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研究成果の概要（和文）：モデルトマト品種マイクロトムの大規模変異体集団とその集団から変異体を効率的に
選抜するTILLING技術を駆使し、果実の日持ち性や糖度、及び花成などトマトの重要育種形質発現の分子機構を
明らかにすることを目的とした。その結果、各形質に関わる新たな遺伝子変異を明らかにするとともに、糖度制
御については新たな関与遺伝子を同定した。新たな日持ち性に関わる遺伝子変異が日持ち性改良育種に有効であ
ることも実証した。これらの成果は、トマトの重要育種形質発現の分子機構の理解に貢献する。

研究成果の概要（英文）：The objectives of this study are to extending our knowledge on a molecular 
mechanism underlying important breeding traits including self-life and sugar accumulation of fruits 
and flowering, using a comprehensive mutant population based on Micro-Tom tomato which is a model 
cultivar of studying fruit development, and the effective mutant screening technology, TILLING. We 
have isolated and characterized new mutant alleles in genes reported as related genes which regulate
 such important breeding traits, while we have identified a novel gene accounting for sugar 
accumulation in tomato fruits. We have also demonstrated that some of new mutant alleles are useful 
for improving self-life of tomato fruits. These results will contribute to elucidate a molecular 
mechanism of important breeding traits.

研究分野： 植物分子育種学
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１．研究開始当初の背景 
（１）遺伝子情報に基づいて作物改良を行う
分子育種技術が世界的な広まりを見せてい
る。重要園芸作物であるトマトにおいても
DNA マーカー等を使った分子育種技術が病
害虫抵抗性改良を中心に普及している。一方、
他の重要育種形質については、分子育種を行
う基盤となる重要育種形質発現の分子機構
についての情報が不足していた。 
 
（２）研究代表者等は、モデルトマト品種マ
イクロトムを用いて変異誘発処理を行い、大
規模変異体集団を作成していた（Saito et al., 
2011）。さらにその変異集団から特定の DNA
塩基配列に点突然変異が導入された変異体
をハイスループットに選抜できる TILLING
技術も開発していた（Okabe et al., 2011）。
これらの成果により、トマトでは重要育種形
質発現の分子機構解明のための研究基盤が
出来上がっていた。 
 
２．研究の目的 
	 本研究では、研究代表者グループが保有す
るマイクロトムの研究基盤（大規模変異体集
団と TILLING技術）及びオミックス解析ツ
ール等を駆使し、トマトの重要育種形質発現
の分子機構を明らかにすることを目的とす
る。特に、（１）果実の日持ち性制御、（２）
果実の糖度制御、（３）花成制御に着目し、
各形質発現の分子機構を解明し、それに基づ
いて各形質の分子制御技術を提案し、さらに、
その一部については有効性を実証すること
を目的とする。 
 
３．研究の方法 
	 具体的には、以下の３つの研究を行う。 
（１）TILLING 技術により既知の各形質の
関連遺伝子変異体を選抜し、固定・表現型解
析を行う。 
 
（２）変異体と野生型に対してオミックス解
析などの比較解析を行い、各形質の分子ネッ
トワークの解析を行う。 
 
（３）各育種形質について得られた変異体と
知見を活用し、重要育種形質のための分子育
種技術の提案と有効性の実証を行う。  
 
４．研究成果	
（１）日持ち性制御機構解析 
	 エチレン生合成遺伝子について 8,448系統
の変異体集団から TILLINGにより ACS2で
12、ACS4で 2、ACO1で 13、ACO4で 4系
統のミスセンス変異体を獲得した。これらの
変異体では、果実成熟期のエチレン生成量に
変化がみられる系統は数系統得られたが、日
持ちの面では野生型と比較し、有意な違いは
見られなかった。エチレン生合成関連遺伝子
の多くは複数のホモログを持ち、単独遺伝子
の変異では成熟を抑制することは困難であ

ることが示唆された。 
	 追熟期に活性化する ACS と ACO の転写制御
を抑えることで日持ち性が向上できると期
待できるため、エチレン生合成を制御する既
知の転写因子 RIN と NOR について 8,448 系統
の変異体集団から選抜を行った。その結果
RIN で 6、NOR で 8 系統のミスセンス変異体及
び 2 系統のナンセンス変異体が獲得できた。
得られた変異系統の果実の日持ち性および
エチレン生合成量等の表現型の評価を行い、
果実の日持ち性の良い変異系統の選抜を行
った。その結果、nor ナンセンス変異体の 1
系統は、ホモ個体の成長が顕著に遅れ、赤熟
しないことが確認できたため、更に詳細な解
析を行った。	
	 新奇 nor 変異体は、野生型に比べエチレン
合成量が有意に低下した（図-１）。変異体で
エチレン合成量低下する原因は、果実成熟に
連れて ACS 遺伝子が発現増加するにもかかわ
らず、ACO3 が発現しないことによって ACC が
酸化されず、エチレン合成が阻害されている
ためと判明した。また転写因子 RIN は NOR に
制御されることも示唆された。EMS 変異系統
に加えて、RNAi 法および CRES-T 法を用いて
NOR 発現制御形質転換系統を作成し、その形
質解析から NOR が果実成熟過程に影響してい
ることを重ねて検証した。NOR と相同性が高
い 3 つの NOR-like 遺伝子において機能重複
が見られた。選抜された新奇 nor 変異体は新
たな育種材料として実用品種と交配し、日持
ち性向上効果を検証する。	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図-1	 EMS 変異体 nor の機能解析	
(A)TILLING法を用いて転写因子NORに確認さ
れた変異箇所、（B）機能欠失変異体 nor の果
実に対する影響、（C）果実成長各段階におけ
るエチレン生合成量変化、（D）NOR 遺伝子発
現抑制系統の果実表現型の比較.	
	  
