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コエンザイム Q10 を高蓄積するイネの開発＊

高橋　咲子＊＊

（2012年2月14日受理）

Coenzyme Q (CoQ), also called ubiquinone, is present in almost all organisms. CoQ plays 
an indispensable role in the respiratory chain, and its reduced form shows strong anti-oxidation 
ability. Most cereal crops, including rice, produce mainly CoQ9, which has nine isoprene units, 
whereas humans produce mainly CoQ10, with 10 isoprene units. CoQ10 has been commercially 
sold as a food supplement and a cosmetic. It is currently manufactured in two ways: chemical 
synthesis from material extracted from plants and fermentation using microorganisms that 
produce CoQ10. Here, I used recombinant DNA technology to develop a method for producing 
CoQ10 in rice.

By introducing the gene that encodes decaprenyl diphosphate synthase (DdsA), 
the enzyme responsible for the synthesis of the 10 isoprene units for the CoQ side chain, I 
successfully changed the length of the CoQ side chain in rice and produced CoQ10-enriched 
rice plants. The seed CoQ10 content of CoQ10-enriched rice plants was up to 10 times that of 
wild-type rice. Although the currently available CoQ10-enriched rice plants do not contain a 
practical level of CoQ10, in the future such plants could provide a novel source of CoQ10 in a 
staple food crop.
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緒　言

世界各国で生産・販売されている遺伝子組換え作物
の総耕地面積は2010年度には1億4800万haと，世界の
総耕地面積の10％以上に達している（ISAAA 2011）．
2009年11月には我が国でも遺伝子組換えバラの商業栽
培が始まったが，現在国内で食品・飼料向け遺伝子組
換え作物の商業栽培は行われていない．しかしなが
ら，年間約2600万トンもの穀物を海外から輸入する我
が国において，遺伝子組換え作物は既に身近な存在と
なっている．例えば消費量の95％を輸入するダイズ
は，2009年度世界全体の栽培面積の75％以上が遺伝
子組換えダイズとなっている（ISAAA 2009）．また
消費量の全量を輸入に頼る採油用ナタネ及び飼料用ト
ウモロコシについては，2009年度はナタネについては
93％をカナダから，トウモロコシについては96％を
米国から輸入しているが（財務省 2009），2009年度に
カナダで栽培されたナタネの93％，米国で栽培され
たトウモロコシの86％が遺伝子組換え品種であった

（ISAAA 2009; USDA 2010）．これらの統計資料から，
2009年度に我が国に輸入 ・ 消費されたダイズの70％
以上，採油用ナタネ及び飼料用トウモロコシのそれぞ
れ80％以上が遺伝子組換え品種であると概算される．
このように，我が国には既に相当量の遺伝子組換え作
物が輸入・消費されていると推定される．

このような現状にもかかわらず，我が国の消費者の
遺伝子組換え作物への懸念は根強い．例えば，農水省
が一般消費者約1万2000人を対象として2007年に行った

「遺伝子組換え農作物等に関する意識調査」（農林水産
省 2007）では，71％が「遺伝子組換え農作物は不安で
ある」と回答している．我が国は大量の遺伝子組換え
作物を輸入 ・ 消費しつつも，遺伝子組換え作物に対す
る消費者の拒否感が強い，という奇妙な状態となって
いる．上記の農水省の調査では，遺伝子組換え技術に
対する「理解度」が高い回答者は遺伝子組換え技術や
農作物に対する「受容度」が高いという傾向がみられ
た．また同調査において，「遺伝子組換え技術（農作物）
に関する行政機関からの情報提供満足度」について尋
ねたところ42 .6％が「不満である」と回答している．
遺伝子組換え作物に関する正確な情報の不足が，消費
者の拒否感の一因となっていると推察できる．

消費者が拒否感を抱く別な要因として，遺伝子組換
え作物が消費者にもたらすメリットがわかりにくいこ
とが挙げられる．現在までに開発された遺伝子組換え

作物の大部分は病害虫抵抗性や除草剤耐性能力を付与
した作物であり，主に生産者にメリットをもたらす作
物であった．これに対し近年では，機能性成分や医薬
成分を含む農作物など，消費者がメリットを感じやす
いと考えられる遺伝子組換え作物が開発されてきてい
る．コレステロール低下に役立つ高オレイン酸ダイ
ズや β–カロチンを多く含みビタミンA欠乏症を防ぐ
ゴールデンライス等がその例であり，我が国でもアレ
ルギー症状の緩和効果を持つスギ花粉症緩和米等が開
発されつつある．

遺伝子組換え作物への懸念が強い一方，現在我が国
では食品の健康機能性への関心が高まっており，農作
物についてもその健康機能性が改めて見直されてきて
いる．抗アレルギー作用を持つメチル化カテキンを含
むべにふうき緑茶，抗酸化作用を持つアントシアニン
を多く含む紫サツマイモ，発芽処理により血圧降下等
の作用を持つギャバ（γ–アミノ酪酸）をより多く含
むようになった発芽玄米など，特定の機能性成分を
含む品種や栽培法が開発され，人気を集めている．健
康機能増進に役立つ遺伝子組換え作物のように，生産
者・消費者双方がメリットを感じられるような遺伝子
組換え作物が開発されれば，消費者の遺伝子組換え作
物に対する理解や受容も進むと考えられる．実際，民
間会社が2007年に花粉症の家族を持つ主婦400人を対
象に行った「花粉症緩和米」についてのニーズ調査で
は，約半数が「スギ花粉症緩和米が販売されたら購入
してみたい」と回答している（ネットエイジアリサー
チ 2007）．

このような社会情勢を踏まえ，本研究では，健康機
能成分を増強した遺伝子組換え作物の開発を行った．
筆者の所属する研究グループでは，イネのミトコンド
リア全ゲノムの決定や，ミトコンドリア標的化配列の
機能解析等，ミトコンドリアを対象とした一連の研究
を進めていたことから，ミトコンドリアに含まれる健
康機能成分であるコエンザイムQ10（CoQ10）に注
目した．また宿主には，我が国における主食であり，
遺伝子組換え技術や分子生物学的知見の豊富な蓄積が
あるイネを用いることとし，CoQ10を高含有するイ
ネ（米）の開発を目指した．

CoQ10は植物由来の原料を用いた化学合成法，また
は微生物を用いた発酵法のいずれかにより生産されて
いるが，本研究ではこれらとは異なり，CoQ合成酵
素遺伝子をイネに導入することにより，米でCoQ10
を高生産する新技術の開発を試みた．当時我が国にお
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いて，CoQ10は医薬品として使用されていた．そこ
で本研究でも，当初は開発したイネをCoQ10抽出原
料として利用することを想定していた．その後2001年
にCoQ10の食品としての利用が認められたことから，
CoQ10強化イネ（米）を直接食べる利用法も視野に
入れ，研究を進めた．第1章ではCoQ10強化イネの作
出と導入コンストラクトの改変によるCoQ10含量増
加の可能性を検討した．第2章では作出したCoQ10強
化イネについて各部のCoQ含量測定等の詳細解析を
行った．第3章では巨大胚系統やデンプン合成変異体
など，様々なイネ系統を利用したCoQ10強化イネの
改良を行った．

なお本論文の成果の一部は，投稿論文として公表し
ている（Takahashi et al. 2006 , 2009 , 2010）．

第１章　CoQ10強化イネの作出

ユビキノンとも呼ばれるコエンザイムQ（CoQ）は，
微生物から高等動植物に至るまで生物に普遍的に存在
する物質である．CoQはミトコンドリア内の電子伝
達系においてエネルギー産生に関わる必須成分であ
り，またその還元型は生体内で抗酸化機能を担ってい
る．CoQはベンゾキノン骨格とイソプレノイド側鎖
から構成されるが，イソプレノイド側鎖の長さは生物
種によって異なり，例えばヒトは主に側鎖長10単位の
CoQ10，イネは主に側鎖長9単位のCoQ9を持つ．

ヒト型のCoQ10は，日本では1970年代から虚血性
心筋症の治療薬として使用されてきたが，厚生労働省
が2001年に食品，2004年に化粧品としてのCoQ10の
利用を認めたことから，近年CoQ10を含むサプリメ
ントや飲料，化粧品など多数の商品が開発され，疲労
回復や美肌等の効果があると人気を集めている．海外
においても同様で，各国でサプリメントや化粧品とし
て幅広く利用されている．CoQ10はヒトの体内で合成
できるが，加齢や疲労，ストレスによって細胞内濃度
が減少するため（Kalen et al. 1989），健常者であって
も補給することが望ましい．CoQ10は肉や青魚，野
菜ではダイズなどの食品に比較的多く含まれるが，そ
の含量は限られている．そのため現在ではサプリメン
トによる摂取が主流となっている．

現在CoQ10は植物由来の原料を用いた化学合成法，
または微生物を用いた発酵法，のいずれかの方法によ
り生産されている．本研究では，これらの方法とは異
なり，遺伝子組換え技術を用いてCoQ10を高蓄積す

るイネ（米）を作出し，そのまま食品として，ある
いはCoQ10の抽出原料として用いることを目指した．
まず，第1節でグルコン酸菌由来のCoQ合成酵素遺伝
子であるデカプレニル2リン酸合成酵素遺伝子（ddsA）
の導入によるCoQ10強化イネの作出を行い，第2節で
はCoQ定量法の改良，第3節及び第4節では導入コン
ストラクトの改変による形質転換イネ種子のCoQ10
含量増加を試みた．

１．デカプレニル2リン酸合成酵素遺伝子（ddsA）発

現イネの作出

１）目　的

CoQの生合成経路に関しては，大腸菌（Escherichia 
coli）と出芽酵母（Saccharomyces cerevisiae）で最も
研究が進んでいる（Kawamukai 2002 ; Meganathan 
2001 ; Szkopinska 2000）．CoQ生合成の主要部分は，
ベンゾキノン骨格へのイソプレノイド側鎖となるプレ
ニル2リン酸の転移反応で始まる（図1–1A）．最終的
に合成されるCoQのイソプレノイド側鎖長は，転移
反応に用いられるプレニル2リン酸の長さと同じにな
る．プレニル2リン酸は，ジメチルアリル2リン酸にイ
ソペンテニル2リン酸が次々に重合することによって
合成される（図1–1B）．3イソプレン単位のファルネ
シル2リン酸はステロイドやコレステロールの前駆体，
4イソプレン単位のゲラニルゲラニル2リン酸はカロテ
ノイドやクロロフィルの前駆体としても用いられ，こ
のような短鎖のプレニル2リン酸は幅広い生物種に存
在する．一方CoQの側鎖に用いられる長鎖のプレニ
ル2リン酸については，生物種により固有の長さのプ
レニル2リン酸のみが合成される．長鎖のプレニル2リ
ン酸は，2〜4イソプレン単位の短鎖のプレニル2リン
酸を初発物質とした一連の重合反応により，ポリプレ
ニル2リン酸合成酵素により合成され，その長さは酵
素の特性により決定される．つまり，ポリプレニル2
リン酸合成酵素が生物種に固有の長さのプレニル2リ
ン酸を合成することにより，結果として生物種に固
有のCoQ種を決定している．例えば，グルコン酸菌

（Gluconobactor suboxydans）のデカプレニル2リン酸
合成酵素（DdsA）は10イソプレンユニットを合成し，
最終産物としてのCoQ10の合成を規定している（図
1–1B）．グルコン酸菌由来のddsA遺伝子を大腸菌で
発現させると，内生のCoQ8に加え，ある程度の量の
CoQ10が生産される（Okada et al. 1998b）．
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植物においては，1〜4イソプレンユニットから成る
短鎖のプレニル2リン酸の代謝については研究が進ん
でいる（McGarvey and Croteau 1995）．しかしなが
ら，CoQの構成要素でもある，5〜10イソプレンユニッ
トから成る長鎖のプレニル2リン酸の生合成経路につ
いては，あまりよくわかっていない．また，植物にお
けるCoQ生合成経路の大部分は未解明である．シロ
イヌナズナ（Arabidopsis thariana）において，出芽
酵母のCoQ合成に関わる酵素の遺伝子とよく似た遺
伝子が複数単離されたことから（Kawamukai 2002），
植物にも出芽酵母と似たCoQ合成経路が存在すると
考えられている．出芽酵母から単離されたCoQ生合
成関連酵素の遺伝子は，全てミトコンドリア移行シ
グナルと推定される配列をコードしており（Turunen 
et al. 2004），酵母においてはミトコンドリアがCoQ
生合成の場であることが推察された．一方ホウレンソ
ウを用いた生化学的な解析からは，CoQ生合成が小
胞体（ER）/ゴルジ体で起こることが示唆されている

（Swiezewska et al. 1993）．
本節では，ddsA遺伝子の発現によりイネのCoQ側

鎖長を9から10へ改変することにより，CoQ10を高生
産するイネの作出を目指した．

２）材料及び方法

（1）プラスミド構築
グルコン酸菌由来のddsA遺伝子を植物で発現させ

るため，ddsAの開始コドンと推定されるGTG（Okada 
et al. 1998 b）をATGに置換した．本研究ではこれ
以降，改変配列をddsA遺伝子として用いた．DdsA
を目的部位へ局在させるため，イネミトコンドリア
型rps14遺伝子のミトコンドリア標的化配列（S14配
列：アミノ酸 1–48）（Kubo et al. 1999b）のコード領
域，またはタバコGnT1遺伝子のゴルジ体標的化配
列（CTS配列 ： アミノ酸 1–77）（Essl et al. 1999）の
コード領域を改変ddsA配列のATG開始コドンの上
流にイン–フレームで連結した．また遺伝子発現に
は CaMV 35 S プロモーター（35 S–Ω）（Sheen et al. 
1995）とNOSターミネーターを用いた．構築したプ
ラスミドのHindIII–EcoRI断片をバイナリーベクター
pCAMBIA1301（アクセッションNo. AF234297）の
マルチクローニング部位に挿入した．

（2）植物の形質転換と栽培
構築したプラスミドをエレクトロポレーショ

ン 法 に よ り ア グ ロ バ ク テ リ ウ ム（Agrobacterium 

図1–1　コエンザイムQの合成経路
（A）コエンザイムQ特異的な経路．PPT; PHB: ポリプレニルトランスフェラーゼ．
（B）コエンザイムQの側鎖部分となるプレニル2リン酸の合成経路．DdsA; デカプレニル2リン酸合成酵素，SPS; ソ
ラネシル2リン酸合成酵素．

A B 
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tumefaciens）EHA 105株に導入した． アグロバク
テ リ ウ ム を 介 し た イ ネ（Oryza sativa L., 品 種 ：
日 本 晴 ） の 形 質 転 換 を ，Toki（1997） の 方 法 に
従い行った． 形質転換植物をハイグロマイシン

（50mg/L）を含むN6D寒天培地上で選抜し，ゲノ
ムへのddsA遺伝子の挿入をPCR増幅により確認し
た．PCR 反応にはプライマーセット DDSA–D（5’
–GGTGCAGGAGTCGACAGCGCGCTAT–3’） と
DDSA–G（5’–CAGTGTGGCGGTATGAATGAAC–
3’），及び0.5UのrTaqポリメラーゼ（東洋紡，東京，
日本）を用いた．PCR 増幅は94 ℃ 30秒，55 ℃ 1分，
72℃1分，を30サイクル行った．形質転換初代（T0個
体）の幼植物を培養土を充填したポットに移植し，自
然光の温室（27℃）で栽培した．T0個体及び自殖後
代をその後の実験に用いた．

（3）ウェスタンブロット解析
形質転換イネの成葉を新鮮重10mg当たり80µlの

抽出バッファー（50mM トリス–HCl ［pH 6 . 8］; 2％ 
SDS; 6％ 2–メルカプトエタノール; 10％グリセロー
ル）中で十分に粉砕した．サンプルを13 ,000×g，4℃
で5分遠心し，上清を回収した．タンパク質を12 .5％
アクリルアミドゲルで分離し，イモビロンポリビニリ
デンジフルオリド膜（ミリポア，Billerica，米国）に
転写した．タンパク質の検出にはECLプラスウェス
タンブロッティング検出システム（アマシャムバイ
オサイエンス，東京，日本）を用いた．DdsAタンパ
ク質に対する抗血清は以下の通りに調製した．ddsA
遺伝子のタンパク質コード領域全体をPCRにより増
幅し，pGEX 4 T–3ベクター（アマシャムバイオサ
イエンス）に挿入後，大腸菌JM109株に導入した．
1mM イソプロピル–β–D（–）–チオガラクトピラノシ
ドの添加によりGST–DdsA融合タンパク質を誘導し，
Ausubelら（1995）の方法により精製した．ポリクロー
ナル抗体を作成するため，精製済み融合タンパク質を
ウサギに2週間間隔で6回注射し，その後全採血を行っ
た．

（4）CoQ測定
CoQ抽出は，Okadaら（1998）の方法を一部改変

して行った．サンプルには葉，玄米，または白米を用
い，白米の測定には玄米を精米器（パーレスト，ケッ
ト科学研究所，東京，日本）で40秒精米して使用した．
0.1–0 . 2g のサンプルを乳鉢と乳棒を用いて（葉は液

体窒素中で）細かく粉砕し，2mlの3％ H2Sと20µlの
250µg/ml CoQ6（内部標準）を加えて120℃，1気圧
で30分，その後4mlの14％ NaOHを加えて120℃，1
気圧で15分前処理を行った．前処理後，3mlのn–ヘ
キサン/イソプロパノール（5：1 , v/v）でCoQを抽
出し，2 . 5mlのn–ヘキサン層のうち1 . 5mlを回収し
た．粗CoQ抽出液をベンゼンを溶媒に用いてKiesel 
gel 60 F254 TLCプレート（メルク，東京，日本）に
展開し，ヘキサン/イソプロパノール（1：1, v/v）で
TLCプレートからCoQを溶出した．抽出したCoQは
以下の条件で，高速液体クロマトグラフィー（HPLC）
により分析した．カラム：C18 逆相カラム（150mm
×60 mm，YMC パック ODS–A，YMC， 京都， 日
本），移動相：エタノール，流速：1ml/分．測定波長： 
275nm（SPD–20A UV/VIS検出器，島津製作所，京
都，日本）．CoQの分子量を確認するため，大気圧イ
オン化イオン源を装備したLCT LC/MSシステム（マ
イクロマス，Milford，米国）を用いたLC/MS解析を
行った．カラムは，Inertsil ODS3 カラム（3µm; 4.6mm
×150mm，GLサイエンス，東京，日本）を用い，流
速1ml/分で使用した．移動相であるメタノール/イ
ソプロパノール（3：1 , v/v）で平衡化したカラムに
注入後，イソクラティック条件で30分間分析した．

３）結　果

DdsAタンパク質をミトコンドリア，ゴルジ体，ま
たは細胞質に局在させるため，3種類の遺伝子コンス
トラクト S 14 :ddsA，CTS:ddsA， 及び ddsA（図1–
2A）をデザインし，これらのコンストラクトをアグ
ロバクテリウムを介した方法によりイネに導入した．
各コンストラクトについて，それぞれ30個体以上の形
質転換初代（T0個体）で遺伝子の導入が認められた

（PCR増幅により確認，データ不掲載）．抗DdsA抗
体を用いたT0個体のウェスタンブロット解析により，
S14 :ddsAイネ及びCTS:ddsAイネにおけるDdsAタ
ンパク質の蓄積が確認された．一方，ddsAイネでは
DdsAタンパク質は検出されなかった（図1–2B）．ノ
ザン解析により，ddsAイネではddsA mRNAもごく
わずかしか存在しないことが確認された（データ不掲
載）．ウェスタンブロット解析における，S14 :DdsA
とCTS:DdsAタンパク質の見かけの大きさはそれぞれ
41kDa及び45kDaであった（図1–2B）．Okadaら（1998）
が報告したHis6–DdsAの見かけの大きさから，本研
究で用いたDdsAの見かけの大きさは41kDa，S14配
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列あるいはCTS配列が付加した未切断のS14 :DdsA
及びCTS:DdsAタンパク質の見かけの大きさはそれぞ
れ45 . 7kDa及び50kDaと推定された．ウェスタンブ
ロット解析で得られたS14 :DdsA及びCTS:DdsAタン
パク質の見かけの大きさが推定分子量より小さいサイ
ズであったことから，両タンパク質について，N–端
のシグナル配列の切断が起こっていると推察された．

S14 :ddsAイネは稔性があり，野性型同様の表現形
を示した（詳細な解析については第2章第2節参照）．
一方，中から高レベルにDdsAタンパク質を蓄積する
CTS:ddsAイネでは，明らかな生育不良が観察された．
DdsAタンパク質を蓄積しないCTS:ddsAイネ7個体
の出穂期の草丈は81 .6±2 .4cmであり，同時期に同条
件で栽培した野性型イネ（1個体）の草丈（77 . 5 cm）
と同程度であった．これに対し，DdsAタンパク質を
中程度に蓄積するCTS:ddsAイネ3個体及び高度に蓄
積するCTS:ddsAイネ10個体の草丈はそれぞれ51 .8±
5 .9cm，54 .6±2 .7cmであり，ゴルジ体標的化シグナ
ルをもつDdsAの蓄積が形質転換イネの生育に抑制的
な効果を持つことが示唆された．

S 14 :ddsA イ ネ 及 び CTS:ddsA イ ネ の 葉 に つ い
て，HPLCによりCoQ側鎖長を解析した（図1–3A–
C）．CTS:ddsAイネは野性型である日本晴と同じく主

にCoQ9を生産した（図1–3A, B）．対照的に，S14 :
ddsAイネではCoQ9はごく少量しか含まれず，主に
CoQ 10が生産された（図1–3 C）．野性型（図1–3 D）
及びS14 :ddsAイネ（図1–3E）で生産されたCoQ分
子の分子量をLC–MSにより分析したところ，それ
ぞれCoQ9及びCoQ10であることが確認され，S14 :
ddsAイネにおいてCoQ側鎖長を改変できたことが明
らかとなった．

S14:ddsAイネの後代を用いてCoQ含量を測定した．
サザン解析によりそれぞれ1，2，1コピーのddsA遺
伝子をゲノムに保持することが確認された3つの独立
なS14 :ddsAイネT0個体（S14 :ddsA 3 , 81及び91 ; デー
タ不掲載）を自家受粉させ，得られたT1個体からホ
モ接合体を選抜し，これらを自家受粉して得られた種
子（T2世代）のCoQ含量を測定した（図1–4）．S14 :
ddsAイネ種子は，非形質転換体の10倍以上に相当す
る約18µg/gのCoQ10を蓄積していた（図1–4 ; ただし
次節で述べる通り，実際は10µg/g程度）．このように，
CoQ10を種子に高蓄積するイネの作出に成功した．
驚いたことに，この値は非形質転換体の総CoQ含量

（CoQ9とCoQ10の合計量）より2–3倍多く，ddsA遺
伝子のミトコンドリアでの発現により種子の総CoQ
含量が大幅に増加することが示された．

図1–2　形質転換イネにおけるDdsA発現
（A）形質転換に用いたコンストラクト．
（B）形質転換イネのウェスタンブロット解析．ddsA，S14 :ddsA，CTS:ddsAをそれぞれ導入したT0個体及び非形質
転換体（NT）の葉由来の可溶性タンパク質を抗DdsA抗体を用いて解析した．矢頭はCTS:DdsAとS14 :DdsAタン
パク質の位置を示す．PC（ポジティブコントロール）はGST–DdsAを発現するE. coli由来の全タンパク質．
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図1–3　CoQ側鎖長の解析
（A）–（C）HPLCによる各種イネのCoQ側鎖長の解析．各形質転換体（T0個体）及び非形質転換体の葉よりCoQを抽出し，
HPLCにより側鎖長を解析した．CoQ6（内部標準として測定時に添加），CoQ9，及びCoQ10を矢印で示した．

（D），（E）LC–MS解析．（A）で8分，（C）で9.7分に溶出したCoQの分子量をそれぞれ（D），（E）に示した．（D）のピー
クはCoQ9 ［m/z 818 （M＋Na）＋］，（E）のピークはCoQ10［m/z 886 （M＋Na）＋］であることを示している．

図1–4　S14 :ddsAイネ種子のCoQ含量
種子10粒よりCoQを抽出し3回の測定の平均値と標準偏差
を示した．グレーと黒のバーはそれぞれCoQ9含量及び
CoQ10含量を表している．NTは非形質転換体．
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２．新たなCoQ抽出法の開発

１）目　的
第1節で用いたCoQ抽出法では，最少でも種子5–10

粒に相当する100mgのサンプルが必要であった．そ
のため，個々のS14 :ddsAイネの種子CoQ含量を評価
するには，ddsAホモ接合体のT1個体を選抜し，その
自殖種子（T2種子）で測定を行う必要があった．そ
こで本節では，ホモ，ヘミ，ヌル個体が混在するT1

種子での正確なCoQ含量評価を可能にするために，
種子1粒に相当する微量（10–20mg）サンプルからの
抽出が可能な新しいCoQ抽出法を開発し，旧法との
比較を行った．

２）材料及び方法

（1）植物材料
イネ（品種：日本晴）及び第1節において作出・選

抜したS14 :ddsAイネホモ系統（91–1）の自殖後代（T2

種子）を用いた．植物は芽出し後培養土を充填した
ポットに移植し，自然光の温室（27℃）で栽培した．

（2）CoQ測定
旧法によるCoQ抽出は，第1節の材料及び方法に記

載した方法からTLC展開による精製を省略して行っ
た．前処理ありの旧法によるCoQ抽出では，マルチ
ビーズショッカー（安井器械，大阪，日本）を用いて
100mg の種子（玄米）を2000rpm，7秒で5回粉砕し，
2mlの3％ H2 Sと内部標準の20µlの250µg/ml CoQ6
を加えて120 ℃，1気圧で30分，その後4 ml の14 ％ 
NaOHを加えて120℃，1気圧で15分前処理を行った．
その後，3mlのn–ヘキサン/イソプロパノール（5：
1 , v/v）でCoQを1回抽出し，2.5mlのn–ヘキサン層
のうち1 . 5mlを回収した．また，前処理なしの旧法
によるCoQ抽出では，100mgの粉砕済み種子を6ml
の H2 O と20 µl の250 µg/ml CoQ 6に懸濁した．CoQ
を3mlのn–ヘキサン/イソプロパノール（5：1 , v/v）
で1回抽出し，2 .5mlのn–ヘキサン層のうち1 .5mlを
回収した．

新法によるCoQ抽出では，10–20mg のサンプルか
らCoQを以下のように抽出した；粉砕済み種子を1ml
の20–100Uのセルラーゼ（Aspergillus niger由来，シ
グマ–アルドリッチ，St. Louis，米国）を含む0 . 1M 
酢酸緩衝液（pH5 .0）中で37℃，16–18時間消化した．
その後，内部標準として20µlの250µg/ml CoQ6また

は50µlの0 .22mmビタミンK1（Vk1）を添加し，CoQ
を3mlのn–ヘキサンで3回抽出した．

全ての方法において，抽出物を蒸発乾固後に1mlの
メタノール/アセトニトリル（1：1 , v/v）に溶解し
た．抽出したCoQはHPLC（LC–20Aシステム，島津
製作所; カラム，カプセルパックC8 UG120，4 .6mm 
i.d.×250mm，資生堂ファインケミカルズ，東京，日
本; 移動相，メタノール/アセトニトリル（4：1, v/v）; 
温度：40℃; 流速：1ml/分; 検出，275nm，SPD–20A 
UV/VIS検出器，島津製作所）により分析した．

３）結　果

新旧のCoQ抽出法の比較を表 1–1に示した．旧法に
よる100mgの日本晴種子からのCoQ抽出においては，
内部標準のCoQ6の回収率は61 . 9％（2回測定の平均
値）であった（表1–1，実験1）．対照実験として，同
じサンプルから前処理なしの旧法によりCoQを抽出
した場合は，CoQ6の回収率はほぼ100％であったこ
とから（表1–1，実験2），前処理中のCoQ6分解が示
唆された．実験1でCoQ6の回収率が100％であったと
仮定すると，CoQ9含量は5.2±0 .0µg/gと算出される
が，この値は前処理なしの旧法で得られるCoQ9含量
値よりずっと高い（表1–1，実験1’vs. 2）．この結果は，
旧法においてサンプルに含まれるCoQ9は前処理中に
ほとんど分解されず，むしろ前処理により抽出効率が
高まること，また実験1で得られたCoQ9含量（おそ
らくはCoQ10含量も）の値が過大に見積もられてい
ることを示唆している．第1節では旧法（前処理あり）
によりCoQ抽出を行っているため，得られたCoQ含
量値は過大に見積もられていると推定される．

旧法による100mgのS14 :ddsAイネ（ホモ系統91–1）
種子からのCoQ抽出においては，内部標準のCoQ6の
回収率は97 . 7％（2回測定の平均値）であり（表1–1，
実験5），旧法による抽出においてCoQ6回収率がサン
プルにより大きく（30％以上）変動することを示し
ている．旧法により10mgの日本晴種子からCoQを抽
出した場合，CoQ6の回収率は10％以下で，得られた
CoQ9含量値は同じ方法による100mgスケールの抽出
から得られた値よりずっと高く（データ不掲載），旧
法が少量スケールでのCoQ抽出に不向きであること
が示された．一方，10mgの日本晴またはS14 :ddsA
イネ（91–1）の種子から新法によりCoQを抽出した
場合は，CoQ6の回収率は約90–100％であった．また
算出されたCoQ9及びCoQ10の含量値は，旧法による
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100mgスケールの抽出でCoQ6の回収率が100％であっ
たと仮定した場合と近い値であり（表1–1，実験3 vs. 1’
及び実験6 vs. 5），新法の少量スケールのCoQ抽出に
おける有用性が示された．新法による少量スケールの
CoQ抽出においてビタミンK1（Vk1）を内部標準とし
て用いた場合，ほぼ100％のVk1が回収され，また算
出されたCoQ9及びCoQ10の含量値は，新法でCoQ6
を内部標準として用いた場合と非常に近い値であった

（表1–1，実験4 vs. 3及び実験7 vs. 6）．HPLCチャー
ト上において，CoQ6ピークよりもVk1ピークの方が
ノイズピークからの分離がよいことから，以後の解
析には全てVk1を内部標準として用いた新法による少
量スケールのCoQ抽出を用いた．第1節においては，
S14 :ddsA 91–1 T2種子のCoQ10含量を約18µg/gとし
たが，同じサンプルのCoQ10含量は新抽出法を用い
た分析では約9µg/gであった（表1–1，実験7）．この
差は，おそらくは第1節においてCoQ含量値が過大に
見積もられたことより生じている．

このように，種子1粒に相当する微量サンプルを用
いた新しいCoQ抽出法を開発した．種子1粒を用いた
新法による分析で，ホモ，ヘミ，ヌル個体が混在する
T1種子での正確なCoQ含量評価が可能になった．な
お新法により抽出したCoQの分析では，HPLCチャー
ト上にCoQ9ピークにオーバーラップするノイズピー
クが存在し，その大きさはCoQ9 約0.2µg/g相当であっ
た（データ不掲載）．そこで種子におけるCoQ9の検

出限界をノイズピークの10倍相当の2µg/gと設定し，
次節以降の分析に適用した．

３．ddsA遺伝子発現の増強と種子CoQ10含量への

影響

１）目　的

第1節で述べたように，S 14 :ddsA イネ種子では
ddsA遺伝子の発現によりCoQ9とCoQ10の量比が転
換するだけでなく，CoQの総量（CoQ9とCoQ10の合
計量）が非形質転換イネの2–3倍に増加していた．上
記の結果から，イネ種子においてはDdsAが行うプ
レニル2リン酸合成反応がCoQ生合成の律速ステッ
プとなっていることが示唆された．言い換えれば，
ddsA遺伝子発現の増強により，形質転換イネ種子の
CoQ10含量をさらに高められる可能性が示された．

S14 :ddsAコンストラクトにおいてはddsA遺伝子
の発現に構成的なCaMV35Sプロモーター（35S–Ω）
を用いている．本節では，これを種子でより強く発
現するプロモーターに置き換えることにより，種子で
のddsA遺伝子の発現増強を目指した．具体的には，
種子特異的に強く発現するプロモーターとしてイネ
18kDaオレオシンプロモーター（Ole18プロモーター）

（Qu and Takaiwa 2004）を，構成的に強く発現する
プロモーターとしてイネユビキチンプロモーターを
利用した．第1節で述べたように，CoQはイネ種子の

表1-1　新旧のCoQ抽出法の比較

実験
番号

試　料
抽出法

内部標準 CoQ 含量 （µg/g）a

タイプ 量（mg） タイプ 回収率（％）a CoQ9 CoQ10

1 日本晴 100 旧 CoQ6 61 .9 （56 .8 , 67 . 0）b 8 .4 （9 .2 , 7 . 7） 1 .7 （2 .0 , 1 . 4）

1’ 日本晴 100 旧 CoQ6 100 5 .2 （5 .2 , 5 . 1）c 1 .0 （1 .1 , 0 . 9）c

2 日本晴 100 旧
（前処理なし） CoQ6 105 .7 （105 .0 , 106 . 3）b 1 .3 （1 .4 , 1 . 2） 0 .0 （0 .0 , 0 . 0）

