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In the canonical strigolactone (SL) biosynthesis, the ring-closing reaction of carlactonoic acid (CLA) and subsequent modiﬁcation of the Aand B-ring are thought to generate structurally diverse SLs. It was found that VuCYP722C and SlCYP722C in cowpea and tomato, respectively,
are involved in the direct conversion of CLA to orobanchol without passing through 4-deoxyorobanchol. Knocking out this gene in tomato resulted in no detection of canonical SLs in root exudates, whereas the knockout plants did not show the branching phenotypes, suggesting that an active hormone that inhibits shoot branching is derived from non-canonical SLs. The study also revealed that GaCYP722C of cotton catalyzes the
conversion of CLA to 5-deoxystrigol (5DS). Therefore, members of CYP722C subfamily, which is widely conserved in dicot plants, are key enzymes involved in the canonical SL biosynthesis. Additionally, the enzymes responsible for the structural diversiﬁcation of canonical SLs in sorghum were investigated, and SbCYP728B35 was identiﬁed as sorgomol synthase that introduces a hydroxy group at C-9 of 5DS. These results
indicate that cytochrome P450 is deeply involved in the canonical SL biosynthesis and reveal a part of the structural diversiﬁcation mechanism in
SL biosynthesis.

はじめに

合成遺伝子が同定された．すなわち，鉄キレート型タンパ

ストリゴラクトン（strigolactone ; SL）は，ハマウ

ク質 D27 が，all-trans-β-カロテンを 9-cis-β-カロテンへ異

ツ ボ 科 に 属 す る ス ト ラ イ ガ（Striga spp.）
，オロバンキ

性化し，それを基質としてカロテノイド酸化開裂酵素であ

（Orobanche spp.）およびフェリパンキ（Phelipanche spp.）

る CCD7 と CCD8 による連続的な酸化開裂により，carlac-

などの根寄生雑草種子の発芽刺激物質として同定された一

tone（CL）と名付けられた生合成中間体が合成されること

連の構造類縁体の総称である．なぜ植物が自身に不利益と

が示された（Alder et al. 2012 ; Seto et al. 2014）．さらに CL

なる根寄生雑草の発芽刺激物質を生産・分泌するのかにつ

は，シロイヌナズナの枝分かれ過剰変異体 max1 の原因遺

いては長年にわたり謎であったが，2005 年に，SL が多く

伝子がコードするシトクロム P450 の CYP711A や，イネ

の陸上植物と共生し，植物の栄養状態を改善するアーバス

の同サブファミリーにより，carlactonoic acid（CLA）に変

キュラー菌根菌の菌糸分岐を誘導するブランチングファク

換されることが明らかになった（Abe et al. 2014 ; Zhang et

ターであることが示された（Akiyama et al. 2005）．すなわ

al. 2014）
（図 1）
．この CL から CLA への変換は，さまざ

ち根寄生雑草は，植物がアーバスキュラー菌根菌との共生

まな植物の CYP711A サブファミリーの共通の機能である

促進のために分泌する SL を，宿主が近傍にいることを検

ことが示されており，CL や CLA が SL 生合成の中間体と

出するためのシグナルとして巧みに利用している．さらに，

なることが明らかとなっている（Yoneyama et al. 2018）．

2008 年には SL は植物の枝分かれを抑制する内生の植物ホ

研究の初期から知られてきた SL の構造は，六員環（A 環）

ルモン様の活性を有することが見いだされ（Gomez-Roldan

と五員環（B 環）およびラクトン（C 環）からなる三環性

et al. 2008 ; Umehara et al. 2008）
，SL は植物の生長と発達

の母核（ABC 環）にメチルブテノライド（D 環）がエノー

に重要であり，根圏でも周囲の生物に作用する多機能な分

ルエーテルを介して結合した基本骨格を有し，今日では典

子群であることが明らかとなった．以前から SL はカロテ

型的 SL と呼ばれる．典型的 SL には，C 環の立体配置が α

ノイドに由来する分子であることが示唆されていたが，植

配置と β 配置のものが存在し，それぞれ orobanchol-type，

物ホルモンとしての機能解明を契機に SL 研究が飛躍的に

strigol-type と分類される（図 1）．さらに，A 環や B 環へ

進展し，β カロテンから SL 生合成中間体に至る一連の生

の様々な化学修飾によって構造多様性がもたらされてい

-
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る．典型的 SL の生合成経路では，BC 環の形成と，A/B

