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(54)【発明の名称】ＰＣＲ法による植物遺伝子の検出方法
1

2

(57)【特許請求の範囲】

り、抽出されたＤＮＡ粗画分を分画処理することによっ

【請求項１】

タンパク質変性処理を受けた植物性加工

て得られた鋳型ＤＮＡを使用する植物遺伝子の検出方法

食品から、当該植物の遺伝子をＰＣＲ法を用いて検出す

に関する。植物種子を素材とした加工食品は、その製造

るに当たり、該食品を脱脂した後、常法によりＤＮＡ粗

過程において、タンパク質変性処理、例えば高温処理、

画分を抽出し、次いでポリエチレングリコール沈澱法お

高温磨砕処理、高圧処理あるいは機械的磨砕処理などを

よび／またはポリアクリルアミドゲル電気泳動法による

受けることにより、ＤＮＡ分子の細断化が起こる。ま

ＤＮＡ分画処理を行うことにより得られる鋳型ＤＮＡを

た、味噌や納豆などの発酵食品の場合は、微生物由来の

用いることを特徴とする植物遺伝子の検出方法。

ヌクレアーゼにより更なるＤＮＡの細断化が起こる。本

【請求項２】

タンパク質変性処理を受けた植物性加工

食品が油糧種子である請求項１に記載の方法。

発明は、植物性加工食品から当該植物の遺伝子をＰＣＲ
10

法を用いて検出するに当たり、抽出されたＤＮＡ粗画分

【発明の詳細な説明】

を分画処理して、得られた純度の高い鋳型ＤＮＡを使用

【０００１】

する方法を提供するものである。

【発明の属する技術分野】本発明は、ダイズなどの植物

【０００２】

種子を素材とした加工食品から、当該植物の遺伝子並び

【従来の技術】ダイズを始めとして植物ＤＮＡの抽出に

に組み換え遺伝子をＰＣＲ法を用いて検出するに当た

は、ＣＴＡＢ法（Marray, M. G. andThompson, W. F.

( 2 )
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(1980); Rapid isolation of high molecular weight p

特定の精製、分離法を適用することにより、タンパク質

lant DNA. Nucleic Acids Res., 8. 4321‑4325) 、ＳＤ

変性処理がなされた植物性加工食品からでも純度の高い

Ｓ−フェノール法 (David, R.W., Thomas, M., Camero

ＤＮＡの調製が可能であることを見出した。

n, J., St.John, T. P., Scherer, S. and Padgett, R.

【０００７】このようにして、熱処理などに耐性を示

A.; (1980) "Methods in Enzymology", ed. by Grossma

す、すなわちタンパク質の変性処理により切断されずに

n, L. and Moldav, K.,Vol. 65, p404, Academic Pres

加工食品中に残っているＤＮＡを純度の高い状態で調製

s, New York) 、プロテアーゼＫ法 (Jofuku, K.D., Gol

できれば、これを用いるＰＣＲ法により遺伝子を検出し

dberg, R. B.; (1988) Plant molecular biology‑a pra

て植物素材名を高い感度で明らかにすることも可能であ

ctical approach, ed. by Show, C. H., p37, IRL Pres
s, Oxford‑Washington DC)などの基本的手法が既に開発