3 日本晴 10 新 CoQ6 89 .6 （72 .8 , 106 . 4） 4 .6 （4 .4 , 4 . 7） 1 .5 （1 .5 , 1 . 5

4 日本晴 10 新 Vk1 101 .9 （101 .5 , 102 . 2） 3 .7 （3 .6 , 3 . 8） 0 .4 （0 .4 , 0 . 4）

5 S14 :ddsA 100 旧 CoQ6 97 .7 （99 .1 , 96 . 3）b 4 .6 （4 .8 , 4 . 4） 8 .6 （8 .7 , 8 . 5）

6 S14 :ddsA 10 新 CoQ6 98 .3 （105 .4 , 91 . 3） 1 .2 （1 .2 , 1 . 2） 12.2 （11.2 , 13 .3）

7 S14 :ddsA 10 新 Vk1 107 .6 （106 .0 , 109 . 2） 0 .9 （0 .9 , 0 . 9） 9 .4 （9 .7 , 9 . 2）
a 2回の試験結果の平均値及び実測値（カッコ内）． 
b n-ヘキサン層の回収率（60%）により補正． 
c 内部標準の回収率を100%と仮定して算出．
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胚芽を含めたぬか部分に多く含まれるが，Ole 18プ
ロモーターは未熟種子の胚芽（＝胚）及びぬか（＝
アリューロン層）で強く発現することがOle18プロ
モーター ::GUS遺伝子コンストラクトを導入した形質
転換イネの解析により明らかにされている（Qu and 
Takaiwa 2004）．またイネユビキチンプロモーターは，
代表的な構成プロモーターであるトウモロコシユビキ
チンプロモーター（Christensen et al. 1992）と同様，
未熟種子を含むイネの各組織で強い発現を示すことが
確認されている（M. Kuroda私信）．

２）材料及び方法

（1）植物材料
イネ（品種 ： 日本晴）及び第1節において作出した

S14 :ddsAイネのT0個体と自殖後代（T1種子）を用い
た．植物は芽出し後培養土を充填したポットに移植し，
自然光の温室（27℃）で栽培した．

（2）プラスミド構築
Ole18–S14 :ddsAは，第1節において作成したS14 :

ddsA コンストラクトから，ddsA 遺伝子の上流の
CaMV35Sプロモーターを1.3kbのイネ18kDaオレオ
シンプロモーター（Ole18プロモーター）へ置き換え
ることにより構築した．一方Ubi–S14:ddsAの構築は，
Gateway システム（インビトロジェン，Carlsbad，
米国）を利用して行った．S14 :ddsAコンストラク
トから制限酵素処理によりS14配列とddsA遺伝子を
含む断片を切り出してイネユビキチンプロモーター

（OsmUbiP）と10kDaプロラミンターミネーター（ア
クセッションNo. X17074）の間に配置し，エントリー
ベクター pKS221MCS（Wakasa et al. 2006）のマル
チクローニング部位に挿入した．構築したUbi–S14 :
ddsA発現カセットを含むエントリーベクターを，LR
クロナーゼ反応によりmALS発現カセットを含むデ
スティネーションバイナリーベクター（CSP:mALS–
GW）（Wakasa et al. 2009）に導入し，Ubi–S14 :ddsA
を構築した．

（3）植物の形質転換と栽培
アグロバクテリウムを介したイネ（品種 ： 日本晴）

の形質転換を，第1節の材料及び方法に記述した方法
で行った．形質転換植物を50mg/l のハイグロマイシ
ンまたは1–3mMのピリミノバックを含む培地上で選
抜し，ゲノムへのddsA遺伝子の挿入をPCR増幅によ

り確認した．PCR反応にはプライマーセットDDSA–
E2（5’–GACATGCTGGCCTGCAAC–3’）及びDDSA
–H（5’–GCCTTGTTGCCGAACAC–3’） と 0 . 5 U の
ExTaqポリメラーゼ（タカラバイオ，大津，日本）
を用いた．PCR増幅は94℃30秒，55℃1分，72℃1分，
を30サイクル行った．形質転換初代（T0個体）を培
養土に移植し，自然光の温室（27℃）で栽培した．
T0個体及び自家受粉後代をその後の実験に用いた．

（4）ウェスタンブロット解析
形質転換イネの葉または未熟種子から，1g（新鮮

重）当たり8mlの抽出バッファーを用いて第1節の材
料及び方法に記載した方法により可溶タンパク質を抽
出し，12 . 5％アクリルアミドゲルで分離後，イモビ
ロンポリビニリデンジフルオリド膜（ミリポア）に転
写した．タンパク質の検出にはECLプラスウェスタ
ンブロッティング検出システム（アマシャムバイオサ
イエンス）を用いた．DdsAタンパク質に対する抗血
清調製については第1節の材料及び方法に記載してい
る．

（5）CoQ測定
CoQ抽出は，第2節の材料及び方法に記載した新法

で行った．内部標準には50ml の0 .22mMビタミンK1

を用いた．抽出したCoQは第2節の材料及び方法に記
載した条件でHPLCにより分析した．なお第2節で述
べたとおり，CoQ9は2µg/gを検出限界とした．

３）結　果

種子特異的に強い発現を示すイネOle 18プロモー
ター，または構成的に強い発現を示すイネユビキチン
プロモーターを用いてS14 :ddsA遺伝子を発現する2
種のコンストラクト，Ole18–S14 :ddsA及びUbi–S14 :
ddsAを作成し（図1–5A），アグロバクテリウムを介
した方法によりイネに導入した．双方のコンストラク
トについて，それぞれ20個体以上の形質転換初代（T0

個体）で遺伝子の導入が認められた（PCR増幅によ
り確認，データ不掲載）．Ubi–S14 :ddsAイネについ
てはT0個体の葉，Ole 18–S 14 :ddsAイネについては
T1未熟種子からタンパク質を抽出し抗DdsA抗体を
用いたウェスタンブロット解析を行った．その結果，
Ubi–S14 :ddsAイネ及びOle18–S14 :ddsAイネ双方で
DdsAタンパク質を蓄積する個体が複数得られた（図
1–5B）．ただしOle 18–S 14 :ddsAイネではddsA遺伝
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子導入個体の半数以上でDdsAタンパク質が蓄積して
いたのに対し，Ubi–S14 :ddsAイネにおいては，50以
上のddsA遺伝子導入個体中，DdsAタンパク質の蓄
積が確認されたのは4個体のみであった．Ole18–S14 :

ddsAイネは稔性があり，野性型同様の表現形を示し
た．一方Ubi–S14 :ddsAイネのうち，最も高レベルに
DdsAタンパク質を蓄積するUbi–S14 :ddsA 129は半
不稔の形質を示した．

図1–5　異なるプロモーターを用いたCoQ10強化イネの解析
（A）形質転換に用いたコンストラクト．
（B）形質転換イネのウェスタンブロット解析．各形質転換イネのT0個体の葉またはT1未熟種子（受粉16–18日後）及
び野性型である日本晴の葉または未熟種子（受粉16–18日後）より抽出した可溶タンパク質を抗DdsA抗体を用いて
解析した．S14 :ddsA 91はポジティブコントロール．

（C）形質転換イネT1種子のCoQ含量，種子1粒よりCoQを抽出した．各個体3〜8粒の種子を解析し，平均値と標準偏
差を示した．グレーと黒のバーはそれぞれCoQ9含量及びCoQ10含量を表している．

12
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第2節で開発したCoQ抽出法を用いて，DdsAタン
パク質を蓄積する全てのS14 :ddsAイネ，Ole18–S14 :
ddsAイネ及びUbi–S14 :ddsAイネの自家受粉種子（T1

種子）について，CoQ 含量を測定した（図1–5 C）．
S14 :ddsAイネ及びOle18–S14 :ddsAイネについては，
CoQ10の高含有を示した上位各10個体のデータを示
した．T1種子には，CoQ10を優先的に蓄積する種子
と，野性型同様CoQ9を優先的に蓄積する種子が混在
していた．S14 :ddsAイネの一部（S14 :ddsA 50 , 72 , 
73 , 83）について，PCR解析により種子1粒毎にddsA
遺伝子の有無を確認したところ，ddsA遺伝子を保持
するT1種子ではCoQ10が優先的に蓄積し，ddsA遺伝
子を保持しないヌルのT1種子ではCoQ9が優先的に蓄
積していた（データ不掲載）．そこで，ヌルと推定さ
れる（CoQ9を優先的に蓄積する）種子のデータを除
き，平均的な種子CoQ9含量及びCoQ10含量を個々の
形質転換イネ毎に計算した．全ての形質転換イネにお
いて，平均CoQ9含量は検出限界（2µg/g）以下であっ
たことから，以下は平均CoQ10含量についてのみ述
べる．S14 :ddsAイネではS14 :ddsA 73が最も高い種
子CoQ10含量を示し，その値は12 .2±0 .3µg/gであっ
た．S14 :ddsAイネにおいては，1から3コピーのddsA
遺伝子が挿入した個体が得られているが，ddsA遺伝
子挿入コピー数，葉のDdsAタンパク質蓄積量，及び
種子のCoQ10含量の間に明確な関連は見いだされな
かった（データ不掲載）．Ole18–S14 :ddsAイネの種
子CoQ10含量は最大でOle 18–S 14 :ddsA 57の10 . 9±
2.4µg/gであり，S14:ddsAイネの値と同程度であった．
一方Ubi–S 14 :ddsAイネについては，Ubi–S 14 :ddsA 
129が最も高い種子CoQ10含量を示し，その値は15 .8
±1.1µg/gと，S14:ddsAイネの値の1.3倍であった（図
1–5）．このように，イネユビキチンプロモーターを用
いたddsA遺伝子発現の増強により，種子CoQ10含量

（≒CoQ総量）をさらに増加させることが出来た．

４．coq2発現イネの作出

１）目　的

第1節や前節の結果からは，イネ種子において，
DdsAが行うプレニル2リン酸の合成反応がCoQ生合
成の律速ステップであることが示唆された．一方，タ
バコにおいては，その次のステップを触媒するPHB: 
ポリプレニルトランスフェラーゼ（PPT）の活性を遺
伝子導入により増強したところ，葉のCoQ含量が最

大6倍に増加したことから（Ohara et al. 2004），PPT
による転移反応（図1–1A）がCoQ生合成の律速ステッ
プであることが示唆された．そこで本節では，PPT
活性の増強により，ddsA発現イネの種子のCoQ10含
量をさらに増加することを目指し，酵母のPPT遺伝
子であるcoq2とddsAを同時に発現するイネの作出を
行った．またPPT活性増強が単独でイネのCoQ生合
成に与える影響について調べるため，coq2を単独で
発現するイネの作出も行った．

PPTはアラビドプシスから遺伝子（AtPPT1）が
単離されており，AtPPT1タンパク質がミトコンド
リアに局在することが報告されている（Okada et al. 
2004）．一方，上述のcoq2遺伝子発現タバコについて
は，ER局在型COQ2とミトコンドリア局在型COQ2
を発現する2種類を作出し比較したところ，ミトコ
ンドリア局在型COQ2を発現するタバコがより高い
CoQ含量を示すことが報告されている（Ohara et al. 
2004）．そこで本節では，ER局在型COQ2またはミト
コンドリア局在型COQ2の遺伝子を発現するイネを作
出し，双方の比較を行った．

２）材料及び方法

（1）植物材料
イネ（品種 ： 日本晴）及び第3節において作出した

Ubi–S14 :ddsAイネのT0個体と自殖後代（T1種子）を
用いた．植物は芽出し後培養土を充填したポットに移
植し，自然光の温室（27℃）で栽培した．

（2）プラスミド構築
形質転換に用いるバイナリーベクターの構築は，全

てGatewayシステムまたはMultiSite Gatewayシステ
ム（インビトロジェン）を利用して行った．coq2遺
伝子を単独に発現するコンストラクト（ER:coq2及び
S14 :coq2）の構築は次のように行った．酵母のcoq2
遺伝子（Ashby et al. 1992）の遺伝子産物は，N末端
にミトコンドリア標的化配列と推定される配列を持つ

（アミノ酸 1–23）．COQ2をERに局在させるため，推
定ミトコンドリア標的化配列のコード領域を欠失させ
たcoq2遺伝子の5’側にインゲン（Phaseolus vulgaris）
の α–アミラーゼインヒビター遺伝子のER輸送シグナ
ル（ER配列: アミノ酸3–23）（Moreno and Chrispeels 
1989）のコード領域をイン–フレームで連結し，また
3’側にER係留シグナルである‘KDEL’のコード配
列を付加した．またCOQ2をミトコンドリアへ局在さ
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せるために，推定ミトコンドリア標的化配列のコード
領域を欠失させたcoq2遺伝子の5’側にイネミトコンド
リア標的化配列（S14配列: アミノ酸1–48）（Kubo et 
al. 1999b）のコード領域をイン–フレームで連結した．
改変した2種類のcoq2遺伝子を35SCaMVプロモーター
と10kDaプロラミンターミネーターの間に配置して
ER:coq2発現カセットまたはS14 :coq2発現カセットと
し，エントリーベクター pKS221MCS（Wakasa et al. 
2006）のマルチクローニング部位に挿入した．構築し
たER:coq2発現カセットまたはS14 :coq2発現カセッ
トを含むエントリーベクターを，LR クロナーゼ反応
によりmALS発現カセットを含むデスティネーショ
ンバイナリーベクター（CSP:mALS–GW）（Wakasa 
et al. 2009）に導入した．coq2遺伝子とddsA遺伝子
を同時に発現するコンストラクト（ER:coq2–ddsA及
びS14 :coq 2–ddsA）の構築は以下の通りに行った．
イネユビキチンプロモーター，S 14 :ddsA 遺伝子，
10kDaプロラミンターミネーターから成るUbi–S14 :
ddsA発現カセット（第3節で作成）を，エントリー
ベクター pKS4–1MCS（Wakasa et al. 2006）のマル
チクローニング部位に挿入した．構築したS14 :ddsA
発現カセットを含むエントリーベクターと，ER:coq2
発現カセットまたはS14 :coq2発現カセットを含むエ
ントリーベクターをLR clonase Plusを用いたLRクロ
ナーゼ反応によりmALS発現カセットを含むデスティ
ネーションバイナリーベクター CSP:mALS–24 GW

（Wakasa et al. 2009）に導入した．

（3）植物の形質転換と栽培
アグロバクテリウムを介したイネ（品種 ： 日本晴）

の形質転換を，第1節の材料及び方法に記述した方法
で行った．形質転換植物を1–3µMのピリミノバック
を含む培地上で選抜し，ゲノムへのcoq2遺伝子及び
ddsA遺伝子の挿入をPCR増幅により確認した．ddsA
遺伝子については第3節の材料及び方法に記載した条
件で増幅を行い，coq2遺伝子についてはPCR反応に
プライマーセット coq 2–BamHI（5’–ACCATCGGA
TCCTTTTTGGATAGAAAGTTGG–3’） 及 び coq 2
–860 R（5’–TGTAGGCCAGCTCATTAC–3’） と0 . 5 
UのExTaqポリメラーゼ（タカラバイオ）を用い，
PCR増幅は94℃30秒，52℃1分，72℃1分，を30サイ
クル行った．形質転換初代（T0個体）を培養土に移
植し，自然光の温室（27℃）で栽培した．T0個体及
び自家受粉後代をその後の実験に用いた．

（4）ノザン解析
形質転換イネの葉から，RNeasy Plant Mini Kit（キ

アゲン，Valencia，米国）を用いてトータル RNA
を抽出した．5µgのトータルRNAを1％（w/v）の
アガロースを含むフォルムアミドゲルで分離後，
HybondN+ナイロンメンブレン（アマシャムバイオサ
イエンス）に転写した．ジゴキシゲニン（DIG）標識
された600ntのcoq2アンチセンスプローブを用いてハ
イブリダイゼーションを行い，DIG 発光検出キット

（ロシュアプライドサイエンス，東京，日本）を用い
てノザンハイブリダイゼーションを行った．

（5）ウェスタンブロット解析
DdsAタンパク質の検出には，形質転換イネの葉か

ら1g（新鮮重）当たり8mlの抽出バッファーを用いて
第1節に記載した方法により可溶タンパク質を抽出し
た．ミトコンドリアマーカーであるCOXIIタンパク
質及びERマーカーであるBiPタンパク質の検出には，
次項に記載の方法で調製したミトコンドリア画分タン
パク質及びミクロソーム画分タンパク質を用いた．抽
出したタンパク質を12 . 5％アクリルアミドゲルで分
離後イモビロンポリビニリデンジフルオリド膜（ミリ
ポア）に転写した．抗体は抗DdsA抗血清（調製につ
いては第1節の材料及び方法に記載），抗COXII抗体

（Agrisera，Vännäs，スウェーデン）及び抗イネBiP
抗体（Yasuda et al. 2009）を用い，検出はECLプラ
スウェスタンブロッティング検出システム（アマシャ
ムバイオサイエンス）により行った．

（6）イネカルスからの膜画分の調製
イネ種子から Toki の方法（1997）に従い N 6 D 培

地上でカルスを誘導した．継代後，1週間から10日経
過したカルスを採取し，液体窒素にて凍結後–80℃に
て保存したものを膜画分調製の材料に用いた．一回
の膜画分調製には，新鮮重3g程度のイネカルスを用
いた．イネカルスを氷冷した乳鉢中に移し，1gのカ
ルスに対し3mlの100mM マグネシウムリン酸緩衝液

（pH6 .5 ; 0 . 1g/ml ポリビニルポリピロリドン, 10mM 
DTTを含む）を加え，乳鉢を用いて細胞を破砕した．
破砕液を氷冷した15ml容遠沈管に移し，5 ,200 rpm，
4℃にて5分間遠心し，細胞残査を沈澱させた．上清
を氷冷した15ml容のポリプロピレン遠沈管に移し，
10 ,100rpm，4℃にて5分間遠心し，得られたペレット
をミトコンドリア画分とした．この時の上清を，さら
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に50 , 000rpm，4℃にて30分間超遠心して得られたペ
レットをミクロソーム画分とした．ミトコンドリア画
分，及びミクロソーム画分は氷冷した1ml容ダウンス
型ホモジナイザーを用いて300µlの100mM Tris–HCl

（pH7 .6 ; 10mM DTTを含む）に懸濁した．このうち
85µlを粗酵素とし，次項に記載の方法にてCOQ2の
酵素活性測定を行った．

（7）COQ2酵素活性測定
COQ2の酵素活性測定には，一反応当り85µlの粗

酵素液を用い，各5µlの200mM MgCl2 , 8mM p–ヒド
ロキシベンゾエート（PHB）, 8mM ゲラニル2リン
酸（GPP）を加え100µlとし（終濃度10mM MgCl2，
0 . 4mM PHB，0 . 4mM GPP），30℃にて60分間反応
させた．5µlのギ酸を加えて反応を停止し，内部標
準として10µl（0 . 5nmol）の50µMプロピオン酸テス
トステロンを添加した．更に150µlの酢酸エチルを
加え，激しく撹拌後，6 , 000 rpmにて5分間遠心分離
し，上層の酢酸エチル層を回収した．酢酸エチル層
を濃縮乾固後，200µlのメタノールに溶解しHPLC用
のサンプルとした．反応生成物であるm–geranyl–p–
hydroxybenzoate及び内部標準であるプロピオン酸
テストステロンを，HPLC（SPD–M10Aダイオード
アレイ，島津製作所; カラム，LiChrospher 100 RP–
18，4mm i.d.×250mm，メルク; 移動相，メタノー
ル/水/酢酸（80：20：0 .3 , v/v）; 温度：40℃; 流速：
1ml/分; 検出，254nm）により分析した．m–geranyl
–p–hydroxybenzoateの保持時間は5.3分，テストステ
ロンプロピオン酸は9.2分であった．

（8）CoQ測定
種子はマルチビーズショッカー（安井器械）で

2000rpm，7秒で5回粉砕し，第1章第2節の材料及び方
法に記載した新法によりCoQ抽出を行った．内部標
準には50µlの0 . 22mMビタミンK1を用いた．カルス
については，20–30mgのカルスを0 . 1M 酢酸緩衝液

（pH 5 .0）中で粉砕後，50µl の0 .22mMVk1を添加し，
CoQを3mlのn–ヘキサンで3回抽出した．種子，カル
スいずれについても，抽出物を蒸発乾固後に1mlのメ
タノール/アセトニトリル（1：1, v/v）に溶解し，抽
出したCoQを第1章第2節の材料及び方法に記載した
条件でHPLCにより分析した．第2節で述べたとおり，
種子の分析ではHPLCチャート上でCoQ9ピークに
オーバーラップするノイズピーク（CoQ9 約0 .2µg/g

相当）が存在したことから，ノイズピークの10倍相当
の2µg/gをCoQ9の検出限界とした．カルスの分析で
はノイズピークが見られなかったため，検出限界は設
定しなかった．

３）結　果

coq2遺伝子を単独，またはddsA遺伝子と同時に発
現するコンストラクトを作成した．coq2単独型，同
時発現型それぞれについて，COQ2をERに蓄積する
ようデザインしたER:coq 2発現カセットまたはミト
コンドリアに蓄積するようデザインしたS14 :coq2発
現カセットを含む各2種類のコンストラクトを作成し
た（図1–6A）．構築したコンストラクトをアグロバク
テリウムを介した方法でイネに導入したところ，各コ
ンストラクトについて20個体以上のcoq2遺伝子（同
時発現型についてはcoq2遺伝子及びddsA遺伝子の両
方）が導入された形質転換イネが得られた（PCR増
幅により確認，データ不掲載）．得られた各種の形質
転換イネについてcoq2遺伝子発現をノザンブロット
で解析し，さらに同時発現型についてはddsA遺伝子
発現を抗DdsA抗体を用いたウェスタンブロットによ
り解析した（図1–6B）．coq2単独型の形質転換イネ
については，ER:coq2イネでは1 .4kb，S14 :coq2イネ
では1.5 kbのcoq2 mRNAの蓄積が確認された．また
同時発現型の形質転換イネ（ER:coq2–ddsAイネ及び
S14 :coq2–ddsAイネ）については，coq2単独型同様
ER:coq2遺伝子を発現する場合は1 . 4kb，S14 :coq2
遺伝子を発現する場合は1.5kbのcoq2 mRNAの蓄積
が確認され，さらにDdsAタンパク質の蓄積が確認さ
れた（図1–6B）．第3節で作出したUbi–S14 :ddsAイネ
においては，ddsA遺伝子導入個体中10％以下の個体
でしかDdsAタンパク質の蓄積が見られなかった．同
時発現型の形質転換イネには同じUbi–S14 :ddsA発現
カセットが含まれるが，ER:coq2–ddsAイネ及びS14 :
coq2–ddsAイネのいずれにおいても，coq2，ddsA両
遺伝子が導入された個体のうち半数以上でDdsAタン
パク質の蓄積が確認された．得られた各種の形質転換
イネはいずれも稔性があり，野性型同様の表現形を示
した．

各種形質転換イネについてT1種子からカルスを誘
導し，COQ2の酵素活性を測定した（図1–7A, B）．各
カルスについてcoq2遺伝子（同時発現型については
coq2遺伝子及びddsA遺伝子）の有無をPCR増幅によ
り確認し（データ不掲載），導入遺伝子を含むカルス
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を解析に用いた．COQ2の酵素活性が狙い通りの細胞
内局在を示すか確認するため，ミトコンドリア画分及
びERが含まれるミクロゾーム画分の酵素活性を測定
した．coq2単独型では，野生型である日本晴のカルス，
ER:coq2カルス，S14 :coq2カルスのいずれも，ミトコ
ンドリア画分でミクロゾーム画分より高いプレニル
トランスフェラーゼ活性（COQ2酵素活性）が示され
た．ミトコンドリア画分のCOQ2酵素活性は，日本晴
カルスが 0 . 21±0 . 03 nmol/h/mg proteinであったの
に対しER:coq2カルスでは1–1 . 2nmol/h/mg protein，
S 14 :coq 2カルスでは43–46 nmol/h/mg protein であ
り，それぞれ日本晴カルスの値の約5倍及び200倍以
上であった（図1–7A）．同時導入型においても，全
てミトコンドリア画分でミクロゾーム画分より高い
COQ2酵素活性が観察された．ミトコンドリア画分の
COQ2酵素活性は，ddsA遺伝子のみを導入したUbi
–S 14 :ddsA カ ル ス が0 . 1–0 . 2 nmol/h/mg protein で
あったのに対し，ER:coq2–ddsAカルスでは0 . 9–2 . 4 

nmol/h/mg protein，S 14 :coq 2–ddsA カルスでは13
–21 nmol/h/mg protein であり，Ubi–S 14 :ddsA カル
スの値を最大値の0 . 2nmol/h/mg protein とすると，
ER:coq 2–ddsA カルス及び S 14 :coq 2–ddsA の値はそ
れぞれその，4–12倍及び65–105倍であった．（図1–
7B）．ミトコンドリアマーカー（COXII）及びERマー
カー（BiP）タンパク質に対する抗体を用いたウェス
タンブロット解析から，各サンプルのミクロゾーム画
分へのミトコンドリア画分の混入は少ない一方，ミト
コンドリア画分にはミクロゾーム画分が相当量混入し
ていることが示された（図1–7C,D）．ER:coq2カルス
及びER:coq2–ddsAカルスのミトコンドリア画分にお
ける高いCOQ2酵素活性は，ミクロゾーム画分の混入
によるものかもしれない．このように，COQ2酵素活
性の細胞内局在については明瞭な結果が得られなかっ
たものの，coq2単独型，同時導入型いずれの形質転
換イネカルスにおいても，COQ2酵素活性の明らかな
増加が確認された．

図1–6　coq2導入イネの解析
（A）形質転換に用いたコンストラクト．
（B）形質転換イネにおけるcoq2 mRNA及びDdsAタンパク質の検出．各形質転換イネ（S14 :coq2 8，24及びER:
coq2–ddsA 112についてはT1個体，他はT0個体）及び野性型である日本晴の葉よりRNA及び可溶タンパク質を抽出
した．coq2 mRNAについてはcoq2アンチセンスプローブを用いたノザンブロットにより，またDdsAタンパク質に
ついては抗DdsA抗体を用いたウェスタンブロットにより解析を行った．Ubi–S14 :ddsA 129はDdsA蓄積のポジティ
ブコントロール．
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COQ2酵素活性測定に用いたカルス（各コンストラ
クトにつき2ライン）について，CoQ含量を測定した

（図1–7E, F）．coq2単独型のER:coq2カルス及びS14 :
coq2カルスでは，どちらも野生型の日本晴同様，主
にCoQ9が蓄積していた．日本晴カルスのCoQ9含量
が13 . 0±2 . 0µg/gであったのに対し，ER:coq2カルス
及びS14 :coq2カルスのCoQ9含量は，それぞれ高い方

で24 .7±0 .8µg/g及び23 .0±0 .8µg/gであり，どちら
も日本晴カルスの1.8–1 . 9倍の値に増加していた（図
1–7E）．一方，同時導入型のER:coq2–ddsAカルス及
び S 14 :coq 2–ddsA カルスではどちらも，ddsA 遺伝
子のみを発現するUbi–S14 :ddsAカルスと同じく，主
に CoQ 10が蓄積していた．Ubi–S 14 :ddsA カルスの
CoQ10含量が高い方で36 . 7±6 . 9µg/gであったのに
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図1–7　coq2導入イネカルスの解析
coq2導入イネ（ER:coq2，S14 :coq2，ER:coq2–ddsA，及びS14 :coq2–ddsA）とUbi–S14 :ddsAのT1種子及び野性
型である日本晴の種子からカルスを誘導し，COQ2の酵素活性とCoQ含量について解析した．日本晴及びUbi–S14 :
ddsAはネガティブコントロールとして用いている．

（A，B）COQ2の酵素活性．各系統について2個の独立な種子由来のカルスについて測定し，平均値を示した．グレー
と黒のバーはそれぞれミトコンドリア画分及びミクロゾーム画分の活性を表している．A及びDの挿入図はそれぞれ
日本晴とER:coq2 （A）及びUbi–S14 :ddsAとER:coq2–ddsA （B）の拡大図を示している．

（C，D）酵素活性測定に用いた画分の，マーカータンパク質に対する抗体を用いたウェスタン解析．ミトコンドリア
マーカーとしてCOXII，ERマーカーとしてBiPを用いた．Mt，Msはそれぞれミトコンドリア画分及びミクロゾー
ム画分を表している．

（E，F）CoQ含量．各系統について2個の独立な種子由来のカルスについて測定し，平均値を示した．グレーと黒のバー
はそれぞれCoQ9含量及びCoQ10含量を表している．
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対し，ER:coq2–ddsAカルスのCoQ10含量は高い方で
39 . 2±6 . 5 µg/g（ER:coq 2–ddsA 40）と，ほぼ Ubi–
S14 :ddsAカルスと同程度であった．S14 :coq2–ddsA
カルスのCoQ10含量は51 . 6±17 . 5µg/g（S14 :coq 2–
ddsA 39）であり，Ubi–S14 :ddsAカルスの1.4倍の値
に増加していた（図1–7F）．予備的な実験において，
日本晴カルスのCoQ9含量が同様の培養条件において
も実験間で10–30µg/gと大きく変動することが確認
されている．そのため，カルスで見られたCoQ9及び
CoQ10含量の差の有意性については，液体培養カル
ス等のより均一な条件下での比較検討が必要と考えら
れる．

次に，coq2単独型及び同時導入型の各種形質転換イ
ネのT1種子において，CoQ含量測定を行った．coq2
単独型のER:coq2イネ及びS14 :coq2イネのT1種子は，
どちらも主にCoQ9を蓄積しており，またCoQ9含量
も野生型である日本晴と同程度だった（図1–8）．同時
導入型のER:coq 2–ddsAイネ及びS14 :coq 2–ddsAイ
ネのT1種子は，どちらも主にCoQ10を蓄積していた．
これらのイネ種子のCoQ10含量は，ER:coq2–ddsAイ
ネで最大15 .1±3 .3µg/g（ER:coq2–ddsA 112），S14 :

coq 2–ddsA イネで最大11 . 7±1 . 4 µg/g（S 14 :coq 2–
ddsA 39）であり，Ubi–S14:ddsAイネ（15.8±1.1µg/g; 
Ubi–S14 :ddsA 129）と同程度か，それ以下であった

（図1–8）．このように，coq2遺伝子を単独，あるいは
ddsA遺伝子と同時に発現させた形質転換イネにおけ
る種子のCoQ9含量及びCoQ10含量は，それぞれの対
照である日本晴，あるいはUbi–S14 :ddsAイネと同程
度であった．

５．考　察

本章第1節では，デカプレニル2リン酸合成酵素遺伝
子（ddsA）の発現によりイネのCoQ側鎖長を9から
10へ改変し，CoQ10を高生産するイネの作出を試み
た．DdsAタンパク質をそれぞれミトコンドリア，ゴ
ルジ体，または細胞質に局在させるようデザインした
3種類の遺伝子コンストラクトS14 :ddsA，CTS:ddsA
及びddsAをイネに導入した結果，ミトコンドリア局
在型のS14 :ddsAイネにおいて，CoQ側鎖長の改変に
成功した（図1–3）．S14 :ddsAイネ種子には，非形質
転換体の10倍以上のCoQ10が蓄積しており（図1–4），

図1–8　coq2導入イネT1種子のCoQ含量
種子1粒よりCoQを抽出した．各個体3〜8粒の種子を解析し，平均値と標準偏差を示した．グレーと黒のバーはそれ
ぞれCoQ9含量及びCoQ10含量を表している．Ubi–S14 :ddsAについては，図1–5から高CoQ10含量を示す2個体のデー
タを引用した．
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CoQ10を種子に高蓄積するイネの作出に成功した．
出芽酵母において，ポリプレニル2リン酸合成酵

素遺伝子（COQ1）の欠損株にddsA遺伝子を導入す
ると，形質転換酵母は本来のCoQ6に代わってほぼ
CoQ10のみを蓄積する（Okada et al. 1998a）．一方，
大腸菌において内生のポリプレニル2リン酸合成酵素
遺伝子（ispB）には改変を加えずに，ddsA遺伝子を
導入すると，形質転換大腸菌は内生のCoQ8に加え，
少量のCoQ10（とCoQ9）を生産する（Okada et al. 
1998b）．本研究で作出したS14:ddsAイネにおいては，
内生のポリプレニル2リン酸合成酵素遺伝子には改
変を加えず，ddsA遺伝子のみを導入していることか
ら，大腸菌の例のように，CoQ10に加え内生のCoQ9
も相当程度生産されると予想した．しかし大腸菌の結
果とは対照的に，S14 :ddsAイネはCoQ10を優先的に
生産し，CoQ9はごくわずかしか含まなかった（図1
–3）．このような結果が得られた原因としては，CoQ
合成の細胞内局在の影響があげられる．最近シロイヌ
ナズナにおいて，2種のポリプレニル2リン酸合成酵素
のうち，CoQ生合成に関わると推定される酵素がER
に局在し（もう一方は葉緑体に局在），またプレニル
2リン酸のベンゾキノン骨格への転移反応を行うPPT
はミトコンドリアに局在することが報告された（Jun 
et al. 2004 ; Okada et al. 2004）．そのため，プレニル2
リン酸はERで合成され，その後CoQ合成のためにミ
トコンドリアへ運ばれると考えられる．S14 :ddsAイ
ネで得られた結果は，プレニル2リン酸の合成が，本
来の部位であるERよりも，ミトコンドリアで行われ
る方がCoQ生合成にとってはより効率的であること
を示唆している．一方DdsAをゴルジ体に局在するよ
うデザインしたCTS:ddsAイネにおいては，DdsAタ
ンパク質が蓄積したにも関わらずCoQ側鎖長の変化
が見られなかった．その原因についてはさらなる解析
が必要であるが，デカプレニル2リン酸がCoQ合成以
外に用いられた可能性がある．CoQ生合成に用いら
れる長鎖のプレニル2リン酸は，プラストキノン生合
成にも用いられる．シロイヌナズナにおける知見から
は，プラストキノン生合成に用いられるプレニル2リ
ン酸は葉緑体で合成されると推定されるが（Jun et al. 
2004），CTS:ddsAイネではDdsAによりゴルジ体で
合成されたデカプレニル2リン酸が，CoQ生合成では
なくプラストキノン生合成に用いられているのかもし
れない．

第2節では，種子1粒相当の微量サンプルからの抽

出が可能な新しいCoQ抽出法を開発した．新法の導
入により種子1粒を用いた分析が可能になり，以後
の分析においてホモ，ヘミ，ヌル個体が混在するT1

種子での正確なCoQ含量評価が可能となった．また
新旧の抽出法の比較過程において，旧抽出法による
CoQ含量測定では，CoQ含量値が過大に見積もられ
ている可能性が示された．そこで第3節で新法を用い
てS14 :ddsAイネ種子のCoQ10含量を再評価し，最大
12µg/g であることを明らかにした（図1–5C）．

