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序論

　本論文は,NAD-マリックエンザイム型C4桂物キビに存在するアスパラギン酸アミノ

トランスフェラーゼ(AspAT)アイソザイムの酵素化学的特性,一次構造,発現様式,遺

伝子構造についての解析結果,およびミトコンドリア局在性2-オキソグルタル酸/リン

ゴ酸トランスロケーター(OMT)の一次構造および発現様式の解析結果についてまとめた

ものである.序論では,本研究の背景となるNAD-マリックエンザイム型C4光合成経路

の概略,C4植物の進化と遺伝子発現機構に関する研究,AspATに関する研究について

述べ,最後に本研究の目的と概要についてまとめた.

NAD-マリックエンザイム型C4光合成とミトコンドリアの機能分化

　C4核物には発達した葉緑体をもつ2種の光合成細胞,葉肉細胞と維管束鞘細胞が存

在し,クランツ構造と呼ばれる独特の葉構造をとる.すなわち,維管束のすぐ外側に維

管束鞘細胞が存在し,さらにその外側を葉肉細胞が取り囲むことにより光合成産物の転

流が効率よく行われている.C4ジカルボン酸回路はこの両細胞にまたがって存在し,

C3回路にC02を受け渡すC02濃縮経路として機能している.C4植物は,維管束鞘細胞

における脱炭酸機構の違いにより3つのサブタイプに分類される.

　本研究に用いたキビはNAD-マリックエンザイム型C4植物に分類され,以下のような

C4ジカルボン酸経路をもつ(図A).すなわち,葉肉細胞に取り込まれたC02はホスホエ

ノールピルビン酸カルボキシラーゼ(PEPC)により固定されオキサロ酢酸となる.さら

に葉肉細胞のサイトソル型アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(cAspA　T)により

アスパラギン酸に転換された後,維管束鞘細胞ミトコンドリアに運ばれる.次いでミト

Jンドリア型AspAT(mAspAT)によりオキサロ酢酸に転換された後,リンゴ酸に還元さ

れる.さらに,リンゴ酸はNAD-マリックエンザイムにより脱炭酸反応を受け,C02と

ピルビン酸を生じる.C02は維管束鞘細胞の葉緑体に局在するC3回路により再固定さ

れ,正昧の炭酸固定を受ける.一方,ピルビン酸はアラニンに転換された後,葉肉細胞

に戻り,葉緑体に局在するピルビン酸･リン酸ジキナーゼ(PPDK)によりホスホエノー
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ルピルビン酸に再生される.このように,C4回路は両細胞に局在する酵素によりC02

を溶解性の高いC4ジカルボン酸に転換するとともにそれらの連係プレーにより,効率

的に維管束鞘細胞へC02を濃縮することができる.その結果,RuBisCOのオキシゲナー

ゼ反応を抑制でき,高い光合成活性を維持することができるようになっている.この経

路を成り立たせるためには,C3植物とは異なるタンパク質の細胞局在化が必要であり,

C4植物特異的な遺伝子発現の制御系が存在することが予想される.

　さらに,NAD-マリックエンザイム型C4植物では,維管束鞘細胞のミトコンドリアが

脱炭酸を行うコンパートメントとしてC4経路の成立に不可欠なオルガネラとなってい

る.換言すれば,このタイプに属するC4植物の維管束鞘細胞にあるミトコンドリアは,

通常の植物の光合成細胞にあるミトコンドリアの働きに加えて,C4経路の一部を取り

込むことにより光合成炭欣固定を司るオルガネラとして機能分化している.その結果,

効率の良いC4光合成活性を維持するためにはミトコンドリア膜間の高い輸送能が必要

となり,維管束鞘細胞ミトコンドリアの数の増大や内膜構造を発達させることで膜の表

面積を増やして輸送量を増大させている(51).また,ミトコンドリア膜中の様々なトラ

ンスロケーターがC4光合成酵素と協調して働くことも活性の維持には重要であると考

えられる(5o).H　atch　らは,このミトコンドリアの輸送系にはリンゴ酸が重要な役割を担っ

ているとともに,2-オキソグルタル酸/リンゴ酸トランスロケーターが関与しているこ

とを報告している(32).

C4光合成の進化

　C4植物は今までに被子植物の20科約1,200種が知られており,大気中のC02/02比が

著しく低下してきたある時期に環境への適応策の一つとして,種々のC3植物より独立

に進化してきたと考えられている(49).実際,C3型とC4型の中間的な特性を示す植物が

見いだされており,形態的および生化学的特徹に基づいた分類からC4光合成能獲得ヘ

の進化の道筋が推察されるようになった(29).また,C4光合成に類似した光合成的特徴

をもつ緑藻(117)や,生育条件により光合成様式をC4型とC3型の間で変換できる植物(148)

も見つかっている.これらの例は,C3植物に遺伝的変異が蓄積し,C4回路がC3回路

の付帯物として生じてきたことを示している.また,C4光合成に関与する酵素は新規

なものではなく,本来C3植物がもっていた酵素を機能分化させC4光合成用に進化させ
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てきたと考えられる.例えば,C4型PEPCはC3型PEPCとは異なる酵素特性や活性調節

機構をもつとともに(141)･,一次構造においても違いがみられ,分子系統樹上で異なるグ

ループを形成する(142).

C4光合成遺伝子の発現に関する研究

　C4光合成炭素代謝の細胞内･間における分業は,C4光合成酵素の遺伝子が各細胞で

特異的に発現することにより成り立っている.近年,この細胞特異的発現が遺伝子の転

写段階で調節されていることが明らかになるとともに,これらの遺伝子が幾つか単離さ

れ,その転写調節機構の研究が活発に行われるようになった(総説として(lo7.　1o8)).

　Nelsonらは,jn　sjruハイブリダイゼーションを用いた観察の結果,C4光合成遺伝子

の発現にはクランツ構造の発達と光が必要であることを見いだした(lo7).さらに,その

結果を説明するための以下のようなモデルを提出した.すなわち,光に依存して生じた

調節因子が維管束を通って運ばれ,まわりの維管束鞘細胞や葉肉細胞にグラジエントを

形成しつつ浸透する.そして,この因子は各細胞に特異的に存在する別の調節因子と結

合してC4光合成遺伝子の発現を誘導するとともに,葉肉細胞でのRuBisCO遺伝子の発

現を抑制するといったものである.このモデルは彼らの観察結果を良く説明するが,未

だその具体的な調節因子は同定されていない.

　次いで,個々の遺伝子のプロモーター上で発現制御に関与していると思われるシス因

子およびトランス因子が,PEPCおよびPPDK遺伝子で同定された(72･　94･　16o).これらの

シス因子はC3植物の光誘導に関与する因子とは異なるため,C4植物に特異的なもので

ある可能性がある.しかしながら,トランス因子の細胞内分布は明らかにされておらず,

これらの因子が細胞特異的発現に関与しているかは未だ不明である.また,C4光合成

遺伝子の発現を制御する要因として,光合成産物の濃度が上げられる.すなわち,

PPDK遺伝子の転写は光合成産物であるショ糖やグルコースならびに外部から炭素源と

して与えた酢酸によって抑制されることが見出された(13o).この発見は,C4光合成遺伝

子の発現が代謝シグナルを介して制御されることを示すとともに,光や細胞に特異的な

これらの遺伝子の発現が代謝の内的環境を介してクロストークにより制御されているこ

とを示唆する.また,最近の研究ではこのシグナル伝達系においてヘキソキナーゼが中

心的な役割を担っていることが明らかとなっている(63).
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　C4光合成酵素はC3光合成酵素より進化してきたことから,進化の途中でC4的遺伝

子発現機構を新たに獲得してきたと考えられる.この点に関して松岡らはC4光合成遺

伝子のプロモーターはC3植物の葉肉細胞でも機能しうることを発見し,C4特異的発現

機構はシス因子の改定とトランス因子の細胞間分布の変更により行われたと推察してい

る(92･　96).

As ATに関する研究

　AspATは,植物,動物,微生物に広く分布するピリドキサル5'-リン酸を補酵素とす

る酵素であり,以下の反応を触媒する.

　L-アスパラギン酸+2-オキソグルタル酸=====rオキサロ酢酸+L-グルタミン酸

高等生物においてはアイソザイムとして存在し,特に動物細胞にはcAspATとmAspAT

が含まれる.両アイソザイムは,アミノ酸代謝,TCA回路,リンゴ酸-アスパラギン酸

シャトルにおいて機能している.動物のAspATアイソザイムは大腸菌AspATとともに

古くから精製が行われ,その酵素化学的性質や一次構造が明らかにされている.近年,

cDNAクローニングにより様々な動物よりcAspATおよびmAspATの一次構造が明らか

にされている.両アイソザイム間のアミノ酸配列の相同性は40%程度であり,共通のア

ミノ酸は全領域にわたって分布していることから,動物のAspATアイソザイムは共通

の祖先AspATから遺伝子重複により_進化してきたと考えられる(7･　1リ6･64).また,X線

結晶解析を含めた物理化学的手法とタンパク質化学的手法を用いて,AspATの構造や

機能に重要なアミノ酸残基が明らかに成りつつある.また,cAspATおよびmAspATの

遺伝子がマウス(111･　145)およびニワトリ(68)から単離され,発現に重要なプロモーター領

域の解析も行われている(128).

　一方,高等植物細胞のAspATアイソザイムはプラスチド,ミトコンドリア,ペルオ

キシゾームおよびサイトソル゛に見いだされている(37･　155).植物のAspATは窒素代謝で重

要な役割を担っており,他の窒素同化系酵素とともに遺伝子発現のネットワークを形成

している可能性が考えられるが(99),その分子レベルでの解析は動物や微生物のAspAT

に比べて大きく溝をあけられていると言わざるを得ない.しかしながら近年になり,数

種の植物よりAspATのcDNAクローニングの報告がなされ,遺伝子発現に関する研究が

開始された.特に,根粒中のAspATに関して活発な研究がなされ,根粒形成に伴う
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pAspAT遺伝子の発現誘扉に関する情報が蓄積されつつある(149).またつい最近になっ

て,アルファルファ(39)やハウチワマメ(77)のcAspATおよびpAspAT遺伝子が単離され,

その構造解析が行われた.

本研究の目的と概要

　筆者はC4光合成を成り立たせている分子機構やその進化に興味を持ち,NAD-マリッ

クエンザイム型C4植物のAspATアイソザイムに着目した.前述のように,このタイプ

のC4植物のAspATは葉肉細胞および維管束鞘細胞で異なるアイソザイムとしてC4光合

成回路に参画している.また,本論で述べるように,C4光合成に関与しない,いわば

C3型AspATアイソザイムも存在する.したがって,C4光合成タンパク質の機能分化,

細胞特異的発現機構,分子進化,あるいはミトコンドリアの機能分化を解明するうえで,

アイソザイム間の比較が可能なAspATは格好の材料になり得ると考えた.また,C4光

合成遺伝子の発現機構の研究が数種の遺伝子に偏っていたことや,植物のAspATに関

する研究が動物および微生物に比べて極端に遅れていたこともAspATを研究対象にし

た理由である.

　本論分では,まず,第1章においてC3型と呼ばれる第3のAspATアイソザイムの細

胞内局在場所を決定した.また,3種のAspATアイソザイムを精製し,その酵素特性

を比較した.第2章では,精製したアイソザイムより得た部分アミノ酸配列や特異抗体

を用いて,3種のアイソザイムのcDNAクローニングを行った.塩基配列より推定され

るアミノ酸配列の比軟より,各アイソザイムの分子進化を考察した.第3章においては,

AspATアイソザイムの発現様式を解析し,組織,光,窒素供給に応じた遺伝子発現の

アイソザイム間での差異を明らかにした.第4章では,C4型AspATの核遺伝子を単離

し,その構造解析を行った.両AspAT遺伝子の5'上流領域には他の光合成遺伝子のシス

因子に類似した配列が見いだされたので,第5章において,それらの配列がAspAT遺

伝子の発現に重要であるかを明らかにしようとした.また,第6章において,維管束鞘

細胞ミトコンドリアの機能分化についてC4光合成酵素とトランスロケーターの面から

の解析を試みた.すなわち,単離したOMTのcDNAをプローブとしたRNA解析により,

mAspATの発現との類似性を明らかにした.
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CO2

Mesophyll　Cell Bundle　Sheath　Cell

Fig.　A.　Scheme　for　NAD'malic　enzyme'type　C4　photosynthesis.

Ala,　alanine;　Asp,　aspartic　acid;　Glu,　91utamic　acid;　Ma1,　malic　add;　OAA,

oxaloacetic　add;　2-OG,　2-oxoglutaric　acid;　Pyr,　pyruvic　acid,　CA,　carbonic

anhydrase;　cAspAT,　cytosolic　aspartate　aminotransferase,　mAspAT,

mitochondrial　aspartate　aminotransferase;　NAD-ME,　NAD-malic　enzyme;　PEPC,

phosphoeao珀yruvate　carboxylase;　PPDK,　pyruvate,orthophosphate　dikinase;

RuBisCO,　ribulose-1,5-bisphosphate　carboxylase　oxygenase.
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【はじめに】

本論

　　　　　　　　第1章

AspATアイソザイムの精製と酵素の特性

　AspATは,1959年Jenkinsらによるブタ心筋からの精製の報告(66)以来,様々な生物の

AspATに関して多数の研究がなされてきた.特に,高等動物細胞内のAspATはサイト

ソルおよびミトコンドリアでアイソザイムとして存在しており,両者は酵素化学的特徽

は似通っているが,免疫学的に交差反応をせず,タンパク質としての構造は異なってい

ることが初期の段階で明らかにされた(lo3).さらに,物理化学的手法を用いた解析によ

り,1966年には早くもAspATの触媒反応機構が提出された(73).次いで,1980年にX線

結晶解析によりAspATタンパク質の立体構造が解明され(31),AspATのアポタンパク質

部分の重要性が明らかとなった.現在ではタンパク質工学的手法が駆使され,AspAT

タンパク質のアミノ酸残基の変異による機能の変化と立体構造の関連性が解明されつつ

ある(55).

　一方,植物細胞のAspATに特傲的なことは,サイトソル,プラスチド,ミトコンド

リア,ペルオキシゾーム等の細胞内コンパートメントに異なるアイソザイムが局在して

いることである(155).これらのアイソザイムは窒素代謝,オルガネラ膜間の還元力の輸

送等に関与し,異なる活性調節を受けている可能性がある(37･　116).H　atch　らは,キビ葉

には3種のAspATアイソザイムが存在し,葉肉細胞にはcAspATが,維管束鞘細胞には

mAspATが多量に蓄積し,C4光合成回路に組み込まれていることを既に報告してい

る(52).一方,光誘導を示さず含有量の少ない第3のアイソザイムに関しては含有量が

少ないこともあって,細胞内局在部位や酵素学的特性は調べられていない.前者のC4

光合成関与のcAspATおよびmAspATをC4型AspATとすれば,この第3のアイソザイ

ムはいわばC3型AspATといえる.
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　大部分のC4光合成酵素は,あらかじめC3植物中に備わっていた祖先酵素を分岐させ,

その機能的特性や遺伝子発現の様式を作り換えていくことにより進化させてきたと考え

られている.トウモロコシにおいては,少なくとも3種のPEPCアイソザイムが存在す

る(141).すなわち,C4光合成回路において機能しているもの(C4　type),C3植物と同じ

くアナプレロテック経路において機能しているもの(C3type),根において多量に蓄積

しているもの(roottype)の3種である.これらのうち,C4タイプのPEPCはホスホヱノー

ルピルビン酸とMg2刎こ対して親和性が低く,C3型およびroot型よりもVmax値が高い.

また,トウモロコシの葉には2種のNADP-マリックエンザイムが存在する(114).黄化葉

においてはサイトソル型アイソザイムが蓄積しているが,緑葉では葉緑体型アイソザイ

ムが主となりC4光合成回路に組み込まれる.この葉緑体型アイソザイムはサイトソル

型アイソザイムに比べて,リンゴ酸に対して親和性が高く,至適pH範囲が広いことが

報告されている.このように,C4型とC3型アイソザイムでは酵素特性に関して機能分

化が起こっている例が知られている.したがって,C4型AspATとC3型AspATにおいて

も異なる機能特性や活性調節を受けている可能性があり,AspATの分子進化を考察す

るうえでも興昧深い点である.本章では,キビのC3型AspATの細胞内局在場所を決定

すると共に,これら3種のアイソザイムをキビ緑葉から精製し,その酵素学的性質を比

較した.
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【材料と方法】

植物材料

　キビはバーミキュライトに播種し,温室または人工気象機内で生育させた.組織ある

いは細胞の抽出液中のAspAT活性の測定には,2週間程生育させた植物を用いた.ア

イソザイムの精製には1~2ケ月間生育させた植物体の若い葉を用いた.

組織からの粗抽出液の調製

　組織からの粗抽出液の調製は以下の様に行った.各組織を重量の4倍容の抽出液

(50mM　Tris-HCl　pH　7.5,　1mM　EDTA,　20μg/mI　P　LP　,　lmM　2-OG,　10mM　2-ME,　1mM

PMS　F,　10%of　leaves'　weight　POlyclar　AT)中にて,乳鉢,乳棒を用いて摩砕した.

10,0009,10分間遠心後の上清をSephadex　G-25カラムにより脱塩を行い,以後の解析

に用いた.なお,溶出液の組成は,25mM　Tris-HCI　(pH　8.0),0.1mM　EDTA,　20μg/ml

PLP,2mM　2-MEである.

未変性電気泳動

　酵素液を7.5%未変性ポリアクリルアミドゲルにて電気泳動を行った後(82),ゲル中の

AspATタンパク質を活性染色により検出した(19).反応液の組成は,100mM　Tris-H　CI

(pH　8.0),9.6μg/mI　PLP,33.1mM　Asp,5.1mM　2-OG,0.11%(w/V)BSA,0.29%(w/V)

Fast　violet　B　,　2.3%(w/V)POlyvinylpyrrolidone　40である.AspAT反応により生じたオ

キザロ酢酸がFast　violet　B　と反応して赤色の複合体を形成することにより,ゲル中の

AspATを検出することができる.AspATアイソザイムの染色されたバンドの濃さはデ

ンシトメーターにより定量した.

分別遠心

葉肉細胞プロトプラストをPBメディウム(protoplast-breaking　medium:　10mM　MES-
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　KOH　pH　6.5,　5mM　EDTA,　0.1%(w/V)BSA,330mM　sorbitol)に懸濁し,20μmのナイ

'ロンネットを通過させることにより破壊した.次に,6oOg,80秒間遠心した後,さら

　にその上清を10,000がこて5分間遠心した.各遠心で得られた沈殿はPBメディウムに懸

　濁し,600g遠心の上清とともにオルガネラの標識酵素活性を測定した.AspATアイソ

　ザイムの活性は,各画分を未変性電気泳動後,活性染色にて定量した.

　無傷の葉肉細胞葉緑体の精製は,Perco11遠心により行った.すなわち,粗葉緑体標

　品である600g遠心沈殿の懸濁液をPBメディウムを含む30%(V/V)Perco11上に重層し,

　700　9,　6分間の遠心を行った.上清を注意深く捨てた後,沈殿を再びPBメディウムに

　懸濁して精製葉緑体標品とした.

AspATアイソザイムの精製

酵素の抽出とDE-32によるAspATアイソザイムの分離
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●1●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●1●●●●●●●●碁●●●尋●●働●●●●●●●S暮●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●1●●

　以下の精製過程はすべて4℃で行った.約390gのキビ緑葉を5倍容の抽出溶液

(50mM　Tris-HCl　pH　7.5,　1mM　EDTA,　20μg/m1　P　LP　,　1mM　2-OG,　10mM　2-ME,　1mM

PMSF,10%of　leaves'　weight　Polyclar　AT,　0.1%(V/V)Triton　x-　100)中で,Waring

Blenderを用いて破砕した.4層のガーゼを用いた濾過で残った残さは,少量の濾液に

て乳鉢中で摩砕した後,再度濾過した.濾液を10,000gで10分間遠心した後,その上清

に対して33-60%飽和の硫安沈殿を行った.沈殿したタンパク質は遠心により回収し,

DE-32　buffer(25mM　Tris-HCl　pH　7.5,0.1mM　EDTA,　1mM　2-OG,　2mM　2-ME)に懸濁

した後,あらかじめDE-32　bufferで平衡化したSephadex　G-25カラムにかけ脱塩を行っ

た.脱塩したタンパク質溶液はD　E-32　カラムに吸着させ,0　-250mMの直線的NaCI濃度

勾配により溶出させた.cAspATとmAspATの主要なピークは,それぞれ40mM　NaCIと

120mM　NaCIにて溶出され,pAspATは両アイソザイムの間に溶出された.

cAspATの精製

　D　E-32　カラムクロマトグラフィーにより溶出したcAspAT画分を硫安沈殿後,ゲル濾

過バッフアー(25mM　Tris-HCl　pH　7.5,　0.1mM　EDTA,　1mM　2-OG,　20μg/m1　PLP,

100mM　NaCI,2mM　2-ME)に懸濁し,Sephacry1　S-200カラムによりゲル濾過を行った.

AspAT画分を再び硫安沈殿した後,2mM　2-MEを含む10mM　K-phosphate　buffer　(pH
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7.0)に懸濁した.次に,懸濁液を同様のbufferで透析した後,ハイドロキシアパタイト

カラムにかけた.す通り画分に溶出されるcAspATを硫安沈殿により濃縮し,2mM　2-

MEを含む25mM　Bis-Tris-HCI(pH　6.3)に懸濁した後,Sephadex　G-25ゲル濾過を行っ

た.脱塩したcAspATはFPLCクロマトフォーカシングカラムMono　P　HR　5/20

(Pharmacia　Fine　Chemicals)にかけた後,溶出バッファー[10%(V/V)POlybuffer　74-

HCI,pH　4.0,2mM　2-ME]にて溶出した.得られたcAspATタンパク質は,透析バッ

フアー(25mM　Tris-HCl　pH　8.0,0.1mM　EDTA,　20μg/mI　PLP,　2mM2-ME)で透析した

後,-80℃で保存した.

mAspATの精製　　　　　　　'

　D　E-32　クロマトグラフィーにより得られたmAspAT画分を硫安沈殿後,cAspATと同

様にSephacryI　S-200カラムによりゲル濾過を行った.mAspAT画分を硫安沈殿後,1M

MgS04を含むphenyl-Sepharose　buffer　(25mM　Hepes-KOH　pH　7.5,　0.1mM　EDTA,

1mM　2-OG,20μg/mI　P　LP,　2mM　2-ME)に懸濁し,phenyl-Sepharose　CL-4Bカラムに

吸着させた.mAspATは,1M-Oの直線的MgS04濃度勾配により溶出させた.溶出さ

せ,得られたmAspAT画分は,硫安沈殿後,Mono　Q　buffer　(20mM　Tris-HCl　pH　7.5,

0.1mM　EDTA,　1mM　2-OG,　2mM　2-ME)に懸濁し,同様のバッフアーで平衡化させてお

いたSephadex　G-25カラムにより脱塩した.次に,FPLC陰イオン交換カラムMono　Q

HR　5/5(Pharmacia　Fine　Chemicals)にかけ,0-　220mMの直線的NaCI濃度勾配により

溶出させた.mAspAT画分は,透析バッフアーで透析した後,-80℃で保存した.

pAspATの精製

　D　E-32　カラムクロマトグラフィーでcAspATとmAspATの間に溶出した画分を

pAspAT楠製のための出発材料とした.画分を回収後,硫安沈殿を行い,1.2M硫安を含

むphenyl-Sepharose　buffer(25‘mM　Tris-H　Cl　pH　7　.5,　1mM　2-OG,　20μg/mI　PLP,　2mM

2-ME)に懸濁し,phenyl-SepharoseCし4Bカラムにかけた.酵素は1.2M-Oの直線的硫

安濃度勾配により溶出させたが,AspATアイソザイムはPAspAT,mAspAT,cAspAT

の順に溶出した.pAspAT活性を含む画分を回収後,硫安沈殿を行い,沈殿したタンパ

ク質をAffi-Gel　Blue　buffer　(25mM　Tris-HCl　pH　7.5,2nlM　2-ME)に懸濁し,DEAE

Affi-Gel　Blueカラムに吸着させた.pAsPATを含むす通り画分を硫安沈殿後,ゲル濾過
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バッファーに懸濁し,FPLCゲル濾過カラムSuperose　12　HR　10/30　(Pharmacia　Fine

Che　mic　als)により分画した.得られたpAsPAT画分を回収後,cAspATと同様にMono　P

カラムクロマトグラフィーを行い,透析バッファーにより透析後,-80℃で保存した.

As AT活性の測定

　AspAT活性の標準的な測定方法は,HatchとMauの方法(52)に従って25℃で行った.反

応液の組成は,50mM　Tris-HCI(pH　8.0),2mM　EDTA,10μg/ml　PLP,　0.2mM

NADH,　50mM　Asp,　2.5mM　2-OG,　4　U/ml　malate　dehydrogenaseに変えた.逆反応

(Asp生成方向)の測定では,オキサロ酢酸の消失を分光光度計によりモニターした(47).

反応液の組成は,50mM　Tris-HCI(pH　8.0),2mM　EDTA,10μg/ml　PLP,lmM　オキ

サロ酢酸,100mM　Gluに変えた.

mAs AT抗体の作製

　シコクビエの葉より,上記と基本的に同様の操作で精製したmAspAT標品を抗原とし

て抗体を作製した.すなわち,最終精製標品をSDS-PAGEにかけCBB染色後,mAspAT

のバンドを切り出した.次いでゲルよりタンパク質を電気的に溶出し,0.9%NaC1にて

透析した.この操作を再度繰り返した後に得られたタンパク質(100μg)を等量のフロイ

ント完全アジュバントとのエマルジョンにして,ウサギの皮下に注射した.1ヵ月後に

2回目の免疫を行い,以後2週間ごとに免疫を繰り返した.

SDS-PAGEおよびウエスタンブロッティング

　精製タンパク質を10%SDS-ポリアクリルアミドゲルにのせ,電気泳動を行い,CBB

R-250により染色した.pAspATタンパク質のウエスタンブロッティング(144)は,精製し

たpAspAT標品をSDS.PAGE後,シコクビエのmAspATに対する抗体を用いてウエスタ

ンブロッティングを行った.この抗体はpAspATに対して僅かに交差反応を起こす.
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その他の方法

　葉肉細胞プロトプラストおよび維管束鞘細胞群の単離は金井およびEdwardsの方法(71)

を用いた.酵素活性は分光光度計を用いて以下の文献に従って測定した.PEPC,(53);

イソクエン酸デヒドロゲナーゼ,(21);ヒドロキシピルビン酸レダクターゼ,(3o);

NADP-グリセルアルデヒド3.リン酸デヒドロゲナーゼ,(84).等電点電気泳動は,2%

(V/V)Bio-Lyte　5/7(Bio-Rad　Laboratories)を含む5.6%ポリアクリルアミドゲルを用い

て行った.タンパク質濃度は,BSAをスタンダードとしてBradford法(18)により定量し

た.クロロフィルはArnon法(5)により定量した.
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【結果】

ATアイソザイムの組織間および細胞内分布

　キビの葉組織には,2種の主要なAspATアイソザイム,cAspATとmAspATが存在し,

C4光合成回路に関与していることが報告されている.明所で生育したキビの葉身,軸,

中胚軸,根の抽出液を未変性ポリアクリルアミドゲルを用いて電気泳動し,活性染色す

ると,主要なC4型AspATアイソザイムのバンドの間に位置する第3のバンドが検出さ

れた(図1-1).このアイソザイムは,以下に述べるようにプラスチド局在性のものであ

り,pAspATと命名した.3つのアイソザイムは,調べたすべての組織で検出されたが,

その活性はcAspATおよびmAspATの方がpAspATに比べてすべての組織で高かった.

また,葉身におけるAspATの比活性は,根に比べて新鮮重量あたりで30倍,タンパク

質あたりで4倍高く(葉:52.3　U/g　of　fresh　tissue,　7.6U/mg　of　soluble　protein,　根　:

1.9　U/g　of　fresh　tissue,　1.8　U/mg　of　soluble　protein),この差は主に葉組織における

C4型アイソザイムの増大によるためであった.中胚軸では,cAspATよりも移動度の小

さいバンドがさらに2つ観察されるが,これらはAspATタンパク質がアグリゲーショ

ンを起こしたものではないかと考えられる.

　H　atch　とMauは,NAD-マリックエンザイム型C4植物の葉において,cAspATおよび

mAspATはそれぞれサイトソルおよびミトコンドリアに局在すると報告しているが,

pAspATの局在場所については言及していない(52).そこで,pAspATの局在場所を調ベ

るために,キビ葉肉細胞プロトプラストより分別遠心によりオルガネラを分離して,各

画分におけるAspATアイソザイム活性と標識酵素活性を測定した(図1-2A).葉肉細胞

サイトソルの標識酵素であるPEPC活性の分布より判断して,600g沈殿および10,000g

沈殿画分へのサイトソルタンパク質の混入は僅かなものだと判断できる.pAspAT活性

のおよそ7%と5%が10,000g上清と沈殿画分にそれぞれ分布し,大部分の活性(約90%)

は600g沈殿に回収された.この画分には,葉緑体の標識酵素であるNADP-グリセルア

ルデヒド3-リン酸デヒドロゲナーゼ活性の95%が存在しており,pAspATアイソザイム

は主に葉緑体に存在することが示唆される.図1-2Cには,各画分におけるAspATアイ

ソザイム活性の分布を示したが,pAspAT活性は600g沈殿画分にのみ検出された.しか

しながら,600g沈殿画分には,それぞれミトコンドリアおよびペルオキシゾームの標
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識酵素であるイソクエン酸デヒドロゲナーゼとヒドロキシピルビン酸レダクターゼがま

だかなり混入している.そこで,pAspATの細胞内局在場所のより詳細な決定のために

600g沈殿画分に含まれる葉緑体をPercoll密度遠心により精製し,精製前後の葉緑体画

分に含まれる酵素活性を比べた(図1-2B).PEPC,イソクエン酸デヒドロゲナーゼ,ヒ

ドロキシピルビン酸レダクターゼ活性は精製によりかなり除かれているが,pAspATお

よびNADP-グリセルアルデヒド3-リン酸デヒドロゲナーゼ活性は,精製前後でほとん

ど変化しなかった.また,未変性ゲルで分離したpAspATの活性バンドも精製前後で変

化しなかった(図1-2C).以上と同様な結果は,維管束鞘細胞を用いたときにも見られ

(データ省略),pAspATは葉肉細胞と維管束鞘細胞の葉緑体に局在すると結論した.

AspATアイソザイムの精製

　緑葉中の3種のAspATアイソザイムは,DE-32カラムクロマトグラフィーにより分離

できる.各々のアイソザイム画分は,数段階のカラムクロマトグラフィーによりさらに

分離したが,その精製過程の結果を表1-1にまとめた.cAspATタンパク質はハイドロ

キシアパタイトに結合せず,す通り画分に溶出されるが,このステップにより70%程の

タンパク質を除くことができた.cAspATアイソザイムはクロマトフォーカシングによ

り3つのサブフオームに分離でき,pl値の大きいものから順にα型,β型,ァ型と命名

した.cAspATの最終精製標品のSDS-PAGEより,3種のアイソフォームには僅かなタ

ンパク質の混入が見られた(図1-3A).mAspATタンパク質は最終的にFPLC　Mono　Qカ

ラムにより精製したが,最終標品のSDS-PAGEを行ったところ,2本のバンドが検出さ

れた.　シコクビJlmAspATに対する抗体は両ポリペプチドと反応したことから,両タン

パク質がmAspATだと判断した.pAspATアイソザイムもクロマトフォーカシングによ

り3つのサブフォームに分離できた.最終pAspAT標品はSDS-PAGEでまだ複数のバン

ドが検出されたが,抗mAspAT抗体との反応性から42kD前後のバンドがpAspATサブユ

2ットであると考えられた(図1-3B).mAspAT抗体調製時の抗原として用いたシコクビ

JlmAspAT標品には僅かにpAspATが混入していたので,mAspAT抗血清はpAspATと

も僅かながら反応してしまうのだと考えられる.pAspATのサブユニットは,SDS.

