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第一章　緒言

　病原体による植物病害の80%以上は糸状菌によって引き起こされ

る｡地上には約10万種の糸状菌が生存していることが知られている

が､このうち植物に病気を起こす糸状菌は総計約8000種であり､重

要病原菌に限れば500種以下である｡さらに特定の植物種に限定す

ると､感染し発病させる糸状菌は約10数種である｡このように､植

物と病原糸状菌との間には厳密な特異的関係が存在する｡逆の見方

をすると､本来植物は多くの侵入しようとする微生物に対して自身

を守る防御機構を備えており､それが特定の微生物により打ち破ら

れるものと考えることができる｡

　病原菌に対する植物の抵抗性は二つに大別することができる｡一

つには､機械的な保護組織や潜在的な抗菌性成分の存在などによる

防御系で､静的抵抗性といわれる性質である｡　もう一つは微生物の

攻撃を受けた際に発現される勤的抵抗性といわれる性質である｡後

者には､過敏感細胞反応(Tomiyama　1956)､種々のファイトアレ牛

シン(Dixon　1986)や感染阻害因子(Yama肌oto　et　al.1986)の生

成･蓄積､細胞壁のリグニン化(Bowles　1990)､ヒドロキシプロリ

ンに富んだ糖タンパク質の細胞壁での蓄積(Bradley　et　al.1992)

侵人菌の細胞壁を分解するばかりでなく､病原菌由来のエリシター

を遊離させるキチナーゼやβ-1,3-グルカナーゼの活性増加

　(Mauch　et　a1.1984,1988a,1988b,Schlumbaum　et　a1.1986)､

さらにプロテアーゼインヒビターなどの活性増高(Ryan　1973)など
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が知られている｡

　ある植物を所定時間熱処理したり､タンパク質合成阻害剤で処理

すると動的抵抗反応の発現が抑制され､本来感染できない非病原菌

あるいは非親和性菌が感染できるようになる場合が知られている

　(Ouchi　et　al.1975,Nozue　et　al.1977,Tani　and　Yamamoto

1978,Yoshikawa　et　al.1978)｡　したがって､抵抗性の主体は動的

抵抗性であると考えられており､微生物の行動やその生産物に反応

した植物が物理的あるいは化学的な障壁を構築した結果､微生物の

侵入､定着､増殖などの過程のいずれかを抑止するものと推定でき

る｡静的抵抗性のみならず､宿主が発現する動的な抵抗反応を打ち

破ることのできる性質を獲得した微生物が植物病原菌であると考え

られる｡動的抵抗性発現の場合､植物はどのようにして侵略する微

生物を認識して抵抗反応を発現するのか､また､病原菌は植物の防

御を打ち破るためどのように抵抗性の発現を抑制するのであろうか

という命題が浮かび上がってくる｡

　植物にファイトアレキシンを中心とする動的抵抗反応を誘導する

物質が菌体や胞子発芽液中に存在することが知られており､エリシ

ターと呼ばれている(Keen　1975)｡この起源や化学的組成は応答す

る植物の性質によっても異なり､タンパク質(Nespoulous　et　al.