レオマー ent-2'-epi-orobanchol をほぼ 1 : 1 の比で生成した．

環の化学修飾を担う酵素遺伝子の同定が重要な課題であっ

さ ら に， 酵 素 反 応 生 成 物 に は 反 応 中 間 体 と し て 18-hy-

た．著者は，約 5 年前から，CLA より下流で働く典型的

droxy-CLA も含まれていた（図 2A）
．

SL 生合成に関与する新規生合成遺伝子の同定を目指した

次に植物体におけるこれらの酵素機能を確かめるため，

研究を行い，シトクロム P450 が重要な役割を果たすこと

トマトにおいて CRISPR/Cas9 によるゲノム編集で SlCY-

を明らかにした．
本稿では，
新規生合成遺伝子の同定に至っ

P722C 遺伝子をノックアウトした植物体（SlCYP722C-KO

た典型的 SL 生合成研究について紹介したい．

体）を作出し，SL 生産への影響を調べた．その結果，Sl-

1.

Orobanchol 合成に関与する CYP722C の発見
CLA より下流の典型的 SL の生合成経路は，oroban-

CYP722C-KO 体の水耕液中には orobanchol が検出されず，
代わって SlCYP722C の基質となる CLA の蓄積が確認され

chol type SL を生産するジャポニカ種のイネ（Oryza sativa）

た（図 2B）．これらのことから，CLA の orobanchol への

で初めて明らかにされた．イネの CYP711A サブファミリー

直接的な変換に関与する SlCYP722C の機能が証明された

のうち，OsCYP711A2/Os900 は，CL から CLA を経由して

（Wakabayashi et al. 2019）．一方，in vitro 酵素反応試験で見

典型的 SL である 4-deoxyorobanchol（4DO）までの変換を

られた生成物の ent-2'-epi-orobanchol については，ササゲ

触媒すること，および，OsCYP711A3/Os1400 が 4DO の 4

やトマトからは検出されていない．典型的 SL の BC 環形

位炭素の水酸化を触媒し orobanchol を生成することが示さ

成 機 構 に つ い て は，CLA の 18 位 炭 素 の 水 酸 化 に よ る

れた（Zhang et al. 2014）
（図 1）
．CYP711A サブファミリー

18-hydroxy-CLA の生成とそれに続く環化のモデルが考え

は植物界に広く存在しており，その機能の多様性と典型的

られてきた．すなわち，18-hydroxy-CLA のプロトン化に

SL 生合成との関係性が注目されてきた．しかし，種子植

よって環化反応が開始され，4DO や 5-deoxystrigol（5DS）

物で CL や CLA から BC 環形成を伴い典型的 SL への合成

が合成されるモデルが考案されている（図 2C）．著者は，

を触媒する同サブファミリーはイネ以外では同定されてい

VuCYP722C および SlCYP722C が関与する orobanchol 合成

-

ない．したがって，CYP711A サブファミリー以外に典型

では，これらの酵素が CLA の 18 位炭素を 2 段階酸化して

的 SL 生合成に関与する植物界に広く存在する酵素遺伝子

いると考えている．CLA は 18-hydroxy-CLA を経由しアル

があると考えられた．

デヒドである 18-oxo-CLA に変換され，その後の 18-oxo-

著者らの研究グループでは，イネと同様に orobanchol を

CLA の自発的な環化により BC 環が形成されると考えら

生産するいくつかの植物（マメ科のササゲ（Vigna unguic-

れる．In vitro 酵素反応系では，BC 環形成の際に，立体制

ulata）
，アカクローバー，エンドウ，ナス科のアカピーマン）

御されないまま環が形成されるため，C 環の立体が異なる

において，植物体に投与した CLA が orobanchol へと変換

orobanchol と ent-2'-epi-orobanchol が生成したと予想され

される一方で，4DO の投与では orobanchol が生成されな

る（図 2C）．立体選択的な BC 環形成を伴う orobanchol 生

い こ と を 見 い だ し て い た（Iseki et al. 2018 ; Ueno et al.

