に
よって、種子における選択マーカーの発現と区別して検出することができる。
【０１２５】
このように、本発明に係るＤＮＡ構築物は、形質転換植物を選抜するための新規選択マ
ーカーであり、発現されるタンパク質は植物由来の種子タンパク質および生物体に無毒の
蛍光タンパク質の融合タンパク質である。このことから、本発明に係るＤＮＡ構築物が、
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生物および環境に無害である安全な選択マーカーであるといえる。
【０１２６】
本発明に係るＤＮＡ構築物は、一般的な薬剤耐性マーカーよりも簡便かつ有用な選択マ
ーカーである。薬剤耐性マーカーを用いた場合、形質転換植物の選抜や分離比を調べるた
めには、適切な濃度の薬剤が入った選択培地を調製し、そこに種子を播種する必要がある
。これに対して、視覚的選択マーカーである、本発明に係るＤＮＡ構築物を用いた場合は
、特別な組成の培地の調製および種子の播種を必要としない。また、仮に形質転換が首尾
よくいかなかった場合、そのことを蛍光観察から判別できるため、種子を選択培地に播種
することを行わなくてもよい。これらのことから、本発明に係るＤＮＡ構築物を用いれば
、余分な薬剤や培地を削減することが可能となる。
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【０１２７】
薬剤耐性マーカーを用いた場合にＴ１植物を選抜する際、大量のＴ１種子集団を選択培
地に播種する必要があり、このことは非常に手間を要する。しかし、本発明に係るＤＮＡ
構築物を用いた場合には、乾燥種子の状態で視覚的に選抜することが可能となるので、播
種する種子は確実なＴ１形質転換体のみとなり、播種に必要な種子が少量でよく、非常に
効率的である。また、通常のＭＳ培地を用いればよいだけでなく、直接の土植えが可能で
あることから、ＲＮＡｉ、過剰発現体などのように、ヘテロ系統でも表現型が現れる形質
転換体の場合に、Ｔ１形質転換体の段階でコントロール植物との比較が可能であり、解析
を迅速に行うことができる。また、選択培地中では生育できないような弱い形質転換体を
選抜することも可能である。
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【０１２８】
さらに、薬剤耐性マーカーを使った場合では、Ｔ２種子集団からホモ系統とヘテロ系統
を分離するのは不可能である。しかし、本発明に係るＤＮＡ構築物は共優性マーカーとし
て利用可能であるので、蛍光強度の強い種子を選抜することによって、ホモ系統を高確率
で単離することが可能であり、ホモ系統の単離までにかかる時間を１世代分短縮すること
ができる。
【０１２９】
本発明に係るＤＮＡ構築物を用いれば，アグロバクテリウムベースのｆｌｏｒａｌ−ｄ
ｉｐ法またはｖａｃｕｕｍ−ｉｎｆｉｌｔｒａｔｉｏｎ法による形質転換体植物の作出が
可能である。さらに、適用対象の植物は、種子に種子タンパク質（特にオイルボディ局在

10

性タンパク質）を蓄積する植物であればよいので，多様な植物に応用可能である。例えば
、ダイコン（Raphanus sativus）は、上述したｆｌｏｒａｌ−ｄｉｐ法またはｖａｃｕｕ
ｍ−ｉｎｆｉｌｔｒａｔｉｏｎ法が利用可能な植物種として報告されている（Curtis, I.
