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研究成果の概要（和文）： 

 植物細胞には宇宙を構成するほぼ全ての元素が含まれるが、それらを外界と細胞内で出
し入れする膜輸送体の実体は不明なものが多い。一方、モデル植物シロイヌナズナのゲノ
ムには膜輸送体をコードすると予想される遺伝子が約 1,400 存在するが、それらの多くは
機能不明である。 
 我々は新たな膜輸送体を発見する手段として、候補遺伝子の総当たり発現解析が有効と
考え、候補遺伝子のクローニングと発現解析系の確立を進めた。結果的に、全ゲノムの 98％
にあたる 1,380 種類の候補遺伝子のクローン化ライブラリを完成させた。また、候補遺伝
子を絞った発現機能スクリーニングが膜輸送体発見の強力な手段になりうることも検証し
た。中間段階で試験的に作出した酵母発現ライブラリ、植物発現ライブラリを重金属耐性 
より重金属元素（Mn, Ni, Zn, Cd)耐性に関わる新規の候補分子５種を見出している。また、
生物を生かしたまま、特定の元素（Mo)や、広範な元素（遷移元素）の量の変化を見積も
るための技術開発を進めた。 
 
研究成果の概要（英文）： 
  Plant cells contain all elements of the universe. Transporters that import/export 
inorganic elements have been poorly identified yet. In Arabidopsis genome, about 
1,400 transporter-related genes were fond in silico, of which function is almost 
unknown. 
 To overcome whole genome screening from possible candidates, we constructed an 
expression library consisted of the transporter gene(s). We cloned 1,380 genes (98% of 
candidates). Expression screening by use of the library has been shown to be powerful 
tool for identification of novel transporters. We screened five candidate genes that 
posed tolerance of heavy metal elements (Mn, Ni, Zn, Cd) to host organisms. We also 
developed research tools that can analyze level(s) of element(s) in living organisms. 
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１．研究開始当初の背景 

 最新の元素分析技術の成果として、原口紘
きが提唱した「拡張元素普存説」によると、
生物には宇宙を構成する100以上の元素がす
べて含まれるという (原口 2000, 現代化学)。
事実、生物の生命維持に欠くことのできない
必須元素約 20 種にくわえて、必須ではない
が有益な元素、用途・効果が分らない元素、
有害な元素までもが生体内に含まれている
（図１上）。 

 では、生物はどのようにして元素を外界か
ら吸収し、生体内で利用しているのであろう
か。細胞レベルのミクロ世界では、細胞の
内・外環境ともに水環境であり、多くの元素
は電荷や極性を持った化合物、分子種として
水に溶けて存在する。ところが、細胞を取り
囲む生体膜は疎水性であり、荷電性・極性物
質は基本的に通さない。このため、生物は溶
質の吸収・排出に特別なタンパク質である膜
輸送体を通して、生体膜を経由した物質輸送
（生体膜輸送）を行っている。したがって、
細胞内に全ての元素が存在するならば、これ
に対応する何らかの膜輸送体が存在すると
考えられる（図１下）。 

 植物は無機栄養だけで生育できるため、元
素の生体膜輸送の研究モデルとして優れて
いる。実際、元素輸送体の研究に、我が国の
植物研究者は大きく貢献しており、ホウ素 

(B) の膜輸送体（Takano 2002, Nature）、ケ
イ素 (Si) の膜輸送体（Ma 2006, Nature, 

2007, Nature）、モリブデン (Mo) の膜輸送
体（Tomatsu 2007, PNAS USA) は、植物の
研究で発見された。しかし、元素一つ一つに
対する輸送体の研究を個別に進める従来の
方法では、全般的な元素輸送の解明は遠い。
また、遺伝子の重複により、遺伝学的解析が
困難な例も予想される。 

図１ 植物細胞における元素の膜輸送 

 

 

２．研究の目的 

 そこで発想を転換し、膜輸送機能ゲノミク
スによる問題解決、すなわち全ての膜輸送体
候補遺伝子について、元素種にこだわらず何
でも良いので、膜輸送との関連性を調べ上げ
ることを大目標にすえ、そのために必要な実
験材料の開発と方法論の確立を目指した。 

 本研究では、タンパク質一次構造中に疎水
性領域を 6 個以上もつ分子を全て膜輸送体
（候補分子）と仮定した。膜輸送機能ゲノミ
クスでは、先行事例にとらわれず全く新規の
分子も解析対象とする点が重要であるため
である。 

 モデル植物シロイヌナズナのゲノムには、
こうした特徴を持つタンパク質をコードす
る膜輸送体候補遺伝子が約 1,400 種存在する
（図２）。その一部は既に分子機能が確定し
ているが、多くは輸送基質が不明である。こ
れらを総当たり式もしくは飽和試験により
もれなく調べることで、新たな元素膜輸送体
を発見することを目的とした。 