PAGEにてcAspATおよびmAspATサブユニットよりも見かけ上やや分子量が大きい.

cAspATおよびpAspATのそれぞれのアイソフォーム間で,SDS-PAGE上での移動度に
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違いはみられなかった.AspATアイソザイムの最終精製標品に他のアイソザイムの混

入はないことを未変性ゲル電気泳動後の活性染色で確認した(データ省略).

As ATアイソザイムの酵素的特性

　精製AspATアイソザイムの等電点を,等電点電気湊動により求めた(表1-2).cAspAT

の3つのアイソフォームのpl値はpH　5.54~5.76である一方,mAspATではpH　4.93であっ

た.　また,pAspATのpl値は,pH　4.94~5.13であった.

　精製AspATアイソザイムの活性に対するpHの影響を調べた(図1-4).Asp消費方向の

反応において,3種のアイソザイムともPH　8.0付近で最大活性を示したが,mAspATは

pHの低下と共に急激な活性の低下がみられ,cAspATおよびpAspATとは異なっていた.

一方,Asp生成方向の反応の至適pHは3種のアイソザイムともにpH　8.5前後であった.

また,pAspATのpH一活性カーブは,mAspATよりもむしろcAspATに似ていた.

　4種の基質に対するKm値を決定した(表1-2)が,C4型AspATとpAspAT間で顕著な違

いを見いだすことはできなかった.基質であるアミノ酸のKm値はmAspATで最も低く,

ケト酸に対するKm値はpAspATで最も低かった.すべてのAspATアイソザイムにおい

て,AsP消費方向での最大速度は逆反応の速度の50~65%であった(表1-2).これらの比

は,キビと同じNAD-マリックエンザイム型C4植物であるÅ�μex　sponがosaの

cAspATおよびmAspATの値(47)と良く似ていた.

　Å･印onがosaから部分精製したC4型AspATアイソザイムは,4種の基質(Asp,2-OG,

オキサロ酢酸,Glu)に対して高度に特異的であることが報告されている(47).同様に,

キビから精製したcAspAT,mAspAT,pAspAT標品もこれら4種の基質に対して厳密

な特異性をもっていた.すなわち,3狸のAspATアイソザイムは,アミノ酸としてア

ラニン,ロイシン,グリシン,アスパラギン,グルタミン,メチオニン,フェニルアラ

ニン
● トリプトファン,また,,ケト酸としてピルビン酸,グリオキシル酸を基質とした

反応は起こさなかった.

　AspATが光合成中間代謝産物により厳密に調節されているといった報告はない.唯

一リンゴ酸が調節因子の侯補として挙げられている(47).すなわち,Å.印onがosaの

cAspATおよびmAspATにおいて,5mMのリンゴ酸によりAsp消費方向の反応を約

35%,Asp生成方向の反応を約20%阻害した.そこで,キビより精製した3種のアイソ

16



ザイムに対するリンゴ酸の効果を調べた.Asp消費方向の反応において,5mMのリン

ゴ酸は5~8%程活性が減少したが,pAspATに対しては影響がなかった.NAD.マリッ

クエンザイム型C4植物の葉組織内のリンゴ酸濃度は20~30mMだと見積もられている

ことから,さらに50mMまでリンゴ酸濃度を増大させたときの影響を調べてみた.その

結果,cAspATおよびmAspATは40%程活性が阻害されたが,pAspATは15%しか阻害

されなかった.　したがって,pAspATはcAspATおよびmAspATよりもリンゴ酸に対す

る阻害を受けにくいと結論できる.
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【考察】

　キビには少なくとも3種のAspATアイソザイムの活性が全ての組織にわたって存在

している.cAspATとmAspATは葉で多量に存在し,C4ジカルボン酸回路に組み込まれ

たC4型アイソザイムである.一方,プラスチドに存在し活性量の少ないpAspATはC3

型アイソザイムとして区別できる.しかしながら,cAspATおよびmAspATの活性は非

光合成組織においても検出できることから,単に光合成に関与するのみでなく,アミノ

酸代謝や還元力の輸送などにも関与しているのではないかと考えられる.

　動物細胞のcAspATおよびmAspATは分子量45,000前後のサブユニットで構成される

ホモダイマーである.キビAspATもゲル濾過およびSDS｡PAGEの結果より分子量

40,000前後のサブユニットから成るダイマーであると考えられた.pl値に関してはキビ

のAspATと高等動物のAspATで顕著な違いがみられる.キビmAspATのpl値は4.9であ

るが,ブタ心臓由来mAspATのpl値は9.0である.この違いについては,第2章で各

AspATのアミノ酸組成をふまえて考察する.

　ところで,これらキビのC4型およびC3型AspATアイソザイムで,4つの基質(Asp,

2-オキソグルタル酸,Glu,オキサロ酢酸)に対するKm値に顕著な差はみられなかった.

pH一活性カーブに関しては3者とも同様な至適PHをもつが,pH　7以下において

mAspATよりもcAspATおよびpAspATの方がよりp`Hに影響されにくかった.この傾向

は,他のNAD-マリックエンザイム型C4植物Å.印onがosa(47)やシコクビエ,またC3植

物アルファルファ(40)やエンドウ(158)のAsPATにおいてもみられる.cAspATおよび

pAspATがより緩やかなpHカーブをとるとりうことは,光合成電子伝達作用によるサイ

トソルとストロマ内のpH変化に影響されず,両アイソザイムが高い活性を維持するこ

とが必要であることを示唆しているのかもしれない.一方,mAspATがpH　8付近での

み高い活性を示すということは,ミトコンドリアマトリックスのpHはアルカリ側に偏っ

ており,pHの変動でmAspATは活性の調節を受けているのかもしれない.Hatchは,リ

ンゴ酸がAspATの代謝調節因子として機能している可能性を報告している(47).本実験

で,キビpAspATはcAspATおよびmAspATに比べてリンゴ酸による阻害を受けにくい

ことが判明した.　この結果は,PAspATの反応機構あるいは調節機構がC4型AspATと

は異なっていることを示唆しているが,各細胞内コンパートメント内のリンゴ酸濃度の

変動が解明されてこそ,その生理的意義が明らかになるものである.本章の結果より,
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キビの葉組織に含まれるC4型AspATとC3型AspATアイソザイムにおいては,PEPCや

NADP-マリックエンザイムにみられたような明白な機能分化はみられず,むしろ各

AspATアイソザイムが存在する細胞内コンパートメント内の基質濃度により反応の方

向性が規定されているのではないかと考えられる.
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Figure　1-1.Tissue　distribution　of　AspAT　isozymes　in　?.mjjjaceum.

Soluble　proteins　fron!　1eaf　blade　(B),stem(S),mesocoty1(M),and　root　(R)

extracts　were　subjected　to　nondenaturing　PAGE.　AspAT　activity　was　detected

using　Fast　violet　B,　Each　lane　contained　equa1　AspAT　activity　(30　mU).
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Figure　1-2.Subcellular　localization　of　pAspAT.(A)The　extract　of

mesophyll　protoplasts　was　centrifuged　at　600g　for　80　sec.　The　supernatant　was

then　centrifuged　at　10,000g　for　5　nlin.　The　activities　of　nlarker　enzymes　for

organelles　in　each　fraction　were　measured.　The　values　are　expressed　as　per

cent　recovered　in　each　n･action.　GAPDH,NADP-glyceraldehyde-3-phosphate

dehydrogenase;　ICDH,　isocitrate　dehydrogenase;　HPR,　hydroxypyruvate

reductase;　PEPC,　phosphoenojpyruvate　carboxylase.　(B)lntact　chloroplasts

vvere　enriched　from　the　crude　chloroplast　suspension　(the　600g　pellet　in

pane1　A)by　centrifugation　through　a　Percoll　density　layer.　The　chlorophyH-

based　activities　of　n!arker　enzymes　in　the　purined　chloroplast　fraction　are

shown　as　relative　values　to　those　in　the　crude　chloroplast　fraction　before　the

cenLrifugation.(C)Fractions　fron1　10,000g　supernatant　(1ane　1),10,000g　pellet

(1ane　2),and　600g　pellet　(lane　3)by　differential　centrifugation,and　Percoll-

purined　chloroplasts　(1ane　4)were　subjected　to　nondenaturing　PAGE　and

AspAT　isozymes　were　detected　by　activity-staining.　ln　lanes　1-3,　fractions　to

be　equal　to　similar　numbers　of　mesophyll　protoplasts　were　loaded.　Lane　4

contains　similar　amount　of　chlorophyn　to　lane　3.
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Figure　1-3.SDS-PAGE　of　purified　AspAT　isozymes　from　green

leaves　of　R　mjμaceum.(A)The　nnal　preparations　of　purmed　AspAT

isozymes(100　nlU)were　subjected　to　SDS-PAGE.　Arrowheads　indicate　pAspAT

subunits　that　react　with　anti-mAspAT　antiserun1.　The　nlarker　proteins　in　a

lane　labeled　M　are　phosphorylase　b　(94　kD),bovine　serunl　albunlin　(67　kD),

ova1bun!in(43　kD),carbonic　anhydrase　(30　kD),and　soybean　trypsin

inhibitor(20　kD).(B)The　purined　pAspAT　isoforms　were　subjected　to　SDS-

PAGE　and　western-♭1otted　with　an出E　coracana　mAspAT　antiserum.
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Figure　1'4.　Effect　of　pH　on　the　activity　of　purified　AspAT

isozynles.　Panels　A　and　B　show　the　directions　of　the　reactions

interconverting　aspartate　and　oxaloacetate　of　cAspAT　ヤform(o),mAspAT(△),

and　pAspAT　β-form(□),respectively.The　buffer　used　was　50　mM　Tris-HC1,　and

substrates　were　used　at　saturating　concentrations.
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第2章

AspATアイソザイムのcDNAクローニング

【はじめに】

　AspATの構造は,高等動物および大腸菌において詳細な解析がなされてきた.1973

年にブタcAspATの全一次構造が決定されて以来(112),ニワトリ(68),ブタ(67･　7o･　lo4),ラッ

ト(59･97),マウス(111,145)およびヒト(17'　1　13)においてcAspATおよびmAspATの一次構造が

精製タンパク質のアミノ酸シークエンシングあるいはcDNAクローニングにより明らか

となった.その結果,両アイソザイム間のアミノ酸配列の相同性は調べられたすべての

種においておよそ40%であり,共通のアミノ酸は全領域にわたって分布していることか

ら,動物のAspATアイソザイムは共通の祖先AspATから遺伝子重複により進化してき

たと考えられている.また,大腸菌AspATのアミノ酸配列が決定され(78),進化的に保

存されている重要なアミノ酸残基が絞られた.現在では,大腸菌と数種の高等動物

AsPATを対象に,X線結晶解析を含めた物理化学的手法とsite-directed　mutagenesisに

よる遺伝子操作法を併用して,AsPATの構造あるいは機能に重要なアミノ酸残基が明

らかに成りつつある(7･　16･　46･　55･　64).

　一方,植物のAspATに関しては,1991年より数種の植物におけるcDNAクローニン

グが報告されている.その中には,アルファルファ(33･　147),ハウチワマメ(II9･　156),ダ

イズ(152)の根粒形成と関連したpAspATおよびcAspAT,ニンジン根のcAspAT(146),イ

ネのcAspATが含まれる.植物のpAspATとcAspAT間のアミノ酸配列の相同性は50%程

度であり,動物のcAspATおよびmAspATと同様に保存されたアミノ酸が全領域にわたっ

て分布しており,pAspATも祖先AspATから進化してきたと考えられる.

　以上のような植物AspATアイソザイムのcDNAクローニングの報告は,同一種からは

2種のアイソザイム,pAspATとcAspATに限られている.しかしながら植物には

AspATアイソザイムがサイトソル,ミトコンドリア,プラスチド,ペルオキシゾーム

等に検出されており(155),同一種から複数種のAspATアイソザイムのcDNAを単離する
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ことは,機能的･構造的に巫要な残基の絞り込み,AspATアイソザイム遺伝子の分子

進化的考察,オルガネラの勣態と協調した発現調節機構の解析等において有益であると

考えられる.第1章では,NAD-マリックエンザイム型C4植物キビには少なくとも3種

のAspATアイソザイム(cAspAT,mAspAT,pAsPAT)が存在することと,そのアイソザ

イムの酵素学的特徹について述べた.本章では,アイソザイム特異的な抗体の使用や内

部アミノ酸配列情報を基に,これら3種のAspATアイソザイムのcDNAの単離について

述べる.　また,他のAspATのアミノ酸配列との比較からAspAT遺伝子の分子進化に関

して考察を行う.
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【材料と方法】

抗体
-

　グリーンパニック(?anjcum　maxjj刀um　var.　Jacq.びjc力oがume　Eyles)のcAspATに対す

る抗血清(l　lo)およびシコクビエ(£jeus珀ecoracna)のmAspATに対する抗血清を用いた.

これらの抗血清を用いてキビ緑葉中のAspATアイソザイムとの免疫滴定実験を行うと,

cAspATに対する抗血清はキビのcAspATと特異的に反応し,mAspATとは反応しなかっ

た.ー方,mAspATに対する抗血清はキビのmAspATと優先的に反応したので,免疫沈

降反応はこれら両抗血清を用いて行った.cDNAライブラリーのイムノスクリーニング

には,両抗血清をアフィニティー精製して用いた.

堅き丘剪鮮声ょびポリ(A゙ RNAの精製

27

　total　RNAは,MCGookinの方法(98)に従いグアニジンチオシアネートを用いて単離し

た.　ポリ(A)゛RNAはtotaI　RNAをオリゴ(dT)-セルロースカラムクロマトグラフィーによ

り精製した(133).

加y沁oトランスレーションと免疫沈降

　9日間暗所で生育させた後,18.5時間光照射したキビの芽生えより単離した2μgの

ポリ(A)゛RNAを,小麦胚芽抽出物(Amersham)を用いてL-[4,5-3H]leucine(114Ci/

mmol;　Amersham)存在下で,25℃,1時間翻訳させた.精製した翻訳産物はcAspATま

たはmAspATに対するウサギ抗血清と反応させ,次いでSePharose　CL-4B　を結合させ

たプロテインA(Sigma)を用いて沈降させた(3).この沈降産物をフ.8%SDS-ポリアクリ

ルアミドゲルにて電気泳動した(82).ゲルはEN3HANCE(New　England　Nuclear)で処理

した後,乾燥させ,X線フィルム(XAR-5,Kodak)にて-80℃で露光させた.



アミノ酸シークエンシング

　第1章で述べたキビのcAspATおよびpAspATタンパク質のN末端アミノ酸はブロック

されていたので,リシルエンドペプチダーゼ処理により得られた断片のN末端アミノ酸

配列を決定した.精製したcAspAT(O.4mg)を6Mグアニジン塩酸,0.5M　Tris-HCI　(pH

8.0),1%EDTAを含む溶液(300μ1)中で変性させた後,0.5mgのdithiothreitolを添加し

て50℃,2時間反応させることにより還元させた.次いで,0.7mgのヨードアセトアミ

ドを添加して室温15分間反応させた後,過剰量の2-MEを添加することにより,反応を

停止させた.タンパク質溶液は,0.2M　Tris-HCI　(PH　8.5)および0.1%SDSで室温にて

透析後,AspATタンパク質に対して50対1のモル比でリシルエンドペプチダーゼを添加

して,37℃,一晩消化させた.凍結乾燥後,その消化ペプチドをギ酸に溶かし,逆相

HPLCカラム(TS　K-geI　O　DS　120T,　内径4.6mm,長さ25cm,Tosoh)にかけた.ペプチド

は0.1%トリフルオロ酢酸を含む5-55%の直線的アセトニトリル濃度勾配により溶出さ

せた.

　一方,mAspATタンパク質のN末端アミノ酸配列は以下のようにして決定した.精製

したmAspATを,7.8%SDS-PAGEにより分離した.次に,ゲルをCBB　R-250で染色し,

移動度の異なる2本のAspATサブユニットのバンドをそれぞれ切り出し,電気的にゲ

ルから溶出させた.この溶出したタンパク質を再び電気泳動し,トランスファーバッ

フアー(19mM　CAPS　pH10.5,0.5mM　dithiothreitol)中にてPVDF膜(lmmobilom,

Millipore)にトランスファーした(89).次いでメンブレンは0.1%CBB　R.250と50%メタ

ノールで染色した後,10%酢酸,50%メタノール溶液で脱色した.mAspAT消化断片

のバンドを切り出し,使用するまで-35℃で保存した.

　単離したペプチドおよびブロットしたタンパク質のアミノ酸シークエンスは,モデル

477AプロテインシークJIンサー(Applied　Biosystems)を用いて決定した.

cAs ATおよびmAs ATのcDNAクロー
-

- ング

　cDNAλgt1　1　ライブラリーは,ポリ(A)゛RNAよりcDNA合成キット(cD　NA　Synthesis

System　Plus,　Amersham)とλgt11クローニングキット(cDNA　Clonimg　S　ystem　λgt1　1,

Amersham)を用いて作製した.このλgt1　1　ライブラリーをアフィニティー精製した
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cAspATおよびmAspATに対する抗体を用いてスクリーニングした(6o).アルカリホスファ

ターゼの結合したウサギlgGに対するヤギの抗体(Bio-Rad　Laboratories)を2次抗体と

して用いた.単離したクローンはそれぞれpcAAT1およびPmAATIと命名し,以降のス

クリーニングのためのプローブとして使用した.他のcDNAクローン単離のために,

cDNAライブラリーをpcAATIあるいはpmAATIのインサートをプローブとしてプラー

クハイブリダイゼーションによって再スクリーニングした.プローブはランダムプライ

マー法(Multiprime　DNA　LabeHing　System,　A　mersham)により[α-32P]dCTPを用いてラ

ベルした.ハイブリダイゼーションは,5XDenhardt溶液(0.02%Ficol,0.02%

polyvinylpyrrolidone,0.02%BSA),50mMリン酸ナトリウム(pH6.5),0.1%SDS,

50%ホルムアミド,0.25mg/ml変性サケ精子DNAおよび32　P-　ラベルしたプローブを含む

5XNaCI/citrate(0.15M　NaCI,　0.015Mクエン酸ナトリウム)中で,42℃,一晩行った.

メンブレンは0.1%SDSを含む2XNaCI/citrateで42℃,10分間洗浄後,次いで0.1%

SDSを含む0.1XNaCI/citrateで42℃,10分間洗浄した.陽性ファージクローン中の

cDNAインサートは,M13mp18またはmp19ベクター'`サブクローニングした.

pAspATのcDNAクローニング

　pAspATの内部アミノ酸配列より,センスおよびアンチセンスプライマーとして使う

オリゴヌクレオチドを合成した(図2-4参照).両プライマーは,それぞれ32種類のオリ

ゴヌクレオチドの混合物であり,センスプライマーには5'末端に禎nd　IHサイトが,ア

ンチセンスプライマーには石co　RIサイトが生じるように配列をデザインした.16日間

明所で生育させたキビの根より抽出したtotaI　RN　A(20μg),または8日間暗所で生育さ

せた黄化葉より精製したポリ(A)゛RNA(5μg)より,oligo(dT)をプライマーとし,AMV

reverse　transcriptase　xL　(Toyobo)を用いてlst　strand　cDNAを合成した.次に,この一

本鎖cDNAを鋳型として,Tth　DNA　polymerase　(Toyobo)を用いて,MOPAC法(85)によ

りPCR反応を行った.得られたPCR産物は,2%アガロースゲルにて分離した後,ゲル

から溶出を行い,Hjnj　IIIおよび£co　RIで消化したうえでM13ベクターのH仙d　IH/Eco

RIサイトにサブクローニングした.

　pAspATの全長をコードするcDNAのスクリーニングは,8日間暗所で生育.させた黄

化葉より構築したcDNAλgt1　1　ライブラリーを,PCRで増幅したpAspATCDNA断片を
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プローブとしたプラークハイブリダイゼーションにより行った.

ヌクレオチドシークエンシング

　cDNAインサートの制限醇素断片をM13ベクターの適当な制限酵素サイトヘサブクロー

こlングした後,一本鎖DNAを精製し,シークエンシング反応に用いた.cAspATおよび

mAspATのcDNAは,Henikoffの方法(57)に従ってエキソヌクレアーゼIIIを用いてディ

レーションクローンを作製した.塩基配列はSequenaseT7　DNA　polynlerase(U.　S.

Biochemical)またはTaq　dye　primer　cycle　sequencing　kits　(Applied　Biosystems)を用い

たジデオキシ法により,モデル370A　DNAシークエンサー(Applied　Biosystems)を用い

て決定した.一方,pAspATのcDNAは,BcaBEST　dideoxy　sequencing　kit　(Takara)を

用いて反応させ,A.L.F.DNAシークエンサー(Pharmacia)により決定した.

シークエンス解析

　核酸配列の編集およびホモロジー解析はGENETYXプログラム(ソフトウエァー開発)

を使用した.アミノ酸配列のアライメントは,ClustaIVプログラム(58)を用いて並べた

後,個々の配列について修正を施した.分子系統樹の作成は,Clustalvプログラムを用

いた.
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【結果】

珀yjrroトランスレーションによるcAs ATおよびmAs AT前駆体の解析

　第1章でも述べたように,キビ緑葉から精製したcAspATおよびmAspATは,SDS-

PAGE上で40,000前後の分子量を示すサブユニットから構成される(図2-　1　A,　レーン1,

2).特に,mAspAT標品では移動度の異なる2本のバンドが検出された.グリーンパニッ

クのcAspATに対する抗体およびシコクビエのmAspATに対する抗体はこれらのポリペ

プチドと反応する(図2-1A,レーン4,6)とともに,緑葉の粗抽出物を用いても同様のバ

ンドが検出された(図2-IA,レーン5,7).移動度の異なるmAspATの両ポリペプチドは

どの精製ステップでも同程度の量比を示すとともに,N末端のアミノ酸配列も同じであ

ること(以下参照)から,両ポリペプチドは共にmAspATサブユニットであると考えられ

る.

　次に,緑化葉から単離したポリ(A)゛RNAと上記の抗体を使い,jjl　y沁oトランスレー

ションを行った.cAsPATの翻訳産物は精製標品と同じ移動度を示した(図2-1B,レーン

1,3)が,mAspATの翻訳産物は精製標品と比べてやや分子量が大きかった(図2-　1B,　レー

ン2,4).このことはmAspAT前駆体はミトコンドリアヘの輸送に必要なプレ配列を含み,

その配列は成熟型となる段階で切断されるためだと考えられる.

cAs ATのcDNAクローンの単離

　キビの緑化葉から調製したpoly(A)゛RNAを用いて,cDNAλgt11ライブラリーを構

築した.cAspATクローンの単離にはライブラリーをシコクビエのcAspATに対する特

異抗体を用いてスクリーニングした.1.8　×　105プラークをスクリーニングした結果,1

個の陽性クローンを単離した.このクローンは1.4kbのcDNAインサートを含んでおり,

このcDNAインサートより作製した組み換えプラスミドをpcAAT1と命名し,その塩基

配列を決定した(図2-2).さらに,pcAAT1のcDNAインサートを用いて再スクリーニン

グを行った結果,幾つかの陽性クローンを単離したが,約1.5kbのインサートを含む組

み換えクローンpcAAT2の塩基配列を決定した.

　pcAATIとpcAAT2のオーバーラップした領域は完全に塩基配列が一致したので,
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pcAAT1はpcAAT2のうち,5･領域が欠損したものであることが明らかとなった.

pcAAT2の塩基配列と予想されるアミノ酸配列を図2-2に示した.cAspATCDNAは18個

のアデニンからなるポリ(A)配列を含む1514個の塩基を含んでいた.翻訳開始のメチオ

ニンコドンはpcAAT2の塩基番号1~3に存在すると推定した.その開始コドン周辺の塩

基配列は真核生物の翻訳開始点に保存されている配列(79)と合致した.他の考えられる

開始点はこの保存配列に合致せず,またその開始点からの翻訳産物は短いタンパク質を

生じるものであった.pcAAT2　cDNAは5'非翻訳領域に46塩基,コーディング領域に

1,230塩基,そしてポ刀(A)配列の前に220塩基から成る3'非翻訳領域を含んでいた.オー

プンリーディングフレームには409個のアミノ酸残基から構成されるポリペプチドをコー

ドしており,そのポリペプチドの分子量は44,858と計算された.リシルエンドペプチダー

ゼ処理により生じたcAspATのペプチド断片より直接決定したアミノ酸配列は,cDNA

クローンより予想されたアミノ酸配列と合致した.

mAs ATのcDNAクローンの単雑

　cAspATと同様にキビ緑化葉cDNAライブラリーをシコクビエのmAspATに対する抗

体を用いてスクリーニングし,1個のmAspATCDNAクローンを単離した.得られた

cDNAのインサートをM13ベクターヘサブクローニングし,これをpmAATIと名付けた.

さらに,pmAATIのcDNAインサートを用いて再スクリーニングし,幾つかの陽性クロー

ンを得たが,そのうちの組み換えクローンPmAAT3はpmAATIとは異なるインサートを

もっていた.

　mAspATCDNAの塩基配列を図2-3に示した.pmAATlcDNAにはポリ(A)配列を含む

1,677塩基のインサートを含んでいた.翻訳開始のメチオニンコドンはpmAATIの塩基

番号1~3に位置すると推定した.pmAAT1には5'非翻訳領域に83塩基,コーディング領

域に1,287塩基,そしてポリ(A)配列の前に294塩基から成る3'非翻訳領域を含んでいた.

一方,pmAAT3の塩基配列は幾分pmAAT1とは異なっており,特に3'末端側の塩基配列

は両クローンで全く異なっていた.

　図2-3にはまた,mAspATのcDNAから予想されるアミノ酸配列も示してある.コー

ディング領域における2つのアミノ酸配列を比較すると,28塩基の置換があり,そのう

ち12個のアミノ酸置換が見つけられた.pmAATIとpmAAT3のオープンリーディング
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フレームには428個アミノ酸から成る,分子量それぞれ47,728,47,634の前駆体タンパ

ク質をコードしていた.一方,精製した成熟型mAspAT標品はSDS-PAGEで移動度の異

なる2つのサブユニットを含んでいる(図2-1).そこでこれら2つのペプチドを単離し,

そのN末端アミノ酸配列を以下の様に決定した.

　上のバンド:Ala-Ser-xaa-Leu-Phe-Gly-xaa-val-Glu-Pro-Ala-xaa-Lys

　下のバンド:A　la-S　er-xaa-Leu-Phe-Gly-xaa-val-Glu-Pro

　　(xaaは,未同定のアミノ酸を示す)

　配列を決定した範囲では,2つのポリペプチドの違いを見いだすことはできなかった

が,cDNAより予想されるポリペプチドのアミノ酸番号29~40の配列と一致していた

(図2-3).それゆえにアミノ酸番号1~28の28個のアミノ酸はミトコンドリアヘの輸送配

列であると考えられる.400個のアミノ酸から成る成熟型mAspATサブユニットの分子

量は,44,670(pmAAT1),44,578(pmAAT3)と計算された.28個のアミノ酸から構成さ

れるプレ配列の分子量は3,073と計算された.

S ATのcDNAクローンの単離

　pAspATの一次構造情報を得るために,第1章で精製したpAspATタンパク質の部分

アミノ酸配列を決定した.pAspATタンパク質のN末端アミノ酸はブロックされていた

ので,リシルエンドペプチダーゼ消化して得られた2種のペプチド断片のアミノ酸配列

を決定した(図2-4).これらの内部アミノ酸配列より,PCRのセンスおよびアンチセン

スプライマーとして使うそれぞれ32種類のオリゴヌクレオチドを合成した(図2-4).キ

ビの黄化葉または根から調製したRNAより合成したlst　strand　cDNAを鋳型として,

PCRによりPAspATの一部分をコードする177bpのcDNAを増幅したが,その塩基配列

は葉および根由来の産物で同一であった(図2-5).次に,pAspATの全長をコードする

cDNAクローンを得るために,キビ黄化葉のcDNAライブラリーを先ほどのPCR増幅し

たcDNAを用いてスクリーニングした.1.9×105プラークをスクリーニングした結果,

1個の陽性クローンが得られ(ppAATI),その塩基配列を決定した(図2-5).ppAAT1の

cDNAインサートは,62個のアデニンから成るポリ(A)を含む1,743個の塩基を含んでお

り,PCR産物の塩基配列とオーバーラップする領域の配列は完全に一致していた.

ppAATl　cDNAの塩基番号64~66のメチオニンコドン周辺の塩基配列は,真核生物の翻
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訳開始点近傍のコンセンサス配列(8o)と類似していたので,このコドンがpAspATタンパ

ク質の第1コドンだと推定した.なお,他のメチオニンコドンはコンセンサス配列に一

致しないか,短いポリペプチドを生じるものであった.cDNAインサートは,5'非翻訳

領域の63塩基,コーディング領域の1,374塩基,そして3'非翻訳領域の244塩基から構成

されていた.コードするポリペプチドは457アミノ酸から成り,その分子量は50,280で

あった.一方,精製PAspATサブユニットのSDS-PAGE上での見かけの分子量は40,000

~41,000であり,その分子量の差はプラスチドヘの輸送に必要なプレ配列の除去に起因

すると考えられる.
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【考察】

　本章ではキビ葉に存在する3種のAspATアイソザイムのcDNA単離について記述した.

そのうち,mAspATをコードするcDNAは2種類得られている.2種のmAspAT　CDNA

は,12個のアミノ酸が置換した異なるポリペプチドをコードしている.SDS-PAGEに

おいても2種の移動度の異なるmAspATサブユニットが観察されており,そのポリペプ

チドの相対比は抽出やそれ以降の保存を通して常に一定であった.SDS-PAGE前のサン

プル変性をより温和な条件(60℃または室温にて40分)で行っても,2つのバンドは同様

に観察された.したがって,これら2種のポリペプチドはおそらく生体中でも存在して

おり,抽出以降の分解によって生じたものではないと考えられる.両ポリペプチドのN

末端側アミノ酸配列は同じであったが,今後両者の内部アミノ酸配列の差異を明らかに

することにより,得られている2種のcDNAにコードされるポリペプチドと対応づけら

れるのかもしれない.　さらに,珀yjtroトランスレーション実験でも2種のmAspAT前

駆体が観察されており(図2-IB,レーン4),これら2種の前駆体ポリペプチドは成熟型

mAspATの2つのサブユニットに対応するのかもしれない.ところで,精製タンパク質

とcDNAにコードされるポリペプチドの分子量には違いが見られる.すなわち,成熟型

AspATサブユ2ットの分子量はSDS-PAGE上で38,000~39,000であり,一方pcAAT2,

pmAATIおよびpmAAT3にコードされる成熟型ポリペプチドの分子量は44,600~

44,900と計算された.SDS-PAGE上でより分子量が小さく見積もられるという現象は,

タンパク質分子へのSDSの異常な結合,あるいは異常な構造変化に起因したSDSポリペ

プチド複合体の挙動によるのかもしれない(127).

　mAspATは核ゲノムにコードされており,より分子量の大きな前駆体として合成され,

ミトコンドリアヘ輸送された後分子量の小さな成熟体へとプロセシングされる(135).キ

ビのmAspATも分子量の大きな前駆体として合成されることを確認した(図2-IB).

mAspATの前駆体の一次構造はcDNAの配列より推定したが,mAspATのプレ配列には

以下のようなミトコンドリア輸送のためのプレ配列に共通の特徹(44,151)が見いだされた.