S. and Nam, H.G. Transgenic Res. 10, 363‑371 (2001)）。このことは、油糧種子であ
りかつオイルボディ局在性タンパク質（オレオシン）を蓄積するアブラナ科の植物が、ｆ
ｌｏｒａｌ−ｄｉｐ法またはｖａｃｕｕｍ−ｉｎｆｉｌｔｒａｔｉｏｎ法の適用可能な植
物であると推測させ、本発明に係るＤＮＡ構築物についてもアブラナ科の植物であれば広
く利用可能であると考えられる。
【０１３０】
発明の詳細な説明の項においてなされた具体的な実施形態または実施例は、あくまでも
、本発明の技術内容を明らかにするものであって、そのような具体例にのみ限定して狭義
に解釈されるべきものではなく、本発明の精神と次に記載する請求の範囲内において、い
ろいろと変更して実施することができるものである。
【産業上の利用可能性】
【０１３１】
本発明を用いれば、形質転換体植物を作出するために、複雑な工程を必要とせずかつ比
較的短時間に目的の形質転換体を得ることができるので、育種に有効利用され得る。
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【手続補正書】
【提出日】平成21年11月4日(2009.11.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
オイルボディ局在性タンパク質と蛍光タンパク質との融合タンパク質をコードする遺伝子
を含んでいるＤＮＡ構築物であって、該遺伝子がオイルボディ局在性タンパク質をコード

(34)
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する遺伝子のプロモータに作動可能に連結されていることを特徴とするＤＮＡ構築物。
【請求項２】
さらに、目的のタンパク質をコードする第２の遺伝子と、第２の蛍光タンパク質をコード
する遺伝子とが上記オイルボディ局在性タンパク質をコードする遺伝子のプロモータに作
動可能に連結されており、
該第２の蛍光タンパク質は、オイルボディ局在性タンパク質と蛍光タンパク質との融合
タンパク質を構成する蛍光タンパク質とは異なる色の蛍光を発するタンパク質であること
を特徴とする請求項１に記載のＤＮＡ構築物。
【請求項３】
目的のタンパク質を目的の組織にて発現させるための第２のプロモータをさらに含んでい
ることを特徴とする請求項１に記載のＤＮＡ構築物。
【請求項４】
上記第２のプロモータには、目的のタンパク質をコードする第２の遺伝子と、第２の蛍光
タンパク質をコードする遺伝子とが作動可能に連結されており、
該第２の蛍光タンパク質は、オイルボディ局在性タンパク質と蛍光タンパク質との融合
タンパク質を構成する蛍光タンパク質とは異なる色の蛍光を発するタンパク質であること
を特徴とする請求項３に記載のＤＮＡ構築物。
【請求項５】
（削除）
【請求項６】
（削除）
【請求項７】
上記オイルボディ局在性タンパク質がオレオシンであることを特徴とする請求項１〜４の
いずれか１項に記載のＤＮＡ構築物。
【請求項８】
上記オイルボディ局在性タンパク質をコードする遺伝子のプロモータがＯＬＥ１プロモー
タであることを特徴とする請求項１〜４および７のいずれか１項に記載のＤＮＡ構築物。
【請求項９】
請求項１〜４、７および８のいずれか１項に記載のＤＮＡ構築物を含んでいることを特徴
とする選択マーカー。
【請求項１０】
請求項１〜４、７および８のいずれか１項に記載のＤＮＡ構築物を備えていることを特徴
とする選択マーカーキット。
【請求項１１】
オイルボディ局在性タンパク質をコードする遺伝子のプロモータに作動可能に連結された
、オイルボディ局在性タンパク質と蛍光タンパク質との融合タンパク質をコードする遺伝
子が導入されていることを特徴とする形質転換体植物。
【請求項１２】
オイルボディ局在性タンパク質をコードする遺伝子のプロモータに作動可能に連結された
、オイルボディ局在性タンパク質と蛍光タンパク質との融合タンパク質をコードする遺伝
子が種子中に存在していることを検出する工程を包含することを特徴とする形質転換体植
物を選抜する方法。
【請求項１３】
上記検出する工程が、上記蛍光タンパク質による蛍光を種子から検出することを含む、請
求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
上記検出する工程が、上記融合タンパク質をコードする遺伝子または上記蛍光タンパク質
をコードする遺伝子を種子抽出物から検出することを含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１５】
さらに、オイルボディ局在性タンパク質をコードする遺伝子のプロモータに作動可能に連
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結された、第２の蛍光タンパク質をコードする遺伝子が種子中に存在していることを検出
する工程を包含し、該第２の蛍光タンパク質は、オイルボディ局在性タンパク質と蛍光タ
ンパク質との融合タンパク質を構成する蛍光タンパク質とは異なる色の蛍光を発するタン
パク質である、請求項１２に記載の方法。
【請求項１６】
さらに、第２のプロモータに作動可能に連結された、第２の蛍光タンパク質をコードする
遺伝子が目的の組織に存在していることを検出する工程を包含し、該第２の蛍光タンパク
質は、オイルボディ局在性タンパク質と蛍光タンパク質との融合タンパク質を構成する蛍
