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概要 ＥＡ (600 字～800 字程度にまとめてください。) 
 

 本研究では、植物など光合成生物のアスコルビン酸(AsA)プールサイズ調節機構に関して以下

の研究を行った。１）AsA 生合成経路構成遺伝子 vtc2 および vtc5 の機能解析：AsA 生合成調

節の鍵遺伝子のひとつvtc2/5の細胞内局在および発現解析を行った。長ネギ表皮細胞にvtc2/ 
vtc 5 遺伝子と GFP との融合タンパク質を一過的発現させた結果、VTC2 および VTC5 ともに細

胞質と核の両方に局在することが示された。また、各遺伝子のプロモーター領域をシロイヌ

ナズナゲノム DNA より単離し、ルシフェラーゼ遺伝子発現ベクターに導入後シロイヌナズナ

に形質転換した。得られた T1 植物体を用いてルミノイメージアナライザーによりプロモータ

ーの光応答性を評価した結果、vtc2 および vtc5 ともに光照射 2 時間以内に発現応答すること

が示された。以上の結果から、植物 AsA の調節には vtc2/5 の光応答および vtc2/5 核への局

在が必要であることが示唆された。２）vtc2 遺伝子は GDP-galactose phosphorylase をコー

ドしていることから、反応後の遊離 GDP の GTP への再生が AsA 合成制御のポイントの一つと

なることが推察される。そこでシロイヌナズナ NDP キナーゼ遺伝子破壊タグラインを用いて

光応答時の AsA 生合成量との関連を検討した結果、NDPK1 および NDPK2 破壊株において、AsA

生合成の光応答性が減弱している傾向が観察された。現在、GDP/GTP 比や AsA 生合成経路代謝

中間体の変動、および NDPK1 と NDPK2 の一過的発現抑制系による影響を検討中である。３）

光合成生物 AsA 生合成経路解明のため、光合成藻類 Euglena gracilis に着目して鍵酵素

Aldonolactonase の解析し、光合成生物で初めて未解明の D-galacturonate 経路の同定に成功し

た。 
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欧文概要 ＥＺ 

 
Vitamin C (L-ascorbic acid; AsA) represents a group of essential nutrients for humans and is a 
hydrophilic antioxidant synthesized by all animals, except primates, and photosynthetic organisms, 
including plants and algae. Although the D-mannose/L-galctose pathway appears to be the 
predominant pathway, several other possible biosynthetic pathways have been proposed via uronic 
acid intermediates.  However, most of the enzymes related to these pathways have not been identified 
in higher plants yet.  Therefore, it is still unclear how alternative pathways contribute to the 
biosynthesis of AsA in planta. We have previously proposed that Euglena gracilis, a photosynthetic 
alga, possesses a pathway for the production of ascorbate (AsA) through 
D-galacturonate/L-galactonate as representative intermediates.  However, genetic evidence proving 
that the pathway exists has not been obtained yet.  We report here the identification of a gene 
encoding aldonolactonase, which catalyzes a penultimate step of the biosynthesis of AsA in Euglena. 
By a BLAST search, we identified one candidate for the enzyme having significant sequence identity 
with rat gluconolactonase, a key enzyme for the production of AsA via D-glucuronate in animals. The 
purified recombinant aldonolactonase expressed in E. coli catalyzed the reversible reaction of 
L-galactonate and L-galactono-1,4-lactone with zinc ion as a cofactor.  The apparent Km values for 
L-galactonate and L-galactono-1,4-lactone were 1.55 ± 0.3 mM and 1.67 ± 0.39 mM, respectively. 
The cell growth of Euglena was arrested by silencing the expression of aldonolactonase through RNA 
interference and then restored to the normal state by supplementation with L-galactono-1,4-lactone. 
Euglena cells accumulated more AsA on supplementation with D-galacturonate than D-glucuronate. 
The present results indicate that aldonolactonase is significant for the biosynthesis of AsA in Euglena 
cells, which predominantly utilize the pathway via D-galacturonate/L-galactonate. The identification of 
aldonolactonase provides the first insight into the biosynthesis of AsA via uronic acids as the 
intermediate in photosynthetic algae including Euglena. 

 


