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光合成促進活性を有する N-アリルグリシンによって
誘起される植物生長促進とその機構
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N-Allylglycine and choline chloride are known to promote photosynthesis of wheat protoplasts. To clarify whether N-allylglycine promotes
plant growth, Arabidopsis thaliana was grown in a medium containing N-allylglycine. Dry weight of Arabidopsis thaliana was increased about
1.2-fold by treatment of N-allylglycine and choline chloride. N-Allylglycine also increased the dry weight of Brassica rapa by about 1.4 times.
To examine the mechanism of growth promotion by N-allylglycine, Brassica rapa genes whose expression was altered by treatment with N-allylglycine and choline chloride were examined by RNAseq analysis. The transcriptome analysis revealed that treatment with N-allylglycine and
choline chloride commonly up-regulated the expression of genes encoding proteins in the photosystem. These results suggest that the growth promotion by N-allylglycine and choline chloride may be due to the activation of photosystem II.

1.

はじめに

の特異的な阻害剤を用いて光合成量を増加させることをめ

30 年以上前，筆者らは光呼吸阻害剤を用いて光合

ざして，光呼吸経路の中間代謝産物の類縁体を中心とした

成を促進させるという目標をたてて研究を開始した．植物

化合物を合成し，光呼吸に与える影響を調べてみた．その

は，
光化学系によって産生される ATP や NADPH を用いて，

結果，アミノアセトニトリルやアミノメタンスルホン酸，

カルビンーベンソン回路で CO2 を固定し糖を合成する．

ビニルグリシン等が光呼吸だけを特異的に阻害することを

この反応はリブロース 1,5 ビスリン酸カルボキシラーゼ /

見いだした（Cho et al. 1983 ; Cho et al. 1987）．そこで，こ

オキシゲナーゼ（RubisCO）の触媒活性によって CO2 とリ

れら光呼吸阻害剤を実際の植物に処理することで見かけの

ブロースビスリン酸（RuBP）が反応し二分子のホスホグ

光合成が促進されるかどうかを調べたところ，これら全て

リセリン酸（PGA）を生じる反応から開始される．ところ

の阻害剤が植物の光呼吸と共に光合成も強く阻害すること

-

が，
この RubisCO は光照射下において RuBP の酸化反応（オ

が明らかになった（Cho et al. 1985）．さらに，この光合成

キシゲナーゼ反応）も触媒することができ，これにより

阻害活性は各化合物の光呼吸阻害活性の強さと比例してい

RuBP は O2 と反応し 2-ホスホグリコール酸となり，加水

たことから，植物の光呼吸経路を化学的に阻害すると，光

分解されグリコール酸になったあと，ATP と NADPH を消

合成の活性も減少することが示唆された．

費しながらいくつかの酵素反応を経て CO2 が生じる．こ

そこで，植物の光合成を直接的に促進する化合物を探索

の過程は光呼吸と呼ばれ，光呼吸により光合成の電子伝達

するために，酸素電極と小麦プロトプラストを用いた簡便

系で生じる ATP と NADPH の一部を消費し，RuBP を分解

な光合成検定系を新たに構築し，光合成促進活性を有する

することになる（鈴木 2019）
．このことは，光呼吸を阻害

化合物のスクリーニングを行った．多くの化合物をスク

することができれば，見かけの光合成量を増加させること

リーニングしたところ，四級アンモニウム塩である塩化コ

が可能であることを示唆する．そこで，筆者らは，光呼吸

リンおよびその類縁体であるアリルコリンやベンジルコリ
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上昇させることが示された（Hyeon et al. 1988b）
．そこで，

