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<研修等参加レポート>

第20回日本分子生物学会に参加して

応用生命科学科 植物育種学講座長野宏則(作物・分析系 共同利用班)

1997年12月16日から 19日までの四日間、国立京都国際会館で開催された第20回
日本分子生物学会年会にポスター発表の演者として参加してきました。演題名は「イ

ネBACクローンを用いたwx座近傍220kb領域における物理地図の構築」です。応募

演題数2700題を数える巨大な学会の中で、 180cmX90cmの小さなスペースのポスタ

ー発表は心細ささえ感じられましたが、他大学、異分野の研究者の方たちからの質

問や意見を通して、幅広い物の見方や新しい知識が得られ、大変有意義な学会にな

ったと思います。以下に、本学会で発表した内容を掲載します。

序論

イネ匪乳のウルチ性あるいはモチ性はwaxy(wx)遺伝子の作用によって決定される。

この遺伝子は第6染色体に座乗し、コメのデンフン成分を構成するアミロースの合成

酵素をコードする。ウルチ性は野生型遺伝子の発現によって現れる形質であり、 wx

変異体では匪乳中にアミロースが蓄積されず、モチ性を示す。また、 wx遺伝子は怪

乳組織の他、花粉においても組織特異的に発現するため花粉分析が可能であり、座

内の微細構造を解析できる。 wχ座の近傍には、雑種不稔や感光性に関与する遺伝子

も多く座乗するなど、イネwχ座は遺伝育種学的に古くから多くの知見が集積してき

た。今回我々は、イネBACライブラリーを用いてwx遺伝子を含む約300kbにわたる

物理地図を構築し、下記の観点から研究を進めている。1)従来の遺伝地図との比較。

2) cDNAを用いた転写地図の作成。 3) wx座より0.15cMの距離に座乗する雑種

不稔遺伝子510の探索。 4)地図内における反復性因子の存在とその分布。本研究

では、以上4つに関する研究の展開についてこれまでに明らかになってきた結果に考

察を交えて報告する。
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Fig.l ~交座近傍領域におけるコンティグ作成

切ぽ遺伝子をフ。ロープに、イネBACクローンライブラリー(品種シモキタ)より7つのクローンをスクリーニングした。

さらにプラスミドク ローンp4104、p6183をプローブに約300kbにわたるBACクローンを得た。これらのBACクローン

をプラスミドあるいはファージベクターにサブクローン化し、現在までにHindIIIによる26L4kbの物理地図を構築した。
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Fig.2 第6染色体上におけるwx遺伝子の位置づけ

W叉変異体の突然変異点を花粉分析によりマッピングし、 1平交変異体のコー ド領域の塩基配列と比較することにより、明ぽ

遺伝子の転写方向と第6染色体上での位置関係を決定した。 wx遺伝子はテロメア側からセン トロメア側ヘコードされて

いるととカf明らかとなった。

口同
d

唱
E
ム



deduced 
traoscribed regioo 

HindlIl map ト→骨

G FED  C BA  

-圃 ・・・・ ・・ ・・・-・・ ・・ ・・
wx 
歩

I (261.4kb) 

ーーー・ 20kb

cDNA homology gene EST copy number 

Al 00 CF、7a，3a3κ2a6今 E41272-1A single 

A2 tabacco polleo specific mRNA repetitive 

B 00 C73402 C73506 single 

C 00 C26231 Cll909-1A siD2le 

D1 p-SINEI・r23 3' frankiD2 re2Ioo repe出ive

D2 EPSP syothase El1038-1A single 

D3 ribosomaI protein 840 subunit CD 5，F35F8a14AA 'C円27970 single 

E lactate dehydr02eoase 2eoe・iotroo C26038 repetitive 

F waxy* single 

G 00 m叫ticopy

* : detectioo by RT・PCR

Fig.3 物理地図上における転写領域の推定とcDNA解析

イネ約cDNAをプローブにサザンハイブリダイゼーションを行い、その結果、合計で11カ所の転写領域が推定され、物

理地図上にマッピングした。続いて、その領域をプローブに、 T65wxの荊cDNAライブラ リーからスクリーニングし、

AからGまでの計7カ所の領域から10個のクローンが単離できた。 Tableには、高い相向性を示した遺伝子または領域名

と、ゲノムにおけるコピー数を示す。
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Fig.4 物理地図上に見出された反復性因子

A. 物理地図構築の過程で4種の反復性断片が見出されてきた。これらの領域は互いに強くハイブリダイズする。反復

性領域の一つをカバーするプラスミドクローンp6237(インサートサイズ3.5kb)の一部をシーケンスしたところ、 ト

ランスポゾン様因子Tnrl(Transposableelement rice no.l)が見出された。

1:11カ所、 6: 4カ所、 1!.:4カ所、 II : 3カ所

B. ，の一つp6237から見出された断片をシーケンスした結果、 Tnrl/stowawayファミリーの一つである TnrlDと高

い相向性があった。両配列のホモロジーは77.3%あり、また、とのファミリーの特徴であるTS D (T a r g e t Site 

Dupulication)の2塩基 (TA)及び75bpの末端反復配列も存在する。
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結論

1)今回我々はイネBACクローンライブラリーを用いてwχ遺伝子近傍約300kbにわ

たるクローンを得、現在までにf丑ndIIIによる261.4kbの物理地図を作成した。花粉

分析によるいくつかのw:x変異体の解析から、 wx遺伝子が第6染色体のテロメアから

セントロメア側へコードされていることを明らかにした。また、各変異体のw:xコー

ディング領域をシーケンスすることにより 、微細構造地図によりマッピングされた

変異点が、塩基配列レベルで見出された変異点の位置にほぼ一致することを明らか

にした。

2) w:x座より 0.15cMの距離にある配偶子致死遺伝子510の候補を見出す方法のーっ

として、我々は、蔚よりcDNAライブラリーを作成し、地図上にcDNAクローンをマ

ッピングしている。現在、地図上の11カ所においてcDNAとハイブリダイズする領

域を特定した。そのうち7つの領域から10種のcDNAが単離できた。今後対応するゲ

ノム領域をシーケンスすることによりマッピング解析を進め、 510の候補を絞り込

む予定である。

3)最近、イネゲノム中に散在する反復配列の存在が報告されている。新規トラン

スポゾン様因子Tnr1/5towawayやレトロポゾンp-5INE1ファミリーはイネゲノム

上にそれぞれ約3500および4500コピーも存在し、明直遺伝子内にも見出される散在

性反復因子である。我々は物理地図構築の過程で、これまでに4種の異なる反復性断

片をマッピングした。その内の一つはシーケンスの結果、 Tnr1様配列であることが

見出された。従って、w:x座周辺にはTnr1様の断片が多数散在すると考えられる。

今後、残り3種の反復性領域についてもシーケンスを行い、物理地図内に存在する複

数種の反復性因子の分布を調査したいと考えている。
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