 そこで、上記の約 1400 種のシロイヌナズ
ナ遺伝子を全て含む膜輸送体候補限定遺伝
子ライブラリの整備を第一の目標とした。 

 次いで、限定ライブラリをモデル宿主で発
現させて、総当たり発現試験や飽和スクリー
ニング試験を実際に行い、本研究が提案する
方法論が新規膜輸送体の探索に有効である
か検証した。 

 さらに、研究を展開するには、生きた生
物・細胞で元素量を評価する必要があること
から、バイオプローブ分子の開発やイメージ
解析法も検討した。 

 

 

図２ シロイヌナズナの膜輸送体候補遺伝子 

 

３．研究の方法 

 研究開始持点で、約 1,400 種類の候補遺伝
子のうち約800種類はクローン化されていた。
本研究では残りの600種類の遺伝子について
個別クローニングを行った。各種組織 RNA



よ り 逆 転 写 polymerase chain reaction

（PCR）法で目的遺伝子を増幅し、ベクター
に挿入、配列を確認した。 

 試作段階の遺伝子ライブラリをもとに、ベ
クターを組み換え、各種モデル宿主での過剰
発現ベクター群を作製した。すなわち、パン
酵母、植物、動物細胞の発現ベクターを部分
的に作出した。これらを用いて、形質転換酵
母、形質転換シロイヌナズナ、形質転換動物
細胞を作出した。 

 総当たり試験の例として、動物細胞で候補
分子を並列的に発現させ、モリブデン(Mo)バ
イオプローブの蛍光を指標にして、Mo 輸送
体の選抜を行った。飽和スクリーニング試験
の例として、形質転換酵母ライブラリの高濃
度亜鉛 (Zn) 培地での生育試験、形質転換シ
ロイヌナズナライブラリの混合重金属（Mn, 

Ni, Zn, Cd）培地での生育試験を行った。 

 モリブデン(Mo)バイオプローブの CFP 部
分をウミシイタケルシフェラーゼに改変し、
発光型モリブデンセンサーを開発した。また、
生きた植物でアントシアニンの発色を他の
色素と分けて分光イメージ化する装置を開
発した。 

 
４．研究成果 
 
 膜輸送体遺伝子ライブラリの作製 
 研究基盤となる膜輸送体候補遺伝子の収
集を進め、最終的にシロイヌナズナゲノムに
ある 1,404遺伝子のうち 1,380遺伝子（98％）
をクローニングした。 
 イオンチャネルなど、特定の膜輸送体は生
化学的な代謝回転数が高い一方、細胞内での
発現量が少ない傾向がある。また、特異な器
官でのみ発現する遺伝子も少なくない。本研
究でクローニングを試みた５９１種のシロ
イヌナズナ遺伝子も、理化学研究所が保有す
る約５０万のｃＤＮＡクローン群の中に存
在せず、微量遺伝子にあたると考えた。そこ
で各種組織、器官の混合全ＲＮＡより逆転写
ＰＣＲ法で目的ｃＤＮＡを増幅した。結果、
ごく一部を除き、ほぼ全ての目的遺伝子のＤ
ＮＡ断片が増幅された。 
 次に、大腸菌を一次宿主としてＤＮＡ断片
をクローニングした。約 60％の遺伝子は通常
の方法で問題なくできたが、残りの遺伝子で
エラークローンとしてしかクローニングで
きないという問題が生じた。すなわち、フレ
ームシフト変異や終止コドン変異、よく保存
されたアミノ酸コドンへのミスセンス変異
などである。 
 一般に、膜タンパク質遺伝子のクローニン
グは困難で、エラークローンが生じやすいと
される。膜タンパク質の全長産物もしくは部
分長産物が、大腸菌内で合成されると有害性
を示す場合があり、結果的にエラークローン

が選択されるためである。 
 本研究では、通常の方法でクローニングが
困難な 250遺伝子について、複数の方法を組
み合わせて対処した。すなわち、（１）発現
ベクターへの直接クローニングや、（２）低
コピー数ベクターの採用、（３）アミノ酸配
列に影響しないサイレント変異クローンの
採用などである。また真核生物での過剰発現
解析を目指したクローン化であるため、（４）
ｃＤＮＡの代わりにイントロンを含むゲノ
ムＤＮＡ、（５）ｃＤＮＡとゲノムＤＮＡの
ハイブリッドも許容した。 
 技術的に困難な面が多く、予想をはるかに
上回る時間とマンパワーを費やし、全体の進
捗の制限要因となったが、本研究で作出した
ライブラリは今後の植物膜輸送研究を進め
る上で貴重な資産として、活用・公開してゆ
きたい。 
 