S14 :ddsAイネ種子においては，総CoQ含量が非形
質転換体の値の2–3倍に増加していた（図1–4）．ddsA
遺伝子発現によるデカプレニル2リン酸合成能の付与
はプレニル2リン酸合成能の増強でもあり，上記の結
果から，イネにおいてはDdsAが行うプレニル2リン
酸の合成反応がCoQ合成の律速ステップとなってい
ることが示唆された．そこで第3節ではddsA遺伝子
発現の増強により，形質転換イネ種子のCoQ10含量
の一層の増加を試みた．S14 :ddsAコンストラクトで
ddsA遺伝子の発現に用いているCaMV35Sプロモー
ター（35S–Ω）を，Ole 18プロモーターまたはイネ
ユビキチンプロモーターに改変したコンストラクト

（Ole18–S14 :ddsA 及びUbi–S14 :ddsA）を作成し，イ
ネに導入した．各種形質転換イネ種子のCoQ9含量は
いずれも検出限界以下で，種子に蓄積するCoQの大
部分がCoQ10であった．形質転換イネ種子のCoQ10
含量は，Ole 18–S 14 :ddsAイネは最大でもS14 :ddsA
イネと同程度であったが，Ubi–S14 :ddsAイネでは最
大でS14 :ddsAイネの値の1.3倍に増加していた（図1
–5C）．このように，イネユビキチンプロモーターを
用いたddsA遺伝子発現の増強により，種子CoQ10含
量（≒CoQ総量）をさらに増加させることが出来た．

DdsAを蓄積するUbi–S 14 :ddsAイネは4個体が得
られたが，そのうち最もCoQ10含量が高いUbi–S14 :
ddsA 129は半不稔の形質を示した．一般的に，培養
過程を経る形質転換体作出においては，培養変異に起
因する稔生低下や矮化等の表現形変化を示す個体が一
定数得られる事が知られており（Phillips et al. 1994），
実際，本章で作出した各種の形質転換イネにおいても，
全種類の遺伝子コンストラクトで不稔・半不稔個体が
一定数得られている（データ不掲載）．第4節で作出し
たER:coq2–ddsAイネ及びS14 :coq2–ddsAイネはUbi
–S14 :ddsAイネと同じddsA発現カセットを含むが，
これらのイネではDdsA及びCoQ10を高蓄積し，かつ
正常な稔性を示す個体が複数得られていることから，
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Ubi–S14 :ddsA 129が示す半不稔の形質は，導入遺伝
子の影響ではなく培養変異に起因していると推定され
る．

Ole 18プロモーターはイネ未熟種子においてトウ
モロコシユビキチンプロモーターと同等以上の強い
活性を持ち，またCoQが多く蓄積するアリューロン
層（＝ぬか）で強い活性を示す（Qu and Takaiwa 
2004）．それにも関わらず，Ole18–S14 :ddsAイネ種
子のCoQ10含量値がS14 :ddsAイネ種子の値と同程度
に留まった原因としては，Ole18–S14 :ddsAイネ未熟
種子におけるddsA遺伝子の発現時期が挙げられるか
も知れない．この点については第2章でさらに考察す
る．

第4節では，PPTをコードするcoq2遺伝子とddsA
遺伝子との同時発現により，ddsA発現イネの種子の
CoQ10含量のさらなる増加を目指した．しかしなが
ら，同時発現型の形質転換イネはコントロールのUbi
–S14 :ddsAと同様の種子CoQ10含量を示し（図1–8），
coq 2遺伝子発現による CoQ 10含量の増加は見られ
なかった．またcoq2遺伝子の単独での発現がイネの
CoQ生合成に与える影響についても調べたが，coq2

（単独）発現イネと野性型の日本晴間で種子CoQ9含
量に差違は見られなかった（図1–8）．これらの結果は，
PPT（＝COQ2）活性増強によりCoQ含量が増加す
るタバコ（Ohara et al. 2004）とは異なり，イネにお
いてはPPTが行うプレニル2リン酸のPHBへの転移
反応がCoQ合成の律速ステップではないことを示唆
している．

第２章　CoQ10量の増加等がイネの生理 ・ 生態
的特性に及ぼす影響

第1章で作出したCoQ10強化イネは，CoQ10強化米
としての種子の利用の他，CoQ10抽出原料としての
イネ各器官の利用が期待される．また，CoQ10強化
イネでは主なCoQ種がCoQ9からCoQ10に改変され，
種子においては総CoQ含量の増加も確認されている
ことから，人為的にCoQ種やCoQ含量を変化させた
ことがイネの生理 ・ 生育特性にどのような影響を与
えるかに興味がもたれる．例えば，CoQは強い抗酸
化作用を持つことから，CoQ含量が増加した植物に
おいて環境ストレス耐性の向上が期待される．そこ
で本章では，第1節でCoQ10強化イネの各器官におけ
るCoQ10含量について解析し，第2節でCoQ10強化イ

ネの生育及び収量特性，第3節ではCoQ10強化イネの
ストレス耐性について調べ，ddsA遺伝子の発現及び
CoQ種やCoQ含量の改変がイネの生理 ・ 生態的特性
に与える影響について検討した．

第1章では S 14 :ddsA イネ , Ole 18–S 14 :ddA イネ , 
Ubi–S 14 :ddsA イネの3種類の ddsA 遺伝子を発現す
るCoQ10強化イネを作出したが，本章では，構成的
に ddsA 遺伝子を発現するイネとして S 14 :ddsA イ
ネ，種子特異的にddsA遺伝子を発現するイネとして
Ole18–S14 :ddsAイネを解析に用いた．

１．イネ各器官におけるddsA発現とCoQ10含量と

の関係

１）目　的
CoQは全ての組織や細胞に含まれるが，ヒトやラッ

トにおいては，臓器によって重量当たりのCoQ含量
が異なる（Turunen et al. 2004）．植物の各部位にお
けるCoQ含量については，食品としての観点からイ
ネの玄米（＝種子全体），白米とぬか，及びコムギの
種子全体，小麦粉（＝胚乳部分）と胚芽を比較した例
がある（Kamei et al. 1986）．さらにイネについては，
葉，茎，根，種子のCoQ含量についての報告がある
ものの（Ohara et al. 2006），情報が非常に限られてい
る．

そこで本節では，野性型である日本晴とCoQ10強
化イネを用いてイネ各器官におけるCoQ含量につい
て解析し，野性型のイネにおけるCoQ含量の基本プ
ロフィルを得るとともに，ddsA遺伝子発現がイネの
CoQ含量等に与える影響について解析した．

２）材料及び方法

（1）植物材料
イネ（品種：日本晴）及び第1章第1節において作

出，選抜したS14 :ddsAイネホモ系統（3–12及び91–
1）の自殖後代（T2及びT3個体）を用いた．また第1
章第3節において作出したOle18–S14 :ddsAイネの自
殖後代（T1個体）からホモ接合体（Ole18–S14 :ddsA 
62–3）を選抜し，その自殖後代（T2個体）を用いた．
植物は芽出し後培養土を充填したポットに移植し，自
然光の温室（27℃）で栽培した．完熟種子，受粉20 , 
30 , 40日後の未熟種子，発芽14日後の根，及び茎葉を
実験に用いた．葉及び茎のサンプリングは以下のよう
に行った．上位葉：発芽14，30，60日後及び出穂期（発
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芽80日後）にそれぞれ最上位展開葉である第3，6，10
葉及び止葉（第12葉）の葉身を採取，下位葉：出穂期
に第9葉の葉身を採取，茎：出穂期の葉身および穂を
除いた地上部全体（＝稈及び葉鞘）を採取．

（2）CoQ測定
種子全体（＝完熟玄米）及び受粉20，30，40日後の

未熟種子はマルチビーズショッカー（安井器械）で
2000rpm，7秒で5回粉砕した．ぬか及び胚芽の測定に
は玄米を精米器（パーレスト，ケット科学研究所）で
40秒精米し，回収したぬかと胚芽をふるいで分離後，
ぬかはそのまま，胚芽は乳鉢と乳棒で粉砕して抽出
に用いた．受粉5及び10日後の未熟種子，根，葉，茎
は乳鉢と乳棒を用いて液体窒素中で粉砕した．茎，発
芽後30，60，80日後の上位葉，及び下位葉サンプル
については，サンプル全体を粉砕して均一化し一部

（20–30mg）を抽出に用いた．玄米，白米，ぬか，胚
芽及び受粉20，30，40日後の未熟種子の粉砕済みサ
ンプルから，第1章第2節の材料及び方法に記載した
新法によりCoQ抽出を行った．内部標準には50µl の
0 .22mMビタミンK1を用いた．受粉5及び10日後の未
熟種子，根，葉，及び茎については，粉砕したサンプ
ルを0 .1M 酢酸緩衝液（pH5 . 0）で懸濁後，50µl の
0 . 22mM Vk1を添加し，CoQを3mlのn–ヘキサンで3
回抽出した．全てのサンプルについて，抽出物を蒸発
乾固後に1mlのメタノール/アセトニトリル（1：1，
v/v）に溶解し，抽出したCoQを第1章第2節の材料及
び方法に記載した条件でHPLCにより分析した．種
子（玄米）及び白米の分析においては，HPLCチャー
ト上でCoQ9ピークにオーバーラップするノイズピー
ク（CoQ9 約0 .2µg/g相当）が存在した．そこで未熟
種子を含む種子（玄米）及び白米の分析については，
2µg/gをCoQ9の検出限界とした．他のサンプルの分
析ではノイズピークが見られなかったため，検出限界
は設定しなかった．

（3）ウェスタンブロット解析
形質転換イネの未熟種子（受粉5–30日後）または根，

茎，葉（葉身）を液体窒素中で乳鉢を用いて粉砕した．
受粉40日後の未熟種子は，マルチビーズショッカー

（安井器械）を用いて2000 rpm，7秒で5回粉砕した．
粉砕済みサンプルに未熟種子及び根は新鮮重10mg当
たり80µl，茎及び葉は新鮮重10mg当たり160µlの抽
出バッファーを加え，第1章第1節の材料及び方法に記

載した方法で可溶性タンパク質を抽出した．抽出した
タンパク質を12 .5％アクリルアミドゲルで分離後，イ
モビロンポリビニリデンジフルオリド膜（ミリポア）
に転写した．タンパク質の検出にはECLプラスウェ
スタンブロッティング検出システム（アマシャムバイ
オサイエンス）を用いた．DdsAタンパク質に対する
抗血清調製については第1章第1節の材料及び方法に記
載している．

３）結　果

イネ種子中のCoQ分布について調べるため，CoQ9
とCoQ10の含量を野性型である日本晴の玄米（種子
全体），ぬか，胚芽で測定した（図2–1A）．白米での
CoQ9及びCoQ10の含量測定も行ったが，どちらも
検出感度以下であった．日本晴種子ではCoQ9が主に
蓄積しており，玄米のCoQ9含量は3 . 6±0 . 5µg/gで
あった．ぬか及び胚芽のCoQ9含量はそれぞれ19 .0±
1 .3µg/g及び57 .9±6 .4µg/gであり，これらの値は玄
米の値のそれぞれ5倍及び16倍であった（図2–1A）．
白米の低いCoQ9含量については第1節で記載してお
り，また，ぬかの高いCoQ9含量についてはKameiら
により報告されている（Kamei et al. 1986）．今回得
られた結果から，ぬかに加え胚芽も高いCoQ9含量を
持つことが示された．次に1gの玄米当たりのぬか及
び胚芽に分布するCoQ9量を推計した．一般的に，日
本で食用として販売されている白米の白米/玄米重量
比は90–91％であり（Hagiwara 2001），ここで分析し
たサンプルでは90％であった．また日本晴の胚芽（＝
胚）/ 玄米重量比は約3 ％であり（Matsushita et al. 
2008），今回分析したサンプルでは2 . 9％であったこ
とから，ぬか/玄米重量比は7 .1％と算出された．こ
の重量比（白米：ぬか：胚芽= 90：7 .1：2 .9）を適用
すると，1gの玄米当たりのぬか及び胚芽に分布する
CoQ9量は1.3±0 .1µg及び1.7±0 .2µgと推計され（図
2–1B），その値は1gの玄米に含まれるCoQ9総含量の
それぞれ37％及び48％であった．このように，日本
晴種子において，CoQ9の85％がぬか及び胚芽に蓄積
することが明らかになった．

CoQ10強化イネであるS14 :ddsAイネでも種子中の
CoQ分布について解析した．CoQ9とCoQ10の含量を
2つのホモ系統（3–12及び91–1）の玄米，ぬか及び胚
芽で測定した（図2–1A）．どちらのホモ系統の種子で
もCoQ10が主に蓄積しており，これらのホモ系統の
玄米のCoQ10含量はS14:ddsA 3–12で11.0±0.4µg/g，
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S14 :ddsA 91–1で7 .7±0 .9µg/g であった．S14 :ddsA 
3–12の場合，ぬか及び胚芽のCoQ10含量はそれぞれ
63 . 3±3 . 6 µg/g 及び180 . 2±8 . 1 µg/g であり（図2–
1A），これらの値は当該系統の玄米の値のそれぞれ6
倍及び16倍であった．また，S14 :ddsA 91–1のぬか及
び胚芽のCoQ10含量は当該系統の玄米の値のそれぞ
れ7倍及び17倍であった（図2–1A）．これらの結果は
S14 :ddsAイネのぬか及び胚芽がCoQ10を高含有する
ことを示している．次にS14 :ddsA 系統の1gの玄米
中のぬか及び胚芽に分布するCoQ10量を，日本晴と
同じ方法で算出した．S14 :ddsA 3–12では，1gの玄米

に含有される11 .0µgのCoQ10のうち，4.5±0 .3µg/g
（41％）及び5 . 2±0 . 2µg/g（48％）のCoQ10がそれ
ぞれぬか及び胚芽に分布すると推定され（図2–1B），
また S 14 :ddsA 91–1では，1 g の玄米に含有される
7 .7µgのCoQ10のうち，4 .0±0 . 4µg/g（52％）及び
3.7±0 . 2µg/g（48％）のCoQ10がそれぞれぬか及び
胚芽に分布すると推定された（図2–1B）．このように，
S14 :ddsAではCoQ9に代わってCoQ10が主に蓄積す
るものの，日本晴と同様CoQがぬか及び胚芽に優先
的に蓄積することが明らかになった．

次に種子におけるCoQの蓄積パターンとddsA遺伝

図2–1　種子中のCoQ分布
（A）種子各部のCoQ含量．種子全体（W），ぬか（B）及び胚芽（G）のCoQ9とCoQ10の含量を，野生型（日本晴）
の種子及びS14 :ddsA ホモ系統の種子 （3–12系統T3種子及び91–1系統T2種子）で測定した．種子全体（＝玄米）に
ついては種子１粒からCoQを抽出し，ぬか及び胚芽については10–20mgのサンプルからCoQを抽出した．８回（種
子全体）または４回（ぬか及び胚芽）の測定の平均値と標準偏差を示す．グレーと黒のバーはそれぞれCoQ9含量及
びCoQ10含量を表している．

（B）玄米1g中の各部位に含まれるCoQ量．1gの玄米当たりの，種子全体（W），ぬか（B）及び胚芽（G）に含まれ
るCoQ9及びCoQ10 の量を各部位のCoQ含量より算出した．グレーと黒のバーはそれぞれCoQ9量及びCoQ10量を
表している．
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子発現との関係について調べるため，日本晴，S14 :
ddsAイネ及びOle18–S14 :ddsAイネの未熟種子にお
いて DdsA 蓄積量と CoQ 含量を経時的に解析した．
S14 :ddsAイネホモ系統（S14 :ddsA 91–1）及びOle18
–S14 :ddsAイネホモ系統（Ole18–S14 :ddsA 62–3）の
受粉後5，10，20，30，40日後の未熟種子からタンパ
ク質を抽出し，ウェスタンブロットによりDdsA蓄積
量を調べた（図2–2A）．S14 :ddsAイネの未熟種子に
おいては受粉5日後で中程度のDdsA蓄積が確認され，
10日後には蓄積量が増加し，その後40日後まで同程度
の蓄積がみられた．一方Ole18–S14 :ddsAイネの未熟
種子においては，受粉5日後はごく少量しかDdsAの
蓄積がみられず，受粉10日後以降はS14 :ddsAの受粉
10日後以降と同レベルの蓄積が確認された．次に日本
晴及びS14 :ddsAイネ，Ole18–S14 :ddsAイネの受粉
後5，10，20，30，40日後の未熟種子においてCoQ含
量を測定した（図2–2B）．日本晴の未熟種子では，ど
の時期においてもCoQ9が優先的に蓄積していた．新
鮮重当たりのCoQ9含量は，受粉5–20日後までは8–
9µg/g程度でほぼ一定で，その後半減していた（図
2–2B左側）．一方種子1粒当たりのCoQ9含量は，受
粉5日後は52 . 0±11 . 0ng/seedであるのに対し，受粉
20日後には約4倍の212 . 7±7 . 0ng/seedとなり，その
後半減していた（図2–2B右側）．この結果から，イ
ネ未熟種子においては，少なくとも受粉20日後頃ま
でCoQ合成が行われていること，また種子に含まれ
るCoQ量は受粉20日後頃に最大となることが明らか
になった．前述した種子中のCoQ分布の解析におい
て，日本晴の（完熟）玄米1粒当たりのCoQ9含量は
80 .3±12 . 7ng/seedであり，受粉20日後の種子にはそ
の2.6倍のCoQ9が含まれていた．一方S14 :ddsAイネ
の未熟種子では，どの時期においてもCoQ10が優先
的に蓄積していた．S14 :ddsAイネ未熟種子の新鮮重
当たりのCoQ10含量は，受粉5日後は7 . 3±0 . 4µg/g
で，受粉10日後には14 .2±0 .6µg/gと倍増し，その後
受粉30日後まではほぼ一定で受粉40日後に減少した

（図2–2B左側）．種子1粒当たりのCoQ10含量は，日
本晴のCoQ9含量と同様に，受粉20日後に最大（342 .3
±39 . 2ng/seed）となり，その後減少していた（図2–
2B右側）．この結果から，S14 :ddsAイネ未熟種子に
おいても，野性型と同様に少なくとも受粉20日後頃
までCoQ合成が行われており，また種子に含まれる
CoQ10量が受粉20日後頃に最大となることが明らか
になった．種子中のCoQ分布の解析において，S14 :

ddsAイネの（完熟）玄米1粒当たりのCoQ10含量は
146 . 4±52 . 9 ng/seed であり，受粉20日後の種子に
はその2 . 3倍のCoQ10が含まれていた．Ole 18–S 14 :
ddsAイネの未熟種子では，S14 :ddsAイネとは異な
るパターンが得られた．Ole18–S14 :ddsAイネ未熟種
子では，受粉5日後にはCoQ10がほとんど蓄積してお
らず，受粉10日後からCoQ10の高蓄積が始まってい
た．Ole18–S14 :ddsAイネ未熟種子の新鮮重当たりの
CoQ10含量は，受粉5日後から20日後まで増加し，そ
の後は8–9µg/gでほぼ一定であった．一方新鮮重当
たりのCoQ9含量は，全期間を通じて減少した（図2
–2B左側）．種子1粒当たりのCoQ10含量は，受粉5日
後から30日後（201 .9±16 .2ng/seed）まで増加を続け，
その後一定であった（図2–2B右側）．

種子以外の器官でのCoQ蓄積とddsA遺伝子発現の
関係について調べるため，日本晴とS14 :ddsAイネ（ホ
モ系統S14 :ddsA 91–1）の根，茎，葉におけるDdsA
蓄積量とCoQ含量について解析した．S14 :ddsAイネ
の根，茎，葉（上位葉及び下位葉）では，解析した
全ての器官でDdsAタンパク質が蓄積していた（図2
–3A）．日本晴の根，茎，葉におけるCoQ含量を測定
したところ，どの器官でもCoQ9が主に蓄積しており，
そのCoQ9含量は解析を行ったサンプル間では5–6µg/
gとほぼ一定であった（図2–3C）．一方S14 :ddsAイ
ネにおいては，根，茎，葉全ての器官でCoQ10が主
に蓄積しており，そのCoQ10含量は7–9µg/gの範囲
であった．S14 :ddsAイネの根，茎，上位葉及び下位
葉におけるCoQ9含量とCoQ10含量の合計値（総CoQ
量）は，日本晴の同じ器官のそれぞれ1.7倍，1 .5倍，
1 . 3倍及び1 . 6倍であった．第1章第1節で述べたとお
り，S14 :ddsAイネの種子では日本晴の種子と比べ総
CoQ量が2倍以上に増加しているが，今回の解析から，
S14 :ddsAイネでは根，茎，葉など種子以外の器官で
も総CoQ量が増加していることが確認された．次に
各生育時期の葉におけるCoQ含量とddsA遺伝子発現
の関係について調べるため，同じイネ系統を用いて発
芽後14日後から80日後（＝出穂期）の最上位展葉にお
けるDdsA蓄積量とCoQ含量について解析した．S14 :
ddsAイネでは解析した全ての時期の葉でDdsAタン
パク質が蓄積していた（図2–3B）．日本晴の各時期
の葉におけるCoQ含量を測定したところ，どの時期
でもCoQ9が主に蓄積しており，その含量は発芽14日
後には6.5±0 .3µg/g であったが発芽30日後には半減
し，その後増加して発芽80日後には14日後と同じレベ
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ル（6 .4±0 . 5µg/g）に戻った（図2–3D）．S14 :ddsA
イネの葉ではどの時期にもCoQ10が主に蓄積してい
た．日本晴のCoQ9含量と同様，S14 :ddsAイネ葉の
CoQ10含量は，発芽14日後に最大値（9.6±0 .4µg/g）
を示して発芽30日後に半減し，その後増加して発芽80
日後には14日後と同レベルに戻った．

２．CoQ10量の増加がイネの生育及び収量に及ぼす

影響

１）目　的

植物で有用物質を生産する最大の利点として，大
量生産の容易さとコストの低さがあげられるが，効
率的な栽培には植物の生育特性及び収量特性の把握

図2–2　未熟種子のDdsA蓄積量とCoQ含量
野性型（日本晴）及びS14 :ddsAとOle18 -S14 :ddsAのホモ系統（S14 :ddsA 91–1及びOle18–S14 :ddsA 62–3）の未
熟種子を受粉5–40日後に採取し，DdsAタンパク質の蓄積量とCoQ含量について解析した．（A）ウェスタンブロット
によるDdsAタンパク質の蓄積量の解析．未熟種子より抽出した可溶性タンパク質を，抗DdsA抗体を用いて解析した．
各レーンには未熟種子0.2mg（新鮮重）相当量のタンパク質をロードした．DAF; 受粉後日数．

（B）種子1g当たり（左列）及び種子1粒当たり（右列）のCoQ含量．種子1粒よりCoQを抽出した．各サンプル3粒の
種子を解析し，平均値と標準偏差を示した．グレーと黒のバーはそれぞれCoQ9含量及びCoQ10含量を表している．
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が必要となる．構成的にddsA遺伝子を発現するS14 :
ddsAイネは稔性があり，予備的な観察では野性型で
ある日本晴と同様の表現形を示していた．本章第1節
で示したとおり，S14 :ddsAイネでは種子に加え根，
茎，葉を含む各器官でCoQ10が高蓄積しており，ま
た，野生型と比べ総CoQ量も増加している．本節で
は，CoQ種やCoQ含量の変化がイネの生育に与える
影響を評価するため，S14 :ddsAイネの生育特性及び
収量特性について日本晴と詳細な比較を行った．調査
は2008年と2010年の2回行った．

２）材料及び方法

（1）植物材料
イネ（品種：日本晴），及び第1章第1節において作出，

選抜したS14 :ddsAイネホモ系統（3–12及び91–1）の
自殖後代（T3個体）を用いた．

（2）栽培条件
植物は催芽後1/5000aワグネルポットに1本植えし，

自然光の網室で栽培した．圃場の土に，2008年はチッ
ソ（N），リン酸（P），カリウム（K）各0.28g/ポット，
2010年は2008年の5倍量のN, P, K各1 .4g/ポットの化

図2–3　根，茎，葉におけるDdsA蓄積量とCoQ含量
野性型（日本晴）及びS14 :ddsAのホモ系統（S14 :ddsA 91–1）から，発芽後14日後の根（R），及び出穂期の茎（St），
上位葉（UL），下位葉 （LL）または発芽後14–80日後の上位葉を採取し，DdsA蓄積量とCoQ含量について解析した．

（A，B）　ウェスタンブロットによるDdsAタンパク質の蓄積量の解析．各サンプルより抽出した可溶性タンパク質を，
抗DdsA抗体を用いて解析した．各レーンにはサンプル0.2mg（新鮮重）相当量のタンパク質をロードした．N; 日本晴，
S; S14 :ddsA，DAG; 発芽後日数．（C，D）CoQ含量の解析．サンプル全体を粉砕により均一化後，20–50mgを分取
しCoQを抽出した．各部位3個体から採取したサンプルを解析し，平均値と標準偏差を示した．グレーと黒のバーは
それぞれCoQ9含量及びCoQ10含量を表している．
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成肥料を施用した．2008年は当該地の晩植期（6月下
旬）より遅い7月中旬，2010年は普通栽培期である5月
下旬に移植を行い，常時湛水条件で栽培した．2008年
は追肥を行わなかった．2010年は7月下旬にN, P, K各
0 .57g/ポットの追肥を行った．

３）結　果

生育調査結果を表2–1に示す．2008年は2010年より7
週間遅く移植を行ったため，出穂日が全体的に約3週
間遅くなった．また各調査年ごとで比較すると，S14 :
ddsAイネの出穂日は日本晴より2008年で1–3日，2010
年で7–9日遅かった．S14 :ddsAイネの稈長は日本晴
より10cm程短い傾向があり，穂長及び穂重は日本晴
と同程度だった．ただし2010年はS14 :ddsAイネ，日
本晴共に後述の稔実・登熟不良により穂重が軽くなっ
た．S14 :ddsAイネの穂数は2008年の調査では日本晴
の50–60％，2010年の調査では日本晴の75–85％であっ
た．次に収量調査結果を表 2– 2に示す．2010年は，
おそらくは高温障害により，全サンプルで稔実率が
15–40％と著しく低下し完熟種子がほとんど得られな
かった．そこで2008年の結果のみを示した．1穂籾数，
登熟歩合及び玄米重については，S14 :ddsAイネと日
本晴で有意な差はみられなかった．S14 :ddsAイネの
玄米収量は日本晴の40–50％であり，日本晴より有意

に低かった．

３．CoQ10量の増加がイネの耐塩性に及ぼす影響

１）目　的

植物が様々な環境ストレスで損傷を受ける際，スト
レスにより過剰の活性酸素種が生じ，損傷の主要な原
因となっていると考えられており，グルタチオンペル
オキシダーゼやスーパーオキシドジスムターゼ等の抗
酸化酵素の遺伝子を過剰発現する植物では，低温や塩
等の環境ストレスへの耐性が向上することが知られて
いる（Zhu 2001）．CoQは強い抗酸化作用を持つこと
から，CoQ含量が増加した植物においても環境ストレ
ス耐性の向上が期待される．例えば，coq2遺伝子の
発現により葉のCoQ含量が野性型の3–6倍に増加した
形質転換タバコにおいて，酸化ストレスに加え塩スト
レス耐性が向上することが報告されている（Ohara et 
al. 2004）．本章第1節で述べたとおり，構成的にddsA
遺伝子を発現するCoQ10強化イネ（S14 :ddsAイネ）
では，種子に加え根，茎，葉を含む各器官で総CoQ
量が日本晴に対し1.3〜1 .7倍に増加していた．そこで
本節では，S14 :ddsAイネの塩ストレス耐性について
野性型である日本晴との比較を行った．

表2-1　生育調査結果

調査年 品種・系統 出穂日 稈長（cm） 穂数 穂長（cm） 穂重（g）

2008年
S14 :ddsA 

3-12 9/6±0 .0＊＊ 65 .0±5 .8＊＊ 5 .5±2 .1 16 .7±1 .1 0 . 9±0 .2

91-1 9/4±0 .6＊ 66 .5±4 .8＊＊ 4 .3±1 .3＊＊ 17 .8±1 .1＊ 1 .2±0 .2

日本晴 9/3±0 .6 77 .5±8 .3 8 . 8±0 .5 15 .5±1 .5 1 . 1±0 .1

2010年
S14 :ddsA 

3-12 8/19±2 .9＊＊ 57 .0±6 .7＊ 9 .0±2 .2 15 .8±1 .3 0 . 3±0 .1＊＊

91-1 8/17±1 .9＊＊ 61 .0±6 .3 10 .0±2 .9 17 .2±0 .3 0 . 4±0 .0＊＊

日本晴 8/10±1 .0 69 .3±3 .3 11 .8±3 .9 15 .6±1 .3 0 . 5±0 .1

稈長，穂数は株あたりの値，穂長及び穂重は1穗当たりの値である． 
＊及び＊＊はそれぞれ日本晴に対する有意差P<0 .05及びP<0 .01（スチューデントのt検定）を示す．

表2-2　収量調査結果

品種・系統 1穗籾数 登熟歩合（%） 玄米千粒重（g） 玄米収量（g/株）

S14 :ddsA 
3-12 34 .3±10 .0 82 .3±7 .9 20 .3±1 .3＊ 3 .0±1 .8＊

91-1 41 .6±8 .1 79 .8±4 .5＊ 21 .4±0 .8 2 . 8±0 .9＊＊

日本晴 39 .3±3 .1 88 .9±0 .7 22 .4±0 .6 6 . 3±0 .5
＊及び＊＊はそれぞれ日本晴に対する有意差P<0 .05及びP<0 .01（スチューデントのt検定）を示す．
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２）材料及び方法

（1）植物材料
イネ（品種：日本晴），及び第1章第1節において作

出，選抜したS14 :ddsAイネホモ系統（3–12及び91–1）
の自殖後代（T2個体）を用いた．

（2）塩処理
発芽後蒸留水中で1週間育苗したイネ幼植物を，

1/4濃度の吉田氏液（Yoshida et al. 1976）中で3日間，
その後1/2濃度の吉田氏液で4日間水耕栽培した．そ
の後，0mM または50mMのNaCl を含む1/2濃度の
吉田氏液で2週間処理（0mM 及び50mM NaCl処理），
あるいは100mM NaClを含む1/2濃度の吉田氏液で1
週間処理した後にNaCl を含まない1/2濃度の吉田氏
液に移し1週間回復処理（100mM NaCl処理）した．
育苗及びNaCl処理は自然光の網室で行った．

（3）CoQ測定
イネ幼植物の地上部を乳鉢と乳棒を用いて液体窒

素中で粉砕し，0 . 1M 酢酸緩衝液（pH5 . 0）で懸濁
後50µl の0 .22mMのビタミンK1を添加した．CoQを
3mlのn–ヘキサンで3回抽出し，抽出物を蒸発乾固後
に1mlのメタノール/アセトニトリル（1：1, v/v）に
溶解した．抽出したCoQは第1章第2節の材料及び方
法に記載した条件でHPLCにより分析した．

３）結　果

野性型である日本晴とS14 :ddsAイネのホモ系統（3
–12及び91–1）について，0mM, 50mMまたは100m 
NaCl処理を行った幼植物の地上部乾物重，根乾物重
及び枯葉数を比較した（図2–4A–C）．日本晴では，
NaCl濃度に依存して地上部乾物重及び根乾物重の減
少及び枯葉数の増加がみられた．100mM NaCl処理
区では，地上部乾物重及び根乾物重はそれぞれ0mM 
NaCl処理区の値の45 . 9％及び48 . 1％に減少し，一方
枯葉数は0mM NaCl処理区の0枚に対し100mM NaCl
処理区では3±0 . 5枚に増加した（図2–4A–C）．S14 :
ddsAイネにおいても日本晴と同様の結果が得られた．
100mM NaCl処理区においては，地上部乾物重及び
根乾物重は0mM NaCl処理区の値のそれぞれ41 . 7–
49 .4％及び45 .4–47 .3％に減少し，また枯葉数は0mM 
NaCl理区の0 . 1–0 . 4枚に対し100mM NaCl処理区で
は3 .3–3 . 5枚に増加した（図2–4A–C）．また新鮮重と
乾物重より各サンプルの水分含量を算出したところ，

全処理区，全系統で地上部では81 . 3–84 . 4％，根では
89 . 6–90 . 3％とほぼ一定の値を示した．このように，
日本晴とS14 :ddsAイネで塩ストレス耐性に差はみら
れなかった．

塩処理終了後の地上部について，新鮮重当たりの
CoQ含量を測定した．全処理区において日本晴では
CoQ9，2つのS14 :ddsAイネ系統ではCoQ10が主に蓄
積していた．また全処理区を通じて，日本晴地上部
のCoQ9含量は5–6µg/gでほぼ一定，S14 :ddsA 3–12
イネ地上部のCoQ10含量は8µg/gでほぼ一定であっ
た（図2–4D）．S14 :ddsA 91–1イネ地上部については，
50mM NaCl処理区で他の処理区（7–8µg/g）の値の1.7
倍のCoQ10含量（12 . 2±1 . 3µg/g）を示した．0mM, 
50mM及び100mMのNaCl処理区におけるS14 :ddsA
イネ地上部の総CoQ量は，同じ処理を行った日本晴
イネ地上部のそれぞれ1.4–1 .5倍，1.4–2 .0倍，及び1.5
倍であった．

