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研究成果の概要（和文）：アセロラは、果実に大量のアスコルビン酸を集積する。アセロラ果実のアスコルビン酸含量
は、レモン果実の約50倍にもなる。しかし、アセロラ果実に大量にアスコルビン酸が集積する機構は不明である。本研
究では、アセロラについて、アスコルビン酸の生合成と、その集積機構に着目した。アセロラのアスコルビン酸生合成
酵素のcDNAをクローニング後、アセロラにおけるアスコルビン酸生合成酵素の発現解析を行った。また、アセロラのア
スコルビン酸生合成酵素のゲノム遺伝子をクローニングし、そのプロモーター活性を調べた。さらに、アセロラのアス
コルビン酸生合成酵素遺伝子をタバコに導入発現させ、アスコルビン酸高含量タバコを作出した。

研究成果の概要（英文）：Acerola (Malpighia glabra), a myrtaceous fruit with an abundance of ascorbic acid 
is an excellent candidate for this. Ascorbic acid content in acerola fruit is about 50-fold that in lemon 
fruit. This study has focused on molecular mechanisms on ascorbic acid biosynthesis and accumulation in 
acerola fruit. The cDNA clones for ascorbic acid biosynthesizing enzymes have been isolated. The gene 
expression pattern of ascorbic acid biosynthesizing enzymes have been analyzed in acerola. The genomic 
genes for ascorbic acid biosynthesizing enzymes in acerola have also been cloned. Furthermore, in this 
study, the promoter fragments of genes for ascorbic acid biosynthesizing enzymes in acerola have been 
analyzed. Also, the effect of overexpression of the ascorbic acid biosynthesizing enzymes on the 
biosynthesis of ascorbic acid has been studied. Finally, transgenic tobacco plants with higher ascorbic 
acid contents have been generated.

