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研究成果の概要（和文）：生体膜共役輸送系は、栄養物質や老廃物の輸送に働き、細胞存続の基盤となる。共役イオン
としてH+共役型とNa+共役型が知られているが、陸上高等植物はH+共役型である。我々は祖先植物シャジクモのリン酸
輸送系はNa+共役型であることを報告し、本研究においてその輸送系遺伝子の全長決定に成功した。配列系統解析から
、シャジクモのリン酸輸送体は、全ての陸上植物の祖先型となり、アオミドロなどと一つのクレードを形成した。配列
情報の解析から、H+輸送に必要とされるアミノ酸残基が保存されておらず、Na+共役であることが強く示唆された。ま
た、最初の陸上植物と考えられているゼニゴケについても系統、生理解析を進めている。

研究成果の概要（英文）：The membrane co-transport systems work on the uptake of nutrition or extrusion of 
wastes. This is the fundamental mechanism of all living cells. There are two kinds of co-transport 
systems; H+ coupled or Na+ coupled. The land plants usually have H+ coupled co-transport systems. We have 
reported that the phosphate (Pi) transport system of characean plant, which is an ancestor of land plants 
is a Na+ coupled type. In the present study we succeeded in sequencing the full length of a gene of the 
Pi transporter in Chara cells. From sequence analysis, Chara Pi transporter was the ancestor type of all 
land plants and formed a single clade together with Spirogyra. In Chara Pi transporter gene, amino acid 
residue required for H+ coupled transport was not kept, and this strongly suggests that Chara Pi 
transporter is a Na+ coupled type. In addition, we are analyzing about Pi transport systems of the first 
land plant; the liverwort.

研究分野： 植物細胞生物学
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１．研究開始当初の背景 
	 全ての細胞において、栄養物質の取り込み

や老廃物の排出の大半が生体膜の共役輸送

系によって行われる。共役輸送系は、細菌や

菌類の多くと植物では H+の電気化学ポテン

シャル勾配で、細菌の一部と動物では Na+の

電気化学ポテンシャル勾配で駆動される。種

子植物の膜輸送活性は細胞膜 H+-ATPase に
よる H+の排出と起電力形成に依存する。 
	 陸上植物の祖先の一つとされるシャジク

モは、古くから膜輸送のモデル細胞として研

究が進められてきた。申請者の三村は、約 10
年前に必須栄養素のリン酸の輸送が、シャジ

クモではNa+依存であることを初めて証明し

た（図１）。近年確立したシャジクモ類の EST
データベースから、シロイヌナズナと相同性

を持つリン酸輸送体遺伝子の探索を行った

ところ、ただ一つの遺伝子が見つかり、それ

はシロイヌナズナが持つ 9つの細胞膜リン酸
輸送体全ての祖先型であることが判明した。

このことは、陸上植物が進化する過程で、Na+

共役輸送系が H+共役輸送系に変わったこと

を強く示唆していた。 

 
２．研究の目的 
本研究では、高等植物の H+共役リン酸輸送

系が、シャジクモのリン酸輸送系とどのよう

に異なっているのか、またその輸送系がどの

ように進化してきたのかを検討する。 
	 生理学的研究からは、シャジクモのリン酸

輸送が 1Pi/6Na+の共役輸送を行うことが判

っている。ESTデータから明らかになったリ
ン酸輸送体がこの輸送活性を担うかどうか

を、酵母発現系等を用いて明らかにすること

を目指す。さらに、シロイヌナズナリン酸輸

送体との比較解析から、共役イオンとして

H+と Na+を使うことの差がどのような構造

に依存するのかを明らかにし、最後に植物の

共役輸送系がどのように進化してきたのか

を、他の植物群とも比較しつつ明らかにする。 

 
３．研究の方法 
（１）シャジクモ（Chara braunii）のリン
酸輸送機構の解析	 

	 Na+依存のリン酸輸送機構の存在が証明さ

れているのはオーストラリアシャジクモ

（Chara australis）である。ここでは、ゲノ
ムや EST データが整備されつつある Chara 
braunii のリン酸輸送機構が Na+依存である

かどうかの検証を、リンの放射性同位体を用

いて検証した。 
（２）Chara brauniiの ESTデータを利用し
たリン酸輸送体遺伝子の同定と単離 
	 Chara brauniiの ESTデータベースから、
シロイヌナズナと相同性を持つリン酸輸送