生育させ，シュートと根の乾燥重量を別々に測定した．そ
の結果，シュートにおいては N-アリルグリシンの濃度 1

塩化コリンを様々な植物に葉面散布処理や灌注処理したと

µM から生長促進が認められ 10 µM で最大の生長促進を示

ころ，植物体においても光合成の促進が観測され，甘藷や
蔬菜類などにおいては乾物重量が 10〜20% 増加した（竹

し た 後，50 µM の 濃 度 ま で 生 長 促 進 が 認 め ら れ た（ 図
3A）
．また，根においても N-アリルグリシンの濃度 1 µM

内ら 1990）．このような実験結果から，塩化コリンや酢酸

から生長促進が認められ 10 µM で最大の生長促進を示し

コリンは植物生長促進剤として農薬登録されることにな

た後，濃度の上昇と共に徐々に生長促進活性は弱まるもの

り，
現在ではサンキャッチやハイタック，
モーニングフレッ

の，50 µM の濃度まで生長促進が認められた（図 3B）．ま

シュという商品名で一般販売されている．
N-アリルグリシンは光呼吸経路のグリシンからセリン

た，同様な濃度依存性実験を塩化コリンについても行った

への変換部位を阻害するアンタゴニスト候補として合成さ

認められ，最大活性濃度も 10 µM 付近であることが示さ

れた（図 1）．N-アリルグリシンは光呼吸の阻害活性を持

れた．以上のことから，N-アリルグリシンは塩化コリン

たないことが示されたので，小麦プロトプラストに処理し

と同様に，シロイヌナズナの生長を促進することが明らか

たところ，
光合成を約 10% 促進することがわかった（Hyeon
et al. 1988a）．しかし，N-アリルグリシンが実際に植物の

になった．
3. アブラナ科植物である尾上菜の生長に与える N-

生長を促進するのかについては知見が得られていない．
今回筆者らは，光合成促進活性を有する N-アリルグリ

アリルグリシンの効果
N-アリルグリシンがシロイヌナズナの生長を促進する

シンをモデル植物であるシロイヌナズナや滋賀県長浜市で

ことが認められたことから，次に N-アリルグリシンによ

古くから栽培されているアブラナ科野菜である尾上菜に処

る生長促進がシロイヌナズナに限定されるのかを調べた．

理することで，生育促進効果が認められるのかどうか，ま

尾上菜は滋賀県長浜市湖北町の尾上地区で古くから栽培さ

た，生育促進活性が認められるならその機構はどのような

れてきた伝統野菜であり，葉が倒卵形で二重鋸歯があり，

ものなのかについて検討を行ったので，紹介したい．
2. シロイヌナズナの生長に与える N-アリルグリシ

葉の大きさが 15 cm 程度の冬季一年草である．我々は，こ

ンの効果
N-アリルグリシンがモデル植物であるシロイヌナズナ

ところ，その生長促進活性は 1 µM から 50 µM の範囲内で

の尾上菜のブランド化に向けた研究を進めており，これま
でに尾上菜は Brassica rapa に分類され，花粉側因子であ
る SP11 と雌蕊側因子である SRK の配列多様性によって制