(1)塩基性アミノ酸残基に富む,(2)酸性アミノ酸残基をもたない,(3)OH基をもつアミ

ノ酸残基が多い,(4)両親媒性構造をとりやすい.図2-6にキビおよび高等動物の

mAspAT前駆体のN末端配列を示したが,プレ配列のアミノ酸残基は哺乳類のmAspAT

において非常に良く保存されている.これらの配列をキビのmAspATと比較してみると,
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N末端側のアミノ酸とC末端側のアミノ酸が保存されているようにみえ,特にN末端か

ら5残基が良く保存されている(Met-Ala-xaa-Leu-xaa-Se　r-x　aa-　Arg).ブタmAspATの

プレ配列においては,N末端側8個のアミノ酸が効率的なミトコンドリアヘの輸送とプ

ロセシングに必要であるとともに,Arg8がミトコンドリアヘの輸送に必須であること

が知られている(lo9).また,ブタmAspATのArg29はプロセシングに必須であり,プロ

セシングエンザイムによって認識される分子構造をとるに当たって必須の残基だと考え

られている.　このArg8はキビを含む比較したすべてのmAspATのプレ配列で保存され

ており,またC末端側の3残基(Ala-Arg-Ala)も共通であった(図2-6).キビmAspATの

プレ配列は,動物mAspATのプレ配列のC末端側で共通の特徴であるアラニン残基のス

トレッチ構造をもっていない.実際,このストレッチ構造はブタmAspATの前駆体がミ

トコンドリアヘ局在化するために必須ではなかったという報告がある(lo9).プレ配列の

疎水性プロットはキビとブタのmAspATにおいて良く似ていた(データ省略).したがっ

て,プレ配列中の機能的に重要なアミノ酸残基はキビと動物のmAspATで保存されてい

ると結論できる.プロセシングエンザイムは単に切断配列のみならず,その配列とN末

端領域を含むドメイン構造を認識していると考えられている(lo9).動物と植物の

mAspATでプレ配列の切断部位は異なるが,その切断機構は良く似たものであるかもし

れない.

　今までに他の植物で単離されたpAspATCDNAがコードする前駆体ポリペプチドの分

子量はおよそ50,000であり(33･　119･　152),今回得られたキビのものと類似している.

pAspAT前駆体のプレ配列の正確な切断部位はまだいかなる植物においても明らかになっ

ていないが,前駆体のN末端のアミノ酸配列はプラスチドタンパク質のプレ配列の共通

の特傲,[(1)OH基をもつアミノ酸(Ser,Thr)に富む,(2)小さな疎水アミノ酸(Ala,

val)に富む,(3)酸性アミノ酸(Asp,Glu)を欠く,(4)正味の正電荷をもつ,(5)両親媒性

゛リックス構造をとりやすい]をもっていることが報告されている(74).キビpAspAT前

駆体のN末端側50アミノ酸残基の配列もまた上記の特徴を備えているが,その予想プレ

配列と他の植物(アルファルファ,7`ウチワマメ,ダイズ)pAspATのプレ配列のアミノ

酸レベルでの相同性はおよそ20%であり,成熟体領域の相同性(約87%)に比べて極端に

低かった.

　キビの成熟型mAspATのポリペプチドは400個のアミノ酸から成り,cAspATよりも

9残基少ない.全アミノ酸残基に対する疎水性アミノ酸残基の占める割合は,動物の
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mAspATとcAspATにおいてはほぼ同じである(例えばブタにおいては,それぞれ50.4%,

50.5%(2o)).一方,キビにおいてはmAspATの値はcAspATに比べてやや低いものであっ

た(50.1%対54.3%).　この傾向は,mAspATよりもcAspATにおいて親水性の残基が少な

いことに起因する.ニワトリとブタのAspATアイソザイムにおける極性基をもつアミ

ノ酸残基数を比軟すると,アルギニンおよびリジン残基の総数はアスパラギン酸とグル

タミン酸の総数を上回っている.その計算上の荷電の差はミトコンドリアアイソザイム

においてより大きく,等電点がより高いという特徹と一致している.例えば,ブタにお

いてmAspAT(pl　9.0)は9十の荷電をもち,cAspAT(pl　5.7)は2十の荷電を持つ.しかし

ながら,荷電の差はキビのAsPATアイソザイムにおいては逆転している.すなわち,

mAspATは6-または7-の荷電をもつが,cAspATは荷電をもたない.この逆転はpl値

においても観察される.すなわちmAspATのpl値は5.0であり,cAspATは5.5~5.8であっ

た.Hartmannらは様々なタンパク質のミトコンドリア型アイソザイムとサイトソル型

アイソザイムのpl値を比べた結果,ミトコンドリア型アイソザイムのpl値がサイトソル

型に比べて一般的に高いことを見つけた(45).彼らは,このミトコンドリア型アイソザ

イムのより高い正の荷電はミトコンドリアヘの輸送の促進またはミトコンドリア内部の

局所的な環境への適応に関係していると考えている.彼らの比較は動物と少数の微生物

由来のものに限られており,この傾向が植物アイソザイムにおいても共通な特傲かどう

かは今のところ不明であるが,少なくともキビのAspATアイソザイムにおいてはpl値に

顕著な差は見られず,この仮説には該当しないことになる.

　キビのAspATアイソザイムのアミノ酸配列を既に配列の知られている様々な種の

AspATと比べてみた(図2-7).最も相同性が高くなるように配列中にギヤップを人れて

最適なアライメントを求めてみると,比較したすべてのAspATで共通のアミノ酸残基

が14個存在した.これらの共通のアミノ酸残基には,以下のような機能的あるいは構造

的に重要であることが知られているアミノ酸(64)が含まれている.Lys299(PLPとシッフ

塩基を形成);Tyr109,Gly147,Thr148,S　er296,　Arg307(PLPのリン酸基と水素結合を形

成);Asn234,　Asp263,　Tyr266(ピリドキサル部分と水素結合を形成);Gly77,Trp179,

Asn181,His182,His229,His233,Ala265,Ser341,Phe411(PLPの結合するポケット部

分に存在し,触媒機能に関与);Arg337(基質の側鎖側カルボキシル基に結合);Arg455

(基質のα-カルボキシル基に結合).キビの3種のAspATアイソザイムにおいてもこれ

らの残基が保存されているということは,機能的あるいは構造的に重要なアミノ酸残基
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はAspATの進化の過程において原核生物から真核生物まで広く保存されていることを

示している.Me　hta　らは14種類におよぶ51個のアミノ基転移酵素のアミノ酸配列を比較

し,アJミノ基転移酵素が4つのサブグループに分類できるとともに,全ての配列で完全

に保存jれているアミノ酸残基が4つ存在することを報告している(loo).これらの残基

(Gly23フ,Asp263,Lys299,Arg455)は,キビのAspATアイソザイムにおいても保存され

ていた.

　図2-FAにはキビ,マウスのcAspATおよびmAspATと大腸菌AspATのアミノ酸配列の

相同性ぐ示した.キビとマウスのcAsPAT間の相同性はmAspAT間に比べて幾分小さい

が,こo傾向は哺乳類のAspATにおいてもみられる(28).したがって,動物および植物

においてcAspATはmAspATよりもより早く進化してきたのかもしれない.大腸菌の

AspATJまマウスの両アイソザイムと同程度の相同性(約40%)を示すが,その値はマウス

の両アイソザイム間の相同性よりも低いものであった.この結果は他の動物のAspAT

においてもみられ,それ故に内部共生説を支持していない.Doonanらはこの結果を,

cAspATとmAspATは原始の真核細胞において遺伝子重複により生じ,そのうちの一つ

がミトコンドリアヘ移行した後,mAspATになったと解釈している(28).しかしながら,

近藤らはAspATのアライメントにおいて大腸菌AspATと高等動物mAspATに共通の

ギヤップが見いだされるとともに,そのギヤップはcAspATには存在しないことに気づ

き,このことが大腸菌AspATとmAspATが進化的により近い関係にあることの証拠であ

ると結論している(78).しかしながら,このギャップ(図2-7のアライメントで170番目前

後)はキビのcAspA　T　とmAspATおよび酵母のAspATにおいても見いだされるとともに,

キビのcAspATはmAspATよりも大腸菌AspATにより相同性が高かった(図2-8A).した

がって,アミノ酸配列の比較から導き出されるAspAT分子種の進化は,内部共生説か

ら予想される結果とは幾分の違いが見いだされることとなる.

　次に,キビの3種のAspATアイソザイムとアルファルファ(Medjcago　sarjya)の

cAspATおよびpAspATのアミノ酸配列の相同性を求めた(図2-8B).キビの3種のアイ

ソザイム間で相互の相同性は50%前後であり,C4型AspATの間で相同性が高いわけで

はない.　むしろキビのcAspATはアルファルファのcAspATと,キビのpAspATはアルファ

ルファのpAspATと相同性が高く,アイソザイム間の配列は植物種をこえて高く保存さ

れていることがわかる.

　以上の結果を踏まえて,AspATの分子系統樹を作成した(図2-9).高等動植物AspAT
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は,系統樹上で真正細菌および古細菌のAspATとは異なる一群を形成した.また,キ

ビcAspATが他のC3植物cAspATの分子進化からから大きく逸脱しているわけではなく,

イネcAspATの近傍に位置している.したがって,C4光合成に関与しているキビ

AspATアイソザイム遺伝子は,祖先となるC3型AspAT遺伝子を塩基置換させながらC4

光合成に関わるよう進化させてきたと考えられる.分子系統樹を考慮したAspAT遺伝

子の分子進化に関しては,第4章でも述べる.
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ニFigure　2-1.Comparison　of　the　mature　and　precursor　forms　of

AspAT　lsozymes.(A)PartiaHy　pur出ed　isozynles　(cAspAT,1anes　l　and　4;

mAspAT,　1anes　2　and　6)and　total　soluble　proteins　(lanes　3,　S,and　7)from

leaves　ofR　m消aceum　were　subjected　to　SDS-PAGE　on　an　8%ge1.　The　leaf

extract　was　denatured　with　SDS　just　after　extraction.　Proteins　in　lanes　1　-　3
were　visualized　with　CBB　R-250.　Proteins　in　lanes　4　-　7　were　transfered　to　a

PVDF　membrane　and　probed　with　rabbit　antisera　against　cAspAT　from　P.

maxjmum　var.　Jacq.　む元力og珀me　Eyles　(lanes　4　and　5)and　against　mAspAT

from£coracana　Uanes　6　and　7).MW,molecular　weight　standards.　(B)Lanes　1

and　2　show　CBB-stained,　partiany　purined　cAspAT　and　n1AspAT　from　leaves　of

Rmj万aceum,respectively.Lanes　3　and　4　show　results　of　nuorography.　Lane

3,translation　products　immunopredpitated　by　antibodies　against　cAspAT.

Lane　4,　translation　products　immunoprecipitated　by　antibodies　against

mAspAT.
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ATG　GCG　TCG　CAG　GTG　GCC　TCC　GTC　TTC　GCA　GGC　ATC　GCG　CAG　GCC　CCG　GAG　GAC　CCC　ATC　CTC　GGG　GTG　ACG　G?r　GCG　?rC　AAC　AAG　GAT

Met　Ala　Ser　Gln　va1　Ala　Ser　va1　Phe　Ala　Gly　工1e　Ala　Gln　Ala　Pro　Glu　Asp　pro　工1e　Leu　Gly　va1　Thr　va1　Ala　Phe　Asn　Lys　Asp

CCC　AGC　CCC　GTG　AAG　ATC　AAC　CTC　GGC　GTC　GGC　GCC　TAC　CGG　ACC　GAG　GAA　GGG　AAG　CCC　CTC　GTG　CTG　AAT　GTG　GTC　AGG　CGC　GCC　GAG

Pro　Sir　Pro　va1　Lys　エ1e　Asn　Leu　Gly　va1　Gly　Ala　Tyr　Arg　Thr　Glu　Glu　Gly　Lys　Pro　Leu　va1　Leu　Asn　va1　va1　Arg　Arg　Ala　Glu

ACT　GGT　?rG　GCT　GAA TAT　AAT　AAG CTG

Leu

AGC

Ser

GCT

Ala

CCT

Pro

GCT

Ala

?rG

Leu

CTT

Leu

AAG　CTT　ATC

Lys　Leu　工1e

AGC

Ser

CAT

His

ATT

工1e

GGT

Gly

GTA

va1

CCC

Pro

TTC　GGT　GCT　GAC　AGC　CCT　GCT　ATT　CAG　GAG　AAT　AGG　GTT　GCT　ACA　GTG　CAG　TGC　CTA　TCA　GGA　ACT　GGT　TCT　TTA　AGA　GTG　GGA　GGT　GAA

Phe　Gly　Ala　Asp　Ser　Pro　Ala　工1e　Gln　Glu　Asn　Arg　va1　Ala　Thr　va1　Gln　Cys　Leu　Ser　Gly　Thr　Gly　Ser　Leu　Arg　va1　Gly　Gly　Glu

Trr　CTT　GCA　AAG　CAC　TAC　CAT　GAG　CGC　ACT　ATC　TAC　ATC　CCA　GTA　CCA　ACC　TGG　GGA　AAC　CAC　CCA　AAA　GTC　TTC　ACC　CTA　GCT　GGA　TTG

Phe　Leu　Ala　Lys　!11§.7yr_Jis　Glu　4ll瓦Thrエ1e　　rエ1e　Pro　va1　Pro　Thr　Trp　Gly　Asn　His　Pro　Lys　va1　Phe　Thr　Leu　Ala　Gly　Leu

ACT　GTC　AGG　AGC　TAC　CGC　TAC　TAT　GAT　CCT　GCA　ACT　CGT　GGT　C?r　GAC　TTC　AAC　GGG　CTC　TTA　GAA　GAC　CTC　AGT　TCT　GCT　CCT　?rA　GGA

Thr　va1　Arg　Ser　Tyr　Arg　Tyr　Tyr　Asp　Pro　Ala　Thr　Arg　Gly　Leu　Asp　Phe　Asn　Gly　Leu　Leu　Glu　Asp　Leu　Ser　Ser　Ala　Pro　Leu　Gly

TCA　ATT　GTA　CTG　CTG　CAT　GCT　TGC　GCC　CAT　AAC　CCT　ACC　GGG　GTA　GAT　CCT　ACC　ATT　GAT　CAG　TGG　GAA　CAG　A7r　AGG　CAG　CTG　ATG　AGA

Ser工1e　va1　Leu　Leu　His　Ala　Cys　Ala　His　Asn　Pro　Thr　Gly　va1　Asp　Pro　Thr　工1e　Asp　Gln　Trp　Glu　Gln　工1e　Arg　Gln　Leu　Met　Arg

TTC　TTT　GAC　AGT　GCT　TAT CAA　GGC ?rT　GCG　AGT　GGA AGT　CTT　GAC　AAA　GAT　GCC　CAG　CCA　GTG　CGC　ATG　r?『

尽9y_ふeu　Asp　Lys　Asp　Ala　Gln　Pro　va1　Arg　Met　Phe

GAT　GGT　GGT　GAA　TTG　CTC　ATG　GCT　CAG　AGC　TAC　GCT　AAG　AAC　ATG　GGA　ATG　TAT　GGA　GAG　CGT　GTT　GGT

Asp　Gly　Gly　Glu　Leu　Leu　Met　Ala　Gln　Ser　?yr　Ala　Lys　Asn　Met　Gly　MeヒTyr　Gly　Glu　Arg　va1　Gly

TGT　GGA　AGT　GCT　GAT　GTA　GCT　GCT　AGG　GTT　GAA　AGT　CAA

Cys　Gly　Ser　Ala　Asp　va1　Ala　Ala　Arg　va1　Glu　Ser　Gln

TCT　GTC　GTG　GCA　ACC　ATA　CTC　AAG　GAC　AGT

CTC　AAG　CTT　GTG　ATT　AGG　CCT　ATG　TAT　TCA　AGC　CCT

Leu　Lys　Leu　va1　工1e　Arg　Pro　Met　Tyr　Ser　Ser　Pro

GAG　ATG　?rC　CAC　GAA　TGG　ACT　GTG　GAA　CTG　AAG　GCC　ATG　GCT　GAT　AGG　ATA　ATT　AGC　ATG

Ser　va1　va1　Ala　Thr　工1e　Leu　Lys　Asp　Ser　Glu　Met　Phe　His　Glu　Trp　Thr　va1　Glu　Leu　Lys　Ala　Met　Ala　Asp　Arg　工1e工1e　Ser　Met

CAG

Gln

CTA ?rr　GAT　GCG　CTA　AAA　TCC　AGA　GGA　ACT　CCT　GGA　GAT　TGG　AGC　CAC　ATC　ATT　AAG　CAA　ATT　GGT　ATG　TTT　ACT　TTC　ACT

Leu　Phe　Asp　Ala　Leu　Lys　Ser　Arg　Gly　Thr　Pro　Gly　Asp　Trp　Ser　His　工1e工1e　Lys　Gln　工1e　Gly　Met　Phe　Thr　Phe　Thr

GGG　CTC　AAT　AGC　GAG　CAA　GTG　GCC　?rC　ATG　AGG　CAA　GAA　TAC　CAC　ATT　TAC　ATG　ACA　TCC　GAC　GGG　AGG　ATC　AGT　ATG　GCT　GGT　rrG　AAC

Gly　Leu　Asn　Ser　Glu　Gln　va1　Ala　Phe　Met　Arg　Gln　Glu　7yr　His　工1e　?yr　Met　Thr　Ser　Asp　Gly　Arg　工1e　Ser　Met　Ala　Gly　Leu　Asn

ATG　AAG　AAT　GTG　CCC　CAT　CTT　GCA　GAT　GCC　ATA　CAC　GCT　GCA　GTT　ACT　CAA　CTG　AAG　TGA　GTGGCAGCATCTCGTCTTCCTCCATGGATAAAATCCAAA

Met　Lys　Asn　va1　Pro　His　Leu　Ala　Asp　Ala　工1e　His　Ala　Ala　va1　Thr　Gln　Leu　Lys　゛゛゛

TCACCTACAGCAGTGTCCTGAGGACTCAGCTAGTGGTATTT

TATG?r?rTTGC(A)18
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Figure　2'2.　Nucleotide　and　deduced　amino　add　sequences　of　cDNAs

encoding　cAspAT　from　F.　mjjjaceum.　The　5'　end　nucleotideof　the　cDNA

insert　of　pcAATl　is　indicated　by　an　arrow.　The　predicted　amino　acid　sequence,

starting　with　the　putative　initiator　methionine,　is　shown　below　the　nucleotide

sequence.　Positive　numbering　of　aminoacid　and　nucleotide　sequences　starts

at　the　putative　initiationcodon.　The　stop　codon　is　indicated　by　asterisks　(`“゛).

Directly　determined　amino-acid　sequences　are　underlined.　Since　the　N-

terminal　amino　acid　of　cAspAT　was　blocked,　amino　acid　sequences　of

lysylendopeptidase-generated　fragments　were　determined.　The　amino　acid

residue　shown　by　broken　underlining　was　not　identined.
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ATG
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ATG　GCG　GCG　CTG　TCC　CGC　GCG　GCC　TCC　TGC

MeヒAla　Ala　Leu　Ser　Arg　Ala　Ala　Ser　Cys

TCG　CTG　?rC　GGC　CAC　GTC　GAG　CCG　GCG　CCC

m　i　1　1　1
~

?rG

Leu

AAG

Lys

ACC　CGG　CGG　CCG　CAG　ATG

Thr　Arg　Arg　Pro　Gln　Met

　　　　　　　　　　　　　　C

CAG　CCG　TCG　AGG　CTG　CAG　GCG　GCG　AGG　く3CG　ATG　GCG　TCG

Gln　ProSer　Arg　Leu　Gln　Ala　Ala　Arg　Ala　Metλ工a　Ser

　　　　　T

GAC　CCC　ATC　CTC　GGC　GTC　ACC　GAG　GCC

Asp　Pro　工1e　Leu　Gly　va1　Thr　Glu　Ala

GTC　GGC　GTC　GGC　GCC　TAC　CGG　GAC　GAC　AAC　GGC

va1　Gly　va1　Gly　Ala　?yr　Arg　Asp　Asp　Asn　Gly

　　G

AAA

Lys

CCC

Pro

CTC

Leu

　T

TAC

Tyr

Phe

CTC

Leu

GCC

Ala

GAC

Asp

TCG

Ser

CCC　GAC　AAG　GTC

Pro　Asp　Lys　va1

GTG

va1

CCC

Pro

CTC　GAC　TGC　GTG　CGC　GAG　GCC　GAG　CGC　CGG　ATT　GCC　GGC　AAC

Leu　Asp　Cys　va1　Arg　Glu　Ala　Glu　Arg　Arg　工1e　Ala　Gly　Asn

　　　　　　　A　　　　　C

GGC　AGT　GTA　AAG　ATG　ATC　GAA　GAA　TCG

Gly　Ser　va1　Lys　Met　工1e　Glu　Glu　Ser

　　　　　　　工1e　　　Thr

GCG

Ala

TGG

Trp

CTT

Leu

TCC

Ser

TCG

Ser

AAC

Asn

GGC

Gly

CAT

His

ACT

Thr

　　　　　　　　　　　　G　･T

CTG　AλG　CTG　GCA　TAC　GGA　GAG　GAT　TCC　GAA

Leu　Lys　Leu　Ala　Tyr　Gly　Glu　Asp　Ser　Glu

GCC　TGT　CGG　CTC

Ala　Cys　Arg　Leu

T7『

Phe

GCT

Ala

GAT

Asp

TTC

Phe

CAA

Gln

AAG　CGA　TTC

Lys　Arg　Phe

A　　T

GCA　TAC

Ala　Tyr
Thr　Phe

T

ATG　CTC

Met　Leu

Leu

TTG

Leu

　A

CTC

Leu

His

ATC

工1e

CCC　GAT

Pro　Asp

ACA　TAC　TAC

Thr　Tyr　7yr

CAT

His

CCA

Pro

GCA

Ala

TTC

Phe

TGT

Cys

TTT

Phe

GGT

Gly

CAC　AAT　ATT　TGG　AGG　GAT　GCT　CAA　GTG　CCA　CAG　AAG

His　Asn　工1e　Trp　Arg　Asp　Ala　Gln　va1　Pro　Gln　Lys

GCA　GGA　TTA　ATG　AAT　GAC　ATC　AAG　AAT

Ala　Gly　Leu　Met　Asn　Asp　工1e　Lys　Asn

ACA

Thr

GAG

Glu

GAA

Glu

AGC　GGT　GAT　CCA

Ser　Gly　Asp　Pro

CAA

Gln

GCT

Ala

CCA

Pro

　　　　　　　　A

GAT　GGT　TCG　TTC　TTT

Asp　Gly　Ser　Phe　Phe

TGG　AGA　GAA　ATA　TCC　CAT　CAG　TTC　AAG　GTG　AAA　AAA　CAT　T?『

Trp　Arg　Glu　工1e　Ser　His　Gln　Phe　Lys　va1　Lys　Lys　His　Phe

GAG　AGA　GAT　GCT　AAG　GCA　ATC　CGA　ATT　TTC　CTT　GAA　GAT　GGA　CAC　CAA　ATT　GGA

Glu　Arg　Asp　Ala　Lys　Ala　工1e　Arg　工1e　Phe　Leu　Glu　Asp　Gly　His　Gln　工1e　Gly

　　　　　　　　　　　　　　A

GGA　C?r　TAT　GGA　CAG　AGA　GTA　GGA　TGC　CTG　AGT　ATT　TTG　TGT

Gly　Leu　Tyr　Gly　Gln　Arg　va1　Gly　Cys　Leu　Ser　工1e　Leu　Cys

CAG　A?r　GCA　AGA　CCA　ATG　TAC　AGC

Gln工1e　Ala　Arg　Pro　Met　Tyr　Ser

TTA　AAA　GAG　GTC

Leu　Lys　Glu　va1

CTA　GGT　TCA　TCT　TTG　TCA　TGG　GAG　CAC　ATC

Leu　Gly　Ser　Ser　Leu　Ser　Trp　Glu　His　工1e

　　C

?rC　CAT　ATT　TAC　ATG

Phe　His　工1e　?yr　Met
ACC

Thr

AAC

Asn

CCA

Pro

CCT　G?r　CAT　GGT　GCA　C?『

Pro　va1　His　Gly　Ala　Leu

GAG　GAT　GAG　ATG　CAA　GCA

Glu　Asp　Glu　Met　Gln　Ala
G?｢

va1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G

GTT　G?r　TCT　ATA　ATC　CTC　AAT

va1　va1　Ser　工1e工1e　Leu　Asn

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ser

AAG　GGT　ATG　GCT　GAT　CGT　ATC　A?r　GGA　ATG　CGG　ACG　GCA

Lys　Gly　MeヒAla　Asp　Arg　工1e工1e　Gly　MeヒArg　Thr　Ala

ACT

Thr
AAT

Asn

CAG　ATT　GGA　ATG　TTC　TGC　TAC　AGT　GGG　ATG　ACA

Gln工1e　Gly　MeヒPhe　Cys　Tyr　Ser　Gly　Met　Thr

CTT　AAG　GAA　AAT

Leu　Lys　Glu　Asn

CTT

Leu

GAA　CAA　G?r　GAC

Glu　Gln　va1　Asp

CCT

Pro

CGC　AAC　GGG　AGG　ATA　AGC　ATG　GCT　GGT　GTA　ACG　ACA　CGA　AAT　GTT　GGT　TAC　TTG　GCA

Arg　Asn　Gly　Ar9　工1e　Ser　Met　Ala　Gly　va1　Thr　Thr　Arg　Asn　va1　Gly　Tyr　Leu　Ala

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Gly　　　　　　Ala

　　　　　--　　　　　C　T　　T　　　　　　　　　T　　　　　　　　　　　　　　　　　　AAC　　-　　　　　　　G　　　　　　　　　1367

AAA　TAG　AATTGAG?rCGGCCCTCCTACCCTCGTCGGCCGATGAAATGAGGCT?rCAAGTGGCTTTT?rGGTGCCTGACATATCAACA?r　1370
T.17e　w脅★

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G　GCGAAT?rCACA　A　TGT　GAG　AC　ATA　　GT　AA　CTTCAGTCT　GA　AG　T　AT　　C
ATCA?rCTCGAGAAATAAG?rAAGCCTGTTGGGGCTGTCCAAAGCATGCCCGGCGCTTCAGCCACT″rrAG?rTTIranArTyrz1rl!ΓΥ1r!･瓦a7xmrr･amsrnmr･mnrtl/りss⌒⌒･--一⌒ ?rArr　　1486

　C??I?rCT　TCTT?r　TC　CC　　T　GT　T　GCAA　T　TACACT　AGCTGCAA　TGG　TGT　CAT　TC　ACAGTTCTGAAGAAAA-　-　-

TGACAACGATAAGCCATGACATATCCTAACAGGCTTGTTCTACTCGATTTTGTTGCAACTTCTCAGTGAGAATrrTTACCAAAGCTGCTGCT(A)13
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Figure　2-3.　Nucleotide　and　deduced　amino　add　sequences　of　cDNAs

encoding　mAspAT　from　?.　mjjjaceum.　The　predicted　amino-acid

sequence,　starting　with　the　putative　initiator　methionine,　is　shown　below　the

nucleotide　sequence.　Positive　numbering　of　protein　and　nucleotide　sequences

starts　at　the　putative　initiation　codon.　The　stop　codon　is　indicated　by　asterisks

(`“゛).Nudeotides　and　deduced　amino　acids　that　differ　in　pmAAT3　from　those

in　pmAATl　are　indicated　above　and　below　the　plnAATl　sequences,

respectively.　Sonle　gaps　(-)were　introduced　to　optimize　the　alignment.　The

N-terminal　amino-acid　sequence　determined　from　purined　nlAspATs　is　shown

by　underlining.　The　anlino　acid　residues　with　broken　underlining　were　not

identined.
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5 CAAAGCTT

Hjnd工工工

　1inker

antisense

　prユ.mer

　　　　　　　　　　　i　　　-

VGL　D　　F　　E　　G　　M　　　工　　A?工

　　　　GAC　TTC　GAA　GGA　ATG　AT　　3･

　　　　　　T　　　T　　　G　　　G

　　　　　　　　　　　　　　　　　　C

　　　　　　　　　　　　　　　　　　T

sense　　primer

　1　　1end　　　　ida　-　eneraヒed　fra　　　t　2

　P　　　F　　　F　　　D　　V　　A　Y??FA

GGA　AAA　AAA　CTA　CAA　CG

　　G　　　G　　　　　　　G　　　C

　　C

　　T

CTTAAGCT　　5

£COR工

linker

3

Figure　2-4.　Anlino　acid　sequences　of　lysylendopeptidase'generated

peptides　fronl　pAspAT　and　design　of　PCR　oligonucleotide　primers.

The　amino　acid　sequences　of　two　lysylendopeptidase-gむnerated　fragments　(1

and　2)were　determined.　Unidentined　amino　acid　residues　indicate　by　‥?¨.

