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パーティクルガンを用いたカーネーション茎頂への遺伝子導入条件を検討した。茎頂への遺伝摘要：

子導入には、圧力1350 psi、金粒子量0.5 mgが適していた。遺伝子導入されたシュートの選抜には10

mg/Lのジェネティシンが適していたが、ジェネティシンに対する感受性はシュートの齢によって大きく異

なることが示唆された。これらの導入及び選抜条件を用いて、少なくとも一部の細胞にザルコトキシン遺

伝子を導入した個体を作出した。
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We studied the suitable conditions of particle bombardment for introduction foreignAbstract:

genes to shoot apices of carnation. The optimum pressure and amount of gold particles per
bombardment were 1350 psi and 0.5 mg. The optimum concentration of geneticin to select the
transgenic shoots was 10 mg/L. But, it was suggested that the sensitivity of shoots to geneticin
was greatly differentiated in proportion to those ages. We produced a carnation plantlet having
at least some transgenic cells introduced the sarcotoxin gene by the optimized conditions of
introduction and selection.
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緒 言

カーネーション萎ちょう細菌病は、カーネーション栽

培において重大な被害を及ぼす病害の一つである。萎ち

ょう細菌病に対する抵抗性品種の育成のために強抵抗性

を有するダイアンサス属野生種との交雑育種が試みられ

ている１，２，３）が、戻し交雑で雑種の形態をカーネーショ

ンに近づけるには長い年月が必要である。そこで、短期

間で有用形質のみを付与できる遺伝子組換え法が萎ちょ

う細菌病抵抗性品種の育成に有効と思われる。

細菌病抵抗性遺伝子としては、いくつかの抗菌性タン

パク質（ペプチド）遺伝子が考えられるが、その一つと

してザルコトキシンがある。ザルコトキシンはセンチニ

クバエから単離された抗菌性ペプチドで、グラム陰性細

菌に対して強い抗菌性を示すことが知られている４）。ま

た、ザルコトキシン遺伝子を導入したタバコでは軟腐病

や野火病といった細菌病に対する抵抗性が付与されてい

る５）ことから、カーネーションに萎ちょう細菌病抵抗性

を付与する遺伝子として有望と考えられる。

カーネーションの遺伝子組換えについては多くの報告

があるが、導入に成功している例は「レナ」、「ホワイ

トシム」等の再分化能の高い一部の品種に限られている
６，７）。遺伝子組換え法をカーネーション育種の手段とし

て広く用いるためには、再分化能に影響されない遺伝子

導入法を開発する必要がある。

遺伝子導入法の一つとして、パーティクルガンを用い

て茎頂分裂組織に遺伝子を導入する方法がある。この方

法を用いて、これまでにインゲンマメ８）やラッカセイ９）

などの再分化能の低い植物への遺伝子導入が行われてい

る。そこで本研究では、パーティクルガンによるカーネ

ーション茎頂への遺伝子導入条件を検討し、ザルコトキ

シン遺伝子の導入を試みた。

材料及び方法

試験１ 茎頂への遺伝子導入条件の検討

材料にはカーネーション「エアーズロック」の茎頂、

導入ベクターにはマーカーの GUS 遺伝子を有する
pIG121Hm を用いた。試験区は発射圧力を1100 psiと

1350 psiの２水準、発射1回分の金粒子量を0.5 mgと2.5

mgの２水準の組合せによる計４区とした。１試験区当

たり42個の茎頂を供試した。

当場のガラス温室で栽培した株から2002年４月30日に

穂を採取し、展開した葉を除去して、70％エチルアルコ

ールで10秒間、１％次亜塩素酸ナトリウム溶液で３分間

殺菌した後、滅菌水で３回洗浄した。茎頂の葉原基を除

去して分裂組織を露出させた後、高さ1 mmの大きさに切

り出し、シャーレの多芽体形成培地（MS，NAA0.02 mg/L，

BA1 mg/L，ショ糖30 mg/L，寒天8 g/L）に切断面が接す

るように置床した。培養条件は25℃、500 lux、16時間

照明とし、培養２日間以内に下記の方法で遺伝子導入を

行った。

遺伝子導入には BIO-RAD社のパーティクルデリバリ
ーシステム（PDS-1000/He）を使用した。直径1.6 μm
の金粒子を50％グリセロールに60又は300 mg/Lの濃度に