の生長に影響を与えるかどうかを調べるために，シロイヌ
ナズナ（Arabidopsis thaliana）Col-0 エコタイプの種子を

御される自家不和合性を示すことを明らかにした．
そこで，

N-アリルグリシンまたは塩化コリンを 6 µM となるように

と共に，優良形質を示す株を選抜し，つぼみ受粉によって

加えた 1% スクロース含有 1/2MS 培地に播種し，23°C，16

自家不和合性を打破することで自殖を繰り返し，ニアアイ

これら尾上菜の完全閉鎖型植物工場での栽培法を確立する

時間明期，8 時間暗期に設定した人工気象器で 10 日間生

ソジェニックラインを 3 株構築した．このようにして得ら

育させた（図 2A）
．このように生育させた植物体を地上部

れた株を他殖することで，F1 ハイブリッドを作製したと

（シュート）と地下部（根）に分けて乾燥重量を測定した
ところ，シュートの乾燥重量はコントロールに比べて N-

ころ，親株の約 2.5 倍の生育を示す形質が均一な F1 ハイ

アリルグリシン処理では 1.10 倍，塩化コリン処理では 1.25

そこで次に，植物工場の栽培溶液に N-アリルグリシン

倍に増加していた（図 2B）
．また，根の乾燥重量は，コン

と塩化コリンを添加して，生長促進が認められるかどうか

トロールに比べ，N アリルグリシン処理で 1.09 倍，塩化

を調べた．水耕栽培用の OAT ハウス A 処方溶液を浸した

コリン処理では 1.13 倍に増加していた（図 2C）．このと

濾紙に滅菌した尾上菜種子を播種し，23°C，16 時間明期，

-

ブリッドを作製することに成功した．

きの光合成活性についても調べたところ，N アリルグリ

8 時間暗期で 1 週間生育させたものを，6 µM となるよう

シンと塩化コリン処理のどちらでも光合成が約 10% 促進

に N-アリルグリシンまたは塩化コリンを添加した OAT ハ

していた．以上のことから，N-アリルグリシンは塩化コ

ウス A 処方溶液に移植し，23°C，16 時間明期，8 時間暗

リンと同様にシロイヌナズナの光合成活性を増大させ，

期で生育させた．3 週間後に，シュート部分を刈り取りそ
の乾燥重量を測定したところ，コントロールに比べ N-ア

-

シュートと根の生長も促進することが示された．
次に，N-アリルグリシンと塩化コリンの濃度依存的な

リルグリシン処理で約 1.44 倍，塩化コリン処理で 1.47 倍

シロイヌナズナ生長促進について調べた．N-アリルグリ

に増加していた（図 4）
．このことから，N-アリルグリシ

シンを 1 µM から 40 µM の範囲で添加した 1% スクロース

ンと塩化コリンは尾上菜の生長を約 40〜50% 促進するこ

含有 1/2MS 培地にシロイヌナズナ種子を播種し，23°C，

とが明らかになった．

16 時間明期，8 時間暗期に設定した人工気象器で 10 日間
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リシンと塩化コリンを処理して共通して発現変動する遺伝
子 に つ い て RNAseq 解 析 で 調 べ る こ と に し た． ま ず，
RNAseq データのアッセンブルに使用するため，次世代
シーケンサーを用いた尾上菜の全ゲノム配列決定を試みた
図1

N-アリルグリシンの化学構造

ところ，Read 数 566,507,810 個，総塩基数 54,976,171,500
塩基の配列データが得られた．そこで，配列解析により得
られた全てのリードを Supernova（バージョン 2.0.0）で

4.

N-アリルグリシン及び塩化コリンによる生育促進

Pseudohap1（ph.1），Pseudohap2（ph.2），Pseudohap1 と 2

の機構解析

を複合させた Megabubbles（mb）の 3 つのパターンでアッ

N-アリルグリシンと塩化コリンによる生育促進がシロ

センブルを行なった．得られたアッセンブルデータを

イヌナズナより尾上菜でより強く認められたことから，こ

BUSCO で評価したところ，ph.2 では core gene のヒット数

れら化合物による生長促進の機構について尾上菜を用いて

が 97.9% と最も高いことが示された．そこで，ph.2 のアッ

調べることにした．N-アリルグリシンと塩化コリンによ

センブルデータに含まれる遺伝子の解析を BRAKER2 に

る生育促進は同程度の濃度で誘導され，その生育促進の程

より行なったところ，尾上菜のゲノムは 423 Mbp で構成

度も同じであることから，その生育促進は同じ機構で誘導
されていると考えられる．そこで，尾上菜に N-アリルグ

され，ミトコンドリアと葉緑体を含む 68,408 個の遺伝子
が存在すると推定された．また，予測された遺伝子の平均

図 2 N-アリルグリシンと塩化コリンによるシロイヌナズナの生育促進
A. 1/2MS 培地に 6 µM N-アリルグリシンと 6 µM 塩化コリンを加え 10 日間生育させたときのシロイヌナズナの写真
を示す．B. 10 日間生育させたシロイヌナズナのシュートの乾燥重量を示す．エラーバーは標準偏差を示し，＊は
T.TEST（p < 0.05）により有意な差があったことを示す．C. 10 日間生育させたシロイヌナズナの根の乾燥重量を示す．
エラーバーは標準偏差を示し，＊は T.TEST（p < 0.05）により有意な差があったことを示す．
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図 4 N-アリルグリシンと塩化コリンによる尾上菜の生育
促進． 6 µM の N-アリルグリシンと塩化コリンを含む培
地で 3 週間生育させた尾上菜の乾燥重量を示す．エラー
バーは標準偏差を示し，＊は T.TEST（p < 0.05）により有
意な差があったことを示す．

図 3 N-アリルグリシンによるシュート（A）と根（B）
の濃度依存的な乾物重量の増加
エラーバーは標準偏差を示す．

遺伝子長は 1,648 bp，平均 cds 長が 1,009 bp，平均エキソ
ン数 4 個，平均エキソン長 232 bp であることも示された．
このようにして尾上菜の全ゲノムが解析できたので，尾
上菜を完全閉鎖型植物工場で 23°C，24 時間明所で 1 週間
生育させた後，N-アリルグリシンまたは塩化コリンを