る。最終的には、植物性加工食品の原料である植物が遺
10

伝子組み換え操作を受けたものであるか否かの判定を実

され、食品からのＤＮＡ抽出にも用いることができる。

現できる可能性がある。本発明はかかる知見に基づいて

【０００３】しかし、植物種子などを素材とした加工食

完成されたものである。

品を製造する場合、一般に高温、高圧、機械的磨砕処理

【０００８】請求項１記載の本発明は、タンパク質変性

あるいは微生物による発酵操作などの様々な加工工程を

処理を受けた植物性加工食品から、当該植物の遺伝子を

経ることが多い。このため、上記基本手法を直接的に適

ＰＣＲ法を用いて検出するに当たり、該食品を脱脂した

用しても、ＰＣＲ増幅の鋳型ＤＮＡに使用できる純度を

後、常法によりＤＮＡ粗画分を抽出し、次いでポリエチ

持つＤＮＡの調製は困難な場合が多かった。

レングリコール沈澱法および／またはポリアクリルアミ

【０００４】例えば、日本の伝統的植物由来食品の素材

ドゲル電気泳動法によるＤＮＡ分画処理を行うことによ

であるダイズの場合、種子およびモヤシは、上記基本法

り得られる鋳型ＤＮＡを用いることを特徴とする植物遺

だけでもＮａｔｉｖｅの状態で純度の高いＤＮＡを抽出

20

伝子の検出方法である。

できる。しかし、豆腐（凍豆腐も含む）および油揚げ

【０００９】請求項２記載の本発明は、タンパク質変性

（がんもどきを含む）等は、その製造過程においてタン

処理を受けた植物性加工食品が油糧種子である請求項１

パク質変性処理を受け、ＤＮＡの細断化が起こっている

に記載の方法である。

ため、前処理なしに、あるいはＤＮＡの精製操作なし

【００１０】

に、上記基本法を用いてＰＣＲ用の鋳型ＤＮＡを調製す

【発明の実施の形態】以下に、本発明について詳しく説

ることが可能ではあるけれども、収率が低いという問題

明する。本発明は、ダイズなどを始めとする植物種子を

がある。また、きな粉（高温磨砕）および蒸煮ダイズ

素材とした加工食品から該植物の遺伝子をＰＣＲ法を用

（煮豆、オートクレーブ処理）、またはそれらの発酵食

いて検出するに当たり、抽出されたＤＮＡ粗画分をさら

品（納豆および味噌など）等の場合には、ＤＮＡが各処

に分画処理することにより得られる高純度の鋳型ＤＮＡ

理により切断されていることから、低分子のＤＮＡが混

30

を使用する方法に関する。

合せず純度の高いＤＮＡを調製することは極めて困難で

【００１１】本発明の方法が適用される対象は、高温処

あった。

理、高温磨砕処理、高圧処理または発酵処理といったタ

【０００５】

ンパク質の変性処理を受けた植物性加工食品である。タ

【発明が解決しようとする課題】本発明は、ダイズを始

ンパク質の変性処理は、例えば原料がダイズの場合、高

めとする植物種子を素材とする植物性加工食品のうち、

温磨砕処理、オートクレーブ（高圧）処理、発酵処理等

タンパク質の変性処理を受けたものから当該植物の遺伝

が挙げられる。このような処理を受けた加工食品の具体

子をＰＣＲ法を用いて検出するに当たり、抽出されたＤ

的な例を挙げると、高温磨砕処理を受けたものとして

ＮＡ粗画分をさらに分画処理することにより得られる高

は、豆腐・油揚げ、きな粉などがあり、オートクレーブ

純度の鋳型ＤＮＡを用いて検出する方法を提供すること
である。高度に加工された食品中に含まれる素材の素性

処理を受けたものとしては蒸煮ダイズ（煮豆）があり、
40

それらの処理にさらに発酵処理を加えたものとして、納

を知ることは、世界的な消費者意識の流れの一つになり

豆や味噌などがある。このようなタンパク質の変性処理

つつある。しかし、加工過程での操作の多くは、タンパ

を受けた植物性加工食品は、通常の方法によりＤＮＡを

ク質の著しい変性を伴う場合が多いため、従来の方法に

抽出しても、ＰＣＲ法に使用できるような純度の高いも

より、タンパク質の解析により植物素材を同定するには

のは得られないことから、本発明の意義がある。

限界があった。

【００１２】なお、上記の説明においてはダイズを原料

【０００６】

とする加工食品のみを例示したが、本発明の方法が適用

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記課題

されるものは、ダイズ加工食品に限定されるものではな

を解決すべく鋭意検討の結果、ＤＮＡ抽出のための基本

く、例えばポテトチップス、ポップコーンなどの各種植

的な方法に先だって、タンパク質変性処理を受けた植物

物を原料として調製した加工食品や、米、麦類等の加工

性加工食品について脱脂処理を行い、さらに抽出後には

50

食品などを挙げることができる。また、本発明において

( 3 )
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は、遺伝子組み換え植物を一部または全部に使用してい

