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研究の要旨 

 ・東京大学大学院農学生命科学研究科 藤原 徹 教授および東京理科大学理工学部応用

生物科学科 松永 幸大 教授、坂本 卓也 助教らの共同研究グループは、植物の必須栄養

元素であるホウ素（元素記号：B）が、植物に過剰に吸収されることでもたらされる DNA

損傷の発生とその緩和機構を発見し、植物におけるホウ素毒性の分子メカニズムの一端

を明らかにしました。 

・本研究成果は Nature Communications 誌に１２月１１日付けで掲載されました。

【研究の背景】 

ホウ素（元素記号：B）は植物の成長と生存に欠かせない栄養元素です。一方で、土壌中

に過剰にホウ素が存在すると、植物体内に過剰に吸収されて毒性を示すようになり、結果と

して植物の成長を阻害したり、枯死させたりします。世界には、ホウ素毒性によって農作物

の収穫量に影響が出ている地域が数多くあります。ホウ素毒性の仕組みを理解することは、

毒性への対処方法の確立につながるため、ホウ素過剰地域における農業生産に貢献できる

と期待できます。 

私たちの研究グループはこれまでに、ホウ素毒性によって植物の DNA 損傷が引き起こ

されることを明らかにしてきました。しかし、ホウ素毒性による DNA 損傷がどのようにし

て引き起こされ、また植物がどのようにしてその DNA 損傷を軽減させているのかそのメカ

ニズムは不明でした。

【研究成果の概要】 

私たちはこれまでに、モデル植物であるシロイヌナズナに化学変異処理をし、過剰なホウ

素処理に対して根の生育が著しく阻害される high-sensitivity to excess boron (heb) 変異

株を 7 株単離しました。heb 変異株は根でのホウ素毒性の軽減に必要な遺伝子の機能が損

なわれていると考えられます。本研究では、heb3、heb6 および heb7 がそれぞれ 26S プロ

テアソーム（注 1）と呼ばれるタンパク質複合体の異なる構成因子をコードする遺伝子に変



異があることを発見しました。26S プロテアソームはポリユビキチン化されたタンパク質

を選択的に認識し分解することで、細胞周期の進行などさまざまな生命現象を制御してい

ることが知られています。そこで、私たちは過剰量のホウ素に応答して、26S プロテアソー

ムによって分解されなくてはならないタンパク質が存在することを予測し、プロテオーム

解析や生化学的解析を行いました。その結果、過剰なホウ素条件で生育させた 26S プロテ

アソーム変異株では、BRAHMA（BRM）と呼ばれるタンパク質が、過剰なホウ素条件で生

育させた 26S プロテアソーム変異株では多く蓄積していることがわかりました。また、26S

プロテアソーム変異株で BRM の機能を欠損させると根の生育がホウ素毒性に対して強く

なったことから、過剰なホウ素条件下で BRM を積極的に分解することがホウ素毒性を緩和

させることに必要であることがわかりました (図 1)。 

 BRM はエピゲノム制御因子（注 2）の一つであり、クロマチン（注 3）の構造を変化さ

せるクロマチンリモデリング因子として知られるタンパク質で、アセチル化したヒストン

（注 4）と相互作用してその機能を発揮します。そこで、26S プロテアソーム変異株に BRM

が多く蓄積すると植物の成長に負の影響を与えることから、過剰なホウ素条件下ではヒス

トンのアセチル化の亢進も伴っているのではないかと仮説を立てました。動物では、過剰な

ホウ素を処理するとヒストン脱アセチル化酵素（注 5）が阻害されてヒストンのアセチル化

が亢進することが知られています。仮説を基に私たちが調べた結果、植物でも過剰なホウ素

を処理するとヒストンのアセチル化が亢進することがわかりました。 

 ヒストンのアセチル化は、クロマチンを弛緩させ、クロマチンの状態は DNA 損傷の受け

やすさと密接に関係していることが知られています。すなわち、クロマチンが緩んでいる

DNA 部分は損傷を受けやすく、一方で、クロマチンが凝縮している DNA 部分は損傷を受

けにくいということです。実際に、植物にヒストン脱アセチル化酵素の阻害薬を処理して、

ヒストンのアセチル化を亢進させると、DNA 損傷が多くなることを見いだしました。従っ

て、ホウ素がヒストンのアセチル化を亢進させることで、クロマチンを弛緩させ、DNA を

不安定な状態にすることで、DNA 損傷を誘発する原因になっていると考えられます。 

 また、BRM はエピゲノム制御としてアセチル化したヒストンに結合してクロマチンの不

安定性を助長させることで、より DNA 損傷を誘発しやすい状態にしていることがわかりま

した。このことから、植物が 26S プロテアソームによって BRM を積極的に分解すること

は、ホウ素毒性がもたらす DNA 損傷の発生を緩和させるメカニズムの一つであると結論づ

けました（図 2）。 
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図1 . BRM の機能を 抑制すると ホウ素過剰スト レ ス条件における根の
発達が改善する。 矢尻は、 分裂が盛んな領域の境界を示す。
ホウ素過剰スト レ スがかかると 野生型株では分裂が盛んな領域は縮小
するが、 BRM 機能抑制株では分裂が盛んな領域の縮小は見ら れない。
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図2 . ホウ素過剰スト レ スによるDN A 損傷の発生と 緩和のメ カ ニズム 



