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アサガオの新規蛍光タンパク質遺伝子導入個体の作出 

 

石田 朗＊・大石一史＊＊・福田至朗＊＊＊・大矢俊夫＊＊＊・神戸三智雄＊＊＊ 

 

摘要：アサガオを用いて、サンゴに由来する新規蛍光タンパク質の導入による花色の改変を試みた。

アサガオの形質転換効率には品種間差があり、７品種の中では「東京古型標準」の効率が高かった。

「東京古型標準」「K-23」を用いた導入試験から、蛍光タンパク質（Kusabira-Orange）遺伝子の導入

個体８個体が得られ、そのうち２個体で mRNA の転写と、青色光下で花弁・雌蘂に蛍光の発現が確認さ

れた。しかし肉眼での視認差は不明瞭であったため、さらに蛍光タンパク質の発現量を増加させるな

どの取り組みが必要と考えられた。 
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Production of Transgenic Japanese Morning Glory (Pharbitis nil) with New 

Fluorescent Protain Genes  
 

ISHIDA Akira, OHISHI Kazushi, FUKUTA Shiro, OHYA Toshio and KANBE Michio 
 

Abstract : Concerning Japanese morning glory (Pharbitis nil), improvement of flower color was 
tried by introduction of new fluorescent protain genes originated from corals. There were 
differencies in transformation efficiency and “Tokyo-Kokei-Hyoujyun” showed the highest 
transformation efficiency among seven morning glories. In “Tokyo-Kokei-Hyoujyun” and 
“K-23”, eight transgenic seedlings containing Kusabira-orange gene were obtained, and two of 
them exhibited fluorescent protain expression in the petals and the pistils and mRNA 
transcription. However, the detection in visual were not clear, and suggesting that enhancing 
the fluorescent protain expression seems to be necessary. 
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緒 言 

 

  現在、卸売り価格の下落やアジア近隣諸国からの輸

入の増大など、花き業界を取りまく状況は厳しさを増

している。そのような状況を打破するための一つの方

策として、現代の多様なニーズや生活スタイルに合わ

せた新しい商品の提案が期待されている。 

 遺伝子導入による花色の改良は、これまでにない商

品を短時間で育成できる大きな可能性を持っている。

一方で、最近サンゴから新規蛍光タンパク質遺伝子が

単離され１，２）、その新たな活用方法の開発が期待され

ている。 

 愛知県農業総合試験場では、これらの遺伝子を導入

することにより、これまでにない花色を有した新しい

観賞用植物の開発を進めてきた。しかしながら、これ

まで数種類の植物で形質転換体の作出には成功するも

のの、明瞭な蛍光の発現を確認するまでには至ってい

ない。そこで、本研究では、蛍光タンパク質の発色団

形成に影響を持つと言われる pH が開花時の花弁で一

時的に上昇するアサガオを用いて、蛍光遺伝子導入に

適した品種の検討と形質転換体の作出を行った。 

 

材料及び方法 

 