解されたもの、とりわけ納豆は、枯草菌（納豆菌）の生

る可能性のある植物性加工食品を対象とすると、得られ

産する多量の多糖類（フラクタン）がＤＮＡに混入し

るＤＮＡを用いて、組み換え遺伝子の検出を行うことが

て、ＰＣＲを阻害するおそれがあるため、オートクレー

できる。

ブ処理を行って殺菌処理をし、さらに凍結乾燥を行った

【００１３】本発明の方法においては、まず上記のよう

後に脱脂処理を行うことが好ましい。

なタンパク質の変性処理を受けた植物性加工食品からＤ

【００１８】次に、植物性加工食品からのＤＮＡ抽出に

ＮＡ粗画分を抽出、調製するものであるが、前処理とし

ついて説明する。抽出方法としては、前述のＣＴＡＢ

て、該食品を脱脂処理した後、前記の基本的手法の中か

法、ＳＤＳ−フェノール法あるいはプロテアーゼＫ法な

ら適切なものを選択して抽出する。とりわけ、植物種子
をそのまま微粉化したものや油等で被覆されたものは、

どの基本的なＤＮＡ抽出法が挙げられる。これらの抽出
10

方法の中から所望の方法を選択すればよく、抽出条件に

脱脂処理が必須である。

ついても、前記文献に記載されている条件を適用すれば

【００１４】種子などの植物組織が高圧蒸煮処理を受け

よい。これらの抽出方法における条件として特筆すべき

ても、ＤＮＡ領域のうちヒストンコアに巻きついた部分

条件はないが、それぞれの方法におけるフェノール処理

は、保護されているため、細断化されることなく残る。

は、変性タンパク質を除くために、前記文献に記載され

これに対し、ヌクレオソーム間のＤＮＡ鎖は数十塩基ま

ている回数よりも多く行うことが望ましい。

で細断される。また、納豆や味噌などは、発酵微生物由

【００１９】本発明が対象とするタンパク質変性処理を

来のタンパク質分解酵素やヌクレアーゼによって、ヌク

受けた植物性加工食品の場合、上記の方法で抽出して得

レオソーム単位のＤＮＡがさらに分解される。このよう

たＤＮＡ画分のままでは、ＰＣＲ阻害物質が含まれてお

な低分子のＤＮＡが存在すると、ＰＣＲ法を行ったとき

り、ＰＣＲ法の利用に供することができない場合があ

に阻害されるという問題があった。とりわけ、納豆の場

20

る。例えば、味噌の場合には、発酵過程で用いられる微

合、ＤＮＡ断片の酵素的分解の他に、枯草菌（納豆菌）

生物に由来するヌクレアーゼによってＤＮＡが低分子化

の生産する多量の多糖類（フラクタン）がＤＮＡ標品に

するが、この段階では低分子ＤＮＡが残っており、ＰＣ

混入し、ＰＣＲ増幅を著しく阻害する。また、トウモロ

Ｒ法を阻害する原因となる。蒸煮ダイズの場合には、高

コシなどの澱粉性種子の場合は、蒸煮の過程で細胞内ア

温高圧処理を受けていることから、ＤＮＡの細断化が起

ミラーゼによる澱粉の部分分解が起こり、オリゴ糖が生

こっており、低分子のＤＮＡを除く必要がある。

成し、この物質もＰＣＲ法の阻害物質となる。

【００２０】また、きな粉の場合は、ダイズ種子に含ま

【００１５】本発明においては、タンパク質の変性処理

れるレクチン、トリプシンインヒビター等を失活させる

を受けた植物性加工食品の脱脂処理を行うことにより、

とともに香り付けを行うための、高温下での焙煎並びに

ＰＣＲの際に問題となる低分子ＤＮＡを除去することが

これに続く機械的磨砕処理による微粉末化により製造さ

でき、後の処理で調製されるＤＮＡの純度低下を防い

30

れる。このような処理を経るために、きな粉に含まれる

で、ＰＣＲ増幅に供し得る十分な純度をもったＤＮＡを

ＤＮＡの２本鎖は、ヌクレオソーム単位まで低分子化さ

得ることができる。

れ、ヌクレオソーム間を繋いでいるＤＮＡは、数十塩基

【００１６】脱脂処理は、既知の手法により行うことが

対まで分断されてしまう。その上、試料は微粉末化の過

でき、例えばジエチルエーテル等を溶媒として用いるソ

程で核酸、タンパク質などが細胞片に包み込まれたまま

ックスレー法やエーテルによる脱脂処理などを挙げるこ

油でコーティングされた状態となるため、ＰＣＲにその

とができる。脱脂処理の条件については、加工食品の種

まま用いると、緩衝液等の作用を受け付けない。このた

類などを考慮して適宜決定すればよいが、例えばエーテ

め、極低分子ＤＮＡの除去および油分除去をする必要が

ル層の温度を６５℃にして、１４時間抽出を行う。ダイ

ある。

ズなどの植物油糧種子を原料とする加工食品の場合、例
えば種子そのものを高温磨砕処理により微粉末化した

【００２１】さらに、原料として用いる植物性食品が納
40

豆の場合には、前記した如く、枯草菌（納豆菌）由来の

「きな粉」等の場合や、油等で覆われた植物性加工食

ＤＮＡや多糖類の混入によって粘性が高い状態になって

品、例えばポップコーン等からＤＮＡを抽出する場合、

いると共に、枯草菌（納豆菌）のＤＮＡや低分子化した

脱脂処理は必須の前処理である。なお、本発明において

ＤＮＡが混在しており、ＰＣＲ増幅は著しく阻害され

は、前処理工程としての脱脂処理の他に、原料である加

る。

工食品を凍結乾燥したり、オートクレーブ等の高圧処理

【００２２】そこで、本発明では、上記の方法により抽

をすることにより、目的とするＤＮＡの調製を効果的に

出したＤＮＡ粗画分について、ポリエチレングリコール

行うことができる。凍結乾燥や高圧処理の条件は特に限

沈澱法による処理および／またはポリアクリルアミドゲ

定されず、通常の条件で行えばよい。

ル電気泳動法によるＤＮＡ分画処理を行うことにより、

【００１７】また、納豆や味噌のように発酵微生物由来

さらに純度の高いＤＮＡを調製する。ポリエチレングリ

のタンパク質分解酵素やヌクレアーゼによりＤＮＡが分

50

コール沈澱法による処理は、ＤＮＡ抽出液に常法に従っ

( 4 )
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て、適当な溶媒に溶解したポリエチレングリコールを加