Mixed　oligonucleotides　with　3　2　different　combinations　encoding　the　six　amino

acids　were　synthesized　and　used　as　PCR　primers.　A　j7Lfjld　HI　linker　was　added　to

the　sense　primer　and　Eco　Rl　was　added　to　the　antisense　primer.
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ATG

　M

AGA

　R

CCA

　P

TAT

　T

CTT

　L

GCT

　A

　L

GGT

　G

AGT

　S

AAA

　K

GAT

　D

GCT

　A

AAT

　N

ATG

　M

AGA

　R

CCT

　P

ACA

　T

GGC

　G

TGG

　W

TCC

　S

TCC

　S

GGC

　G

GCT

　A

ACA

　T

A?『

　工

C?『

　L

AAG

　K

CAT

　H

TTC

　F

GCC

　A

TGC

　C

CCT

　P

GAA

　E

GAA

　E

CAA

D

CAC　AAT　GTC　AGC　TAG　ATAGAGGCCTGAGGA

　H　　N　　V　　S　脅脅會

C7rCAGTACAGTAGTAGT 63

　153

　　30

　243

　　60

　333

　　90

　423

　120

　513
　150

　603
　180

　693

　210

　783

　240

　873

　270

　963
　300

1053

　330

1143

　360

1233

　390

　420

1413

　450

1524

　457

GCC　7rC　GCC　CTC　ACC　TCG　CCG　GCG　GCC　CCC　GCC　ATC　GCC　GCC　CGG　TCC　AAG　GTG　C?r　GGA　TGG　GGG　AAG　AAT　CAG　GGG

　A　　F　　A　　L　　T　　S　　P　　A　　A　　P　　A　　工　　A　　A　　R　　S　　K　　V　　L　　G　　W　　G　　K　　N　　Q　　G

CGC　GTG　GGG　ATC　ACG　AGG　AAG　AAC　T?r　GGC　CGT　GTT　TTG　ATG　GCC　CTT　GCA　GTG　GAT　GTT　TCT　CGT　TTT　GAG　GGA　GTG

　R　　V　　G　　工　　T　　R　　K　　N　　F　　G　　R　　V　　L　　M　　A　　L　　A　　V　　D　　V　　S　　R　　F　　E　　G　　V

CCA　GAC　CCA　ATT　CTT　GGG　GTT　TCA　GAG　GCC　TTT　AAA　GCA　GAT　AAA　AAT　GAC　CTG　AAG　CTC　AAT　CTT　GGT　GTT　GGT　GCC

　P　　D　　P　　工　　L　　G　　V　　S　　E　　A　　F　　K　　A　　D　　K　　N　　D　　L　　K　　L　　N　　L　　G　　V　　G　　A

GAG　TTG　CAG　CCT　TAT　GTC　CTC　AAT　GTA　GTC　AAG　AAG　GCT　GAA　AAT　C?r　ATG　TTG　GAG　AAA　GGA　GAA　AAC　AAA　GAG　TAT

　E　　L　　Q　　P　　Y　　V　　L　　N　　V　　V　　K　　K　　A　　E　　N　　L　　M　　L　　E　　K　　G　　E　　N　　K　　E　　T

GGC　7rA　GCT　GCA　7rr　AAC　AAA　GCA　ACT　GCA　GAG　CTA　CTG　CTT　GGA　GCT　GAC　AAC　CCT　GTC　ATC　AAG　CAA　GGA　CTG　GTT

　G　　L　　A　　A　　F　　N　　K　　A　　T　　A　　E　　L　　L　　L　　G　　A　　D　　N　　P　　V　　工　　K　　Q　　G　　L　　V

TCT　CTC　TCA　GGC　ACT　GGA　TCG　CTA　CGA　C?r　GCC　GCA　GCG　TTT　ATA　CAA　AGA　TAC　TTC　CCT　GAA　GCC　AAA　GTA　CTC　ATA

Q　　S　　L　　S　　G　　T　　G　　S　　L　　R　　L　　A　　A　　A　　F　　工　　Q　　R　　Y　　F　　P　　E　　A　　K　　V　　L　　工

TCA　TCG　CCC　ACG　TGG　GGG　AAC　CAC　AAG　AAC　ATC　?rC　AAT　GAT　GCT　AGG　GTA　CCT　TGG　TCA　GAG　TAC　CGG　TAC　TAT　GAC　CCC　AAA　ACT　G?『

　S　　S　　P　　T　W　G　　N　H　　K　N　　工　　F　N　D　A　R　V　　P　W　　S　　E　　Y　　R　　Y　Y　　D　　P　　K　　T　　V.

GGG　7rA　GAT　T?r　GAG　GGA　ATG　ATA　GCT　GAC　ATT　GAG　GCT　GCT　CCT　GAA　GGA　TCT　TTT　G?r　CTG　CTA　CAT　GGT　TGC　GCT　CAC　AAC　CCA　ACT

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　_D___工._　E　　A　　A　　P　　E　　G　　S　　F　　V　　L　　L　　H　　G　　C　　A　　H　　N　　P　　T

GGA　ATA　GAC　CCA　ACT　CCT　GAA　CAA　TGG　GAG　AAA　ATT　GCA　GAT　GTT　ATT　CAA　GAG　AAA　AAG　CAT　ATG　CCT　7rC　TTC　GAT　GTT　GCG　TAT　CAG

　G　　工　　D　　P　　T　　P　　E　　Q　　W　　E　　K　　工　　A　　D　　V　　工　　Q　　E　　K　　K　　H　　M　　P　　F　　　　　　　　　　　　　　　_⊆L

GGT　?rT　GCC　AGT　GGA　AGC　CTT　GAT　GAA　GAT　GCA　T?r　TCA　G?r　AGG　CTT　?rT　G?r　AAG　CGT　GGC　ATG　GAA　GTG　?rT　GTT　GCA　CAA　TCT　TAC

_G_　F　　A　　S　　G　　S　　L　　D　　E　　D　　A　　F　　S　　V　　R　　L　　F　　V　　K　　R　　G　　M　　E　　V　　F　　V　　A　　Q　　S　　Y

AGC　AAG　AAC　Crr　GGT　CTA　TAT　GCA　GAA　AGG　ATT　GGG　GCA　ATA　AAT　GTT　G?r　TGC　TCA　GCA　CCA　GAA　GTT　GCA　GAT　AGG　GTA　AAG　AGC　CAG

　S　　K　　N　　L　　G　　L　　Y　　A　　E　　R　　工　　G　　A　　工　　N　　V　　V　　C　　S　　A　　P　　E　　V　　A　　D　　R　　V　　K　　S　　Q

CTG　AAA　CGT　CTG　GCA　CGT　CCC　ATG　TAC　TCG　AAC　CCC　CCT　A7r　CAC　GGT　GCT　AGG　ATA　GTT　GCC　AAT　A?r　GTT　GGT　GAT　CCA　ACT　ATG　TTT

　K　　R　　L　　A　　R　　P　　M　　Y　　S　　N　　P　　P　　工　　H　　G　　A　　R　　工　　V　　A　　N　　工　　V　　G　　D　　P　　T　　M　　F

GAA　TGG　AAG　CAG　GAG　ATG　GAA　CAA　ATG　GCA　GGG　CGG　ATC　AAG　AAT　GTA　AGG　CAG　AAG　CTC　TAC　GAT　AGT　TTG　TCT　GCA　AAG　GAC　AAG

　E　　W　　K　　Q　　E　　M　　E　　Q　　M　　A　　G　　R　　工　　K　　N　　V　　R　　Q　　K　　L　　Y　　D　　S　　L　　S　　A　　K　　D　　K

GAC　TGG　TCTTTC　A'r'r　CTG　AGA　CAG　ATT　GGC　ATG　TTC　TCC　TAC　ACT　GGC　TTG　AAC　AAA　GCA　CAG　AGT　GAT　AAC　ATG　ACA　GAT　11323

W　　S　　F　　工　　L　　R　　Q　　工　　G　　M　　F　　S　　Y　　T　　G　　L　　N　　K　　A　　Q　　S　　D　　N　　M　　T　　D

GTT　TAT　ATG　ACC　AAG　GAT　GGG　CGG　A?r　TCG　TTA　GCT　GGA　C?r　TCC　CTG　GCT　AAG　TGC　GAT　TAT　CTT　GCC　GAC　GCC　ATC　ATC

　V　　Y　　M　　T　　K　　D　　G　　R　　工　　S　　L　　A　　G　　L　　S　　L　　A　　K　　C　　D　　Y　　L　　A　　D　　A　　工　　工

ATAGrl゛『

AACAGTAGTACGCTATrrACAGGATCGTAAAACTTAA?r　1643

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1743GAATAATGGCACTGGCAATG?rAATTGCGCCCTGCGCC(A)62

Figure　2-5.　Nucleotide　and　deduced　amino　acid　sequences　of　cDNA

encoding　pAspAT　fron1　?.　j22jjjace　um.　The　predicted　amino　acid

sequence,　starting　with　the　putative　initiator　methionine,　is　shown　below　the

nucleotide　sequence.　The　stop　codon　is　indicated　by　゛'`“.Directly　deternlined

aminoacid　sequences　of　lysylendopeptidase-generated　fragments　are

underlined.　The　amino　acid　residues　shown　by　broken　underlining　were　not

identined.
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Figure　2'6.　Comparison　of　the　presequences　of　the　precursors　to

mAspAT　from　different　.organisms.　The　N-terminal　sequences　of　the

precursors　tornAspAT　from　R　mjjjaceum,　chicken,　pig,　rat,　nlouse,　and　hunlan

are　depicted.　Gaps　to　optimize　the　alignment　are　indicated　by　dashes.　The

deavage　sites　are　indicated　by　an　arrow.　The　shaded　residues　are　invariant,

being　present　in　a11'sequences.　Amino　acids　are　nlarked　as　hydroxylated　け)

or　positively　charged　(+).

46



150140130120110100908070605040302010

30029028027C260250240230220210200190180170160

]
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
　
ロ
ー
　
　
一

器
ご
に
こ
昌
昌
ャ
コ
コ
｣
ご
汐
w
　
'
″
ヤ
に
こ
晨
昌

ヨ
呂
芭
回
=
回
ヨ
回
=
=
回

t

P.millaceum一p

P.miliaceum-fnユ

chicken一憬

勣use唱

h四-{n

E.coli

R.ΣΓElilotエB

R.･を1i10ti　A

Bacillus

S.solfatarlcus

ratTAT

hlzanTAT



450440430420410400390380370360350340330320310

490480470460

レ
仁
L
ド
答
払
レ
ー

&



Figure　2-7.　Aligned　amino‘add　sequences　of　AspATs　and　tyrosine

aminotransferase.　Residues　invariant　in　18　AspATs　(the　isozymes　from　P.

mjjjaceum,alfalfa,　1upin,　rice,carrot,soybean,chicken,　mouse,　human,　yeast

and　E　co万)are　colored.　Gaps(-)have　been　inserted　to　achieve　maximum

homology.　Functionally　and/or　structurally　important　residues　among　the

invariant　residues　are　colored　with　red.　c,　cytosolic;　m,　nlitochondria1;　p,

plastidic.　The　references　for　these　genes　are:　Rlnjcum　m消aceum　cAspAT,

mAspAT,　and　pAspAT,　alfalfa　cAspAT(147),alfalfa　pAspAT(33),1upin　cAspAT(156),

lupin　pAspAT(119),rice　cAspAT　(data　accession　number　D14673),carrot

cAspAT(146),soybean　pAspAT(152),chicken　cAspAT　and　nlAspAT(68),nlouse　cAspAT

and　mAspAT(111'　145),human　cAspAT　and　mAspAT(17'113),yeast(Saccharomyces

cerevisiae)cAspAT(22),Rdlerjdlja　co万AspAT(78),幻ljzoわjum　me狛oa　AspATA("5)

and　AspATB(2),召adjjus　sp.　strain　YM-2　AspAT(139),Suj丘)joわus　sojねtaがcus

AspAT(23),rat　TAT　(tyrosine　aminotransferase),and　human　TAT(118).
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Figure　2-8.　Honlology　in　primary　structure　alnong　AspATs　fron1

various　organisms.(A)Extent　of　identity　in　primary　structure　among

AspATs　fronl　F.　mj万aceum,mouse,　and　瓦co万.The　numbers　indicate　the

honlologies　at　the　level　of　amino　acid　sequences.　(B)Extent　of　identity　in

primary　structure　among　nlature　AspAT　isozymes　from　R　mj万aceum　and　AI

saびva.
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tyrosine　　anlinotransferase.
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【はじめに】

第3章

Asp　AT　アイソザイムの発現

　今までに発現様式が詳しく研究さているAspATとして,アルファルファ根粒の

cAspATとpAspATが挙げられる(4o･　149).両AspATの活性はアルファルファの葉,茎,

根に検出されるが,根粒の成長につれ根粒内のpAspAT活性が増大する.これは

pAspATのmRNA量の増大に起因し,cAspA　TのmRNA量は増加しないことから両

AspAT遺伝子は異なる発現調節を受けていることが予想される.

　第1章と第2章で述べたように,3種のAspATアイソザイムを区別できる抗体およ

びcDNAプローブがそろったことにより,AspATアイソザイムの発現様式を比軟できる

ようになった.本章では,キビの各組織での発現,あるいは光や窒素による発現制御が

3種のアイソザイムでどのように異なるかを調べた.窒素欠乏の植物に硝酸を補填する

と,葉肉細胞の核にコードされる幾つかのC4光合成酵素のタンパク質量およびmRNA

量は選択的に増大する(134･　136･　137･　159).この一群の酵素には,トウモロコシのPEPC,

PPDK,カーボニックアンヒドラーゼ,NADP-リンゴ酸デヒドロゲナーゼおよびキビの

PEPC,アラニンアミノトランスフェラーゼが含まれる.さらに,トウモロコシのC4型

PEPC遺伝子は細胞内の窒素供給に依存して,転写段階および転写以降の段階で発現調

節がなされていることが明らかとなってきた(138･　14o).したがって,これらの発現調節

機構がキビのC4型AspATアイソザイムにおいても機能しているかを確認することは,

カルビン回路の付帯物であるC今光合成回路で機能する酵素の発現を統括して制御する

システムが存在するか否かを明らかにするうえでも興昧深い点である.

52



【材料と方法】

植物材料

53

　キビはバーミキュライトに播種し,人工気象機内で生育させた.緑化実験には,播種

後暗所で8日間,23℃で生育させた後,26℃にて連続光(20,000　1x)を照射した.硝酸

誘導の実験では,播種後,名古屋大学有用生物遺伝子解析改変システムのグロースチャ

ンバー内(明期:35,000　1x,　28℃,14時間,暗期:20℃,10時間)で,0.3mM　KN03を含

むArnon&Hoagland液(6)にて生育させた.第2葉が完全に展開した後,KN03濃度を

8mMに変えて誘導を開始し,葉の真ん中より基部側をサンプリングした.

組織からの粗抽出液の調製

組織からの粗抽出液の調製は第1章で述べた方法に従った

As ATアイソザイムの活性とタンパク質の定量

　粗抽出液中のAspATアイソザイムの活性の定量は,第1章で述べた方法で抽出液を

未変性ポリアクリルアミドゲルにて電気泳動後,活性染色を行い,染色したバンドをデ

ンシトメーターを用いて定量した.

　粗抽出液中のタンパク質量の定量は,ウエスタンブロッティングにより行った(144).

葉組織から抽出した可溶性タンパク質を10%SDS-ポリアクリルアミドゲルにのせ,電

気泳動を行った.各レーンには同量のタンパク質をのせた.ウエスタンブロッティング

には,グリーンパニックまたはキビのcAspAT(llo),キビのmAspAT,トウモロコシの

PEPCおよびRuBisCOの大サブ4ニットに対する抗体(137)を用いて行った.pAspATタン

パク質量の定量では,粗抽出液を未変性ゲルにて電気泳動後,キビのmAspATに対する

抗体を用いてウエスタンブロッティングを行った.染色したバンドはデンシトメーター

を用いて定量した.



RNAの定量

　各組織におけるmRNAの定量は,ノーザンブロッティングにより行った.キビの葉,

中胚軸,根から調製したtotaI　RN　A(20μg)をホルムアルデヒドで変性後,ホルムアルデ

ヒドを含む1.2%アガロースゲルにて電気泳動し(123),ナイロンメンブレン(Hybond-N+,

Amersham)にトランスファーした.ドットブロッティングでは,RNAサンプルを変性

後,ナイロンメンブレンにスポットした.メンブレンはアルカリ固定後,32　P-　ラベルし

たプローブと共にハイブリダイゼーションを行った.プローブとして,キビcAspATを

コードするpcAAT2,mAspATをコードするpmAAT3,pAspATをコードするppAATI

の各インサートの全長を用いた.ドットブロットのシグナルは,Bio　lmaging　Analyzer

(BAS　2000,Fujix)を用いて検出,定量を行った.

その他の方法

　葉肉細胞プロトプラストおよび維管束鞘細胞群は金井およびE　dwardsの方法(71)を用い

た.AspATの活性は,第1章に述べたAsp消費方向の反応を測定した.PEPC活性は文

献(53),NAD-マリックエンザイム活性は文献(54)に基づいて測定した.タンパク質濃度

は,BSAをスタンダードとしてBradford法(18)により定量した.
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【桔果】

As AT転写産物の組織内分布

　10日間明所で生育したキビの緑葉および根,11日間暗所で生育させた黄化葉,暗所

生育後19.5時間光照射したキビの芽生えの葉および中胚軸よりtotal　R　NA　を調製した.

得られたtotaI　RNAは,各AspATアイソザイムの特異プローブを用いてノーザン解析を

行った(図3-1).cAspATおよびmAspATのmRNAは1.8kb程の大きさであり,緑化葉お

よび緑葉において多量に蓄積していた.一方,黄化葉および中胚軸においては僅かな蓄

積のみであり,根においてはさらに極少量しか存在していなかった.pAspATのmRNA

レベルは緑葉,緑化葉,黄化葉でほぼ同じであり,中胚軸および根における蓄積量は葉

に比べてかなり低いものであった.

As ATアイソザイムの光による発現調節

　緑化過程での葉組織中のAspATアイソザイムの活性,タンパク質量,mRNA量の経

時変化を調べた.暗所で生育したキビの芽生えに白色光を照射すると,cAspATおよび

mAspATの活性は他のC4光合成酵素PEPCおよびNAD｡マリックエンザイムと同様に増

大したが,pAspATの活性はほとんど変化しなかった(図3-2A).ウエスタン解析の結果,

このC4型AspATの活性の上昇はタンパク質量の増大と一致しており(図3-2B),光照射

に伴うAspAT活性の増大は各AspATタンパク質の新規合成に起因していることが示唆

される.　さらにcAspATおよびmAspATのmRNAレベルはタンパク質量の増大に先行し

て上昇したが,pAspATのmRNAレベルの増大はみられなかった(図3-2C).これらの結

果は,C4型AspATアイソザイムであるcAspATおよびmAspATは他の多くの光合成関

連タンパク質と同じく,葉の緑化過程において転写段階あるいはそれ以降の段階で誘導

されることを示している.一方,pAspATは光誘導を受けず構成的な発現を行うようで

ある.
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As ATアイソザイムの窒素による発現調節

　窒素ストレスからの回復過程におけるAspATアイソザイムの発現様式を調べた.窒

素欠乏のキビに硝酸を供給すると,AspATの比活性はゆっくりと増大し,72時間後に

は添加前の2倍ほどになった.ザイモグラムよりこの活性の増大は主にcAspAT活性の

増大であり,mAspATおよびpAspATの活性はほとんど変化していなかった(図3-3A).

また,cAspATタンパク質量は72時間の窒素回復過程で2倍ほど増大した.一方,

mAspATおよびpAspATのタンパク質量も僅かながら増大したが,cAsPATとは顕著な

違いがみられる(図3-3B).このcAspATタンパク質量の増加は,mRNA量の増加に起因

することが明らかであるが(図3-3C),窒素補填に伴いmAspATのmRNAも増大していた

しかしながら,pAsPATのmRNA量は徐々に減少している.PEPCのタンパク質レベル

はcAspATと同じ様なパターンで増大したが,RuBisCO大サブユニットのタンパク質レ

ベルは一定あるいはむしろ減少する傾向にあった.これらPEPおよびRuBisCOの結果は

以前にトウモロコシ(159)やキビ(134)で得られた結果とも合致している.以上の結果は,

cAspATおよびmAspATは窒素供給に依存した選択的な発現調節を受けていることを示

している.

56



【考察】

　第1章で述べたようなキビ緑葉でのC4型AspATアイソザイムの高活性は,それらの

アイソザイムをコードするmRNAの光に依存した蓄積によるものであった.また,C　4

型AspATの活性やmRNAが黄化葉および非光合成組織でも僅かながら存在するという

ことは,これらのアイソザイムがアミノ酸合成あるいは還元カシャトルといった基本的

代謝経路にも関与していることを示しているのかもしれない.一方,葉組織における

pAspATの発現は光に依存されず,構成的なものであった.pAspAT遺伝子の光非依存

的発現は,キュウリやエンドウの子葉(87･　152)においても観察されているが,アルファル

ファ葉の光感受性のpAspAT(12o)とは対照的である.アルファルファのpAspATは根粒形

成時に強く誘導され,リンゴ酸-アスパラギン酸シャトルに関与している(4o).

　C4型AspATは窒素ストレスの回復過程でmRNAの誘導を伴う選択的な発現調節を受

けていることが明らかとなった.cAspATにおいては,タンパク質とmRNAの蓄積量に

は高い相関性がみられ,窒素供給に依存した転写段階での発現制御が示唆される.一方

mAspATタンパク質の硝酸による蓄積誘導は,mRNAの顕著な蓄積がみられるにもかか

わらず,非常に低いものであった.したがって,mAsPATの発現は転写段階および転写

段階以降でも調節されていると考えられる.特に転写後の発現調節として,mRNAの分

解機構やmAspAT前駆体のミトコンドリアヘの輪送機構なども研究対象にしていかねば

ならないであろう.また,C　4AspATに比べてpAsPAT遺伝子では窒素供給に依存した

発現はみられなかったので,pAspATの生理的意義として窒素代謝との関連性は重要で

はないのかもしれない.本実験において,今までに知られていた窒素供給により選択的

に発現誘導されるC4光合成酵素の一群にAspATアイソザイムも含まれることが明らか

となった.トウモロコシC4型PEPC遺伝子においては,サイトカイニンとグルタミン

(あるいは下流の代謝産物)がそれぞれ転写段階と転写後段階での調節のシグナルとして

機能していることが判明している(136･　138).今後,これらのシグナルがAspATを含む他

のC4光合成酵素の発現にも関与しているかを明らかにすることにより,窒素濃度の変

動に伴うC4光合成遺伝子の発現制御に関わるシグナル伝達の一端が解き明かされるも

のと思われる.
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Figure　3-1.Northern　analysis　of　mRNAs　for　AspAT　isozymes　in

different　tissues　of　?.mjjjaceum　seedlings.Tota1　RNAs　(20　/順)from

green　leaves　(1),greening　leaves　(2),etiolated　leaves　(3),mesocoty1(4),and

roots(5)were　electrophoresed,　transferred　to　a　nylon　nlembrane　and

hybridized　with　the　cAspAT,　nlAspAT,and　pAspAT　gene　probes.
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Figure　3-2.Changes　in　activity,　protein,and　mRNA　levels　of

AspAT　isozymes　with　111umination　in　the　seedlings　of　F.

mjjjaceum.(A)Time　course　of　the　activities　for　cAspAT　(○),mAspAT(口),

pAspAT(△),PEPC(x),and　NAD-malic　enzyme　(◇).Soluble　proteins　were

subjected　to　nondenaturing　PAGE　and　AspAT　was　detected　by　activity-staining･
lntensity　of　bands　was　quantitated　by　a　densitometer　and　showed　as　relative

leve1.(B)Changes　in　protein　levels　of　AspAT　isozymes.　Soluble　proteins　were

subjected　to　PAGE　and　analyzed　by　Westem　blotting.　The　amounts　of　proteins

for　cAspAT　(○),mAspAT(□),and　pAspAT　(△)are　shown　as　relative　values.　(C)

Changes　in　mRNA　levels　of　AspAT　isozymes.　Tota1　RNAs　(10μg)from　light-
induced　leaves　were　dot-blotted　on　a　nylon　membrane　and　probed　with　the

cAspAT,mAspAT,and　pAspAT　gene　probes.　The　mRNA　level　of　each　isozyme

was　estimated　with　a　Bio　lmaging　Analyzer.　The　symbols　are　similar　with

pane1　B.
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Figure　3-3.Effects　of　nitrate　on　the　expresslon　of　AspAT　isozymes,

PEPC,and　RuBisCO　in　?.mjjjaceum　seedlings.(A)Soluble　leaf　extracts

of　nitrate-induced　plants　were　subjected　to　nondenaturing　PAGE　and　AspAT

was　detected　by　activity-staining.　Each　lane　was　loaded　with　1.9μg　of　protein

(for　cAspAT　and　mAspAT)or　5.4μg　of　protein　(for　pAspAT).Since　the　a〔tivity

of　pAspAT　was　lower　than　those　of　the　C4-type　AspATs,　the　gel　for　pAspAT　was

reacted　for　longer　time.　(B)Soluble　proteins　were　subjected　to　PAGE　and

analyzed　by　Western　blotting.　The　amounts　of　proteins　for　cAspAT　(o),

mAspAT(ロ),pAspAT(△),PEPC(x),and　RuBisCOlarge　subunit　(◇)are　shown

as　relative　values　taken　as　one　relative　unit　at　zero　time.　Each　error　bar

indicates　standard　error　of　the　mean　of　three　replicates.　(C)TotaI　RNAs　(5μg)

from　nitrate-induced　leaves　were　dot-blotted　on　a　nylon　membrane　and

probed　with　the　cAspAT,　mAspAT,and　pAspAT　gene　probes.The　mRNA　level　of

each　isozyme　was　estimated　with　a　Biolmaging　Analyzer.
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【はじめに】

第4章

cAsPATおよびmAsPAT遺伝子の構造

　高等動物のcAspATおよびmAspAT遺伝子は核ゲノムにコードされており,近年マウ

ス(111･　145)とニワトリ(68)より両アイソザイムの遺伝子が単離され,構造が解析された.

cAspAT遺伝子は約30kbで9個のエキソンから成り,mAspAT遺伝子は約23kbで10個の

エキソンから成る.両遺伝子のイントロン挿入部位8個所のうち5個所の位置が完全に

一致していたことから,AspATのイントロンの起源は非常に古く,サイトソル型とミ

トコンドリア型に分岐する以前の祖先遺伝子に既に存在していたことが示唆されてい

る(111).　また,動物のAspAT遺伝子はハウスキーピング遺伝子に特傲的なプロモーター

配列をもっているが,特にcAspAT遺伝子はグルココルチコイド,cAMP,インシュリ

ンによる発現調節を受けることが報告されている(1,11).また,精巣特異的にcAspAT

mRNAの転写開始点とポリアデニル化部位が変更されることにより,組織特異的な発現

制御がなされている(143).

　一方,高等植物においては,最近アルファルファよりcAspATおよびpAspAT遺伝子

が単離され,その構造が解析された(39).両遺伝子は6kbほどの大きさで,cAspAT遺伝

子は12個,pAspAT遺伝子は11個のエキソンを含んでいる.pAspAT遺伝子は根粒形成

に伴い発現が誘導されることが知られているが,その5･上流領域には他の根粒誘導性遺

伝子の発現調節に関与するシス因子に類似の配列が見いだされている.

　一般にC4サイクルで機能する酵素の遺伝子は,光および細胞内の代謝産物濃度に依

存して細胞特異的な発現調節を受ける.C4光合成に関与するタンパク質をコードする

遺伝子の大部分はC3植物にあらかじめ存在した祖先遺伝子を重複させ,C4特異的な発

現機構を進化の途上で獲得してきたと考えられている.しかしながら,その発現機構の

実体は未だ不明のままである.NAD-マリックふンザイム型C4植物では,cAspATと
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mAspATがそれぞれ葉肉細胞および維管束鞘細胞で多量発現しており,上記のC4特異

的な発現調節を受けていると考えられる.本章ではこれらのキビcAspATとmAspATの

核遺伝子を単離し,塩基配列を決定するとともに,今までに報告されている光合成遺伝

子のシス配列の検索を行った.また,植物と動物のAspAT遺伝子におけるイントロン

挿入位置を比較し,AspAT遺伝子の進化に関しても考察した.
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【材料と方法】

植物材料

　ゲノムDNAの単離には,キビ種子をバーミキュライトに播種し,20℃暗所にて1週

間生育させたものを用いた.total　RN　Aの単離には,人工気象機にて明期(35,000　1x,　30

℃)14時間/暗期(20℃)10時間にて2~3週間生育させたキビを用いた.

核酸の単離

　ゲノムDNAは黄化葉よりAusbelらの方法(8)に従い調製した.totaI　RNAは緑葉より

MCGookinの方法(98)に従い調製した.ポリ(A)゛RNAはtotaI　RNAをオリゴ(dT)-セルロー

スカラムにかけることにより精製した(133).

ゲノムライブラリーの構築とスクリーニング

　キビゲノムDNAをSau　3AIで部分消化後,15-23kb断片を10-40%ショ糖密度勾配遠心

により分画した.得られたDNA断片はλEMBL3アームとライゲーションした.組み換

えファージDNAは珀y汚o　packaging　extract　(Gigapack　H　GOld　Packaging　Extract,

Stratagene)を用いてパッケージングを行った.作製したライブラリーは大腸菌P2392株

に形質転換することにより増幅した.約1.8×106ファージをプレートにまき,ナイロン

メンブレン(Hybond-N゛,A　mersham)にトランスファーした.組み換えファージDNAは

32PでラベルしたpcAAT1またはpmAAT1のcDNAインサートをプローブにしてスクリー

ニングを行った.ハイブリダイゼーションは､5XSSC(0.15M　NaCI,0.015Mクエン

酸ナトリウム),5xデンハルト溶液(0.02%Ficoll,0.02%polyv　inylpyrrolidone,

0.02%BSA),50mMリン酸ナトリウム(pH　6.5),0.1%SDS,50%ホルムアミド,

0.25　m　g/ml　サケ変性精子DNA中で42℃,一晩行った.メンブレン洗浄は0.1%SDSを

含む2XSSC中で42℃10分間行った後,0.1%SDSを含む0.1XSSC中にて42℃10分間行っ

た.
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DNA‘シークエンシング

　陽性ファージクローン中のゲノムDNAインサートはM13ベクターの適当な制限酵素

サイトヘサブクローニングした後,その一本鎖DNAを精製し,塩基配列を決定した.

また幾つかのクローンにおいてはE　xonuclease　III　とMung　beannucleaseを用いてディ

レーションク`白-ンを作製し,シークエンシングを行った.DNAシークエンシングは

SequenaseT7　DNA　polymerase　(US　Biochemical　Co.)またはTa9　dye　primer　c　ycle

sequencing　kit(Applied　Biosystems)を用いたジデオキシ法により,DNAシークエン

サー(model　370A　sequencing　system,　A　pplied　B　iosystems)にて行った.

プライマー伸長法

　基本的にはSambrookらの方法(123)に従った.gAAT101の特異的プライマーとして

gAAT101の+42から+65の24bpの相補鎖(5'-CATGGTGGGGAAGGATTCGAGGGT-3')

を,gAAT313の特異的プライマーとしてgAAT313のn12から4-135の24bpの相補鎖(5'-

TCAAAGCAGGAGGCCGCGCACA-3')を用いた.poly(A)゛RNA(gAAT101の場合

10μg,　gAAT313の場合22μg)に32Pで5'末端標識したプライマー(105cpm)を加えた後,

エタノール沈澱し乾燥させた.この沈澱物をハイブリダイゼーション溶液(40mM

PIPES-KOH　pH　6.4,　1mM　EDTA,　0.4M　NaCI　,　80%formamide)に溶解し,85℃,10分

間加熱し変性させた後,45℃で一晩放置した.この溶液を再びエタノール沈澱し,乾

燥させた後,reverse　transcriptase　buffer　(50mM　T　ris-HCl　pH　8　.0,100mM　KCI,

IOmM　MgC12･　lmM　各dNTP･　4mM　dithiothreitol,　l　unit/μI　ribonuclease　inhibitor,

50μg/ml　actinomycin　D)に溶解し,終濃度1　u　nit/μHこなるようreverse　transcriptase

を加え,37℃で1時間反応した.次いでEDTA(終濃度15　mM)およびribonuclease

5μgを加えさらに30分間反応させた.フェノール処理,エタノール沈澱後,6%シー

クエンシングゲルにて電気泳動を行った.

サザンブロッティング

ゲノムDNA　2.5μgを各種制限酵素で消化し,0.7%アガロース電気泳動後,ナイロン
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メンブレンにトランスファーした.ハイブリダイゼーション時の溶液組成はスクリーニ

ング時と同じである.メンブレンは,0.1%SDSを含む2XSSCにて50℃,10分間,次い

で0.1%SDSを含む0.1XSSCにてさらに50℃,10分間洗浄した.

