(57)【特許請求の範囲】

【請求項６】

【請求項１】

請求項５記載の植物光酸化障害回避剤。

植物に低分子有機酸又はその塩を投与す

低分子有機酸が蟻酸又はその塩である、

る事による、植物の光酸化障害を回避させる方法。

【請求項７】

【請求項２】

なるように調整した、請求項６記載の植物光酸化障害回

前記低分子有機酸又はその塩が蟻酸又は

その塩である、請求項１記載の植物の光酸化障害を回避

避剤。

させる方法。

【請求項８】

【請求項３】

蟻酸の塩が、蟻酸カリウム、蟻酸ナトリ

蟻酸又はその塩の濃度を１２５ｐｐｍに

蟻酸又はその塩を含有し、ｐＨが５．５

−８．０である、請求項６記載の植物光酸化障害回避

ウム及び蟻酸アンモニウムより成る群より選択された、

剤。

請求項２記載の植物の光酸化障害を回避させる方法。

【請求項９】

【請求項４】

ウム及び蟻酸アンモニウムより成る群より選択された、

蟻酸又はその塩の投与により、蟻酸デヒ

蟻酸の塩が、蟻酸カリウム、蟻酸ナトリ

ドロゲナーゼの酵素活性を誘導して植物の成長を促進さ

請求項６記載の植物光酸化障害回避剤。

せる、請求項２記載の植物の光酸化障害を回避させる方

【請求項１０】

法。

により、植物の光酸化障害を回避させる方法。

【請求項５】

低分子有機酸又はその塩を配合した、植

物光酸化障害回避剤。

【請求項１１】

植物に低分子アルコールを投与する事
前記低分子アルコールがメタノールで

ある、請求項１０記載の植物の光酸化障害を回避させる

(2)

方法。
【請求項１２】

【０００５】更に、本発明者らは、イネ、タバコ及びイ
メタノールを配合した、植物光酸化障

害回避剤。
【請求項１３】
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ンゲンを用いて、低分子アルコールであるメタノールを
投与したところ、やはり光酸化障害が回避されるという