懸濁し、1.5 mLマイクロチューブに金懸濁液50 μL、1

μg/μLベクター5 μL、2.5 mol塩化カルシウム50 μL、

0.1 molスペルミジン20 μLの順に入れて３分間混合し、

金粒子にベクターを付着させた。遠心後に上清を除去し、

70％と100％のエチルアルコールで洗浄後、100％エチル

アルコール60 μLに再懸濁した。

金－ベクター懸濁液10 μLをマクロキャリアに塗布し

てチャンバー内に装填後、マクロキャリアから9 cmの位

置に茎頂が来るようにシャーレを置き、それぞれの圧力

で金粒子を２回発射した。シャーレ内に残った茎頂を別

シャーレの新しい多芽体形成培地に移植し、25℃、500

lux、16時間照明下で２週間培養した。

GUS遺伝子の一時的な発現を調べるために、茎頂を
X-gluc試薬１０）に浸漬し、暗黒下で37℃、16時間反応さ

せた。その後エチルアルコールで脱色し、ブルースポッ

トが形成された茎頂の数を調査した。

試験２ 遺伝子導入シュートの選抜に適したジェネティ

シン濃度の検討

材料には「エアーズロック」茎頂由来のシュートを用

いた。試験区はジェネティシン濃度0、2.5、5、7.5、10、

12.5 mg/Lの６区とした。１試験区当たり10本のシュー

トを供試した。

試験１の方法で採取した茎頂を試験１の多芽体形成培

地で４週間培養して多芽体とした。多芽体から長さ1 cm

のシュートを採取して、ジェネティシンを含む発根培地

（MS, ショ糖30 g/L, ゲルライト3 g/L）に移植して培

養した。培養条件は25℃、3000 lux、16時間照明とし、

培養２週後に発根したシュートの数を調査した。

試験３ パーティクルガン法とアグロバクテリウム法と

の併用による遺伝子導入

材料には「エアーズロック」の茎頂を用いた。導入ベ

クターにはザルコトキシン遺伝子の入った PSS、アグ
ロバクテリウムには PSSを有する EHA105を使用した。
試験区はパーティクルガン処理後のアグロバクテリウム

接種、無接種の２区とした。1試験区当たり約25個の茎

頂を供試した。

2002年６月３日に穂の採取を行った。穂の殺菌、茎頂

の摘出及びパーティクルガン処理は試験１と同様の方法

で行った。発射圧力は1350 psi、発射１回分の金粒子量

を0.5 mgとした。テトラサイクリンを5 mg/L含む YEB
培地でアグロバクテリウムを一晩振とう培養した後、吸

光度がOD600=0.1となるように希釈培地（MS，ショ糖30

g/L，tween20 0.5％）で調整して接種液とした。パーテ

ィクルガン処理直後の茎頂を接種液に10分間浸漬した後、

シャーレの共存培地（多芽体形成培地, アセトシリンゴ

ン100 μmol, カザミノ酸1 g/L）に置床して１週間培養

した。その後、シャーレの除菌培地（多芽体形成培地,

セフォタキシムナトリウム250 mg/L）に移植して２週間

培養し、以後はプラントボックスの除菌培地で３週間ご

とに継代しながら計９週間培養した。形成された多芽体
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から長さ1 cmのシュートを採取し、ジェネティシンを10

mg/L添加した発根培地に移植して４週間培養した。

発根したシュートは、ザルコトキシン遺伝子の導入を

確認するために植物 DNA 抽出キット（QIAGEN、
DNeasy Plant Mini Kit）を用いて葉から DNAを抽出
し、PSS ベクターのシグナルペプチドとザルコトキシ
ン遺伝子（前後の制限酵素認識部位を含む、計229 bp）

を増幅するように設計したプライマーを用いて PCR を
行った。その後、PCR 産物を１％アガロースゲルで電
気泳動し、同様に PCR を行った PSS ベクターと同じ
位置にバンドが出るか否かを調査した。

