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世界各地で多発している洪水は穀物の収量低下を引き起こし、発展途上国において

貧困をもたらす要因となっている。イネは陸環境で栽培される陸稲と、湛水環境で生

存することのできる水稲に大別される。イネは他の主要穀物とは異なり、水環境で生

育する能力に優れているといえる。一方で、バングラディシュ、タイ、カンボジアと

いった東南アジアの国々では、雨季の豪雨により 1-2 週間の比較的短期間の冠水が起

こり、この洪水が原因となって年間 2,000 万ヘクタール以上の土地で壊滅的なイネ収

量低下の被害を受けている。このような背景から、イネにおいても冠水耐性の品種開

発が進められてきたが、その中でも耐冠水性の育種に最も利用されてきた形質は冠水

時における茎葉部の伸長抑制である。通常、幼苗期のイネは冠水時に葉を水面に出現

させるため茎葉を伸長させるが、イネ在来種の FR13A は冠水時に呼吸などの代謝経

路を抑制して茎葉伸長を抑制することでエネルギー消費を抑えている。FR13A から単

離された SUBMERGENCE1A (SUB1A)遺伝子は 7-17 日間の冠水耐性を付与すること

ができる一方、南アジアなどではそれを超える期間の洪水が近年多数報告されており、

新たな冠水耐性遺伝子の探索が行われている。  

 本研究では洪水耐性を付与すると考えられている ”ガスフィルム ”という表現型に着

目した。ガスフィルムとはイネなどの超撥水性を示す葉が水没した際に葉の周囲に形

成される空気層のことをいう。冠水時にガスフィルムは水中における CO2/O2 とのガ

ス交換を促進して、水中においても光合成 /呼吸を行うことを可能にしている。しかし、

ガスフィルムは永続的に持続することはできず、数日間の冠水で消失することが報告

されている。そのため、ガスフィルムを長く維持することができれば冠水下における

生存率が向上する可能性があり、洪水耐性育種において新たな知見が得られると考え

た。一方で、これまでのガスフィルムに関する研究は界面活性剤を用いてガスフィル

ムを除去した場合の生理学的な研究に終始しており、ガスフィルムを制御する遺伝的
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な要因については解明されていなかった。また過去の研究より、ガスフィルム形成に