 総当たりによるモリブデン輸送体の探索 
 試験的に作出した動物細胞剰発現ライブ
ラリ（約 900遺伝子）を用いて、モリブデン
（Mo)輸送体を探索した。 
 モリブデン（Mo)は生物共通の必須元素で
あるにも関わらず、膜輸送体の解明があまり
進んでいない元素である。本研究では、過剰
発現により宿主動物細胞の Mo 濃度を変化さ
せる輸送体遺伝子を総当たり式に探索した。 
 具体的には、動物細胞 HEK293T に、研究グ
ループが独自に開発した蛍光バイオプロー
ブ（MolyProbe）と植物膜輸送体全ての組み
合わせで co-transfection した。蛍光プロー
ブで細胞内 Mo 濃度をモニターして、タイム
コースを変化させるエフェクター遺伝子を
探索した(図３）。 
 

 
図３ モリブデン輸送体の探索 

 
その結果、（１）細胞外からモリブデンを吸
収し、細胞質の Mo 濃度を上昇させる膜輸送
体、（２）逆に細胞内から Mo を排出して結果
的に細胞質 Mo 濃度を下げる機能をもつ輸送
体、（３）細胞内オルガネラに Moを運び、容
量が一杯になるまでの間、細胞質 Mo 濃度を
下げる輸送体の候補が見出された。 



 飽和スクリーニングによる重金属輸送体
の探索 
 1,400 種の膜輸送体遺伝子をほぼ均一に含
む発現ライブラリの別の使い道として膜輸
送体の飽和スクリーニングも有力である。 
 すなわち、通常の遺伝子スクリーニングで
は、個別の遺伝子の構成比がバラバラで、場
合によっては存在しない場合もあるため、理
論上、飽和スクリーニングには無限の試行を
要する。一方、1,400 は多いとはいえ有限数
であるため、Ｘ％飽和スクリーニングに必要
な試行数Ｙをポワソン分布より推定できる
からである。 
 前述の理由で、完全なライブラリの整備が
間に合わなかったため、本研究では試験的に
作出した酵母発現株ライブラリ（約 900種）、
シロイヌナズナ発現株ライブラリ（200 種）
の飽和スクリーニングを行い、重金属遷移元
素であるマンガン（Mn）、ニッケル（Ni）、亜
鉛（Zn）、カドミウム（Cd）の毒性を緩和す
る膜輸送体を検索した。 
 その結果、発現酵母株の亜鉛耐性を強化す
る遺伝子として、従来の知見では予想されて
いなかったアミノ酸輸送体ホモログの探索
に成功した（図４）。 

 

図４ 亜鉛耐性を強化する酵母発現株の選抜 
 
 また、シロイヌナズナ過剰発現株ライブラ
リを重金属耐性試験で評価することにより、
わずか 200株の母集団からマンガン耐性の強
化された膜輸送体発現株１株を単離した。同
様に、ニッケル、カドミウム耐性の強化され
た膜輸送体発現株３株を単離することに成
功した（図５）。ニッケル、カドミウム耐性
株のうち１種はＣＡＸ型輸送体過剰発現株
であり、従来の知見から機能を予測しうるも
のであったが、他は新規の分子群である（図
６）。 
 以上の結果から、限定ライブラリの飽和ス
クリーニングが新規輸送体発見において強
力な手段であることが確認できた。また植物
の、重金属耐性システムの多様さを明らかに
することが出来た。 
 

 
図５ 植物過剰発現株ライブラリの作出と重金
属耐性株の選抜 
--------------------------------------- 

 
図 6 植物過剰発現解析から示唆された重金属
輸送体 
 
 
 生きた細胞の元素量を計測する新規バイ
オプローブの開発 
 本研究で作製した遺伝子発現ライブラリ
を新たな元素膜輸送の発見に結びつけるた
めには、目的の元素の細胞内の量を可視化す
るツールが必須である。 
 本研究では、自家蛍光が極めて強い酵母な
どの宿主でも細胞内モリブデン（Mo)濃度を
測定するため、新たに自己発光型バイオプロ
ーブ MolyProbe/B を作出した。 
 植物色素のアントシアニンは広範な遷移金
属元素（前述の Mn, Ni, Zn, Cd 以外の元素）
と結合して色調を変える性質があり、バイオ
プローブとして有力である。しかし、植物に
大量に含まれるクロロフィル系、カロチノイ
ド系色素が色観察の障害となる問題点があ
る。そこで、植物を８波長の透過光で撮影し
たのち、ソフトウェア上の数値処理でアント
シアニン系色素の色だけをイメージ抽出す
るシステムを開発した。同システムは、シロ
イヌナズナ過剰発現株で遷移金属元素量を
評価する手段として活用中である。 
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