60) や、電気溶出法などにより、アクリルアミドゲルか

えて静置した後、遠心分離などの固−液分離を行って分

ら目的のサイズのＤＮＡ画分を抽出することによって、

離した沈澱を洗浄し、乾燥、溶媒除去等の操作を行う一

ＤＮＡをさらに精製して、目的とするＤＮＡを得ること

連の操作からなり、この処理によって精製されたＤＮＡ

ができる。抽出の条件については、例えば０．００１％

を得ることができる。また、ポリアクリルアミドゲルに

エチジウムブロマイドに１０分間浸し、ＵＶ（３２０ｎ

よる処理は、常法により行うことができる。例えば、実

ｍ）下で目的の領域のゲルを切り出した後、マキサム・

施例において示したように、２ｍｍ厚の６．５％アクリ

ギルバート法を用いる場合は、上記文献記載の条件下で

ルアミドゲルに粗抽出のＤＮＡをアプライして１００Ｖ

行う。一方、電気溶出法の場合には、切り出したゲルと

で電気泳動を行い、０．００１％エチジウムブロマイド
で１０分間染色した後、ＵＶ（３２０ｎｍ）下で目的領

ＴＥ緩衝液とを透析チューブに入れて１００Ｖ、１時間
10

通電し、チューブ内の緩衝液に溶出したＤＮＡを回収す

域のゲルを切り出し、当該ゲルからＤＮＡを抽出する。

ることができる。原料が納豆の場合には、この抽出処理

これらの処理により、低分子（約２００塩基対程度）の

を行うことが望ましい。本処理を行うことにより、極低

ＤＮＡのみが残るようにすることができる。

分子ＤＮＡやフラクタンはほとんど除去され、ＰＣＲの

【００２３】ポリエチレングリコール沈澱法による抽出

鋳型として用いるのに十分なＤＮＡを得ることができ

処理および／またはポリアクリルアミドゲル電気泳動法

る。

によるＤＮＡ分画処理は、上述の理由より、味噌、蒸煮

【００２６】以上に説明したような抽出処理、精製処理

ダイズ、きな粉、納豆等の低分子化したＤＮＡが残って

を行うことによって調製されたＤＮＡが、実際にＰＣＲ

いる植物性食品を対象とする場合には採用する。中で

法に用いる鋳型として使用可能か否かは、下記のよう

も、きな粉のように非常に低分子化が進んだＤＮＡを含

に、該ＤＮＡを実際にＰＣＲ法の鋳型として用いた試験

み、かつ油分を多く含むものを原料とする場合には、こ

20

を行うことにより確認することができる。本発明者ら

れらの方法による分画が必要である。蒸煮ダイズの場合

は、この試験を実施するにあたり、データベース上のダ

は、ポリエチレングリコール沈澱法の操作を行った後

イズのβ−アクチン（ａｃｔｉｎ）の遺伝子配列を基に

に、ポリアクリルアミドゲル電気泳動法を用いた抽出精

して、５つのプライマー、すなわちＡｃｔ５

製を行って低分子のＤＮＡを除くことが必要である。

５

【００２４】また、原料として用いる植物性食品が納豆

２を作製した。これらプライマーのそれぞれの塩基配列

の場合には、阻害物質の簡便、かつ確実な除去のため、

は、配列表の配列番号１〜５に示すとおりである。

ポリアクリルアミドゲル電気泳動法によるＤＮＡ分画処

【００２７】これらのプライマーを用いて、上記の方法

理を行うことが望ましい。ポリエチレングリコール沈澱

により調製されたＤＮＡを鋳型としたＰＣＲを実際に行

のみでは、枯草菌（納豆菌）が産出する多糖類により粘

った結果、後記の実施例に示すように、ＰＣＲ産物のア

性が高い状態となっていると共に、枯草菌（納豆菌）の

30

−２、Ａｃｔ５

−３、Ａｃｔ３

、Ａｃｔ

、Ａｃｔ３

−

クリルアミドゲル電気泳動像は単一であった（図２）。

ＤＮＡや低分子化したＤＮＡが混在しているため、ＰＣ

この産物をｐＴＡベクター（Invitrogen社製）にサブク

Ｒ増幅が著しく阻害される場合があるからである。この

ローニングして塩基配列を決定したところ、完全にβ−

場合、例えばアクリルアミドを用いた半調製用のゲル電

アクチンの配列と一致した。この結果は、上記の方法に

気泳動によることができる。なお、この方法は、納豆の

より調製されたＤＮＡが、ＰＣＲ反応の鋳型ＤＮＡとし

他、すべての加工食品に適用することができる。勿論、

て適合することを示すものである。

ポリアクリルアミドゲル電気泳動法によるＤＮＡ分画処

【００２８】また、本発明の方法は、植物性食品に含ま

理を行う前に、ポリエチレングリコール沈澱法による抽

れる組み換え遺伝子の判定に用いることができる。以下

出処理操作を行ってもよい。後述の実施例に示すとお

に、実用化された組み換え植物の代表例である除草剤耐

り、原料が納豆である場合には、このアクリルアミドゲ
ルからのＤＮＡ分画操作を行うことにより、３００ｂｐ

性組み換えダイズに組み込まれている除草剤耐性遺伝子
40

の本体であるアグロバクテリウム由来の５−エノールピ

以下の断片を選択し、精製して目的とするＤＮＡを得る

ルビルシキミ酸−３−リン酸合成酵素 (5‑enolpyruvyls

ことができる。なお、納豆以外の原料であっても本処理

hikimate‑3‑phosphate synthase) [ＥＰＳＰＳ] （Padg

を行うことにより阻害物質を簡便、かつ確実に除去する

ett, S. R. et al. (1995); Development, identificat

ことができる。

ion, and characterization of a glyphosate‑tolerant

【００２５】本発明の方法においては、上記ポリエチレ

soybean line, Crop Sci., 1451‑1461)を例にとって、

ングリコール沈澱法による処理および／またはポリアク

組み換え遺伝子の検出を行う方法について説明する。

リルアミドゲル電気泳動法によるＤＮＡ分画処理に引き

【００２９】まず、組み換えダイズに組み込まれている

続いて、さらにゲルについてマキサム・ギルバート法

組み換え遺伝子をクローニングするために、カリフラワ

（Maxam, A. M. and Gilbert,W. (1977); A new method

ーモザイクウイルスの３５ＳプロモーターとＮＯＳ（ノ

for sequencing DNA. Proc. Natl. Acad. Sci., 74,p5

50

パリン合成酵素）のターミネーターに対するプライマー

( 5 )

