
カルコンリダクターゼ遺伝子導入によるシクラメンの黄色発現
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摘要：カルコンリダクターゼ遺伝子をシクラメンに導入し、花弁で淡黄色を発現させた。

シクラメンへの遺伝子導入後の選抜抗生物質濃度は、カナマイシン 100mg/L 若しくはハ
イグロマイシン 10mg/L が適していた。遺伝子導入後の不定芽形成率は、品種･系統間で
差が大きく、ロンドピンク、ピッコロ及び Npm は不定芽形成が良好であった。ロンドピ

ンク及び Npm にカルコンリダクターゼ遺伝子を導入した結果、白花系統の Npm 由来個
体から花弁に淡黄色が発現した個体が得られた。用いてカルコンリダクテース遺伝子を導入

した結果、Npm由来個体から花色が白から淡黄色に変化した個体が得られた。
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Production of Yellow Flower Cyclamen through Agrobacterium
tumefaciens Mediated Transformation with Chalcone reductase
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Abstract : Chalcone reductase (CHR) is an enzyme of the Flavonoid biosynthesis which
concerned with yellow pigment production. We tried to produce the yellow flower cyclamen by
the transformation with Chalcone reductase gene. 100mg/L Kanamicin or 10mg/L hygromicin
was suitable for selection after transformation with Agrobacterium tumefaciens. Regeneration
ability differed among cultivars, Rondo-Pink, Piccolo and Npm showed good regeneration after
transformation. Two transformants were obtained from Npm. They expressed pale yellow on
petals from bud stage to early bloom.
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緒 言

年代からヨーロッパで育種が開始されたシクラ1870
メン（ ）は、地中海沿岸をCyclamen persicum Mill.
起源とする白あるいは桃色の花色をもつ野生種が用いら

れ、現在では、白・赤～桃～紫色などの花色にフリンジ

咲き・八重咲きなどの花型のバリエーションも加わって、

消費者の選択の幅は広がっている。鉢花類の中での生産

額は最も多く、また愛知県のシクラメン生産額は全国第

一位を占めている。しかし、その花色が白か赤色系に限

定されることから、黄花品種の育成が期待されてきた。

長年の交配育種によって徐々に黄色に近い花色の品種が

発表されているものの 、現在までに発表されている11）

黄花品種は、白花の変異を集積したもので 、実際に6,10）

は黄みがかったクリーム色に近く、いわゆる「黄色」に

対してイメージされる色とはやや異なっている。

シクラメンは組織培養が困難とされているが、塊茎分

割、花茎・葉からの再分化も可能なため 、種子繁殖7,8）

だけでなく、組織培養による個体増殖し販売する場合も

増えている。このことから、遺伝子導入法により優れた

形質を発現する個体が得られた場合、培養を経由した増

殖法を利用して実用までの期間を短縮することができる。

シクラメンへの遺伝子導入法も確立されつつあり、品種

改良の手段として遺伝子導入を利用することが可能にな

った。そこで、本研究ではフラボノイド系の黄色発現に

関与する遺伝子カルコンリダクターゼ をシクラメン4）

に導入することで、黄色花色をもつ品種の作出を試みた。

材料及び方法

1 供試品種・系統

市販品種からロンドピンク、ビクトリア、ピッコロ、

ミュージカル、テーブルミニ、育種系統からIFA、Npm、

K、及び野生種の を供試した。これらC.neaporitanum

の品種・系統について遺伝子導入処理後の再分化能を

比較し、その優れた品種・系統を遺伝子導入に用いた。

２ 導入遺伝子とベクター

遺伝子導入条件は、CaMV35sプロモータにGUS遺伝子

をつないだバイナリベクターpIG121-Hmを用いて検討

した。

カルコンリダクターゼ（CHR）遺伝子（GenBank Acc

ession No. X82366） は、黄花アルファルファの花弁3,9)

を材料にRNeasy PLANT Mini kit(Qiagen)を用いて抽

出した全RNAから、RTG You-prime-1 strand DNA kitst

（Amersham）によりcDNAを合成し、RT-PCR法によって

クローニングした。プライマーセットとして、センス

プライマーSF227（5’-gatggatccatgggtagtgttgaaatcc

ca-3’）、アンチセンスプライマーSF228（5’-catga

gctcttagtcatcatagaggtcatt）を用いた。クローニング

したCHR遺伝子は、CaMV35Sプロモータによって発現制

御されるように、バイナリベクターpBI121にライゲー

ションを行い、これを遺伝子導入ベクターとした。ア

Agrobacterium tuグロバクテリウムは市販系統である

strain EHA101を用いた。mefaciens

３ 培養及び遺伝子導入方法

遺伝子導入法及び培養方法は、間らの報告 に準じ1)