シークエンス解析

　核酸配列の編集およびホモロジー解析はGENETYXプログラム(ソフトウエァー開発)

を使用した.
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【結果】

cAs ATおよびmAs AT遺伝子の単離と構造解析

　キビcAspATのcDNAであるpcAAT1の翻訳領域のN末端側を含む£co　RI/H屈ゴIII断

片約170bpをプローブとして,ゲノムライブラリーのスクリーニングを行った.

1.8×106個の組み換えファージをスクリーニングした結果,2個の陽性クローンが得ら

れた.制限酵素地図およびサザン解析の結果より(データ省略),両者は同一の遺伝子に

由来すると考えられたので,そのうちの一つ(gAAT101)に関して以降の解析を行った.

図4-IAにはgAAT101の制限酵素地図を示した.gAAT101の塩基配列7822bpを決定し

た結果(図4-2),このクローンはpcAAT2の核遺伝子であることが判明した.pcAAT2と

の塩基配列の比較の結果,この核遺伝子は12個のエキソンと11個のイントロンにより

構成されていることが明らかとなった(図4-1　B).エキソンは62bpから306bp,イント

ロンは81bpから639bpの長さをもっていた.

　一方,mAspAT遺伝子の場合は,pmAAT1のインサート全体をプローブにして,

cAspATのスクリーニングに用いたメンブレンを使用してスクリーニングを行った.そ

の結果,13個の陽性プラーク(gAAT301からgAAT313)を得たが,サザン解析により2

グループに大別された(データ省略).一方はpmAATIのインサート全体をプローブとし

たサザン解析でシグナルとして現れるバンドが強く,5'非翻訳領域を含む末端側プロー

ブとハイブリダイズするクローン群,他方はシグナルとして現れるバンドが弱く,N末

端プローブとハイブリダイズしないクローン群である.両クローン群は異なる遺伝子に

由来すると考えられたので,今回は前者のグループのみ解析を進め,そのうちの

gAAT313の構造を解析した.図4-1EにgAAT313の制限酵素地図を示した.gAAT313

の9014bpの塩基配列を決定した(図4-3)ところ,cDNAとの比較により,gAAT313は

mAspATのcDNAであるpmAAT3の核遺伝子であることが判明した.この核遺伝子は10

個のJIキソン(86bpから356bp)と9個のイントロン(93bpから1246bp)により構成されて

いた.

　得られたゲノムクローンのG士C含量,CpGおよびGpC出現頻度を求めた(図4-　1　).両

遺伝子は転写開始点近傍に有意のGCに富んだ領域をもつ(図4-ICおよびG).cAspAT

のJ-ディング領域内のCPG出現頻度はGpC出現頻度よりも低いが,5'非翻訳領域内の
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CpG出現頻度はGpC出現頻度と同程度である(図4-1D).mAspAT遺伝子のCpGおよび

GpC出現頻度は全領域を通じて同程度であった(図4-1H).したがって,両AspAT遺伝

子の転写開始点近傍の数百bpにはCpGサプレッションはないと結論できる.

転写開始点の決定

　転写開始点は,キビ緑葉より調製したpoly(A)゛RNAを用いたプライマー伸長法によ

り決定した.cAspATの場合,シグナルとして最も強く検出されたのは59baseの長さを

もつ断片に相当する位置で観察された(図4-4A).また,57,58,60,62,63,64,65

塩基の長さに相当する位置にも弱いシグナルが検出された.よって,cAspAT遺伝子の

転写は翻訳開始点より56塩基上流の部位を主要なものとして複数の部位で開始されると

考えられる.しかしながら,mRNAの5'末端におけるキヤップ構造に起因する不完全な

伸長反応により,見かけ上複数の部位でのシグナルが観察されるのかもしれない.ある

いは,使用した合成オリゴヌクレオチドプローブとハイブリダイズし,転写開始点の異

なる複数のmRNAが存在する可能性も考えられる.このようなmRNAの5･末端における

マイクロヘテロジニティーは,トウモロコシのアルコールデヒドロゲナーゼやショ糖合

成酵素遺伝子においても観察されている(25･　154).最も顕著なシグナルが観察された部位

が転写開始の主要な部位であると考え,ゲノムDNA塩基配列中のその部位を士1とした.

複数のバンドはmAspATの場合にも観察された(図4-4B).シグナルとして最も強く検出

されたのは133塩基の長さをもつ断片に相当する位置で観察され,また,125,130,

131,132,134,135塩基の長さに相当する位置にも弱いシグナルが検出された.した

がって,mAspAT遺伝子の転写は翻訳開始点より91塩基から101塩基上流の間の複数の

部位で開始されると考えられる.

As AT遺伝子の5'上流領域の解析

　C4型AspAT遺伝子の発現機構に関する情報を得るために,遺伝子の5'上流領域の塩

基配列を解析した.まず,両アイソザイム遺伝子に共通の配列があるかを調べた.マウ

スのAspATアイソザイム遺伝子においては転写開始点近傍の配列に高い相同性がみら

れている(lll).しかしながら,キビのアイソザイム遺伝子間には明白な相同性はみられ
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なかった.さらに,キビとマウスの遺伝子の5'上流領域間においても相同性はみられな

かった.

　次に,既知のシス因子が存在するか調べてみた(図4-5).cAspATの遺伝子である

gAAT101には典型的なTATAボックスやCAATボックスは存在せず,SV40のSplタンパ

ク質が結合するコンセンサス配列CCGCCC(69)が2ケ所(-304~-299,-170~-165)確認
　　　●

された.この配列はトウモロコシのC4光合成酵素PEPCやPPDK遺伝子においても見い

だされている(9o･　93).ところで,PEPCやPPDK遺伝子の5'上流領域には核タンパク質の

結合する部位が存在し,おそらく各遺伝子のシス因子であろうと予想されている(72･　94)

が,その配列はgAAT101においても見いだされた.すなわち,-602から-589までの

配列TCTTCTCCAGATCCはPEPC遺伝子の核タンパク質結合配列と良く似ているし,

PPDK遺伝子の結合配列(TCGTGC)も2個所(-1298~-1293[逆方向],-1057~-1052)存

在した.さらに,-254から-240までの配列GGCGGCCGCACCCGGは,トウモロコ

シRuBisCOの小サブユニット遺伝子(rbcS)に存在し構成的発現に関与する“GC-rich

region"の相補的配列(125)と良く似ていた.光制御に関与する因子は,“phytochrome-

responsive　element"　に似た配列(AAGATAAGG:　-720~-712)以外は見いだされなかっ

た.このシス因子はフィトクローム依存的かつ光誘導的な発現をする遺伝子に共通の配

列として報告されている(41).なお,cAspAT遺伝子の5'上流領域はGC塩基に富んでお

り,幾つかの短い繰り返し配列が見いだされる.そのうちの最も長い配列はGCACAC-

GGCGCC(-364~-353,-332~-321)であった.

　mAspAT遺伝子であるgAAT313の5･上流領域にはTATAボックス様のモチーフが転写

開始点より27塩基上流に,典型的なCAATボックスが-172~.168の位置に,またIボッ

クスが-202~-197と-191~-186に存在した.Iボックスは大部分のrゎcSとcaゎ遺伝

子に存在する光制御に関与するシス因子であり,トウモロコシ葉肉細胞プロトプラスト

を用いた一過的発現系においてトウモロコシrゎcS遺伝子の光依存性の発現に関与して

いることが報告されている(125).･さらに,-131~｡118の配列はトウモロコシrbcS遺伝

子の“GC-rich　region"　の相補的配列に似ている.以上の結果を図4-5に模式的に表し

た.
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ゲノミックサザンによる解析

69

　キビのAspATをコードする核遺伝子のコピー数を調べるためにサザンハイブリダイ

ゼーションを行った.ゲノムDNAをHjld　IIIとSaHで消化し,pcAAT2　cDNAの全鎖長

インサートを用いてハイブリダイゼーションを行った(図4-6A).1.8　kbおよび2.1　kbの

Hjld　iII断片と7.0　kbの心H断片はgAAT101の制限酵素断片と一致する(図4-IA).しか

し他の断片,2.8kbのHj�III断片と1.5　kbおよび5.5　kbのSaH断片はgAAT101の制限

酵素地図からは説明できない.したがって,キビゲノム中にはcAspATをコードする複

数の遺伝子が存在すると考えられる.第1章で述べたように,キビの緑葉中にはカラム

クロマトグラフィーで分離できる3種のcAspATアイソフォームが存在しており,これ

らのタンパク質は異なる核遺伝子にコードされているのかもしれない.

　次にmAspAT遺伝子数を調べるため,ゲノムDNAをj)sr　l,S�I,Sm　a　l　,　X71o　lで消

化し,pmAAT3cDNAの全鎖長インサートを用いてハイブリダイゼーションを行った

(図4-6B).SaHおよびX仙I断片はgAAT313の制限酵素断片と一致した(図4-IE).Rrl

で消化した場合,gAAT313に由来する10　kb以上の断片が1つ得られるはずであるが,

2.5　kbおよび5.0　kbの断片も検出された(図4-6　B　).mAspATのcDNAであるpmAAT3は

Rr1部位をもたず,またpmAATIは1個の狗r1部位をもつことから,ゲノミックサザ

ン解析で検出された複数のバンドのパターンはmAspATCDNAのヘテロジニティーを反

映しているのかもしれない.サザン解析とスクリーニングの結果から,キビには

mAspATの遺伝子が少なくとも2つ以上存在すると結論できる.第1章で述べたように,

キビにはSDS-PAGE上で移動度の異なる2つのmAspATサブユニットが存在する.これ

らのサブユ2ットを2つのmAspATCDNAと直接対応付けるまでには至っていないが,

それぞれ異なる遺伝子にコードされている可能性がある.



【考察】

　この章ではキビのcAspATとmAspATの核遺伝子を単離し,その遺伝子構造,特に5'

上流領域の塩基配列の解析結果について記述した.両遺伝子の5'上流領域には光感受性

の発現に関与する既知のコンセンサス配列が存在するとともに,cAspAT遺伝子には

PEPCやPPDK遺伝子の核タンパク質結合配列も見い出された.PEPCおよびPPDKはC4

植物の葉肉細胞において多量の発現がみられる一方,維管束鞘細胞ではほとんど発現し

ない.　したがって,cAspAT遺伝子で見出されたこれらの核タンパク質結合配列は

cAspAT遺伝子の葉肉細胞での多量発現機構にも関与しているかもしれないと推察でき

るが,この点に関しては第5章で再度考察する｡また,cAspATおよびmAspATは光誘

導性の発現のみならず構成的発現も示すので,両遺伝子のプロモーター領域はトウモロ

コシrゎCS遺伝子のように(125)光感受性のシス因子と構成的発現に関与するシス因子を含

むモザイク構造をとっていることが予想される.

　脊椎動物の大部分のハウスキーピング遺伝子と多くの組織特異的発現を示す遺伝子は

不均一に分布するCpGアイランドをもっている(13).クラスターとして存在するCpGジ

ヌクレオチドは遺伝子のメチル化を抑制するとともに,それに起因するCpG　depletion

をも低減させる.また,CpGアイランドは高等植物のゲノム中にも存在することが報告

されている(4'34'35).ところで,AspATアイソザイム遺伝子の転写開始点周辺にも有意

なGC塩基に富んだ領域が存在した(図4-1CおよびG).CpGアイランドの判断基準とし

て,G+C含量が50%以上であることと,その領域でCpG塩基のサプレッションが起こっ

ていないこと(CpG出現頻度とGpC出現頻度がほぼ同じであり,DNA塩基組成から期待

されるレベルに近いこと)があげられる(13).図4-1に示すように,両AspAT遺伝子の転

写開始点近傍はG+C含量が50%以上でありCpGサプレッションが見られないことから,

CpGアイランドの候補となりうる.GC塩基に富んだ領域はレ幾つかのC4光合成遺伝子,

トウモロコシおよびソルガムのPEPC遺伝子(34･　86)とソルガムのNADP.リンゴ酸デヒド

ロゲナーゼ遺伝子(88)にもみられる.Langdaleらは,メチル化されていないCpGアイラ

ンドがトウモロコシのC4型PEPC遺伝子の転写開始点のすぐ上流に存在し,細胞特異的

および光依存的なメチル化を受ける部位はそのCpGアイランドのさらに上流(転写開始

点より上流3.3kb)に見られることを報告している(83).彼女らはこのようなCpGアイラ

ンドは構成的発現を示す祖先PEPC遺伝子と関係があり,C4特異的遺伝子鴛現の調節領
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域はこの祖先PEPC遺伝子に新たに挿入されたものであろうと推測している.キビのC4

型AspATアイソザイムは前述のごとくC4特異的および構成的な発現を示し,C3植物に

存在した祖先AspATから進化したであろうと考えられるので,この仮説はC4型AspAT

遺伝子においても適用されるものなのかもしれない.

　第2章で述べたように,mAspATはミトコンドリア移行のためのプレ配列をもってお

り,そヽの配列中の機能的に重要と思われるアミノ酸残基はキビと動物のmAspAT分子種

で保存されていた.マウスとニワトリのmAspAT遺伝子においてプレ配列は第1エキ

ソンにコードされており,成熟体部分とは長い第1イントロンにより分断されてい

る(68'　145).　一方,キビmAsPAT遺伝子においてはそのようなことはなく,第1イント

ロンは成熟タンパク質のval36とGly40の間に位置し,他のイントロンと比べて短いも

のであった.この結果は,ミトコンドリアヘ輸送されるタンパク質をコードする遺伝子

では,第1イントロンはプレ配列をコードするエキソンと他の領域とを分断するという

仮説を支持しない.

　マウスとニワトリでは,cAspAT遺伝子は8個のイントロンを,mAspAT遺伝子は9

個のイントロンをもっているが,これらのイントロン挿入部位ののうち5個所の位置が

完全に一致する(68･　“1).したがって,AspATアイソザイム遺伝子のイントロンはサイト

ソル型とミトコンドリア型に分岐する以前から既に存在していたという考え方を支持

するが,AspAT遺伝子の保存されたイントロンの起源に関してはまだ未解決の点が多

い(62).一方,マウスのリンゴ酸デヒドロゲナーゼに関してもサイトソル型遺伝子とミ

トコンドリア型遺伝子の構造解析がなされており,両遺伝子において2個所のイントロ

ン挿入位置が完全に一致した(129).さらにリンゴ酸デヒドロゲナーゼの分子系統樹から,

サイトソル型とミトコンドリア型に分岐した時期は真正細菌と真核生物の分岐の遥か以

前であり,その保存されたイントロンの起源は非常に古く,おそらく真正細菌,古細菌,

真核生物の分岐以前にまでさかのぼるであろうと考えられている(62).キビのcAspATお

よびmAspAT遺伝子はそれぞれリ個および9個のイントロンをもっているが,そのイン

トロン挿入位置が完全に一致するものはない(図4-7).しかしながら,挿入位置が近接

したイントロンは5個存在し,そのずれは1~6コドンである.さらに,その近接した

5個所の挿入位置のうち4個所はマウスのアイソザイム遺伝子とは一致しておらず,1

個所のみ(キビcAspA　T遺伝子の第6イントロン挿入部位およびmAspAT遺伝子の第4イ

ントロン挿入部位)がマウスのアイソザイム遺伝子の2番目の共通なイントロン挿入部
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位(マウスcAspA　T遺伝子の第4イントロン挿人部位およびmAspAT遺伝子の第5イント

ロン挿入部位)と近接していた.次に,キビとマウスのサイトソル型間およびミトコン

ドリア型間で比較した結果,cAspAT間では一致する挿入位置は見られないが,

mAspAT間では2ケ所で一致していた.これらの位置はマウスcAspAT遺伝子において

も一致している.さらに,キビのmAspAT遺伝子とマウスcAspAT遺伝子を比べてみる

と,niAspA　T遺伝子間で一致した挿入位置に加えてさらに2ケ所の挿入位置(キビ

mAspAT遺伝子の第1および第3イントロン挿入部位)が近接していた.以上の結果は

すべて,キビのcAspAT遺伝子のイントロン挿入部位は他のAspAT遺伝子と合致する部

位が少ないということを示している.最近,アルファルファのcAspATおよびpAspAT

遺伝子(39)とハウチワマメ(77)のcAspAT遺伝子の構造が解析されている.キビ,アルファ

ルファ,ハウチワマメのcAspAT遺伝子にそれぞれ存在する11個のイントロン挿入位置

はすべて完全にー致する.一方,アルファルファのpAspAT遺伝子のイントロン挿入位

置は,キビmAspAT遺伝子,マウスcAspATおよびmAspAT遺伝子とそれぞれ複数の個

所で一致するが,キビのcAspAT遺伝子とは1個所しか一致しない(図4-7).　これらの結

果は,植物と動物のcAspAT,mAspAT,pAsPAT遺伝子が共通の祖先AspAT遺伝子よ

り分岐したとともに,植物のcAspAT遺伝子は他のAspAT遺伝子よりもより古く分岐し

たことを示している.しかしながら,この結論は図2-9に示した分子系統樹の結果とは

矛盾するものである.近隣結合法(122)により作成した分子系統樹からは,植物の

cAspAT遺伝子の分岐が他のものよりも古いという結論は導き出されない.AspATのア

ミノ酸配列の相同性からは,mAspATはcAspATよりもよりゆっくりと進化していると

結論されている(68)ので,mAspAT遺伝子のよりゆっくりとした進化速度のために系統

樹の中での配置が見かけ上ずれてしまっているのかもしれない.Me　ht　a　らは,ピリドキ

サル酵素の一次構造の比較から,アミノトランスフェラーゼは4つのサブグループに

分類できるとともに,大部分のアミノトランスフェラーゼは共通の祖先タンパク質に

起源をもち,遺伝子重複と基質特異性の獲得により分岐し,進化してきたと推察して

いる(loo).　ヒトのチロシンアミノトランスフェラーゼ(TAT)は,高等植物および動物の

AspATとは異なるサブグループに分類され,祖先アミノトランスフェラーゼからの分

岐は真正細菌および古細菌のAspATの分岐よりも古い時期に起こっている(図2-9).こ

のTAT遺伝子の9個のイント゜ン挿入位置のうち6個は高等植物および動物のAspAT

遺伝子の挿入位置といずれかの場所で一致する(図4,7).したがって,アミノトランス
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フェラーゼのイントロンの起源は非常に古く,リンゴ酸デヒドロゲナーゼと同じく真正

細菌,古細菌,真核生物の分岐前に既に存在していたと考えられる.
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Figure　4-1.　Structures,G十C　content,and　CpG　and　GpC　frequendes

of　the　genomic　clones　for　AspAT　isozymes.(panels　A　and　E)Restriction

maps　of　the　cAspAT　clone　gAAT101　(A)and　the　mAspAT　Clone　gAAT3　13　(E).

Restriction　sites　are　indicated　as　follows:　B,　召am　HI;　H,　j召nd　III;　P,　Pstl;　Sa,　Saj

l;　Sm,　Smal;X,Xわa　l.　(panels　B　and　F)Exons　of　gAAT101　(B)and　gAAT313　(F).

lntrons　and　exons　are　represented　by　open　and　closed　boxes,　respectively.　ATG

indicates　the　initiation　codon　of　the　genes　for　AspAT　and　TGA　and　TAA　indicate

the　termination　codons.　Stippled　boxes　indicated　non-coding　regions.　(panels

C　and　G)G士C　content　across　the　gAAT101　(C)and　gAAT313　(G)sequences.The

ordinate　refers　to　the　percentage　of　G　or　C　nucleotides　in　200-bp　steps　along

each　gene.　(panel　D　and　H)CpG(upper)and　GpC　(1ower)frequencies　across

the　gAAT101　(D)and　gAAT3　13　sequences　(H).The　ordinate　denotes　the

percentage　of　GC　in　200-bp　steps.
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CTGCAGGTCAACGGATCCCACGAACACGACATGGTCCTCACAGAΛTCGAATCATTGGCCGTTCCAACCGΛΛCGGCACCGTG

GAAGTGCTAAC?GCTAAGGGTTCATCTGCTCGTGTGCGAACCCAGGTGACCTGGGTGGAGCΛTGTCΛGATGCCGCAACGCCGCGGTTCCGTCGATGTACC

GGCCGGCGGCCGAGCGGCCTGGCGTTCGGCGCGAGGCGCTGGGTGGCGGCGCTCAGGCTCCAGTGCGΛGCGGΛTGGTCTTCTCGATGGCGACCAACATTC

CGACAAGGGACTCGACCGGTAACAGCTACTTATTGCTGGACATGGAACGTGCΛGCAGCATGGTCGATGGGCGATGGCTAACTTGAAATTACGGACCGCTC

GACTCGTACG?GCAGGTGTCGCCACACTGGCAGGCAGGCGGAGGTCCTGAAGCTCGCGCACCGGΛTGGCΛTCGAGCCTGTGCCGCGTCATCGGCGGATCG

CGGGACCTGGCACGGAGCGGACGGGTGCCGAACCGCGGCGGCGGCGGCGGCGGCCACGACGTCCGCTTGACGTCGCGGAGGAACGCCGGCGACCCTAGCG

AGCCGCAGGGC?GA?CGCCTGCGCCGTGCTGTCGGCGTGGCTGCCGGTGACCCCGGCGGCTCTCTTCGACTTCCTCAGGGACGAGTCGCGGCGGCACG八G

TGGGACGTGATGCTGCTGCCCGGACGGCCCGTTCGGAGCTGCGTGAGCTGGCGAAGGGGAAGGACCGCGGCAACTGCGTCACGGCATACGTΛGGTTTCCG

CTCGTCCCTGACGGAACGGAACCAGCCA八TCATGCC　ATGTCAGTACGTCTCΛCTGCTGCTCTCCGGATGCCAGGCCGCGACATCACCCGCGGGAGATGGA

GATCGGGAGGGCGAGTGGATCCTCCAGGACAGCAGCACCAGCCCCTGCGAGTCGACCGTGGC(;TACGCGGCCGTCGACGCCGCGGCCCTGCGGCCGGTG八

TCGACGGGCACGACTCGAGCGGCGTGGCCGTCCTGCCGTGCGGCTTCGCGGTGATGCCGGACGGGCTTGAGTCCAGGCCCGCGGTGATCACGTCGTGCCG

IGTCAGAGGハGTTTGGGGATTTGGTT‘rGAAccTTCTATCGccccTTCTGTTGTTTTGGATTGGAGGTGGATTTGACGccccTCT
GEAAGGGAAGccccTCGTGCTGハΛTGTGGTCAGGCGCGccGAGcΛGATGCTGATcΛATGAccJ5TAハGTCTTCTGTGハGAT　E　G　　K　P　L　V　L　N　V　V　R　R　A　E　Q　M　L　　T　N　【)　P

?P
TATAACTTCAATTTTTCATGCTGCTATAATCCTGCAACCTGCTATTATGCTTTAATAATGCGAGTA
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GACGACGCGCTCCCGGCGGACGCGGCGGAGACCGTGGCGGGCCTGGCGTCGTGCGCGCTGGGCAACATCAAGAGΛGCCCTGCGGTGCGAGGGTCGTTGAT

TTACCGGAGGCGTTGTACGGGAACAGTGTCACAAΛTGAG八ACGGACTGGA八ATCTTCCTGAACGGAT八TΛCTTGCAAAATGCCAAAAATATGTGCTTACA

GTATATACTTGTTTCAGCAGGGGAAGAAGGATCCCCACTTAAATATTTTGACCACAGATCTCGACAAACAAGCTTGGTGATGGTTTTGGCGCAGAGCGC八

GGCTAACCACAGTTTCACAAGCTG入TGAGTGGTGATGGTTTTGGTGCAGAGCGAGGCGTCGCTGCAGGGCAGCTAGAAGACACAATAAGATAAGGCAGCG
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

八TTACATGGAGATTTTTTAACGCCATCCATTCCATATACTTGGAGCΛTGTTGAATCCCGTG八CGACTCAATATATCTGAGGATGΛTGCACTGCCATCACC

CGTTTCTTCTCCAGATCCGGCCGCCGGCATCGCCGTCGΛCGTCGAGCTCCCCCAATCGTGTGTACC八CTTGCGCAGCGAC(;ΛTAGGATCGCCAAAGATGT

GCGGCGGCACACACCACGATTACGAGCCGCATATCATGGAGCTCGCCCTTGCCGGCACGTTΛTCCTTTCCAGAAAAGAAGAGTGCAAA八ATGTCATCCTG

匹　匹

G匹AハccAGccATccACGTCACTccccGGccTTTTTATAGCGAcccGGCGGccGCAcccGGAATTTGTcccGGATCGCGCTGACGCAGACGCGc

ACGccGTTccCCGc7GccAGCCAGCTCTCGGTGccc匹こGCGCCAAGCACGCGCACGGCCGCGcΛCGGTAGCCccGCAcccCGGATGGccCccGCT

AGCGTGCGAGCGGCGCAGGCGCAGCAGCAGGCGCGGGAGCCCAGCCCCAGCCCCAGCGCCGACCGCAGGTTAAGTACGCTGGCGCGGCACCTGCTGCCTT

y▼▼▼▼†T▼
CCTCCCCACGAAGAACAGCGGCAGCAGCAGACACCTCCGCCACCCTCGAATCCTTCCCC八CCATGGCGTCGCAGGTGGCCTCCGTCTTCGCΛGGCΛTCGC

　+I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　M　A　S　Q　V　A　S　V　F　A　G　　I　　A

GCAGGCCCCGGAGGACCCCATCCTCGGCGTAAGTCCGCCCCGCCTCCTCCTCCCTCTATCTCCCCGGGCGΛTCTCGCGCCCCGCTCGCCGTCGGTCCTCG

　　Q　A　P　E　D　　P　　I　L　GI
TGGGTTTGCTccGGCTGATCGGTGCTTGTTTGGTGccTGGCGCAGETGACGGTTGCGTTCAACAAGGΛTcccAGccccGTGAAGATCAハccTCGGCG　TCG　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　V　T　V　A　　F　N　K　　D　P　S　　P　V　K　　1　　N　L　G　V

GCGCCTACCGGACCGA

G　A　Y　R　T　E

TCGTGTTCTGATCCGTGCA

CCAG八TGATCCGCGTGATTTCGTGATCGTGCCCCTGGGCTTATTGA八AGTTCAGGC　TTGΛΛGTTCCTATGAATCCTATCTCCTCCCAAGTTGAAACAAAA

ATGTATTTAATACGCACCTTAGTTCGACTGATACTTCCGTTAAAACCACAATAATTTTTGACTCATGTCTAGTGCTCTGTAATTGTAGGTGACCTTTTTT

CTGAAAGGAATTGTAGGTGACGTTTCTGTTCTATGATACCGTTTTTGTTTCAACTGTTTGAGATACTATCTTTTTTTTTCTATCTTTCA八CTGTTTGAGC

TACTATCTTTTTTTTCTATCTTATAACACTGGGTCCGCTCTGTTGTACTTACGTGTAAGATTATTATTCCTCAGTCGCTTGCAATTGCGTGTATGGCTTT

CCCTCTACTCTTTTTGGTTATTTGGCCCACTATATCTCTGTAGATGΛTCTAGGTACCTGGAAAATTGACCTCA八TTTT(;TATATTTTTCGGGTGTGCTTT

GTCAACGCTTCAACGTGTCCCGTTGTGTGTCTACACTTCTGCGTGTGGAAAACTGTCAGCGTGCAAATTTATGTΛTAT(]TTGGAGCTGTATCTTAAATAT

GATTTTTCCCCCTATGTCTA　TCTCGTGTGAAGGAGTACCT八CCAATCACTGGTTTGGCTGAATATAATAΛGCTGAGCGCTAAGCTT八TCTTCGGTGCT

　　　　　　　　　　　　　　　　　　GE　s　R　V　K　E　　T　L　P　　I　T　G　L　A　E　Y　　N　K　1,　s　A　K　L　I　　F　G　　A
GACAGJTATTGTTCTGTGAGACTTATCTACCCCGTTCCTCCCGTTGGTGATTTTTATGGGTTAACTGCTCCCATTTGTGATATTTATGTGTCGCACTATC

　川P
AACTGTGAATTCTTAGTGTTGAAGTCTAACTACATAAAATATCTACCTTCTTGGCTACCTTTTGTGTTTATCTCTGTTTTACGACACTTCAGAAAACTGA

TTATGTTTTTCTTT八CCTCAAAATGGAACA　CCTGCTATTCAGGAGAATAGGGTTGCTACAGTGCAGTGCCTATCAGGΛACTGGTTCTTTAΛG八GTGGG

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t　P　A　I　Q　E　　N　R　V　A　T　V　Q　C　L　s　　G　T　G　　s　L　R　V　G
AGGTGAATTTCTTGCAAAGCACTACCATGA　GTAAAGAAACTCTCTCCTTTCAGTTTTGCTGCTTCACTTGATTGAAGTGCATGATTGCTAAATCATACA

　　G　E　F　L　A　　K　H　Y　　H　Ej
AATTTCTTCCAG‘`GCACTATCTACATCCCAGTACCAACCTGGGGAAACCACCCAAAAGTCTTCACCCTAGCTGGATTGACTGTCAGGAGCTACCGCTACT

　　　　　　　　　　[R　T　I　T　　I　　P　V　P　　T　w　G　　N　H　P　K　V　F　T　L　A　G　L　T　V　R　s　Y　R　　Y
ATGATCCTGCAACTCGTGGTCTTGACTTCAAC

T　D　P　A　T　R　G　L　D　　F　N

TGCTACAAGATCGGGGCACTTTCACATGTATTGTATATTTCATATTTGCAAATTGTGTCATGGCTCTGTCATTGATCCAGGATCTGTTTTTTAACA

TCTTAGAAGACCTCAGTTCTGCTCCTTTAGGATCAATTGTACTGCTGCATGCTTGCGCCCATAACCCTACCGGGGTAGATCCTACCATTGATCAGTGGGA

L　L　E　D　L　S　　S　A　P　　L　G　S　　I　V　L　L　　H　A　C　A　H　N　　P　T　G　V　D　P　T　　I　　D　Q　W　　E

ACAGATTAGGCAGCTGATGAGATCAAAATCATTGCTTCCG?TCTTTGACAGTGCTTATCA　TATGTAGACGTACCCAATTTGAAATTGACTTGACΛCAG

　　Q　I　R　Q　L　M　R　s　K　s　L　L　P　F　F　D　s　A　T　QjG
CAAAAACACATCTGGTTGTCTGATGTCACTCATCAGTCACATAATTTGTTGATTTTTGTTCACTTCACAGGGCTTTGCG八GTGGAAGTCTTGACAAAGAT

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　EG‘F　A　s　G　　s　L　D　K　　D
GCCCAGCCAGTGCGCATGTTTATTGCTGATGGTGGTGAATTGCTCATGGCTCAGAGCTACGCTAAGAACATGGGAATGTATGGAGAGCGTGTTGGTGCTT

　A　Q　P　V　R　M　F　　I　　A　D　G　G　　E　L　L　M　A　Q　S　　Y　A　K　N　M　G　M　Y　G　R　R　V　G　A

TGAGCATIGTAAGAGATCTTCACTCTAGCTCTTGTTGATTTCACTCAGTTCTAGGTCATAハACTcΛΛGTTGTTGGcΛTCGTccTCTGGTGTTCAAAGATTL　S　　I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　,