特許第３１３１６３３号

9

10

をそれぞれ作成する。次に、組み換えダイズから調製し

換え遺伝子の検出の際に枯草菌（納豆菌）由来のＥＰＳ

たＤＮＡを鋳型として、これらのプライマーを用いたＰ

ＰＳ遺伝子に基づくと考えられるＰＣＲ産物が、上述の

ＣＲ法により得られる産物を、ｐＴＡベクター（Invitr

プライマーおよび他の部位のプライマーを使用したとき

ogen社製）にサブクローニングし、シークエンシングを

に検出されるためである。このように、植物性食品から

行う。

調製し、分画処理を行ったＤＮＡを鋳型として用いるこ

【００３０】クローニングした組み換え遺伝子の核酸配

とにより、組み換え遺伝子の有無を正確に判定すること

列を基にして、ダイズ種子検出用のプライマーを構築す

ができる。

る。本発明者らは、クローニングした組み換え遺伝子の

【００３４】

うち、除草剤耐性遺伝子の本体である前記ＥＰＳＰＳに
対する４つのプライマー、ＥＰＳＰＳ５
ＰＳ５

−２、ＥＰＳＰＳ３

−１、ＥＰＳ

−１、ＥＰＳＰＳ３

【実施例】次に、実施例により本発明を詳しく説明する
10

−

が、本発明はこれらに限定されるものではない。
製造例１

２を作製した。これらプライマーのそれぞれの塩基配列

試料用のもやし、蒸煮ダイズ、豆腐、油揚げおよび納豆

は、配列表の配列番号６〜９に示す通りである。

の作製

【００３１】上述のプライマーのうち、組み換え遺伝子

組み換えダイズ種子のみ、あるいは非組み換えダイズ種

の検出用のプライマーとしてＥＰＳＰＳ５

−１、ＥＰ

子を１０％混合したものを用いて、もやし、蒸煮ダイ

−１を、ＰＣＲ増幅自体が良好に行われてい

ズ、豆腐、油揚げおよび納豆を、以下の方法で作製し

ＳＰＳ３

るか否かを判定するためのプライマーとしてダイズβ−

た。

アクチンのプライマーであるＡｃｔ５

【００３５】もやしについて

、Ａｃｔ３

を

用いて、本発明の方法により組み換えダイズの種子から
調製したＤＮＡを鋳型として通常のＰＣＲ法（１段階）

大型のステンレス製バットにガーゼを３枚重ねにして敷
20

き、これに水を含ませた。ダイズ種子をこの湿ったガー

を行うと、組み換えダイズの率が０．１％（１／１００

ゼ上に蒔き、アルミホイルで遮光して、暗所で毎日水を

０）であっても検出が可能である。なお、ＰＣＲの条件

換えながら室温で７日間育成し、生じた幼芽を集めて試

は、９６℃−４８秒、６６℃−４８秒、７２℃−１分を

料とした。

１サイクルの後に、９４℃−４８秒、６６℃−４８秒、

【００３６】蒸煮ダイズについて

７２℃−１分を３２サイクル、その後７２℃−８分の条

ダイズ種子を一晩室温で吸水させた後に、オートクレー

件で行うことができる。また、プライマーＥＰＳＰＳ

ブ処理（１２１℃、６０分間）を行い、蒸煮ダイズを作

５

製した。

−１、ＥＰＳＰＳ３

ーＥＰＳＰＳ５

−１の組み合わせとプライマ

−２、ＥＰＳＰＳ３

−２の組み合わ

【００３７】豆腐、油揚げについて

せを用いた２段階のＰＣＲ（各段階のＰＣＲの条件は、
上記１段階の場合と同様）を行うと、さらに０．０００

ダイズ種子を一晩低温（約１８℃）で吸水させた後に、
30

ミキサーで砕き、さらに水を加えて磨砕した。これを約

１％（１／１００００００）という高い感度で、組み換

９５℃に加温した後に、晒しを敷いた漏斗で濾過を行

え遺伝子の検出が可能である。なお、これらの結果につ

い、豆乳を得た。晒しの上に残ったおからを絞り、さら

いては、後記試験例２に詳細に示されている。

に豆乳を得た。得られた豆乳を合一し、攪拌しながら、

【００３２】一方、ダイズ等の種子を原料とした加工食

流水中で冷却した。その後、凝固剤を加えて加熱し、凝

品中の組み換え遺伝子の判定は、以下のようにして行う

固させ、流水中で再び冷却して豆腐を作製した。油揚げ

ことができる。この判定には、ＥＰＳＰＳ遺伝子の３

は、このようにして作製した豆腐を油で揚げて作製し

側とその下流に組み込まれているＮＯＳ（ノパリン合成

た。

酵素）のターミネーターの遺伝子との間で本発明者らが

【００３８】納豆について

構築したプライマーであるＮＯＳ５

−１、ＮＯＳ３

−１を用いることができる。これらプライマーのそれぞ

ダイズ種子を１日室温で吸水させた後に、オートクレー
40

ブ処理（１２１℃、６０分間）を行って蒸煮した。この

れの塩基配列を配列表の配列番号１０、１１に示す。

蒸煮ダイズに枯草菌（納豆菌）を噴霧し、４２℃で約１

【００３３】抽出・分画処理したＤＮＡを鋳型とし、こ

日発酵させて、納豆を作製した。

れらＮＯＳ５

きな粉、味噌について

−１、ＮＯＳ３

−１をプライマーとし

たＰＣＲを行うことにより、ダイズを原料とした加工食

いずれも市販品を使用した。

品から、組み換え遺伝子を検出することが可能である。

【００３９】実施例１

ＰＣＲの条件としては、通常の条件、例えば９６℃−４

ダイズ種子、もやし、蒸煮ダイズ、豆腐、油揚げ、きな

８秒、６６℃−４８秒、７２℃−１分を１サイクルの後

粉、味噌からのＤＮＡ抽出（ＳＤＳ−フェノール法によ

に、９４℃−４８秒、６６℃−４８秒、７２℃−１分を

る）

４０サイクル、その後７２℃−８分が有効である。上記

ダイズ種子、きな粉および味噌は市販品を試料とし、も

プライマーを用いることの理由は、特に納豆からの組み

50

やし、蒸煮ダイズ、豆腐および油揚げについては、上記

( 6 )