１ 材料 

 アサガオの品種として、「ホワイトキャロル」（花色

（以下同様）；白色）、「白波」（白色）、「雪」（白色）、

「Ca１」（白色）、「つばめ」（赤紫色）、「東京古型標準」

（青色）、「K-23」（青紫色）の７品種を用いた。また、

形質転換効率を確認するために gus 遺伝子を、花色の

改変のために２種類の蛍光タンパク質遺伝子

（Azami-Green：アザミサンゴ Galaxea Fascicularis

由来で蛍光極大 505nm、Kusabira-Orange：ヒラタクサ

ビライシ Fungia concinna 由来で蛍光極大：561nm）を

用いた。β－Glucuronidase(以下 gus)遺伝子は、イン

トロンを含むコード領域を 35S プロモーターに連結し、

ベクタープラスミド pIG121Hm とした。２種類の蛍光タ

ンパク質遺伝子は、バイナリーベクタープラスミド

pBI121（Clontech）の gus 遺伝子部分を除去し、その

部分にセンス方向に組み込んでベクタープラスミドと

した。gus 遺伝子および Azami-Green は「雪」のみに

導入、Kusabira-Orange は７品種すべてに導入を試み

た。 

２ 形質転換体の作出 

 形質転換は、従来法３，４）を一部改変して行った。ア

サガオの開花 10～14 日後に、未熟種子を 70％エタノ

ールで５分間、0.5％次亜塩素酸ナトリウム溶液で 50

分間殺菌した後、滅菌水で３回洗浄した。種子から未

熟胚を摘出し、液体培地（MS、３mg/L NAA、60 g/L シ

ョ糖、pH5.8）で振とう培養を行った。培養条件は、

120rpm、25℃、7000lux で 16 時間、100lux で８時間の

照明とした。初期培養（３週間）の後、増殖した細胞

塊を分割しながら継代培養（１～２週間毎）を行い、

順次固体培地（MS、60g/L ショ糖、3.2g/L ゲルライト、

pH5.8）に移して不定胚の誘導を行った。                   
 ベクタープラスミドを導入したアグロバクテリウム

EHA105 を YEB 培地（50ml/L カナマイシン）で 28℃一

晩培養し、遠心洗浄後、MS 液体培地に O.D.=0.2 とな

るように縣濁した。これに細胞塊を５分間浸漬し、固

体培地（MS、40 g/L ショ糖、40mg/L アセトシリンゴン、

3.2g/L ゲルライト、pH5.8）上で、暗黒 25℃の共存培

養を２日間行った。 

 液体培地（MS、10 g/L ショ糖、200mg/L クラフォラ

ン、500mg/L カルベニシリン、１mg/L NAA、pH5.8）で

４回洗浄し除菌した後、固体培地（MS、10 g/L ショ糖、

200mg/L クラフォラン、25mg/L ジェネティシン、3.2g/L

ゲルライト、pH5.8）で約４週間選抜培養を行った。そ

の後、固体培地（MS、10 g/L ショ糖、0.2mg/L NAA、

２mg/L BA 、200mg/L クラフォラン、12.5mg/L ジェネ

ティシン、12g/L 寒天、pH5.8）で約２～４週間植物体

の誘導を行い、得られたシュートを固体培地（MS、10 

g/L ショ糖、200mg/L クラフォラン、12.5mg/L ジェネ

ティシン、12g/L ゲルライト、pH5.8）へ移植し、発根

を促した。 

 順調に根が伸長したシュートを、MS 液体培地を含ま

せたフローリアライト（NISSINBO）を入れた直径２cm

の管ビンで 10～12 日間順化した後、滅菌土壌を入れた

４号鉢へ移植した。これらの幼苗は、温度 25℃、湿度

70％の恒温器内で、短日条件下（12 時間 10000lux、12

時間暗条件）で栽培し、開花させた。 

３ 遺伝子導入及び形質発現の確認 

 アグロバクテリウム接種後の gus 遺伝子発現を確認

するために、共存培養後２日、７日、29 日、78 日の細

胞塊を X-gluc 試薬５）に浸漬し、暗黒化で 37℃、16 時

間反応させ、70％エタノールで脱色して染色状況を観

察した。 

遺伝子の導入個体を絞り込むために、選抜培養後の

細胞塊および得られたシュート 100mg から、DNeasy 

Plant Mini Kit（QIAGEN）を用いて DNA を抽出し、

GeneAmp PCR System 7200 (Perkin-Elmer Cetus)で PCR

反応を行った。反応液の組成は、DNA 抽出液を１μｌ、

20 μ M プ ラ イ マ ー を forward (35S; 

5’-AGGAAGTTCATTTCATTTGGAGAG-3’) 、 reverse 

(Kusabira-antisense;5’-AAGAGCTCTCAGCAATGAGCTACT

GC-3’ 、 Azami-antisense; 

5’-AAGAGCTCTTACTTGGCCTGACT-3’)ともに 0.25μｌ、

2mMｄNTP Mix（Roche）2.5μｌ、10×反応バッファー

（Roche）2.5μｌ、 Ampli Taq Gold ポリメラーゼ 

（Roche）1unit を混合し、25μｌとした。反応サイク

ルは、熱変性を 94℃で１分、アニーリングを 57℃で１

分、伸長を 72℃で２分とし、40 サイクル行った。反応

終了後、５μｌの PCR 産物について、1.1％ゲルで電気

泳動を行った。 
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鉢に移植した幼苗は、開花後自然光下、青色光下、お