1992)､グルカン(Anderson　1980,Doke　and　Furuichi　1982)､糖

タンパク質(de　Wi　t　and　Roseboon　1980,　Parker　e　t　al　.　1991)､

オリゴ糖(Darvioand　Albersheim　1984,Hadwiger　and　Beckman

1980)､脂質のアラ牛ドン酸やエイコサペンタエン酸(Bostock　et

2



　a1.1981)などがエリシター機能をもつと報告されている｡多くの

病原菌は､たとえ親和性株またはレースといえども､自らの宿主に

作用するエリシター成分をもっているか生産することが多く､その

様な非特異的エリシターに宿主一病原菌の特異性関係を決定づける

因子として断定することは困難な場合が多いと思われる｡中には､

非親和性菌のみが自らの宿主に特異的に作用するエリシターを生産

する場合も報告されており(de　Wit　and　Spikman　1982)､エリシ

ターと宿主植物との関係は多様な様相を示している｡

　ある病原菌から調製されたエリシターは､概してその宿主植物の

抵抗性および罹病性品種の両者に同様なファイトアレキシン合成の

誘導活性を示すのに対して､感染現場では､親和性レースと非親和

性レースの感染に対する抵抗性品種のファイトアレキシン合成を含

めた一連の防御反応の発現に顕著な違いがみられる(Cuypers　et

　al｡1988,Beoet　al.1984,1986)｡動的抵抗反応の中で主役を

演じていると思われるファイトアレキシンを例にとると､非親和性

レースを接種した場合のほうが親和性レースを接種した場合に比べ､

その合成の開始と蓄積が速やかに起こる｡また､ある植物種に対す

る病原菌と非病原菌との関係においても､病原菌のレースの違いで

みられる現象に類似した現象が多くみられる｡

　感染した宿主植物に急速な壊死斑を形成させるメHりnαyiα属およ

び蝕ほ汰比｡s卸yiu属菌の胞子発芽液から､それぞれの宿主のみ

に壊死斑を形成させる宿主特異的(選択的)毒素と総称される物質

が同定されている｡これらは感受性宿主の動的抵抗性発現を抑制し､
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細胞毒性をもつ病原性決定因子として位置づけられた｡その化学的

組成は､病原菌の種や病原型などにより異なり､ペプチド(Ueno

　et　a1.1982,Wolpert　et　al.1988)､エポキシトリエンカルボン

酸(Nakashima　e　t　al　.　1982,0tani　et　al.1985)､ポリケトール

　(Kono　et　al.1980,Suzuki　et　al.1987)､アミノペントール

　(Bot　tni　et　al.　1981)､ジヒドロピロン(Gardner　et　al.1985,

　Kono　et　a1.1985)､配糖体(Macko　et　a1.1983)など､多岐にわ

たっている｡

　絶対寄生菌に代表されるように､寄生性が強く殺生性の弱い病原

菌の胞子発芽液中には､自らの宿主に急速な壊死斑を形成させる物

質は見い出されていない｡　1970年代になって､病原菌の感受性品種

にはエリシター活性を示さず､抵抗性品種のみに作用する宿主特異

的なエリシターによって宿主特異性が決定されるとしたレースー品

種特異的エリシター説が発表された(Keen　1975)｡その一方で､感

受性品種や抵抗性品種に対して､非特異的にエリシター活性を示す

物質しか存在しない病原菌においては､それにより誘導される宿主

の抵抗反応を抑制する因子の存在が示され､サプレッサーと呼ばれ

るようになった｡　Doke(1975)はジャガイモ疫病菌(乱μ仰肘肋Γα

　汰μsl皿s)の遊走子発芽液から､非親和性レースの接種で誘導さ

れる過敏感細胞死やファイトアレキシン蓄積を抑制する因子の存在

を見い出した｡さらにその因子を追求し､病原菌レースー一品種間レ

ベルで特異的に抑制するβ-グルカンを分離し､それがレース特異

的なサプレッサーである可能性を示した(Doke　1983,1985)｡その
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後いくつかの病原菌からサプレッサーの存在が示された(Table　1)｡

　Oke　et　a1.(1977)およびShiraishi　et　al.(1978)はエンドウーエ

ンドウ掲紋病菌(恥co功hoeHα沁凹心s)の系を用いて宿主特異

性決定因子の解析を行い､本菌柄胞子から､非特異的エリシター

　(多糖)と､宿主特異的な抵抗反応抑制物質を分離した｡後者をサ

プレッサー(Ser,Gly,Aspを含み､プロテアーゼ処理で失活する

糖タンパク質)と称し､胞子発芽時に分泌されることを見出した｡

エンドウ褐紋病菌のエリジターで処理したエンドウ組織では､処理

後1~2時間で侵入糸の形成を阻害する機能をもつ脂溶性の感染阻

害因子(イヒ学構造は未同定)が生産され(Yamamo　to　e　t　a1　.　1986)､

6~9時間頃になるとエンドウのファイトアレキシンであるピサチ

ンの蓄積が確認された｡エリシターにサプレッサーを併せて処理す

ると､これらの物質の蓄積が抑制された(Yamamo　to　e　t　al　.　1986,

Yamada　et　al.1989)｡

　部分精製したエンドウ褐紋病菌のサプレッサーで処理したエンド

ウには､本来感染できない赤クローバー輪紋病菌(S加峠心Hu

sαyc浅α好QyH)､キク花腐病菌(わca印hae□αHg�比�α)､

ウリ類蔓枯病菌(恥cQ功heyeHαHD心s)やナシ黒斑病菌

　(れlgnα幻αα□anhz)など多数の供試菌の感染が成立するよう

になり､本サプレッサーがエンドウに感染誘導能もつことが示され

た｡さらに､エンドウ褐紋病菌を12種のマメ科植物に接種すると､

エンドウ以外に赤クローバー､アルファルファ､ナツフジ､キハギ
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Table　l.　Suppressor　from　phytopath9enic　fun9i

Fun9us

P泗1帥厄必yαi71μsむms

P｡i7げesむms

/).匹卿功eγ7Mvar.