メタノールの濃度を５０ｍＭになるよ

現象を見出した。そのような作用を有するメタノール

うに調整した、請求項１２記載の植物光酸化障害回避

は、植物の成長促進に有効である。

剤。

【０００６】

【発明の詳細な説明】

【実施例】（実験に使用した植物体）

【０００１】

（１）イネ

【発明の属する技術分野】本発明は、低分子有機酸であ

イネ種子（Ｏｒｙｚａ

る蟻酸を投与して光酸化障害を回避させる方法に関す
る。更に、本発明はメタノールを投与して光酸化障害を

ヒカリ）を用いた。当該植物をバーミキュライトに対し
て播種して、１５０μｍｏｌ ｑｕａｎｔａ／ｍ2 ．ｓ

回避させる方法に関する。

の条件で１６：８時間の長日条件において生育させたも

【０００２】

のを使用した。２週間から４週間の間の植物体の、健全

【従来の技術】現在、世界的な人口の増加より食糧の増

な葉を用いて実験を行った。

産が求められているが、植物の生育及び代謝は様々な周

（２）タバコ

囲の環境条件に影響を受ける事が知られている。そのよ

タバコ（Ｎｉｃｏｔｉｎａ

うな影響の一つに、強光、乾燥条件下において気孔の閉

種：ＳＲ１）を用いた。当該植物を同様にバーミキュラ

鎖により二酸化炭素の取り込みが低下することによる、
光酸化傷害と呼ばれる現象が知られている。二酸化炭素

イトに対して播種し、これを１５０μｍｏｌ ｑｕａｎ
ｔａ／ｍ2 ．ｓの条件において生育させたものを使用し

が欠乏する事により、光合成系が獲得したエネルギーが

た。４週間から６週間の植物体の、健全な葉を使用して

過剰となり、植物の防衛機能の容量を超えた活性酸素が

実験を行った。

生成して、光酸化傷害を引き起こす事が判っている。そ

（３）インゲン

のような光酸化傷害は植物の成長を抑制するため、光酸

インゲン豆（Ｐｈａｓｅｏｌｕｓ

化傷害を防止する方法が求められていた。従来、酸化的

Ｌ．品種：ツルナシインゲン）を用いた。当該植物を同

障害に対する改善方法として、活性酸素の消去能力を付
与した遺伝子組み換え植物を用いる方法が行われてい

様にバーミキュライトに対して播種し、これを１５０μ
ｍｏｌ ｑｕａｎｔａ／ｍ2 ．ｓの条件において生育さ

た。

せたものを使用した。２週間から４週間の植物体の、健

【０００３】

全な葉を使用して実験を行った。

【発明が解決しようとする課題】しかし、そのような組

【０００７】（試験物質の投与方法）上記の植物体をイ

み換え植物の作成には時間を要し、またその対象となる

ネの場合は葉柄部分を含む形で切除し、これを試験管に

植物は限定されている、という問題があった。そこで、
簡便かつ汎用性のある光酸化障害の防止方法を開発する

入れた１０ｍｌの試験溶液につけ込み、１５０μｍｏｌ
ｑｕａｎｔａ／ｍ2 ．ｓ、２５℃の条件で３０分間イ

事が求められていた。光酸化障害を防止する事により、

ンキュベートする事により、試験溶液の投与を行った。

植物の成長を促進する事が可能である。

投与終了後、このイネの葉を直径３５ｍｍのチャンバー

【０００４】
【課題を解決するための手段】これまでの知見により、

内に設置できるように切断して、酸素発生速度（μｍｏ
ｌ Ｏ2 ／ｍ2 ．ｓ）の評価を行った。なお、イネ以外

植物においてメタノールはホルムアルデヒド、蟻酸を中

の植物体の場合には、あらかじめ直径３５ｍｍのリーフ

間体として代謝され、二酸化炭素に変換され得る事が判

ディスクを調製して、これをシャーレに入れた１０ｍｌ

っていた。そこで本発明者らは、イネ、タバコ及びイン

の試験溶液中に入れて、上記イネの場合と同じ条件で試

ゲンを用いて、低分子量の有機酸である蟻酸を投与した

験溶液の投与を行った。投与終了後、リーフディスクの

ところ、光酸化障害が回避されるという現象を見出し

水分をとり、チャンバー内に設置して、光合成能の評価

た。更に、そのような作用を有する蟻酸がイネの成長に

を行った。尚、試験溶液は１０ｍＭのカリウムフォスフ

及ぼす影響を検討したところ、イネの成長促進に有効で

ェートバッファー（ｐＨ７）中に任意の濃度の試験物質

ある事を見出した。また、蟻酸を代謝して二酸化炭素を

を溶解して、これを用いた。試験物質としては蟻酸カリ

生成する酵素である蟻酸デヒドロゲナーゼ（ＦＤＨ）の

ウム、蟻酸ナトリウム及び蟻酸アンモニウムを用いた。

活性が、蟻酸の投与時に誘導される現象を示して、イネ

【０００８】（酸素発生速度の測定による光合成能の評

由来の蟻酸デヒドロゲナーゼ（ＦＤＨ）のアミノ酸配列

価）酸素発生の測定はクラーク型の酸素電極を用いて行

及び当該酵素をコード化する塩基配列を決定した。ＦＤ

った。測定装置として、キュベット（ＬＤ２／２型）、

Ｈ遺伝子を導入する事によっても、光酸化障害の防止が

酸素電極制御装置（ＣＢ１−Ｄ３型）及び光源（ＬＳ−

可能である。

２型、ハンサテック社製）を用いた。この装置における

ｓａｔｉｖａ

Ｌ．品種：ヒノ

ｔａｂａｃｕｍ

Ｌ．品

ｖｕｌｇａｒｉｓ

(3)