【今後の展望】 

 今回の研究では、過剰なホウ素条件下で 26S プロテアソームによって分解されるべきタ

ンパク質として BRM に着目して解析しましたが、BRM の他にも、ホウ素毒性と関わる可

能性のある 12 のタンパク質を発見しています。過剰なホウ素は DNA 損傷の誘導以外にも

活性酸素種の産生など植物の生育を阻害するさまざまな現象を引き起こすことが知られて

います。今後、ホウ素毒性と関わる可能性のある他のタンパク質の解析を行うことで、さら

に詳細に、植物がどのようにしてホウ素毒性に対処しているのかを明らかにできる可能性

があります。 

 また、今回の研究により、過剰なホウ素によるヒストンのアセチル化の亢進を通じてDNA

を不安定な状態にすることがホウ素毒性による DNA 損傷の主な原因であることがわかり

ました。そこで、DNA の弛緩を防ぐ方法を見つけることができれば、ホウ素毒性に曝され

た植物の生育改善を通じて農業生産に貢献できる可能性があります。既に、ホウ素にはヒス

トン脱アセチル化酵素を直接阻害する作用があることが報告されているので、過剰なホウ

素によるヒストンのアセチル化の亢進は、ヒストン脱アセチル化酵素の阻害が原因である

と考えられます。そこで、ホウ素による阻害を受けないようなヒストン脱アセチル化酵素を

開発するなどして、過剰なホウ素条件下でのエピゲノム制御が可能となれば、ホウ素毒性に

強い植物を生み出せるかもしれません。 

 

 本研究は、文部科学省・基盤研究(S)・科学研究費「植物の無機栄養ホメオスタシスと成長

の統合的理解と仮説検証」および文部科学省・新学術領域・科学研究費「植物の成長可塑性

を支える環境認識と記憶の自律分散型統御システム」および「植物発生ロジックの多元的開

拓」の助成および JST・CREST「二酸化炭素資源化を目指した植物の物質生産力強化と生産

物活用のための基盤技術の創出」の支援を受けて実施した研究成果です。 

 

用語解説 

注 1･･･26S プロテアソーム 

 数十のサブユニットから構成される巨大なタンパク質複合体。主に、ユビキチンと呼ばれ

るタンパク質で標識されたタンパク質を選択的に認識し、分解する。この能動的なタンパク

質分解を通じて、細胞周期の進行やシグナル伝達などさまざまな生命現象を制御する。植物

では、サブユニットの構成を変えることで、標的となるタンパク質の選択性を変化させ、

26S プロテアソームの機能にバリエーションをもたらしていると考えられている。 

  

注 2•••エピゲノム制御因子 

 後述するクロマチンの構造を変化させることで、DNA 塩基配列を変化させることなく、

遺伝子の働きを制御する因子の総称。ヒストン修飾酵素、DNA 修飾酵素やクロマチンリモ

デリング因子などのタンパク質がある。 



 

注 3･･･クロマチン 

 DNA とタンパク質の複合体。非常に長い DNA（シロイヌナズナだと 8.3 cm）をわずか

直径数 μm 程度の核に収められように DNA をまとめる機能や、その構造の変化を通じて遺

伝子発現や DNA 複製、DNA 損傷修復を制御する。 

 

注 4･･･ヒストン  

 DNA に結合する塩基性タンパク質。4 種のヒストン（H2A、H2B、H3、H4）が集まっ

て、ヌクレオソームを形成する。ヌクレオソームはクロマチンの基本構成単位である。ヒス

トンタンパク質のヒストンテールと呼ばれる領域では、さまざまなアミノ酸残基がアセチ

ル化やメチル化といった化学修飾をうける。この化学修飾によりクロマチン構造が弛緩し

たり凝縮したりする。 

 

注 5･･･ヒストン脱アセチル化酵素 

 アセチル化されたヒストンからアセチル基を取り除く酵素。この酵素の活性が阻害され

ると、適切なアセチル基の除去が行われず、結果として、アセチル化されたヒストンが増え

ていく。 
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