は葉の撥水性が重要であると報告されている。通常、イネの葉は高い撥水性を示すの

に対して、dripping wet leaf (drp)変異体（Kinmaze 由来）は葉の撥水性を失った表

現型を示す。そこで本研究では drp 変異体がガスフィルムの形成もしくは維持に異常

があると仮説を立て、生理学的解析（2 章）と分子遺伝学的解析（3 章と 4 章）を行

い、ガスフィルムと葉の撥水性の関連性の解明および原因遺伝子の単離を目指した。  

 第 2 章では、複数の drp 変異体 (drp2、drp5 および drp7)を用いた生理学的アプロ

ーチにより、ガスフィルムがイネに冠水耐性をもたらすことを明らかにした。ガスフ

ィルム測定において野生型の Kinmaze は冠水 1 日後にガスフィルムを維持していたの

に対して、drp 変異体は冠水 1 日後にガスフィルムが消失した。また水滴接触角によ

る撥水性検定においても、drp 変異体において冠水 1 日後に葉の撥水性が失われたこ

とから、イネ葉のガスフィルム維持には葉の撥水性が関与することが示唆された。冠

水 1 日後にガスフィルムが消失した原因が drp 変異体葉身の表面構造の異常にあるも

のと予想し、走査型電子顕微鏡を用いて観察を行った。Kinmaze では葉の表面と乳頭

状突起の周りに多数のワックス結晶が沈着していたのに対して、drp 変異体ではワッ

クス結晶が大幅に減少していた。このことから、水中でのガスフィルム維持にはワッ

クス結晶が重要であることが示唆された。酸素電極を用いて水中での光合成量を定量

したところ、drp 変異体の冠水後のガスフィルム消失に伴って、水中での光合成量は

冠水前と比べて大きく減少していた。drp7 変異体を用いて水田での生存率を調査した

ところ、田植え移植 3 週間後に drp7 変異体は溺死した。これらの結果から、イネ葉

が水中に存在していながらも光合成を行うためにはガスフィルムを通じたガス交換が

極めて重要であり、イネはガスフィルムを長く維持することで耐水性を獲得している

ことが明らかとなった。過去の報告より、植物葉のワックス結晶はクチクラ蒸散を防

ぐことによる乾燥耐性、また病原菌の侵入抑制による病害耐性を付与することが広く

知られているが、これらに加えてワックス結晶はイネが水田などの水環境で生存する

上でも必須であるといった新たな生物学的意義を見出すことに成功した。  

 第 3 章では、drp7 変異体の原因遺伝子を同定することで、ガスフィルム維持の分子

機構を明らかにした。drp7 変異体（ japonica）と Kasalath（ indica）の交配により

得られた F2 集団 5,300 個体を用いてポジショナルクローニングを行ったところ、drp7

変異体と Kinmaze ゲノム間で Short chain Dehydrogenase/ Reductase (SDR)ファミ

リーに属する OsHSD1 遺伝子に 1 塩基置換が検出され、drp7 変異体は新規のアリル

を有していたため drp7 アリルを leaf gas film1 (lgf1)と名づけた。過剰発現による

LGF1 相補性試験の結果、ベクターコントロール（pUb(VC)/drp7）で観察された冠水

1 日後のガスフィルムの消失、葉の撥水性の低下、水中での光合成量の減少、ならび

にワックス結晶の欠損の表現型が過剰発現体 (pUb::LGF1/drp7)において回復した。こ

れらの結果より、LGF1 はガスフィルムの維持を制御する遺伝子であることが明らか

となった。イネの葉のワックス結晶は複数の構成成分により形成されていることが知

られているが、その中でどの構成成分、もしくはどの構成量比がガスフィルムの維持



に重要であるかを明らかにするため、Kinmaze と drp7 変異体および pUb::LGF1/drp7

と pUb(VC)/drp7 の葉身の表層ワックスをクロロホルムにより抽出し、GC-MS を用い

て各種ワックス組成を定性し、その後 GC-FID を用いて定量比較した。drp7 変異体お

よび pUb(VC)/drp7 では Kinamze と比べて炭素数（C）30:1 級アルコール量が減少し

たのに対して、C30:アルデヒド量が増加した。一方、pUb::LGF1/drp7 でこれらの構

成量が Kinmaze と同様の結果を示したことから、LGF1 は C30:アルデヒドから C30:1

級アルコールへの変換に関与しており、イネの葉のガスフィルム維持には C30:1 級ア

ルコールと C30:アルデヒド量のバランスが重要であることが考えられた。  

 第 4 章では、LGF1 以外にガスフィルムの維持に関与する遺伝子を drp2 変異体よ

り単離した。drp2 変異体（ japonica）と Kasalath（ indica）の交配により得られた

F2 集団 2,000 個体を用いてポジショナルクローニングを行ったところ、座乗候補領域

を第 9 番染色体上の長腕 556kb 領域に特定した。この候補領域中に、過去にイネ葉の

撥水性を制御し、イネのワックス合成系に関与する OsGL1-1/WSL2 が存在していた。

Kinmaze と drp2 変異体ゲノム間で OsGL1-1/WSL2 の配列を比較したところ、第 10

エキソン上に 1 塩基置換を確認した。これは osgl1-1 変異体型と同一のアリルであっ

た。しかし、過去の osgl1-1/wsl2 変異体を用いた研究では、ガスフィルムの表現型に

は着目していなかったため、drp2 変異体におけるガスフィルムの表現型に着目した

OsGL1-1 遺伝子の相補性試験を行った。BAC クローンをパーシャルダイジェストす

ることで 得られた サブクロ ーンを drp2 変 異体 に形質転 換した相 補個体（ Sub 

clone-1/drp2）は、ベクターコントロール（VC/drp2）のガスフィルムの消失、撥水

性の低下およびワックス結晶の欠損の表現型を回復したことから、OsGL1-1/WSL2 が

drp2 変異体の原因遺伝子であると結論づけた。  

 本論文では、イネの耐水性機構の解明を目的としてガスフィルムに着目した解析を

行った。ガスフィルムが植物に及ぼす機能を調査した過去の研究では、生理学的な手

法を用いたものが一般的であった。本論文では、drp 変異体を用いた分子遺伝学的な

解析を行うことでガスフィルム維持の生理学的なメカニズムについての理解のみなら

ず、ガスフィルムを制御する遺伝子の単離に成功した。現在、冠水耐性品種を作出す

る際に用いられている有用遺伝子としては主に SUB1A が利用されている。一方で、

SUB1A のみの付与では長期間の冠水には耐えることができないことが報告されてお

り、SUB1A 以外の冠水耐性遺伝子の単離が求められてきた。本研究においてイネ変

異体からガスフィルム維持を制御する遺伝子を単離したことから、今後、野生イネや

在来品種などの自然変異の中からガスフィルムに関連した有用遺伝子（ガスフィルム

の厚さを増加させる、ガスフィルムの維持期間を長くする）についても単離できる可

能性が示唆される。将来、これら野生種や在来品種を用いてさらなるイネの耐水性機

構およびガスフィルムに関連した有用遺伝子が解明され、さらなる冠水耐性をもつ品

種が作出されることが期待される。  