特許第３４４８６０９号

キュベットのチャンバー（測定室）は、直径３５ｍｍで

における結果を、図６にタバコにおける結果を示す。

容積５ｍｌの密閉可能なチャンバーと酸素電極の組合せ

【００１３】（クロロフィル蛍光測定）光化学系の健全

により構成されており、上面が透明であるため、上面か

さを評価する目的で、上記と同様の条件下において光酸

ら任意の光量を照射する事が可能である。これに上記の

化障害を与えたイネの、光化学系中心のクロロフィル由

蟻酸投与後の植物体を入れ、密閉した。これに対してハ

来の蛍光について、測定を行った。測定は、ＷＡＬＺ社

ロゲンランプを光源として照射し、５％二酸化炭素を含

製のクロロフィルフルオロメーター（ＰＡＭ１０１：エ

む空気下で、発生する酸素速度を測定した。特に記述し

ミッター及び検出器、ＰＡＭ１０３：光パルス発生）を

ない場合は赤色フィルターおよび減衰フィルターを用い
ることで、２５３μｍｏｌ ｑｕａｎｔａ／ｍ2 ．ｓに

使用した。励起光：１００ＫＨｚ、インテンシティー：

調製した光にて測定を行った。なお、得られた値を測定

後の蛍光について測定して、Ｆｖ／Ｆｍについて測定し

した葉面積で割ることにより、酸素発生速度を算出し

た。尚、植物の生育方法、蟻酸の投与条件、試料の調製

た。

方法等は、酸素発生量の測定の場合と同様に行った。蛍

【０００９】（光酸化傷害の条件）上記の様にして光合

光測定の結果、２ｍＭの蟻酸塩の添加により、光酸化障

成速度を測定した後、チャンバーに二酸化炭素を含まな

害時における、光化学系の障害が回避されている事が示

い空気を入れて、１６００μｍｏｌ ｑｕａｎｔａ／ｍ
2 ．ｓの光を一定時間照射する事により、二酸化炭素不

唆された（図７）。

足条件による光酸化傷害を誘導した。また、この処理を

が、植物の生育に対して及ぼす影響を検討した。イネの

行った後に酸素発生速度を測定する事により、光酸化傷

種子を殺菌して、１／２ＭＳ塩、０．１％ゲランガム及

害による光合成能抑制の評価を行った。

び種々の濃度の蟻酸ナトリウムを添加した培地を入れた

【００１０】（光酸化傷害に蟻酸塩が及ぼす影響）イネ

ガラス試験管（１３０ｍｍ×４０ｍｍ

の光酸化傷害に対して、蟻酸の各種塩が及ぼす影響につ

種した。１Ｎの水酸化ナトリウムにより、培地のｐＨが

いて検討した。その結果、図１に示すように、二酸化炭

６．０になるように調製して、オートクレーブにより培

素の非存在下においては、８分の強光の照射により酸素

地の滅菌を行った。播種したイネは、２５℃で１６／８

発生速度は約３０％まで低下していた。一方、２ｍＭの
蟻酸カリウムを添加したものにおいては、活性を９０％

時間の長日条件において、４０μｍｏｌ ｑｕａｎｔａ
／ｍ2 ．ｓの光強度で生育を行った。この条件で２週間

程度保持していた。その様な保護効果は蟻酸カリウムに

生育を行った後に、地上高及び湿重量について測定を行

おいて最も顕著であり、２ｍＭの種々の蟻酸塩の比較に

う事により、生育量の検討を行った。

