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研究成果の概要（和文）：園芸的利用価値が高いバンダ系着生ランにおいてゲノムを倍加させた四倍体や多元雑
種の複二倍体が遺伝的に安定する機構を解明した。DNAのメチル化やヒストン修飾によるエピジェネティックな
クロマチン動態をGISH法や免役染色法を用いて、染色体およびDNAレベルで可視化した。四倍体の安定化に関わ
る分子的機構として、動原体の構造が関係していると思われたので、フウラン等のBACライブラリーの作製や動
原体蛋白質の１つであるCENH3を同定することにより、その糸口を得た。

研究成果の概要（英文）：We have elucidated the mechanism of genetic stabilization of tetraploids and
amphidiploids from inter‑ and intra‑generic hybrids in the subtribe Aeridinae of tribe Vandae which
is monophyletic, mostly epiphytic and comprises horticultural valued genera including Vanda,
Neofinetia, Ascocentrum, Rhynchostylis. Epigenetic chromatin dynamics by DNA methylation and histone
modification were visualized at the chromosome and DNA level using the GISH and immunological
staining method. As the molecular mechanism involved in the stabilization of tetraploid seems to be
related to the structure of kinetochores, and as clue to unvovering it has been found by conducting
the contruction of BAC library such as Neofinetia falcata and the identification of CENH3.
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１．研究開始当初の背景
（１）
（１）ラン科植物は
ラン科植物は 800 属からなる 25000
種以上が知られており、単子葉植物で最も進
化していると言われている。
化していると言われている。属を超えての交
属を超えての交
配が容易であり、多くの属間雑種が育成され
ている。単軸性着生ランであるバンダ系では、
花の青色、芳香、耐寒性などの有用形質を導
入するため属間交雑が頻繁に行われている。
（２）
（２）ラン科植物では、
ラン科植物では、メリクロン培養によ
メリクロン培養によ
り四倍体が見出され、培養下でのストレスに
よってゲノム単位での倍加が起こることが
知られている。
知られている。一般的に四倍体は園芸的価値
一般的に四倍体は園芸的価値
が高いものが多いが、その原因については不
明のままである。ラン科植物においては、染
色体倍加の
倍加の遺伝的または分子的
遺伝的または分子的メカニズム
遺伝的または分子的 メカニズム
や倍加後のクロマチンのエピジェネティッ
クな変化についての研究はまだない。
２．研究の目的
（１）
（１）花として商業的価値の高いバンダ系ラ
花として商業的価値の高いバンダ系ラ
ンやそ
やその雑種において、四倍体化に伴う
の雑種において、四倍体化に伴うエピ
の雑種において、四倍体化に伴うエピ
ジェネティックな変化を調べることで、四倍
体の安定化に関わる分子的機構を解明する。
具体的には、
体的には、DNA
DNA のメチル化やヒストン修飾
によるエピジェネティックなクロマチン動
態を FISH 法や免役染色法を用いて、染色体
および DNA レベルで可視化する。
（２）
（２）品種改良が重ねられてきた複雑な来歴
品種改良が重ねられてきた複雑な来歴
をもつラン科雑種植物について、染色体のゲ
ノム構成を明らかにすることは園芸植物の
育種において重要であると述べるとともに、
今なお進化し続けているラン科植物独特の
ゲノム戦略につい
ゲノム戦略についての知見を得る。
ての知見を得る。
３．研
３．研究の方法
（１）
（１）同質倍数体安定性の分子的基礎の解明
同質倍数体安定性の分子的基礎の解明
のために
のために、もとの二倍体（ヘテロ接合体また
、もとの二倍体（ヘテロ接合体また
は多元雑種）と染色体を倍加した
は多元雑種）と染色体を倍加した四倍体を
を減
数分裂時の染色体の挙動と GISH 法を用いた
分子細
分子細胞学的手法により比較する。
胞学的手法により比較する。
（２）四倍体において、四倍体になった時に
エピジェネティックな変化が起きたかどう
か、既知のヒストン修飾抗体や DNA の抗メチ
ル化シトシン抗体を用いた免疫染色実験を
行う。

認した。純系では、 Rhynchostylis retusa 、
Ascocentrum amplullaceum 、雑種起原では、
Vanda hybrid、
、 Neostylis 、 Ascofinetia 、
Dawinara で四倍体を得た。

図 1.
1 Rhynchostylis retusa の植物体(左＝二
左＝二
倍体、右＝四倍体
倍体、右＝四倍体)
（２）GISH 法による多元雑種のゲノム構成の
可視化： Neofinetia 、 Vanda 、 Ascocentrum 、
Rhynchostylis の４属に由来する植物の交雑
によって作られた多元雑種の染色体数とそ
の ゲ ノ ム 構 成 を 多 色 GISH （ Multi‑color
color
Genomic In Situ Hybridization）法で調べ
Hybridization ）法で調べ
た。

図 2.
2 Ascofinetia の二倍体（2n=38）と四倍
の二倍体（
）と四倍
体（2n=76）
（
(赤：Ascocentrum 由来の染色体 、
緑：Neofinetia 由来の染色体)
由来の染色体
（３）ラン科植物における減数分裂時染色体
の挙動
① Neofinetia 、 Vanda 、 Ascocentrum 、
Rhynchostylis の 4 属のうち、異なる属の
属のうち、異なる属の 2
種を組み合わせた雑種の減数第一分裂中期
では染色体の対合が見られた。これらの事実
は、4
は、 属の間ではゲノムがよく似ていること
の間ではゲノムがよく似ていること
が示唆され、最近の分子系統に基づく Vanda
属への統合の根拠にもなる。