光タンパク質とは異なる色の蛍光を発するタンパク質である、請求項１２に記載の方法。
【請求項１７】
植物体内でタンパク質を生産する方法であって、
オイルボディ局在性タンパク質をコードする遺伝子のプロモータに作動可能に連結され
た、オイルボディ局在性タンパク質と蛍光タンパク質との融合タンパク質をコードする遺
伝子を含んでいるＤＮＡ構築物に、目的のタンパク質をコードする第２の遺伝子を挿入す
る工程；および
得られたＤＮＡ構築物を植物体に導入する工程
を包含することを特徴とする生産方法。
【請求項１８】
上記ＤＮＡ構築物が、目的のタンパク質を目的の組織にて発現させるための第２のプロモ
ータをさらに含んでおり、上記挿入する工程が、第２の遺伝子が第２のプロモータに作動
可能に連結することを含む、請求項１７に記載の生産方法。
【請求項１９】
上記導入する工程が、ｆｌｏｒａｌ−ｄｉｐ法またはｖａｃｕｕｍ−ｉｎｆｉｌｔｒａｔ
ｉｏｎ法を行うことを含む、請求項１７または１８に記載の生産方法。
【手続補正書】
【提出日】平成22年12月15日(2010.12.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
オレオシンと蛍光タンパク質との融合タンパク質をコードする遺伝子を含んでいるＤＮ
Ａ構築物であって、該遺伝子がＯＬＥ１プロモータに作動可能に連結されていることを特
徴とするＤＮＡ構築物。
【請求項２】
さらに、目的のタンパク質をコードする第２の遺伝子と、第２の蛍光タンパク質をコー
ドする遺伝子とが上記ＯＬＥ１プロモータに作動可能に連結されており、
該第２の蛍光タンパク質は、オレオシンと蛍光タンパク質との融合タンパク質を構成す
る蛍光タンパク質とは異なる色の蛍光を発するタンパク質であることを特徴とする請求項
１に記載のＤＮＡ構築物。
【請求項３】
目的のタンパク質を目的の組織にて発現させるための第２のプロモータをさらに含んで
いることを特徴とする請求項１に記載のＤＮＡ構築物。
【請求項４】
上記第２のプロモータには、目的のタンパク質をコードする第２の遺伝子と、第２の蛍
光タンパク質をコードする遺伝子とが作動可能に連結されており、
該第２の蛍光タンパク質は、オレオシンと蛍光タンパク質との融合タンパク質を構成す
る蛍光タンパク質とは異なる色の蛍光を発するタンパク質であることを特徴とする請求項
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３に記載のＤＮＡ構築物。
【請求項５】
請求項１〜４のいずれか１項に記載のＤＮＡ構築物を含んでいることを特徴とする選択
マーカー。
【請求項６】
請求項１〜４のいずれか１項に記載のＤＮＡ構築物を備えていることを特徴とする選択
マーカーキット。
【請求項７】
ＯＬＥ１プロモータに作動可能に連結された、オレオシンと蛍光タンパク質との融合タ
ンパク質をコードする遺伝子が導入されていることを特徴とする形質転換体植物。
【請求項８】
ＯＬＥ１プロモータに作動可能に連結された、オレオシンと蛍光タンパク質との融合タ
ンパク質をコードする遺伝子が種子中に存在していることを検出する工程を包含すること
を特徴とする形質転換体植物を選抜する方法。
【請求項９】
上記検出する工程が、上記蛍光タンパク質による蛍光を種子から検出することを含む、
請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
上記検出する工程が、上記融合タンパク質をコードする遺伝子または上記蛍光タンパク
質をコードする遺伝子を種子抽出物から検出することを含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
さらに、ＯＬＥ１プロモータに作動可能に連結された、第２の蛍光タンパク質をコード
する遺伝子が種子中に存在していることを検出する工程を包含し、該第２の蛍光タンパク
質は、オレオシンと蛍光タンパク質との融合タンパク質を構成する蛍光タンパク質とは異
なる色の蛍光を発するタンパク質である、請求項８に記載の方法。
【請求項１２】
さらに、第２のプロモータに作動可能に連結された、第２の蛍光タンパク質をコードす
る遺伝子が目的の組織に存在していることを検出する工程を包含し、該第２の蛍光タンパ
ク質は、オレオシンと蛍光タンパク質との融合タンパク質を構成する蛍光タンパク質とは
異なる色の蛍光を発するタンパク質である、請求項８に記載の方法。
【請求項１３】
植物体内でタンパク質を生産する方法であって、
ＯＬＥ１プロモータに作動可能に連結された、オレオシンと蛍光タンパク質との融合タ
ンパク質をコードする遺伝子を含んでいるＤＮＡ構築物に、目的のタンパク質をコードす
る第２の遺伝子を挿入する工程；および
得られたＤＮＡ構築物を植物体に導入する工程
を包含することを特徴とする生産方法。
【請求項１４】
上記ＤＮＡ構築物が、目的のタンパク質を目的の組織にて発現させるための第２のプロ
モータをさらに含んでおり、上記挿入する工程が、第２の遺伝子が第２のプロモータに作
動可能に連結することを含む、請求項１３に記載の生産方法。
【請求項１５】
上記導入する工程が、ｆｌｏｒａｌ−ｄｉｐ法またはｖａｃｕｕｍ−ｉｎｆｉｌｔｒａ
ｔｉｏｎ法を行うことを含む、請求項１３または１４に記載の生産方法。
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