おいては、蟻酸カリウム＞蟻酸ナトリウム＞蟻酸アンモ

【００１５】そのようにして測定を行ったイネの生育に

ニウムの順番であった。また、蟻酸塩がイネの光酸化傷

対して、蟻酸塩が及ぼす影響について検討を行った。種

害に対して及ぼす保護効果の経時変化について検討し

々の濃度の蟻酸ナトリウムの効果について検討を行った

た。光酸化傷害の処理時間を長くしていくと（２分、４

ところ、湿重量（図８）及び地上高（図９）共に、１２

分）、図２に示すように光合成能が経時的に低下する

５ｐｐｍの蟻酸ナトリウム添加により、約２５％の生育

が、 ２ｍＭの蟻酸カリウムを添加したサンプルでは光合

量の増加が認められた。その様な生育促進効果は、１０

成能の低下が抑制された。

００ｐｐｍの蟻酸ナトリウム存在下において消失した。

【００１１】更に、イネの光酸化障害後の光合成能の光

試料数を３０として、得られた平均値の差についてスチ

強度依存性について検討した。その結果、図３に示すよ

ューデントのｔ検定を行った結果、１％未満の危険率で

うに、光強度が弱い時点における傾きは変わらず、光強

有意差が認められた。この結果より、蟻酸ナトリウムを

度が強い条件下において、光合成能の低下が蟻酸塩の添

１２５ｐｐｍ含有して、ｐＨを７に調整した製剤は、植

加により抑制された結果となった。この結果より、蟻酸

物の成長促進に有効である。有効成分である蟻酸は、通

塩の添加により、カルビンサイクルの酵素系が保護され

常のリン酸肥料、チッソ肥料等に添加する事が可能であ

ている可能性がある。また、イネの光酸化傷害に対す

り、また例えば「ハイポネックス」等の市販の肥料に添

る、蟻酸カリウムによる抑制効果の濃度依存性について

加する事も可能である。

検討した。その結果、図４に示すように、蟻酸カリウム

【００１６】（植物体への蟻酸の取り込み）蟻酸の代謝

濃度２ｍＭ及び４ｍＭにおいて、光酸化傷害に対する最

を確認する目的で、植物生育試験の項において述べた条

大の保護効果が認められた。

件下、２５℃でで２週間培養を行ったイネを使用して、

【００１２】インゲン及びタバコについても、光酸化傷

植物体への蟻酸の取り込みを検討した。５株を収穫して

害に対して蟻酸塩が及ぼす影響を検討した。その結果、

水で洗浄した後に、１．４ｍＭの蟻酸ナトリウムを２．

インゲン及びタバコにおいても、２ｍＭの蟻酸カリウム
を投与する事により、光酸化傷害による酸素発生速度の

５ｍｌ添加して、明条件（４０μｍｏｌ ｑｕａｎｔａ
／ｍ2 ．ｓ）において２５℃でインキュベートを行っ

低下が抑制される事が明らかとなった。図５にインゲン

た。その溶液を、各時間において２５μｌサンプリング

５。飽和光：９００ｍｓの条件において、光酸化障害前

【００１４】（植物生育試験）そのような蟻酸塩の添加

Ｉ．Ｄ．）に播
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して、溶液中の蟻酸濃度を吸光度法により定量した。そ