ACTATACAACTTGTAACCCAGAGCTATCTCTTTGCTTCGCTTTTGGAGATGACTGTTATATCTTCCAΛTCAAGTGCAATGCTATAGGATTGATTGGTGCΛ

TGGAAAATTTTGTCGCAAATGTTCAAATTTGCCTCTATCTTTTATTTGTCACTTTAGATATGTCAGTTCATATAGTTCTTATCTGTTTTGTTATGGGAGA

TAAACATAAATATATTTTCTGTGGΛCAGTTTAGATTGTCAGTCGCTTGTAGACATTGATGATTACAATTTTGGCCTTTAGTTAGGGTTAA八TTGTTTCAC

ATCTTTAGAGTTATACATGGATGTGGAAATTTAGTAGTCATAA八TGTTACAGACGATAGTTGTTTCTTTCC八TCGTTCTAAΛATT八TCTGTCTACAGTAC

TTACTAAGTTTGTCTGTTTGTCTTGTACACCTTAATTATTG八AAGAGGATAGTTTTTCTACATTGTGCCCATCTGAACAATCTTTTATGCCTCAGAAGTT



cATAATACTCATATTCATTGCAATccATGTGTCAG[TATGTGGAAGTGCTGATGTAGCTGCTAGGGTTGAAAGTCAACTc　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　v　C　G　S　A　D　V　A　A　R　V　EヽS　Q　　L

AAGCTTGTGATTAGGCCTAT

　K　L　V　　I　　R　P　M

G?A?TCAAGcccTccTCTTCATGGTcccTCTGTCGTGGCAAccATACTCAAGGACAU卜TAACACTAGCTATTGCAATGccATGTTTCTGGGTGGATccAG　　T　S　S　P　P　　し　H　G　　p　S　V　V　A　T　I　　L　K　D　s

TGAATACTATGAAGCΛCTTAGCTCCTTATATTGATTTCATTTΛTTTAC八TTTTAGrGAGATGTTCCACGAATGGACTGTGGAACTGAAGGCCATGGCTGA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E　E　M　F　　H　E　w　T　v　E　L　　K　A　M　A　D

2994

3094

3194

TAGGATAATTAGCATGAGGCAACAGCTATTTGATGCGCTAΛAATCCAGΛG　TAATAGTTCCTGGCTACTCCTGTATCCTCCTTGCCTGCAATATGGTTAA.　　3294

　　R　I　　l　s　M　R　Q　Q　L　F　D　A　　L　K　s　　R　jG
ATGTTCTATGTGAAGCGΛCTTGGCAGTCTCTTTCCCCTAGTATTTCTTTCATGΛTATTGTATTGAAACTATGCAACTTGGTGCCATGCCTTTCTTTGTCC

TGGATCGGTGCTATTGATTATTTGGCAACTATGTAG　TTGAATCTGC　TGCΛ八AG八TCCTCTTGGGTTGTCAGCAACTATTGTGCAAAATAACAGAGCTTCC

TCTTTCTCACCTC･ACTTGATTCAAGAATTGAATCTGACATTAAA八T八TTG八ATCAATCTACGTTTGAAGTATITTGGGGTGCACT(;TTAATCTGTGCCGAG

AATCTTCTATTAGATTATGAATTGAAAGGTTAAATG　TTACATTCGC　TCTGCACTΛGTCCAGAAATTATTATTATTCAATGTGCTGTTCCTTTCTGTTGTC

TTTTCTTTGAATAAAAAAGTTTTCTGGCCCTATCAGTCTACCATAAAGTTGCTG八GTCTTGTTG八CAACGTACAG｡AACTCCTGGAGATTGGAGCCACAT

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E　T　P　G　　D　w　s　H　　I
CATTAAGCAAATTGGTATGTTTACTTTCACTGGGCTCAATAGCGAGCAAGTGGCCTTCATGAGGCAAGAATACCACATTTACATGACATCCGACGG5TAA

　　I　K　Q　I　G　M　F　T　　F　T　G　L　　N　s　E　Q　V　A　F　M　R　く⊇　　E　T　H　　I　　T　M　　T　s　D　I
ATGTCTAATTCATTTTTTTACACTAGTTTATATATGTACGTGTACTCTTGT八TCTGTGTAATTACTACTTAGTACTACTAATTGTGGATAAGATTGGΛGT

TTCCCTA八TTTAATAG　TTTATTAGΛGGTATAGCTATAAATCACTTGAACACTTTGGTATTAATATTTΛAGGACTTTTΛAGGACΛTΛGTATAAGTCAGCAA

AATTGATCTGCACTCTTGAACATTGATCTΛGTGACCAAGATTAGTTTTCTTGCCACCTTATTAGGGAAGTCCCAAC.TGΛCACTGCCATATTGAAGACGAG

TAAATTCTTCTTGCAGG八GGATC八GTATGGCTGGTTTGA八CATG八AGAATGTGCCCCATCTTGCAGATGCCΛTACACGCTGCAGTTACTCAΛ(;TGAAGTG

　　　　　　　　　　　　　　　　r　R　I　　S　　M　A　G　　L　N　M　K　N　v　p　　H　L　A　　D　A　I　H　　A　A　V　T　Q　L　K　　･
AGTGGCAGCATCTCGTCTTCCTCCATGGATAAAATCCAAATCACCTACAGC八GTGTCCTGAGGACTCAGCTAGTGGTATTTACTGGCAGA八CTCCTGTΛ八

TTTGCCTTTTAATAGACATGTTTGACTCTGTCGTCGGAGCAGTTTTCTACTGACGG八TTCAAΛCATCATGGTGCTTTCAGACACCAAATATAAAAAAAΛC

GCACATGCATATGTTTTTTG{jAccハTcΛGTGccAAGTATTTATccTACAGCATCAGCGGccTGTΛAcハGTTTTGTGAATCTGCTATTTGccTGTTGTATG
CTTCCTCTGGTCAGAGGTTCTCCAGTTAGTATGTATTGCTGCTTGCTCGAGTGATAACTAAGGGGGAAAAAAΥΛTGATGCTAGAATTTACTTCGTGCTTG

TATTGCTTTGTGAGCAGAGGTTCTAGAGTTAGTAGACTTGCCTTGCTCGAGTGATAACTAAGGΛCAGAΛ八TATGATGCTTCGTGCTTGC八GTGCTCCGTΛ

GTTGCAGTCGTGGT八TTCAGTACTTGTGTTCCTTTGCAAGGTGCCGCTΛGGCTCTGTTTTTGGCTTGAGAATGGACACAGGACGCGGCΛGTTTCCAC　TGT

ATGTTTGTTTCAGGTCTGGTTATTCTTCATCTCGCATGTGTGATCTGGAAGGCCATGTAGCTCTAAATTTCTCTATTTATTGATGACTCTGATACAGTGG

TCAGTCCCTTAGTTA八AACCATACATGGGAGAAATCAGGAAGACAACACGACGGGCTACTCAAGCGAGAGCCCAGTGTTTTAATCCAAAATAT八TACTAT

GTACACTACCACCACACACACGATACATGCAAAATCTCGTGCCGTGCCGTGCCGTGCCTTGCCGTCTCTAATGGCGAGCCGAGGGGCTTCTGTTCCCGCT

GAGGAAGTCGAGCTTGTCCATGTACGTCTGCTTCAGGTTGGTCATGATGTTGGGCAGCTTCATGAGCCTCCCGTCGTCCTGCGCCGGCAGCTCCGGCGGC

GGCGGCGGCGAGCAGTCGTCGTTCCTCCCCTCCGAGTCCCCTGTCCAGCCCATGAAGTCCAGCAGGGTCGTCCCGCCGTCCTCTCCCCCGTTCTGGGGAT

CACGGCGTCCGGCGCCCTCCGCCGGCGCGTCCCTCTTGGCCTTCTCCCTCGCGACGTTGTCGGCCTGGATGACGTCCTCTATCCGGGACATGACGTTGAA

CGCCAGGCTCTCCAGCACCCTGGAGTAGCTCTTCΛCAAGCG
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Figure　4-2.　Nucleotide　and　deduced　amino　acid　sequences　of

gAAT　1　0　1　.　The　multiple　sites　of　initiation　of　transcription　are　indicated　by

arrowheads　and　the　larger　arrowhead　shows　the　main　site　of　initiation　of

transcription(see　Fig.　4-4).The　most　prominent　initiation　site　is　numbered　+1.

Exons　are　enclosed　in　brackets.　The　amino　add　sequences　encoded　by　the

exons　are　given　below　the　nucleotide　sequence.　The　termination　codon　is

indicated　by　an　asterisk.　Boxes　indicate　the　binding　sites　for　the　Sp　l　protein　of

SV40.　Sequences　homologous　to　nuclear　protein-binding　sites　on　genes　for

PEPC　and　PPDK,　GC-rich　regions　of　rわc5,and　the　phytochrome-responsive

element　are　underlined.　The　longest　direct'repeat　sequences　are　indicated　by

horizontal　arrows.
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　　　　　　　GGATCCCGAGCAGGTGTTCTGGAGCGAGC八GAGCATCCCTCCCCTGGTTGTGGCAGATGCAGGGG八GAAGCAGAGTGAGAGTGGGTTGGTTTC

AGACAGCTGATTGTTCGGAAACTTTAGATGCATTGAGAGCTTCGGTTCTTGCATAGTGTGTCTGCCΛATACCAAGTAGTACATGCGAATGTTGCGTAGTG

TTGCCAATGT?GCCAATACCACCATGCA?TTGCGGCGTACAG八TTCTTCACCACCGGCCCAAAGGAATCTGCGACGCAGGGCAAG八CATCGATCTCCTCT

GATGCCCAAGCCGGCAAATTGTTGGCCATCAGGATGTΛGATTGGCACAGCAGATGC　T八CΛGACTTGATGATGATC八ATCTTCCACTCTTGGCCATTAGAT

TTCCCATGCAAGGTTG?AGCCTAGCAGCCACCTTCTCAATGATCGGCCTGATCATAGATTTAGGAATGGCTTTCTTGGACAGGGGGAGGCCAAGATGGCT

GATCGGGAAAGTTGGATTTCACAAGGCAGAATCTGTTTTATGCTTTCCAGCACATCTTCAGCACCGAAGAΥΥGGAGTCAAGGACΛAACTCCTCTA八AATG

TTGATC?TTT?TTTTGAGGGAGTCGGTGTATATATATGTATATGCATATATAAAAAGAGGGGAAGATGGATATGTACATATGGATTT　TTACAGGAAG　CAA

CGCCCAAATAGAGAAAGATAATAAGAGACTATTCAGCCAAAGAAΛGATTTTCTCCCCTAACAATGGTCCTGCCCGTAGGTAACC八TATTTAACTCTTCTA

CAAAAAAAATTCTCCATCTTGCAAAGGAGATAG八AGCCTGATCAAAGACGATATCATTTGTGTGCTTCCATATTGACCAACTTGCAAGAGATCCATTCAG

CCACACCTAGTAACAAGTAGTAGATAACAGAGCCGAT八TCCAGCTGCACCATCTATCACTCAATCCCCTAGCTCTTAAAACCTCCAGAAGAAAAGGCCAA

GAAAGAGTATCAAAAGCTTTGGATATGTCCAATTAAGCAATΛATTTGGGAATCTTCTCTTTTTGAAGAGAGCCGCAGCACATTGGACAAATTTGCAGTTA

TCCAAGATGAGCGATCCTTGATGAAGGTGCTCTGGTTGCTTCCAGTC八TTGGTGTGCTAGCCTGGGTGCTAGGCCATTAGCCAACAGTTTGGAGAGCAAC

TTCCCAAAGCTGTGAATCAAAGCAATCGGTCTGTAATCTTTTGCCTCCTTCGCTTCAGCCGTCTGGTAGCAGTACCAGTCGCCCACATCGCATCACCTCT

AATTATCTGCCAAGCTGATGTAGTATCGATCATAAGTTACAAAACGCGATCTGATGATTTCTGAATCTTGCGCGCGAGAGGTCATΛTGCTTTTCCCTTTG

TTGCTTGTTCAGTGATCTGGGAACATTGCTAGTTTCAGCATTTCA八TGAGGC八TTGCTGACATTGCAAAGGAGTTCCAA'rTCCΛACACTGAAACAGCAGA

TCCTCGGCTGλTGTTGC八GTGGAGGTTGATAGGGAATGCGAGCTCCTATGGTGCGCGGAGCCGAGCTTGCTCΛGCAGCCACCTTTCTGTTAGAACAAAGG

GATAAGAGCGGGATAAGAGGCGGTCAGccGEI:五:i3E}5GGccAAATGGCTCTCTCGATTCGAGGTGGCTccTCTTGGccTCAccTGGCTTGTTTTGTTTGAG__

;;希今4.;GccGなGAGCGCGGAGccGAGTGAccGCAGCAGCAGCGAAccGTCGCAGCAATccAAΛTCTAGTCTccTTFTITF7Fil八ccAccAGCTAGTTCAGTGc
TAAGCAAAACCAGCGGCGCAGAGACCAAGCCCCAAAAGCCCACAGCTTTCCTTCCCCTCCCCCTCCCCGGCGCCGCCCAGCTCCTCCACCTCCGCCCCGG

　　+|

CATGGCGGCGCTGTCCCGCGCGGCCTCCTGCTTGACCCGGCGGCCGCAGATGCAGCCGTCG八GGCTCCAGGCGGCGAGGGCGATGGCGTCGTCGCTGTTC

　　M　A　A　L　S　　R　A　A　S　C　L　T　　R　R　P　　Q　M　Q　P　S　R　L　　Q　A　八　　R　A　M　A　S　S　j.　F

GGCCACGTCGAGCCGGCGCCCAAGGACCCTATCCTCGGCGTCΛCCGAGGCCTTCCTCGCCGΛCCCCTCGCCCGACAAGGTCAACGTCGGCGTCITAAGTC

　G　H　V　E　P　A　P　K　D　　P　I　　L　G　V　T　　E　A　F　L　A　D　P　　s　　P　D　K　V　N　V　G　V]
CTC?GATCCCCTCGCCGCGACCCGCGAATCTTGCTTTTGCTTGCTTTGCTTGTCCGAGGTTCCTG八TGAΛACGGGGCCGTGCTTTTCGCCGCAG7;GCGCC

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E‥
TACCGGGACGACAACGGCAAGCCCCTCGTGCTCGACTGCGTGCGCGAGGCCGAGCGCCGGATTGCCGGCAACCTCΛΛCΛl`TCAGTGAGATCTCCCCCTC

　T　R　D　D　N　G　K　P　L　V　I,　D　c　v　R　　E　A　E　R　　R　I　A　G　N　L　N　JP
CTGCTTCTTGCCAGTGCCGTACCAAAGTTTTTTTTTATGAAACGTACCAAAGTTTTTGAGGACCTGGTTCGAAATA'rAAΛATGTGGCCCCCΛCCTCTAG八

AATCTAAATAGTAAAAATGTATTTTGATTTCATTATATAACTTCATGTATTTTGTAATCCTAAGAACTATCATAGGAATTCACGCGTTTGAGAAAATTTC

AAGTCCATCTTGCTTCTTGTGATTTGAGGACTACTACACACGTAATCTCTAACTCTAGAAGACATGACACCAGTAATTCACAAATAGAACAAAGCTAAAT

TAAGAATA八AGATGAAGTTCATGGTTATTAGTGGACAATTTGCTTTGCTTGTGATCAAATTTTGATGCAAATGCGATGACGCCAGGTTAATAGAACTGΛA

GTGTAAGCATCCACCGATCCACTAGATGAACAGAAGTATAGGAGATAAGAAGCCA八TCCATAATAACACACTTAGATACCGTGGCAACCTAATTGAGAAA

TAAAAAATTAGAATATTGTATTTGTATGAGACATAGGAGGGCATGACTGCAACGGCAGGACTCCAATAACAGCATGCGTTCCCTTTC八AAAAATAATAGC

ATGCGGCAGCTCCAGGACAACAGGACCTGTACTCAGCAGACAGCAACTCGCAGCGGCGGTGATGCGGTCCTTACGCTTATTGCCATGCATCCTGCATCGA

AACCTCAAAGGCGAGGCTTTGAGTCGTGCTACATTAGTCTTCGAGATTTTGGCGCGTGTTGAAGTGGATTCGTGGAAAGTAACTGATGCTTAGGTGGGCT

AATTGCTGATTACGGGGCCCTTTAAATTTGAGGGCCCTGTGTGGTCACACCACTTGCGCCGTGCCATATATGGGCCTGCTCCTTGCCCCGGCCTCATGCC

GTCAGCCATTCTTCTTGCTTTCTTCCCCCTTCTTTTTCCTTCGATATTGCGAAAATGACAGTTTTGGAGTGATGCTGCGTGTTTCTTCCCGAACAGTCTC

T八CTGTCCAGCTCATGGCTTAGCATTTCCTCATTTGTTCCATCTTACTTACCAGGATGCCGATTTGGACTTGCTCTTAGGATTCTGTΛGCACAACAGTTG

CTTCCATACTACAATTGTG八AGTTAGTCTGTTCATCCAAGACATGGTGCTACCGATTTGTAGA八C八GGATGCTATGGGTTCTGATCACCCTCCTGTTATT

GATTCAGTGCAT?TTTTTTGAAAC八G　GAGTACCTCCCAATGGGAGGCAGTAT八AAGACGATCG八AGAATCGCTGΛAGCTGGCGTATGGAGAGGATTCCG

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r　E　Y　L　　P　M　G　G　s　l　　K　T　I　E　　E　s　L　K　L　A　T　G　E　D　　s
E H I

AAGACAAGAGGATCGCAGCAGTGCAGGCGCTTTCGGGCACTGGTGCCTGTCGGCTCTTTGCTGATTTCCAAAΛGCGATTCTTGCCCGATTC

K　D　K　R　I　A　A　V　Q　A　L　S　G　T　G　A　C　R　L　F　A　D　F　り　K　R　F　L　P　D　S

GCAAATCTACATACCTACACCAACGTGGTCC

　　Q　I　　T　I　P　　T　P　T　W　S 孚
TGAGTTGGCATCATGATGTGACACTGGTTGATATGTTGTTTACTTAA八AAGGAGTGAAACAGAGCC

ATGGAGATTAGTGCATTCCGTTGATATTTGTTTG八GAGGGAGTTAGTCTCACTGTAATTCT八GCTGCTATGGTAGCCATCCAGGATTTTTCACTGGATTA

CCTTTGGCCTGTCAGTATTATTTATAAAATATTATAGCTAACTTCAATCTGGGAATTTCTCCA

で
CATCACAATATTTGGAGGGATGCTCAAGTGCCACA

H

GAAGACATTCACATACTACCATCCGGAGACGAGAGGGCTTGATTTTGCAGGATTAATGAATGACATCΛA

　　K　T　F　T　Υ　Υ　H　P　　E　T　R　G　　L　D　F　A　G　L　M　N　D　I　　K

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㎜㎜-W--㎜W･■

H　N　　I　　W　R　D　A　Q　V　P　Q

lc
TGATTGATTTCTTTAGCAGTTTTACAAGT

TCAATATTGTTTCTTTTGACTTCTTCCATTCTTGCTGCTTCCTGTATCTACCTTTTTAAACATTTTTGTTATAAGATCTCGTGGCTAAGCAGCTACCAAC

TTAGCTTCTCTTGTTACTTTTGTCAGTCTTGCCTTGAGATCTCCTATGTGCATTTATAGTTCTTTTGGCACAATACAAΛTACCTAGTCACTTGAAACTTG

GAAATTGGAACCCAGAGAGACCAGCTATTTTCTGCTCTATGGCTCTGGCCTGCTGACAATTTGTCTGAAATTGCTTGTGTTTATGTTTTCTGTCATTGCA

G　ATGCTCCAG八TGGTTCATTCTTTTTGCTCCATGCATGTGCTCATAATCCTACTGGAGTAGATCCTACAGAGGAACAATGG八GAGAAATATCCCATCAG

　EN　A　P　D　G　s　F　F　L　L　H　A　C　A　H　N　P　T　G　V　D　P　　T　E　E　　Q　w　R　E　　l　s　H　Q
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T;cAa9GTAAGGGGAA　TGCAAAAGTATCAGACAACAGTATTAccTGTACTGAACTccTAccAGccACAACTGTCAAATTTTACTTTTCTTccTCTACAG[　　2798
TGAAAAAACATTTTCCATTCTTTGACATGGCATACCAAGGGTTTGCCAGCGGTGATCCAGAGAGAGATGCTAAGGCAATCCGAATTTTCCTTGAAGATGG　　　2898

V　K　K　H　F　P　　F　F　D　M　八　Y　Q　G　F　A　S　G　D　　P　E　R　　D　A　K　A　　I　　R　I　　F　L　E　D　G

GCACCAAATTGGATGTGCTCAGTCGTACGCAAAGAACATGGGACTTTATGGACAAAGΛGTAGGΛTGCCTGA

　　H　Q　　I　G　C　A　Q　S　　Y　A　K　N　　M　G　IJ　　T　G　Q　R　V　G　C　　L G`TATTTTTTACATATAGCATTATCACAT　　　2998

学
GCGGTGCTTCTTAGTATAACGACGTGGTGTGAGATGAAGTATGGTCACTAGCAACTTTTGAGAAAAATAGCTGTTGGATTTCTCA八GATATΛAAGCATTC

AAAAGGAAGGAGAAAATACT?GACTTAG?GAAAAAACTGAAGTTTTTCAATTCGAGTGCTCCTTATTCCATTCTATCTCTAGCTAATTGGATGACATTAA

AATACTAGGTGGTCCATTCTTTAAACCTTTGGTCCAATAATGACTATATTCTTATCACATTTATTTCTTTAGTCAATGGTATTACAGGTTAGGCATCTGT

GTCGACTGGCATGCACAACCAGTTCTTGTCACTATAATAATTTGTTTTTGTTACCGACATGCAGrATTTTGTGTGAGGATGAGATGCAAGCAGTTTCTGT

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E　I　　L　C　E　　D　E　M　Q　A　v　s　v
CAAGAGCCAACTGCAACΛGATTGCAAGACCAATGTACAGCAACCCACCTGTTCATGGTGCACTTGTTGTTTCTATAATCCTCAGTGATCCAGA八TTAAAG

　　K　S　Q　L　Q　Q　I　A　R　P　M　T　　S　N　P　　P　V　ll　G　A　IJ　v　v　S　　I　　I　　L　S　　D　P　E　L　K
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AGTTTATGGTTAAAAGAGGTCAAG3TAAACTGTGAAACCTACATAACTACTTAAGTTCTTGAATTTCCAAATGCTTAAATCTATTTTAAGTGC八TAAAGA

　s　L　w　L　K　　E　V　K]
AAGAATTGCATTAACAAGCAATTTCAATCACCATTTATTGTTTCAGGGTATGGCTGATCGTATCATTGGAATGCGGACGGCACTTAAGGAAAATCTTGAA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　EG　M　A　D　R　1　1　　G　M　R　T　A　L　K　E　N　L　E
AAGCTAGGTTCATCT?TGTCATGGGAGCACATCACTAATCAG5TAAAGACAACTCTGAATATAGTTGTTGATATTAGAGTGACTCGGTGACATGTGTATT

　K　L　G　s　s　　L　s　w　E　11　　1　　T　N　Q]
CCACCAGTTTACAAGAGTGTCATCTGTATTATTAGAGGTCGTTTGGΛTTGTATCTTAATGTTGTTGAAGTATGTTCAGCGCAGGGTTTGGATTAGTAAAT

CAT?TACAAATACATG　TTTTTT???CTGTCGCAAA八GCATCTAGTGTTGCTAATTTTGGCTTCTCGTGTACCTGATTCTTTGAATATACCAGTCTAAAAT

ACACCTTTTCAACCATTGATTTTCTAGTGACTTGCTAGCAGGTATTACAACAGGTGTTTTTTCAGGAGGAATCAGTACTGTTTTCATGCAACAAAAATAG

TTCATGCATA?TAGTGCTTAAAA?TTTCTAA八ATGTTAGTGCCGAGTGCGTGCATTCTAGGCAACAAAGTAGAATGGAAGGAΛTATATCCAΛATTTTTGA

AG?TCTTAACTAAGAGCCAACAACATCAGCCAATTGCACTTTAAGTATATACAGAATTACAAGAGTTACCAACCCAGACCAATCTCTTGTGGTGCTGAAT

TGCTGATATCTTCAGCTGGATAGGAATGCTCTGCATCTATCCTTAATGTTCTTTTTTCAGCCACTGCATTTCATTCAAATGTTGTTTCTTTTGATGTCAG

ACTCCACGTGCAACAT　TATTATTTGTTATTTGTTGAATTTGTATGTGAATAAACGGTACGTGTCTTTCTACAGXTTGGAATGTTCTGCTACAGTGGGATG

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　EI　G　M　F　C　Y　s　G　M
ACACCTGAACAAGTTGACCGGTTGACCAATGAATTCCATATTTACATGACCCGCAACGGG八GGATAAG刄TATAACACTTCTCGGTTTTTTACATCACATT

　T　p　E　Q　V　D　R　L　T　N　E　F　H　I　T　M　T　R　N　G　R　l　l

3598

3698

3798

3898

3998
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4198

4298

4398

4り98

4598

GGTGTTGTATCTCTTCATACCTTCTGGAGAGTGGAGAAAACAAΛAGAATCTTACGGAATTCCTGTGCCTTTTTCAG･`ATGGCTGGTGTAACGACAGGAAA　　　4698

　　　　　　　　　　　､　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[　M　A　G　V　T　T　G　N
TGTTGCTTACTTGGCAAATGCTATTCACGAGGTTACCAAATAATTGACTTTGGCTCTCCTACCCTCGTTGGCCGATGAAATGAGGCTTTCAAGTGACACT

　　V　A　T　L　A　N　A　I　　H　E　V　T　　K　奔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘

TTGGTGCCTGACGTATCAACATTATCATTCTCGAGAAATAAGTTAAGCCTGTTGGGGCTGTCCAAGGGCGAATTTCACATACATGTACGAGAACTATAGA

TGTGAAACTTCAGTCTTGATAGCT八CATGΛΥCCTGTTTATTTTCTTTTTCTTTCTTTTTTCCCCATCTTGTCATGGCAATTTTTACACTTAGCTGCAAAT

GGTTGTAGCATGATCTACAGTTCTGAAヨAAAATAAATATGTCGハλGTTGAGAACTTAATGTGTTCATACTTTAAGCATGcccGGCGCTTCAGccACTTCA
GTTGCGGATTAGTGAAAATGCATGTTCTGTCAAAAATAAATTAGGAACGTTAAGCTAGTTCTATTGGCTTTTGTTGGAACTTCAGTGAGAATTTCGACCA

AAGCTGTTTCTAATGACAAAATCCTTCAAAAGAAACATTTAAATTAGCTTTGGTTGGGGTGCGCCAGCCCTGCCAGCAGTGCAACGGCTGAGCΛACGCTC

AAGGGCCCCAGTGGCTAGCCACTATGGTGGACCCTTCCCC八C八AAAAATAAATTTAATATCGAAGTAGGCACATAGCCCACATATCAGATATTAAACTGA

TAAGAACAGATACTACACTTGATCTTAGCCAAAAGGCCGAGAAAGGTATGAGTTACAGCCGGGCACCCCTGCCTCTTCTTATAGCATGCGTAGCGCTCCG

TCGCAGCTCAGCTCGCGAGGTGGGΛC八八ACGCTACTGCGCCCGCCTATGCGCGCCGTGGTCTGGCGCTCCCCCCGCGCGCGCGTTGCTTGTTTGGGCCTA

ATGCTGGTTGC八GCTCGCTCCCGGTCTCCTTGCTCCGCCAGCGGCCC八GGTTAGGAGTCTCATGGGCCGTTGACGTTCCAATATTCTG'rTTCTCTCCΛAA

ACCTGCTACGGGCGGGTTTAGTTCGTGAAAATTTTTGGACGAAATTCACTGTATCAATTTTCAAATCGA八GATTAGAAGGACTAAATATGATTTAATTAT

AAAACTATGGATAGAAAATCGCGAG八八AA八TCGATTAAGCTAATTAATCCGCGTTAGAGGTTGTTTACTGTAGCATGATATTATCTAATCATGATCCAAT

TAGACTTAAAAGATTCGTCTCGCAATTTTACCTGTTT八CCTGGGGTTATGGAATGGATTTTGTCATTTATCCACATTTAGTACTCCGAΛTT八GTGATCAA

ACGTTCGAAGTTACTGTAGCGCTGAAAAAAGTTTGAA八ACTAAATAGGGACGTCGTCATGGCATCCTCCCGTTTCTCTTGTGAAATCACATTTTGCTGTT

GGAGCCTTGCCA八TCGAGTTGTTCTTGAACCCAAGTTCAAAAGAAGAATAAACAGAGAGAGAGACCTGTTTATGGCCTGAGAAAGGTGΛAΛAGGAGCTGA

GTAATCTTGGAGCTATCATTTTTTTTGAGTGGGTCTTTGGAGCTATCACTTTCTTTTAGT八AAGTTCATTTTTAACCATCAAACTATCGATTGCATCCTG

ATTTGATAATGCAACTCAAAAATTA八ACATCCGCAGCCACCTAACTTTCAAAACCGTTCGAATTTGGCCATCGAGCTATTTTGCTGAGTTGGACGCTΛCG

TGAGGG　TCACCTGTTAGTGCCATTTTATCTCTCCTCTCTCCTTTTTCTTTTTTTCTCACTGGGCTGCCCTTTCTTTTTCTCCGCTGCGTCGTGATGGCTC

CGCGGAAGAAGTGCTGGTCGGCGCGGCCACTCCAGCCGGCCA八CGGCCAAGCGCGCGCCTGCCCACGGCTGCCGTGCGGTTGGCCCCGAGGCCGTCCAGG

TCGGCAAATGACCGCCCACGCTCGTGCTGGCCTCGCACCGTGTCGCGCCCGCCCGGCCGCCAATGGCCGCACGACTGGCCGACAACGACCGTGCAGGCCT

TACTTTCGTGGCTGCTGGCCCGAGGCCTTACGCACGCGTCCTCGGCTTGCCCCTGACCGCGCTCCACCCCTCCCCCTTTGCTGCTCGCCTATAAAGGCCA

AGCTCGGCCTCCATTGCCGCCGCCCACGCCTCCATCGCCGΛGCTCGΛGTGCCGGCCAAATTCGAGCCGCTACGAGCCTTCACTCTTCGATTCCCCTCGAC

CACAACATCCCCTACCTTCCCTCTCCATTTCCTCTCCACCAATTGCACGATTCCACCACCACAGTGCCACCCCACCATTCGCCATTGATGTCGTGCCTTA

GCTTTCTGTGGCTGAGCAAACCCGCTAGCCAAATCTGCCCAGCCCCCTGCGCTATCTTTGAAATCGTGCGCCCACAGCTCCCTCACATCCCCCTCGACCT

CCCGCGGCTGGGGGTGTGGCACGGCTGGGGGCAGAGGCC八GCCAAGCGCGG八GGTCATAGGGGTGCTGGCGGGCTAGCATGGAGGCCAGGGAAGAGCCGA

CGACGCGTCCGCACGGTCGAC
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Figure　4'3.　Nucleotide　and　deduced　amino　acid　sequence　of

gAAT3　13.　The　sitess　of　initiation　of　transcription　and　exons　are　indicated　as

described　in　the　legend　to　Fig.　4-2.　Boxes　indicate　the　putative　TATA　and　CAAT

boxes.　Sequences　homologous　to　the　l　box　and　GC-rich　regions　of　rbcS　are

underlined.
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Figure　4-4.Primer　extension　analysis　of　the　sites　of　initiation　of

transcription　of　the　genes　for　AspAT　isozymes.　Primer　extension

analysis　was　carried　out　as　described　in　the　text.　The　products　of　primer

extension　obtained　using　the　synthetic　anti-sense　oHgonucleotide　primers　for

cAspAT(pane1A)and　mAspAT(pane1　B)were　loaded　in　lanes　labeled　P.　Lanes

labeled　A,　G,C,and　T　show　results　of　sequencing　reactions　produced　with　the

same　primer,　as　used　for　primer　extension.　The　nucleotide　sequences　shown

are　those　of　the　sense　strands.　The　sites　of　initiation　of　transcription　are

indicated　by　arrows　and　larger　arrows　show　the　main　sites.
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FuncUon Element gAAT101 gAAT313

constitutive

light'responsive

photosyntれe.tic　gene-
　　　　　specmc

　　TATA　box

　　CAAT　box

Sp1‘binding　site

　　phyt9chrome-
responslve　element

l　box

rわcS　GC-rich

　　reglon

PEPC　element

PPDK　element

Notfound

Notfound

　　cm(D:

　回削詐潤

乍訟ぶ筒(汐
Notfound

GGCGGCC石CACCCGG
　　(-254　to　-240)

TCTTCTCCAGATCC
　　(-602　to　-589

　　GCACGA
(-1298　to　-1293)

　　TCGTGC
(-1057　to　-1052)

　TATTT
　(-27　to　-23)

　　CCAAT
(-172　to　-168)

Notfound

Notfound

　　　　GATAAG

　　　m比二澗

7%回吊箆゛
Notfound

Notfound

Numbers　in　parentheses　indicate　the　nucleotide　position　from　the　main　site　of　initiation　of　transcription.

cAspAT　●●●●

mAspAT…･

GATA　PEPC　　GATA

　box　element　　box
　rbcS
element　b i2§な9　site

　　戸‾‾l　　t-

lbox　CAAへTATA　　　　box　　　box

　　　　　　　/カCS
　　　　　　element

　　　　　　　　+1-1000　bp

●●●●l

Figure　4-5.　Putative　regulatory　elements　found　in　the　51'

noncoding　regions　of　AspAT　isozyme　genes.
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Figure　4-6.Southern　blot　analysis　of　the　genomlc　DNA.Genonlic

DNAfrom凡m消aceum　was　digested　with　the　indicated　restriction　enzymes,

and　fracticnated　on　agarose　gels,　blotted　onto　nylon　membranes,　and　probed

with　fuH-k　ngth　cDNA　for　cAspAT　(pane1　A)or　n1AspAT　(pane1　B).The　length

(in　kb)of　markers　is　shown　on　the　left.
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Rm沼aceu謂

　　cAspAT

R　mjljaceum

　mAspAT

　nlouSe
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　rnOuSe
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human

　TAT

1 100 200 300 400　a.a

　*

305
42

58　59　82　83　103　　　131　　　164　165　　　　　21　1　　　　　　267　268　　　　313　314　　　　356　　　　389　　　　436

Glyval　Glu　Glu　Pr　o　　　Se　r　　　Glu　Ar9　　　　　G　ly　　　　　　Gln　Gly　　　　lle　val　　　　Ser　　　　Gly　　　　Gly
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Figure　4-7.　Comparison　of　intron-insertion　positions　among　genes

for　AspAT　of　?.　mjjjaceum,　mouse,and　alfalfa,　and　human　tyrosine

amiontransferase(TAT)｡The　positions　of　introns　in　the　genes　are　aligned

by　reference　to　the　amino　acid　sequences　of　the　mature　enzymes.　lntrons　are

indicated　by　vertical　lines　and　amino　acid　residues　that　correspondtothe

codons　at　the　exon/intron　boundaries　are　indicated.　Five　introns　that　are

located　at　dosely　related　positions　in　genes　for　AspAT　isozymes　from　P.

mjjjaceum　are　shown　by　bold　lines.　The　intron　positions　conserved　between

mouse　genes　for　AspAT　isozymes　are　indicated　by　asterisks.
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【はじめに】

　　　　　　　第5章

cAspAT遺伝子の発現調節領域の探索

　C4植物の炭素同化系や窒素同化系などに関与する酵素およびタンパク質は葉肉細胞

と維管束鞘細胞で異なる局在性を示す.これらの局在性は主に遺伝子の転写レベルで制

御されており,細胞特異的発現を司る遺伝子発現調節機構の存在が予想される.近年,

C4光合成酵素の遺伝子が幾つか単離され,プロモーター領域の解析が活発に行われて

いる.しかしながら,単子葉のC4植物においては,安定的な形質転換植物を容易に得

る技術は未だ確立されていない.そこで,今までに使われてきたプロモーター解析技術

の面から,現在までのC4光合成遺伝子研究の現状について紹介する.

　松岡らおよび泉井らの両グループは,PEPCあるいはPPDK遺伝子の5'上流領域に存在

する繰り返し配列に注目し,その配列に結合する核タンパク質をゲルシフト法により同

定するとともに,正確な結合部位を決定した(72･　94･　16o).さらに,松岡らはパーティクル

ガン法を用いて,実際に同定したシス因子が柘y汗oで機能することを確かめている.

また,パーティクルガン法を用いたプロモーターの定量的解析が,Bogoradらのグルー

プによりrbcSおよびc油に関して行われた(9･　1o･　15o).その結果,両遺伝子に関して発現

の促進に関わる領域および抑制に関わる領域がある程度絞り込まれている.一方,

Sheenらはトウモロコシ葉肉細胞プロトプラストヘエレクトロポーレーションによりキ

メラ遺伝子を導入した後の一過的発現系を確立し,PPDK遺伝子(13　1),rゎcS(125),PEPC

遺伝子(124)のプロモーター領域が解析された.以上のように,プロモーター領域にの解

析に関する多数の報告がなされてきたが,細胞特異的発現に関与するシス因子の同定は

なされていない.

　第4章においてキビのC4光合成に関与するcAspATおよびmAspAT遺伝子の単離およ

び構造解析の結果について述べた.両遺伝子の5'上流領域には,上記のC4光合成遺伝

子で見つけられたシス配列と類似した配列が幾つか存在した.したがって,これらの類

86



似配列が実際にAspAT遺伝子の発現調節を制御しているのかという点に興昧がもたれ

る.特に,複数のC4光合成遺伝子の発現を調節する因子が存在するのかという疑問は,

C4光合成遺伝子の分子進化という観点からも興昧深い.本章では,cAspAT遺伝子のプ

ロモーター領域とレポーター遺伝子のキメラ遺伝子をキビ葉肉細胞プロトプラストに導

入し,その一過的発現を解析することにより,cAspAT遺伝子の発現に重要な領域の探

索を行った.

87



【材料と方法】

植物材料およびプロトプラストの単離

　キビを第3章で述べたのと同じく,名古屋大学有用生物遺伝子解析改変システムのグ

ロースチャンバー内にて生育させた.播種後約10日目の葉身が3~5cmに伸びた第2

葉より,金井およびEdwardsの方法(71)を用いて葉肉細胞プロトプラストを単離した.な

お,原法で用いられたソルビトールをマンニトールに置き換えた.単離したプロトプラ

ストは0.6Mマンニトールで2回洗浄後,エレクトロポーレーションに用いた.

GUSキメラコンストラクトの作製

　CAAT-GUSは,キビcAspATの核遺伝子,gAAT101の5'上流領域約2.3kb(-2286~+

61)を,pBI221(65)のCaMV　35Sプロモーター領域と置き換えて作製した.MAAT-GUS

は,キビmAspATの核遺伝子,gAAT313の5'上流領域約1.8kb(-1794~+145)を,同様

にpBI221のCaMV　35Sプロモーター領域と置き換えた.

　CAAT-GUSの5'上流領域欠失コンストラクトは,制限酵素もしくはExonucleaseIII

を用いて作製し,シークエンシングを行って欠失部分を確認した.

　作製した各コンストラクトは大腸菌JM105株を用いて大量調製し,塩化セシウム/エ

チジウムブロマイド遠心により精製した(56).

エレクトロポーレーション

　エレクトロポーレーションは,6×105個のプロトプラストと50~70μgのDNAを添加

したエレクトロポーレーション溶液(0.6M　mannitol,　1　0mM　H　epes-KOH　pH　7.0,50mM

NaCI　,　30mM　KCI)を,エレクトロポーレーション装置(Transfector　T-300,　BTX)を用い

て(200μF,700V/cm,one　Pulse),導入した.30分以上氷冷し,Pl　buffer　(0.6M

mannitol　,　4mM　Hepes-KOH　pH　7,0)にて洗浄した後,再度Pl　bufferに懸濁した.プロ

トプラストは植物インキュベーターで連続光(4.200　1x)下,26℃で14時間インキュベー

トした.
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GUS活性測定

　プロトプラストを1,1509,10分間遠心し,沈殿したプロトプラストを抽出溶液

(50mM　K-phosphate　pH　7.0,　10mM　EDTA,　0.1%(w/V)Triton　x-　1　00,　0.1%(w/V)

sodiuhl　N　-lauroyl　sarc　osinate,　10mM　2-ME)を加え激しく撹拝した.12,000がこて30分

間遠心し,上清のGUS活性をJeffersonの方法(65)に従って測定した.

核タンパク質の調製およびゲルシフトアッセイ

　光合成細胞からの核の単離は,葉肉細胞核と維管束鞘細胞核を区別して単離した.キ

ビの第2葉約50gをカミソリ刃で細かく切断し,核単離バッファー(1M　hexylene

glycol,　10mM　PIPES-KOH　pH　7.0,　10mM　MgC12･　10nlM　2'ME,　0.5%(V/V)Triton　x-

100)中でPolytronを用いて,中速で20秒間破壊した.130μmナイロンメッシユ,次い

で2層のMiracloth(Calbiochem)で濾過した濾液を葉肉細胞抽出液とした.ナイロンメッ

シユ上の残さはT　riton　x-　1　00　を含まない核単離バッファー中でPolytronにて高速で30秒

間のホモジネートを2回繰り返した.ナイロンメッシュ,次いでMiraclothによる濾過

で残った残さを液体窒素中で凍結粉砕した.粉砕後の組織を核単離バッフアーに加えて

融解し,Polytronにて中速で30秒間の破壊を2回繰り返した.次いでMiraclothにて濾

過し,その濾液を維管束鞘細胞抽出液とした.各抽出液は2,0oOgでlo分間遠心し,そ

の沈殿をさらに核単離バッフアーで洗浄後,最後にTriton　x-　100　を含まない核単離バッ

ファーで洗浄したものを粗核画分とした.キビの根からも凍結粉砕以降の操作を行い,

粗核画分を調製した.

　粗核画分より核タンパク質をGreenらの方法(38)に従って調製した.核抽出液中のタン

パク質濃度は,BSAをスタンダードとしてBradford法(18)により定量した.ゲルシフト

アッセイの方法は,文献(72)にしたがった.
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【結果】

葉肉細胞プロトプラストにおける各コンストラクトの発現

　C4植物の葉肉細胞プロトプラストにおける一過的発現系は,Sheenによりトウモロコ

シを用`いて確立された(13o).彼女らは主にトウモロコシの緑化葉を用いて解析を行って

いるが,キビの緑化葉は非常に小さく多量のプロトプラストを得ることができないため,

明所下で生育したキビの若い第2葉を用いることにした.キビcAspATまたはmAspAT

遺伝子の51上流域にGUSレポーター遺伝子とノパリンシンターゼのターミネーターをつ

ないだキメラ遺伝子(CAAT-GUS,MAAT-GUS)を葉肉細胞プロトプラストにエレクト

ロポーレーションで導入後,光照射下で14時間培養した無傷プロトプラスト中のGUS

活性を測定した(図5-1).発現量はエレクトロポーレーション時の溶液組成に大きく影

響された.すなわち,トウモロコシで用いられた溶液組成では発現がみられず,新たに

溶液組成の検討を行わねばならなかった.キビの場合には50mM　NaCIが必要であり,

NaC1が含まれないと培養時にクロロフィルの脱色が観察された.また,筆者のキビで

の条件を用いてトウモロコシ葉肉細胞プロトプラストでの一過的発現が可能であった.

現在この理由は不明であるが,使用している機材が異なることが原因であるかもしれな

い.キビでのGUS活性値は実験ごとにばらつくが,MAAT.GUSの発現はCAAT-GUSの

10分の1以下であった.

cAs AT遺伝子51上流領域欠失によるGUS活性の変化
-‥

　CAAT-GUSのcAspAT遺伝子を5'側より順次欠失させたコンストラクトを作製し,キ

ビ葉肉細胞での一過的な発現を調べた(図5-2).転写開始点上流2,290bpまで含むコンス

トラクトでの発現を100としたときの相対値で示した.その結果,GUS活性が大きく減

少する領域が2個所(-593~-555,-392~-250)見いだされた.第4章で述べたように,

-364~-353と-332~-321の領域にはgAAT101で見いだされた最も長い繰り返し配列

(GCACACGGCGCC)が存在している.-392,-350,-250まで欠失させたコンストラク

トはそれぞれこの繰り返し配列を2,1,0個含んでおり,繰り返し配列が少なくなる

につれて発現が減少していく.また,-593および.250まで欠失させたコンストラクトは
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それぞれトウモロコシPEPC遺伝子の核タンパク質結合配列であるPEP-l　binding

region(72) トウモロコシRuBisCOの小サブユニット遺伝子に存在し構成的発現に関与

するrゎcS　GC-rich　region(125)を分断しているにも関わらず,発現量は分断されていない

コンストラクトとほとんど変わらない.したがってこれらのシスエレメント類似配列は

キビcAspAT遺伝子の発現には重要ではなく,むしろ先に示した2個所の繰り返し配列

が重要であるらしいことが示唆された.

cAs AT遺伝子の51上流領域と核タンパク質の相互作用

　-593~-555,-392~-250の領域にcAspA　T遺伝子のシスエレメントが含まれている可

能性が示唆されたので,この領域に特異的に結合する核タンパク質が存在するかをゲル

シフトアッセイにより確かめた(図5-3).核タンパク質は,葉肉細胞核抽出液,維管束

鞘細胞核抽出液,根組織核抽出液より調製した.葉肉細胞および維管束鞘細胞抽出液の

純度は,両細胞の標識酵素活性より判断して,それぞれ87%と77%であった.シフトす

るバンドは両光合成細胞の核タンパク質添加によりみられるが,根ではみられなかった.

また,両光合成細胞の核タンパク質でシフトするバンドの位置あるいはその強度に違い

はみられなかった(データ省略).なお,シフトしたバンドは32Pラベルしていない自己

のDNA断片を添加することにより消失した.また,pBI221ベクター添加では,バンド

の濃さに変化はみられなかった(データ省略).したがって,これらのシフトしたバンド

は各DNA断片に特異的なものであると考えられる.
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【考察】

　葉肉細胞プロトプラストでのMAAT-GUSの発現は,CAAT-GUSに比べて非常に低い

ものであった.この結果は,葉肉細胞でのmAspATの活性,タンパク質量,mRNA量が

維管束鞘細胞に比べて低いというデータと矛盾しない.葉肉細胞プロトプラストの単離

が容易であることから,今回は葉肉細胞プロトプラストでのcAspAT遺伝子の一過的発

現を解析した.現時点では,維管束鞘細胞プロトプラストを大量に単離することは容易

ではない.両アイソザイム間での遺伝子発現の差異を明らかにするためにも維管束鞘細

胞でのmAspAT遺伝子の発現調節領域を解析する系の開発が望まれる.

　本研究において,キビcAspAT遺伝子の発現に重要であると思われる領域が2個所確

認された.以前に,キビと同じNAD-マリックエンザイム型C4植物であるシコクビエの

C4型cAspAT遺伝子が単離され,5'上流領域の塩基配列が決定されている(lo2).そこで,

キビcAspAT遺伝子に見出された2個所の領域がシコクビエcAspAT遺伝子にも存在す

るか検索してみた(図5-4).キビcAspAT遺伝子の発現に重要な領域の一つである-593~

-555のうち,上流側の配列がシコクビエで良く保存されている.また,-392~-250の領

域にも幾つかの相同な配列が含まれている.結果の項で指摘した繰り返し配列の全塩基

がシコクビエcAspAT遺伝子に保存されているわけではなく,その一部を含む配列が保

存されていた.また,キビcAspAT遺伝子にみられたPPDK(94)やPEPC遺伝子(72)のシス

配列はシ2クビJlcAspAT遺伝子の5'上流領域には存在しなかった(シコクビエcAspAT

遺伝子にはPEPC遺伝子のシス因子様の配列がみられるが,核タンパク質との結合に重

要であると考えられているC塩基が置換されている).したがって,デリーション解析

の結果とともに判断すると,これらのシス因子はcAspAT遺伝子の発現には重要でない

だろうと結論できる.むしろ,シコクビエcAspAT遺伝子との間で保存されている領域

に新規なcAspAT遺伝子の発現調節因子が含まれている可能性があり,今後集中的にこ

れらの領域を解析していく必要がある.

　第3章にてcAspAT遺伝子は葉組織において光依存的に発現誘導を受けるが,非光合

成組織ではその発現量は極端に少ないことを述べた.一過的発現系で明らかとなった2

個所の発現に重要な領域には,光合成細胞の核タンパク質は結合したが,根組織の核タ

ンパク質は結合しなかった.実際,トウモロコシPEPC遺伝子のシス配列に結合する核

タンパク質は緑葉中でのみ検出され,根や黄化葉中では存在しないことが確認されてい
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る(72).　したがって,これらのcAspAT遺伝子に結合する核タンパク質は,光合成細胞で

の大量発現に関与するようなトランス因子である可能性が考えられる.しかしながら,

葉肉細胞と維管束鞘細胞でシフトするバンドに差異はみられず,これらの核タンパク質

が細胞特異的発現に関与しているかは不明である.この矛盾を説明する仮説として,

(1)ゲルシフトアッセイの条件がjn　y汗oの結合状態を再現できていない,(2)これらの

核タンパク質の結合を制御するより上位の調節因子が存在する,などが考えられる.松

岡らはC4光合成遺伝子のプロモーターはC3植物においても機能しうることを発見し,

C3植物があらかじめ葉肉細胞にもっていたトランス因子をC4植物では2種の光合成細

胞のどちらかに局在化させることにより細胞特異的発現を可能にしてきたと推察してい

る(92'　96).　また,cAspAT遺伝子の発現は厳密に葉肉細胞特異的ではなく,維管束鞘細胞

でも僅かながら発現していることを確認しているので,cAspAT遺伝子のトランス因子

は両光合成細胞に存在し,光や窒素などの外的要因あるいは細胞の違いにより,その結

合の制御がなされているのかもしれない.
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Figure　5-1.　Transient　expression　of　AspAT　promoter-GUS　fusion

constructs　in　F.　mjjjaceum　mesophyll　protoplsts.　GUS　activity　is

shown　as　relative　values　to　those　in　the　MAAT-GUS　construct.
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Figure　5゛2.　Deletion　analysis　of　cAspAT　promoter.　Deletion　constructs

of　CAAT-GUS　were　electroporated　into　nlesophyll　protoplasts.　GUS　activity　is

shown　as　relative　values　to　those　in　CAAT-GUS　construct　which　promoter

region　is　-2286~十61.
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Figure　5-3.Tissue,specific　activity　of　the　cAspAT　gene　binding

factor.　Probes　(indicated　above　the　autoradiograph)were　added　to　the

reaction　mixture　with　nuclear　extracts　from　mesophyll　cells　(M),bundle

sheath　cells　(B),or　roots　(R),or　without　extract　(-).The　postions　of　the

complexes　were　indicated.
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-478　AAATAATT

-419　GAAT

-400　TGGT

女女 壷

-476　ATATCA---TGGAGCTCG--CCCTTGCCGGCACGT

-TCGTTACTTAAAAAATATTTATGTGAATAAAAGA

T-----CC

TGAGAGAT

-429　-------AAG一一一-

責女女女　壷壷 ★★

づ

-344　Aワワ
→
GCA-一一-一一一cACG-GCGc-n `AnG-GTrrnrr

-299　C八AACCAGCCATCCACGTCACT(TCCGGCTTTTTTA
★女 女含

★★ ★女女

CGCTTTTCCCCGC-GTC-TCCACC

　　　　　　女女★　★女･･･　喩★女★★★女女･　　喩女女★　★金･會會會･

-144　GC-CG一-CCCGCCGTACCGCG-CAGGAAATTCCTCGG一-GCGCACG

-121　CGGATGGCCCCCGCTAGCGT

女 垂女 女

喩食責女

★脅　會･金･脅･女★　　★★女脅･金膏★★★★★脅

-61　CCCAGCCCCAGCGCCGACCGCAGGTTAAGTACGCTGGCGCGGCACCTGCTGCCTTCCTCC
　　　　　　　　　　★女★★★喩肯★女･兪脅･･肯･喩嚢女女★★女★壷女女含會･･女･･脅斎★女★女★脅･女･★垂金･★壷

-57　---

-1　CCACGAAGAACAGCGGCAGCAGCAGACACCTCCGCCACCCTCGAATCCTTCCCCACCATG
　　　　★金★食壷會★肯★肯★★　･會會･･女･斎責★女★･脅脅會･女壹･女脅★女★★★★喩★女金金･彙女女★女★★

CCGCCACCCTCGAATCGTCCCCCACCATG

Figure　5-4.Sequence　comparison　of　the　5'　regions　of　cAspAT　genes　from　F.

mjjjaceum　and　£coacana.Asterisks　indicate　matched　nudeotides.　The　nucleotide

sequences　that　were　identined　to　be　important　for　gene　expression　by　the　deletion

analysis　are　colored　with　red.　The　lines　above　R　m消aceum　gene　indicate　sequences

homologous　to　a　nuclear　protein-binding　site　on　PEPC　gene　and　GC-rich　region　of

rbcl　The　horizontal　arrows　indicate　the　longest　direct-repeat　sequences　found　in

the　cAspAT　gene.

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　97



　　　　　　　　　　　　第6章

2-オキソグルタル酸/リンゴ酸トランスロケーターの発現

【はじめに】

　NAD-マリックエンザイム型C4植物の維管束鞘細胞ミトコンドリアにはC4光合成回

路で機能する幾つかの酵素が含まれ,光合成オルガネラヘと機能分化している.実際,

このミトコンドリアは葉肉細胞や他の型のC4植物に比べてより発達したクリステ膜構

造をもち大型化している(51).また,葉の分裂組織において葉肉細胞と維管束鞘細胞ヘ

の分化の初期で維管束鞘細胞川固あたりのミトコンドリア数は急激に増大する一方,葉

肉細胞でのミトコンドリア数はほとんど変化しないことが報告されている(24).このよ

うな維管束鞘細胞ミトコンドリアの表面積の増大は,ミトコンドリア膜間の代謝産物の

輸送を効率化させる(51).さらに,ミトコンドリア膜中の様々なトランスロケーターが

C4光合成回路と協調して働くことにより,効率の良いC4光合成活性を維持しているこ

とが予想される(図6-1).単離維管束鞘細胞群やミトコンドリアにおけるC4ジカルボン

酸の脱炭酸反応は,Asp,2-オキソグルタル酸,リンゴ酸,正リン酸の添加が必要であ

るという実験結果から,2-オキソグルタル酸/リンゴ酸トランスロケーターが上記の複

雑なミトコンドリア輸送系で機能していることが示唆された(32).

　動物細胞ミトコンドリアのOMTタンパク質に関して様々な研究がなされている.

0MTタンパク質は,ブタおよびウシ心臓のミトコンドリアから精製されている(15･　6　1).

また,cDNAもウシ心臓より単離された(121).そのOMTCDNAにコードされるポリペプ

チドは314個のアミノ酸から成り,分子量は約34,000である.動物ミトコンドリアOMT

は,アデニンヌクレオチドトランスロケーター,リン酸トランスロケーター,

uncoupling　protein(褐色脂肪組織のミトコンドリアに見いだされたプロトンキャリ

アー)とともにミトコンドリアトランスポータースーパーファミリーに属する(153).その

共通の特傲は,ポリペプチド鎖がおよそ100アミノ酸から成る3つの関連したセグメン

トで構成されていることである.各セグメントは2つの膜貫通α-ヘリックスとその両
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端を親水性の膜外に突き出たループでつないだ構造を形成し,全体としては6個の膜貫

通α-ヘリックスから構成されることになる.植物においては,ミトコンドリアOMTは

トウモロコシの芽生えから部分精製されており(36),葉緑体局在性のOMTもホウレンソ

ウより精製されている(lo1).しかしながら,植物OMTに関する分子レベルでの解析はま

だなされていない.

　NAD-マリックエンザイム型C4植物が光合成回路に関与するオルガネラヘと機能分化

していく過程で,mAspAT等のC4回路を構成する酵素だけではなく,上記のトランス

ロケーターをも発達させていく必要があると考えられる.また,両光合成細胞のミトコ

ンドリアで酵素特性の異なるトランスロケーターアイソザイムが発現している可能性も

ある.本章では,維管束鞘細胞ミトコンドリアでC4光合成回路との関連性が推察され

ているOMTのcDNAをキビより単離し,0MT遺伝子の発現様式を調べることによりミ

トコンドリアOMTがC4光合成回路と協調して機能しているかについて考察した.
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【材料と方法】

植物材料

　キビはバーミキュライトに播種し,人工気象機内(明期:35,000　1x,　28℃,14時間,

暗期:20℃,10時間)で生育させた.緑化実験では,暗所,20℃で7日間生育後,26℃

にて連続光(9,000　1x)を照射した.

RNAの単離およびポリ(A)゛RNAの精製
-

　totaI　RNAは,MCGookinの方法(98)に従いグアニジンチオシアネートを用いて単離

した.葉肉細胞と維管束鞘細胞からのtotaI　RNAの抽出はNelso　nの方法(lo6)に従った

葉肉細胞プロトプラストは10日間生育させた緑葉をセルラーゼで消化させて単離し

た(71).　維管束鞘細胞群はPOlytronホモジナイザーを用いて機械的に単離した.両細胞

からのRNA単離時には,1mMのアウリントリカルボン酸をヌクレアーゼの阻害剤とし

て添加した(42).cDNAライブラリー作製に用いたポリ(A)゛RNAは,total　RNAをオリゴ

(dT)-セルロースカラムにかけて精製した(133).ノーザン分析用では,オリゴテックスー

dT30(Takara)を用いてpoly(A)゛RNAを精製した.

OMTCDNAの単離

　第2章で作製したキビの黄化葉あるいは緑化葉のcDNAλgt1　1　ライブラリーを,ウシ

ミトコンドリアOMTと相同性のあるイネのcDNA断片をプローブにしてプラークハイブ

リダイゼーションを行った.なお,プローブはMultiprime　DNA　Labelling　System

(Amersham)を用いて32　P標識したものを用いた.ハイブリダイゼーションと洗浄の条

件は第2章と同じである.陽性ファージクローン中のcDNAインサートは,M13mp18

またはmp19ベクターヘサブクローニングした後,一本鎖DNAを単離し,シークエンシ

ングを行った.塩基配列はA　utoRead　Sequencing　kit　(Pharmacia)またはBcaBEST

dideoxy　sequencing　kit　(Takara)を用いたジデオキシ法にて反応させ,A.L.F.DNAシー

クエンサー(Pharmacia)により決定した.核酸およびアミノ酸配列のコンピユーター解
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析はGENETYXプログラム(ソフトウエァー開発)を使用七た.

ジヒドロ葉酸レダクターゼとOMTの融合タンパク質の作製と抗体の調製
　　----‥

　pOMT134がコードするOMTタンパク質の232~270番目のアミノ酸からなる親水性領

域をコードするDNAフラグメントをPCRにより増幅した.使用したプライマーには,

PCR産物の5'末端および3･末端にそれぞれj印nlと拘rlの制限酵素部位ができるように

設定した.得られたPCR産物はKj)nlとj)srlで消化し,発現ベクターpQE-40(Qiagen)

の瓦pn　l/狗r1部位へ挿入した.次いでこのプラスミドを大腸菌M15[pREP4]株に形質転

換した.得られる融合タンパク質は,6個のヒスチジン残基の後ろにジヒドロ葉酸レダ

クターゼ(DHFR),そしてOMT134タンパク質由来の39アミノ酸から構成される.融合

タンパク質の合成はIPTGにより誘導した.発現した融合タンパク質,(His)6-DHFR-

OMT232-27oは,Ni2゛-NTAカラム(Qiagen)により精製した後,0.9%(w/V)NaCIに対して

透析した.得られたタンパク質50μgと等量のフロイント完全アジュバントとのエマル

ジョンをマウスの皮下に注射した.2週間後に2回目の免疫を,さらにその3週間後に

もう―度免疫を行った.

維管束鞘細胞の葉緑体およびミトコンドリアタンパク質のウエスタン解析

　オルガネラの単離操作は4℃で行った.2週間生育した緑葉約37gをカミソリ刃で葉

脈に垂直に細断後,あらかじめ冷やしておいたblending　medium(O.5M　s　orbitol　,　20mM

Hepes-KOH　pH　7.2,　1mM　EDTA)中でPOlytronを用いて,スピード7にて30秒間の破壊

を2回繰り返した.ホモジネートは2層のMiracloth(Calbiochem)にて濾過後,残さを

blending　mediumで洗った.この残さに対して同様の破壊操作をもう一度繰り返した後,

維管束鞘細胞群を酵素液[2%(w/V)Sumizyme　C　(新日本化学工業),0.1%(w/V)

Pectolyase　Y-23　(盛進製薬),0.35M　sorbitol,　10mM　MES-KOH　pH　5.5,1mM　CaC12,

1mg/ml　B　SA　,　lmM　PMSF]中にて30℃,30分間インキユベートした.部分的に消化さ

れた維管束鞘細胞群を単離メディウム(0.3M　sorbitol,20mM　H　epes-KOH　pH　7.2,

1　mg/m　I　B　S　A)中にて揺するこ訓こより出てくる細胞内容物と破片は,275μm,次いで

39μmのナイロンメッシユで濾過した後,400gにて3分間遠心した.沈殿を単離メディ
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ウムに懸濁した後,単離メディウムを含んだ30%(V/V)PercoH上に重層し,700gにて

3分間遠心した.得られた葉緑体沈殿をBSAを含まない単離メディウムで洗浄した後,

10mM　Hepes-KOH(pH　7.5),lmM　MgC12に懸濁し,5分間氷中に放置した.次に,

5,0009,5分間遠心し,可溶性画分と膜画分に分けた.一方,消化後の細胞内容物を

400gで遠心した上清は5,000gで2分間遠心し,さらにその上清を25,400gにて2.5分

間遠心した.得られた沈殿はBSAを含まない単離メディウムで洗浄した後,20mM

Hepes-KOH(pH　7.5)に懸濁した.次いで,Branson　Sonifier　250のマイクロチップを用

いて,30%1ine　voltage,30%duty　c　ycleにて1分間の超音波処理を2回行った後,

117,000gにて1時間の遠心を行い,粗ミトコンドリアの可溶性画分と膜画分に分離し

た.

　また,ヒスチジンヘキサマータグの付いた組み換えOMTタンパク質,0MT-(His)6を

大腸菌内で大量発現させ,Ni2゛-NTAカラムにより精製した.0MT-(His)6は,

pOMT134がコードするOMTタンパク質全体とそのC末端に6個のヒスチジンが付いた

融合タンパク質である.

