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学 位 論 文 題 名 
 
 

テンサイ Rf1 対立遺伝子の機能と進化機構に関する研究 
 
 
細胞質雄性不稔性（CMS）は、核とミトコンドリア間の不和合によって花粉不稔が生じる形質

である。CMS は、核によるミトコンドリア制御機構の進化や植物の性的多型維持機構といった学

術上の重要性のみならず、一代雑種育種に必要不可欠であることから実用面でも価値が高い。特

に、雑種種子生産において、雄性不稔を安定して発現する核遺伝子型（維持アレル）は自殖種子

の混入を防ぐのに重要であるが、その選抜には多大な労力がかかるため分子マーカーによる選抜

が望まれる。 
CMS の発現は、不稔を引き起こすミトコンドリアに固有な ORF（S-orf）とそれを抑制する核稔

性回復遺伝子（Rf）の相互作用によって決定される。テンサイ育種に用いられる Owen 型 CMS に

おいて、両者の分子的実体が明らかになっている。S-orf の最有力候補は preSatp6 であり、この翻

訳産物は CMS ミトコンドリアにおいて蓄積する。一方で、Rf1 の実体は orf20 様遺伝子であり、

これはペプチダーゼ様タンパク質をコードし、出芽酵母 OMA1 と似ていた。しかし、preSatp6 と

orf20 様遺伝子間の分子的相互作用や Rf1 の進化過程は明らかではない。また、Rf1 は複対立遺伝

子であり、種内においてコピー数やコード域における変異が多くみられ、多様な分子バリアント

が存在するが、それらの機能的な差異やその分子的メカニズムは分かっていない。 
本研究では、まず、S-orf と Rf1 間の相互作用の分子基盤を明らかにした。次に、Rf1 の遺伝学

的な作用力とコードされる遺伝子の機能との関連を明らかにすることで、CMS 発現機構の一端を

解明すると共に、その知見を基に回復アレルを識別するマーカーの開発に成功した。さらに、Rf1
の分子進化過程を調べ、核によるミトコンドリア制御の進化に関わるメカニズムを明らかにした。 
 
テンサイ CMS における分子的相互作用 
 Rf1 と rf1 に由来する orf20 様遺伝子コピー（それぞれ orf20NK-198 と orf20L）を導入した形質転

換カルスを作製した。共免疫沈降法により preSATP6 と ORF20NK-198 の間でタンパク質間相互作用

が検出された。Blue native PAGE による複合体解析を行ったところ、CMS カルスでは preSATP6
の 250kDa 複合体が検出される一方で、ORF20NK-198 導入カルスではそれに加えて 200kDa 及び

150kDa 複合体が出現し、そのうち 200kDa 複合体から preSATP6 と ORF20NK-198 の両者が検出され

た。これは、orf20L や別の 2 種の rf1 に含まれる orf20 様遺伝子を導入しても、認められなかった。 
稔性回復系統と由来の異なる 3 種の rf1 を保持する CMS 系統の未熟葯をミトコンドリア複合体

解析に供試した。CMS 個体ではいずれも preSATP6 の 250kDa 複合体のみが検出された一方で、



        
 

稔性回復個体では 250kDa 複合体は著しく減少し、200kDa と 150kDa 複合体がわずかに検出され

た。orf20 様遺伝子の mRNA 量は稔性回復個体を 1 とすると、CMS 個体は 0.3～0.6 であった。 
 以上のことから、Rf1 と preSatp6 の相互作用はタンパク質レベルで起こり、おそらく

ORF20NK-198 の結合により preSATP6 の高次構造が変化するものと思われる。この作用は rf1 アレル

由来の orf20 様遺伝子では失われていたため、翻訳後の相互作用が稔性回復に重要であることが示

唆された。 
 
Rf1 対立遺伝子の機能解析およびその知見に基づく維持アレル選抜マーカーの開発 
 テンサイ 2 系統とフダンソウ 1 アクセッション由来の合計 3 種の Rf1 アレルの機能を調査し

た。CMS 系統との交配後代を作出したところ、稔性回復の程度が異なっていた。これらの個体を

用いて preSATP6 の 250kDa 複合体を定量したところ、その蓄積量は花粉稔性と負の相関関係にあ

ることが分かった。葯形態観察により、preSATP6 複合体の蓄積とタペート退化の関連が示唆され

た。次に、3 種の Rf1 由来の orf20 様遺伝子コピーの機能を調査した。形質転換カルスを用いて相

互作用能を有するコピーを特定した。未成熟葯においてそれらの mRNA 量は、preSATP6 の 250kDa
複合体の蓄積量と負の相関を示した。したがって、Rf1 アレルの作用力とは、相互作用能をもつ

orf20 様遺伝子の発現量であり、それが葯における preSATP6 の 250kDa 複合体の蓄積量として現

れることが示唆された。 
相互作用能をもつ orf20 様遺伝子の識別を目的として、既に同定されている 11 種の orf20 様遺

伝子のコード域と相互作用能の有無を照合すると、相互作用能をもつ遺伝子コピーは二つのグル

ープに分けられた。コード域の一次構造情報からそれぞれのグループに属する遺伝子コピーを識

別する CAPS マーカーを開発した。これを用いて未知遺伝資源の遺伝子型と稔性回復アレルの有

無を調べたところ、ほとんどの稔性回復アレルが判定可能であった。 
 
テンサイ Rf1 の進化的側面 
 orf20 様遺伝子は OMA1 と相同性を示すが、その進化過程は明らかではない。まず、テンサ

イゲノムにおいて OMA1 相同遺伝子を探索すると、orf20 様遺伝子の他にオーソログと思われる

遺伝子 BvOMA1-1 が見つかった。テンサイとその近縁種において BvOMA1-1 は調査したすべての

個体から PCR 増幅された一方、orf20 様遺伝子は Beta 節のすべての個体から見つかった。preSatp6
は種内変異であるとされるので、orf20 様遺伝子の分布は preSatp6 より広いことが示唆された。次

に、被子植物の OMA1 相同遺伝子を収集し、系統解析及びシンテニー解析を行うと、orf20 様遺

伝子は属レベルの系統特異的な重複によって生じたことが示唆された。さらに、orf20 様遺伝子の

コード域は OMA1 オーソログのような負の選択を受けていない。 
OMA1 オーソログと orf20 様遺伝子の機能を実験的に調べた。形質転換カルスを用いた調査に

よれば、テンサイ及びシロイヌナズナ OMA1 オーソログはいずれも preSATP6 とは相互作用しな

い。次に、発現パターンを比較したところ、OMA1 オーソログは全身で発現するが、orf20 様遺伝

子は雄性器官特異的に発現していた。さらに、in situ hybridizationによって未成熟葯におけるmRNA
の時空間的な分布を調べたところ、シロイヌナズナ OMA1 の発現パターンに対し、テンサイでは

BvOMA1-1 と orf20 様遺伝子が相補的に発現していた。 
 これらのことから、Rf1 の進化に遺伝子重複と機能分化が関わること、およびパラログである

Rf1 は花粉形成過程においてオーソログの機能を相補していると考えられ、後者が preSatp6 非存

在下においても orf20 様遺伝子が維持される機構として働いた可能性がある。 
 
よって、審査員一同は、荒河 匠が博士（農学）の学位を受けるのに十分な資格を有するも

のと認めた。 