特許第３１３１６３３号

11

12

製造例１で得た試料を用いた。各試料（ダイズ種子およ

（納豆菌）が分泌する多糖類などが多く含まれており、

びもやしを除く）を液体窒素で凍結後、凍結乾燥機を用

ＰＣＲ反応に適したＤＮＡは得られなかった。

いて乾燥させた。その後、乳鉢で試料を粉砕し、細かい

【００４４】そこで、ポリアクリルアミドゲル電気泳動

粉末状にした。この試料をジエチルエーテルを用いてソ

法を用いて上記ＤＮＡ溶液から多糖類等を除去すること

ックスレー抽出機で、温度６５℃にて脱脂処理を行っ

を試みた。ポリアクリルアミドゲル電気泳動法を実施し

た。次に、脱脂した試料を用いてＤＮＡの抽出を行っ

た結果、枯草菌（納豆菌）由来の高分子ＤＮＡと、分解

た。

を受けたと思われるダイズ由来の低分子のＤＮＡがかす

【００４０】脱脂した試料２０ｇを２５ｍＬの抽出用緩

かであるが認められたので（図１のレーン９参照）、ポ

衝液（５０ｍＭ
ム、１０ｍＭ

ＥＤＴＡ、５００ｍＭ

塩化ナトリウ

β−メルカプトエタノールを含む１００

リアクリルアミドゲルを用いたＤＮＡの長さによる分画
10

を行った。なお、納豆のＤＮＡの分画は、６００ｂｐ以

ｍＭトリス−塩酸緩衝液、ｐＨ８．８）を加えてホモジ

上（納豆Ｉ）、３００ｂｐから６００ｂｐ（納豆II) 、

ナイズし、これに２．５ｍＬの１０％ＳＤＳを加えて６

３００ｂｐ以下（納豆III)の３つの画分に分けて行っ

５℃で１５分間保温した。次に、終濃度が１Ｍとなるよ

た。

うに酢酸カリウムを加えて氷上に３０分間静置した。そ

【００４５】すなわち、実施例１と同様にしてポリエチ

の後、１００００×ｇ、１０分間、４℃の条件で遠心し

レングリコール沈澱を行って得た試料ＤＮＡ４５０μｇ

て上清を得た。この上清に対して等量のＴＥ（１ｍＭ

相当を２ｍｍ厚の６．５％ポリアクリルアミドゲルに供

ＥＤＴＡ、ｐＨ８．０を含む１０ｍＭ

トリス−塩酸緩

し、１００Ｖで電気泳動を行った。泳動後、エチジウム

衝液、ｐＨ８．０）で飽和させたフェノールを加え、混

ブロマイドで染色して６００ｂｐ以上（納豆Ｉ）、３０

合し、上記と同じ条件で遠心して水層を得た。このフェ

０ｂｐから６００ｂｐ（納豆II) 、３００ｂｐ以下（納

ノールの抽出の操作を３回繰り返した。

20

豆III)の３つの画分に分画し、アクリルアミドゲルから

【００４１】その後、フェノールをジエチルエーテルに

切り出した。

代えて同様の操作を行い、水層に溶解しているフェノー

【００４６】切り出したゲルからＤＮＡを回収するため

ルをエーテル抽出した。エーテル抽出後の水層に０．６

に、マキサム−ギルバート法に基づくＤＮＡの抽出を行

倍量のイソプロピルアルコールを加え、室温で２０分間

った。すなわち、切り出したゲルを滅菌したガラス棒で

静置した後、１００００×ｇ、１０分間、４℃の条件で

ペースト状になるまで砕いた。次に、０．２ｍＬの抽出

遠心し、沈澱を得た。この沈澱を７０％（ｖ／ｖ）エタ

用緩衝液（０．５Ｍ

ノールで洗い、乾燥させ、エタノールを除去した後に、

酸マグネシウム、２．５ｍＭ

５ｍＬのＴＥに溶解した。

Ｓ）を加えてボルテックスミキサーを用いて約３０秒間

【００４２】この溶液に対して、終濃度０．０５ｍｇ／

激しく混合した。その後、１５０００×ｇ、１０分間、

ｍＬとなるように、ＲＮａｓｅＡを加えて３７℃で１時

30

酢酸アンモニウム、１０ｍＭ

酢

ＥＤＴＡ、０．１％ＳＤ

４℃の条件で遠心し、上清を得た。この抽出操作をさら

間保温し、試料中のＲＮＡを分解した。この後、上述と

に２回繰り返し、ゲルからＤＮＡを抽出した。

同様にフェノール抽出、エーテル抽出の操作を行った。

【００４７】抽出操作の終了後、抽出液を合わせ、実施

ダイズ種子、もやし、豆腐および油揚げの場合は、この

例１と同様にしてフェノール抽出を行った後に、エーテ

ＤＮＡ画分の試料をＰＣＲに用いた。蒸煮ダイズ、きな

ル抽出を行った。抽出後の水層に対して２倍量のエタノ

粉および味噌の試料については、上記の方法で得た水層

ールを加えて−２０℃で３０分間冷却した後、１５００

に対して０．６倍量の２．５Ｍの塩化ナトリウム溶液に

０×ｇ、１５分間、４℃の条件で遠心し、沈澱を得た。

溶解した２０％（ｗ／ｖ）ポリエチレングリコール−６

この沈澱を７０％（ｖ／ｖ）エタノールで洗った後に、

０００（ＰＥＧ−６０００）を加え、氷上で１時間以上

乾燥させて３０ｍＬの滅菌水に溶解し、精製したＤＮＡ

静置した後、１００００×ｇ、１０分間、４℃の条件で
遠心して沈澱を得た。この沈澱を７０％（ｖ／ｖ）エタ

を得た。なお、別法として、マキサム−ギルバート法の
40

代わりに前述の電気溶出法等を実施した後に、上述のフ

ノールで洗い、乾燥させ、エタノールを除去した後に、

ェノール抽出以降の操作を行ってもよい。３００ｂｐ以

１ｍＬの滅菌水に溶解し、ＤＮＡ溶液を得た。なお、蒸

下（納豆III)の画分から抽出したＤＮＡについて電気泳

煮ダイズについては、アクリルアミドゲル電気泳動法に

動試験した結果、かすかなバンドが観察された（図１の

よるＤＮＡの長さの分画も行った。

レーン８参照）。

【００４３】実施例２

【００４８】試験例１

納豆からのＤＮＡ抽出

ダイズの種子、もやし、蒸煮ダイズ、豆腐、油揚げ、き

枯草菌（納豆菌）を殺菌するために、１２１℃、６０分

な粉および味噌から抽出したＤＮＡを鋳型として用いた

間の条件で加熱滅菌処理を実施した。その後、実施例１

ＰＣＲ法が可能か否かを検討した。ダイズのβ−アクチ

と同様の方法を用いてＤＮＡの抽出を試みた。しかしな

ンのプライマー（Ａｃｔ５

がら、得られたＤＮＡ溶液は、粘度が高い上に、枯草菌

50

参照）およびＡｃｔ３

−２（配列表の配列番号２

（配列表の配列番号４参照）；

( 7 )
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14

０．０５μＭ）を用いてＰＣＲを行った。その条件は、

ライマーＥＰＳＰＳ５

９６℃−４８秒、６６℃−４８秒、７２℃−１分を１サ

照）、ＥＰＳＰＳ３

イクル行った後に、９４℃−４８秒、６６℃−４８秒、

照）；０．１μＭ、ＰＣＲの条件は上記と同じ、２回目

７２℃−１分を１サイクルとする操作を３２サイクル行

のＰＣＲ：プライマーＥＰＳＰＳ５

い、その後７２℃−８分で行った。その結果、図２に示

列番号７参照）、ＥＰＳＰＳ３

したように、すべてのＤＮＡ試料でバンドが確認され

号９参照）；０．１μＭ、ＰＣＲの条件は上記と同じ）

た。

を行った。その結果、組み換えダイズの割合が０．００

【００４９】さらに、２段階のＰＣＲ（最初のＰＣＲ：

０１％（１／１００００００）においても検出が可能で

プライマーＡｃｔ５
照）、Ａｃｔ３

−２（配列表の配列番号２参

−１（配列表の配列番号６参
−１（配列表の配列番号８参
−２（配列表の配

−２（配列表の配列番

あり、高感度検出を行うことができた。この結果から、

（配列表の配列番号４参照）；０．０

10

ＤＮＡ粗画分を抽出後、ＤＮＡ分画処理を行って得た鋳

５μＭ、ＰＣＲの条件は上記と同じ、２回目のＰＣＲ：

型ＤＮＡは、ＰＣＲ法による組み換え遺伝子の検出のた

プライマーＡｃｔ５

めに非常に有用であることが明らかである。

照）、Ａｃｔ３