９８９、Ｄ２３７７０及びＤ４８７２２）。このｃＤＮ

の結果、速やかな蟻酸の取り込みが観察され、４８時間

Ａクローンをアラインメントした結果から、これらのｃ

後においては溶液中の蟻酸濃度は検出限界以下となっ

ＤＮＡ配列は９７０塩基対よりなるＦＤＨホモログの部

た。図１０に、３回の独立した実験の平均値として結果

分配列を構成している事が推測された。そこで、イネの

を示す。植物体の存在なしには、蟻酸の減少は観察され

ｃＤＮＡからこの部分配列をＰＣＲを用いてクローニン

なかった（コントロール）事から、蟻酸は植物体に吸収

グした。次にこの配列を用いて、ＦＤＨ遺伝子の全長

されたと考えら得る。

を、３

【００１７】（蟻酸投与による、二酸化炭素の生成）蟻

ｅｔ（宝バイオメディカルズ）を用いて単離した。

酸の代謝により生成した二酸化炭素の量を、上記と同様

【００２１】（塩基配列の決定及び配列の解析）ＰＣＲ

に２５℃で２週間培養したイネ植物体を使用して測定し
た。１．４ｍＭの［12Ｃ］又は［13Ｃ］蟻酸ナトリウム

産物を、ＰＣＲ２．１（インビトロゲン）又はｐＵＣ１

（ｐＨ７）が５ｍｌ入ったガラス容器をゴムセプタムで

クローニングした配列は、Ｍ１３プライマーを使用し

密閉して、暗条件において、２５℃でインキュベートを

て、シークエンシングキット（ダイ

行った。各時間において２５μｌをサンプリングして、

サイクルシークエンシング

上清中の二酸化炭素濃度について、ガスクロマトグラフ

キット、パーキンエルマー）を用いて、 ＤＮＡシークエ

ィーマススペクトロメトリー（ＧＣ−ＭＳ）により分析
を行った。その結果、図１１に示す様に、［13Ｃ］又は

ンサー（ＡＢＩ

［12Ｃ］の蟻酸ナトリウムを添加した系から、全体の二

該遺伝子は１４５０塩基対の読み枠を有する塩基配列よ

酸化炭素量に対して、それぞれ９％（図１１Ａ）及び１
％（図１１Ｂ）の［13Ｃ］ＣＯ2 が検出された。天然に

りなる事が示された（配列表：配列番号２）。配列解析

おける13Ｃの存在比は約１％であることから、この［13

及び５

−Ｆｕｌｌ

ＲＡＣＥ

ｃｏｒｅ Ｓ

８（宝バイオメディカルズ）にサブクローニングした。

レディー

ターミネーター

３１０、アプライド

リアクション
バイオシステム

ズ）を用いてシークエンス解析を行った。その結果、当

ソフトであるジェネティック−マック（ジェネティック
インフォメーションプロセッシング

ソフトウェア）

Ｃ］ＣＯ2 量の増加は、添加した蟻酸に由来する事が推

を使用して、当該配列の解析を行った結果、ＦＤＨの予

察された。この結果より、蟻酸を二酸化炭素に変換する

想されるアミノ酸配列は３７６塩基対より成り（配列

酵素である蟻酸デヒドロゲナーゼ（ＦＤＨ）等、何らか

表：配列番号１）、分子量は４１．２ｋＤａ、等電点は

の機構がイネにおいて存在している事が考えられた。

７．３９であると算出された。また、このアミノ酸配列

【００１８】（蟻酸デヒドロゲナーゼ活性の測定）そこ

と他の植物由来の既知ＦＤＨ配列との相同性を比較した