合成を in vitro で再現するためには，例えば，VuCYP722C

2018）．さらに，著者は，ササゲにおけるこの変換がシト

および SlCYP722C と協調して働き orobanchol のみを環化

クロム P450 の阻害剤である uniconazole-P によって阻害さ

生成物とする因子の存在が想定されるが，まずはこれらの

れることを見いだした
（Wakabayashi et al. 2019）
．すなわち，

CYP722C についてより詳細な生化学的特性の検証が必要

これらの植物種には，イネとは異なり，4DO を経由しな

であると考えている．

い CLA から直接 orobanchol を合成する生合成経路が備わっ

2.

トマトにおける典型的 SL の生理的役割

ており，この経路にはシトクロム P450 が関与することが

上 記 の 通 り， 著 者 ら が 作 出 し た ト マ ト の SlCY-

示唆された．そこで，SL 生産量が異なるいくつかの条件

P722C-KO 体は，典型的 SL 生合成能を喪失している．そ

で栽培したササゲの根の RNA-seq データを用いた遺伝子

こで，SlCYP722C-KO 体についてさらなる解析を行った．

共発現解析を実施し，CLA から orobanchol への変換に関

水耕栽培した SlCYP722C-KO 体の水耕液を，根寄生雑草

与するシトクロム P450 遺伝子を探索した．解析の結果，

種子に対する発芽試験に供したところ，Striga hermonthi-

既知の SL 生合成遺伝子と共発現する機能未知遺伝子の

ca，Orobanche crenata，そして実際にトマトに農業的被害

VuCYP722C を見いだした．さらに，orobanchol を生産する

を及ぼしている Phelipanche aegyptiaca の発芽刺激活性が

トマト（Solanum lycopericum）におけるオーソログ SlCY-

大幅に低下した（図 3A）．これは，SlCYP722C-KO 体が主

P722C についても機能解析を行った．候補遺伝子について

に分泌する CLA の根寄生雑草に対する発芽刺激活性が，

昆虫細胞発現系を用いて組換えタンパク質として異種発現

典型的 SL と比較し大幅に低いためと考えられる．実際に，

させ，in vitro 酵素反応試験を行った結果，VuCYP722C と

CLA の O. minor に 対 す る 発 芽 刺 激 活 性 は， 合 成 SL の

SlCYP722C はどちらも CLA を基質として，orobanchol お

GR24 と比較し 1/100 程度であると報告されている（Abe

よび C 環の立体配置が orobanchol とは逆向きのジアステ

et al. 2014）
．また，ABC 環を持たない非典型的 SL は典型
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SL 生合成経路の概略図．

的 SL と比較し，
構造安定性が低いとされている（Yoneyama

その酵素機能を解析した．組換え GaCYP722C タンパク質

et al. 2020）．そのため，典型的 SL は土壌中へより安定し

を 用 い た in vitro 酵 素 反 応 試 験 の 結 果，GaCYP722C は

た構造で分泌されるために生合成され，根圏シグナル物質

CLA から 5DS への変換を触媒し，この際，反応液中から

として植物─微生物間および植物─植物間のコミュニケー

4DO は 検 出 さ れ な か っ た（ 図 4）． し た が っ て，GaCY-

ションに関与している可能性が考えられる．
一方，SlCYP722C-KO 体の地上部表現型に着目すると，

P722C は，VuCYP722C や SlCYP722C とは異なり，in vitro
において立体選択的な BC 環形成を触媒することが明らか

大変興味深いことに，SlCYP722C-KO 体と野生型で顕著な

となった（Wakabayashi et al. 2020）
．この時，残念ながら

違いは認められなかった（図 3B）
．このことは，トマトの

著者らは，遺伝子ノックアウトによるワタ植物体での

枝分かれ制御に典型的 SL が必須ではないことを示してお

GaCYP722C 機能を調べることができなかったが，同時期

り，枝分かれ抑制ホルモンの活性本体は，非典型的 SL に

に 5DS を生産するミヤコグサ（Lotus japonicus）の LjCY-

由来する分子であると強く示唆された．

P722C 遺伝子の変異体（dsd 変異体）において，5DS が欠

3.