　オルガネラの各画分と組み換えOMTタンパク質は,12.5%SDS-PAGEにかけた(82).

ウエスタンブロッティングは,アフィニティー精製した(His)6-DHFR.0MT232.27o抗体

を用いて行った(144).タンパク質濃度は,改良Lowry法(12)により決定した.

転写産物の解析

　ノーザンブロッティングによる組織中のmRNAの解析は,RNA標品をホルムアル

デヒドにて変性後,1.2%アガロースゲル(ホルムアルデヒドを含む)電気泳動を行っ

た(123).次いで,ゲルからRNAをナイロンメンブレン(Hybond-N+,A　mersham)にトラ

ンスファーした.　ドットブロット解析では,total　RNA(2μgまたは5μg)をナイロン

メンブレンに直接ブロットした,メンブレンをアルカリ固定後,32　P標識したDNAプロー

ブを用いてハイブリダイゼーションを行った.0MTイントロンのノーザン解析以外は

pOMT134のインサートの全長をプローブとして用い,0MTの転写産物を検出した.ス

プライシングの不完全なmRNAの検出は,pOMT103のjam　HI　-　SaH断片(図6-2中の塩

基番号495~870)とSspl-BがII断片(図6-2中の塩基番号1325~1771)を,それぞれ2nd

insertion,3rd　insertionの特異プローブとして使用した.プローブとして用いた他の
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cDNAは,トウモロコシRuB　i　sCOの小サブユ2ット(pZmSSu1025)(91)の全長,トウモロ

コシPPDK(pZmPPDK1062)(95)の1.7kb拘rl断片,キビmAspAT(pmAAT3)の全長であ

る.露光およびシグナルの解析は,Bio　lmaging　Analyzer(Bas2000,Fujix)を用いた.
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【結果と考察】

OMTCDNAの単離と解析

　キビの黄化葉および緑化葉のcDNAライブラリーを,イネcDNA断片を用いてスクリー

ニングした.プローブに用いたcDNAは,農業生物資源研究所ライスゲノムリサーチプ

ログラムにより,イネ根のcDNAライブラリーから単離されたものである.そのイネ

cDNAクローンは500bPのインサートを含んでおり,コードされているC末端側65アミ

ノ酸残基はウシOMTと32%の相同性があり,同種のアミノ酸も含めた相同性は77%で

あった.黄化葉のcDNAライブラリーより1.2×105プラーク,緑化葉のcDNAライブラリー

より1.6×105プラークをスクリーニングし,幾つかの陽性クローンを単離した.シーク

エンシング解析の結果,3個のcDNAクローン,pOMT103,pOMT106,pOMT134は

お互いに良く似ていた.図6-2には,その塩基配列と推定アミノ酸配列を示す.イネ

cDNAと類似の配列は,pOMT134の塩基番号847~1044である.その領域の相同性は,

塩基レベルで85%,アミノ酸レベルで88%であった.

　pOMT134とpOMT106のインサートのオーバーラップする領域の塩基配列は完全に一

致していたが,pOMT106は塩基番号408~883の間に476塩基を余分に含んでいた(図6-

2中には“2nd　insertion"　と　して示してある).この余分の配列の5'末端と3'末端はそれ

ぞれGTとAGであり,イントロンの両末端の保存配列と一致していた.また,2nd

insertionの51末端と3'末端周辺の配列は単子葉植物のイントロンの各末端の保存配列(43)

とも良く似ていた.さらに,その余分の配列内には読み枠の一致するストップコドンが

存在し,2nd　insertionを含むmRNAからはpOMT134に比べて,かなり短いポリペプチ

ド鎖が生じることになる.したがって,pOMT106はpOMT134とは異なるタンパク質を

コードしているというよ‘りも,pOMT106はスプライシング途上の転写産物に由来する

ものであり,その余分の配列はイントロンだと考えられる.pOMT134とpOMT106は同

一の遺伝子に由来し,pOMT134の基となったmRNAは,pOMT106の基となったmRNA

がよりスプライシングされたものであるのかもしれない.なお,翻訳開始メチオニンコ

ドンは,読み枠の合致する終止コドンTAGの下流のメチオニンコドン(pOMT134の塩基

番号136~138の領域)だと推察した.

　pO　MT1　03　の塩基配列をpOMT134およびpOMT106と比較した結果,pOMT103には幾
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つかの塩基配列の欠失と置換が起こっていることが明らかとなった.まず,pOMT103

の5'非翻訳領域には,pOMT134の塩基番号17~96に相当する80塩基の欠失がみられた

(図6-2中のlst　insertion).また,pOMT103には,塩基番号505~95　7および1320~

1792の領域に余分の配列が存在していた(図6-2中の2nd　insertionおよび3rd

inse　rtion).pOMT103の2nd　insertionの塩基配列は,pOMT106に比べて21塩基の欠失

がみられたが,他のオーバーラップしている領域の塩基配列は完全に一致していた.

pOMT134とpOMT106のlst　insertion,　pOMT103の2nd　insertionおよび3rd　insertionの

5'末端と3･末端はそれぞれGTとAGであり,末端周辺の配列も単子葉植物イントロンの

保存配列と似ていた.さらに,2nd　insertionおよび3rd　insertion中には読み枠の合うス

トップコドンも存在していることから,これらの余分の配列もイントロンであると考え

られる.なお,イントロンを含むミトコンドリアOMTCDNAがウシ心臓のcDNAライブ

ラリーより単離されているが,そのイントロンの挿入部位は3'非翻訳領域に存在してい

る(121).

OMTのアミノ酸配列

　pOMT134のオープンリーディングフレームにコードされているポリペプチドは302

個のアミノ酸から成り,以降OMT134と省略する.未修飾のOMT134の分子量は32,211

と計算された.pOMT103がコードするポリペプチドはOMT134とは4個のアミノ酸が

置換しており,その分子量は32,150と計算された.これらの値は,ウシOMTのcDNAか

ら計算される分子量34,172と類似している(121).ブタおよびウシの精製ミトコンドリア

OMTの見かけ上の分子量は,SDS-PAGEにより31,500と見積もられている(15･　61).また,

トウモロコシミトコンドリアから部分精製したOMT画分にも32kDのタンパク質が含ま

れていた(36).一方,トウモロコシの若芽から精製された葉緑体型OMTのSDS-PAGE上

での分子量は45,000であった(lol).なお,0MT134抗体は,キビミトコンドリア膜の

32kDタンパク質と反応した(以下参照).

　0MT134を構成するアミノ酸のうち,疎水アミノ酸の比率は58%であった.そこで,

キビOMT134とウシミトコンドリアOMTタンパク質の疎水プロットを求めた(図6-3).

ミトコンドリアトランスポーターファミリーを構成するタンパク質は,6個の膜貫通性

のα-ヘリックスからなる共通の構造をもつことが知られている(153).キビOMT134もウ
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シOMTと同じく,膜貫通性のα-ヘリックスをとりうる6個の疎水性領域を含んでおり,

ミトコンドリアトランスポーターファミリーに属すると考えられる.

　次に,キビOMT134のアミノ酸配列をウシミトコンドリアOMT(121)と比較してみた

(図6-4).ウシミトコンドリアOMTは314個のアミノ酸から成り,キビOMTとは全領域

にわたって相同性がみられた.両者のアミノ酸レベルでの相同性は45%であり,類似の

アミノ酸も含めると75%であった.特に,膜貫通領域II,HIとマトリックス側に配向し

ている膜外領域ループBのアミノ酸残基は非常に良く保存されていた.0MTの機能的

および構造的に重要なアミノ酸残基はまだ明らかとなっていないが,このような高度に

保存されている領域中に存在するのかもしれない.以上のように,アミノ酸配列および

疎水プロットの相同性から,今回単離したpOMTクローンは　2-オキソグルタル酸/リ

ンゴ酸トランスロケーターをコードしていると考えられる.

OMTの細胞内局在場所

　OMTタンパク質はミトコンドリア(36)と葉緑体(lol)に存在することが報告されていた

ので,単離したpOMTクローンのコードするタンパク質の細胞内局在場所を調べた｡ま

ず,ジヒドロ葉酸レダクターゼとOMT134の親水性領域(アミノ酸232~270:ループC)

の融合タンパク質(His)6-DHFR-OMT232-27oに対する抗体を作製した.ウエスタン解析

の結果,この抗体は維管束鞘細胞ミトコンドリアの膜画分の32kDタンパク質と反応し

たが,ミトコンドリアの可溶性画分や葉緑体の画分とは反応しなかった(図6-5).その

見かけ上の分子量は,0MT134タンパク質のアミノ酸配列より計算した値と良く―致し

た.また,0MT134ポリペプチドの全長とそのC末端に6個のヒスチジンが付いた融合

タンパク質であるOMT-(His)6の見かけ上の分子量とも一致していた.一方,精製葉緑

体OMTのSDS-PAGEから見積もられた分子量は45､000である(lol).以上の結果より,

0MT134はミトコンドリアOMTタンパク質であり,葉緑体タンパク質ではないと考え

られる.したがって,0MT134はミトコンドリアヘの移行シグナルをもっていなければ

ならないが,0MT134とウシミトコンドリアOMTのN末端側アミノ酸配列の相同性は

他の領域に比べて低かった(図6-4).また,ミトコンドリアヘ移行するタンパク質のプ

レ配列の一般的特徹(151)からでは,0MT134のN末端領域がミトコンドリアヘの移行シ

グナルかどうかは決定できなかった.したがって,0MT134のミトコンドリアヘの移行
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シグナルは成熟タンパク質内に存在しているのかもしれない.動物組織のOMT,アデ

ニンヌクレオチドトランスロケーター,褐色脂肪組織のuncoupling　proteinもまたミト

コンドリア移行のためのN末端側プレ配列をもっていない.一方,ホウレンソウやトウ

モロコシのミトコンドリアに存在するアデニンヌクレオチドトランスロケーターは,N

末端領域にプレ配列をもっている(157).

OMT遺伝子の組織特異的および光依存的な発現

　一般的に,0MTはサイトソルからミトコンドリアヘ還元力を輸送するためのリンゴ

酸-アスパラギン酸シャトル内で機能している.したがって,0MTタンパク質は全ての

植物組織で構成的に発現する必要がある.0　MT1　34　をコードする遺伝子が構成的に発現

しているかどうかを調べるために,RNAを様々な組織(根,中胚軸,黄化葉,緑化葉,

緑葉)から調製し,ノーザンブロットにより解析した.図6-6に示すように,0MTの豹

1.6kbの転写産物が緑化葉と緑葉で高レベルで発現しており,また,黄化葉での発現量

はそれよりも幾分低かった.また,中胚軸と根におけるOMTmRNA量は葉に比べて非

常に低いものであった.したがって,0MT134をコードする遺伝子は葉組織において優

先的に発現するとともに,各組織におけるmRNA蓄積量の差は活発に膜間の輸送を行っ

ているミトコンドリア数の差を反映しているのかもしれない.

　次に,2種の光合成細胞間でのOMTmRNA蓄積量を比較した(図6-7).RNAは,緑葉

をセルラーゼ処理して得られた葉肉細胞プロトプラストとPOlytron処理により単離した

維管束鞘細胞群より調製した.PPDKの転写産物は葉肉細胞のみに,RuBisCO小サブユ

ニットの転写産物は主に維管束鞘細胞に検出された.PPDKとRuBisCOのmRNAの分布

はトウモロコシでも同様であり(132),調製したRNA標品中への他細胞の混入は非常に低

いと考えられる.0MTmRNAは両細胞で検出されるが,維管束鞘細胞での方が幾分多

かった.このことは,維管束鞘細胞のミトコンドリアが代謝産物を高速度で輸送してい

るため,ミトコンドリアのOMTをより多量に発現させる必要があるからかもしれない.

　暗所で生育した植物を光に当てると,多くの光合成タンパク質の遺伝子が協調的に誘

導されることが知られている.もしもOMTタンパク質がC4ジカルボン酸回路に関与し

ているならば,緑化の過程で光合成回路が急速に回りだしミトコンドリア膜間で代謝産

物.を高効率で輸送するために,0MTの誘導が起こる可能性がある.図6-6で葉組織中の
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OMTmRNA蓄積量は光により増加することが示されているので,黄化葉に光照射した

ときのOMTmRNA量の経時変化を,光合成炭酸固定系酵素,RuBisCO小サブユニット

およびmAspAT遺伝子と比較してみた(図6-8).光照射開始に伴い,0MTmRNA量は48

時間まで急速に増大したが,その急速なmRNA増加のパターンはRuBisCO小サブユニッ

トやmAspATと良く似ていた.48時間後のOMT　mRNA量は黄化葉の約3倍であった.

したがって,0　MT1　34　はキビ維管束鞘細胞ミトコンドリアでC4光合成回路に関与した

トランスロケーターとしての機能をもち,0MT134の遺伝子と他の光合成炭素同化系酵

素と協調して緑化過程で発現していると考えられる.グリシンデカルボキシラーゼの酵

素複合体はミトコンドリアのマトリックスに局在し,光呼吸回路中で機能しているが,

他の光合成遺伝子と協調して光依存的に発現することが報告されている(75･76).また,

植物のトランスロケーターとしては,葉緑体包膜中のリン酸トランスロケーター遺伝子

が光に依存して光合成組織において発現することが知られている(126).

スプライシング途上のOMTmRNAの蓄積

　イントロンと思われる挿入配列をもったcDNAクローンが単離されたことから,これ

らのcDNAクローンはキビ葉中のスプライシング途上の転写産物に由来し,それ故生体

中にかなりの量のスプライシング途上の転写産物が蓄積していることが考えられる.葉

から抽出したpoly(A)゛RNAをPOMT134およびpOMT103のインサート全体をプローブと

してノーザン解析を行うと,L6kbの主要な転写産物の他に約2.2kbと2.5kbの2種のよ

り大きな転写産物が確認された(図6-9).2nd　insertion配列に特異的なプローブを用い

てハイブリダイゼーションを行うと,2.2kbと2.5kbのRNAは検出されたが,主要な

1.6kbのRNAは検出されなかった.一方,3rd　insertion配列に特異的なプローブでは,

2.5kbのRNAのみが検出された.これらの知見は,2.5kb　RNAは2nd　insertionおよび

3rd　insertion配列を,2.2kb　RNAは2nd　insertion配列のみを含むとともに,これらの大

きな転写産物がスプライシング途上のmRNAであることを示している.ウシミトコンド

リアOMTでもイントロンを含んだcDNAが単離されているが,ノーザン解析においては

スプライシング途上のRNAは検出されていない(121).不完全にスプライシングを受けた

転写産物は多くの植物遺伝子で見つかっており(lo5),その蓄積量は品種,成長状態,成

長段階により変化しうることから(26･　lo5),スプライシング段階での遺伝子発現調節機構
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が存在するのかもしれない.キビにおけるスプライシング途上のOMTmRNA量は葉の

緑化過程で変動した.すなわち,2.5kb　RNAは黄化葉よりも緑葉および緑化葉で多いが

2.2kb　RNAは黄化葉にてより多かった.したがって,キビOMTの発現はスプライシン

グ段階での発現調節を受けているのかもしれない.今後,0MT遺伝子の塩基配列を決

定し,スプライシングによる遺伝子発現調節の可能性を検討する必要があろう.

109



-　　　　　　　　Alaら

I　　　　Bundle　Sheath　Cell

Mitochondrion

CO2

Figure　6-1.　Putative　translocating　system　in　bundle-sheath

mitochondria　of　NAD-malic　enzyme-type　C4　plant.

Ala,　alanine;　Asp,　aspartic　acid2　Glu,　91utamic　acid;　Ma1,　malic　acid;　OAA,

oxaloacetic　acid;　2“OG,　2-oxoglutaric　acid;　Pi,　phosphoric　acid;　Pyr,　pyruvic

acid;　mAspAT,　mitochondrial　aspartate　aminotransferase;　NAD-MDH,　NAD-

malate　dehydrogenase;　NAD-ME,　NAD-malic　enzyme;　OMT,　2-oxoglutarate/

malate　translocator.
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Figure　6'2.　Nucleotide　and　deduced　amino　add　sequences　of　cDNAs

encoding　OMT　from　R　mjjjace　um.　ldentical　nucleotides　with　pOMT134　are

indicated　by　dots　in　the　pOMT106　and　103　1anes.　The　predicted　amino　acid

sequence　6f　pOMT134　is　shown　above　the　nucleotide　sequence.　The　stop　codon

is　indicated　by　asterisk.　The　deduced　amino　acids　that　differ　in　pOMT103　from

those　in　pOMT134　are　indicated　below　the　pOMT103　nucleotide　sequence.　Some

gaps　were　introduced　to　optimize　the　alignment.　The　proposed　introns　are　put

in　brackets　and　indicated　as　lst　to　3rd　insertions.
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Figure　6'3.　Comparison　of　hydrophobic　profiles　of　OMTs　from　,P.

mjjjace　um　and　bovine.　The　hydrophobic　pronles　were　calculated　from　the

amino　acid　sequences　of　P.　miliaceum　(A)and　bovine　mitochondrial(B)OMTs

according　to　Kyte　and　Doolittle(81)with　a　window　of　1　0　amino　acids.

Hydrophobic　regions　are　given　a　positive　hydropathy　index.　The　potentia1

membrane-spanning　segments　in　bovine　mitochondria1　0MT　are　indicated　by

l'Vl　and　the　hydrophilic　segments　oriented　towards　the　nlatrix　are　indicated

by　A-C(1　2　1　).
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Figure　6'4.　Aligned　amino　acid　sequences　of　OMT　from　?.

mjjjace　um　and　bovine.　The　identical　and　similar　amino　acids　between　the

two　sequences　are　indicated　by　asterisks　and　dots,　respectively.　The

membrane-spanning　regions　l-Vl　and　hydrophilic　segments　A-C　are　also

indicated.　The　amino　acid　positions　of　the　membrane-spanning　regions　are

based　on　the　postulated　transmembrane　arrangement(14).Gaps　have　been

inserted　to　achieve　maximum　homology･
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Figure　6-5.Subcellular　localization　of　OMT.0ne　hundredμg　of　soluble

and　menlbrane　proteins　from　the　bundle-sheath　chloroplasts　and

mitochondria　were　subjected　to　SDS-PAGE　and　analyzed　by　CBB　staining　(1anes

1-5)and　Western　blotting　with　the　ilntiserum　against　the　fusion　protein,

(His)6-DHFR-OMT232-27o　,　(lanes　6-10).Lanes　l　and　6,　men!brane　proteins　from

mitochondria;　lanes　2　and　7,　membrane　proteins　from　chloroplasts;　1anes　3

and　8,　soluble　proteins　from　mitochondria;　1anes　4　and　9,　soluble　proteins

from　chloroplasts;　1anes　5　and　10,　hisUdine-taggedOMT　protein,　0MT-(His)6,

that　was　expressed　in　E.　c�j　and　purmed　with　a　Ni仇NTA　column.
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Figure　6-6.Northern　blot　analysis　of　mRNAs　for　OMT　in　different

tissues　of　j).mjjjaceum.Thirtyμg　of　tota1　RNAs　fronl　roots　(1),mesocotyl

(2),etiolated　leaves　(3),greening　leaves　of　19.5-h-illunlinated　dark-grown

seedlings(4),and　green　leaves　(5)were　electrophoresed,　transfered　to　a

nylon　membrane　and　hybridized　with　the　fun-size　cDNA　insert　of　pOMT134.
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Figure　6-7.Northern　blot　analysis　of　mRNAs　from　bundle　sheath

and　mesophyll　cells.Twentyμg　of　tota1　RNAs　extracted　from　separated

bundle　sheath　strands　(B)and　nlesophyH　protoplasts　(M)of　green　leaves　were

analyzed　by　Northern　blotting　and　hybridization　with　32P-1abeled　cDNAs　for

OMT,small　subunit　of　RuBisCO　(RbcS),and　PPDK.
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Figure　6-8.　Changes　of　mRNA　levels　of　OMT,　small　subunit　of

RuBisCO,　and　AspAT　during　the　greening　of　etiolated　?.　mjjjaceum

seedlilngs.　R　mjjaceum　seedlilngs　grown　in　the　dark　for　7　days　were

illuminated　with　continuous　white　light　(9,000　1x)and　leaf　tissues　at　the　times

-indicated.　Tota1　RNA　was　extracted　and　ten　mg　of　the　RNA　was　dot-blotted　on　a

nylon　membrane　and　probed　with　the　gene　probes　for　OMT　(o),small　subunit

of　RuBisCO(ロ),and　mitochondrial　aspartate　aminotransferase　(△).
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Figure　6-9.Accumulation　of　unspliced　mRNA.Total　RNA　was　prepared

from　green　leaves　(1),greening　leaves　of　19.5-h-mun!inated　dark-grown

seedlings(2),and　etiolated　leaves　(3).Threeμg　of　poly(A)゛RNAthatwas

selected　from　each　sample　was　analyzed　by　Northern　blotting　and

hybridization　with　the　fu11-size　cDNA　inserts　of　pOMT134　and　103,　andthe2nd

and　3rd　insertion　regions　of　pOMT　clones.
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総合討論

　C4植物は種々のC3植物より環境への適応を遂げつつ進化してきたと考えられている.

C4光合成能獲得への進化は,光合成細胞の形態的変化やオルガネラの機能的分化とと

もに,酵素の特性の変化と発現機構の改変によりC4光合成酵素が作り出されてきた過

程でもある.したがって,C4光合成酵素の機能分化を理解することは,C4植物の進化

の過程を推察することであると同時に,光合成能を高めた植物を創生していくための必

須課題でもある.NAD-マリックエンザイム型C4植物キビには,葉肉細胞と維管束鞘細

胞に異なるアイソザイムとしてAspATが局在し,C4光合成に関わっている.そこで,

両アイソザイムをモデルとして比較解析することで,2種の光合成細胞内での酵素特性

の分化や遺伝子発現調節機構の差異を理解しうるとの考えの基に,本研究が開始された.

　キビ緑葉中のcAspATおよびmAspATの活性は生葉の光合成速度に比べて格段に高く,

C4回路の律速反応にはなっていない.また,3種のAspATアイソザイム,cAspAT,

mAspAT,pAspATの酵素特性に顕著な違いはみられず,C3植物のAspATの値とも類

似していた.したがって,C4光合成の進化の過程でcAspATおよびmAspATに対して酵

素特性を変更させるような進化圧がかかったわけではなく,むしろC3植物葉肉細胞の

サイトソルおよびミトコンドリアで普遍的に存在していた両アイソザイムをC4光合成

経路に取り入れてきたのではないだろうか.C4型AspATがC3型AspATと異なる特徴と

して,高リンゴ酸濃度によるC4型AspATの阻害効果が挙げられる.昼間,C4回路が高

速で回転しているときは細胞内のリンゴ酸濃度が上昇し(27),AspATの活性をある程度

抑制しているのかもしれない.特に,維管束鞘細胞ミトコンドリアではリンゴ酸が高濃

度に蓄積されるであろうから,mAspAT活性の抑制は無駄なアミノ基転移や還元力の消

費を抑えることになる.C3植物のcAspATあるいはmAspATに関してこのようなリンゴ

酸による阻害効果は調べられていないので,今後の課題としてこの効果がC4型AspAT

に特異的なものか調べる必要があろう.

　トウモロコシのPEPCアイソザイムでは,C4型がまず分岐した後,C3型と根型が

分岐している(142).そのC4型の分岐の時期は,双子葉と単子葉植物の分岐よりもはる

か以前(1.5~3億年前)であり,C4型PEPCの祖先遺伝子はC4植物がC3植物より進化
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する以前からC3型とは異なる遺伝子として既に備わっていたことを示唆している.

一方,キビのcAspATおよびpAspATのアミノ酸配列は,C3植物の各アイソザイムと

全領域にわたって高い相同性を示した.分子系統樹上でもキビcAspATが他のC3植

物cAspATから大きく逸脱しているわけではなく,イネcAspATの近傍に位置してい

る.　したがって,C4光合成に関与しているキビAspATアイソザイム遺伝子は,祖先

C3植物中で本来の基本的代謝に関わるC3型AspAT璋伝子とは別の遺伝子として存在

していたわけではなく,C3型AspAT遺伝子を塩基置換させながらC4光合成に関わる

よう進化させてきたと考えられる.ただ,発現調節においてはC3植物のものとは顕

著な違いがみられ,進化の過程でキビのcAspAT遺伝子とmAspAT遺伝子は光や窒素

供給に応じて細胞特異的な発現を引き起こすような発現調節機構を獲得してきた.ま

た,葉肉細胞でのmAspAT,維管束鞘細胞でのcAsPAT,非光合成組織での両AspAT

も僅かながら存在していることから,構成的発現もなされていると考えられる.した

がって,キビのcAspATおよびmAspAT遺伝子はC4特異的発現と構成的発現を行う

多面的な調節機構により制御されていることが予想される.

　本論分の後半では,上記のような発現調節機構を解明するための足掛かりとして

両遺伝子の構造解析を行うとともに,一過的発現系を用いてプロモーター領域の探

索を試みた.キビ,アルファルファ,ハウチワマメのcAspAT遺伝子におけるイン

トロン挿入部位は完全に一致したことからも,キビcAspAT遺伝子がC3植物の

cAspAT遺伝子から分岐した時期はそれほど古くないと推測される.しかしながら,

その5･上流領域の塩基配列に相同性はみられず,進化の途上でプロモーター領域の

改変が起こったことが示唆される.このような進化の筋道はおそらくキビの

mAspATおよびpAspAT遺伝子においても同様であろうと思われるが,現在のとこ

ろ植物mAspAT遺伝子の構造はキビしか解析されておらず,またキビのpAspAT遺

伝子の解析も未着手なため今後の研究の発展を待たねばならない.

　プロモーター解析により,cAspAT遺伝子の51上流領域に2個所の発現に重要な

領域を同定することができた.また,これらの領域には光合成細胞特異的に結合す

る核タンパク質が存在したが,葉肉細胞と維管束鞘細胞とで明白な違いは見いださ

れなかった.今回検出された核タンパク質がcAspAT遺伝子の発現に関与している

ならば,細胞特異的発現はより上位のレベル,すなわちこの核タンパク質の結合･

解離を制御することにより決定されていると考えられる.Nelsonらは,C4光合成
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遺伝子の発現機構に関するモデルを提出している(lo7).すなわち,光に依存して生

じたシグナルが維管束を通ってまわりの維管束鞘細胞や葉肉細胞に運ばれ,各細胞

に特異的に存在する調節因子と結合してC4光合成遺伝子の発現を調節するという仮

説である.この仮説に従えば,各光合成細胞に達したシグナルは細胞特異的な調節

因子と協調して,葉肉細胞ではcAspAT遺伝子の上流領域へのタンパク質の結合を

促進するとともに,維管束鞘細胞ではその結合タンパク質の結合を抑制する働きを

している.　また,トウモロコシ葉肉細胞においてもキビcAspAT遺伝子の5'上流領

域は機能した.したがって,cAspAT遺伝子の発現系は種をこえて保持されている

ことになる.トウモロコシは,NADP-マリックエンザイム型C4植物であり,

cAspATはC4的発現はせず,構成的な発現をしている.したがって,今回検出され

たキビcAspAT5'上流領域に結合する核タンパク質は構成的発現時にも機能し,何

らかの調節因子の関与で細胞特異的な大量発現を引き起こす機能を持ち合わせてい

るのではないだろうか.松岡らはトウモロコシのC4光合成遺伝子をC3植物である

イネに導入したところ,トウモロコシ内と同じくそのプロモータ,-が機能したこと

から,C4遺伝子のプロモーターに結合するトランス因子はC3植物にも存在するが,

C3植物の遺伝子にはC4特異的発現を行うためのシス因子が欠如しているために普

段はC4特異的発現が起こらないと推察している(92･　96).今後トウモロコシの

cAspAT遺伝子を単離し,その5･上流域中にキビのシス因子を組み込んだキメラ遺

伝子をトウモロコシに導入することにより,C4的発現が起こるかどうかを確認する

ことでこの仮説の真偽が明らかとなるであろう.より詳細なシス領域の解析は今後

の必須課題であるが,それとともにjn　y汗oでの発現解析も行う必要があり,トウ

モロコシ形質転換系の早期の開発が望まれる.

　なぜNAD-マリックエンザイム型C4植物はミトコンドリアをC4光合成回路に組

み込んできたのであろうか.C4光合成回路に組み込むことによりミトコンドリア

は様々な改変を受け,他の植物にはみられないユニークな特徴を備えるようになっ

た.　すなわち,(1)C4光合成酵素の多量蓄積,(2)トランスロケーターの発達,(3)

ミトコンドリア数の増大,(4)ミトコンドリア内膜構造の発達,(5)ミトコンドリア

を葉緑体が取り囲む配置をとることによるC02の効率的な移動,などが挙げられる.

これらの特傲は光合成細胞の分化の初期から起こるものであり,ミトコンドリア

と核,さらに葉緑体をも含んだ協調的な発現制御機構が存在することを示唆して
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いる.維管束鞘細胞ミトコンドリアを通過するC4光合成回路の一部は,リンゴ酸-

アスパラギン酸シャトルの逆方向の反応である.本来,リンゴ酸-アスパラギン酸

シャトルはサイトソルの解糖系で生じた還元力をミトコンドリアの電子伝達系に

受け渡す働きをしている.C4光合成回路では,この反応を逆方向に回すとともに

生じたリンゴ酸をNAD｡マリックエンザイムにより脱炭酸している.この経路では

使用される還元力はリサイクルされるので,正昧の還元力は必要としない.した

がってC3植物がもっていたリンゴ酸-アスパラギン酸シャトルの経路を借用し,さ

らにNAD-マリックエンザイムをミトコンドリアに配置させることによってC4光

合成経路をミトコンドリア中に導入してきたとも極言できよう.本研究で明らか

となったようにmAspATの酵素特性はC3桂物のAspATとも基本的には差が無く,

生体内で両方向の反応を行い得る.また,NAD.リンゴ酸デヒドロゲナーゼもC3

植物のものと基本的には良く似ている(27).一方,C4植物のNAD-マリックエンザ

イムは代謝産物による高度な活性調節を受ける(48).したがって,ミトコンドリア

ヘ新規のNAD-マリックエンザイムを導入することこそがNAD-マリックエンザイ

ム型C4植物が進化するうえでの重要なステップであったのではないか.しかしそ

れだけではなく他の酵素の大量発現系やミトコンドリアの膜系の発達も重要なス

テップであった.このような膜系の発達を分子生物学的手法を用いて解析するた

めの足掛かりとして,筆者はOMTに着目している.本論文ではOMTが葉組織特異

的に他の光合成遺伝子と協調して発現していることを記述したが,今後,0MTや

mAspATをモデルとしてタンパク質の機能分化や遺伝子発現に関してさらなる研

究を行っていく予定である.例えば,主としてC4光合成回路に組み込まれ,葉肉

細胞のものとは機能分化したC4型OMTが存在するのか,あるいは,光合成酵素系

と輸送系の遺伝子発現を統括するような機構が存在するのかといった興昧深い問

題が山積している.そして,両光合成細胞間および細胞内コンパートメント間の

物質の輸送を司るシステムや葉細胞中のオルガネラの配向性を決める因子,そし

て究極的には2種の光合成細胞へ分化させてクランツ構造を形成させる遺伝子に

関しての研究が進むことにより,植物細胞を成り立たせる高次な制御系に関する

理解が深まるであろう.
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