よび蛍光顕微鏡下（励起波長；365nm、495nm、546nm）

で、蛍光タンパク質の発現状況を確認した。また、mRNA

の転写を確認するために、生葉 100mg から RNeasy Plant 

Mini Kit （QIAGEN）を用いて RNA を抽出し、ReverTraDash 

(TOYOBO) を 用 い て GeneAmp PCR System 7200 

(Perkin-Elmer Cetus)で RT-PCR 反応を行った。逆転写

反応は、RNA 抽出液 2μｌ、20μM forward プライマー

(35S; 5’-AGGAAGTTCATTTCATTTGGAGAG-3’) 0.25μｌ、

10mMｄNTP Mix1μｌ、10×反応バッファー2.5μｌ、

inhibiter0.5μｌ、RT0.5μｌを混合し 10μｌとしたも

のを、42℃で 20分間１本鎖 cDNA の合成反応を行い、99℃

で５分間逆転写酵素を失活させた。PCR 反応は、逆転写

反 応 液 を 5 μ ｌ 、 20 μ M reverse プ ラ イ マ ー

(Kusabira-antisense;5’-AAGAGCTCTCAGCAATGAGCTACTG

C-3’) 0.25μｌ、10×反応バッファー2.5μｌ、 KOD ポ

リメラーゼ 0.25μｌを混合し、25μｌとした。反応サ

イクルは、熱変性を 98℃で 20 秒、アニーリングを 58℃

で 10 秒、伸長を 74℃で 30 秒とし、35 サイクル行った。

反応終了後、10μｌの PCR 産物について、1.1％ゲルで

電気泳動を行った。 

 

試験結果 

 

１ 形質転換体の作出 

 表１には、品種毎に形質転換のステージ別の培養状況

を示した。用いた７品種のうち、「ホワイトキャロル」、

「白波」、「つばめ」については、初期培養で細胞塊がほ

とんど増殖せず、増殖しても黄色のものが多く、このよ

うな細胞塊からは不定芽は誘導されなかった。「K-23」

と「Ca1」は細胞塊の増殖は少なく、不定芽が誘導され

たのは、「K-23」の２個体のみであった。「雪」および「東

京古型標準」では細胞塊の増殖、不定胚の誘導、共存培

養、選抜培養の結果、多くの細胞塊が選抜された。しか

し、その後、「雪」の細胞塊は、植物体誘導培地上での

シュートの形成は全く認められなかった。一方、「東京

古型標準」では、選抜培養した細胞塊のうちの 100％近

くでつる状のシュートが、そのうち約 10％で葉のついた

シュートの形成が認められた（図１）。 

 gus 遺伝子を導入した「雪」では、選抜培養後（共存

培養開始後 78 日目）でもサンプリング調査した細胞塊

20 個すべてで強い gus 発現が確認された（表２）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※１ 品種：雪、アグロバクテリウム濃度：OD=0.22

※２ ２日、７日、２９日：選抜培養中、７８日：植物体の誘導中

※３ －：なし、＋：１～５ヶ所、＋＋：６ヶ所

５０ ０ ５７８日

２３ ０ ５２９日

４１ ０ ５７日

３２ ０ ５２日

＋＋＋ － 
gus活性 

 
※供試

細胞塊数

経過

日数※２

 表２  共存培養 ※ 開始後のgus活性 

５

０ 

－ 
※３

※１

図１ 選抜培地上で細胞塊から伸長したシュート

   ※ ◎：良好、○：できる、△：悪い、－：未到達 

－ － － － △ 白波 

－ － － － △ つばめ 

－ ○ ○ ○ △ Ca1 

－ － － － △ ホワイトキャロル 

○ ○ ○ ○ △ K-23 

○ ○ ○ ○ ◎ 東京古型標準 

△ ○ ○ ○ ○ 雪 

⑤植物体 

    誘導 

④選抜   

  培養 

③共存 

  培養 

②不定胚  

  誘導 

①初期・ 

  継代 

品種 

表１ 品種毎の形質転換ステージ別の培養状況 
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Azami-Green 遺 伝 子を導入した「雪」および

