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研究成果の概要（和文）：本研究では植物の主要な成長抑制因子DELLAによる転写制御機構を解析した。ジベレ
リン（GA）はDELLAの分解を介して転写活性化因子の抑制解除により転写を促進するとされてきた。しかしGAに
よる転写への影響は主に抑制的であるので、未知のメカニズムの存在が示唆された。我々はDELLAが転写因子
GAF1のコアクティベーターとして機能すること、GAF1はコリプレッサーTPRとも結合することを明らかにした。
GAF1転写促進複合体はGA刺激を受けると転写抑制複合体に機能転換する。すなわちDELLAはタイトレーションと
コアクティベーションの二つの機能でGAに関連した二つの遺伝子群を統括制御しているのである。

研究成果の概要（英文）：DELLA proteins are major plant growth repressors. The mechanism of 
Gibberellin (GA)-dependent transcription has been explained by DELLA-mediated titration of 
transcriptional activators and their release through the degradation of DELLAs in response to GA. 
However, the effect of GA on genome-wide expression is predominantly repression, suggesting the 
existence of unknown mechanisms of GA function. In this study, we identified a DELLA binding 
transcription factor, GAF1. Furthermore, we found that GAF1 interacts with the corepressor TPR and 
that DELLAs and TPR act as coactivators and a corepressor of GAF1, respectively. GA converts the 
GAF1 complex from transcriptional activator to repressor via the degradation of DELLAs. These 
results indicate that DELLAs turn on or off two sets of GA-regulated genes via dual functions, 
namely titration and coactivation, providing a mechanism for the integrative regulation of plant 
growth and GA homeostasis.

研究分野： 植物生理・分子

キーワード： 植物　発現制御　信号伝達
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における GA 生合成酵素遺伝子のフィードバ

ック制御が失われた。これらの結果は従来の

GA による転写制御モデルの矛盾を一挙に解

決するものである。すなわち DELLA はタイ

トレーションとコアクティベーションの二

つの機能で GA に関連した二つの遺伝子群の

一方を OFF に、他方を ON に、同時に統括制

御しているのである（図 1）。 

次に GAF1 複合体の花成における標的遺伝

子を探索した。花成は栄養成長から生殖成長

への転換であり、植物の生活環において最も

重要な局面の一つである。花成は 4 つの経路

により制御されていると考えられており、そ

の一つが GA 経路である。GAF1 の過剰発現

体では花成の促進が、gaf1 gaf2 二重変異体で

は逆に花成の抑制が観察された。GA 刺激を

受けると GAF1 は転写抑制複合体を形成する

ので、GAF1 は負の花成制御遺伝子の転写抑

制を介して花成を促進すると予想された。花

成制御における GAF1 の標的遺伝子を同定す

るために GAF1 の発現誘導後の RNA-seq と

ChIP-seq を行った。GAF1 の標的遺伝子と考

えられる ALP1059（仮名）の機能喪失型変異

体を取得して、その表現型を解析した。

ALP1059 の欠損により、植物体は GA を投与

されたかのような徒長形質を示し、さらに花

成が促進されていた。ALP1059 は GA による

成長と花成の制御に関与する遺伝子と考え

られた。 
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