４．考　察

本章第1節では，野性型である日本晴及びCoQ10
強化イネ（S14 :ddsAイネ）について，各器官におけ
るCoQ含量を解析した．その結果，以下の点が明ら
かになった．1）日本晴及びCoQ10強化イネどちらで
も，CoQは種子中のぬか及び胚芽に主に蓄積する（図
2–1），2）日本晴及びCoQ10強化イネのいずれにおい
ても，未熟種子1粒当たりに含まれるCoQ量は受粉
20日後頃に最大となり，その後減少する（図2–2B），
3）CoQ10強化イネでは根，茎，葉においてもCoQ10
が蓄積しており，これらの器官における総CoQ量は
日本晴の対応する器官の値の1.3–1 . 7倍に増加してい
る（図2–3C）．これらの結果から，S14 :ddsAイネは
ddsAを構成的に発現するにもかかわらず，野性型と
ほぼ同じCoQ分布およびCoQ増減パターンを持つこ
とが示された．第1章では，イネにおいてDdsAが行
うプレニル2リン酸の合成反応がCoQ合成の律速ス
テップとなっていると考察したが，ここで得られた結
果からは，イネにおけるCoQ合成の律速ステップは
他にもあることが強く示唆された．また上記1）–3）の
情報は，CoQ10強化イネの改良や，食用及びCoQ10
の抽出用素材としてのCoQ10強化イネの最適な利用
法を検討する際の基礎データとして非常に有用であ
る．例えば，2）の結果からはCoQ10の抽出材料とす
る場合，受粉20日後頃が収穫適期であることが示され，
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1）の結果からは種子CoQ10含量のさらなる増加のた
めには胚乳での生産の必要性が示唆された．

本章第1節では，Ole18–S14 :ddsAイネ未熟種子の
CoQ 含量についても解析した．Ole 18–S 14 :ddsA イ
ネで ddsA 遺伝子発現に用いている Ole 18プロモー
ターは，受粉12–17日後のイネ未熟種子において胚及
びアリューロン層に限定的な強い活性を持つことが
確認されているが（Qu and Takaiwa 2004），Ole 18
–S14 :ddsAイネの受粉20日後の未熟種子ではCoQ10
がCoQ9の2倍以上蓄積し，この時点で蓄積する主な
CoQ種となっていた（図2–2B）．この結果から，受
粉20日後の未熟種子におけるCoQ合成が，完熟種子
でのCoQ蓄積部位と同じ胚及びアリューロン層（＝
ぬか）で主に行われていることが示唆された．Ole18

プロモーターはまた，受粉7日後のイネ未熟種子に
おいては活性が弱いことが確認されており（Qu and 
Takaiwa 2004），Ole18–S14 :ddsAイネにおいても受
粉5日後ではDdsAタンパク質の蓄積がほとんどみら
れず，CoQ10の蓄積も日本晴と同等レベルであった

（図2–2A, B）．Ole18–S14 :ddsAイネ各個体の完熟種
子のCoQ10含量が，最大でもS14 :ddsAイネ完熟種
子のCoQ10含量と同等以下であったことは第1章で述
べたが，未熟種子におけるddsA遺伝子発現がOle18
–S14 :ddsAイネではS14 :ddsAイネより遅れて始まる
ことがその一因と考えられた．

本章第2節では，CoQ 10強化イネ（S 14 :ddsA イ
ネ）と日本晴について生育調査及び収量調査を行っ
た．S14 :ddsAイネは野生型である日本晴より出穂が

図2–4　S14 :ddsAイネの耐塩性の解析
野性型である日本晴とS14 :ddsAイネのホモ系統 （S14 :ddsA 3–12及びS14 :ddsA 91–1）について，塩処理終了時の
地上部乾物重（A），根乾物重（B），枯葉数（C），及び地上部のCoQ含量（新鮮重当たり; D）を測定した．（A）–（C）
において，白いバーは日本晴，グレーと黒のバーはそれぞれS14 :ddsA 3–12及びS14 :ddsA91–1のデータを表してい
る．（A）と（B）は4個体，（C）は8個体の平均値と標準偏差を示している．（D）においては，グレーと黒のバーはそれぞ
れCoQ9含量及びCoQ10含量を表し，またN，S3，S91はそれぞれ日本晴，S14 :ddsA 3–12，及びS14 :ddsA 91–1を
表す．4個体の平均値と標準偏差を示している．
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遅く，短稈の傾向が見られた．またS14 :ddsAイネの
穂数は，2008年の調査では日本晴の50％程度であり，
2010年の調査では日本晴の80％程度であった（表2–
1）．2010年は普通期，2008年は晩稙期より1ヶ月遅い
時期に栽培を行った．2008年はCoQ10強化イネ，日
本晴共に2010年より穂数が減少しており，両調査年の
生育時期の差がS14 :ddsAイネで穂数により強く影響
したと考えられる．2008年に行った収量調査におい
て，S14 :ddsAイネの株当たりの玄米収量は日本晴の
約1/2であった（表2–2）．収量構成要素である穂数，
1穂籾数，登熟歩合，玄米千粒重のうち，穂数以外は
S14 :ddsAイネと日本晴で有意な差がみられなかった
ことから（表2–2），穂数減少がS14 :ddsAイネの低収
の主な原因であると考えられた．2008年の生育調査で
行った普通期の栽培ではS14 :ddsAイネでも日本晴の
80％程度の穂数が得られていることから，適期の栽
培を行えばS14 :ddsAイネでも日本晴の80％程度の収
量が得られると推定された．出芽酵母において，ジー
ンターゲティングによりCoQ5–CoQ10を主に生産す
る形質転換酵母株を作出し増殖速度を比較したとこ
ろ，各株間に大きな差はないものの，内生のCoQ6を
生産する株が最も速い増殖を示すことが報告されてい
る（Okada et al. 1998a）．S14 :ddsAイネも上記の形
質転換酵母株と同様，イネ本来のCoQ9がほとんど蓄
積せずほぼCoQ10のみが蓄積している．そのために
S14 :ddsAイネは穂数減少等，野生型より生育がやや
悪くなったと推定される．

2010年の収量調査においては，S14 :ddsAイネ，日
本晴共に稔実率が著しく低下した．2010年の開花期

（8/13–9/2）における当該地の平均最高気温は35℃と，
2008年及び2009年の同時期の平均最高気温より6℃高
く（農業環境技術研究所　気象データより；http://
niaesaws.ac.affrc.go.jp/weatherdata.htm）， ま た2010
年の開花期には，網室内の最高気温は39℃に達した．
Matsuiらは，日本晴に対し開花期5日間の昼温（8時間）
について37 . 5℃または40℃の処理を行うと，稔実率
がそれぞれ85 . 3％または 35 . 0％に低下することを報
告しており（Matsui 2009），2010年の調査においては
高温により稔実率が低下したと考えられる．

coq 2遺伝子を発現するタバコにおいては，葉の
CoQ含量が野性型の3–6倍に増加すると共に塩スト
レス耐性が向上していた（Ohara et al. 2004）．そこ
で本章第2節では，構成的にddsA遺伝子を発現する
CoQ10強化イネであるS14 :ddsAイネの塩ストレス耐

性について解析した．その結果，coq2発現タバコと
は異なり，CoQ10強化イネの塩ストレス耐性は野性
型と同程度であった．その理由の一つとして，処理を
行ったCoQ10強化イネ地上部の総CoQ量は，同じ処
理を行った日本晴イネ地上部の1.5倍程度とcoq2発現
タバコに比べて低かったため，CoQ量増加による耐塩
性増強効果が得られなかったと推定された．また蓄積
するCoQ種の違いによる影響も考えられる．coq2発
現タバコでは内生と同じCoQ10の蓄積量が増加して
いたのに対し，CoQ10強化イネでは内生（CoQ9）と
は異なるCoQ10が主に蓄積し，CoQ9の蓄積量は野性
型の数分の1量に減少していた（図2–4D）．生育調査
についての考察でも述べたが，出芽酵母において，本
来のCoQ6以外を生産する形質転換酵母株はCoQ6生
産株よりも増殖速度が低下することが報告されている

（Okada et al. 1998a）．CoQ10強化イネではCoQ総量
は野生型より増加しているものの，大部分が内生と異
なるCoQ種であったために耐塩性増強効果が得られ
なかったと考えられる．

第３章　さまざまなイネ品種 ･ 系統を利用した
CoQ10強化イネの作出

第1章第3節及び第4節では，日本晴を宿主品種とし
て用い，これに導入する遺伝子コンストラクトを改良
することにより，CoQ10強化イネのCoQ10含量増加
の可能性を探った．これに対し本章では，巨大胚品種
やデンプン合成変異系統といった，日本晴より種子
のCoQ含量が高いと想定される品種や系統を用いて
CoQ10強化イネを作出することにより，形質転換イ
ネ種子のさらなるCoQ10含量増加を試みた．

１．巨大胚系統を利用したCoQ10強化イネの作出

１）目　的

第2章第1節で述べたように，イネ種子のCoQは野
生型及びCoQ10強化イネ（S14 :ddsAイネ）いずれに
おいても主にぬか及び胚芽部分に蓄積する．この結
果から，大きな胚芽を持つイネ系統を用いてCoQ10
強化イネを作出することにより，形質転換イネ種子の
CoQ10含量が増加することが示唆された．そこで本
節では，通常の2–3倍の大きさの胚芽を持つ巨大胚系
統を用いてCoQ10強化イネを作出し，種子CoQ10含
量の増加を目指した．
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２）材料及び方法

（1）植物材料
材料として，イネ品種はいいぶき（Matsushita et 

al. 2008）及び育成系統（中系特70号，以下特70）の2
種類のイネ巨大胚系統を用いた．特70は巨大胚品種で
あるはいみのり（Maeda et al. 2001）と小粒を特徴と
する育成系統である中国152の交配により育成された

（S. Iida，私信）．また，通常サイズの胚を持つ品種
である日本晴を対照として用いた．日本晴型のS14 :
ddsAイネ（N–S14 :ddsAイネ）の作出については第1
章第1節で記述しており（第1章ではS14 :ddsAイネと
表記），本節ではT0個体及びT1種子を用いた．植物は
催芽後培養土を充填したポットに移植し，自然光の温
室（27℃）で栽培した．胚芽重量の測定は，玄米を
精米器（パーレスト，ケット科学研究所）で40秒精米
し，回収したぬかと胚芽の混合物より胚芽をふるいで
分離して行った．

（2）プラスミド構築
第1章第3節で作出したUbi–S14 :ddsAイネにおいて

は，種子のCoQ10含量値がS14 :ddsAイネの値の最大
1 . 3倍に増加したが，ddsA遺伝子導入個体中10％以
下でしかDdsAタンパク質が蓄積しないという問題が
あった．一方，第1章第4節で構築したER:coq2–ddsA
コンストラクトはUbi–S14:ddsA発現カセットを含み，
日本晴に導入した際にDdsA蓄積個体が問題なく得ら
れ，また形質転換イネ種子のCoQ10含量はUbi–S14 :
ddsAイネと同程度に増加した．そこで本節における
はいいぶきの形質転換には，ER:coq 2–ddsAコンス
トラクトをベースに，選抜マーカーをmALS遺伝子
からより選抜効率の良いHPT遺伝子に変更したER:
coq 2 –ddsA–HPTを用いた．ER:coq 2 –ddsA–HPTの
構築は，Multisite Gatewayシステム（インビトロジェ
ン）を利用して行った．第1章第4節で作成したイネ
ユビキチンプロモーター，S14:ddsA遺伝子，10kDa
プロラミンターミネーターから成るUbi–S14 :ddsA発
現カセットを含むエントリーベクターと，35SCaMV
プロモーター，ER:coq2遺伝子，10kDaプロラミン
ターミネーターから成るER:coq2発現カセットを含む
エントリーベクターを，LR clonase Plusを用いたLR
クロナーゼ反応によりHPT発現カセットを含むデス
ティネーションバイナリーベクター35S:HPT–24GW

（Wakasa et al. 2006）に導入した．

（3）植物の形質転換と栽培
第1章第1節において構築したS14 :ddsAコンスト

ラクト及び ER:coq 2–ddsA–HPT コンストラクトを
エレクトロポレーションによりアグロバクテリウム

（Agrobacterium tumefaciens）EHA 105 株 に 導 入 し
た．アグロバクテリウムを介したイネの形質転換を，
Toki（1997）の方法に次の改変を加えて行った; 選抜
と再分化のステップに使用する培地を，Fukuokaら
の報告（2000）に記載されているものに変更した．は
いいぶきにはS14 :ddsAコンストラクト及びER:coq2
–ddsA–HPTコンストラクトを，特70にはS14 :ddsA
コンストラクトを導入した．形質転換植物を50mg/l 
のハイグロマイシンを含む培地上で選抜した．S14 :
ddsAコンストラクトの導入の際は，450個のはいい
ぶきカルス，1400個の特70カルスを選抜し，はいいぶ
き6個，特70については 5個の再分化個体を得た．ま
たER:coq2–ddsA–HPTコンストラクトの導入の際は，
600個のはいいぶきカルスを選抜し，3個の再分化個
体を得た．再分化個体について第1章第3節の材料及
び方法に記載した条件でPCR増幅によりゲノムへの
ddsA遺伝子の挿入を確認したところ，S14 :ddsAコン
ストラクトについては，はいいぶき5個体及び特70各
5個体，ER:coq2–ddsA–HPTコンストラクトについて
は，はいいぶき3個体のddsA遺伝子挿入個体が得ら
れた（データ不掲載）．形質転換初代（T0個体）を培
養土を充填したポットに移植し，自然光の温室（27℃）
で栽培した．T0個体及び自殖種子（T1）を実験に用
いた．

（4）ウェスタンブロット解析
形質転換イネの葉または完熟種子から，葉は10mg

当たり80µl，完熟種子は10mg当たり50µlの抽出バッ
ファーを用いて第1章第1節の材料及び方法に記載した
方法により可溶性タンパク質を抽出し，12 . 5％アク
リルアミドゲルで分離後，イモビロンポリビニリデン
ジフルオリド膜（ミリポア）に転写した．タンパク質
の検出にはECLプラスウェスタンブロッティング検
出システム（アマシャムバイオサイエンス）を用いた．
DdsAタンパク質に対する抗血清調製については第1
章第1節の材料及び方法で記載している．

（5）CoQ測定
CoQ抽出は，第1章第2節の材料及び方法に記載し

た新法で行い，また抽出したCoQは第1章第2節の材
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料及び方法に記載した条件でHPLCにより分析した．
CoQ9は2µg/gを検出限界とした．

３）結　果

2種の巨大胚系統であるはいいぶきと中系特70号
（特70）及び日本晴の玄米を図3–1Aに示す．はいい
ぶき及び特70の胚芽/玄米重量比はそれぞれ6 .9％及
び9.5％で，その値は日本晴（2.9％）の2〜3倍であった．
特70ははいいぶきと同程度の巨大な胚を持つが（図3–
1A），玄米重は日本晴やはいいぶきの55–57％である

（図3–1B）ため，胚芽/玄米重量比がはいいぶきのそ
れより大きくなっている．はいいぶきと特70の種子
CoQ9含量は日本晴のそれぞれ1.9倍及び2 .8倍であり

（図3–1C），これら巨大胚系統の種子にCoQ9が高含有
されていることが確認された．

アグロバクテリウムを介した形質転換により，S14 :

ddsAコンストラクト（図3–2A; 第1章第1節で構築）
をはいいぶき及び特70へ導入した．その結果，5個体
のはいいぶき型のS14 :ddsA（Hi–S14 :ddsA）形質転
換初代（T0）植物及び5個体の特70型のS14 :ddsA（T70
–S14 :ddsA）T0植物が得られた．両系統の形質転換効
率（ddsA遺伝子が導入された再分化個体数/選抜カ
ルス数）は，はいいぶきで1.3％，特70で0.4％であっ
た．S14 :ddsAコンストラクトにおいては，ddsA遺伝
子発現に構成的なCaMV35Sプロモーターを用いてい
ることから，葉におけるDdsAタンパク質の蓄積を調
査した．その結果，Hi–S14 :ddsAイネ2個体及びT70
–S14 :ddsAイネ2個体において，DdsAタンパク質の
蓄積が確認された（図3–2B）．Hi–S14 :ddsAイネ及び
T70–S14 :ddsAイネはいずれも稔性があり，野性型同
様の表現型を示した．

図3–1　本章で用いた巨大胚イネ系統
（A）種子（玄米）の写真．バーは1mm．
（B）種子1粒重．
（C）種子のCoQ含量．種子1粒よりCoQを抽出し，4回の測定の平均値と標準偏差を示した．グレー
と黒のバーはそれぞれCoQ9含量及びCoQ10含量を表している．
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DdsAタンパク質を蓄積するHi–S14 :ddsAイネ及び
T70–S14:ddsAイネ全個体について，自家受粉種子（T1

種子）のCoQ含量測定を行い，第1章1節で作出した
日本晴型のN–S14 :ddsAイネのT1種子におけるCoQ
含量と比較した（図3–2C）．N–S14 :ddsAイネについ
ては，第1章第3節の図1–5から，CoQ10を高含有する
上位2個体のデータを引用した．PCR解析により種子

1粒毎にddsA遺伝子の有無を確認し（データ不掲載），
ddsA遺伝子を保持する種子をCoQ含量測定に用いた．
全てのddsAポジティブのT1種子において，CoQ10が
優先的に蓄積していた．第1章第3節で述べた通り，N
–S14 :ddsAイネでは，N–S14 :ddsA 73が最も高い種
子CoQ10含量を示し，その値は12 .2±0 .3µg/gであっ
た．これに対しHi–S14 :ddsAイネではHi–S14 :ddsA 

図3–2　巨大胚系統型のCoQ10強化イネの解析
（A）形質転換に用いたコンストラクト．
（B）形質転換イネのウェスタンブロット解析．各形質転換イネのT0個体の葉またはT1種子，及び対応する宿主系統
の葉または種子より抽出した可溶タンパク質を，抗DdsA抗体を用いて解析した．N–S14 :ddsA 91はポジティブコン
トロール．

（C）形質転換イネT1種子のCoQ含量．種子1粒よりCoQを抽出した．各個体4〜5粒の種子を解析し，平均値と標準
偏差を示した．グレーと黒のバーはそれぞれCoQ9含量及びCoQ10含量を表している．N–S14 :ddsA及びN–S14 :
ddsA,ER:coq2については，それぞれ図1–5及び1–6から高CoQ10含量を示す2個体のデータを引用した．
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5，T70–S 14 :ddsAイネではT70–S 14 :ddsA 1が最も
高い種子CoQ10含量を示し，それぞれ16 .8±4 .5µg/g
及び22 . 1±8 . 3 µg/gであった（図3–2C）．このよう
に，Hi–S 14 :ddsAイネ及びT70–S 14 :ddsAイネの種
子CoQ10含量は，最大でN–S14 :ddsAイネの値のそ
れぞれ1.4倍または1.8倍であり，巨大胚系統の利用に
より，種子におけるCoQ10含量の増加が可能である
ことが示された．

はいいぶきについては，Ubi–S14 :ddsA発現カセッ
トの導入により種子CoQ10含量のさらなる増加を試
みた．第1章第4節で構築したER:coq 2–ddsAコンス
トラクトをベースに，選抜マーカーをmALS遺伝子
からより選抜効率の良いHPT遺伝子に変更したER:
coq2–ddsA–HPTを構築し（図3–2A），アグロバクテ
リウムを介した形質転換を行った．その結果，3個体
のddsA遺伝子導入個体（Hi–ER:coq2–ddsAイネ，T0

個体）が得られた．これらの形質転換イネにおいて，
coq2遺伝子の導入を確認した（PCR増幅により確認，
データ不掲載）．ウェスタンブロットによりHi–ER:
coq2–ddsAイネの自家受粉種子（T1種子）における
DdsAタンパク質蓄積について解析した．PCR解析に
より種子1粒毎にddsA遺伝子の有無を確認し（デー
タ不掲載），ddsA遺伝子を保持する種子からタンパ
ク質を抽出し解析に用いた．その結果，全てのT0個
体由来の種子でDdsAタンパク質の蓄積が確認された

（図3–2B）．Hi–ER:coq2–ddsAイネは稔性があり，野
性型同様の表現型を示した．

Hi–ER:coq2–ddsA イネのT1種子についてCoQ含量
を測定し，Hi–S14 :ddsA 及びN–ER:coq2–ddsA イネ
のT1種子のCoQ含量と比較した（図3–2C）．N–ER:
coq 2–ddsAイネについては，第1章第4節の図1–8か
ら，CoQ10を高含有する上位2個体のデータを引用し
た．PCR解析により種子1粒毎にddsA遺伝子の有無
を確認し（データ不掲載），ddsA遺伝子を保持する種
子をCoQ含量測定に用いた．全てのddsAポジティブ
のT1種子において，CoQ10が優先的に蓄積していた．
Hi–ER:coq2–ddsA イネではHi–ER:coq2–ddsA 3が最
も高い種子CoQ10含量を示したが，その値は15 . 9±
3 . 8µg/gであり（図3–2C），Hi–S14 :ddsAイネ及びN
–ER:coq2–ddsAイネ種子の最大値と同程度であった．
このように，今回得られた3個体のHi–ER:coq2–ddsA
イネの解析からは，改良型S14 :ddsAコンストラクト
の導入による種子CoQ10含量の増加は確認されなかっ
た．

２．sugary及びshrunken変異体を利用したCoQ10

強化イネの作出

１）目　的

前章第1節で示したように，イネ種子のCoQは主に
ぬか及び胚芽部分に蓄積する．本章第1節では，巨大
胚系統を利用してCoQ10強化イネを作出し，通常サ
イズの胚を持つ日本晴型のCoQ10強化イネと比べ，
巨大胚系統型のCoQ10強化イネでは種子のCoQ10含
量が最大1.8倍に増加することが明らかとなった．こ
の結果から，巨大胚系統以外でも胚乳部分が小さく，
相対的に種子重量中に占めるぬか及び胚の比率が大
きいイネ系統は，CoQ10強化イネの種子CoQ10含量
増加に利用できるのではないかと考えた．本節では
この作業仮説に基づき，デンプン生合成の欠陥によ
り種子の乾物重が大きく減少するsugary変異体及び
shrunken 変異体を用いて CoQ 10強化イネの作出を
行った．

２）材料及び方法

（1）植物材料
材料としてN–メチル–N–ニトロソウレア処理され

たイネ（品種：金南風）（Yano et al. 1984）から分離
されたsugary変異体（変異系統 EM5）及びshrunken
変異体（変異系統 EM22）を用いた．これらはデン
プン生合成に欠陥があり，sugary変異体ではデンプン
枝切り酵素であるISA1，shrunken変異体ではADP
–グルコースピロフォスフォリラーゼの活性が低下し
ている（Kawagoe et al. 2005 ; Kubo et al. 1999a）．そ
の結果どちらの変異体でも乾物重当たりの種子デンプ
ン含量及び種子の乾物重の双方が野性型と比べ大き
く減少し，種子にはしわがよっている（Matsuo et al. 
1987）．対照としてはN–S14 :ddsAイネの宿主系統で
ある日本晴を用いた．N–S14 :ddsAイネの作出につい
ては第1章第1節で記述しており（第1章ではS14 :ddsA
イネと表記），本節では自殖後代の種子（T1）を解析
に用いた．

（2）植物の形質転換と栽培
アグロバクテリウムを介したイネsugary変異体及

びshrunken変異体の形質転換を，第1章第1節の材料
及び方法に記述した方法で行った．形質転換植物を
50mg/l のハイグロマイシンを含む培地上で選抜し，
ゲノムへのddsA遺伝子の挿入を第1章第3節の材料及
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び方法に記載した条件のPCR増幅により確認した．
形質転換初代（T0個体）を培養土を充填したポット
に移植し，自然光の温室（27℃）で栽培した．T0個
体及び自殖後代を実験に用いた．

（3）ウェスタンブロット解析
形質転換イネの完熟種子から，1mg当たり20µlの

抽出バッファーを用いて第1章第1節の材料及び方法
に記載した方法により可溶性タンパク質を抽出し，
12 . 5％アクリルアミドゲルで分離後，イモビロンポ
リビニリデンジフルオリド膜（ミリポア）に転写し
た．タンパク質の検出にはECLプラスウェスタンブ
ロッティング検出システム（アマシャムバイオサイエ
ンス）を用いた．DdsAタンパク質に対する抗血清調
製については第1章第1節の材料及び方法に記載してい
る．

（4）CoQ測定
CoQ抽出は第1章第2節の材料及び方法に記載した

新法で行い，また抽出したCoQは第1章第2節の材料

及び方法に記載した条件でHPLCにより分析した．
CoQ9は2µg/gを検出限界とした．

３）結　果

日本晴，sugary及びshrunkenの種子（玄米）を図3
–3Aに示す．2種の変異系統の玄米は野性型である日
本晴と比べ扁平でしわがよっている（図3–3A）．また
sugary及びshrunkenの種子重量は日本晴のそれぞれ
2/3及び1/2であった（図3–3B）．日本晴，sugary及
びshrunkenの種子についてCoQ9及びCoQ10の含量
を測定したところ，3種全てのイネ種子でCoQ9が主
に蓄積していた．sugary及びshrunkenの種子CoQ9
含量の値は日本晴種子のCoQ9含量値のそれぞれ3 . 4
倍及び3 . 2倍であった（図3–3C）．第3章第1節で用い
た2つの巨大胚系統（はいいぶきおよび中系特70）で
は，種子のCoQ9含量はそれぞれ6.6±0 .4µg/g及び9.5
±2 . 3 µg/g であり（図3–1 C），sugary 及び shrunken
の種子CoQ9含量の値は中系特70の当該値のそれぞれ
1.2倍及び1.1倍であった．このように，両変異系統の
種子が高いCoQ9含量を示すことが確認された．

図3–3　本章で用いたイネ変異体系統
（A）種子（玄米）の写真．バーは1mm．
（B）種子1粒重．
（C）種子のCoQ含量．種子1粒よりCoQを抽出し，4回の測定の平均値と標準偏差を示した．グレー
と黒のバーはそれぞれCoQ9含量及びCoQ10含量を表している．
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ア グ ロ バ ク テ リ ウ ム 法 に よ り ，sugary 及 び
shrunkenへS14 :ddsAコンストラクト（第1章第1節で
構築）を導入した．14個体のsugary型S14 :ddsA イ
ネ（Sug–S14 :ddsAイネ）及び 18個体のshrunken型
S14 :ddsA イネ（Shr–S14 :ddsAイネ）の形質転換初
代（T0）植物が得られた．これらのうち，十分な稔
性を示した10個体のSug–S14 :ddsAイネ及び4個体の
Shr–S14 :ddsAイネを以後の解析に用いた．自家受粉
種子（T1種子）におけるDdsAタンパク質の蓄積を解
析した．PCR解析により種子1粒毎にddsA遺伝子の
有無を確認し（データ不掲載），ddsA遺伝子を保持す
る種子からタンパク質を抽出し解析に用いた．解析し
た全てのddsAポジティブのSug–S14 :ddsAイネ及び
Shr–S14 :ddsAイネのT1種子において，DdsAタンパ
ク質が検出された（図3–4A）．また，Sug–S14 :ddsA
イネ及びShr–S14 :ddsAイネはいずれも，野性型同様
の表現型を示した．

5個体のSug–S14 :ddsAイネ（10個体の内，予備的
な実験において高いCoQ10含量を示した個体）及び4
個体のShr–S14 :ddsAイネについてT1種子のCoQ含

量を測定し，日本晴型のN–S14 :ddsAイネT1種子の
CoQ 含量と比較した（図3–4 C）．N–S 14 :ddsA イネ
については，第1章第3節の図1–5から，CoQ10を高含
有する上位2個体のデータを引用した．種子1粒毎に
ddsA遺伝子の有無を確認し（PCR解析により確認，
データ不掲載），ddsA遺伝子を保持する種子をCoQ
含量測定に用いた．全てのddsAポジティブのT1種子
において，CoQ10の高蓄積が確認された．第1章第3
節で述べた通り，N–S14 :ddsAイネの種子CoQ10含量
は最大で12 .2±0 . 3µg/gであった．これに対し，Sug
–S14 :ddsAイネでは，Sug–S14 :ddsA 17，またShr–
S 14 :ddsAイネではShr–S 14 :ddsA 6が最も高い種子
CoQ10含量を示し，その値はそれぞれ34.5±15.3µg/g，
及び28.1±14.3µg/gであった（図3–4B）．このように，
Sug–S 14 :ddsA イネ及び Shr–S 14 :ddsA イネの種子
CoQ10含量は最大でN–S14 :ddsAイネの値のそれぞ
れ2.9倍または2 .3倍であった．本章第1節で得られた
巨大胚系統型のCoQ10強化イネの種子CoQ10含量は，
Hi–S14 :ddsAで最大16 . 8±4 . 5µg/g，T70–S14 :ddsA
で最大22.1±8.3µg/gであった（図3–2C）．このように，

図3–4　Sug–S14 :ddsAイネ及びShr–S14 :ddsAイネの解析
（A）形質転換イネのウェスタンブロット解析．N–S14 :ddsA 73（ポジティブコントロール），Sug–S14 :ddsAイネ及
びShr–S14 :ddsAイネのT1種子及び対応する宿主系統（日本晴，sugary及びshrunken）の種子由来の可溶性タンパ
ク質を抗DdsA抗体を用いて解析した．

（B）形質転換イネT1種子のCoQ含量．種子1粒よりCoQを抽出した．各個体4または5粒の種子を解析し，平均値と標
準偏差を示した．グレーと黒のバーはそれぞれCoQ9含量及びCoQ10含量を表している．N–S14 :ddsAについては，
図1–5から高CoQ10含量を示す2個体のデータを引用した．
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Sug–S 14 :ddsA イネ及び Shr–S 14 :ddsA イネの種子
CoQ10含量値は，最も高い個体でT70–S14 :ddsAイ
ネの値のそれぞれ1 . 6及び1 . 3倍であった．Sug–S14 :
ddsAイネ及びShr–S14 :ddsAイネの正確な評価には
ddsAホモ接合体のT1個体の選抜とホモ個体由来のT2

種子の分析が必要であるものの，ここで得られた結果
から，sugary及びshrunken変異体の利用が，重量当
たりの種子CoQ10含量増加に有効であることが示さ
れた．

３．考　察

第2章で述べたように，イネ種子のCoQは野生型及
びCoQ10強化イネ（S14 :ddsAイネ）いずれにおいて
も主にぬか及び胚芽部分に蓄積する．そこで本章で
は，巨大胚系統やデンプン生合成の欠陥により胚乳
部分の重量が大きく減少した変異体（デンプン合成変
異体）といった，種子重量中に占めるぬか及び胚芽
の比率が大きい品種 ・ 系統を用いてCoQ10強化イネ
を作出し，種子CoQ10含量の増加を目指した．巨大
胚系統型及びデンプン合成変異体型のCoQ10強化イ
ネの種子CoQ10含量は，最も多い個体で日本晴型の
CoQ10強化イネの値のそれぞれ1.8倍及び2.9倍に増加
した．このように，種子の外観や食味が通常品種より
劣ることから，混米での利用等，用途が限られる可能
性はあるものの，これらの系統の利用が種子CoQ10
含量の増加に有効であることが示された．

はいいぶきと特70の種子に含まれる内在性のCoQ9
含量はそれぞれ日本晴の1.9倍及び2.8倍であった（図
3–1C）．しかしながら，巨大胚系統型（はいいぶき
型及び特70型）と日本晴型のCoQ10強化イネ種子の
CoQ10含量の差はCoQ9含量の差に比べると小さい
ものだった（1.4倍及び1.8倍，図3–2C）．同様に，デ
ンプン合成変異体である sugary 及び shrunken 変異
体の種子CoQ9含量はそれぞれ日本晴の値の3 . 4倍及
び3 . 2倍である（図3–3C）のに対し，sugary型及び
shrunken型のCoQ10強化イネ種子のCoQ10含量の差
は日本晴型の値のそれぞれ2.9倍及び2.3倍（図3–4B）
と，宿主系統間のCoQ9含量の差より小さかった．日
本晴型のCoQ10強化イネ（N–S14 :ddsAイネ）におい
ては，その種子CoQ10含量（T1種子）はT0個体間の
差が大きく，予備的な測定において24のN–S14 :ddsA
イネT0個体のうち5個体のみが比較的高い（>10µg/g）
T1種子CoQ10含量（T1種子）を示した．巨大胚系統

型やデンプン合成変異体型のCoQ10強化イネについ
ても，より多く形質転換イネを作出することにより，
より高濃度にCoQ10を蓄積する個体が得られる可能
性が考えられた．

第1章第3節で述べたように，日本晴型のCoQ10強
化イネにおいてはddsA遺伝子発現の増強により種
子CoQ10含量のさらなる増加に成功している．そこ
で本章第1節では，巨大胚系統型（はいいぶき型）の
CoQ 10強化イネについて，同様の戦略による種子
CoQ10含量のさらなる増加を試みた．日本晴におい
ては，イネユビキチンプロモーターを用いてddsA遺
伝子を発現するN–Ubi–S 14 :ddsAイネの種子CoQ10
含量はCaMV35Sプロモーターを用いる従来型のN–
S14 :ddsAイネの値の最大1.3倍に増加した（第1章第
3節 ; 図1–5）．またUbi–S 14 :ddsA発現カセットを含
むER:coq2–ddsAコンストラクトを導入したイネ（N
–ER:coq2–ddsAイネ）でも種子CoQ10含量がN–S14 :
ddsAイネの値の1.2倍に増加した（図3–2C）．しかし，
はいいぶきにおいては，ER:coq2–ddsAコンストラク
トを導入したイネ（Hi–ER:coq2–ddsAイネ）と従来
型コンストラクトを導入したHi–S14 :ddsAイネの間
で，種子CoQ10含量の最大値は同程度であり（図3–
2C），ddsA遺伝子発現の増強による種子CoQ10含量
の増加は確認されなかった．日本晴型のN–ER:coq2
–ddsAイネでは，DdsAタンパク質を蓄積する19の
T0個体のうち，T1種子でN–S14 :ddsAイネの値より
10％以上高い13µg/g以上の種子CoQ10含量を示した
のは2個体であった．一方，Hi–ER:coq2–ddsAイネは
3個体しかDdsAタンパク質を蓄積するT0個体が得ら
れていない．そのため，はいいぶきにおけるddsA遺
伝子発現の増強によるCoQ10含量増加効果について
評価するには，より多くのHi–ER:coq2–ddsAイネの
作出及び解析が必要と考えられた．