−３（配列表の配列番号３参

−２（配列表の配列番号５参照）；

【００５４】試験例３

０．０５μＭ、ＰＣＲの条件は上記と同じ）を実施した

次に、組み換えダイズを用いて作製したもやし、蒸煮ダ

ときにも、すべてのＤＮＡ試料でバンドが確認された。

イズ、豆腐、油揚げおよび納豆から抽出、調製したＤＮ

なお、納豆の場合は、３００ｂｐ以下（納豆III)の画分

Ａを使用して組み換え遺伝子の検出を行った。なお、き

から得られたＤＮＡでのみＰＣＲ法が可能であった。

な粉と味噌については、市販品を用いたために、ネガテ

【００５０】このことより、製造例１の一連の操作によ

ィブコントロールおよびポジティブコントロールとなる

り蒸煮ダイズ、納豆、きな粉および味噌から抽出、調製

ものがないので、組み換え遺伝子の検出は行わなかっ

したＤＮＡを用いることにより、ダイズの種子やもやし

20

た。プライマーとして、ＥＰＳＰＳ遺伝子の３

側とそ

等のようにタンパク質の変性処理を受けていない原料か

の下流に組み込まれているＮＯＳ（ノパリン合成酵素）

ら抽出したＤＮＡと同様にＰＣＲ法が可能であることが

のターミネーターの遺伝子との間でプライマーＮＯＳ

明らかとなった。特に、高温処理、機械的破砕処理がな

５

されているきな粉や発酵過程を経ている納豆、味噌等か

１（配列表の配列番号１１参照）を構築した。

ら、ＰＣＲ法の検出に用いることのできるＤＮＡを調製

【００５５】これらのプライマーをそれぞれ０．１μＭ

できたことは非常に興味深いことである。

用いて、上記食品から抽出したＤＮＡを鋳型としてＰＣ

【００５１】試験例２

Ｒ法を行った。ＰＣＲの条件は、９６℃−４８秒、６６

組み換え遺伝子の検出

℃−４８秒、７２℃−１分を１サイクルの後に、９４℃

遺伝子組み換えダイズの種子から抽出したＤＮＡ１００

−４８秒、６６℃−４８秒、その後７２℃−１分のサイ

ｎｇを用いてＰＣＲ法による検出限界の検討を行った。

30

−１（配列表の配列番号１０参照）、ＮＯＳ３

−

クルを５０サイクル、その後７２℃−８分とした。ま

５−エノールピルビルシキミ酸−３−リン酸合成酵素

た、ＰＣＲ反応がスムーズに行われるか否かを判定する

（ＥＰＳＰＳ）に対するプライマー（ＥＰＳＰＳ５

ために用いるダイズのβ−アクチン遺伝子に対するプラ

１（配列表の配列番号６参照）、ＥＰＳＰＳ３

−

−１

イマーとして、１対のプライマー（Ａｃｔ５

（配列表

（配列表の配列番号８参照）；０．１μＭ）を作製し

の配列番号１参照）、Ａｃｔ３

た。また、ＰＣＲ反応がスムーズに行われるか否かを判

参照）；０．０５μＭ）を使用した。その結果、図３の

定するために用いるダイズのβ−アクチン遺伝子に対す

右側に示したように、組み換えダイズを原料とした蒸煮

るプライマーとして、１対のプライマー（Ａｃｔ５

ダイズ、豆腐、油揚げおよび納豆から抽出、調製した後

（配列表の配列番号１参照）、Ａｃｔ３

にＤＮＡ分画処理を行った鋳型ＤＮＡから、組み換えダ

（配列表の配

列番号４参照）；０．０５μＭ）を使用した。
【００５２】これら４種類のプライマーを用いて、前記

（配列表の配列番号４

イズ種子およびもやしの場合と同等のレベルで、組み換
40

え遺伝子を検出することができた。このうち、特に納豆

の試験例１において調製した組み換えダイズ種子を鋳型

からの組み換え遺伝子の検出は、今までに報告されたこ

として、ＰＣＲを行い、組み換え遺伝子の検出を行っ

とがない。

た。ＰＣＲの条件は、試験例１と同様（９６℃−４８

【００５６】

秒、６６℃−４８秒、７２℃−１分を１サイクル実施し

【発明の効果】本発明の方法によれば、タンパク質の変

た後に、９４℃−４８秒、６６℃−４８秒、７２℃−１

性処理を受けた植物性加工食品に由来する植物遺伝子を

分を１サイクルとする３２サイクルを行い、その後７２

ＰＣＲ法を用いて検出するに当たり、該加工食品からＤ

℃、８分）とした。その結果、組み換えダイズの割合が

ＮＡ粗画分を抽出し、さらにポリエチレングリコール沈

０．１％（１／１０００）の試料においても、検出が可

澱法による処理および／またはポリアクリルアミドゲル

能であった。

電気泳動法によるＤＮＡ分画処理を行うことにより得ら

【００５３】また、２段階のＰＣＲ（最初のＰＣＲ：プ

50

れた純度の高く、ＰＣＲ法に適した鋳型ＤＮＡを用いる

( 8 )
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方法が提供される。

の調製が可能であり、実用的価値は非常に大きい。ま

【００５７】本発明の方法は、上記の如く、タンパク質

た、組み換え遺伝子の検出において、非特異的なバンド

変性処理を受けたきな粉、蒸煮ダイズ、味噌や納豆など

の現れない組み合わせのプライマーを構築できたことも

に対しても適用することが可能である。特に、納豆から

本発明の特色の一つで、その効果は大きい。

得られた純度の高いＤＮＡを用いてＰＣＲ法を行うこと

【００６０】本発明により、油糧種子を素材とした加工

は、これまでに達成されておらず、本発明により初めて

食品から抽出したＤＮＡについても、ポリエチレングリ

開発されたものである。

コール沈澱法による処理および／またはポリアクリルア

【００５８】本発明の方法の対象を、組み換え作物由来

ミドゲル電気泳動法によるＤＮＡ分画処理を行うことに

の食品とすることにより、得られる純度の高いＤＮＡか
ら組み換え遺伝子の検出を行うことが可能である。組み

よって、ＰＣＲ法の鋳型ＤＮＡとして使用できる。ＤＮ
10

Ａ分画処理を行うことによって、ポテトチップスなどの

換え遺伝子の検出感度においても、従来の０．１％組み

種子以外の植物可食部を利用した加工食品から抽出した

換えダイズ混入における感度を確保している。しかも、

ＤＮＡについても、ＰＣＲ法が可能である。さらには、

２段階のＰＣＲを行うことにより、さらに感度を１００

本発明の方法は、今後研究を重ねて改良を加えることに

０倍に向上させることができる。

より、高温、高圧処理を受けて加工される家畜など動物

【００５９】前記したように、納豆を原料とする場合

由来の動物性食品から抽出したＤＮＡについても、ＰＣ

は、ＤＮＡ粗画分の抽出後、さらにポリアクリルアミド

Ｒ法に用いることによって動物遺伝子の検出に利用する

ゲルからのＤＮＡの分画およびそれに続くマキサム−ギ

ことができる。

ルバート法または電気溶出法によるＤＮＡの抽出を行う

【配列表】

ことによって、ＰＣＲ増幅に供することのできるＤＮＡ
SEQUENCE LISTING
<110> Director of National Food Research Institute, Ministry of Agricult
ure, Forestry and Fisheries
<120> ＰＣＲ法による植物遺伝子の検出方法
<130> P111050K
<160> 11
<210> 1
<211> 30
<212> DNA
<213> Artificial sequence
<220>
<223> Designed nucleotide based on soybean actin genomic DNA sequence
<400> 1
ttgtgttgga ttctggggat ggtgtcagcc 30
<210> 2