て行った。

遺伝子導入に用いた切片は、発芽培地（1/2MS、1.5

%Sucrose、pH5.7）上で播種後２か月間20℃の恒温器

内で暗発芽させた黄化胚軸から８mm長に切出した。切

片を前培養培地（MS、1mg/L 2,4-D、1mg/L Tidiazro

n、10mg/L Acetosyringon、3% Sucrose、pH5.7）に置

床し、20℃、暗黒下で８日間前培養を行ったのち、バ

イナリベクターを含むアグロバクテリウム培養液を1/

2MS液体培地でOD 0.02に希釈した接種液に切片を浸漬600

した。15分後、ろ紙上で浸漬切片から余分な接種液を

除き、前培養培地に戻し、前培養と同条件で６日間共

存培養を行った。続いて切片表面のアグロバクテリウ

ムを除菌するため、カルベニシリン250 mg/Lを含む蒸

留水で２回洗浄した後、選抜培地（MS、1mg/L 2,4-D、

1mg/L Tidiazron、3% Sucrose、カナマイシン50若し

くは100 mg/L、ハイグロマイシン10 若しくは50mg/L、

カルベニシリン 250 mg/L pH5.7）に置床して、２週

間毎に培地を交換しながら20℃、暗黒下で２か月間培

養した。その後、不定胚形成培地（MS、9% Sucrose、

pH5.7）上で１か月間不定芽を誘導し、生じた不定芽

を再分化培地（1/2MS、1.5%Sucrose、pH5.7）に移植し

て20℃、16時間日長で再分化させた。再分化能の品種

・系統間比較は、それぞれの供試個体のうち遺伝子導

入後切片から不定芽を形成した個体数の割合（不定芽

形成個体率）で行った。

選抜培地で生存した不定芽からの再分化個体を無菌

状態で馴化した後、市販の園芸用培土を用いて３号鉢

に移植し、閉鎖系温室（23～28℃、終夜照明）で育成

した。閉鎖系温室での栽培は2002～2003年にかけて行

った。

４ 遺伝子導入の確認、GUS活性調査、CHR遺伝子発現

調査

馴化した再分化個体からDNeasy PLANT Mini kit (Q

iagen) でDNAを抽出し、GUS遺伝子はセンスプライマ

ー（5’-acgtcctgtagaaaccccaac-3’）、アンチセン

スプライマー（5’-agatatcacactctgtctggc-3’）、CH

R遺伝子はクローニングに使用したプライマーセット

を用いて定法によりPCRを行い、アガロース電気泳動

で導入遺伝子の有無を確認した。GUS活性調査はJeffe

rsonらの方法 によって行い、X-glucを基質にした反5）

応液に不定芽を浸漬し、青色スポットの有無を調査し

た。CHR遺伝子については、PCRで遺伝子導入が確認さ
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れた個体から、２の記述と同様の方法により全RNAを

抽出しcDNA合成を行って（RT-PCR法）により、CHR遺

伝子のmRNAが転写されているかどうかを調べた。

試験結果

品種ロンドピンクを用いて抗生物質とその濃度に対す

る遺伝子導入後の不定芽形成程度を調査した。カナマ

イシン50mg/Lでは、対照区・遺伝子導入区ともに切片

が枯死せず、100mg/Lでは遺伝子導入区のみで不定芽

が形成された。ハイグロマイシン50mg/Lでは遺伝子導

入区で不定芽形成が抑制されたが、10mg/Lでは不定芽

形成が行われた。対照区では、ハイグロマイシンに感

受性が強く、両濃度ともにすべての切片が枯死した

（図１）。このことから選抜用の抗生物質濃度はカナ

マイシン100mg/L又はハイグロマイシン10mg/Lが適し

ていると考えられた。

遺伝子導入に適した品種・系統の有無を、GUS遺伝

子導入後の不定芽形成個体率で比較した。遺伝子導入

後、ほとんどの個体が枯死した から、C. neaporitanum

69％の供試個体が不定芽を形成したロンドピンクまで、

不定芽形成数には大きな品種・系統間差異が見られた。

その中で、ロンドピンクの他K、ピッコロ、ミュージ

カル及びNpmは不定芽形成率が比較的高かった（図

２）。このため、以後の遺伝子導入試験は主にロンド

ピンク、Npm及びピッコロを用いた。ロンドピンクにG

US遺伝子を導入した再分化個体は、遺伝子導入個体の

77％がGUS活性を示した（表１）。

PCR法によりCHR遺伝子全長（約950bp）が増幅した

個体は、全再分化個体の38％であった（表１）。CHR

遺伝子が導入された再分化個体を馴化し得られたロン

ドピンク由来の６個体及びNpm由来の13個体について、
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表1 遺伝子導入が確認された個体のGUS発現とmRNA発現
導入遺伝子 接 種 形成 再 分 化 遺伝子導入 馴 化 GUS発現 ｍ RNA品種・