で、蟻酸の投与によるＦＤＨの活性の変化を検討した。

結果、イネ（Ｃ．ｓａｔｉｖａ）ＦＤＨのアミノ酸配列

１．４ｍＭの蟻酸存在下又は非存在下でイネを２５℃で

は、ジャガイモ（Ｓ．ｔｕｂｅｒｏｓｕｍ：８２．７

２週間培養した後、イネ地上部と地下部（根部）に分離

％）及びオオムギ（Ｈ．ｖｕｌｇａｒｅ：９１．７％）

して、それぞれ部分より粗酵素液を調製して、１．５ｍ

と高い相同性を示し、蟻酸結合サイト（２８２）及びＮ

ｇ／ｍｌの酵素溶液を調製してＦＤＨの活性測定を行っ
た。ＦＤＨ活性の測定は、［13Ｃ］蟻酸を基質として用

ＡＤ結合サイト（１８９−２２３）が高度に保存されて

いて、上清中の［13Ｃ］ＣＯ2 をＧＣ−ＭＳを用いて検

ミノ酸配列及び当該アミノ酸配列をコード化する塩基配

出する事により行った。その結果，蟻酸を添加して培養

列が決定された事から、配列表２に示す遺伝子を導入す

を行ったイネの根部において、ＦＤＨ活性は無添加群と

る事によっても、光酸化障害に対する耐性が増加する可

比較して約２倍となっており、酵素活性の増大が観察さ

能性が考えられる。

れた（図１２）。

【００２２】（大腸菌内におけるｃＤＮＡの発現）上記

【００１９】（ＲＮＡの単離）全ＲＮＡの単離について

においてクローニングをした遺伝子から予想されるアミ

は、以下の様に行った。ノザン分析に用いる場合には上

ノ酸配列は、既知のＦＤＨと高い相同性を示した。この

記の条件において培養したイネの葉及び根から、イソゲ

ことからこの配列はＦＤＨをコードしていると予想され

ンＲＮＡ精製キット（ニッポンジェーン）を用いて全Ｒ

たことから、この配列の機能について確認するためにこ

ＮＡを単離した。ｃＤＮＡを調製する場合においては、

のｃＤＮＡを大腸菌中に発現させた。大腸菌中における

プラントＲＮＡキット（ＱＩＡＧＥＮ）を用いて、全Ｒ

発現させるためのプラスミド調製は、ｐＵＣ１８プラス

ＮＡを単離した。これをＤＮＡ分解酵素処理を行った後

ミドの切断物に目的断片を挿入することにより調製し

に、オリゴ（ｄＴ）１２−１８プライマー（ＧＩＢＣＯ

た。断片の調製は制限酵素部位をもつプライマーを使用

ＢＲＬ）を用いて逆転写を行い、ｃＤＮＡを調製した。

したＰＣＲにより増幅して、制限酵素処理をしたものを

【００２０】（ＦＤＨをコード化するｃＤＮＡのクロー

挿入した。プライマーにはそれぞれ. ＥｃｏＲＩサイト

ニング）ジャガイモ由来のＦＤＨの配列との相同性か

とＢａｍＨＩサイトを持つものを２組使用して、その配

ら、ＤＤＢＪよりイネのｃＤＮＡクローンを三種類選抜

列の挿入方向をセンスとアンチセンスの２種類となるよ

した（ＤＤＢＪ

うに、２種類の挿入断片を用意した。センスオリエンテ

ａｃｃｅｓｓｉｏｎ

ｎｏｓ．Ｄ２３

いることが明らかとなった（図１３）。イネＦＤＨのア

(5)
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ーションのためには、 5'‑cggaattcatggcgatgtggagggcg