（３）
（３）四倍体の遺伝的な安定につながる多価
四倍体の遺伝的な安定につながる多価
染色体の形成を妨げる遺伝的システム 二倍
染色体の形成を妨げる遺伝的システム(二倍
体化))について、動原体の構造から明らかに
について、動原体の構造から明らかに
する。
４．研究成果
（１）ラン科植物（バンダ亜連）の四倍体の
作製と収集：コルヒチン処理による四倍体作
製を目指したが、細胞学的な四倍体を得るこ
とできなかったので、育種家や市販されてい
る系統の中から四倍体を細胞遺伝学的に確

図 3. Neostylis Lou Sneary (Neofinetia x
Rhynchostylis F1)における
における減数第一分裂中
減数第一分裂中
期における染色体の対合
②Rhynchostylis retusa の二倍体と四倍体に

おいて減数分裂の各過程を細胞学的に比較
した。一般的に同質四倍体では、相同染色体
を 4 本もつことになるので、四価染色体を形
成するために染色体の均等分配がおこらず、
稔性が低下するが、この種の四倍体では四価
染色体はほとんど見られず、二価染色体が多
く見られた。このことは、受精能力のある配
偶子を作るのに重要であり、四倍体の遺伝的
な安定に繋がる根拠となった。一方、他種の
二倍体植物や雑種において多様な配偶子形
成を行うことがあ
成を行うことがあり、非還元配偶子の形成が
り、非還元配偶子の形成が
見られ、このことが倍数体形成の要因の一つ
と考えられる。
（４）免疫染色によるエピジェネティックな
クロマチン動態の変化：
クロマチン動態の変化：二倍体に比べて
倍体に比べて四
四倍
体では DNA のメチル化がより広範囲に起こる
が、ヒストンのメチル化、アセチル化、リン
酸化の程度において違いは見られなかった。
リン酸化の程度
リン酸化の程度を調べている過程において、
を調べている過程において、
ヒ ス ト ン リ ン 酸 化 抗 体 （ H3S10ph 、
H3S10phK14ac
H3S10phK14ac）で中期染色体の動原体周辺を
）で中期染色体の動原体周辺を
検出することができ、細胞分裂が進行するに
つれてリン酸化されたヒストンは減少する
ことがわかった。特に、
ことがわかった。特に、H3S10phK14ac
H3S10phK14ac は植物
における染色体のセントロメアを同定する
細胞学的マーカーとして利用することがで
きる。
（５）バンダ系基本２倍種の BAC ライブラリ
ー作製：染色体マーカーや動原体配列のクロ
ーンを得るために、 Neofinetia
eofinetia falcata(フ
ウラン
ウラン)と R. coelestis の２種においてバク
テリア人工染色体（
テリア人工染色体（BAC）ライブラリーを作
）ライブラリーを作
製した。前者においては、ストックしたクロ
製した。前者においては、ストックしたクロ
ーン数は 21000 個、平均インサートサイズは
75kb で、これは 0.67 ゲノム分をカバーする
ことになる。後者においては、ストックした
クローン数 10600 個、平均インサートサイズ
は 51kb で、カバーした情報量は 0.21 ゲノム
分であった。
分であった。BAC
BAC FISH の結果、染色体特異的
なシグナルや反復配列のマーカーが得られ
たので、染色体の同定等に今後利用できる。

（６）動原体解析：
（６）動原体解析：フウランにおいて
フウランにおいてセント
セント
ロメアに特異的なヒストン H3（CENH3）遺伝
）遺伝
子の構造を決定した。このアミノ酸情報から
N 末端ヒストンテール部分のペプチド抗体を
作製した。この CHENH3 のペプチド抗体はフ
のペプチド抗体
ウラン以外の他のラン科植物、Vanda
coerulea
coerule 、
Rhnchostylis coeletis 、
Ascocentrum ampullaceum などのバンダ系植
物の動原体にも結合した。CHENH3 のペプチド
抗体を用いた
抗体を用い CHIP 解析で得た DNA 断片をク
ローニングして FISH 解析を行った。また、
解析を行った。また、
による ChIP‑Seq
Seq で CHENH3 抗体を利用した次
抗体を利用した
世代シーケンサー
世代シーケンサー網羅的に解析した結果で
網羅的に解析した結果で
は、動原体
は、
DNA 候補配列が予想することがで
きた。

図 5.
5 フウランの核における CHENH3 の検出
（７）四倍体化にともなう有用形質
（７） 倍体化にともなう有用形質の比較：
倍体化にともなう有用形質の比較：
4 倍体化により、花や植物体のサイズが大き
くなる傾向が見られた。また、フウランと
Rhynchostylis の雑種の場合では、四倍体の
の雑種の場合では、 倍体の
方がより芳香が強くなる組合せが見られた。
方がより芳香が強くなる組合せが見られた。

図 6.Rhynchostylis retusa の花（左＝２
（左＝２x、
右＝４x）
右＝４
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図 4.. R. coelestis のバクテリア人工染色体
（BAC
BAC）におけるパルスフィールド電気泳動
）におけるパルスフィールド電気泳動
によるインサートサイズの測定
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