Kusabira-Orange 遺伝子を導入した「東京古型標準」の

選抜培養後の細胞塊については、PCR 法により調査した

細胞塊それぞれ 10 個すべてで遺伝子の存在を示すバン

ドが確認された。また、「東京古型標準」で選抜培養中

に得られたシュート 10 本について、PCR 法で遺伝子の有

無を確認したところ、40％で遺伝子が検出できずエスケ

ープが認められたものの、60％で遺伝子のバンドが確認

された（表３）。 

２ 蛍光タンパク質の形質発現 

 選抜培養後に得られたシュートを発根させ、「東京古

型標準」では 15 個体、「K-23」では１個体の計 16 個体

を得た。これらはすべて Kusabira-Orange 遺伝子を導入

した細胞塊からのものであった。葉から抽出された DNA

を用いて遺伝子の存在を確認したところ、「東京古型標

準」では７個体（No.4、No.8、No.9、No.10、No.27、No.47、

No.48）、「K-23」では１個体（No.38）の計８個体で遺伝

子のバンドが確認された（表４）。これらの個体では、

自然光下で葉や花の色彩に蛍光タンパク質によると考

えられる変化は認められなかった（図２）。しかし、青

色光下では No.10の個体で花弁の筒状になっている部分

を中心とした白色部と雌蘂・雄蘂で、No.47 の個体で雌

蘂で蛍光が認められた（図３、図４）。また、蛍光顕微

鏡下でも、UV 励起（365nm）、B励起（495nm）、G励起（546nm）

ともに明瞭な蛍光の発現が認められた（図５）。No.10 お

よび No.47 における蛍光が認められた部位は、複数の花

で同じであった。残りの６個体では、花弁や雌蘂・雄蘂

ともに遺伝子が確認されなかった８個体との色彩の違

いは認められなかった。また、細根を青色光下で比較し

たところ、遺伝子が確認された８個体と確認されなかっ

た８個体の間には差異は認められなかった。mRNA の確認

では、No.10 と No.47 の２個体で転写が確認された（表

４）。 

 

 

       

 ※１PCR法による 

６／10 Kusabir -
Orange 

東京古型標準 
（シュート） 

10／10 Kusabir -
Orange 

東京古型標準 
（細胞塊） 

10／10 Azami -
Green 

雪

（カルス） 

遺伝子確認数／サンプル導入遺伝子 品種・部位 

表３ 選抜培養後の蛍光タンパク質遺伝子の確認

-

-

-

図３ 青色光下の遺伝子発現アサガオNo.10（左）

と非導入アサガオ（右） 

図２ 自然光下の遺伝子発現アサガオNo.10

（左）と非導入アサガオ（右） 

図５ 蛍光顕微鏡下（UV励起；365nm）のアサガオの雌蘂

※遺伝子発現アサガオNo.10（下）と非導入アサガオ（上）

図４ 青色光下のアサガオの雄蘂および雌蘂 

※遺伝子発現アサガオNo.10（左）と非導入アサガオ（右）

雌蘂 雄蘂 雌蘂 雄蘂 

※１
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考 察 

 

本試験では、７品種のアサガオを用いたが、再分化個

体の作出まで到達できたものは、「東京古型標準」と

「K-23」のみであった。ただし、細胞塊の増殖効率は後

者よりも前者の方が明かに良いことから、今回用いた方

法で最も効率よく形質転換が行えるのは「東京古型標

準」であると言える。 

これまでにタバコ、ペチュニア、ポトスにおいて Kaede

遺伝子６）の導入と RT-PCR による発現が確認されている

ものの、葉や細根での明瞭な蛍光は観察されていない

（福田至朗・伊藤夢子 私信）。それに対し、本試験で

は、PCR 法で遺伝子が検出された個体の一部で細根での

発現がなかったものの、花弁や雌蘂で視認できる程度の

蛍光が確認された。サザンブロッティングを行っていな

いため、PCR 法で遺伝子が検出されただけでは、残存し

たアグロバクテリウムの遺伝子のバンドを検出してい

る可能性はあるものの、蛍光が確認された２個体ではｍ

RNA の転写合成も確認されているため、少なくともこの

２個体には確実に蛍光タンパク質遺伝子が導入されて

いたと考えられる。 

一般に植物の液胞は酸性から中性に保たれているが、

アサガオの花弁の液胞は開花に伴って一過的に pH８付

近まで上昇する７）。また、花粉管の伸長は pH６～6.8 が

適している 8）ことから、雌蘂の細胞内 pH も中性に近い

可能性があると推察される。一方、蛍光タンパク質

kusabira-orange では、pH が酸性になるほど蛍光の強さ

が弱まることが明かになっている２）。これらのことから、

細胞内の pH が通常より高いことが、アサガオにおける

蛍光遺伝子の発現に寄与している可能性があると考え

られる。ただし、花弁では白色部のみで発現が明瞭であ

ったことから、他の色素の存在下では視認できるほどの

発現量がなかったと推察される。したがって、より蛍光

タンパク質の発現を明瞭なものとするためには、蛍光タ

ンパク質発現量の増加が必要であると考えられる。本試

験により、サンゴ由来の新規蛍光タンパク質遺伝子が植

物でも発現し、蛍光も視認できることが示された。今後、

実用的な花き品種を育成に向けて、細胞内の蛍光タンパ

ク質発現量を多くするためには、プロモーターの改変、

遺伝子転写効率を高めるエレメント等の付加、蛍光シグ 

 

ナルの強度を強くするための蛍光タンパク質遺伝子の

配列改変などの取り組みが必要と考えられる。 
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