本章で用いたイネ品種・系統のうち，はいいぶきは
胚芽米用の品種として既に市場で流通している．その
ため他の系統より種子CoQ含量が低めではあるもの
の，実用的なCoQ10強化米開発の宿主としてはいい
ぶきが有望であると考えられた．

総合考察

本研究では健康機能性の増進に資する遺伝子組換
え作物として，CoQ10を高含有する米の開発を目指
した研究を行った．その結果，デカプレニル2リン酸
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合成酵素遺伝子（ddsA）の導入によりイネのCoQ側
鎖長を9から10へ改変し，非形質転換体の10倍以上の
CoQ10を蓄積するイネの作出に成功した．

本研究第1章で作出したCoQ10強化イネ（N–S14 :
ddsAイネ）の結果から，DdsA酵素をミトコンドリ
アに局在させることによりCoQ10合成系路が強化さ
れることが強く示唆された．N–S14 :ddsAイネでは，
内生のCoQ9合成経路も同様に機能していると考えら
れる．にもかかわらず，N–S14 :ddsAイネではCoQ10
が優先的に蓄積され，CoQ9含量は減少していた．シ
ロイヌナズナとの類似性から，イネのCoQ生合成に
関わるポリプレニル2リン酸合成酵素はERに局在す
ると推定されている．本研究の結果は，DdsA酵素を
内生酵素とは異なる細胞内器官に配置することによ
り，CoQ代謝を目的とする方向により効率的に改変
できることを示している．第1章の考察で述べたよう
に，植物においてプレニル2リン酸はERで合成され，
その後CoQ合成のためにミトコンドリアへ運ばれる
と考えられており，N–S14 :ddsAイネでは，プレニル
2リン酸が本来の部位であるERではなくミトコンド
リアで合成されることにより，より効率的にCoQ合
成に用いられたと推定された．

またN–S14 :ddsAイネ種子においては，総CoQ含
量が野性型である日本晴の値の2倍以上に増加してい
ることから，イネにおいてはDdsAが触媒するプレニ
ル2リン酸の合成反応がCoQ合成の律速ステップにな
り得ることが示唆された．一方，タバコにおいては
プレニル2リン酸のPHBへの転移反応を行うPPTが
CoQ合成の律束酵素だと考えられているが，PPTを
コードするcoq2遺伝子をイネで発現してもCoQ含量
の増加は確認されなかった．

第2章では主にN–S14 :ddsAイネを用いてCoQ10強
化イネの各部位 ・ 各生育時期におけるCoQ10含量を
測定した．その結果，N–S14 :ddsAイネは各部位に
CoQ10が高蓄積し，また各部位で野生型より総CoQ
量が増加していること，N–S14 :ddsAイネはddsAを
構成的に発現するにもかかわらず，CoQ総量として
は野性型とほぼ同じ分布および増減パターンを持つこ
とが示され，イネにおいてDdsAが触媒するプレニル
2リン酸の合成反応以外にもCoQ合成の律速ステップ
があることが強く示唆された．

また第2章では，N–S14 :ddsAイネを用いてCoQ10
強化イネの生育及び収量特性について解析した．
CoQ10強化イネは野生型と比べ出穂が遅く，短稈に

なる傾向が見られた．またCoQ10強化イネの穂数は，
調査年により異なるが野生型の50–80％程度に低下
し，その結果CoQ10強化イネでは収量が野生型と比
べ低下していた．さらにストレス耐性の一例として
CoQ10強化イネ（N–S14 :ddsAイネ）の耐塩性につい
て解析したところ，CoQ10強化イネの耐塩性は野生
型と同程度であることが明らかとなった．CoQ10強
化イネの各器官における総CoQ量が野生型の2倍以内
程度であったことが，大きな相違がみられなかった主
な原因と考えられる．

CoQ10強化イネの種子であるCoQ10強化米は食品
として利用することが出来る．第2章で述べたように，
CoQは米のぬかおよび胚芽に主に蓄積する．そのた
めCoQ10強化米は玄米または胚芽を残した分つき米
として食べる必要がある．日本においては，CoQ10
を心臓病の薬として用いる場合，30mg/日の摂取が
規定されている．食品サプリメントとして使用する
場合のCoQ10の最適摂取量は未だ決定されていない
が，原則的には30mg/日以下のCoQ10摂取が推奨さ
れており，これを超えるレベルのCoQ10摂取の安全
性については，現在食品安全委員会で検討されてい
る．そこで，CoQ10強化米からのCoQ10摂取の目標
値を20–30mg/日と設定した．日本人の日常食におけ
る米（種子）の平均摂取量は162g/日（2008年）であ
ることから（農林水産省 2010），種子CoQ10含量の
目標値を120–190µg/gと算出した．本研究で開発し
たCoQ10強化米のCoQ10含量は，第3章で作出した
CoQ10含量を増強したタイプでも，巨大胚系統型で最
大22 . 1µg/g（T70–S14 :ddsA 1），デンプン合成変異
体型で最大34 . 5µg/g（Sug–S14 :ddsA 17）と，望ま
しい値のそれぞれ12–18％及び18–29％であった．し
かしながら，162gの巨大胚系統型またはデンプン合
成変異体型のCoQ10強化イネの種子には，それぞれ
3.6mg及び5 .6mgのCoQ10が含まれ，この値は日本
人の食事からの平均CoQ10摂取量（4.5mg/日）（Kubo 
et al. 2008）のそれぞれ80％及び124％に相当する．
この観点から見れば，本研究で開発したCoQ10強化
米は実用上十分意義のあるレベルのCoQ10を含むと
言える．

CoQ10は肉や青魚，野菜ではダイズなどの食品に
比較的多く含まれるが，30mgのCoQ10を摂取する
には950gの牛肉, 6匹のイワシまたは1 .5kgのダイズ
を食べる必要があり（Kamei et al. 1986を元に算出），
通常の食事から十分量を摂取するのは不可能である．
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CoQ10強化米の開発は，サプリメントに頼らない食
品からの十分量のCoQ10摂取に道を開くものである．
第3章で用いたイネ品種 ・ 系統のうち，はいいぶきは
胚芽米用の品種として既に市場で流通しており，実用
的なCoQ10強化米開発の宿主として有望と考えられ
る．

CoQ10強化イネはCoQ10の抽出用素材としても用
いることができる．工業的なCoQ10生産においては，
光合成細菌や酵母を用いたCoQ10の発酵法による生
産が広く行われており（Kawamukai 2009），アグロ
バクテリウムを用いたプラントスケールの培養で最
大458 mg/l 培養液（＝458 µg/ml， ≈ 1 g 培養液）の
CoQ 10含量が達成されている（Ha et al. 2007）．そ
の結果，2009年時点の原料としてのCoQ10の価格は
130 , 000円/kg（＝0 . 13円/mg）程度，また最終製品
であるサプリメントの価格はCoQ10含量 1mg当た
り 1–2円程度となっている．CoQ10強化イネ各部位の
CoQ10含量はアグロバクテリウ培養液のそれよりずっ
と低いが，イネを用いたCoQ10生産は1）公的な承認
が得られた後には，植物体は通常のイネと同じ方法で
栽培することが出来るため，大量生産の費用を非常に
低く抑えられる，2）種子を抽出材料として用いる場
合は，元来食品であることから高度な精製を必要とせ
ず，抽出コストを抑える事が出来る，等の複数の潜
在的な利点を持っている．CoQ10強化イネを用いた
CoQ10生産のコストを以下のように試算した．まず
種子を利用する場合について検討した．食用ではなく
抽出用途であることから，飼料米の生産費を参考とし
た．第2章で行った収量調査の結果を基に各種CoQ10
強化米の収量を飼料米の一律80％と仮定し，平均飼
料米のkgあたり平均生産費（調査情報部 2009）か
ら，CoQ10強化米の生産費を156 .3円/kgと算出した．
CoQ10強化米のCoQ10含量は，それぞれ最大で日本
晴型で12 . 2µg/g（＝12 . 2mg/kg，N–S14 :ddsA 73），
巨大胚系統型で22 .1µg/g（＝22 .1mg/kg），デンプン
合成変異体型で34 . 5µg/g（＝34 . 5mg/kg）であるこ
とから，各種CoQ10強化米を用いたCoQ10の生産コ
ストは1mg当たり日本晴型で12 . 8円，巨大胚系統型
で7.1円，デンプン合成変異体型で4.5円と推定された．
ただし第2章で示したように，日本晴型CoQ10強化米

（N–S14 :ddsA）では種子1粒あたりのCoQ10含量は受
粉20日後に最大となり，この時期の種子には完熟種子
の2倍以上のCoQ10が含まれる．各種CoQ10強化米に
おいて，収穫時期の最適化によりCoQ10収量の増加

及び生産コストの低下が可能と考えられる．
次に日本晴型のCoQ10強化イネについて，稲発酵

粗飼料の生産と同様，黄熟期に種子と茎葉を含む地上
部全てを収穫し利用する場合のCoQ10生産コストに
ついて試算した．CoQ10強化イネの生産費を，食用
品種を利用した場合の稲発酵粗飼料の生産費と同じ乾
物1 kg当たり100円（農業 ・ 食品産業技術総合研究機
構 2009）とした．日本晴型のCoQ10強化米のCoQ10
含量は，12 .2mg/kgである．また第2章で示したとお
り，出穂期茎葉のCoQ10含量は新鮮重当たり約8µg/g
であるが，含水率80％程度（農業 ・ 食品産業技術総
合研究機構 2004）のため乾物換算では約40µg/g（＝
40mg/kg）となる．日本晴では全重の34％を玄米重，
57％をわら（＝茎葉）重が占める（クサノホシ収量調
査結果 ； http://ineweb.narcc.affrc.go.jp/index.html中
の日本晴収量より算出）ことから，CoQ10強化イネの
地上部に含まれるCoQ10含量は，乾物1kg当たり玄米
分4 .1mgとわら分22 . 8mgの合計26 . 9mgと見積もら
れた．これに基づき，地上部を利用する場合のCoQ10
の生産コストは1mg当たり3.7円と試算された．上記
に加え，種子と地上部のいずれを利用する場合も原材
料からのCoQ10抽出コストがかかる．このようにイネ
を用いたCoQ10生産は，微生物発酵による生産より高
コストとなる．実際に生産に用いるためには，CoQ10
含有量の増加や，イネに含まれるCoQ10以外の有用成
分との同時抽出・利用等の工夫が必要と考えられる．

トウモロコシ，コムギといった主要穀物はイネ科に
属し，イネ同様主にCoQ9を生産している（Kamei et 
al. 1986）．そのためCoQ10強化イネ作出に用いた方法
はこれらの植物にそのまま応用可能である．実際，飼
料の高付加価値化やバイオマス植物でのCoQ10生産
を目的として，CoQ10を強化したイネ科牧草ギニアグ
ラス近縁のパニカム属植物（Panicum meyerianum）
が本研究と同じ手法により作出されており（Seo et al. 
2011），本研究で開発した「植物におけるCoQ10高生
産法」の有効性を示している．

今後，CoQ10強化イネのCoQ10含量をさらに増加
させるためには，ddsAに加え他のCoQ合成酵素の利
用が有効であると考えられる．大腸菌ではCoQの合
成経路がほぼ解明されており（Meganathan 2001），
複数のCoQ合成酵素遺伝子の過剰発現による大規模
な代謝改変が行われている．大腸菌においては，PPT
による転移反応と，PHB合成反応の増強がCoQ含量
増加に効果的であることが報告されている（Cluis et 
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al. 2007）．PPTについては，本研究でイネでは効果が
ないことが明らかにされたことから，次に試みるべ
き代謝改変はPHB合成反応の増強であると考えられ
る．植物におけるPHBの合成経路は未解明であるが，
大腸菌ではPHBはコリスミ酸リアーゼであるUbiC
によりコリスミ酸から直接合成される（Meganathan 
2001）．コリスミ酸はトリプトファン等のアミノ酸合
成の前駆物質であり，植物にも含まれている．実際，
UbiC遺伝子の導入により，コリスミ酸を基質として
PHBを高生産するタバコが作出されている（Viitanen 
et al. 2004）．

一方種子の含量増加については，胚乳での生産も
視野に入れる必要がある．本研究ではイネの内生の
CoQ 9合成経路を利用し，イネに CoQ 9の代わりに
CoQ10を合成させた．種子重量の90％を占める胚乳
部分にはCoQ9が蓄積せず，CoQ10強化イネにおい
ても胚乳にはCoQ10が蓄積していなかった．胚乳に
はDdsAが行うプレニル2リン酸の合成反応の初発基
質となるゲラニルゲラニル2リン酸（GGPP）及びコ
リスミ酸が蓄積することが確認され，GGPPは組換
えイネ胚乳におけるカロテノイド生産，コリスミ酸
は葉酸生産の基質として利用されている（Burkhardt 
et al. 1997 ; Storozhenko et al. 2007 ; Ye et al. 2000）．
前述の通り，大腸菌ではCoQ合成経路がほぼ解明さ
れPHBからCoQに至る9ステップ，8種類の合成酵素
の遺伝子が特定されており（Meganathan 2001），ま
た PHB は UbiC によりコリスミ酸から合成できる．
Multisite Gatewayシステムを利用したイネの形質転
換用ベクターの開発等によりイネへの複数遺伝子の導
入も容易になってきており（Wakasa et al. 2006），技
術的にはイネ胚乳におけるCoQ合成経路の構築が可
能になりつつある．

我が国では，消費者の遺伝子組換え食品への懸念が
根強く，また遺伝子組換え作物の商業栽培の承認に際
して安全性評価及び環境影響性評価が求められる．我
が国においては，現在までに食用の遺伝子組換え作物
の商業栽培が行われた例はない．ただし少しずつでは
あるが，状況は変わりつつある．ビタミンA欠乏症
を防ぐゴールデンライスは2008年からフィリピンでの
野外試験が行われており，遺伝子組換えイネとしては
世界で初めて，2012年にも同国での一般栽培が実現す
る予定である（ISAAA 2009）．またハワイではウィ
ルス耐性を付与した組換えパパイヤが生産され流通
しているが，2009年に日本の食品安全委員会がこの組

換えパパイヤの食品としての安全性を認めたことか
ら，数年内にも我が国への組換えパパイヤの輸入が始
まると予想される．また緒言でも遺伝子組換え作物に
関する情報不足が消費者の不安の一因となっていると
述べたが，この点への対応も研究者や行政によって始
まっている．近年では，消費者が新しい技術を受容す
るには，単に不足している情報を供給するだけでな
く，参加体験型のイベントやコミュニケーションを伴
う対話の場を通じて新しい技術に「なじむ」プロセ
スが必要と考えられるようになってきている（Sassa 
and Watanabe 2006）．こうした考えに基づき，2003
年から農業生物資源研究所が隔離圃場の見学会を行っ
たり，また2007年から農水省が参加者との意見交換も
含む遺伝子組換え農作物に関するコミュニケーション
活動を行うなど，参加型，双方向型の情報提供の取り
組みが少しずつ進んでいる．遺伝子組換え米の実用化
や，パパイヤのように生食する遺伝子組換え作物の国
内での流通，また対話を通じた情報発信の取り組みに
より，消費者が遺伝子組換え技術や遺伝子組換え食品
に抱く印象が変化していくと予想される．

本研究では，ミトコンドリアに局在するよう設計し
たS14 :DdsAタンパク質を作らせることにより，植物
で初めてイネのCoQ鎖長改変に成功し，非形質転換
体の10倍以上のCoQ10を蓄積するイネの作出に成功
した．本研究の結果は，DdsA酵素を内生酵素とは異
なる細胞内器官に配置することにより，CoQ代謝を
目的とする方向により効率的に改変できることを示
している．また本研究で開発したCoQ10強化イネは，
CoQ10強化米として利用することで消費者がメリッ
トを感じられ，またイネ（米）の付加価値を高めるた
め生産者もメリットを感じられる遺伝子組換え作物で
ある．CoQ10強化イネは現在すぐに実用化のための
安全性評価及び環境影響性評価に着手できる状況では
ないが，CoQ10含量の増加等の改良によりCoQ10強
化イネの価値を高め，将来的に新たな機能性米として
実用化できるよう，開発を進めたい．
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摘　要

本論文は，遺伝子組換え技術による健康機能成分で
あるコエンザイムQ10（CoQ10）を高含有するイネ
の開発について記述したものである．得られた結果の
概要は以下の通りである．

第１章
CoQ10強化イネを作出し，導入コンストラクトの

改変によるCoQ10含量の増加を試みた．

１．デカプレニル2リン酸合成酵素遺伝子（ddsA）発
現イネの作出

グルコン酸菌由来のCoQ合成酵素遺伝子であるデ
カプレニル2リン酸合成酵素遺伝子（ddsA）の導入に
より，CoQ10を高蓄積するイネを作出した．DdsAタ
ンパク質をミトコンドリアに局在させるようデザイン
したコンストラクトS14 :ddsAをイネ（品種：日本晴）
に導入した結果，イネのCoQ側鎖長を9から10に改変
することに成功した．N–S14 :ddsAイネ種子には，非

形質転換体の10倍以上のCoQ10が蓄積していた．さ
らにN–S14 :ddsAイネ種子では，総CoQ含量が非形
質転換体の値の2–3倍に増加していた．これらの結果
から，プレニル2リン酸の合成が，本来の部位である
ERよりもミトコンドリアで行われる方がCoQ生合成
にとってはより効率的であること，またイネにおいて
プレニル2リン酸の合成反応がCoQ合成の律速ステッ
プとなっていることが示唆された．

２．新たなCoQ抽出法の開発
種子1粒相当の微量サンプルからの抽出が可能な新

しいCoQ抽出法を開発した．新法の導入により種子
1粒を用いた分析が可能になり，以後の分析において
ホモ，ヘミ，ヌル個体が混在するT1種子での正確な
CoQ含量評価が可能となった．

３．ddsA遺伝子発現の増強と種子CoQ10含量への影響
第1章第1節の結果よりイネにおいてDdsAが行うプ

レニル2リン酸の合成反応がCoQ合成の律速ステップ
となっていることが示唆された．そこで第3節では，
ddsA遺伝子発現の増強により種子CoQ10含量の一層
の増加を試みた．S14 :ddsAコンストラクトでddsA
遺伝子の発現に用いているCaMV35Sプロモーターを，
Ole 18プロモーターまたはイネユビキチンプロモー
ターに改変したコンストラクト（Ole18–S14 :ddsA 及
びUbi–S14 :ddsA）をイネ（品種：日本晴）に導入した．
形質転換イネ種子の CoQ 10含量は，N–Ole 18–S 14 :
ddsAイネは最大でもN–S14:ddsAイネと同程度であっ
たが，N–Ubi–S14 :ddsAイネでは最大でN–S14 :ddsA
イネの値の1.3倍に増加した．このように，ddsA遺伝
子発現の増強により種子CoQ10含量を増加させるこ
とが出来た．

４．coq2発現イネの作出
DdsAが行うプレニル2リン酸の合成反応の次のス

テップを触媒するPHB: ポリプレニルトランスフェ
ラーゼ（PPT）をコードするcoq2遺伝子とddsA遺伝
子との同時発現により，CoQ10含量のさらなる増加
を目指した．同時発現型の形質転換イネはコントロー
ルのN–Ubi–S14:ddsAと同様の種子CoQ10含量を示し，
coq2遺伝子発現によるCoQ10含量の増加は見られな
かった．またcoq2遺伝子単独での発現がイネのCoQ
生合成に与える影響についても調べたが，coq2（単
独）発現イネと野性型の日本晴間で種子CoQ9含量に
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差違は見られなかった．これらの結果から，PPT（＝
COQ2）活性増強によりCoQ含量が増加するタバコと
は異なり，イネにおいてはPPTが触媒するプレニル2
リン酸のPHBへの転移反応がCoQ合成の律速ステッ
プではないことが示唆された．

第２章

CoQ10強化イネの各器官におけるCoQ10含量につ
いて解析すると共に，CoQ10強化イネの生育及び収
量特性，さらにCoQ10強化イネの塩ストレス耐性に
ついて調べ，ddsA遺伝子の発現及びCoQ種やCoQ含
量の改変がイネの生理・生態的特性に与える影響につ
いて解析した．

１．イネ各器官におけるddsA発現とCoQ10含量との
関係

CoQ10強化イネ（N–S14 :ddsAイネ）の各器官にお
けるCoQ10含量を解析し，以下の結果を得た．

（1）日本晴及びCoQ10強化イネのいずれにおいても，
CoQは種子中のぬか及び胚芽に主に蓄積した．

（2）日本晴及びCoQ10強化イネのいずれにおいても，
未熟種子1粒当たりに含まれるCoQ量は受粉20日
後頃に最大となり，その後減少した．

（3）CoQ 10強 化 イ ネ で は 根 ， 茎 ， 葉 に お い て も
CoQ10が蓄積しており，これらの器官における
総CoQ量は日本晴の対応する器官の値の1.3–1 . 7
倍に増加していた．

これらの結果から，N–S14 :ddsAイネはddsAを構成
的に発現するにもかかわらず，野性型とほぼ同じCoQ
分布およびCoQ増減パターンを持つことが示され，イ
ネにおいてDdsAが行うプレニル2リン酸の合成反応以
外にもCoQ合成の律速ステップが存在することが強く
示唆され，またCoQ10強化イネの改良や，最適な利用
法を検討する際に有用な基礎データが得られた．

２．CoQ10量の増加がイネの生育及び収量に及ぼす
影響

CoQ10強化イネ（N–S14 :ddsAイネ）と日本晴につ
いて生育調査及び収量調査を行い，以下の結果を得た．
調査は2008年と2010年に行ったが，2010年は稔実率が
著しく低下したことから，収量調査は2008年のみ行っ
た．

（1）N–S14 :ddsAイネは野生型である日本晴より出穂
が遅く，短稈の傾向が見られた．

（2）N–S14 :ddsAイネの穂数は，晩稙期より1ヶ月遅
い時期に栽培を行った2008年の調査では日本晴の
50％程度，普通期に栽培した2010年の調査では
日本晴の80％程度であった．

（3）N–S14 :ddsAイネの株当たりの玄米収量は日本晴
の約1/2であった．収量構成要素である穂数，1
穂籾数，登熟歩合，玄米千粒重のうち，穂数以外
はN–S14 :ddsAイネと日本晴で有意な差がみられ
ないことから，穂数減少が2008年の調査における
N–S14 :ddsAイネの低収の主な原因であると考え
られた．

３．CoQ10量の増加がイネの耐塩性に及ぼす影響
抗酸化酵素の遺伝子を過剰発現する植物では，低温

や塩等の環境ストレスへの耐性が向上することが知ら
れているが，CoQもまた強い抗酸化作用を持つ．第2
章第1節の結果から，CoQ10強化イネ（S14 :ddsAイ
ネ）では，各器官の総CoQ量が野生型に対し1.3〜1 .7
倍に増加していることが確認されたことから，第2節
ではCoQ10強化イネの塩ストレス耐性について解析
した．その結果，CoQ10強化イネの塩ストレス耐性
は野性型と同程度であることが明らかとなった．

第３章

第2章第1節で述べたように，イネ種子のCoQは主
にぬか及び胚芽部分に蓄積する．そこで第3章では，
巨大胚系統や，デンプン生合成の欠陥により胚乳部分
の重量が大きく減少した変異体（デンプン合成変異
体）といった，種子重量中に占めるぬか及び胚芽の
比率が大きい品種 ・ 系統を用いてCoQ10強化イネを
作出し，種子CoQ10含量の増加を試みた．第1節では
巨大胚系統，第2節ではデンプン合成変異体を用いて
CoQ10強化イネを作出した．巨大胚系統型及びデン
プン合成変異体型のCoQ10強化イネの種子CoQ10含
量は，最も多い個体で日本晴型のCoQ10強化イネの
値のそれぞれ1.8倍及び2.9倍に増加し，これらの系統
の利用が種子CoQ10含量の増加に有効であることが
示された．
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Summary

Production of Coenzyme Q10 -enriched rice

Sakiko Takahashi

（Accepted Feb. 14 , 2012）

Coenzyme Q (CoQ), also called ubiquinone, is present in a wide variety of organisms. CoQ plays an 
indispensable role in the respiratory chain in mitochondria, and its reduced form shows strong anti-oxidation 
ability. CoQ consists of an isoprenoid side chain and a benzoquinone frame; the length of the side chain varies 
naturally depending on the source organism. For example, humans produce mainly CoQ10, which has 10 
isoprene units, whereas most cereal crops produce mainly CoQ9 , which has nine isoprene units. CoQ10 has been 
sold commercially as a food supplement and a cosmetic. It is normally synthesized in human cells; however, 
dietary supplementation with CoQ10 may be required even by healthy individuals, because the intracellular 
level of CoQ10 decreases with age, fatigue, and stress. CoQ10 is currently manufactured in two ways. One 
is chemical synthesis from solanesol, which is extracted from plants, and the other is fermentation, using 
microorganisms that produce CoQ10. CoQ10 is present in dietary protein sources such as beef and sardines, but 
unfortunately it is not produced by any major staple plant food. Therefore, I aimed to develop a method based 
on recombinant DNA technology to induce rice to produce CoQ10 .

In Chapter 1 , I introduced the Gluconobacter suboxydans gene encoding decaprenyl diphosphate synthase 
(DdsA), the enzyme responsible for the synthesis of the 10 isoprene units for the CoQ side chain, into rice (cv. 
Nipponbare) and successfully changed the length of the CoQ side chain. In the produced S14:ddsA transgenic rice 
plants, in which DdsA was designed to be targeted to the mitochondria, CoQ9 production was almost completely 
replaced by CoQ10 production, despite the presence of the endogenous metabolic pathway in the endoplasmic 
reticulum (ER). This result shows the effectiveness of foreign enzyme activity at a non-native site. The CoQ10 
content of seeds from S14:ddsA plants was 10 times that of wild-type rice, indicating that CoQ10-enriched rice 
seeds were produced. In addition, the total CoQ content of S14 :ddsA plant seeds was 2 - to 3 -times higher than 
that of wild-type rice, suggesting that synthesis of polyprenyl diphosphate may be the rate-limiting step in the 
biosynthesis of CoQ in rice. Meanwhile, the total CoQ content of transgenic rice plants overexpressing the gene 
encoding p-hydroxybenzoate polyprenyl transferase (PPT) did not differ from that of wild-type rice. PPT, the 
enzyme that transfers the polyprenyl diphosphate to a benzoquinone moiety, may therefore not be the rate-
limiting enzyme in the biosynthesis of CoQ in rice.

In Chapter 2 , I analyzed the distribution of CoQ, as well as developmental changes in the amounts of 
CoQ in the seeds and leaves of wild-type and CoQ10-enriched rice plants (S14 :ddsA plants). In both types of 
rice plant, CoQ preferentially accumulated in the bran and germ of seeds, and the amount of CoQ in immature 
seeds reached a maximum level 20 days after pollination. The CoQ10-enriched rice plants also accumulated 
CoQ10 in the root, stem, and leaves. In these organs, the total CoQ content of CoQ10 -enriched rice plants was 
1 . 3 - to 1 . 7 -times higher than that of the corresponding organs of wild-type rice. I also analyzed the growth 
characteristics and yield ability of CoQ10-enriched rice plants compared to wild-type plants. CoQ10 -enriched 
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rice plants showed slightly later heading and shorter culm length; they also showed decreased yield due to a 
decrease in the number of panicles. When plant is exposed various environmental stresses, active oxigen species 
(ROS) is generated, and it is thought that ROS is contributing to stress injury in plants. Because CoQ is a strong 
anti-oxidant, plants with elevated CoQ level may show increased tolerance to environmental stresses. Hence, 
in Chapter 2 , as an example of environmental tolerance, I analyzed the salt tolerance of CoQ10-enriched rice 
plants. I found that the level of salt tolerance of CoQ10-enriched rice plants was equal to that of wild-type rice.

In Chapter 3, to increase the seed CoQ10 content further, I produced CoQ10-enriched rice plants by using 
giant-embryo lines and starch-synthesis mutants, which are deficient in starch biosynthesis and have a smaller 
endosperm. In CoQ10-enriched rice plants produced from giant-embryo lines and starch-synthesis mutants, 
the seed CoQ10 content was 1 . 8 times or 2 . 9 times greater than that of Nipponbare-type CoQ10-enriched rice 
plants, respectively, demonstrating that the use of these rice lines or mutants is an effective means of increasing 
seed CoQ10 content.

CoQ10-enriched rice can be used as food. Because CoQ preferentially accumulates in the bran and germ 
of rice, CoQ10-enriched rice should be eaten as brown rice or partly milled rice, retaining the embryo. In Japan, 
when CoQ10 is used as a medicine, 30 mg/d is the prescribed dose. The optimal intake of CoQ10 for use as 
a food supplement remains to be determined, and in principle a CoQ10 intake of less than 30mg/d would be 
recommended. Hence, I set a target value for CoQ10 intake from CoQ10-enriched rice seed of 20 to 30mg/d. The 
average dietary intake of rice by Japanese people is 162g/d. Based on this average, the brown rice of a CoQ10-
enriched rice plant produced from a giant-embryo line or starch-synthesis mutant would provide an average of 
3 . 6mg or 5 . 6mg of CoQ10 per day. These CoQ10 amounts are less than one-third of the target value; however, 
they correspond to 4.5 mg/d of dietary CoQ10 intake. From this viewpoint, the CoQ10-enriched rice seeds 
produced in this study contain a substantial amount of CoQ10 . CoQ10-enriched rice plants have not yet reached 
the stage of assessing their safety and environmental impact for practical applications; however, they have the 
potential to be a novel source of CoQ10 in a staple food crop.

Transgenic Crop Research and Development Center
National Institute of Agrobiological Sciences
Kannondai 2 -1 -2 , Tsukuba, Ibaraki 305 -8602 , Japan
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特徴ある絹織物作製のための工程管理
および評価法に関する研究＊

中島　健一＊＊

（2012年2月10日受理）

Several hybrids of the silkworm race C125 were bred and investigated. Their 
properties were evaluated, and the properties of the raw silk and fabrics made from their 
cocoons were analyzed. It was found that the raw silk threads made from the resulting 
cocoons were quite strong. Moreover, C6×C125 was found to be the most promising hybrid 
among all the hybrids considered in the study. Thin fabrics made from the raw silk made 
from this hybrid had, in accordance with the Kawabata Evaluation System (KES), a high 
flexibility value, confirming the flexibility and softness of the fabrics.

Next, in the case of the super-thin and super-thick raw silks having linear mass densities 
of 10 and 100 denier, respectively, we examined the influence of raw silk fineness and twist 
number on the characteristics of the obtained twisted yarn. Our results showed that the thread 
properties were strongly influenced by the twist number. Furthermore, the fiber number 
influenced the fiber structure in the raw silk fineness. It was concluded that the use of thick raw 
silk caused the structure to bend and made it possible to obtain superior silk characteristics.

Further, thin fabrics were woven using super-thin raw silk and thick fabrics were woven 
using super-thick raw silk, and the texture of each fabric was measured using the JIS test 
fabric-silk as a control. I found that the Hakugin fabric was a soft fabric because the value of its 
stiffness and anti-drape stiffness was small and that of its flexibility was large. Furthermore, in 
the sensory test, a highly significant difference was found in   ＂softness,” ＂smoothness,” ＂luster,” and 
＂likability,” suggesting that a thin fabric was generally the most preferable among all the fabrics.

I have described the development of a laser-sensor-based, non-contact fineness control 
system for reeling super-thin raw silk, which cannot be reeled with the currently available 
automatic reeling machines because a construction in an overhanging style led to unusual silk 
fabrics. The effectiveness of the developed system was confirmed by comparing the properties 
of the raw silk obtained from the developed system with that obtained from a conventional 
silk reeling machine.