試験結果

試験１ 茎頂への遺伝子導入条件の検討

結果を表１に示した。金粒子量0.5 mgの区は圧力にか

かわらず茎頂の向きや位置に変化はみられなかった。一

方、金粒子量2.5 mgの区では発射後に横倒しになったり

シャーレ外に吹き飛ぶ茎頂があり、シャーレ内に残った

茎頂は1100 psi区が88％、1350 psi区が76％であった。

ブルースポットを形成した茎頂の率は、金粒子量0.5 mg、

圧力1350 psiの区が11.9％と最も高くなった。

試験２ 遺伝子導入シュートの選抜に適したジェネティ

シン濃度の検討

結果を図１に示した。ジェネティシン無添加区及び

2.5 mg/L区では発根率は90％であったが、ジェネティシ

ン濃度が高くなるに従って低下し、10 mg/L区では10％、

12.5 mg/L区では0％となった。また、地上部の生育もジ

ェネティシン濃度の上昇に伴って抑制される傾向があり、

10 mg/L以上の区ではほとんど生育しなかった（データ

省略）。

試験３ パーティクルガン法とアグロバクテリウム法と

の併用による遺伝子導入

結果を表２に示した。無接種区と比較してアグロバク

テリウム接種区ではシュートを形成した茎頂の割合は

69.2％から32.0％に低下し、茎頂当たりシュート数も

12.7本から1.2本に減少した。一方、シュートの発根率

は接種区は90.0％であったのに対し、無接種区は42.4％

と低かった。PCR 法の結果、無接種区の１シュート
（No.12）において、PSS ベクターと同じ位置にバンド
が認められた（図２）。

考 察

茎頂への遺伝子導入の試みについて、Russell ら８）が

インゲンマメ、Brar ら９）がラッカセイ、Bidney ら１１）、

Knittel ら１２）がヒマワリで報告している。彼らは茎頂

分裂組織の露出が容易な、発芽直後の実生を材料に用い

ている。雑種性の強いカーネーションの場合、親とその

後代の実生では形質が異なることから、営利品種の遺伝

子組換えに実生は利用できない。一方、カーネーション

は穂の茎頂分裂組織の摘出が比較的容易であることから、

茎頂への遺伝子導入を試みた。

パーティクルガンの圧力に関しては、金粒子量にかか

わらず1100 psi区よりも1350 psi区の方がブルースポッ

トを形成した茎頂の率が高くなる結果が得られた。圧力

を上げたことで金粒子の細胞に打ち込まれる速度が速く

なり、細胞内に進入した金粒子の数が増加したものと考

えられる。パーティクルガンを用いた遺伝子導入に関す

る多くの報告は、圧力を900～1350 psiの範囲で設定し

ていることから、それ以上の圧力は植物組織に与えるダ

メージが大きくなり、シュート形成率の低下等の悪影響

が出ると推測される。

発射１回分の金粒子量に関しては、2.5 mg区よりも

0.5 mg区の方がブルースポットを形成した茎頂の率が高

くなる結果が得られた。2.5 mg区では発射後に茎頂が横

倒しになったり、一部の茎頂がシャーレの外に吹き飛ぶ

など、組織に与えるダメージが大きかった。以上の結果

から、圧力を1350 psi、発射１回分の金粒子量を0.5 mg

とすることが適当と考えられた。

遺伝子導入されたシュートを選抜するには、非導入シ

ュートが発根しない濃度の抗生物質を培地に添加する必

要がある。シュートの発根はジェネティシン濃度10 mg/

Lで10％まで低下し、12.5 mg/Lで完全に抑制された。ま

た、10mg/L以上の区ではシュートの地上部の生育がほと

愛知県農業総合試験場研究報告第35号

表１ パーティクルガンの発射条件が「エア
ーズロック」茎頂の残存率とブルース
ポット（BS）形成率に及ぼす影響

金粒 供 試 残存 BS
圧力

子量 茎頂数 率１） 形成率２）

psi mg ％ ％

1100 0.5 42 100.0 7.1
1100 2.5 42 88.1 4.8
1350 0.5 42 100.0 11.9
1350 2.5 42 76.2 9.5