切片数 不定芽数 個体数 個 体 数 個 体 数 不定芽数 発現個体数系統名
1)

3 5 s : GU S 55 27 2 1 － 17 －ﾛﾝﾄﾞ ﾋﾟ ﾝｸ 40

3 5 ﾛ ﾝﾄﾞ ﾋﾟ ﾝｸ 325 95 59 1 1 6 - 0s : C H R

Npm 140 51 46 2 9 1 3 - 2

注 により導入遺伝子増幅が確認された個体1) PCR

RT-PCRによるmRNAの合成確認を行い、閉鎖系温室内で

開花させ花色の変化を調査した。白花株（Npm）に由

来する２個体でmRNAの転写が認められた（表1、図3）。

これらの個体はつぼみ時と展開した花弁の基部で黄色

の発色が認められたが、開花期間の経過につれて退色

。した（図4）

考 察

カルコンはフラボノイド生合成系の中間基質で、

植物種によっては黄色花の主色素となっている。カル

コンリダクターゼはカルコン合成酵素と同時に働き、

カルコンから6’デオキシカルコンを合成する。Davie

s らはカルコンリダクターゼを導入したペチュニア4）

で花弁にデオキシカルコンが蓄積し、白花が黄花に変

化したことを報告した。劣性突然変異によるシクラメ

ンの黄花系統はカルコンイソメラーゼの欠失によるカ

ルコノナリンゲニン－２－グルコシドの集積に起因す

る が、その発現は薄黄色にとどまっているため、本6）

研究ではカルコンリダクターゼ遺伝子を導入すること

で別系統の黄色花の作出をめざした。

本研究では間ら のシクラメンへの遺伝子導入法に1）

準じた方法を用い、カナマイシン100mg/L若しくはハ

　図3.　RT-PCRによるCHR遺伝子の　　　
　　ｍ-RNA発現検出

Ｍ：マーカー（1kb）
N：非組み換え個体
P：導入ベクター
1：CHR組換え体　16-C-8
2：CHR組換え体　16-C-25

1000
500

（ｂｐ）

　　　 Ｍ 1  　2　 Ｎ 　Ｐ

イグロマイシン10mg/Lで導入後の選抜を行うことで、

安定して遺伝子導入個体を得ることが可能であった。

また、GUS遺伝子の発現からみて遺伝子発現を制御す

るプロモータとして、植物で多用されるCaMV35Sプロ

モータがシクラメンにも適用できることが明らかにな

った。しかし、GUS発現では高効率な発現がみとめら

れたものの、CHR遺伝子では必ずしもmRNAの転写が起

こらず、PCR法により遺伝子導入が確認された個体の1

割程度にとどまった。この原因は明らかではないが、

CaMV35sプロモータによる発現制御はキクで非常に強

く働く場合とうまく働かない例が報告されており 、2）

プロモータと品種との相互効果や導入遺伝子のポジシ

ョン効果が示唆されている。本研究ではCHR遺伝子導

入とGUS遺伝子導入に同一の品種を用いているため、

品種との相互効果より、関連する遺伝子間の連携やポ

ジション効果の影響が大きいと考えられるが、これら

Ａ

Ｂ

図４ 遺伝子導入シクラメン.CHR
Ａ：遺伝子導入株のつぼみ。

Ｂ：黄色を発現した白花シクラメン

（左：非組換え株、右：遺伝子導入個体

）16-C-25
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については新たな調査が必要である。

mRNAの転写が認められた個体は、蕾時と展開した花

弁の基部で黄色を発現したが、時間の経過と共に退色

し白花に戻った。また、発現した黄色は、透明感はあ

るもののその色は薄く、鮮黄色には至らなかった。こ

れは花弁中での代謝によりカルコンが分解されたこと

によると考えられ、カルコンリダクターゼを利用して

落花まで安定した黄色を発現させるためには、より発

現量を高めるプロモータや代謝による分解を押さえる

ような調節因子との連携も必要と思われる。また、供

試したNpmのカルコン合成酵素の働きが弱く、基質と

して十分な量のカルコンが供給されていなかった可能

性も考えられる。

本研究の結果では、CHR遺伝子の導入により黄色発

現が認められたものの、その発現は黄花と称するには

不十分であった。今後は、供試する品種・系統の色素

合成系や合成量に合わせて導入する遺伝子との組み合

わせを変えたり、高発現プロモータと連携を図るなど

の必要があろう。また、より鮮やかな黄色を呈するフ

ラボノイド系色素オーロンの合成酵素であるオーレウ

シジン合成酵素、一連のカロチノイド系色素合成酵素

などの利用も黄花シクラメンの開発に有効であると考

えられる。

シクラメンの品種・系統について(有)泉農園謝辞:

鷹見直美氏に種子を提供していただいた。ここに記し

て感謝の意を表する。
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