Key words: raw silk, fineness, silk fabric, physical properties, twisting characteristics, hand 
value, sensory test, process control
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用語一覧

解じょ率

繭糸が繰糸の途中で切断した回数の多少を表すもの
で，一定粒数の繰糸を行った際の接緒回数で繰糸粒数
を除し100を乗じた値．

検　索

生糸の太さを繊度感知器が探知にいく動作．

小　節

生糸の欠点の一つで，こけ節・わ節・けば節・こぬ
か節・小つなぎ節・小びり節およびこれらに類似の節
の総称．

小節点

セリプレーン板に所定の長さの生糸を巻き取ったも
のを1パネルとし，これを小節標準パネルと対照して
採点し，10パネルの平均点で成績を表したもの．最高
を100点，最低を10点とする．

細限繊度

定繊度繰糸において目的繊度の生糸を造るために，
生糸繊度が細くなった際に新緒を補添しなければなら
ない限界の繊度．

接　緒

何粒かの繭糸を合わせて繰糸をする際にその中のあ
る繭が落緒を生じた時，新たに別の繭を補充するため
にその繭の糸口を付けること．

繊度糸

検尺器で巻き取って作る規定の長さの生糸の試料．

定繊度繰糸

繊度感知器などを用いて生糸繊度が所定の繊度より
細くなった時に，接緒を行う繰糸の方法．

定粒繰糸

繰糸工程において1緒あたりの繭数を決めておき，
常にその粒数を維持しながら繰糸を行う方法．

添付絹白布

JISで規定されている「染色堅ろう度試験」などに

用いられる絹白布．

半沈繰

浮繰りと沈繰との中間の繰糸方法で，繭が繰糸槽に
沈下せず，わずかに水面から出ている状態で繰糸する
方法．

歩　掛

生糸量の原料繭の繭層量に対する割合．

第１章　序　論

1.1　本研究の背景と目的

日本の蚕糸業は，養蚕従事者の高齢化や生糸価格の
低迷などにより衰退し，2010年の繭生産量は265 tで
全盛期（1968年）の約0.2％，生糸消費量は1,800 tで
全盛期（1972年）の約0.5％に減少している．しかし，
日本の民族衣装である着物には絹が使われているた
め，絹に対するあこがれには根強いものがある．日本
の製糸工場では，一般的に21〜42d（デニール）の太
さの生糸を繰製している．これは，その後の加工工程
においても関連することであるが，日本が以前，生糸
を欧米に大量に輸出していたことに起因すると思われ
る．その頃，欧米では生糸は主に靴下に利用されてい
たため，原料糸には均一な品質が求められていた．こ
れに対応するためには，21d程度の太さの生糸が最も
適しており，これに合わせて技術や機械が開発された
ためと考えられる．

一方，日本においても消費者は，以前は画一的な製
品を好んでいたが，社会生活の変化により，最近では
人とは違った物を身につける傾向が見られる．シルク
製品も例外ではなく，従来の製品とは異なった製品が
求められている．この声に応え，新たな製品を開発す
るため，10d以下の極細生糸，あるいは100d以上の
極太生糸の繰製が試みられ，これらを利用した絹新
素材の開発が行われている（髙林ら，2002 ; 髙林ら，
2004）．同時に，蚕についても繭糸繊度が2dより細い
極細繭糸を吐く蚕品種や，その反対に4dより太い極
太繭糸を吐く蚕品種の育成が行われている．

一方，日本の製造業の分野では，これまでのように
均一な規格物を大量生産することから，小ロットでも
多品目な物を生産することに移行している．製糸業も
例外ではなく，一つの工場で14dより細い生糸から，
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62dより太い生糸までを製造可能とする技術開発が求
められている．

現行の自動繰糸機は，14〜62dの生糸を繰製するよ
うに設計されているため，それより細い生糸や，それ
より太い生糸を繰製しようとする場合には，何らかの
工夫と改良が必要である．例えば，14dより細い生糸
を繰製するためには，繊度感知器（図1–1）もそれに
合わせたサイズに変更する必要がある．しかし，生糸
が細いため，従来の繊度感知器では，生糸の太さを検
索する際に，生糸が繊度感知器のガラス板の間隙に入
り，繊度感知器を押し上げる際に発生する摩擦に耐え
られず，糸切断が多くなってしまう．また，62dより
太い生糸を繰製する際は，生糸繊度が大きくなるのに
伴い繰糸張力も大きくなるため，集緒器に節詰まりが
起こった際に働くストッパーが効いてしまい，繰糸を
中断してしまう．

繊度感知器とは2枚の丸型ガラスを合わせた繰糸品
質管理用の部品である．ガラスの間に生糸を通過させ
て，2秒毎に生糸の太さを検索する接触方式で用いら
れる．そのため，長時間使用しているとガラス板の間
隙にセリシンや糸屑が詰まることがあり，ガラス板間
の幅が実際には狭くなってしまう．このことにより，
生糸が細くなっても繊度感知器を押し上げるため，目
的より細い生糸を大量に繰製してしまうことがある．
あるいは，詰まった糸屑に生糸が挟まることにより，
糸を切断してしまうなどのトラブルが発生する．その
ため，非接触方式の技術開発が求められている．

これまで，生糸非破壊検査システムを用いた光学式
の繊度測定装置の開発（森ら，1998）などの試みが行
われており，生糸の外径と繊度との相関についての報
告がある．しかしながら，乾燥状態の生糸の繊度計測
の検討は行われているが，湿潤状態での繊度計測に関
する検討が十分ではない．

また，生糸繊度と織物性能の関係については，普通
繊度（21〜42d）の生糸を用いて検討されており，品
質の優秀な織物を得るためには細繊度生糸を使用し，
能率性向上のためには太繊度生糸を使用した方が良い
とされている（木暮， 1956）．

一方，繭糸に関しては，細繊度繭糸は薄地織物に利
用し，太繊度繭糸は厚地織物に利用すれば良いとい
う考え方ができる．また，細繊度繭糸は薄地織物の
みならず，生糸を繰製する際に繊度偏差が小さいた
め，ムラの少ない高級織物にも利用可能である（櫻田，
1972）．今後，蚕品種の育成がさらに進み，繭糸繊度
がますます極細あるいは極太になることにより，これ
らを用いた新規用途開発が必要である．しかし，現在
までに極細，極太生糸に関する基礎的な研究は行われ
ていない．

1 .2　特徴ある蚕品種の開発状況

これまでの蚕育種は，和装用生糸を中心とする自動
繰糸に対応するものを目標としてきた．そのため，蚕
品種の改良による生産性の向上には著しいものがあっ
た．しかし，今後の蚕糸業を考えると，養蚕農家の減
少などもあり，画一的な大量生産の体制から脱却する
試みもまた必要であると考えられる．

現在，日本には千数百種類の蚕原種があるとも言わ
れているが，これまであまり注目されなかった繭糸質
に特徴のある蚕品種繭の利用が有効であると思われる．

近年の特徴ある蚕品種利用の始まりは，1980年代半
ばに化合繊の周りに繭糸を絡ませた複合糸の，「ハイ
ブリッドシルク」用として開発された細繊度品種「あ
けぼの」である．その後，太繊度蚕品種「ありあけ」，
限性黄繭種「黄白」や広食性品種「あさぎり」など，
多様な用途別蚕品種が育成されている（山本，2001）．
現在，緊急な課題となっている高付加価値化・差別化
した絹素材の作出を図るには，原料である繭から差別
化することが最も重要であり，特異な繭糸質を有する
蚕品種への期待は大きい．さらに，21世紀の新しい蚕
糸業を構築するには，医療や工業分野にも用途が期待
できる蚕品種の作出が必要である．

図1–1　繊度感知器
2枚のガラス板の間隙を目的生糸繊度の幅に設定し，この
間を生糸が通過する際に，生糸とガラス板との摩擦により
繊度感知器を押し上げる．生糸繊度が目的繊度より細くな
ると，生糸とガラス板との摩擦が小さくなり，繊度感知器
を押し上げないため，新しい繭を接緒する機構になってい
る．左：丸型繊度感知器（27d用），右：スリット式繊度感
知器（10d用）
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１）繭糸繊度に特徴ある蚕品種
素材開発のなかで最も重要視されるものは，繭糸繊

度に特徴を持つ蚕品種である．細繊度繭で造る生糸は
柔軟で強度が強いので，これを用いてしなやかで光沢
に富む織物を作ることができる．そのため，軽やかで
柔軟な肌触りが要求される和装用の高級着物地や，洋
装婦人服，スカーフ，インナー類に適している．一方，
こし，嵩高性，保型性，耐摩耗性の求められるアウター・
カジュアル類には，太繊度繭で造る生糸が適している．

細繊度蚕品種の開発を行う過程で，小節や解じょ率
などの糸質が良好で，収繭量や生糸量歩合が普通品
種と遜色ないことを目標にした結果，「あけぼの」を
筆頭に，平均繊度が約2dの多数の品種が育成された．
ただし，収繭量の点では，これらの育成された多くの
蚕品種が普通蚕品種の9割程度であった．

一方，太繊度蚕品種の開発では，全ての育成された
蚕品種の平均繊度が4dを越え，しかも多糸量である．
太繊度繭糸については，その用途開発がこれまでにあ
まり検討されていないため，今後一層の発展が期待さ
れよう．

２）着色繭，玉繭および綿繭蚕品種
着色繭も多数の蚕品種が育成されており，その中で

も「鐘光×黄玉」（カネボウシルクエレガンス）など
の黄色繭が，最も広く利用されている．また，抗菌性
のあるフラボノイド色素を持つ緑繭「PNG×PCG」（農
業生物資源研究所）の用途開発が行われている．また，
紅繭をはじめ様々な色調を持った系統の蚕品種の育成
が行われており，これらの繭が持つ機能性解明ととも
に，実用化のための品種化が望まれている．

1 .3　シルクのブランド化の現状

1.3 .1　新形質シルク

社会情勢の変化とともに，シルクに対する消費者の
ニーズにも変化が見られ，衣料面では，洋装用として
幅広く使用可能な素材が求められている．また，衣料
用以外に利用可能な，差別化された絹素材が求められ
ている．今までに開発されている新形質シルクについ
ては，以下のとおりである（勝野，1998）．

１）繰糸時において繭糸の配列に特徴を持たせるか，
あるいは繭糸の集合状態を異にするもの

⑴　ネットロウシルク
繭糸を網目状に配列しながら糸条化した生糸．

用途：ジャケットなど．
⑵　スパンロウシルク

繭糸を網目状に配列した後，一部を切断しなが
ら糸条化した絹紡糸風の生糸．生糸と紡績糸の特
徴を併せ持ち，伸縮性と嵩高性に富む．用途：セー
ター，カーディガンなどのカジュアル洋品．

⑶　シルクトウ
1,500〜2 ,000粒の繭から引き出した繭糸を，乾

燥しながら一斉に集束した繭糸束で，その後，こ
の束を切断ローラーで適当な長さに切断し，引き
伸ばすなどの加工を施し，絹紡糸風に用いる．用
途：シャツなど．

⑷　バルキーシルク
無撚り低張力で繰糸した生糸を，小枠に巻き取

ることなくボウル状の容器内に自然落下させて自
然乾燥したもの．嵩高性，伸縮性，防しわ性に富
む．用途：紬織物．

⑸　嵩高生糸
繰糸中の繭糸束に空気を噴射し，繭糸束を撹乱

することにより嵩高性を与えた生糸．複合繰糸の
場合も含み，嵩高く，伸縮性，防しわ性に富む．
用途：洋装織物，ニット．

⑹　撚糸繰糸生糸
繰糸糸道に送り出しローラーを設け，異なる速

度で送り出された2本の生糸を撚糸しながら巻き
取った生糸．一方に化合繊を入れると撚糸複合生
糸になる．

２）繭糸と他繊維を複合するもの
⑴　ハイブリッドシルク

繰糸中に，ナイロンなどの他繊維の周りに繭糸
を交絡させた複合糸で，絹の感性と合成繊維の機
能性を併せ持つ．用途：パンティストッキングほ
か．

⑵　ピュラシー（複合繰糸生糸）
通常の繰糸において，繭粒付けの中心にアクリ

ル繊維を入れた複合糸．耐摩耗性，耐洗濯性，防
しわ性を持つ．用途：シャツ地，ニット用．

⑶　バルキー・ハイブリッドシルク
ハイブリッドシルクを後加工することにより賦

形加工した嵩高な複合糸．用途：セーター，タオ
ルなど．

⑷　クリンプ・ハイブリッドシルク
ニット・デニット加工のクリンプナイロンを芯
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糸とした複合糸で，これによる布地は薄手で，縮
緬の風合いを示す．

３）繰糸中または繰糸後の生糸を，薬剤などで加工す
るもの

⑴　ソフトシルク
浸透解じょ剤を用いて低温煮繭し，オイリング

しながら繰糸した後，触蒸処理した生糸．柔軟で
嵩高性，防しわ性に富む．白生地（ソフトシルク
ちりめん）などで商品化．

⑵　ファインシルク
高級アルコール誘導体を用いる低温煮繭と半沈

繰，無撚り繰糸した生糸を湿潤状態のまま揚返し，
パンソフター溶液に浸漬して膨化した後，乾燥し
た生糸．嵩高性，伸縮性，防しわ性に富む．用途：
高級呉服用，ニットなど．

⑶　膨化生糸
膨化薬剤（特殊アニオン系界面活性剤）に浸漬

（25〜30℃，60分）し，抱合を和らげて膨化させ
た生糸．ファインシルク（分繊絹糸）に近い特徴
と用途を持つ．この膨化処理は生織物にも利用で
きる．

⑷　黄変防止加工生糸
繰糸用水にクマリン系化合物または珪酸マグネ

シウムを添加して繰糸した生糸．精練不要で白度，
風合いに優れ，黄変防止効果を持つ．

⑸　捲縮生糸
揚返し工程で生糸に鋭角の擦過処理を施して歪

みを与えつつ綛にした後，触蒸処理により捲縮さ
せた生糸．

⑹　ストレッチシルク
左右の強撚生糸と無撚生糸とを合わせ，甘撚り

をかけた後，精練して伸縮性と嵩高性とを発現さ
せた絹糸．羊毛に匹敵する弾力と防しわ性を持つ．
用途：洋服地，ニット．

４）その他の生糸
⑴　BLシルク

生繭のまま繰糸し，生繭糸の特徴を残した生糸．
柔軟で白く，染色性に富む．用途：呉服．

⑵　定繊糸
蚕糸試験場考案のびす繰糸機を改良して，びす，

選除繭などを原料とし，繊度感知器により繊度を
監視しながら繰糸した特太生糸．用途：洋服地．

このように，これまでに様々な新形質シルクが開発
されている．しかし，最も重要なことは，消費者の求
める製品は何かを探りつつ，その要望に対応した素材
作りである．そのためにも，特徴ある良質繭を生産す
る養蚕農家から製糸業者，川下の業者に至るまでの一
貫体制により，差別化された素材や，付加価値の高い
生糸作りが必要である．

1 .3 .2　地域によるブランド化

生糸の需給 ・ 価格事情が厳しくなり始めた平成4年
に，農林水産省が今後の施策の方向として「新しい食
料・農業・農村政策の方向（新政策）」をとりまとめ
て公表し，効率的な経営体の育成がより一層要請され
るようになった．これに合わせて国の補助事業の形態
や内容も見直された．従来は生産性向上を前面に出し
た対策であったが，繭から絹製品に至る輸入品との競
争激化の下で，これに対応する事業が求められるよう
になった．そのため，平成7年には「繭ブランド産地
育成事業」が打ち出され，地域による新しい絹製品の
開発試作が積極的に行われるようになった．これは，
川上の養蚕農家から川下の販売業者までが連携したタ
テ系列化を図り，差別化された絹製品づくりに向けて
連携して取り組むという，いわゆる「ブランド化」で
ある．
「ブランド化」の方向としては，蚕品種の特長を生

かしたものと，生糸の特長を生かしたものに分類でき
る．前者の代表的なものは蚕品種「小石丸」を用いた
製品開発である．「小石丸」は皇居御養蚕所で飼育さ
れており，「皇室」といった高級な印象があるため，
消費者への宣伝効果が大きい．一方，「小石丸」の繭
は小粒で生糸量歩合が低いため，群馬県では「小石丸」
と群馬県が育成した中国種「二・一」を交配した日中
三元交雑種「新小石丸」を作出し，生糸量歩合の向上
を図るとともに，虫質強健で節が少なく，繊度ムラの
ない生糸を開発している．

また，繭色に特徴のあるものとして，埼玉県が育成
した蚕品種「いろ×どり」と，群馬県が育成した蚕品
種「ぐんま黄金」がある．「いろ×どり」は繭色が淡
黄緑色で，フラボノイドを含有しているため，抗酸化
性や抗菌性があると言われ，彩の国さいたまシルクブ
ランド製品の中心となっている．「ぐんま黄金」は繭
色が黄色で，しかも光沢があるため，黄金糸として差
別化を図っている．

一方，生糸の特長を生かしたものとしては，細繊度
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蚕品種「あけぼの」（繭糸繊度約2d）を生繰りするこ
とによる製品化が行われている．一般的に，生繰り生
糸は染色した際の発色が良いと言われているため，先
染め織物に利用されている．

また，群馬県が育成した蚕品種「世・紀×二・一」
（中繊度・長糸長）を用いた製品開発が行われている．
これは，オリジナルシルクの一貫生産体制を図るオー
ナー制度との組み合わせにより，PR活動や健康医療
分野とレジャー産業などとの異業種間の交流を生み出
している．

さらに，千葉県では抗幼若ホルモン活性を示す3眠
化剤を用いて，誘導3眠蚕を作出することにより，細
繊度繭（2d以下）を作り出し，これを利用した極細
生糸による高級絹織物の製品化を行っている．

1 .4　本研究の概要

本研究においては，第一に現行の自動繰糸機では繰
糸困難な14dより細い生糸，あるいは62dより太い生
糸を製造するため，これらの生糸を繰糸するための方
法を検討した．また，現行の自動繰糸機の繊度管理に
用いられている繊度感知器は接触方式であるため，解
決すべき問題点も抱えている．これを解決するため，
著者はまず非接触方式の繊度管理システムの構築を試
みた．

著者はまた，特徴ある蚕品種繭を有効に利用するこ
とにより，差別化された特徴ある織物の作出が可能で，
絹産業の活性化が期待されると考えた．そこで繭糸繊
度が細くかつ着色しているという2つの特徴を持った
繭による織物の作出を試みた．また，極細および極太
繭糸繊度の原料繭を用いて繰製した生糸の撚糸特性に
ついて検討し，さらに，極細生糸と極太生糸を用いて
織物を製織し，官能検査と織物の風合い評価を行った．

本論文の目的およびその内容は以下のとおりであ
る．

第２章では，繭糸繊度が細く，しかも着色している
という2つの特徴を持った有望な細繊度黄繭交雑種を
作出しようと考えた．その候補として，黄繭中国種
の「C125」を用いた数種の交雑種を育成した．それ
ぞれの蚕品種について飼育成績，繰糸成績および生糸
の物理的性質の比較を行い，総合判断から最も有望と
思われる蚕品種を1つに絞った．この蚕品種を用いて
織物を製織し，KES織物評価システム（図1–2：川端，
1980）により織物の風合いについて検討を行った．

第３章では，極細，極太を含む生糸繊度および撚糸

回数の違いが合撚生糸の特性に与える影響を検討する
ために，同一品種で同じ蚕期の繭を用いて繊度の違う
生糸（10d，27d，42d，100d）を繰製した．さらに
これらの生糸を用い，撚糸回数を変えて200dの合撚
生糸を作製した．この合撚生糸について，精練処理前
と処理後の物理的性質および撚糸特性について調査し
た．

第４章では，細繊度繭および太繊度繭を用いて10d
および100dの生糸を繰製し，これらの生糸を緯糸と
経糸に用いて薄地および厚地織物を製織した．それぞ
れの織物と対照区として絹添付白布を用いて官能検査
を実施し，比較を行った．また，それぞれの織物につ
いて，KES織物評価システムにより織物の風合い値

（川端，1980）を求め，官能検査（佐藤，1985）との
比較を行った．生糸繊度と織物性能の関係については，
これまで普通繊度（21〜42d）の生糸を用いて検討さ
れている．しかし今後，極細あるいは極太生糸を新規
用途に利用するためには，これらを用いて作製した生
糸の基礎性能を把握するとともに，織物の性能評価の
必要があると著者は考えたからである． 

第５章では，特徴ある蚕品種繭の中でも特に，現在
4眠蚕の中では最も細い糸を吐く極細蚕品種「はくぎ
ん（平均繭糸繊度約1.6d）」の利用を考えた．この繭
を有効利用するため，できるだけ細い生糸を繰製し，
薄地織物を作出することにした．そこで，「はくぎん」
をさらに3眠化した繭を用いて，非接触方式により，
10dの生糸を繰糸するシステムの構築を試みた．さら
に，構築したシステムの性能を検証するため，現行の
定繊度方式との比較検討を行った．

図1–2　KES織物評価システム
A：引張り・せん断試験機，B：純曲げ試験機，C：圧縮
試験機，D：表面試験機
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第２章　細繊度交雑黄繭による生糸および織物の
性能評価

2.1　緒　言

近年，消費者ニーズの多様化に対応して，シルク分
野においても高付加価値化，差別化への試みがなされ，
繭糸繊度や繭色などに特徴のある繭を用いた，絹製品
のブランド化が行われている．繭糸繊度の特徴を生か
したものとしては，細繊度品種「はくぎん」を用いた
生糸により，光沢がありドレープ性の優れたスカーフ
が作られている（椎野正兵衛商店，横浜）．また，着
色繭活用の例としては，長野県中条村の試みがある．
そこでは，「鐘光×黄玉」という黄金色繭を原料に，
生糸を繰製し「黄金糸」ブランドで販売している．

著者は第１章で述べた特徴ある蚕品種のうち，細繊
度で着色繭という2つの特色を持った蚕品種を育成し
利用することが有効と考えた．そこで本章では，有望
な細繊度黄繭交雑種を作出するため，繭糸繊度が細
く黄色繭を作る「C125」を基に，数種の交雑組み合
わせを試みた．そして，これら蚕系統の飼育成績，繭
の繰糸成績および生糸の物理的性質について検討を行
い，有望と思われる組合せの交雑蚕品種1つを選定し
た．ここで「C125」を選択した理由は，この蚕品種
の繭糸繊度が細くかつ黄色繭で，しかも飼育し易いた
めである。

さらに，この選定した交雑蚕品種の繭から繰製した
生糸を用いて織物を製織し，織物の風合評価を行った．

2 .2　実　験

2.2 .1　材　料

用いた家蚕原種は次の5種である．二化性白繭系支
支固定種「中505号」をもとに，蛾区選抜によって改
良した細繊度中国種「C5」．二化性白繭系支支固定
種「中506号」をもとに，蛾区選抜によって改良した

「C6」．長野県が保存している二化性白繭系支支固定種
「TC13」．二化性白繭系日日固定種「日511号」に，長
野県が保存している二化性白繭系日本種「FN4」を交
雑し，蛾区選抜および個体選抜により作出した細繊度
日本種「FN411」．これらに，（独）農業生物資源研究
所が保有している細繊度黄繭中国種の改良種の「C125」
を掛け合わせ，4組の交雑種を作り育成に用いた．

2 .2 .2　飼育成績

長野県蚕業試験場内で平成13年度の初秋蚕期と晩秋

蚕期の2回飼育を行い，一般交雑種比較試験に準じて，
飼育日数，化蛹歩合，1万頭当り収繭量，繭重，繭層
重および繭層歩合を調べた（蚕糸・昆虫農業技術研究
所，1995）．なお，試験区の飼育にあたっては4齢の起
蚕時に頭数整理を行い，その後は1,000頭飼育とした．

2 .2 .3　繰糸成績

繭糸性状を調べるため，一粒繰り繰糸機（ハラダ製，
枠周1 .125m，図5–1）により1品種10粒の繭を用いて
繰糸を行った．この際，巻き取り50回毎に，すなわち
56 .25m毎に生糸を繰糸機から取り外し，この生糸を
乾燥後，さらに温度20℃，湿度65％の部屋に24時間
静置したのち秤量した．この秤量データを繭糸繊度に
換算して，平均繭糸繊度曲線を求めた．

一方，繰糸成績は繭検定用自動繰糸機（日産自動
車，CT2型）を用いて，旧繭検定方法に準じて行い（繭
検定所運営協議会，1984，目的繊度27d，繰糸速度
200m/min），生糸量歩合，解じょ率，繭糸長，繭糸繊度，
繭糸量，小節点および歩掛を求めた．

2 .2 .4　生糸の物理的性質

初秋蚕期の繭を3.2 . 3にある方法に従って繰糸して
得た生糸を試験に供した．検尺器を用いて100回繊度
糸を作製し，温度20℃，湿度65％の部屋に24時間放

図2–1　一粒繰り繰糸機（（有）ハラダ製）
枠周1.125mの繰り枠に50回繭糸を巻き取り，この生糸を
乾燥してから秤量し，繭糸繊度を求めた．
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置後，テンシロン（ORIENTEC，RTA-100）を用い
て物理的性質を比較した．測定項目は強度，伸度お
よびヤング率である．測定に用いた試料長は100mm，
延伸速度10mm/min，試験回数50回とした．

2 .2 .5　織物特性

飼育成績，繰糸成績および生糸の物理的性質の総合
判断から，最も有望と思われる交雑蚕品種を用いて，
以下の条件で織幅38cmの後練薄地織物を5m製織し
た．

目付：24 .5g/m2

組織：平織
経糸：番手8d×2/2本
　　　撚数 Z1 ,000/S800諸撚り
緯糸：番手8d×2/2本
　　　撚数 Z1 ,000/S800諸撚り
経糸密度：45本/cm
緯糸密度：36本/cm

製織した織物について，織物風合い計測システム
（カトーテック KES-FBシステム）により，織物の基
本的力学特性値を測定し（表3–1），織物風合い値を求
めた．

2 .3　結果および考察

飼育成績を表2–2に示した．化蛹歩合は日中交雑種で
ある「FN411×C125」が初秋96.3％，晩秋97.0％で最
も高く，強健性で優ることが分かった．一方，「TC13
×C125」は初秋94.7％，晩秋93.7％で最も低かった．

繭重は「FN411×C125」が初秋1.97g，晩秋1.90g
で最も重く，逆に「C5×C125」は初秋1 .79g，晩秋
1 .65gで最も軽かった．繭層重は「C6×C125」が初
秋41 .9cg，晩秋42 .0cgで最も重く，繭層歩合も高かっ
た（野口ら，1998 ; 野口ら，1999）．

いずれの繭糸繊度曲線（図2–2）とも普通蚕品種の
性状とは異なる傾向を示した．細繊度蚕品種の特徴で
ある外層部の始めの段階での繊度の上昇が見られず，
繭層の外層部から内層部に向かって緩やかな繊度の減
少が見られた．品種別では「C5×C125」が最も細い
繊度曲線を示し，「FN411×C125」が最も太い繊度曲
線を示した．

繰糸成績は表2－3に示すように，「C6×C125」の
生糸量歩合が初秋蚕期と晩秋蚕期の両方とも20％を
越えて最も高く，解じょ率は「FN411×C125」が両
蚕期とも90％を越えて最も高かった．量的には日中
交雑種の「FN411×C125」が優っているが，繭糸繊
度がやや太かった．当初の目標が細繊度であり，しか

表2–1　力学量の計測項目

ブロック 記号 特　性　値 単　位

引張り EM 引張り伸長性 ％

LT 引張り荷重－伸びひずみ曲線の直線性 －

WT 引張り仕事量 gf・cm/cm2

RT 引張りレジリエンス ％

曲　げ B 曲げ剛性 gf・cm2/cm

2HB ヒステリシス幅 gf・cm/cm

せん断 G せん断剛性 gf/cm・degree

2HG θ＝0 .5°におけるヒステリシス幅 gf/cm

2HG5 θ＝5°におけるヒステリシス幅 gf/cm

表　面 MIU 平均摩擦係数 －

MMD 摩擦係数の平均偏差 －

SMD 表面粗さ µm

圧　縮 LC 圧縮荷重－圧縮ひずみ曲線の直線性 －

WC 圧縮仕事量 gf・cm/cm2

RC 圧縮レジリエンス ％

厚　さ T 圧力0.5gf/cm2における厚さ mm

重　さ W 単位面積当たりの重量 mg/cm2
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も黄色繭である蚕品種を育成することであったため，
総合的に判断すると「C6×C125」が最も有望な系統
だと考えられた．

次に，生糸の物理的性質を表2-4に示した．「C5×
C125」が強度，伸度ともにやや大きな傾向を示したが，
品種間の差は僅少であった．また，強度はいずれの蚕
品種も，普通蚕品種の4 .0g/d前後と比べると有意に
大きい値を示した．このことは，もともと細繊度繭に
よる生糸は強度が大きいことに加えて，生糸を構成す
る繭糸本数が多いため，繭糸の切断が一斉に起きるわ
けではないためとも考えられる．
「C6×C125」による織物特性は，いくつかある風

合い評価式の中で，今回試織した織物に最も適してい

ると思われる婦人外衣用薄地201LDYで計算した基本
的力学特性値を表2–5に示した．引張りに対する回復
性（RT）が良く，その他の物性値は婦人薄地のドレ
ス地として標準的な値を示した．

また，KES織物風合い値（川端，1980）を図2–3に
示した．布特性表示チャートの軸は，標準偏差によっ
てx＝（X－X）/σ により規格化された軸なので，そこ
からどれだけプラス方向，あるいはマイナス方向に離
れているかにより，それぞれの風合いの程度が点検で
きる．「C6×C125」による織物は「しなやかさ」の
値が大きく，しなやかで柔らかい風合いを持つことが
分った．

表2–2　各交雑蚕の飼育成績

飼育日数 化蛹歩合 1万頭当た
り収繭量 繭　重 繭層重 繭層歩合

（日．時間） （％） （kg） （g） （cg） （％）
初秋蚕期

 C6×C125 22 .04 95 .0 17 . 5 1 . 87 41 . 9 22 . 4 
 C5×C125 22 .07 95 .1 17 . 0 1 . 79 37 . 6 21 . 0 
 TC13×C125 22 .04 94 .7 17 . 9 1 . 90 40 . 6 21 . 3 
 FN411×C125 22 .09 96 .3 18 . 9 1 . 97 41 . 1 20 . 8 

晩秋蚕期
 C6×C125 21 .03 95 .2 17 . 0 1 . 79 42 . 0 23 . 5 
 C5×C125 20 .22 93 .8 15 . 3 1 . 65 36 . 1 21 . 8 
 TC13×C125 21 .03 93 .7 16 . 0 1 . 73 38 . 3 22 . 2 
 FN411×C125 21 .03 97 .0 18 . 3 1 . 90 41 . 7 21 . 9 

0

1

2

3

4

10 20 30

繭
糸
繊
度
 (
ｄ
)

繭糸長 （×56.25m)

図2–2　各交雑繭の繭糸繊度曲線
それぞれの蚕品種の外層から内層までの繭糸繊度の平均値をプロットした
■：FN411×C125，●：C6×C125，×：TC13×C125，▲：C5×C125
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表2–3．各交雑繭の繰糸成績

生糸量歩合 解じょ率 繭糸長 繭糸繊度 繭糸量 小節点 歩　掛
（％） （％） （m） （d） （g） （点） （％）

初秋蚕期
 C6×C125 20 .14 84 1 , 721 1 . 95 0 . 366 95 . 0 89 . 9 
 C5×C125 18 .38 78 1 , 725 1 . 75 0 . 332 95 . 0 87 . 5 
 TC13×C125 18 .11 80 1 , 695 1 . 85 0 . 344 94 . 5 85 . 0 
 FN411×C125 17 .89 94 1 , 417 2 . 31 0 . 358 95 . 0 84 . 0 

晩秋蚕期
 C6×C125 20 .75 83 1 , 585 2 . 01 0 . 349 94 . 5 88 . 3 
 C5×C125 18 .94 86 1 , 603 1 . 76 0 . 310 95 . 0 86 . 9 
 TC13×C125 19 .11 74 1 , 594 1 . 87 0 . 326 94 . 5 86 . 1 
 FN411×C125 19 .52 91 1 , 328 2 . 45 0 . 357 95 . 5 89 . 1 

表2–4．各交雑繭による生糸の物理的特性

強　度 伸　度 ヤング率
（g/d） （％） （kg/mm2）

 C6×C125 4 .87 25 1 , 206 

 C5×C125 4 .96 27 1 , 202 

 TC13×C125 4 .70 26 1 , 143 

 FN411×C125 4 .65 26 1 , 168 

表2–5．C6×C125による織物の基本的力学特性値（婦人外衣用薄地201LFY）

経糸方向 緯糸方向

引張り EM ％ 3.23 2 .23

LT － 0.579 0 . 742 

WT gf・cm/cm2 4 .67 4 . 13 

RT ％ 62 .13 67 . 79 

曲　げ B gf・cm2/cm 0 .0076 0 . 0062 

2HB gf・cm/cm 0 .0058 0 . 0039 

せん断 G gf/cm・degree 0 .23 0 . 23 

2HG gf/cm 0 .47 0 . 24 

2HG5 gf/cm 0 .58 0 . 40 

表　面 MIU － 0.116 0 . 139 

MMD － 0.0129 0 . 0119 

SMD µm 4 .155 2 .577 

圧　縮 LC － 0.440 

WC gf・cm/cm2 0 .049 

RC ％ 39 .85 

厚　さ T mm 0.120 

重　さ W mg/cm2 2 .4540 
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2 .4　結　論

細繊度で着色繭という2つの特色を持った蚕品種を
育成し利用することにより，特徴ある絹織物を作製
しようと試みた．「C125」を用いた4種の交雑種を育
成し，その性状について検討した．さらに，これに
よる生糸及び織物の性状について検討を行った．その
結果，飼育成績のうち化蛹歩合は，日中交雑種である

「FN411×C125」が最も高く，強健性で優ることが分
かった．繭重も「FN411×C125」が最も重かったが，
繭層重は「C6×C125」が最も重く，繭層歩合も高い
ことが分かった．また，繰糸成績は，「C6×C125」
の生糸量歩合が初秋蚕期と晩秋蚕期の両方とも最も高
く，繭糸繊度も最も細いことが分かった．これらの結
果から，総合的に判断して「C6×C125」が最も有望
な系統と考えられた．

なお，黄色の発色については「F411×C125」以外
は鮮やかな黄色を呈していた．しかし，精練により黄
色を失ってしまうため，今後はこの点の対応方法を検
討したい．

また，本研究で育成した4種の交雑種のいずれも生
糸の物理的性質のうちでは強度に特徴が認められた．
すなわち，いずれの蚕品種とも生糸の強度は，普通
蚕品種の4.0g/d前後と比べると大きい傾向を示した．
とりわけ「C5×C125」が強度，伸度ともに優れた成
績を示した．

次に，「C6×C125」による生糸を用いて薄地の織
物を製織したところ，KES織物風合い値は「しなや

かさ」の値が大きく観測された．このように「C6×
C125」の織物はしなやかで柔らかい風合いを持ち，
特徴のある絹織物を得ることができた．

第３章　生糸繊度と撚糸回数が合撚糸特性に与え
る影響の検討

3.1　緒　言

この章では，撚糸を構成する生糸繊度と撚糸回数の
違いが，合撚糸の特性に及ぼす効果を検討した．す
なわち，まず10dから100dまでの異なる繊度の生糸
を繰製した．次に，これらの生糸を用いて100T/mか
ら1,000T/mの異なる撚糸回数の合撚糸を調製し，そ
の物理的性質および撚糸特性の検討を行なった．さら
に，合撚生糸について精練前と精練後の物理的性質お
よび撚糸特性の比較を行った．

