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表紙写真：ヒメツリガネゴケの１倍体（茎葉体）に半寄生して形成される２倍体
（胞子体）。陸上植物は１倍体と２倍体で形態が大きく異なり、その切り替え機
構は1851年にHofmeisterによる世代交代の報告以来謎であったが、今回の発見によ
り異なる世代において複合適応形質をどのように切り替えるかが明らかになった
（基礎生物学研究所　長谷部光泰）。	 
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KNOX2 genes regulate the haploid-to-diploid 
morphological transition in land plants  

 
Keiko Sakakibara, Sayuri Ando, Hoichong Karen Yip, Yosuke 
Tamada, Yuji Hiwatashi, Takashi Murata, Hironori Deguchi, 

Mitsuyasu Hasebe, John L. Bowman  
 

Science 339: 1067-1070 
doi: 10.1126/science.1230082  

 
Unlike animals, land plants undergo an alternation of generations, producing multicellular 
bodies in both haploid (1n: gametophyte) and diploid (2n: sporophyte) generations. Plant 
body plans in each generation are regulated by distinct developmental programs initiated 

at either meiosis or fertilization, respectively. In mosses, the haploid gametophyte 
generation is dominant, whereas in vascular plants-including ferns, gymnosperms, and 

angiosperms-the diploid sporophyte generation is dominant. Deletion of the class 2 
KNOTTED1-LIKE HOMEOBOX (KNOX2) transcription factors in the moss 

Physcomitrella patens results in the development of gametophyte bodies from diploid 
embryos without meiosis. Thus, KNOX2 acts to prevent the haploid-specific body plan 
from developing in the diploid plant body, indicating a critical role for the evolution of 

KNOX2 in establishing an alternation of generations in land plants. 
 

http://www.sciencemag.org/content/339/6123/1067.short 
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陸上植物の生活環をコントロールする	 

指令遺伝子の発見	 
 
2013年 3月 1日 広島大学／基礎生物学研究所プレス発表 
「160年来の謎、陸上植物の世代交代を制御する因子の発見」 
http://www.nibb.ac.jp/press/2013/03/01.html 
 
	 生物には染色体のセットを１組持っている時期（単相）と２組持っている時期（複相）があり

ます。わたしたち人間の体は複相にあたります。単相に相当するのは卵や精子といった単細胞で、

いずれも単独では生活できません。一方、ドイツのホフマイスターは 1851年に陸上植物は形も
特徴も異なる多細胞の体を交互に作ることを発表し、それを世代交代と名付けました。この現象

は、その後、陸上植物が単相と複相にそれぞれ形態の異なる配偶体と胞子体を作り、それを交互

に繰り返す世代交代として知られるようになりました。配偶体と胞子体でそれぞれの異なる形作

りのプログラムがあり、その切換えに働くスイッチが存在すると考えられてきました。今回、広

島大学大学院理学研究科の榊原恵子特任助教（現東京大学大学院理学系研究科助教）、出口博則

教授らはオーストラリア・モナシュ大学の John Bowman 教授、基礎生物学研究所の長谷部光
泰教授らとの共同研究により、コケ植物ヒメツリガネゴケを使って複相から単相への切換えにス

イッチとして働く遺伝子を発見しました。この遺伝子を欠失させると、複相の時期に間違って単

相の体を作ってしまいます。現在、地球上で も繁栄している陸上植物は花を咲かせる被子植物

ですが、その体の大部分は複相ですので、このスイッチがうまく働くことは植物にとってとても

大切です。この成果は、科学雑誌 Scienceに 2013年 3月 1日に発表されました。 
	 2009年に基礎生物学研究所の長谷部教授らのグループによって単相から複相への切り替えに
スイッチとして働くポリコーム抑制複合体２遺伝子が米国科学アカデミー紀要に発見されてい

ます（Okano et al. 2009 Proc. Natl. Acad. Sci. USA 106: 16321-16326）。今回の発表によって、
複相と単相の切り替えの両方向の切り替えスイッチとなる遺伝子がともに日本で発見されたこ

とになります。 

	 

図１	 陸上植物（コケ植物）ヒメツリガネゴケの生活環。陸上植物はその生活環の中には単相の配偶体

と複相の胞子体が存在し、それぞれ異なる多細胞体制を持つ。KNOX2 遺伝子は複相で単相の発生プログ

ラムが働かないように抑制する。	 
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【研究の背景】 
	 陸上植物は単相と複相で異なる形の多細胞の体、配偶体と胞子体を交互に形成する世代交代を

行います（図１）。陸上植物に近縁なシャジクモの仲間では単相で多細胞となりますが、複相は

一細胞の受精卵のみであり、受精後、体細胞分裂を行わずに減数分裂を行い、単相の胞子を形成

します。陸上植物が現在のような世代交代を行うようになるには、陸上植物の祖先において受精

卵が体細胞分裂するようになり、減数分裂のタイミングが遅れることで複相の多細胞化が起こり、

さらに複相独自のかたち作りのプログラムが確立されることが必要だったと考えられています。

現在、地球上で も繁栄している花を咲かせ、種子を形成する被子植物は胞子体が生活の中心で

あることから、陸上植物の進化において世代交代の成立はたいへん重要なイベントであったと考

えられています。しかし、その成立の仕組みはよくわかっていませんでした。	 

	 