注 1) 発射直後に調査、残存率＝（発射後にシャー
レに残った茎数/供試茎頂数）×100、
2) 培養２週後に調査、形成率＝（BS形成茎頂数
/供試茎頂数）×100
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んどみられなかった。高濃度のジェネティシンは遺伝子

導入された細胞にも悪影響を及ぼすと推測されるため、

以後の試験では10 mg/Lの濃度を用いた。

試験３において、１シュートに PSS と同じ位置にバ
ンドを存在したことから、このシュートにザルコトキシ

ン遺伝子が導入されていることを確認した（図２、３）。

ただし、このシュートが遺伝子導入細胞と非遺伝子導入

細胞とのキメラである可能性もあるため、今後調査が必

要である。

Bidney ら１１）は、茎頂へのパーティクルガン処理後

にアグロバクテリウムを接種する方法により、遺伝子の

導入効率が向上したと報告している。しかし試験３の範

囲では、遺伝子導入が確認されたのは無接種区の１シュ

ートのみであったことから、アグロバクテリウム接種に

よる導入効率の向上は期待できないと考えられた。ただ

し、本試験ではアグロバクテリウム接種によりシュート

を形成する茎頂の割合が低下し、１茎頂当たりのシュー

ト数が大きく減少するなど、アグロバクテリウムの過増

殖が茎頂にダメージを与えた可能性があり、共存培養期

間や接種液の菌濃度等については検討の余地がある。

試験２ではジェネティシン濃度10 mg/L区においてシ

ュートの発根率が10％であったのに対し、試験３では、

PCR で遺伝子導入されていないことが後に判明したシ
ュートでも、アグロバクテリウム接種区では90％、無接

種区では40％以上が発根した。シュートを採取する材料

に、試験２では茎頂培養から４週後の若い多芽体を用い

たのに対し、試験３ではパーティクルガン処理やアグロ

バクテリウム接種による多芽体生長の遅延のため、茎頂

培養から12週後の成熟した多芽体を用いており、シュー

ト間でジェネティシンに対する感受性が異なっていた可

能性もある。パーティクルガン処理後の培養方法やジェ

ネティシン濃度の再検討が今後必要である。

以上の結果から、カーネーション茎頂へのパーティク

ルガン処理により、シュートの少なくとも一部に遺伝子

導入が可能であることが明らかになった。導入・選抜方

法を更に改良することで、品種ごとの再分化能の違いに

影響されない有用な遺伝子導入方法として、カーネーシ

ョン育種に役立つことが期待される。

謝辞：本研究を実施するに当たり、独立行政法人農業生

物資源研究所光原一朗氏から PSS を、同市川裕章氏か
ら EHA105 を分譲していただいた。また、パーティク
ルガンは名古屋大学農学部生命分子応答研究センターの

機器を利用させていただいた。ここに記して厚く御礼申

し上げる。

図３ ザルコトキシン遺伝子の導入
を確認したシュート（No.12）

表２ パーティクルガン処理後のアグロバクテリウム接種が茎頂のシュート形成に及ぼす影響

アグロバクテ 供試 シュート 総シュート 茎頂当たり 発根 シュート 遺伝子導入
リウム接種 茎頂数 形成率

１）
数 シュート数 シュート数 発根率

２）
シュート数

有 25 32.0％ 30 1.2 27 90.0％ 0
無 26 69.2 330 12.7 140 42.4 1

注 1) 茎頂培養12週後に調査、形成率＝(シュート形成茎頂数/供試茎頂数)×100

2) 発根培地移植4週後に調査、発根率＝(発根シュート数/総シュート数)×100

長谷川・真子・加藤：パーティクルガンによるカーネーションへのザルコトキシン遺伝子導入

229bp→

図２ PCR産物の電気泳動像

M:100bp ladder PC:PSS（対照）
NC:非遺伝子導入シュート
RS12:発根シュート（No.12）

M PC NC RS12
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