これまで，生糸繊度や撚糸回数が織物性能に与える
影響については，繭糸繊度が異なる2種類の原料繭を
用いて，6粒および8粒の混繰定粒繰糸により22dの生
糸を繰製した検討が行われている．これにより羽二重
を製織して，その品質および能率を検証するというも
のである．その結果，繭糸繊度が細い繭を使用した織
物は，繭糸繊度が太い繭を使用した織物に比べ，強力，
破裂強力，摩擦抵抗の面において優れた成績を示して
いる．一方，同一重量の原糸を処理するのに，繭糸繊
度が細い繭の区は繭糸繊度が太い繭の区に比べて，準
備工程の切断回数が22％多く，製織工程における切

風合い値

こし

はり

しゃり

ふくらみ

しなやかさ

きしみ

図2–3．織物の布特性表示チャート
●：C6×C125，○：日137号×支146号（普通品種）
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断回数も21％多い．その点，繭糸繊度が太い繭を使
用した場合にはこのようなトラブルが少なく，所要時
間が短縮できるため，製織工程の能率が向上すること
が報告されている（木暮，1956）．

しかし，今後は特徴ある絹織物がより一層強く求め
られ，生糸繊度が10d以下の極細生糸や，100d以上
の極太生糸を用いた製品の需要が増大すると考えられ
る．極細生糸を用いることで伝統的な紗よりもさらに
薄手の織物を作れば，これまでにない用途が拓けるで
あろう．一方，従来の絹布の欠点を補うものとして，
しわになりにくい織物や，編み物も重要であろう．こ
の目的のためには極太の生糸が必須の素材である．こ
のように，従来ほとんど作られることのなかった特殊
繊度の生糸を効率良く生産するためには，極細生糸お
よび極太生糸の物理的性質や，機械的性質などの基礎
性能を把握することが重要だと考えられる．

3 .2　実　験

3.2 .1　材料繭

原料繭は，「春嶺×鐘月」（平均繭糸繊度2.89d）平
成20年春蚕期・長野県産繭を用いた．

3 .2 .2　生　糸

3.2 .2 .1　繰　糸

繭検定用自動繰糸機（日産自動車 CT2型）により
10，27，42および100dの生糸を繰製した．繰糸速度

は150m/minに定めた．この際，繰糸機の通常利用範
囲にある21〜42dの繰糸は，繊度感知器を目的繊度の
ものに交換することにより行った．しかし，10dおよ
び100dは通常の利用範囲からはずれるため次のよう
な工夫を加えた．10d生糸の繰糸にあたっては，繊度
感知器の交換とともに，繰糸機の鼓車の位置の調整を
行った（図3–1）．すなわち，10d用の繊度感知器は試
作したスリット式のものを使用したため，鼓車を通常
の場合より少し手前にずらして設置することで，生糸
が繊度感知器内を正常に通過できるようにした．

また，100d生糸の繰糸では糸道全体の繰糸張力が
大きくなるため，糸故障感知レバーが不必要に働いて
小枠を停止させることがしばしば起こる．この糸故障
感知レバーは，本来は節詰まりなどが発生した際に大
きな張力を感知して，小枠を停止させ糸切断を防ぐ機
構である．そこで，糸故障感知レバーに100gのおも
りを付けるなどの改良を行った（図3–2，中島・大沼，
2008）．

3 .2 .2 .2　物理的性質の測定

3 . 2 . 2 . 1で繰製したそれぞれの生糸から100回繊度糸
を採取し，温度20℃，湿度65％の部屋に24時間静置後，
テンシロン（ORIENTEC RTA-100）を用いて強度，
伸度およびヤング率を求めた．試料長は10cm，試験
回数は50回とした．

図3–1　10d生糸繰糸における繊度感知器および断続鼓車の改良
左：従来の丸形繊度感知器（a）と断続鼓車（b），右：改良後のスリット式繊度感知器（c）と手前にずらした断続鼓車（d）

60

農業生物資源研究所研究資料　第９号（2012）

61



3 .2 .3　合撚生糸

3.2 .3 .1　合撚糸

3 . 2 . 2 . 1で繰製した4種の生糸を用い，合撚機（須
賀機械 KF- 5 32型，図3–3）により200dの合撚糸を
作製した．その際，撚り数は100，200，500および
1,000T/mに設定し，それぞれ10 ,000m作製した．

3 .2 .3 .2　精練処理

合撚生糸を0.5％ Na2CO3溶液を用いて，温度95℃，
20分間の精練処理を行った．精練後，水洗いして風乾
した．

3 .2 .3 .3　物理的性質の測定

精練処理前後のそれぞれの合撚生糸から100回繊度
糸を採取し，温度20℃，湿度65％の部屋に24時間静
置後，テンシロン（ORIENTEC RTA-100）を用いて
強度，伸度およびヤング率を測定した．試験に供した

試料長は10cm，試験回数は50回とした．

3 .2 .3 .4　曲げ特性の測定

温度20℃，湿度65％の環境下で，純曲げ試験機（カ
トーテック KES-FB2）を用いて曲げ剛性と曲げ回復
率を測定した．通常，この純曲げ試験機は織物の風
合い評価のために用いられているが，糸の曲げ特性
を調べるためにも使用可能である．これまで，糸の
特性については引張り試験の値のみで評価されるこ
とが多かったが，著者は糸の基礎データとして曲げ
特性も採用した．試験は曲率K＝－2 . 5〜＋2 . 5 cm－1

の範囲で，等速度曲率の純曲げを行った．変形速度は
0.5cm－1/sec，試料長1cm，試験回数10回とした．

3 .3　結果および考察

合撚糸前の生糸の物理的性質を表3–1に示した．
その結果，これまで指摘されているように（山本，

図3–2　10d生糸繰糸における糸故障感知レバーの改良
左：従来の糸故障感知レバー（a），右：100gのおもりを付けた改良後の糸故障感知レバー（b）

図3–3　須賀機械（株）KF-5 32型合撚機
（独）農業生物資源研究所（岡谷）に設置されているもの
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2001），繊度が太くなると強度は小さくなり，逆に伸
度は大きくなった．また，ヤング率が小さくなる傾向
が認められた．

次に，合撚生糸の物理的性質の比較を行ったものを
図3–4および3–5に示した．強度は撚糸回数の増加に伴
い若干大きくなるが，いずれの生糸繊度でも撚糸回数
が500T/mを越えると低下する傾向が認められた．伸
度は撚糸回数の増加に伴い大きくなるが，10d区では
500T/mを越えると低下した．この挙動の原因を探る
ために，1,000T/mの条件で合撚糸した10d区と100d
区の生糸について顕微鏡観察をした結果が図3－6であ
る．10d区では生糸同士の間隙が密になっているため，
引っ張りに対する変化が小さくなったものと思われ
る．これについて荻原（1977）は撚り数が増えると撚
りの角度が大きくなり，生糸繊度が太くなるほど顕著
に撚縮が起こると報じている．

また，合撚練糸の物理的性質の比較を行ったものを
図3–7および3–8に示した．強度は合撚生糸とほぼ同様
の傾向を示し，撚糸回数の増加に伴い若干大きくなり，
いずれの生糸繊度でも撚糸回数が500T/mを越えると
低下が認められた．また，伸度は撚糸回数の増加に伴
い大きくなる傾向を示した．

次に，生糸繊度と撚糸数の二つを因子として，合撚
生糸および練糸に対して強度，伸度，ヤング率に関す
る分散分析を行った結果を表3–2及び3–3に示した．こ
れらより，合撚生糸および練糸のいずれにおいても，
全ての物理的性質に対して，生糸繊度および撚糸回数
の主効果に，有意水準5％以上の有意差が認められ，
その交互作用も認められた．特に強度とヤング率に対
して撚糸回数の影響が極めて顕著であることが分かっ
た．なお，強度は繊度が太くなり，撚糸回数が多くな
るに従い小さくなった．伸度は繊度が太くなるに従い
小さくなり，撚糸回数が多くなるに従い大きくなる傾

向が見られた．ヤング率は繊度が太くなり，撚糸回数
が多くなるに従い小さくなる傾向が見られた．

一方，図3–9〜3–12には合撚生糸と合撚練糸につい
て，曲げ剛性および曲げヒステリシス幅の比較を行っ
た実験結果を示した．まず，合撚生糸の曲げ剛性は
撚糸回数が多いほど大きくなることが示された．一
方，生糸繊度の面から着目すると撚糸回数が500T/m
までは生糸繊度が太いほど大きくなるのに対し，
1,000T/mではその関係が逆転し，生糸繊度が太いほ
ど曲げ剛性が小さくなる傾向が見られた（図3–9）．ま
た，曲げヒステリシス幅は撚糸回数が多いほど大きく，
すなわち曲げに対する回復力は低下することが示さ
れた（図3–10）．一方，撚糸回数が200T/mまでは生
糸繊度が太いほど曲げヒステリシス幅は大きくなり，
500T/m以上ではその関係が逆転して生糸繊度が太い
ほど小さくなる傾向が見られた．

また，合撚練糸の曲げ剛性は撚糸回数が多いほど大
きく，生糸繊度が太いほど小さくなり（図3–11），曲
げヒステリシス幅は撚糸回数が多いほど大きく，生糸
繊度が太いほどわずかではあるが低下する傾向が見ら
れた（図3–12）．

次に，合撚生糸および練糸の撚り戻り率，曲げ剛
性および曲げヒステリシス幅の分散分析表を表3–8〜
3–13に示した．これらより，合撚生糸および練糸にお
いて，練糸の曲げヒステリシス幅以外の全ての撚糸特
性で，要因である撚糸回数，生糸繊度，その交互作用
に有意差が認められることが明らかになった．特に，
撚糸回数が撚糸特性に及ぼす影響が極めて大きいこと
が判明した．

ここで，合撚練糸の曲げヒステリシス幅において
は，生糸繊度による有意差が認められなかった理由と
して著者は次のように考える．精練の際に繭糸からセ
リシンが脱落して繭糸同士に間隙ができたため，撚糸

表3–1　生糸織度の違いによる物理的性質の比較

生糸繊度 強　度 伸　度 ヤング率
（mN/dtex） 標準偏差 （％） 標準偏差 （mN/mm2） 標準偏差

10ｄ 41 .5 1 . 5 22 . 3 1 . 4 11 . 2 0 . 46 

27ｄ 40 .7 1 . 9 23 . 8 1 . 7 10 . 7 0 . 43 

42ｄ 39 .9 2 . 0 24 . 6 1 . 4 10 . 4 0 . 54 

100ｄ 37 .8 1 . 3 24 . 6 1 . 4 9 . 8 0 . 55 
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図3–4　生糸繊度と撚糸回数の違いによる合撚生糸の強度
■：10d，◆：27d，▲：42d，●：100d

図3–5　生糸繊度と撚糸回数の違いによる合撚生糸の伸度
■：10d，◆：27d，▲：42d，●：100d

図3–6　合撚生糸（200d，1 ,000T/m）の検鏡写真
a：10d生糸，b：100d生糸，スケールバー：100µm
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表3–2　合撚生糸の物理的性質の分散分析

項　目 強　度 伸　度 ヤング率

F値 生糸繊度（A） 195 .1 316 .4 268 .7 

撚糸回数（B） 1924 .6 472 .7 2247 .2 

A×B 36 .8 55 . 7 10 . 6 

有意差 生糸繊度（A） ＊ ＊ ＊＊

撚糸回数（B） ＊＊ ＊＊ ＊＊

A×B ＊＊ ＊＊ ＊＊

＊：有意水準5%，＊＊：有意水準1%

図3–7　生糸繊度と撚糸回数の違いによる合撚練糸の強度
■：10d，◆：27d，▲：42d，●：100d

図3–8　生糸繊度と撚糸回数の違いによる合撚練糸の伸度
■：10d，◆：27d，▲：42d，●：100d
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表3–3　合撚練糸の物理的性質の分散分析

項　目 強　度 伸　度 ヤング率

F値 生糸繊度（A） 763 .2 291 .7 166 .2 

撚糸回数（B） 836 .4 705 .8 2522 .9 

A×B 79 .9 37 . 5 16 . 8 

有意差 生糸繊度（A） ＊＊ ＊＊ ＊＊

撚糸回数（B） ＊＊ ＊＊ ＊＊

A×B ＊＊ ＊＊ ＊＊

＊：有意水準5%，＊＊：有意水準1%
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図3–9　生糸繊度と撚糸回数の違いによる合撚生糸の曲げ剛性
■：10d，◆：27d，▲：42d，●：100d

図3–10　生糸繊度と撚糸回数の違いによる合撚生糸の曲げヒステリシス幅
■：10d，◆：27d，▲：42d，●：100d
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の際に不規則に配列していた繭糸がその間隙に入り込
み， 太さの影響が小さくなったためと思われる．

3 .4　結　論

同一原料繭から繰製した10d 〜100dの生糸の物理
的性質は，生糸繊度が大きくなるのに伴い強度とヤン
グ率は小さくなり，伸度は大きくなった．

合撚生糸の物理的性質および撚糸特性は，撚糸回
数が増加するのに伴い，1）強度は若干増加するが，
500T/mを越えると低下する．2）伸度は撚糸回数の
増加に伴い大きくなるが，10d生糸を用いた合撚糸の

場合は500T/mを越えると低下する．3）ヤング率は
撚糸回数の増加に伴い小さくなる．4）曲げ剛性と曲
げヒステリシス幅は撚糸回数の増加に伴っては大き
くなる．とりわけ10d生糸を用いた場合は撚糸回数が
200T/mを越えるとその変化が顕著であった．逆に
100d生糸を用いた合撚糸の場合，その変化は小さかっ
た．合撚生糸の曲げかたさや曲げ回復性が繊度の細い
生糸区ほど高い値を示したのは，フィラメント数が多
いため，断面2次モーメントが小さくなるためと思わ
れる（髙林ら，2002）．

一方，合撚練糸の物理的性質および撚糸特性も，お
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図3–11　生糸繊度と撚糸回数の違いによる合撚練糸の曲げ剛性
■：10d，◆：27d，▲：42d，●：100d

図3–12　生糸繊度と撚糸回数の違いによる合撚練糸の曲げヒステリシス幅
■：10d，◆：27d，▲：42d，●：100d
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おむね合撚生糸と同じ傾向を示した．しかし，全般的
に合撚生糸と比較して変化量が少なく，いずれの特性
値も合撚生糸の値より小さかった．また，10d生糸に
よる合撚生糸の伸度に見られたような特異な挙動は示
さなかった．

合撚練糸の撚糸特性について，生糸繊度が太くなる
ほど曲げ剛性の値が低く，曲げヒステリシス幅の値が
大きくなった．すなわち糸としての性能が良好になっ
たのは，セリシンが除去され撚りが戻る際に，細繊度
生糸は不規則に並ぶ傾向が強いのに対し，太繊度生糸
は規則正しい並びを保つためと思われる．

この結果，合撚練糸では特に撚糸回数が多い100d
区の曲げ特性値が良好であることが顕著に示された．
すなわち，太繊度生糸を用いた方が曲げ特性の優れた
絹を得ることができることが示唆された．

第４章　極細および極太生糸を用いて製織した織
物の官能検査分析と風合い評価

4.1　緒　言

一般的に，生糸は21d，27dおよび42dの太さで繰

製されているが，言うまでもなくこれらは和装用絹織
物を作る材料として，合理的根拠に基づいて定められ
た値である．しかし今後，従来の製品とは異なった製
品を求める消費者の要求に応えるために，上述の繊度
範囲に合致しない生糸を繰糸する必要性も高くなるこ
とと思われる．事実，カイコの育種分野でも細い繭糸
を産生する蚕品種や，逆に太い繭糸を産生する蚕品種，
あるいは黄繭 ・ 笹繭など繭色に特徴のある蚕品種の
育成が盛んに行われている（山本，2001）．また，製
糸分野でもこれらの特徴ある繭を用いた極細あるいは
極太生糸の繰製が試みられている．前者の例としては
10d，また後者の例としては100d以上の生糸が挙げら
れる．極細生糸生産の場面では，「はくぎん」繭を用
いて14dの生糸を繰製し，この生糸を使って薄地織物
を作製した研究が行われている（髙林ら，2002）．太
繊度生糸については，新たな繰製機構により1 ,000d
以上の嵩高な生糸を製造可能な技術開発が行われてい
る（髙林ら，2004）．

極細生糸は，その細さを生かした薄地織物に利用す
ることが望ましいと思われ，極太生糸は厚地織物に利
用することが適当と思われる．そこでこの章では従来

表3–4　合撚生糸の撚糸特性の分散分析

項　目 撚り戻り率 曲げ剛性 曲げヒステリシス幅

F値 生糸繊度（A） 155 .0 25 . 5 2 . 7 

撚糸回数（B） 1990 .7 357 .5 79 . 6 

A×B 54 .7 43 . 6 11 . 3 

有意差 生糸繊度（A） ＊＊ ＊＊ ＊

撚糸回数（B） ＊＊ ＊＊ ＊＊

A×B ＊＊ ＊＊ ＊＊

＊：有意水準5%，＊＊：有意水準1%

表3–5　合撚練糸の曲げ特性の分散分析

項　目 撚り戻り率 曲げ剛性 曲げヒステリシス幅

F値 生糸繊度（A） 80 .6 6 . 0 0 . 8 

撚糸回数（B） 12871 .2 398 .4 145 .4 

A×B 39 .3 2 . 5 0 . 4 

有意差 生糸繊度（A） ＊＊ ＊＊ ＊

撚糸回数（B） ＊＊ ＊＊ ＊＊

A×B ＊＊ ＊＊ ＊＊

＊：有意水準5%，＊＊：有意水準1%
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の繰糸機に比較的簡単な改良を施すことで，極細生糸
もしくは極太生糸の繰製を可能にし，さらに，この生
糸を用いて織物を製織して比較した．まず，原料繭に
細繊度繭「はくぎん」を用いて極細生糸を繰製し，薄
地織物を製織した．次に，太繊度繭「ありあけ」を用
いて極太生糸を繰製し，厚地織物を製織した．作製し
た薄地織物と厚地織物を比較するにあたり，対照区と
して生地の厚さが中間的な織物と考えられる，染色堅
ふう度試験用絹添付白布も使用した．

これらの3種類の織物について官能検査を行い，そ
の検査結果に統計的なデータ解析を加えた．その後，
KES織物評価システム（川端，1980）により織物の
風合い値を求め，官能検査との比較を行った．

4 .2　実　験

4.2 .1　試料の作製

繭検定用自動繰糸機（日産自動車CT2型）により，
平成18年春蚕期 ・ 茨城県産細繊度蚕品種「はくぎん」
を用いて10dの生糸を繰製した．繰糸速度は150m/
minとし，この生糸を合撚糸することなく，薄地織物

（A1）を製織した．また，平成19年晩秋蚕期・茨城県
産太繊度蚕品種「ありあけ」を用いて100dの生糸を
繰糸し，これも合撚糸することなく，厚地織物（A2）
を製織した．これらの織物と，比較のため用いた絹添
付白布（A3）の織物組成については表4–1に示す．

なお，製織した「はくぎん」の織物と「ありあけ」
の織物は，浴比1：100の精練液（0.04％クレワットK
＋0.3％マルセル石鹸＋0.03％炭酸ナトリウム＋0.3％

硅酸ナトリウム＋0.05％スコアロール400＋0 .05％ハ
イドロサルファイトナトリウム混合液）にて95℃，2
時間の精練後，水洗い処理を行った．

4 .2 .2　官能検査

3種類の織物を対象とした官能検査は佐藤（1985）
に倣って行った．A1，A2，A3の3種類の織物を比較す
るため，10cm四方の試料を作製した（以下，織物と
いう）．3種類の織物を2枚ずつ比較する組合せは3組あ
るので，100人ずつ3グループの被験者を選定し，合計
300人の判断を集計した．比較事項は触覚の「柔らか」，

「ふっくら」，「暖か」および「滑らか」と，視覚の「光
沢」および全体的な感覚の「好き」の6項目について，
とても良い，やや良い，同程度，やや悪いおよびとて
も悪いの5段階で行った．触覚検査については数分間
自由に触ったうえでの感想を求めた．視覚検査におい
ては特に照明を使わず，自然光の中での判断に委ねた．

被験者の性別，年代別の内訳は表4–2のとおりであ
る．なお，被験者は一般消費者で，繊維関係の専門家
は含まれていない．

4 .2 .3　シェッフェの一対比較法による解析

本法によると，被験者kが織物Ai とAj を比較した
時の採点をxijk とした場合，その採点の内容は次のよ
うな構造になるとされている．εijkは本来の誤差であっ
て，i，j，kに関係なく，平均値が0で分散が σ 2の正規
分布をするものとする．

ここに，kは試料の組み合わせ（i，j）に割り当て

表4–1　織 物 組 成

蚕品種 生糸繊度 組　織 目　付
（g/m2）

経糸密度
（本/cm）

緯糸密度
（本/cm）

Ａ1 はくぎん 10d 平織 26 .5 120 74

Ａ2 ありあけ 100d 平織 78 .8 40 36

Ａ3 普通蚕品種 21d 平織 52 .5 53 38

表4–2　被験者の性別，年代別内訳（人）

10代 20代 30代 40代 50代 60代
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

A1－A2 0 0 19 24 7 23 0 12 3 5 4 3 

A2－A3 0 3 12 32 9 16 3 12 5 5 3 0 

A1－A3 0 4 3 19 10 27 3 11 3 10 4 6 
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られた被験者群内の被験者番号で，k＝1 , 2 ,…,n，た
だしn＝2N/t（t－1）である．なお，tは組み合わせ
数である．

母数の推定値は次式で与えられる．

また，各効果の平方和は次式によった．

ここでは，試料Aiと試料Ajとを比較した採点尺度
を，とても良い：cr4＝4，やや良い：cr2＝2，同程度：
cr0＝0，やや悪い ：cr－2＝－2，とても悪い ：cr－4＝
－4とした．

なお，被験者総数NはN＝N4＋N2＋N0＋N－2＋N－4

となる．
また，ヤードスティックＹは次式で求められる．

ここに，δ2＝Se/φe，φeは誤差の自由度で
φe＝ t（t－1）（n－1）/2

（αi－αj）の信頼区間は次式のとおりである．

4 .2 .4　織物の風合い測定

織物風合い計測システム（カトーテック KES-FB
システム）により，A1，A2，A3の3種類の織物の布
の風合いに関する経糸方向と緯糸方向の力学量を測定
し，その測定で得られた数値（引張，せん断，曲げ，
圧縮，表面，厚さ，重さに関する計16の物理特性値）

を下記の風合い評価式にあてはめることにより，織物
風合い値を求めた．

Y ：風合い値
Xi	：特性値またはその対数変換値
Xi	：Xiの平均
σi	 ：Xiの標準偏差
Co，Ci：定数係数

4 .3　結果および考察

4.3 .1　織物官能検査

A1，A2，A3の3種類の織物の2枚ずつ3種類の組合せ
について6項目の比較を行い，得らた集計結果を図4–1
〜4–6にそれぞれ示した．これらの結果から，2つの
織物の6項目の比較事項について分散分析を行った結
果を表4–3〜4–8にそれぞれ示した．「柔らか」（表4–3）
と「光沢」（表4–7）については主効果および組合せ効
果に１％水準で有意性が認められた．また，「滑らか」

（表4–6）と「好き」（表4-8）については主効果に1％
水準で有意性が認められた．しかし，組合せ効果をみ
ると織物A2とA3およびA1とA3には1％水準で有意性
が認められたものの，織物A1とA2には有意差がない
という結果が得られた．

一方，織物A1とA2，A2とA3およびA1とA3について，
6項目の比較事項を相対的に比べたところ，「柔らか」，

「滑らか」，「光沢」，「好き」の4項目においてA1＞A2

＞A3の順となり，A1の織物が総合的に好ましい織物
と判断できる結果となった．

次に，「柔らか」，「ふっくら」，「暖か」，「滑らか」，
「光沢」および「好き」の6項目に対する採点結果と，
性別，年代別との相関関係を求めた結果を表4–9〜
4–11に示した．

織物A1とA2の比較（表4–9）では，女性の方がA1

を「暖かい」と感じる傾向が認められた．また，年齢
の若い人ほど織物A1を「光沢」があると感じる傾向
が認められた．また，織物A2とA3の比較（表4–10）
では，女性の方がA2を「滑らか」，「光沢がある」，「好
き」と感じる傾向が認められた．さらに，年齢の若い
人ほどA2を「柔らか」，「滑らか」，「光沢がある」，「好
き」と感じる傾向が認められた．一方，織物A1とA3

の比較（表4–11）では，性別および年代別による傾向
がないことが分かった．

平均嗜好度；α^i . . ＝
1 xi . .tn

組合せの主効果；γ^ij＝
1 xij . －（α^i－α^j）n

平均嗜好度；α^j . . ＝
1 xj . .tn

平均嗜好度；α^i . . ＝
1 xi . .tn

組合せの主効果；γ^ij＝
1 xij . －（α^i－α^j）n

平均嗜好度；α^j . . ＝
1 xj . .tn

主効果；Sα＝ 1 Σ xi . . 2

tn
i

組合せ効果；Sγ＝ 1 ΣΣ xij . 2－Sαn
i j>i

誤差；Se＝ST
1 ΣΣ xij . 2

n
i j>i

総平方和；ST＝（cr4）2ΣN4＋（cr2）2ΣN2

＋（cr0）2ΣN0＋（cr－2）2ΣN－2＋（cr－4）2ΣN－4

主効果；Sα＝ 1 Σ xi . . 2

tn
i

組合せ効果；Sγ＝ 1 ΣΣ xij . 2－Sαn
i j>i

誤差；Se＝ST
1 ΣΣ xij . 2

n
i j>i

総平方和；ST＝（cr4）2ΣN4＋（cr2）2ΣN2

＋（cr0）2ΣN0＋（cr－2）2ΣN－2＋（cr－4）2ΣN－4

Y＝q √ δ2

tnY＝q √ δ2

tn

α^i－α^j－Y≦αi－αj≦α^i－α^j＋Yα^i－α^j－Y≦αi－αj≦α^i－α^j＋Y

Y＝Co＋
16

Ci
Xi－XiΣ σii=1

Y＝Co＋
16

Ci
Xi－XiΣ σii=1
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図4–1　官能検査の比較項目のうち「柔らかさ」の集計結果
2種類ずつの織物について5段階で判断してもらった内訳

黒：A1－A2の比較，白：A2－A3の比較，斜線：A1－A2の比較

図4–2　官能検査の比較項目のうち「ふっくら」の集計結果
2種類ずつの織物について5段階で判断してもらった内訳

黒：A1－A2の比較，白：A2–A3の比較，斜線：A1－A2の比較

図4–3　官能検査の比較項目のうち「暖かさ」の集計結果
2種類ずつの織物について5段階で判断してもらった内訳

黒：A1－A2の比較，白：A2－A3の比較，斜線：A1－A2の比較
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図4–4　官能検査の比較項目のうち「滑らかさ」の集計結果
2種類ずつの織物について5段階で判断してもらった内訳

黒：A1－A2の比較，白：A2－A3の比較，斜線：A1－A2の比較

図4–5　官能検査の比較項目のうち「光沢」の集計結果
2種類ずつの織物について5段階で判断してもらった内訳

黒：A1－A2の比較，白：A2－A3の比較，斜線：A1－A2の比較

図4–6　官能検査の比較項目のうち「好き」の集計結果
2種類ずつの織物について5段階で判断してもらった内訳

黒：A1－A2の比較，白：A2－A3の比較，斜線：A1－A2の比較
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表4–3　官能検査の比較項目のうち「柔らかさ」の分散分析表および信頼区間

要　因 平方和 自由度 不偏分散 Ｆ値 有意差
α^i－α^j

95%信頼区間

主効果 Sα 1349 .23 2 674 .61 173 .90 ＊＊ ＋ －

組合せ効果 Sγ 98 .61 1 98 .61 25 . 42 ＊＊ α^1－α^2＝1.8267 2 . 2087 1 . 4446 

誤　差 Se 1152 .16 297 3 .88 α^1－α^3＝2.9733 3 . 3554 2 . 5913 

総平方和 ST 2600　 300 α^2－α^3＝1.1467 1 . 5287 0 . 7646 
＊：有意水準5%，＊＊：有意水準1%

表4–4　官能検査の比較項目のうち「ふっくら」の分散分析表および信頼区間

要　因 平方和 自由度 不偏分散 Ｆ値 有意差
α^i－α^j

95%信頼区間

主効果 Sα 33 .79 2 16 .89 2 . 87 ＊＊ ＋ －

組合せ効果 Sγ 46 .41 1 46 .41 7 . 89 ＊＊ α^1－α^2＝0.4733 －0.0027 －0.9439 

誤　差 Se 1747 .80 297 5 .88 α^1－α^3＝0.2667 0 .2039 －0.7373 

総平方和 ST 1828　 300 α^2－α^3＝0.2067 0 .6773 －0.2639 
＊：有意水準5%，＊＊：有意水準1%

表4–5　官能検査の比較項目のうち「暖かさ」の分散分析表および信頼区間

要　因 平方和 自由度 不偏分散 Ｆ値 有意差
α^i－α^j

95%信頼区間

主効果 Sα 32 .35 2 16 .17 3 . 12 ＊ ＋ －

組合せ効果 Sγ 5 .33 1 5 . 33 1 . 03 α^1－α^2＝－0.1133 0 .3282 －0.5548

誤　差 Se 1538 .32 297 5 .18 α^1－α^3＝　0.3333 0 .7748 －0.1082

総平方和 ST 1576　 300 α^2－α^3＝　0.4467 0 .8882 0 . 0052
＊：有意水準5%，＊＊：有意水準1%

表4–6　官能検査の比較項目のうち「滑らかさ」の分散分析表および信頼区間

要　因 平方和 自由度 不偏分散 Ｆ値 有意差
α^i－α^j

95%信頼区間

主効果 Sα 1040 .11 2 520 .05 137 .59 ＊＊ ＋ －

組合せ効果 Sγ 5 .33 1 5 . 33 1 . 41 α^1－α^2＝－0.0533 0 .3238 －0.4305

誤　差 Se 1122 .56 297 3 .78 α^1－α^3＝　2.2533 2 .6305 1 . 8762

総平方和 ST 2168　 300 α^2－α^3＝　2.3067 2 .6838 1 . 9295
＊：有意水準5%，＊＊：有意水準1%

表4–7　官能検査の比較項目のうち「光沢」の分散分析表および信頼区間

要　因 平方和 自由度 不偏分散 Ｆ値 有意差
α^i－α^j

95%信頼区間

主効果 Sα 819 .55 2 409 .77 101 .20 ＊＊ ＋ －

組合せ効果 Sγ 41 .81 1 41 .81 10 . 33 ＊＊ α^1－α^2＝0.8667 1 .2570 0 . 4763

誤　差 Se 1202 .64 297 4 .05 α^1－α^3＝2.3133 2 .7037 1 . 9230

総平方和 ST 2064　 300 α^2－α^3＝1.4467 1 .8370 1 . 0563
＊：有意水準5%，＊＊：有意水準1%
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表4–8　官能検査の比較項目のうち「好き」の分散分析表および信頼区間

要　因 平方和 自由度 不偏分散 Ｆ値 有意差
α^i－α^j

95%信頼区間

主効果 Sα 191 .04 2 95 .52 21 . 92 ＊＊ ＋ －

組合せ効果 Sγ 14 .52 1 14 .52 3 . 33 α^1－α^2＝0.4400 0 .8450 0 . 0350

誤　差 Se 1294 .44 297 4 .36 α^1－α^3＝1.1200 1 .5250 0 . 7150

総平方和 ST 1500　 300 α^2－α^3＝0.6800 1 .0850 0 . 2750
＊：有意水準5%，＊＊：有意水準1%

表4–9　官能検査の採点結果と性別，年代別と相関行列（織物A1－A2）
柔らか ふっくら 暖　か 滑らか 光　沢 好　き 性　別 年　齢

平　均 2.40  －0 .08  0 . 02  0 . 06  1 . 24  0 . 66  1 . 67  30 . 60  
柔 ら か
ふ っ く ら 0.241 ＊

暖 　 か 0.027 0 . 354 ＊＊

滑 ら か 0.025 0 . 089 －0 .128 
光 　 沢 0.144 －0 .052 －0 .031 0 . 180 
好 き 0.322 ＊＊ 0 .350 ＊＊ 0 .367 ＊＊ 0 .056 0 . 163 
性 　 別 0.168 0 . 156 0 . 302 ＊＊ －0 .166 －0 .150 0 . 169 
年 　 齢 0.106 0 . 092 0 . 154 －0 .079 －0 .254 ＊ 0 .007 0 . 052 

＊：有意水準5%，＊＊：有意水準1%

表4–10　官能検査の採点結果と性別，年代別と相関行列（織物A2－A3）
柔らか ふっくら 暖　か 滑らか 光　沢 好　き 性　別 年　齢

平　均 1.72  0 . 60  0 . 66  2 . 44  1 . 82  0 . 90  1 . 66  29 . 40  
柔 ら か
ふ っ く ら 0.392 ＊＊

暖 　 か 0.060 0 . 584 ＊＊

滑 ら か 0.604 ＊＊ 0 .221 ＊ －0 .003 
光 　 沢 0.203 ＊ －0 .041 －0 .283 ＊＊ 0 .408 ＊＊

好 き 0.534 ＊＊ 0 .225 ＊ －0 .018 0 . 584 ＊＊ 0 .390 ＊＊

性 　 別 0.156 －0 .036 －0 .158 0 . 210 ＊ 0 .515 ＊＊ 0 .274 ＊＊

年 　 齢 －0.510 ＊＊ －0 .122 0 . 023 －0 .335 ＊＊ －0 .240 ＊ －0 .419 ＊＊ －0 .213 ＊

＊：有意水準5%，＊＊：有意水準1%

表4–11　官能検査の採点結果と性別，年代別と相関行列（織物A1－A3）
柔らか ふっくら 暖　か 滑らか 光　沢 好　き 性　別 年　齢

平　均 2.40  －0 .66  0 . 20  2 . 12  1 . 94  0 . 90  1 . 77  34 . 00  
柔 ら か
ふ っ く ら 0.184 
暖 　 か 0.390 ＊＊ 0 .170 
滑 ら か 0.215 ＊ －0 .083 0 . 369 ＊＊