研究分野： 応用生物化学
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１．研究開始当初の背景 

 ヒトは、アスコルビン酸を生合成すること

ができず、アスコルビン酸を野菜や果物など

の植物から摂取しなければならない。しかし、

植物におけるアスコルビン酸の生合成に関し

ては不明な点が多い。近年、植物のアスコル

ビン酸の生合成経路が提唱され、D-グルコー

スからD-マンノース、L-ガラクトースを経て

アスコルビン酸が生合成される可能性が示さ

れ、その最終段階を触媒するＬ-ガラクトノ

-γ-ラクトン脱水素酵素のcDNA が単離され

た。私たちも、タバコからＬ-ガラクトノ-γ-

ラクトン脱水素酵素のcDNA をクローニング

し、タバコに過剰発現させることにより、タ 

バコのアスコルビン酸含量をコントロールで

きることを示した。一方、イチゴ果実では、

ガラクツロン酸からアスコルビン酸が生合成

可能であることが示された。私たちも、トマ

トのプロトプラストの一過性過剰発現系を用

いて、アスコルビン酸生合成系酵素の解析を

行った。ミオイノシトールからのアスコルビ

ン酸合成も示唆され、植物には複数のアスコ

ルビン酸生合成系が存在し、それらが組織や

環境により複雑に制御されていることが示さ

れた。 

 一方、植物のアスコルビン酸は、多様な生

理機能を有していることが示されている。一

般に、アスコルビン酸は、光合成等によって

生じる活性酸素種の除去や酸化ストレスの防

御に利用されている。実際に、アスコルビン

酸含量が野生型の30%しかないシロイヌナズ

ナの突然変異体は、酸化ストレスに対して感

受性が高くなる。また、ラットのアスコルビ

ン酸生合成酵素を過剰発現したジャガイモで

は、酸化ストレス抵抗性が付与された。私た

ちも、アセロラのモノデヒドロアスコルビン

酸還元酵素遺伝子を過剰発現させたタバコが

塩ストレス抵抗性を獲得することを示した。

さらに、アスコルビン酸が細胞内レッドクス

調節に関与し、胚発生や細胞死に関わること

が示された。私たちも、アスコルビン酸合成

酵素を過剰発現させ、アスコルビン酸含量を

増大させた形質転換タバコにおいて、老化が

抑制されることを示した。 

 
２．研究の目的 

トロピカルフルーツとして知られるアセ

ロラは、果実に大量のアスコルビン酸を集積

する。アセロラ果実のアスコルビン酸含量は、

新鮮果実 100g あたり約 2g にも達し、その

含量は、レモン果実の約 50 倍、トマト果実

の約 200 倍にもなる。しかし、アセロラ果実

に大量にアスコルビン酸が集積する機構は

不明である。本研究では、アスコルビン酸含

量が驚くほど高いアセロラについて、アスコ

ルビン酸の生合成と、その集積機構に着目し

たい。特に、アセロラの果実は、際立ってア

スコルビン酸含量が高く、その含量は約２０

mg/g 新鮮重で、レモン果実のアスコルビン酸

含量の約 50 倍、トマト果実の 200 倍にも達

し、水分を除いた可溶性成分の半分以上がア

スコルビン酸である。しかし、アセロラ等の

トロピカルフルーツのアスコルビン酸生合

成・集積に関する分子細胞レベルの研究につ

いては、私たちの研究以外に全くない。 

 本研究では、アセロラのアスコルビン酸生

合成や代謝に関わる種々の酵素を解析すると

ともに、多量のアスコルビン酸の生合成や集

積に関わる酵素や因子を同定し、アセロラが、

どうして、どのような機構で、大量のアスコ

ルビン酸を生合成し、そのアスコルビン酸を

果実に集積することができるのかを明らかに

したい。 

 

３．研究の方法 

 材料として、沖縄より取り寄せた通常のア

セロラ（OK種）を植物用ガラス室で栽培した

ものを使用する。また、ブラジル原産でアス

コルビン酸含量が著しく低いアセロラ亜種

（FB種）（通常のアセロラのアスコルビン酸



含量の3分の１）は、株式会社ニチレイから譲

渡されたものを用いる。 

 すでに、アセロラから、アスコルビン酸生

合成を調節している可能性の高い3つのキー

酵素であるホスホマンノムターゼ、GDP-Ｄ-

マンノースピロホスホリラーゼ、GDP-Ｄ-マン

ノースエピメラーゼのcDNAをクローニングし

ている。また、これらのアスコルビン酸生合

成酵素については、トマトからもこれらの

cDNAをクローニングしている。今回、ブラジ

ル原産のアスコルビン酸含量が低いアセロラ

亜種FB種についても、それらの３つのアスコ

ルビン酸生合成酵素cDNAをRT-PCR法、RACE法

によりクローニングする。アスコルビン酸含

量の高い通常のアセロラのアスコルビン酸生

合成酵素の一次構造とアスコルビン酸含量の

低いアセロラ亜種FB種、そしてトマトのアス

コルビン酸合成酵素の一次構造を比較し、タ

ンパク質構造的な特徴について評価する。ア

スコルビン酸含量の高い通常のアセロラ、ア

スコルビン酸含量が低いアセロラFB種、およ

びトマトの３つのアスコルビン酸生合成酵素

の触媒活性が、アスコルビン酸含量が低いア

セロラ亜種FB種やトマトの該当酵素のものに

比べ高いかどうかを評価する。 

 アセロラの３つのアスコルビン酸生合成酵

素の精製標品を抗原として、それぞれの酵素

に対する特異抗体を作成する。アセロラのア

スコルビン酸生合成酵素の遺伝子発現が、ア

スコルビン酸含量が低いアセロラFB種やトマ

トの該当酵素の遺伝子発現に比べ高いかどう

かを評価する。具体的には、特異抗体を用い

たイムノブロット法により酵素タンパク質量

を、また、リアルタイムRT-PCR法によりmRNA

の発現量を調べ、アセロラのアスコルビン酸

生合成酵素の高い遺伝子発現が、アスコルビ

ン酸含量の高い理由になりうるかどうかを評

価する。 

アセロラの３つのアスコルビン酸生合成

酵素のゲノム遺伝子の５’上流域をレポー

ター遺伝子（ルシフェラーゼ）の上流につな

げ、トランジェントアッセイ系により、プロ

モーター活性を測定する。 

アスコルビン酸生合成酵素遺伝子のプロ

モーター活性が、アスコルビン酸含量が低い

アセロラ亜種 FB 種やトマトの該当酵素遺伝

子のプロモーター活性に比べ高いかどうか

を評価する。 

イチゴ果実では、ガラクツロン酸からアス

コルビン酸が合成可能であることが示唆さ

れている。したがって、この合成系の主要な

酵素であるガラクツロン酸還元酵素の遺伝

子発現についても着目し、アスコルビン酸生

合成に関わっているかどうかを調べる。もし、

関わっているとしたら、アセロラのガラクツ

ロン酸還元酵素の触媒活性および遺伝子発

現量､プロモーター活性を、上記同様、アス

コルビン酸含量が低いアセロラ FB 種やトマ

トのものと、比較評価する。 

最終的に、アセロラが、どうして、どのよ

うな機構で、大量のアスコルビン酸を生合成

し、果実に集積することができるのかを明ら

かにするとともに、アスコルビン酸高含量遺

伝子組換えトマトについて、実用化の観点か

ら総合的な評価・考察を行う。 

 
 