図 5 N-アリルグリシンまたは塩化コリンによって 3 倍以
上発現が上昇した遺伝子

6 µM になるように加えた水耕栽培養液に移植し，0，3，6
日目の第 3 葉から total RNA を抽出し，150 bp ペアエンド

現が上昇した遺伝子は 37 個，塩化コリン処理によって発

で RNAseq 解析を行った．得られた配列データを尾上菜全
ゲノム配列に対してアセンブルし，各遺伝子のカウント数

現が上昇した遺伝子は 125 個であり，共通して発現上昇し
た遺伝子は 19 個であった（図 5）．これら N-アリルグリ

を得た．各処理 2 個体のカウントを平均した値が 20 未満

シン処理と塩化コリン処理によって共通して発現変動する

のものを除去し，各遺伝子の発現量の変動を確認した．
その結果，3 日目に N-アリルグリシン処理によって発

遺伝子には，葉緑体で機能する転写因子をコードする遺伝
子が多く含まれていた．一方，6 日目に N-アリルグリシ
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ン処理によって発現が上昇する遺伝子は 111 個，塩化コリ

グリシンがコムギプロトプラストの光合成だけでなく，シ

ン処理によって発現が上昇する遺伝子は 129 個であり，こ

ロイヌナズナと尾上菜の生育も促進することを明らかにで

のうち共通して発現上昇した遺伝子は 45 個であった（図

きたことは，今後の新規成長調節剤の開発においても意義

5）
．この共通して発現が上昇している遺伝子の中には，集
光に関するタンパク質や光化学系 II を構成するタンパク

は大きいものと考える．また，今回の RNAseq 解析によっ
て N-アリルグリシンや塩化コリン処理によって光化学系

質，光電子伝達に関与するタンパク質をコードしている遺

を形成するタンパク質をコードする遺伝子の発現が誘導さ

伝子が多く含まれていた．
N-アリルグリシンや塩化コリンを処理した尾上菜にお

れることが明らかになったことからも，古い研究結果が実

けるトランスクリプトーム解析で，比較的少数の遺伝子が

ては，発現が減少する遺伝子の解析やクラスタリング解析，

発現上昇することが示された．特に，N アリルグリシン

オントロジー解析などはまだ行っていない．今後，N-ア

処理によって発現が上昇する遺伝子の多くは塩化コリン処

リルグリシンや塩化コリン処理した植物のメタボローム解

理によっても発現上昇している確率が高いことからも，
N-アリルグリシンおよび塩化コリンによる生長促進は，

析やプロテオーム解析などとも組み合わせ，N-アリルグ

同一の経路を介して誘導されている可能性が高い．さらに，
N-アリルグリシンや塩化コリンを処理すると初期には葉

していきたいと考えている．

-

緑体の転写因子をコードする遺伝子が発現誘導され，処理
6 日後には光合成の光化学系に関係したタンパク質をコー
ドする遺伝子が発現上昇したことから，N-アリルグリシ
ンと塩化コリン処理により主に葉緑体ゲノムに存在する光
化学系を構成するタンパク質をコードする遺伝子が発現誘
導されることで，光化学系が活性化する可能性が示唆され
た．
また，今回の RNAseq 解析によって N-アリルグリシン
処理よりもコリン処理によってより多くの遺伝子が発現誘
導されること，また N-アリルグリシン処理によって発現
誘導される遺伝子の多くがコリン処理によっても発現が増
加することが示された．我々は以前， C でラベルしたコ
14

リンやコリン類縁体を用いて，コリンは植物細胞内に吸収
された後，ホスフォリルコリンからホスファチジルコリン
への変換とベタインへの変換を受けることを示した（Che
et al. 1990）
．コリン処理の方が N-アリルグリシン処理より
もより多くの遺伝子が発現誘導されたのは，コリンを処理
すると光合成促進とは別に，コリン代謝系も活性化される
ことに由来するのであろう．このことは，N-アリルグリ
シンは細胞内で代謝されないことも示唆し，光合成促進効
果や生長促進効果がコリンに比べより強く発揮される可能
性を示唆する．
5. おわりに
N-アリルグリシンが小麦プロトプラストの光合成

証されたと考える．このトランスクリプトーム解析におい

リシンや塩化コリンによる生育促進の分子機構を明らかに
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を促進することを筆者らが発見してから 30 年以上の歳月
が流れた．この間の生理・生化学的な研究で，コリンと
N-アリルグリシンによって光合成電子伝達系が促進され
ることや（Che et al. 1993）
，塩化コリンの代謝経路（Che
et al. 1990），植物ホルモン活性への影響（Che et al. 1988）
などが明らかになった．今回の研究によって，N-アリル

連絡先 : 〒 526-0829 滋賀県長浜市田村町 1266 番地
長浜バイオ大学バイオサイエンス研究科
蔡 晃植
Fax : 0749-64-8140
Email : k_sai@nagahama-i-bio.ac.jp