	 トマトゲノム中で同定されている６種類
のエチレン受容体遺伝子（SlETR1-6）につ
いて変異体の選抜と表現型解析を行い、
Sletr4, 5, 6 の変異体が果実成熟過程に差異
を有することを明らかにし、これらの受容体
が果実成熟中に機能していることを初めて
示唆した。さらに、Sletr1変異体の比較解析
を行い、変異導入箇所により感受性変化の強
弱が変化することを明らかにした。これらの
変異体の中で Sletr1-2変異体については、日
持ち性改良に有効な育種素材であることを



検証した。 
 
（２）糖度蓄積制御機構解析 
	 TILLING により、糖度関連遺伝子 SlVPE5
のミスセンス変異体を 6つ、ナンセンス変異
体を 1つ得た。このうち、ミスセンス変異変
異体 w620 の赤熟期果実において、酸性イン
ベルターゼ活性の上昇とグルコースとフラ
クトース含量の増加を確認した。一方、この
系統における顕著な Brix 値の増加は確認さ
れなかった。次に、SlVPE5 による糖の制御
機構を解明するために、SlVPE5遺伝子発現を
抑制させた形質転換体と野生株トマトの赤
熟期果実のタンパク抽出液を利用して、二次
元電気泳動を行った結果、酸性インベルター
ゼが特に変動しているタンパク質として検
出された。即ち、SlVPE5 は酸性インベルタ
ーゼの酵素活性を制御することで糖代謝を
制御していると推測された。 
	 果実の高糖度性に寄与する新たな遺伝子
の同定を目指し、大規模変異体集団を用いて
変異体の探索を行った。その結果、野生株と
比較して果実の Brix 値の上昇を示す変異系
統 E8986の単離に成功した。次世代シーケン
サーを用いた全ゲノム配列解読の結果、機能
未知のF-boxタンパク質をコードする遺伝子
内の変異を見出した。また、TILLING 法を
用いて取得・確立した 3つのアレル系統の変
異ホモ個体において果実の高糖度性を確認
した。さらに表現型解析を進め、当該遺伝子
の欠損により、単為結果果実の形成及び葉の
形態異常を示すことが判明した。同定した新
規F-boxタンパク質による果実における糖蓄
積、葉の発生、受粉後の果実の発達の統合的
な制御機構の存在が示唆された。 
 
（３）花成制御機構解析 
	 トマトの花成ホルモンである SFT ファミ
リーに属する SP5G に焦点を当てて、
TILLINGによる変異体の選抜およびSP5G過
剰発現体の解析を行った。sp5g欠損変異体は
1 系統しか得られなかったが、花成が野生型
よりも早まったことから、SP5G は花成を負
に制御することが考えられた。過剰発現体の
表現型として、栄養成長が促進され、生殖成
長が抑制されたことからも、SP5G は花成を
負に制御することが証明された。また、トマ
トの花成ホルモンである SFT は葉で合成さ
れ、師管を通り、茎頂に移動して花成を誘導
することが知られている。そこで、過剰発体
を台木にして、発芽直後の実生を穂木として
接ぎ木をすることで、SP5G が移動するかど
うかについて検討した。その結果、穂木の花
成は野生型を台木にした場合と変わらなか
ったことから、SP5G は移動性をもたず、葉
において花成を間接的に制御していること
が示唆された。 
	 概日時計遺伝子であるELF3はシロイヌナ
ズナでは欠損すると花成が促進される。そこ
でトマトにおける機能解析を行うために

TILLING法により選抜を行い、6系統の elf3
欠損変異体が得た。そのうちの 2系統が野生
型よりも早期開花および第一花序までの葉
数が少ない表現型を示した（図-2）。開花が最
も早い系統では，第 2葉展開時に花芽原基が
分化し，そのときの葉数は 4枚であることを
電子顕微鏡で確認した。これらのことから、
シロイヌナズナと同じようにトマトにおい
てもELF3は花成を負に制御する遺伝子であ
り，この遺伝子が欠損したことで花成が促進
されたことが示唆された。 
 
 
 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

図-2	 EMS 変異体 elf3 の機能解析	
（A）TILLING 法を用いて ELF3 にアミノ酸置
換が確認された変異箇所、（B）変異が表現型
に与える影響、（C）変異が花成および生育に
与える影響．	
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