光 　 沢 －0.172 －0 .092 0 . 046 0 . 422 ＊＊

好 き 0.430 ＊＊ 0 .161 0 . 434 ＊＊ 0 .242 ＊ －0 .084 
性 　 別 －0.031 0 . 085 －0 .060 －0 .112 －0 .073 0 . 115 
年 　 齢 －0.117 －0 .139 －0 .007 0 . 043 0 . 138 －0 .058 －0 .157 

＊：有意水準5%，＊＊：有意水準1%
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4 .3 .2　織物の風合い

織物A1〜 A3に関してKES-FBシリーズで測定して
得られた値を，201LDY 婦人外衣用薄地で計算した
基本的力学特性値の経糸方向と緯糸方向の平均値を表
4–12に示した．引張りについては，織物A2が最も伸
びやすいことがLT値，WT値およびEM値から，ま
たRT値が大きいことから回復性が良いことが示され
た．織物A2においては，B値が大きいことから最も
曲げ剛いことが，また2HBが大きいことから回復性
が悪いことが分かった．せん断についてはG値より
織物A3が最もせん断剛いことが，また2HG値および
2HG5値が大きいことから回復性が悪いことが分かっ
た．表面については表面のそれぞれの値の比較から織
物A2が最もなめらかさが低いことが分かった．

次に，KES織物評価システム（川端，1980）に基
づく布特性の比較を図4-7に示した．織物A1は「こし」，

「はり」の値が小さく，「しなやかさ」の値が大きく，
柔らかい織物であるということが分かる．また，織物
A2は「こし」，「はり」，「きしみ」の値が大きく，「し
なやかさ」の値が小さく，硬い織物であることが分か
る．一方，織物A3は両者の中庸の値を示している．

4 .4　結　論

「はくぎん」，「ありあけ」および添付絹白布の3種類
の織物について「柔らか」，「ふっくら」，「暖か」，「滑
らか」，「光沢」および「好き」の6項目の官能検査を行っ
た．その結果，「柔らか」，「滑らか」，「光沢」および

「好き」の4項目で有意差が認められた．また性別，年
代別の傾向を解析したところ3通りの組合せのうち2通
りについて，性別および年代別で官能値に違いがある
ことが分かった．ただし今回の評価に協力した被験者
は，性別では女性71％，男性29％と，女性の比率が高
く偏っていた．さらに年齢別では10代2％，20代36％，
30代31％，40代14％，50代10％，60代7％であり，必
ずしも平均的な結果とは言えないかもしれない． 

織物の風合い値については，「はくぎん」の織物が
最も「こし」，「はり」の値が小さく，「しなやかさ」
の値が大きいため，柔らかい織物であることが分かる．

官能検査の結果から，柔らかく，滑らかで，光沢の
ある織物A1が最も好まれる傾向が認識された．今回
の実験の範囲では「はくぎん」のような細繊度繭糸に
よる薄地織物の製作が望ましいということが明らかに
なった．

表4–12　基本的力学特性値の比較（平均値）

A1 A2 A3

引張り EM ％ 5.2 7 .56 3 . 17 

LT － 0.712 0 . 611 0 . 661 

WT gf・cm/cm2 7 .70 11 . 55 5 . 28 

RT ％ 48 .96 60 . 61 60 . 76 

曲　げ B gf・cm2/cm 0 .020 0 . 054 0 . 042 

2HB gf・cm/cm 0 .009 0 . 015 0 . 016 

せん断 G gf/cm・degree 0 .06 0 . 03 0 . 11 

2HG gf/cm 0 .02 0 . 00 0 . 05 

2HG5 gf/cm 0 .50 0 . 10 0 . 99 

表　面 MIU － 0.242 0 . 254 0 . 243 

MMD － 0.011 0 . 025 0 . 001 

SMD µm 2 .918 4 . 440 4 . 150 

圧　縮 LC － 0.548 0 . 360 0 . 213 

WC gf・cm/cm2 0 .630 0 . 081 0 . 025 

RC ％ 69 .84 72 . 84 72 . 00 

厚　さ T mm 0.183 0 . 310 0 . 164 

重　さ W mg/cm2 2 .650 7 . 875 5 . 825 
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第５章　極細生糸を繰製するための繊度管理シス
テムの構築と検証

5.1　緒　言

現在，日本の製糸工場で使用されている自動繰糸機
のほとんどは，日産自動車 HRⅡ型自動繰糸機である．
自動繰糸機が開発される以前は，生糸の繊度管理を繭
の粒付数で行う，定粒繰糸方式の多条繰糸機が主流で
あった．昭和32年に蚕試式スリット型繊度感知器を装
着した，たま式RM型自動繰糸機（プリンス自動車工
業）が実用化され，普及し始めた．その後，片側200
緒の繰糸緒を背中合わせに配列し，機体の両端に新繭
補充装置，落繭分離機と索抄緒装置などを配置した
HRⅠ型自動繰糸機が開発された．さらに，これを改
良したHRⅡ型自動繰糸機（日産自動車，図5–1）が
開発され，現在に至っている．

第１章でも述べたが，自動繰糸機は開発された当時
の状況から，主に使用される生糸繊度が14〜62dであっ
た．この範囲の生糸を繰製するには，目的繊度に応じ
た繊度感知器の交換だけで対応可能である．しかし，
それより細い生糸や，逆に太い生糸を繰製するために
は，何らかの工夫と改良が必要である．例えば，14d
より細い生糸を繰製するためには，繊度感知器もそれ
に合わせたサイズに変更する必要があることはもちろ
んである．しかし，生糸が細いため，従来の繊度感知
器では，生糸が繊度感知器を押し上げる際に発生する
摩擦に耐えられず，しばしば糸切断が発生してしまう．

また，62dより太い生糸を繰製する際は，生糸繊度が
大きくなるのに伴い繰糸張力も大きくなる．そのため，
集緒器に節詰まりが起こった際に働くストッパーが不
必要に働いてしまい，繰糸を中断してしまう．

繊度感知器は2枚の丸型ガラスを合わせたもので，
この間に生糸を通過させて，2秒毎に生糸の太さを検
索する接触方式である．そのため，長時間使用してい
るとガラス板の間隙にセリシンや糸屑が詰まり，設定
していた間隙が狭くなってしまう．このような状態
では，生糸の太さが細くても繊度感知器を押し上げる
ため，繰製された生糸がしばしば目的より細いものに
なってしまうことがある．あるいは，詰まった糸屑に

風合い値

こし

はり

しゃり

ふくらみ

しなやかさ

きしみ

図4–7　布特性の比較
△：A1，□：A2，○：A3

織物風合い計測システム（カトーテック KES-FBシステム）により，A1，A2，A3の3種類の織物の布の風合いを求めた

図5–1　日産自動車（株）HRⅡ型自動繰糸機
（独）農業生物資源研究所（岡谷）に設置
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生糸が挟まることにより，糸を切断してしまうなどの
トラブルが発生する．このように，従来の繊度感知器
では機械の改良なしに，幅広い生糸繊度の繰製には
対応できないため，近年，光学的もしくは流体媒介
的な非接触方式の技術開発が求められている（白井，
1972）．

非接触の繊度感知法としては，これまで半導体レー
ザー光の照射によるシステムの開発の試み（森ら，
1998）などが行われている．それは，生糸糸条の遮光
量から外径を検出し，一定の演算処理を行って繊度を
表示するものである．しかしながら，こうした研究に
おいて乾燥状態の生糸繊度計測の検討は行われている
が，実際に繰糸中の生糸繊度管理を想定した湿潤状態
での繊度計測に関する検討は十分ではない．これまで
のレーザセンサは大型で，値段が高かったため，実用
的な面で問題点があった．また，繰糸の際に発生する
水滴の影響を受けて，安定した計測が困難だった．

しかし，最近になって安価で，しかも小型のレーザ
センサが開発され，より実用的になった．そこで本章
では，現行の自動繰糸機では繰製することが困難な，
目的繊度10dの生糸にも対応しうることを目標に，湿
潤状態の生糸の繊度管理を行うシステムを構築した

（中島，2003）．さらに，その性能について検討を行っ
た．また，併せて現行の繊度感知器により繰製した生
糸との比較検討を行った． 

5 .2　実　験

5.2 .1　材　料

10dの生糸を繰製するためには，できるだけ繭糸繊
度が細い蚕品種を原料繭として用いた方が，安定した
生糸繊度偏差が得られる．そのため原料繭には現在日
本で最も細い繭糸を吐く「はくぎん」を，さらに3眠
化した平成17年春・茨城県産繭を用いた．「はくぎん」
の繭糸繊度は通常約1.6dであるのに対し，3眠化繭の
繭糸繊度は約1 .2dとなる．「はくぎん」は通常4眠蚕
であるため，殺菌剤「トリフルミゾール」（日本曹達）
280ppm濃度のものを人工飼料に添加し，3齢の起蚕
時から3日間投与して3眠化を図った．

5 .2 .2　繊度管理システムの構築

簡易繰糸機（自作，図5–2）の撚掛部上部にレーザ
センサヘッド（キーエンスLX2 - 02，波長：780nm，
光軸幅：5mm直読）を配置し，生糸を繰製する際に
生糸が遮光した幅を計測した．構築した生糸繊度管理
システムは，図5–3から成り，計測値をデジタルデー
タとしてパーソナルコンピュータ（PC）に取り込む
とともに，PCからも繰糸中生糸の太さなどの制御が
可能である．計測の安定性を増すため，レーザセンサ
ヘッドの上下にガイドを配置し，糸の振れを軽減する
工夫をした（図5–4）．

このシステムのサンプリング頻度は12 ,500回／秒ま
で可能である．従って通常の自動繰糸機の場合は2秒

図5–2　簡易繰糸機
動力は電気モータで，ここからゴムベルトに
より，小枠および接緒器を回転させる．糸道
は多条繰糸機と同じであるため，定粒繰糸用
として使用する．繭の補給は手接緒である．

図5–3　繊度管理システム模式図
レーザセンサ（キーエンスLX2 -V10），A/D変換ユニット（キーエン
スKV-AD40），CPUユニット（キーエンスKV-700），パーソナルコピュー
タ（PC，（NEC，OS：WindowsXP）），上限・下限警告ランプ
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に1回の生糸繊度の検索を行っているのに対して，本
システムでは，これよりも短い時間での繊度管理が可
能である．データはテキスト形式でPCに取り込み，
表計算ソフトウェアを用いて様々な解析が可能である

（図5–5）．また，生糸幅の上限値と下限値を設定する
ことにより，限界値を超えた場合に電気信号を出力し，
それぞれのランプを点灯することができる．

本研究では，出力信号によりランプを点灯させたが，
これを動力に接続すれば，生糸が設定値より細くなっ
た際に，現行の接緒桿を働かせて繭を補添させること
が可能である．また，生糸が太くなった際には，ストッ
パーを働かせて小枠の回転を停止させたり，電熱線な
どを用いて繭を取り除くことが可能である．これによ
り，繊度偏差の小さい生糸づくりが可能である．

5 .2 .3　生糸繊度の計測

簡易繰糸機（自作）と，繭検定用自動繰糸機（日産
自動車 CT2型，図5–6）により極細繊度の生糸繰製試
験を行った．簡易繰糸機の最大繰糸可能速度は100m/
minであるが，この速度では繰製の際に主にケンネル
撚りから発生した水滴飛沫の影響を受け，安定した計
測値が得られなかった．そのため，安定した計測がで
きる最大速度の50m/minを選択した．また，自動繰
糸機においての繰糸速度は標準的な繰糸速度として
150m/minを選択した．

簡易繰糸機により生糸を5,000m繰製する際に，本
システムにより生糸幅（生糸のレーザ遮光幅）を計
測するとともに，繰製した生糸を巻き返し，再び本
システムにより巻き取った際の生糸幅を計測し，両者

のデータの比較を行った．また，簡易繰糸機により繰
製した生糸と，繭検定用自動繰糸機により繰製した生
糸の繊度を比較するため，それぞれの繰糸機で繰製し
た生糸から，検尺器を用いて50m繊度糸を作製した．
その後，この50m繊度糸を秤量して，生糸繊度に換
算し，計測値と実測値の比較を行った．なお，計測方
法の詳細を表5-1に示した．

構築したシステムを用いて生糸を繰製する際には，
生糸幅が設定値を下回った際に手で繭を接緒し，設定
値を上回った際に繭を取り除くこととした．しかし実
際には，使用した繭の繭糸繊度が1.15dと細かったた
め，繭を取り除くことはなかった．図5–4　簡易繰糸機に取り付けた繊度管理システム

測定部の拡大写真（a：糸振れ軽減のために設けたガイド，
b：レーザセンサ）

図5–5　測定時の表示画面
画面中の左側の表の右端は生糸幅の計測値，右側のグラフ
は時系列データを表している．

図5–6　日産自動車（株）CT2型繭検定用自動繰糸機
（独）農業生物資源研究所（岡谷）に設置
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5 .3　結果および考察

１）レーザセンサを用いたシステムにより生糸を繰製
する際に計測した生糸幅データ（A0）と，巻き返
して再び計測した生糸幅データ（A1）をグラフ化
したものを図5–7に示した．

繰製の際に計測した生糸幅の平均値は47 . 9µm，巻
き直して再び計測した生糸幅の平均値は33 . 4µmで
あった．このように繰製の際は水分や繭糸間の空隙な
どにより，繭糸が約43 .3％膨潤していることが分かっ
た．また，両者を比較すると湿潤時と乾燥時の間で，
生糸幅はほぼ並行して変化する傾向を示した．

次に，生糸を繰製する際に本システムにより計測し
た生糸幅データ（A0）と，50m繊度糸から得られた
生糸繊度（A2）の糸長系列グラフを図5–8に示した．
図5–7と同様に両測定値が並行して変化する傾向を示
したことから，生糸を繰製する際にレーザセンサ式
繊度管理システムを用いて生糸幅を計測することによ

り，生糸繊度を管理することが可能であると思われた．
そこで，これを確かめるために，計測値（A0）と

50m繊度糸から得られた生糸繊度の実測値（A2）の
散布図を図5–9に示した．このデータに最小二乗法で
直線を当てはめた結果，

y（生糸繊度A2）＝ 0 .132x（生糸幅A0）＋4.135

の関係式が得られた．また，相関係数は0.63で，当
てはめた直線の決定係数は0.4であった．

この結果から，生糸幅を計測することにより生糸繊
度を推測することが可能であることが分かった．

２）本システムの再現性を確認するため，本システム
により生糸を繰製し，これを巻き直して再び本シス
テムにより計測した生糸幅データ（A1）と，繊度
感知器により定繊度繰糸した生糸を巻き直して，本
システムにより計測した生糸幅データ（B1）の糸

表5–1　5つの異なった計測方法の詳細

計測名 繰糸方法 計測の詳細

A0

簡易繰糸機により10d生糸を繰糸

繰糸時の生糸幅計測値（湿潤状態）

A1 巻き返して再び計測した生糸幅計測値（乾燥状態）

A2 50m繊度糸から求めた生糸繊度実測値

B1
自動繰糸機により10d生糸を繰糸

巻き返して再び計測した生糸幅計測値（乾燥状態）

B2 50m繊度糸から求めた生糸繊度実測値

生
糸
幅
 (
μ
m)
 

生糸糸長 (m) 

A0（平均値 47.9 μm） 

A1（平均値 33.4 μm）

図5–7　生糸幅の計測データ
A0：簡易繰糸機により10d生糸を繰糸時に計測した生糸幅，
A1：簡易繰糸機により10d生糸を繰糸後，再び巻き返して計測した生糸幅
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長系列グラフを図5–10に示した．また，両者の50m
繊度糸から得られた生糸繊度（A2，B2）の糸長系
列グラフを図5–11に示した．

本システムにより繰糸した生糸幅は33µm付近の値
を維持しているのに対し，繊度感知器により管理して
繰糸したものは生糸糸長が3,000m過ぎから徐々に細
くなっている（図5–10）．これは繊度感知器にセリシ
ンが詰まり始めていることによるものと思われる．

また，目的繊度10dの繊度感知器により繰製した生
糸の平均繊度は14.37dと，設定値よりも太目となった．

これは繭検定用の速度（200m/min）で良好に働くよ
う設計した繊度感知器であるため，今回の実験におけ
る繰糸速度（150m/min）では，繊度一斉調節装置に
よる調節範囲を越えてしまったためと考えられる．な
お，繊度一斉調節装置とは，繰糸湯温度，原料繭，繰
糸速度などの繰糸条件の多少の変動に対応するため，
ダイヤル操作により調整おもりの重さを一斉に変える
ことができる装置である．これを活用することで繊度
感知器を交換することなく，目的繊度を12％前後の
範囲で一斉に調整することが可能である．
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図5–8　生糸幅の計測データおよび生糸繊度データ
A0：簡易繰糸機により10d生糸を繰糸時に計測した生糸幅，
A2：簡易繰糸機により10d生糸を繰糸後，50m繊度糸から求めた生糸繊度

図5–9　生糸繊度と生糸幅の相関図
図中の直線は，生糸幅から生糸繊度を推定する式
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次に，生糸幅の標準偏差を求めてみると，本システ
ムによるもの（A1）は1 .32，繊度感知器によるもの

（B1）は2.60，生糸繊度の標準偏差は本システムによ
るもの（A2）が0 . 28，繊度感知器によるもの（B2）
は0.69で，本システムを用いた方がばらつきが小さい
ことが分かった（表5－2）．

一方，生糸繊度の度数分布図を図5–12に示した．
本システムを用いた場合には，10〜11dの1dの間に
91％の割合で分布しており，変動係数は0.03であった．
それに対して繊度感知器によるものは，13 .5〜16dの

2 . 5dの間で90％の割合で分布しており，変動係数は
0.05であった．以上のことからも，本システムによる
生糸繊度管理が有効であることが分かった．

5 .4　結　論

現在，生糸繰糸の場で主に行われている繊度感知器
を用いた定繊度繰糸は，目的繊度の生糸を得るために，
細限接緒繊度により新緒を補添するという管理を行っ
ている．今回試作したレーザセンサによる繊度管理方
式では，従来の下限繊度より細繊度の生糸操製が可能

生
糸
幅
 (
μ
m)
 

生糸糸長 (m) 

B1（平均値 37.4 μm） 

A1（平均値 33.5 μm）
生
糸
繊
度
 (
d)
 

生糸糸長 (m) 

B2（平均値 14.4 d） 

A2（平均値 10.4 d）

図5–10　定繊度繰糸した生糸と本システムにより繰糸した生糸幅の計測データ
A1：簡易繰糸機により10d生糸を繰糸後，再び巻き返して計測した生糸幅，
B1：自動繰糸機により10d生糸を繰糸後，再び巻き返して計測した生糸幅

図5–11　定繊度繰糸した生糸と本システムにより繰糸した生糸繊度データ
A2：簡易繰糸機により10d生糸を繰糸後，50m繊度糸から求めた生糸繊度，
B2：自動繰糸機により10d生糸を繰糸後，50m繊度糸から求めた生糸繊度

80

農業生物資源研究所研究資料　第９号（2012）

81



であり，また，生糸繊度のデータをリアルタイムで管
理可能なことが分かった．

一般的に生糸の直径と繊度は次式で表される（櫻
田，1972）．

D：直径（µm）
S ：繊度（d）

10dの生糸の直径は理論上41 .1 µmとなるが，繭糸
の間隙や水分などがあるため，上限値を55 µm，下限
値を45 µmとして繰製した結果，生糸幅の平均値は
47 .9 µmであった．

また，従来の繊度感知器による定繊度繰糸方法では

なく，レーザセンサを用いた本システムにより，湿
潤状態で10dの生糸を繰製する際の生糸の繊度管理を
行った．その結果，計測値と実測値には相関が認めら
れた．

一方，巻き返して計測した生糸幅の平均は 33 .4 µm
と湿潤状態に比べて約43.3％細く観測された．しかし，
50 m繊度糸による実測値では平均繊度は10.44 dであっ
た．設定値の決定に当たっては，計測値と実測値との
関係を検討することにより，正確な繊度管理が可能で
あることが分かった．

また，繰製の際に計測した生糸幅データと，巻き直
して計測した生糸幅データからは，同じような太さの
変化の傾向が得られ，現行の繊度感知器を用いた定繊

√D＝13 S√D＝13 S

表5–2　定織度繰糸した生糸と本システムにより繰糸した生糸の値の比較

A1（µm） A2（d） B1 （µm） B2（d）

平均値 47 .90 10 . 44 37 . 40 14 . 37 

標準偏差 1.32 0 . 28 2 . 60 0 . 69 

変動係数 0.03 0 . 03 0 . 07 0 . 05 

A1：簡易繰糸機により10d生糸を繰糸後，再び巻き返して計測した生糸幅，
A2：簡易繰糸機により10d生糸を繰糸後，50m繊度糸から求めた生糸繊度，
B1：自動繰糸機により10d生糸を繰糸後，再び巻き返して計測した生糸幅，
B2：自動繰糸機により10d生糸を繰糸後，50m繊度糸から求めた生糸繊度

度
数
分
布

 (%
)

 

生糸繊度 (d) 

平均値 10.44 d 

平均値 14.37 d A2 

B2 

図5–12　定繊度繰糸した生糸と本システムにより繰糸した生糸繊度の度数分布
データ数はそれぞれ100個，A2：簡易繰糸機により10d生糸を繰糸後，50m繊度
糸から求めた生糸繊度，B2：自動繰糸機により10d生糸を繰糸後，50m繊度糸か
ら求めた生糸繊度
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度繰糸により繰製した生糸と，本システムにより繰製
した生糸の繊度を比較した場合，本システムの方が繊
度偏差が小さく，生糸の繊度管理を行う上で有効な方
法であることが分かった．さらに，本システムの場合，
従来の方式では困難な上限繊度の管理が可能であるた
め，より均一な生糸の繰製が可能である．

第６章　総合考察

本研究では，特徴ある絹織物を作製するため，原料
繭や生糸の製造方法についての検討を行った．また，
織物を試作してその性能評価を行った結果，今後に向
けていくつかの知見が得られた．

第２章の「細繊度交雑黄繭による生糸および織物の
性能評価」では，生糸繊度が細いことにより，標準の
打ち込み本数では織り密度が小さくなり，本研究で製
織した織物では目寄りが発生してしまった．今後，薄
地織物を製織する際には，打ち込み本数を増やすなど
の織物設計の再検討が必要と思われる．

第３章の「生糸繊度と撚糸回数が合撚糸特性に与え
る影響の検討」では，本研究の撚糸特性の検討の際に
純曲げ試験機（カトーテック KES-FB2）を用いたが，
さらに別の測定装置を用いて検討することにより，多
方面での検討が必要と思われる．

第４章の「極細および極太生糸を用いて製織した織
物の官能検査分析と風合い評価」では，本研究では細
繊度繭糸による薄地織物が好まれるという結果が得ら
れた．しかし，織物の構成因子には1）原料繭，2）生
糸繊度，3）織物の厚さなどがあるため，これらの一
部の組み合わせにより行った本研究の結果のみから，
一般的に薄地織物が好まれるということは言えないか
もしれない．消費者の嗜好にあった特徴ある絹織物の
作出のためには，さらに従来の繰糸機では困難な，「は
くぎん」による100dの生糸の繰製，「ありあけ」によ
る10dの生糸の繰製を行い，上記3因子の全ての組み
合わせについて検討を加える必要がある．

第５章の「極細生糸を繰製するための繊度管理シス
テムの構築と検証」では，極細繊度の生糸を繰製する
ための繊度管理を行うシステムを構築した．しかし，
レーザセンサヘッド部が汚れると計測値に誤りが生じ
るため，汚れに対する対応が必要である．また，計測
方向が一軸方向のみであり，繭糸形状が異なるすべて
の繭に対して対応可能かどうかは未確認である．今後，
その点を考慮に入れる必要がある．

これまで，織物の分野では原料繭にあまり注目され
ていなかったが，今後，現在困難な細繊度繭糸による
太繊度生糸の繰製，および太繊度繭糸による細繊度生
糸の繰製機構を開発し，さらなる要因解明を継続して
行ってゆきたい．

第７章　総　括

本研究では，極薄織物やシワになりにくい織物など，
特徴ある絹織物を作出するために，原料繭の選定，生
糸製造方法の検討を行った．また，合撚糸の諸条件が，
糸特性に及ぼす影響について検討を行った．さらに，
極細生糸および極太生糸を用いて織物を製織し，官能
検査およびKES織物評価システムにより織物の風合
いについて検討を行った．

まず，繭糸繊度が細く，しかも着色している，細繊
度黄繭による織物は，より差別化の効果が大きいと考
え，細繊度黄繭による織物を試作し，織物の風合いに
ついて検討を行った．

また，現行の自動繰糸機では繰製困難な14dより細
い生糸，あるいは62dより太い生糸を製造するため，
これらの生糸を繰製するための方法を検討した．現行
の自動繰糸機による繰糸は，繊度管理を繊度感知器を
用いて行っている．繊度感知器は接触方式であり，セ
リシンや糸屑などによるトラブルが発生するため，非
接触方式の技術開発が求められている．この要求に応
えるため，著者は非接触方式のレーザセンサを用いた
繊度管理システムの構築を試みた．

次に，糸の撚糸特性については，合成繊維では数多
く検討されているが，生糸についてはほとんど検討さ
れていなかった．著者はKESの純曲げ試験機を用い
て，物理的性質の値と合わせて検討を行った．

一方，生糸繊度と織物性能の関係については，これ
まで普通繊度（21〜42d）の生糸については検討され
ているが，14dより細い生糸，あるいは62dより太い
生糸についてはほとんど検討されていなかった．著者
は本研究で，10dの細繊度生糸を用いて製織した薄地
織物および100dの太繊度生糸を用いて製織した厚地
織物の性能を，官能検査と合わせて行った．

第１章においては，本研究の背景と目的を，これま
でに育成された特徴ある蚕品種の分析を行うとともに，
今後の展望について言及した．また，形状に特徴のあ
るもの，および地域によるシルクのブランド化の現状
について現状分析と将来展望の観点から言及した．
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第２章では，有望な細繊度黄繭による織物を作出す
るため，「C125」を用いた数種の交雑種を育成し，そ
の性状について検討するとともに，これによる生糸
および織物の性状について検討を行った．その結果，

「C6×C125」が総合的に判断して有望な系統と思わ
れた．また，細繊度繭を用いた生糸は強度が大きな値
を示すことが分かった．一方，「C6×C125」による
生糸を用いて薄地の織物を製織したところ，KES織
物風合い値は「しなやかさ」の値が大きく，しなやか
で柔らかい風合いを持つことを解明した．

第３章では，10dの極細繊度生糸，100dの極太繊
度生糸を含め，生糸繊度および撚糸回数の違いが合撚
生糸の特性に与える影響を検討した．ここでは同一品
種で同じ蚕期の繭を用いて，異なる繊度の生糸を繰
製した．具体的には10d，27d，42dおよび100dであ
る．さらにこれらの生糸を用いて，撚糸回数を変えて
200dの合撚生糸を作製した．この合撚生糸について，
精練処理前と処理後の物理的性質および撚糸特性につ
いて調査した．その結果，糸特性に及ぼす影響は撚糸
回数の違いによる影響が大きいが，生糸繊度でも合撚
糸の際の繊維本数の違いが繊維構造に影響を及ぼし，
太繊度生糸を用いた方が曲げ特性の優れた絹を得るこ
とができることが示唆された．

第４章では，細繊度繭を用いて10dの極細繊度生糸
を繰糸し，この生糸を緯糸・経糸に用いて薄地織物を
製織した．また，太繊度繭を用いて100dの極太繊度
生糸を繰糸し，この生糸を緯糸・経糸に用いて厚地織
物を製織した．それぞれの織物と対照区として添付絹
白布について官能検査を行ったところ，「柔らかさ」，

「滑らかさ」，「光沢」，「好き」の項目で高い有意差が
認められ，総合的には薄地織物が最も好ましいと判断
された．また，性別や年代別で官能値に違いがあるこ
とが確認された．

織物の風合い値については，“はくぎん”の織物が
最も「こし」，「はり」の値が小さく，「しなやかさ」
の値が大きいため，柔らかい織物であることが分か
る．官能検査の結果と照らし合わせると，一般に柔ら
かく，滑らかで，光沢のある薄地織物が好まれるとい
う結果が得られた．

第５章では，従来の繊度感知器による定繊度繰糸方
法ではなく，レーザセンサを用いた生糸繊度管理シス
テムを構築し，10dの生糸を繰糸する際の湿潤状態生
糸の繊度管理を行った．その結果，計測値と実測値に
は相関が認められた．

現行の繊度感知器を用いた定繊度繰糸による生糸
と，新たに構築したレーザセンサを用いた生糸繊度管
理システムによる生糸の繊度を比較した結果，レーザ
センサを用いた本システムの方が繊度偏差が小さく，
有効な方法であることが分かった．

さらにこの方法によれば，従来の方式では困難な上
限繊度の管理が可能であるため，より均一な生糸の繰
製が可能であることを証明した．
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Summary

Studies on process control and evaluation methods for production of 
unusual silk fabrics

Kenichi Nakajima

（Accepted Feb. 10 , 2012）

In the silk industry in Japan, to meet the consumer demands for products that are different from 
traditional ones, attempts have been made to produce super-thin and super-thick raw silk threads, as well as to 
develop new materials using these threads.

However, the current automatic reeling machine is designed to make raw silk threads of 14 -62 denier (d). 
To make raw silk threads thicker or thinner than this range, the machine needs to be modified. Furthermore, 
the size detector, which measures the fineness of raw silk threads, works on the basis of a contact-type fineness 
control technique, making the device prone to problems caused by sericin, lint, etc. Hence, there is a need for 
developing non-contact types of fineness control techniques.

To create silkworm hybrids that spin thin and yellow filaments, which offer promising prospects for the 
development of high-value-added, differentiated silk materials, several hybrids of the silkworm race C125 were 
bred; their properties were evaluated, and the properties of the raw silk and fabrics made from their cocoons 
were analyzed.

It was found that the raw silk threads made from the resulting cocoons were quite strong. Further, C6
×C125 was found to be the most promising among all the considered hybrids. Thin fabrics made from raw 
silk obtained from this hybrid had, in accordance with the Kawabata Evaluation System (KES), a high flexibility 
value, confirming the flexibility and softness of the fabrics.

Next, in order to use super-thin and super-thick raw silk threads in new applications, the basic properties 
of the raw silk made from these threads need to be understood. However, no studies have been conducted to 
this end. I compared the physical and twisting properties of various types of raw silk threads and degummed 
silk threads obtained by changing the thread fineness and the twist number. When raw silk was made using 
the same cocoon type, its strength and Young’s modulus decreased with an increase in the thread fineness, 
which implied that its elongation increased. With respect to the physical and twisting properties of twisted raw 
silk, as the twist number increased, (1) the strength slightly increased but started decreasing after 500T/m; (2) 
the elongation increased but, in the 10 -d group, it started decreasing after 500T/m; (3) the Young’s modulus 
decreased; and (4) the bending rigidity and hysteresis increased in the case of the 10-d group, showing a marked 
increase after 200T/m (the 100 -d group exhibited a small increase). It was suggested that the bending rigidity 
and hysteresis of the twisted raw silk were better in the thin-thread groups because of the presence of a 
relatively high number of filaments, which lowered the second moment of area.

On the other hand, the physical and twisting properties of the twisted degummed silk threads were 
similar to those of the twisted raw silk threads; however, as compared to the twisted raw silk threads, the 
changes were relatively small when all property values were relatively low. Moreover, singular behaviors such 
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as elongation in the 10 -d group were not confirmed. It was suggested that the twisting properties of the twisted 
degummed silk threads improved with increasing thread fineness because when sericin was removed and the 
threads were untwisted, thin raw silk threads were aligned irregularly whereas thick raw silk threads were 
aligned regularly.

It was thus suggested that for the twisted degummed silk threads, the flexural properties were 
significantly better in the 100 -d group, in which the twist number was particularly high, indicating that thick 
raw silk threads allowed the production of silk with superior flexural properties.

Next, to make thin fabrics and anti-wrinkle silk fabrics, thin fabrics were made using the thin-filament 
silkworm race Hakugin and thick fabrics were made using the thick-filament silkworm race Ariake. A sensory 
test was conducted on these fabrics, and the results were compared with the texture properties of the 
fabrics determined by using KES. The sensory test results showed significant differences in four parameters: 
＂softness,” ＂smoothness,”＂luster,”and ＂likability.”Moreover, differences in sensory values were found between 
genders and among age groups.

With respect to texture, the Hakugin fabrics had relatively small stiffness and anti-drape stiffness values 
and a relatively high flexibility value, indicating that the Hakugin fabrics were relatively soft. These results 
suggest that it is desirable to make thin fabrics using the thin-filament cocoon.

Next, a system was developed for controlling the fineness of wet raw silk threads using a laser sensor, 
with which super-thin raw silk threads with the intended fineness of 10d were made, and the properties of the 
threads were evaluated. I also compared this raw silk with that made using the conventional size detector.

Raw silk threads ( 10 d, wet) were made using the proposed system, and their fineness was evaluated; 
there was correlation between the raw silk width measured during the reeling and the fineness determined on 
the basis of the 50 -m sizing skein of the same raw silk. Fineness was compared between this raw silk and that 
made using the conventional size detector; the system was found to be effective with a relatively small fineness 
deviation of the raw silk.

Transgenic Silkworm Research Unit, Genetically Modified Research Center, 
National Institute of Agrobiological Sciences
1 -2 Owashi, Tsukuba, Ibaraki 305 -8634 , Japan
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