害抑制に有効ではないかと考えて検討を行った。実験に

gc3'（順方向）、5'cgggatccttactggtactggc‑3' （逆方

使用した植物体、試験物質の投与方法、酸素発生速度の

向）そしてアンチセンスオリエンテーション(Reverse)

測定による光合成能の評価、光酸化障害及びクロロフィ

のためには、5'‑cgggatccatggcgatgtggagggcg‑3'（順方

ル蛍光測定については、蟻酸の場合と同様に行った。

向）、5'‑cggaattcttactggtactggctcgcgagc‑3'（逆方

【００２６】（イネの光合成能に対するメタノールの効

向）を用いて、開始または終了コドンに. ＥｃｏＲＩサ

果）酸素発生速度の分析を行うことにより、光合成能に

イトとＢａｍＨＩサイトをｐＵＣ１８プラスミドに導入

対するメタノールの影響を検討した。その結果、コント

した。クローニングした配列の挿入はＭ１３プライマー

ロールにおいて酸素発生速度が３０％程度にまで低下し

を使用して、ジデオキシ法によるシークエンスを行い確

た場合においても、メタノールを添加した際には７０％

認した。

程度、蟻酸塩を添加した際には６０％程度の光合成活性

【００２３】調製したプラスミドを大腸菌ＪＭ１０９に

が残存する事が観察された（図１５）。また、イネの酸

形質転換して、これを５０ｍｌのＬＢ培地（５０ｍｇ／

化障害後の光合成能の光強度依存性について、酸素発生

ｍｌのアンピシリンを含む）を用いて、６６０ｎｍにお

速度により検討を行った（図１６）。その結果、図１６

ける吸光度が３．０になるまで、通常より低い２０℃で

に見られる様に、特に強い光強度の条件下において、メ

好気的に培養して、その後に０．２ｍＭのＩＰＴＧで、

タノールにより光酸化障害を回避されることが示唆され

２０℃で６時間タンパク質の発現誘導を行った。集菌し

た。

た後に水で洗浄して、２ｍｌの１０ｍＭ

ＳＰＢ（ｐＨ

【００２７】（イネのクロロフィル蛍光分析に対するメ

７．０）、１００ｍＭＮａＣｌ、０．５％トライトンｘ

タノールの効果）更に、イネのサンプルを用いて、種々

−１００、２ｍＭ

ＤＴＴに再縣濁した。得られた菌体

の濃度のメタノールの存在下においてクロロフィル蛍光

を超音波破砕して、１５０００ｇで１５分間遠心した上

分析を行ったところ、２５ｍＭ及び５０ｍＭのメタノー

清より粗酵素液を調製して、活性測定を行った。その結

ル添加により、光酸化障害によるＦｖ／Ｆｍの低下が有

果、大腸菌の内在性のＦＤＨは報告にあったとおり、Ｎ

意に軽減されることが明らかとなった（図１７）。

ＡＤＨを補酵素とはしないため、 実際の測定において、

【００２８】（タバコ及びインゲンのクロロフィル蛍光

活性を示さなかった。また断片の挿入向きが、センスの

分析に対するメタノールの効果）また、タバコ（図１

ものについてのみ活性を示すことが明らかとなった。こ

８）及びインゲン（図１９）についても、メタノールの

のことから、この配列はＮＡＤ依存的なＦＤＨであるこ

添加による効果を検討した。クロロフィル蛍光分析を行

とが強く示唆された。

ったところ、２ｍＭの蟻酸を投与した場合と同様に、１

【００２４】（蟻酸の投与によるＦＤＨ遺伝子の発現量

００ｍＭのメタノール添加の効果が認められた。即ち、

の変化）イネにおいて蟻酸の投与により活性の増加がみ

光酸化障害時における光化学系の障害が、メタノールに

られたことから、今回単離したＦＤＨ遺伝子について、

より有意に軽減されている事が示唆された。

その発現量の解析を行った。酵素活性測定を行った場合

【００２９】

と同様に、蟻酸の添加及び無添加において培養を行い、

【発明の効果】本発明により、低分子有機酸である蟻酸

地上部、地下部（根部）に分けてＲＮＡを調製してノザ

を投与して光酸化障害を回避させる方法が与えられた。

ン解析を行った。調製した全ＲＮＡは各レーンにつき４

更に、蟻酸塩の投与により発現が誘導されて、蟻酸の代

０μｇアプライして、１％アガロースゲル（２．２Ｍの

謝に関与する蟻酸デヒドロゲナーゼのアミノ酸配列及び

フォルムアルデヒドを含有）において電気泳動を行い、

当該酵をコード化する塩基配列が与えられた。また、メ

その２０×ＳＳＣを用いてハイボンドＮ＋（アマシャ

タノールにより光酸化障害を回避させる方法が与えられ

ム）にキャピラリーブロッティングした。ハイブリダイ

た。

ゼーションはＡｌｋＰｈｏｓＤＩＲＥＣＴ（アマシャ

【００３０】

ム）に従って行い、検出はＣＤＰ−Ｓｔａｒ（アマシャ

【配列表】

ム）を用いて行った。プローブとして用いるＤＮＡは、

＜１１０＞出願人氏名：奈良先端科学技術大学院大学長

ＰＣＲで増幅したＦＤＨ

＜１２０＞発明の名称：植物の光酸化障害を回避させる

ｃＤＮＡ（読み枠１１３０塩

基対）を用いた。その結果、蟻酸を投与して全処理を行

方法

ったイネの地下部においては、発現が顕著に増大してい

＜１６０＞配列の数：２

ることが明らかとなった（図１４）。

＜２１０＞配列番号：１

【００２５】既に述べた様に、イネを含むいくつかの植

＜２１１＞配列の長さ：３７６

物種においては、メタノールをホルムアルデヒド、蟻酸

＜２１２＞配列の型：アミノ酸

を中間体とする段階的な酸化により、二酸化炭素へと変

＜２１３＞起源：イネ蟻酸デヒドロゲナーゼ

換する経路が存在することが知られている。そこで本発

＜４００＞配列

明者らは、低分子量アルコールであるメタノールも光障

(6)
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MAMWRAAAGH LLGRALGSRA AHTSAGSKKI VGVFYKGGEY ADKNPNFVGC VEGALGIREW

