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 花きの消費拡大に向けて、高品質花きの創出が必要とされており、特に花持ちの良さへの消費

者の要望は高い。そこで、花きの品質保持技術の開発を目指し、花弁の老化制御機構に関する研

究を行った。本研究では、エチレンを介した花弁老化の器官間制御などを明らかにし、また、遺

伝子組換えにより花の寿命が延長した形質転換体を作出した。さらに、同様に重要な品質構成要

素の一つである花の大きさを含む形態の制御機構に関する解析を行い、花冠サイズの制御にサイ

トカイニンが関与していることを示した。また、花器官決定遺伝子の発現制御機構の解析を通し

て、DNAメチル化による新しい転写活性化機構を明らかにした。 

 

はじめに 

多くの植物では、花弁は授粉者を引き寄せる役割を果たしている。花弁は、受粉後あるいは受

粉しなくても一定期間の後に老化し取り除かれるが、この老化の過程は、植物種ごとに厳密に制

御されている。観賞の対象である花きでは、花持ちの良さが望まれており、効果的な品質保持技

術を開発するためには、花の老化機構の解明が欠かせない。また、花色などの制御機構に関して

は、多くの研究がなされてきたが、花の大きさ等の制御に関してはあまり理解が進んでいなかっ

た。そこで、本研究では、花弁の老化と花形を制御する分子機構に関する研究を行った。 

 

１．花弁の老化制御機構に関する研究 

カーネーションやペチュニア等の花きの老化には、

植物ホルモンの一つであるエチレンが重要な役割を

果たしている。本研究では、カーネーション切り花か

ら雌蕊を除去すると、花弁におけるエチレン生合成が

誘導されず萎れが起こらなくなることを見出し、雌蕊

が花弁の老化を直接制御していることを証明した（第

１図）1。また、カーネーション切り花における自己触

媒的エチレン生成は、高温処理によって抑制され、そ

れが主として ACC 合成酵素活性の阻害に因ることを

明らかにした 2。 

ペチュニアにおいて、エチレン情報伝達系因子であ

る EIN2ホモログ（PhEIN2）を単離し、花弁の老化が

著しく遅延する形質転換体を作出した（第２図）3。

PhEIN2 形質転換体のエチレン応答の解析から、EIN2

のエチレン情報伝達系における正の制御因子として

の役割を一般化した。また、エチレン感受性の低下が、

花の老化遅延に加え、不定根および根毛の形成阻害や、

第１図 カーネーションにおける花弁老

化の器官間制御 

カーネーションの自然老化時には、まず雌

蕊でのエチレン生成が何らかの因子によ

って誘導される。そのエチレンが花弁で受

容され、花弁における自己触媒的エチレン
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ストレス耐性の低下等、植物の生育において広範な影響を及ぼすことを明らかにした。  

 

 

 

花弁老化時に顕著なプログラム細胞死

の特徴を示すアサガオを用いて、花弁の

老化を制御する新規遺伝子の探索を行っ

た。花弁老化時に発現量が変化する遺伝

子群に関する組換え体を作出した結果、

機能未知の膜タンパク質をコードする

InPSR26 の発現抑制形質転換体では、花

弁の老化が早まり、プログラム細胞死の

促進が認められた 4。また、形質転換体の

花弁では、細胞質構成成分の分解作用で

あるオートファジー活性が抑制されてい

た。これらの結果から、InPSR26 がオー

トファジーの制御を介して花弁老化時のプログラム細胞死の進行に関与していることを明らか

にし、花弁の老化制御機構に関する新たなモデルを提案した（第３図）5。 

 

２．花の形態制御機構に関する研究 

ペチュニアにおいて、アグロバクテリウム由来

のサイトカイニン生合成系酵素遺伝子（ipt）を、

シロイヌナズナのAPETALA3プロモーターを用い

て花器官特異的に発現させた結果、花冠のサイズ

が拡大した（第４図）。これにより、花冠のサイ

ズの制御にサイトカイニンが関与していること

が示唆された 6。 

一方、ペチュニアの pMADS3は、雄蕊および雌

蕊の形成に関与するクラス C 遺伝子であり、

pMADS3の発現が抑制されると花弁が八重化する

ことが知られている。本研究では、pMADS3の発

現抑制に関与する制御配列（シス・エレメント）

を見出した。また、この解析を通して、DNA メ

野生型 AP3::ipt

第４図 ipt 遺伝子導入によるペチュニア花冠

サイズの拡大  

第２図 PhEIN2 発現抑制形質転

換ペチュニアにおける花弁老化の

抑制  

受粉後２日目の野生型ペチュニア

（左）と、受粉後８日目のPhEIN2 

発現抑制形質転換体（右）。形質転

換体では、受粉により子房が成長し

た後も、花弁の萎れは認められな

い。 

第３図 アサガオ花弁老化時におけるPCDのモデル  

花弁の老化時にオートファジーが誘導される。InPSR26

はオートファジーの制御に関与しており、オートファジー

が抑制されると早成な細胞死が起こる。  
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チル化が遺伝子のサイレンシングだけでなく、転写の活性化にも関与するという、新たな遺伝子

発現制御機構を発見した（第５図）7。さらに、DNA メチル化により改変された形質は、導入遺

伝子が分離した後代でも維持されたことから、導入遺伝子を内包しない形質転換体の作出が可能

であることを示した。 
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おわりに 

 花弁の老化にエチレンが関与している花きでは、エチレンの作用を薬剤または遺伝子組換えに

より阻害することで、花弁の老化を遅らせることができる。しかし、有効な品質保持技術が確立

されていない花きも多い。花弁老化の制御機構を解明し、花きの効果的な品質保持技術の開発に

つなげたいと考えている。花には、色や形、開花など、変異を識別しやすい形質や現象が凝縮さ

れている。これらに関する研究からは、例えば、RNAi の原理など、植物科学にとどまらず、生

物学においても重要な発見がなされてきた 8。今後も、基礎科学的な視点を持ちながら、実用的

な技術開発を進めていきたい。 
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第５図 DNAメチル化による転写活性化  

pMADS3 の転写制御配列中のシトシンが siRNAを介してメチル化されると、 pMADS3 の花

弁での異所的な転写が活性化され、花弁の雄蕊化が誘導される。  
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