Strigol-type SL 生産性植物の CYP722C サブファ
ミリーの機能

損していることが明らかにされた（Mori et al. 2020）
．これ
に 加 え て， 最 近，LjCYP722C と ワ イ ル ド ス ト ロ ベ リ ー

Orobanchol 生合成に関与するシトクロム P450 として同

（Fragaria vesca） の FvCYP722C が CLA か ら 5DS へ の 変

定した CYP722C サブファミリーであるが，同サブファミ

換を触媒することが報告された（Wu et al. 2021）
．これら

リーは双子葉植物に広く保存されている．このことから，

のことから，5DS を生産する植物の CYP722C サブファミ

CYP722C サ ブ フ ァ ミ リ ー は orobanchol だ け で な く，

リーには，CLA から 5DS への変換を触媒する機能が保存

strigol-type の典型的 SL 生合成にも関与しているのではな

されていることが強く示唆された．

いかと考えられた．そこで，strigol-type の 5DS を生産す
るワタの一種 Gossypium arboreum の GaCYP722C に着目し，

以上のことから，CYP722C サブファミリーは，orobanchol-type または strigol-type どちらにおいても，双子葉植
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図 2 ササゲおよびトマトの VuCYP722C，SlCYP722C の機能解析．A, 組替えタンパク質を用いた in vitro 酵素反応
試験の結果．B, SlCYP722C-KO 体水耕液中に含まれる SL の LC-MS/MS による分析結果．C, BC 環形成機構のモデル．

図 3 トマトにおける SlCYP722 欠損が及ぼす影響．A, SlCYP722C-KO 体水耕液の根寄生雑草に対する発芽誘導活性．
Error bars = SE (n = 3), P < 0.05, Tukey-Kramer test．B, SlCYP722C-KO 体 地 上 部 表 現 型 の 比 較．Error bars=SE (n=5),
P<0.05, Tukey-Kramer test．
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組替え GaCYP722C タンパク質を用いた in vitro 酵素反応試験の結果．

物における典型的 SL 生合成の鍵酵素であると考えられる．

発現解析の結果，リン欠乏条件下でいくつかのシトクロム

CYP722C サブファミリー間での触媒活性の違いは，触媒

P450 遺伝子の発現量が上昇していたが，まず，最も発現

部位のアミノ酸残基やタンパク質構造ドメインのコンフォ

量 が 上 昇 し て い た CYP728B サ ブ フ ァ ミ リ ー に 属 す る

メーションの違いに起因していると思われる．構造生物学

SbCYP728B1 と SbCYP728B35 に着目し解析を進めた．大

的なアプローチにより，典型的 SL 生合成における C 環立

腸菌発現系で組替えタンパク質を調製し，in vitro 酵素反

体配置の制御機構が明らかになることが期待される．

応試験を行った結果，幸運なことに，これらの組替えタン

4.

5DS を水酸化するシトクロム P450 の同定

パク質が 5DS から sorgomol への変換を触媒する活性を有

著者らは上記の研究と同時に，SL の構造多様化機

していた．さらに，SbCYP728B35 は SbCYP728B1 と比較

構の理解を深めるために，典型的 SL の A 環の化学修飾を

し約 770 倍高い酵素活性を示し，SbCYP728B35 が sorgo-

担う酵素の探索も行ってきた．研究開始時点で，典型的

mol 合成酵素と示唆された（図 5A, B）．また，ソルガム植

SL の基本骨格である 4DO/5DS を化学修飾する酵素は，

物体に 5DS 立体異性体を投与した場合，5DS と，5DS と

4DO か ら orobanchol を 生 成 す る イ ネ の OsCYP711A3/

は D 環の立体が逆向きの 2’-epi-5DS が sorgomol 異性体へ

Os1400 のみが明らかにされていた．そこで，著者らは

と変換される．そこで，4 種の 5DS 立体異性体に対する基

5DS の化学修飾を担う酵素の同定を目指し，ソルガムを実

質特異性を調べたところ，投与実験の結果と一致して，

験材料として研究を進めた．ソルガムは 5DS と，5DS の

SbCYP728B35 は 5DS と 2’-epi-5DS を基質とすることが明

9 位炭素に水酸基が導入された sorgomol を生産する．以前

らかになった（図 5C）．さらに，sorgomol を生産しないソ

に，著者らの研究グループでは，5DS から sorgomol への

ルガム品種 Abu70 では，SbCYP728B35 遺伝子発現が確認

変換が uniconazole-P によって阻害され，この変換にシト

されず，
sorgomol 生産へのこの遺伝子の重要性が示された．

クロム P450 が関与することを示していた（Motonami et al.