４．研究成果 

（１）植物のアスコルビン酸生合成に関わる

主要な酵素 GDP-D-mannose 

pyrophosphorylase の cDNA がアセロラ果実

から単離された。ノーザンブロッティング 

解析から、GDP-D-mannose pyrophosphorylase 

遺伝子はアセロラの全ての組織で発現して

いたが、特に未熟の果実で高い発現を示し、

果実の熟成に伴って、その発現は低下した。

また、アセロラの各組織のアスコルビン酸含

量は、GDP-D-mannose pyrophosphorylase の

発現と高い相関を示した。 

（２）アセロラは、特に果実に大量のアスコ

ルビン酸を含む。アセロラのアスコルビン酸



生合成酵素 GDP-D-mannose 

pyrophosphorylase の mRNA 発現を、シロイヌ

ナズナやトマトの発現と比較した結果、アセ

ロラの GDP-D-mannose pyrophosphorylase の

mRNA 発現はシロイヌナズナやトマトのもの

に比べ非常に高かった。アセロラの

GDP-D-mannose pyrophosphorylase 遺伝子の

プロモーター解析を行った結果、そのプロモ

ーター活性は、植物の高発現プロモーターと

して知られている cauliflower mosaic virus 

35S プロモーターやシロイヌナズナの 

GDP-D-mannose pyrophosphorylase 遺伝子の

プロモーターより高かった。アセロラの

GDP-D-mannose pyrophosphorylase 遺伝子を

タバコに導入し、過剰発現させたところ、タ

バコのアスコルビン酸含量は野生植物の約 2

倍に増大した。 

（３）アセロラの葉のアスコルビン酸含量は、

シロイヌナズナの葉の約 8倍であった。植物

の主要なアスコルビン酸合成系と考えられ

ている Smirnoff-Wheeler pathway の５つの

酵素に着目し、それらの遺伝子をクローニン

グして mRNA の発現を調べた。その結果、そ

れらの酵素の mRNA 発現は、シロイヌナズナ

の該当酵素の発現の５～700 倍高かった。ま

た、GDP-D-mannose pyrophosphorylase 以外

の酵素の mRNA 発現は、光応答性を示した。 

（４）Smirnoff-Wheeler pathway の酵素で

あるGDP-L-galactose phosphorylase の遺伝

子をアセロラからクローニングし、発現様式

を調べた。その結果、アセロラの

GDP-L-galactose phosphorylase の発現は非

常に高く、その発現はアスコルビン酸含量と

正の相関を示した。アセロラの

GDP-L-galactose phosphorylase 遺伝子をタ

バコに導入発現することにより、タバコのア

スコルビン酸含量が 2～3倍に増大した。 

（５）phosphomannomutase は、アスコルビ

ン酸生合成系 Smirnoff-Wheeler pathway の

中で mannose 6-phosphate から mannose 

1-phosphate への変換を触媒する。

phosphomannomutase cDNA をアセロラから単

離し、その発現を調べた。その結果、アセロ

ラの果実や葉のphosphomannomutase の mRNA

発現は高く、アスコルビン酸含量と相関した。

また、アセロラやシロイヌナズナ、トマトの

葉において、phosphomannomutase の酵素活性

も、アスコルビン酸含量と相関した。アセロ

ラの phosphomannomutase 遺伝子をタバコに

導入発現することにより、タバコのアスコル

ビン酸含量が約 2倍に増大した。 

 最終的に、アセロラでは、アスコルビン酸

生合成系の酵素群の遺伝子が、転写レベルで

著しく高い発現をし、結果的に、アスコルビ

ン酸生合成系酵素群が大量に生合成され、ア

スコルビン酸含量も高くなることが示され

た。また、アセロラのアスコルビン酸生合成

酵素遺伝子を植物に導入発現することによ

り、植物のアスコルビン酸含量を増大させる

ことが可能になった。 
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