体遺伝子の探索を行ったところ、ただ一つの

遺伝子が見つかった。この遺伝子は、全長が

明らかではなかったため、ゲノムデータや新

たに作成した cDNA から全長のシークエン
スを行った。 
（３）リン酸輸送体遺伝子の輸送活性の測定 
	 共役膜輸送系においては、配列データのホ

モロジーだけから共役イオンを一義的に決

めることはできない。そこで、全長を単離し

た Chara brauniiリン酸輸送体遺伝子を酵母
に形質転換し、リン酸輸送活性を測定するこ

とを試みた。 
（４）ゼニゴケのリン酸輸送活性の測定 
	 陸上植物として進化段階の基部に近いと

されるゼニゴケのリン酸輸送機構について、

生理活性解析と遺伝子発現解析を行った。	 

	 

４．研究成果	 

（１）シャジクモ（Chara braunii）のリン
酸輸送機構の解析	 

	 シャジクモ（Chara brauniii）のリン酸輸
送機構が Na+依存であるかどうかと、リン欠

乏環境下においてリン酸輸送活性の上昇が

生じるかの検証を、リンの放射性同位体を用

いて検証した（図２）。 

図２．シャジクモリン酸輸送能。左：リン欠乏下

での輸送活性。右：Na+の有無によるリン酸輸送

活性 
 
	 図２に示すように、シャジクモ（Chara 
brauniii）のリン酸輸送は、リン欠乏下で輸
送活性が上昇し、かつ輸送に Na+を必要とし

図１．リン酸共役輸送の H+型と Na+型
のモデル図 



たことから、シャジクモは、オーストラリア

シャジクモと同様のNa+共役型のリン酸輸送

機構を持つことが証明された。 
 
（２）Chara brauniiの ESTデータを利用し
たリン酸輸送体遺伝子の同定と単離 
	 Chara brauniiの ESTデータベースから、
シロイヌナズナと相同性を持つリン酸輸送

体遺伝子の探索を行ったところ、ただ一つの

遺伝子の部分配列が見つかった。 
	 この遺伝子の全長を明らかにするため、シ

ャジクモゲノムを用い、全長を決定すること

が出来た。それによると、高等植物の高親和

性リン酸輸送体と同じく 12 回膜貫通領域を
持つことが明らかとなったが、分子中央部の

細胞質ドメインのホモロジーは低く、また C
末端が他の陸上植物よりもかなり長いこと

が見いだされた（図３） 

	 リン酸輸送体アミノ酸配列の解析から、シ
ャジクモリン酸輸送体分子は、リン酸への高
親和性を示すための K（リジン）は持つ 
が、共役イオンとして H+が結合するとされ

る D（アスパラギン酸）がＡ（アラニン）に
代わっていることが明らかとなった。 
	 リン欠乏下で、遺伝子発現レベルが変動す

るかは現在検討中である。 
	 また、シャジクモリン酸輸送体遺伝子のヌ

クレオチド配列解析から、この遺伝子が陸上

植物の祖先型となることが見いだされた。 
 
（３）リン酸輸送体遺伝子の輸送活性の測定 
	 Chara brauniiリン酸輸送体遺伝子の全長
を単離することができたので、この遺伝子を

リン酸輸送活性を欠く酵母に形質転換し、リ

ン酸輸送活性を測定することを試みている。 
 
（４）シャジクモリン酸輸送体遺伝子の系統

解析 
	 （２）で明らかになった、陸上植物の祖先

型とされるシャジクモリン酸輸送体遺伝子

のヌクレオチド配列を用い、これまで明らか

にされている陸上植物、車軸藻植物の配列情

報を基に、系統樹（図４）を書いたところ、

シャジクモリン酸輸送体は、陸上植物の祖先

型であることが示された。 

 
（５）ゼニゴケのリン酸輸送活性の測定 
	 陸上植物の祖先とされるシャジクモのリ

ン酸輸送活性が Na+共役型であることから、

同様に陸上植物として進化段階の基部に近

いとされるゼニゴケのリン酸輸送機構につ

いて、生理活性解析と遺伝子発現解析を行っ

た。図５に示すように、ゼニゴケでは、リン

酸輸送活性がNa+共役型を示す証拠は得られ

なかった。	 

図３．シャジクモリン酸輸送体遺伝子アミノ酸配列

の比較と解析 

図４．様々な植物のリン酸輸送体配列を基に描い

た系統樹。シャジクモリン酸輸送体（CbPHT1）
は、多くの陸上植物リン酸輸送体の祖先型である

ことが明らかとなった。下表（）は、その植物体

が持つリン酸輸送体の数を示す。 

図５．ゼニゴケリン酸輸送活性の Na+依存性。 
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