これらのことから，5DS 水酸化酵素として初めて SbCY-

2013）
．そこでまず，5DS の 9 位炭素の水酸化に CYP711A

P728B35 を sorgomol 合成酵素と同定した（Wakabayashi et

が関与するかを調べることとした．ソルガムゲノム中には

al. 2021）
．

4 つ の CYP711A 遺 伝 子 が 存 在 す る（SbCYP711A31/ Sb-

おわりに

MAX1a, SbCYP711A18/SbMAX1b, SbCYP711A19/SbMAX1c,

以上のように，著者は双子葉植物の典型的 SL 生合

SbCYP711A13/SbMAX1d）
．大腸菌発現系を用いてこれらを

成の鍵となる CYP722C サブファミリーおよび，ソルガム

組替えタンパク質として異種発現させ，in vitro 酵素反応

の 5DS 水 酸 化 酵 素 で あ る sorgomol 合 成 酵 素，SbCY-

試験を行ったが，いずれも 5DS から sorgomol への変換を

P728B35 を同定し，SL 生合成における重要な知見を得る

触媒せず，CYP711A サブファミリーは sorgomol の変換に

ことができた．特に，SlCYP722C-KO 体の解析により，枝

関与しないと考えられた．次に，
新たな候補を得るために，

分かれ抑制ホルモンが非典型的 SL であると示唆されたこ

SL 生産が高まるリン欠乏条件下で，遺伝子発現が上昇す

とは，未同定の活性本体の探索を行う上で極めて重要であ

るシトクロム P450 遺伝子を RNA seq 解析により探索した．

る．最近，新規な BC 環形成機構として，ソルガムの硫酸

-
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図 5 ソルガムの CYP728B サブファミリーの機能解析．A, 組替えタンパク質を用いた in vitro 酵素反応試験の結果．B,
SbCYP728B サブファミリーの sorgomol 合成酵素活性比較．C, SbCYP728B35 の 5DS 立体異性体に対する基質特異性
の解析．Error bars=SE（n=3），P<0.05, Tukey-Kramer test．

転移酵素 LOW GERMINATION STIMULANT 1（LGS1）が

欠であった合成 SL 化合物をご提供していただき，多くの

18-hydroxy-CLA の硫酸化を触媒し，その後硫酸基が脱離

ご助言を頂きましたこと，心より感謝申し上げます．また，

することで，酵素非依存的に BC 環の形成が進行し 5DS

大阪府立大学（現大阪公立大学）の岡澤敦司先生には奨励

と 4DO が 共 に 生 成 さ れ る こ と が 示 さ れ た（Wu and Li

賞にご推薦くださったことを深く感謝いたします．本研究

2021 ; Yoda et al. 2021）
．このように，典型的 SL の BC 環

の実施にあたっては，多くの先生方のご指導，共同研究者

形成機構は徐々に明らかになってきている．一方、非典型

のご支援ならびに，研究室のメンバーの協力を賜りました．

的 SL の生合成機構に関する知見は未だ乏しい。現在まで

多くの方々の力なくしてはこのような成果は得られません

に，30 種類程度の SL が単離・構造決定されているが，植

でした．お世話になった皆様に心より感謝申し上げます．

物がこのような多様な SL を生産・分泌している理由や，
個々の SL 分子の生理機能の多くは未解明である．著者自
身は今後，さらに SL 生合成研究を発展させて生合成機構
の理解を深め，個々の分子を欠損，あるいは増大させるこ
とによる SL プロファイルの制御を目指している．このよ
うなアプローチは，SL 機能の追求に大きく貢献するほか，
根寄生雑草の防除やアーバスキュラー菌根菌の共生促進な
どの農業への応用の展望を可能とする．本受賞を励みに，
本分野の発展に貢献できるよう，より一層精進していきた
い．
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