60

LESKGHHYIV TDDKEGLNSE LEKHIEDMHV LITTPFHPAY VSAERIKKAK NLELLLTAGI

120

GSDHIDLPAA AAAGLTVAEV TGSNTVSVAE DELMRILILL RNFLPGYQQV VHGEWNVAGI

180

AYRAYDLEGK TVGTVGAGRI GRLLLQRLKP FNCNLLYHDR LKIDPELEKE IGAKYEEDLD

240

AMLPKCDVIV INTPLTEKTR GMFNKERIAK MKKGVIIVNN ARGAIMXTQA VADACSSGQV

300

AGYGGDVWFP QPAPKGPPWR YMPNHAMTPH ISGTTIDAQL RYAAGVKDML DRYFKGEDFP

360

VQNYIVKEGQ LASQYQ

376

＜２１０＞配列番号：２

＜２１３＞起源：イネ蟻酸デヒドロゲナーゼ

＜２１１＞配列の長さ：１４５０

＜４００＞配列

＜２１２＞配列の型：核酸
cgagtcggct gcactgatcg attccatcac tctctctctc tcgcctgctc gcggttgctg

60

tgcgttcgtc tcgcgatttc tcctcctcct cctgggatca tggcgatgtg gagggcggcg

120

gcggggcatc ttctcggccg cgcgctcggc tccagggccg cgcacacatc agcaggcagc

180

aagaagatcg tgggtgtgtt ctacaagggc ggcgagtacg ccgacaagaa tcccaacttc

240

gtcggctgcg tggagggcgc tctcggcatc cgcgaatggc ttgagtccaa ggggcatcac

300

tacattgtca ccgacgacaa ggaggggcta aacagcgagc tggagaagca cattgaggat

360

atgcatgtct tgatcaccac ccctttccac ccagcctatg ttagcgcaga aaggatcaag

420

aaggcaaaga acctcgagct gcttctcaca gctgggattg ggtcagatca tattgatctg

480

ccagcagctg ctgcagcagg tttaactgtg gcagaggtta ccggaagtaa cactgtgtcg

540

gtggcagaag atgagctcat gcgcattttg attttgctca ggaacttctt gcccgggtat

600

cagcaggttg ttcatggtga atggaatgtt gctggcattg cctatagggc ttatgatctt

660

gaaggaaaaa ctgtggggac tgttggggct ggtcgtattg gcaggctctt acttcagcgt

720

cttaagccct ttaactgcaa cctgctgtac catgacagac ttaaaattga cccagaactt

780

gagaaagaaa ttggggccaa atatgaagag gatctcgatg ctatgcttcc aaagtgtgat

840

gtcattgtga tcaatacacc tcttacagag aaaacaagag gtatgtttaa taaagaaaga

900

attgcaaaga tgaagaaagg tgtaatcatt gtgaataatg ctcgaggagc aatcatggnt

960

acccaggcgg ttgcagacgc ttgctctagt ggtcaagttg caggctatgg tggtgatgtc 1020
tggttccccc aaccagcacc aaagggtcca ccctggcggt acatgcctaa tcatgccatg 1080
acccctcata tctctgggac tacaattgat gcacagctga gatacgcagc aggagttaag 1140
gacatgctgg acaggtactt caaaggggaa gacttcccgg tgcagaacta catcgtcaag 1200
gaaggtcagc tcgcgagcca gtaccagtaa taacccttcc ttgtgtgttg ggtgtccatc 1260
ctgtggccac cttcccgcag ttaaggggaa cagagnttcg ggtagggacc aaaacaactt 1320
gtgttgttgt tgttgcctga gtgttccctg agaaactatt ggacaccgga aataatggat 1380
gcctgccatg gcaaccatgg ctccgaagaa taaaaagccc tcggattaaa cagtacaaaa 1440
aaaaaaaaaa

1450

ａ【図面の簡単な説明】

示す図である。

【図１】

【図８】

図１は、イネの光酸化障害に対して、種々の

図８は、蟻酸ナトリウムがイネの湿重量に対

蟻酸塩が及ぼす影響を示す図である。

して及ぼす影響を示す図である。

【図２】

【図９】

図２は、イネの光酸化障害に対する、蟻酸カ

図９は、蟻酸ナトリウムがイネの地上高に対

リウムによる抑制の経時変化を示す図である。

して及ぼす影響を示す図である。

【図３】

【図１０】

図３は、光酸化障害後の、種々の光強度にお

図１０は、イネにおける、蟻酸の取り込み

けるイネの光合成能に対する、蟻酸の影響を示す図であ

の経時変化を示す図である。

る。

【図１１】

【図４】

図４は、イネの光酸化障害に対する、蟻酸カ

図１１は、イネにおける、蟻酸由来の二酸

化炭素生成の経時変化を示す図である。

リウムによる抑制の濃度依存性を示す図である。

【図１２】

【図５】

る、蟻酸デヒドロゲナーゼ活性を示す図である。

図５はインゲンの光酸化障害の、蟻酸塩によ

図１２は、イネの地上部と地下部におけ

る抑制作用を示す図である。

【図１３】

【図６】

アミノ酸配列を、ジャガイモ及びオオムギの蟻酸デヒド

図６は、タバコの光酸化障害の、蟻酸塩によ

図１３は、イネの蟻酸デヒドロゲナーゼの

る抑制作用を示す図である。

ロゲナーゼのアミノ酸配列と比較した図である。

【図７】

【図１４】

図７は、イネの光酸化障害時の、蛍光分析を

図１４は、蟻酸の投与によるＦＤＨ遺伝子

(7)
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の発現量の変化を示す、ノザンブロティングの写真であ

る、メタノール濃度の影響を検討した結果である。

る。

【図１８】

【図１５】

図１５は、イネの光酸化障害に対して、メ

ける、メタノール及び蟻酸の影響を検討した結果であ

タノール及び蟻酸が及ぼす影響を示す図である。

る。

【図１６】

【図１９】

図１６は、光酸化障害後の、種々の光強度

図１８は、タバコの光障害の蛍光分析にお

図１９は、インゲンの光障害の蛍光分析に

におけるイネの光合成能に対する、メタノールの影響を

おける、メタノール及び蟻酸の影響を検討した結果であ

示す図である。

る。

【図１７】

図１７は、イネの光障害の蛍光分析におけ
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