<211> 30
<212> DNA
<213> Artificial sequence
<220>
<223> Designed nucleotide based on soybean actin genomic DNA sequence
<400> 2
ttcctagcat cgctgataga atgagcaagg 30
<210> 3
<211> 30
<212> DNA
<213> Artificial sequence
<220>
<223> Designed nucleotide based on soybean actin genomic DNA sequence
<400> 3
atttctgctt tagccccaag tagcatgaag 30
<210> 4

( 9 )
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<211> 30
<212> DNA
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> Designed nucleotide based on soybean actin genomic DNA sequence
<400> 4
aactgctgga aggtgcttag agatgcaagg 30
<210> 5
<211> 30
<212> DNA
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> Designed nucleotide based on soybean actin genomic DNA sequence
<400> 5
gatcctccaa tccaaacacc gaactttctc 30
<210> 6
<211> 30
<212> DNA
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> Designed nucleotide based on 5‑enol‑pyruvoylshikimic acid 3‑phosph
ate synthase (EPSPS) DNA sequence
<400> 6
caaatcctct ggcctttccg gaaccgtccg 30
<210> 7
<211> 30
<212> DNA
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> Designed nucleotide based on 5‑enol‑pyruvoylshikimic acid 3‑phosph
ate synthase (EPSPS) DNA sequence
<400> 7
gacaagtcga tctcccaccg gtccttcatg 30
<210> 8
<211> 30
<212> DNA
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> Designed nucleotide based on 5‑enol‑pyruvoylshikimic acid 3‑phosph
ate synthase (EPSPS) DNA sequence
<400> 8
cgcggagttc ttccagaccg ttcatcacgg 30
<210> 9
<211> 30
<212> DNA
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> Designed nucleotide based on 5‑enol‑pyruvoylshikimic acid 3‑phosph
ate synthase (EPSPS) DNA sequence
<400> 9

( 10 )
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gcgacagcga gaatcggata ttcgtcgatc 30
<210> 10
<211> 30
<212> DNA
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> Designed nucleotide based on 5‑enol‑pyruvoylshikimic acid 3‑phosph
ate synthase (EPSPS)/noparin synthase (NOS) DNA sequence
<400> 10
cgagcttccc ggagttcatg gacctgatgg 30
<210> 11
<211> 32
<212> DNA
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> Designed nucleotide based on 5‑enol‑pyruvoylshikimic acid 3‑phosph
ate synthase (EPSPS)/noparin synthase (NOS) DNA sequence
<400> 11
catgcttaac gtaattcaac agaaattata tg 32
【図面の簡単な説明】
【図１】

20

製造例１で調製した各ダイズ加工食品のＤＮ

換え遺伝子の結果であることをしめす。１〜６の数値は
それぞれダイズ種子、もやし、豆腐、油揚げ、蒸煮ダイ

Ａの分子量を示す泳動写真である。

ズ、納豆を示す。左側の数値は、分子量を示す。

【符号の説明】

【要約】

上部のＭａおよびＭｂは、マーカーを示す。１〜９の数

【課題】

値はそれぞれダイズ種子、もやし、豆腐、油揚げ、蒸煮

物性加工食品のうち、タンパク質の変性処理を受けたも

ダイズ、きな粉、味噌、納豆フラクションIII 、納豆を

のから、ＰＣＲ用の鋳型として使用できる純度の高いＤ

示す。左右の数値は、分子量を示す。

ＮＡを調製する方法の提供、及び、植物性加工食品から

【図２】

当該植物の遺伝子をＰＣＲ法を用いて検出するに当た

製造例１で調製した各ダイズ加工食品のＤＮ

Ａを用いて行ったＰＣＲの結果を示す泳動写真である。
【符号の説明】

ダイズを始めとする植物種子を素材とする植

り、当該鋳型ＤＮＡを用いて検出する方法を提供するこ
30

と。

上部のＭは、マーカーを示す。１〜８の数値はそれぞれ

【解決手段】

ダイズ種子、もやし、豆腐、油揚げ、蒸煮ダイズ、きな

は発酵処理のいずれかの処理を受けた植物性加工食品

粉、味噌、納豆を示す。左側の数値は、分子量を示す。

を、必要に応じて脱脂した後、該植物性加工食品からＤ

【図３】

ＮＡ粗画分を抽出し、次いでポリエチレングリコール沈

試験例３の結果を示す泳動写真である。

高温処理、高温磨砕処理、高圧処理また

【符号の説明】

澱法および／またはポリアクリルアミドゲル電気泳動法

上部のＭは、マーカーを示す。左側の１〜６は非組み換

によるＤＮＡ分画処理を行うことを特徴とする植物性加

え遺伝子の結果であることを示し、右側の１〜６は組み

工食品から鋳型ＤＮＡを調製する方法。

( 11 )

【図１】
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【図２】
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【図３】
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