【研究の成果】	 

	 広島大学大学院理学研究科の榊原恵子特任助教（現東京大学大学院理学系研究科助教）、出口

博則教授らの研究グループはオーストラリア・モナシュ大学 John	 Bowman 教授、基礎生物学研究

所の長谷部光泰教授らとの共同研究によって、クラス 2	 KNOX（以下、KNOX2）遺伝子と呼ばれる

ホメオボックス遺伝子が陸上植物の世代交代の制御に機能していることを発見しました。コケ植

物のヒメツリガネゴケで KNOX2 遺伝子を取り除くと、胞子体の発生が途中で止まり、配偶体が形

成されました（図２）。	 

	 

	 

図２	 KNOX2 遺伝子は複相で配偶体の発生プログラムが働かないように抑制する。ヒメツリガネゴケにお

いて KNOX2 遺伝子を欠失させると、胞子体の成長が途中で停止し、配偶体に似た組織が作られる（矢尻）。

左：ヒメツリガネゴケの通常の胞子体。中：KNOX2 遺伝子を欠失したヒメツリガネゴケの胞子体。右：ヒ

メツリガネゴケの通常の配偶体。３枚の写真は同倍率である。	 

	 

	 また、この配偶体の細胞に含まれている DNA 含有量は通常の配偶体の細胞の２倍でした。この

ことから、KNOX2 遺伝子は複相で配偶体の発生プログラムを働かないように抑制していると考え

られました。KNOX2 遺伝子は、植物の胞子体の分裂組織を維持し、胞子体を作り出すのに働いて

いる KNOX1 遺伝子の姉妹遺伝子です。陸上植物の親戚である緑藻類クラミドモナスは KNOX 遺伝

子を１個しか持っていません。陸上植物の進化の初期にもともと１個だった KNOX 遺伝子が遺伝

子重複して２個に分かれ、一方が胞子体の分裂組織で働く KNOX1 遺伝子へ、もう片方が複相で配

偶体のプログラムの抑制に働く KNOX2 遺伝子へと役割分担するようになり、陸上植物は現在のよ

うな世代交代を行うようになったのであろうと考えられます（図３）。この成果は、科学雑誌

Science に 2013 年 3 月 1 日（アメリカ時間）に発表されました。	 



 4 

	 
図３	 KNOX 遺伝子の重複による胞子体多細胞化の仮説。陸上植物進化の初期において、祖先 KNOX 遺伝子

が遺伝子重複により２個に増えた。その後、KNOX1 遺伝子が胞子体の分裂組織形成・維持に、KNOX2 遺伝

子が複相で配偶体の発生プログラム抑制にそれぞれ機能分化して、胞子体の多細胞化が獲得された。	 

	 

[今後の展開]	 

	 KNOX2 遺伝子は多数の遺伝子の働きを制御することができる転写因子なので、KNOX2 がどのよ

うな遺伝子の働きを制御しているか調べることで、KNOX2 が複相で単相の発生プログラムを抑制

する仕組みがわかると期待されます。また、本研究によって明らかになった発生プログラムの知

見を用いれば、複相から容易に単相の細胞である花粉や胚のうを作らせるようになり、農業など

に有用と期待されます。今回の発見はそのような研究につながる可能性があります。	 

	 	 

[専門用語]	 

転写因子：ゲノム DNA の特定の配列に特異的に結合し、様々な遺伝子の働きを促進あるいは抑制

する指令遺伝子。ホメオボックス遺伝子や MADS ボックス遺伝子が代表として知られている。	 

配偶体と胞子体：陸上植物では単相に配偶体が、複相に胞子体が形成される。	 

遺伝子重複：もともと１個だった遺伝子が２つに増えること。その結果できた姉妹遺伝子は 初、

同じ機能を持っており、片方に変異がおきて機能できなくなっても、もう片方が機能できる。あ

るいは片方が元々の機能を維持する一方で、もう片方が新しい機能を獲得できるようになり、新

しい形質の獲得につながることもある。	 

	 	 

[より詳しい和文解説]	 

ライフサイエンス	 新着論文レビュー	 

「KNOX2 遺伝子は陸上植物の世代交代において複相から単相への移行を抑制する」	 

http://first.lifesciencedb.jp/archives/6644	 

	 	 

[研究グループ]	 

本研究は、以下の５機関にわたる共同研究チームによる成果です。	 

広島大学大学院	 理学研究科生物科学専攻（榊原	 恵子、出口	 博則）	 

基礎生物学研究所	 生物進化研究部門（榊原、安藤	 沙友里、玉田	 洋介、日渡	 祐二、村田	 隆、

長谷部	 光泰）	 

アメリカ	 カリフォルニア州立大学デービス校	 (Hoichong	 Karen	 Yip、John	 L.	 Bowman)	 

科学技術振興機構	 ERATO 長谷部分化全能性進化プロジェクト（榊原、安藤、長谷部）	 

オーストラリア	 モナシュ大学（榊原、Bowman）	 
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