　　　　　以yj7lzZIE?

/).c邸sid

P.沿coM匹£zlElvar.

　　　　　　治cd池7砥召

Nature

β-Glucan

Tested　plant　Reference

Potato

Tomato

Glycoprotein　Soybean

G

G

lucan

lucan

Sweet　pepper

Tobacco

吻co功厄召叩Ha糾s面s　　Glycopeptide　Pea

M.M即yicdα　　　　　　　　　　　　　　　　Chrysanthemum

M.斑do治s　　　　　　　　　　　　　　　　　　Cucamber

尨coc助£ar�iei　　　　　Glycoprotein　Chick　pea

6

Doke　1975

Storti　et　aS.　1988

Zie9ler&Pontzen　1982

Sanchez　et　a　l　.

Sanchez　et　al.

1992

1992

Oku　et　al.1977

0ku　et　al｡1987

0ku　et　al.1987

Kassemann&Barz　1986



などにもわずかに病原性を示すことが判明した｡用いた12種のマメ

科植物には病原性を示さないナシ黒斑病菌(/1□anMaα□enα比

　Japanease　pear　pathotype)を本菌のサプレッサーと共に接種する

と､エンドウ褐紋病菌が病原性を示した5種の植物のみに感染病斑

が形成されることが見い出された｡これらのことから､本サプレッ

サーは宿､主植物に特異的に作用する病原性因子であると考えられた

　(Oku　et　al.1980,0ku　1980)｡

　ジャガイモ疫病菌からDoke(1975)が見い出したサプレッサーグ

ルカンと同様に､本サプレッサーは宿主特異的(選択的)毒素のよ

うに宿主細胞の壊死を誘導するといった顕著な毒性は認められない

ので､いわゆる毒素の範躊には含まれないものと考えられた(Oku

et　a1.1980)｡

　以上のように､エリシターで誘導される植物の防御反応が病原菌

のサプレッサーにより宿主特異的に制御されるエンドウーエンドウ

褐紋病菌の系は､宿主一病原菌間で展開される相互作用を分子レベ

ルで解析できる恰好のモデルになりうると考えられる｡この系にお

いて､宿主決定因子であると思われるサプレッサーの作用点を解明

することは､寄生性成立の根本を制御するという新しい視点からの

病害防除の技術開発に貢献する基礎研究となり､今日その可能性に

期待が寄せられている｡

　ジャガイモ塊茎組織にジャガイモ疫病菌の非親和性レースを接種

すると､宿主原形質膜の透過機能が変化し､電解質の異常漏出に伴

う脱分極が起こることが古くから指摘されている(Matsumoto　et
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　al.1976)｡　ワ　タ　､タバコおよびダイズの培養細胞においても､

hyHCH　Hu　d�1Hagから分離したエリシターで処理すると､極め

て早い細胞外液pHの増加やイオンの流出が観察され､原形質膜の透

過性が変化することが示唆されている(Low　and　Heinstein　1986)｡

タバコの培養細胞にエンドウの病原細菌である心adaons

　syr浅ge　pv.μsiを接種すると過敏感反応の誘導と平行してH1

/K'¨の交換系の活性化による急激なK←の流出がおこることが報告

されている(Atkinson　et　al.1985)｡これらの観察結果は､いず

れも病原性を示さない病原菌の攻撃や､エリシター処理により誘導

される原形質膜ATPase(H゛　-ATPase)を駆動力した起電性プロトンポ

ンプの障害の結果であると考えられる｡ジャガイモ疫病菌の非親和

性レースを接種したジャガイモ塊茎組織においては､起電性プロト

ンポンプの低下は観察されず､拡散ポンプの障害により説分極が起

こる可能性が示唆された(Tomiyama　et　al｡1983)｡今日､抵抗反

応を示す植物細胞で､原形質膜に存在するH1　-ATPase　が阻害され

たり､積極的に作動するとした直接的証拠は示されていない｡

　原形質膜のH･　-ATPase　は､細胞の恒常性を維持し､細胞機能を

発現する基幹的酵素である｡エンドウ植物の原形質膜ATPaseにおよ

ぼすエンドウ掲紋病菌のエリシターまたはサプレッサーの影響を調

べることは､寄生性の成立･非成立と宿主の代謝変動との関係を解

明するのに重要な情報を与えるものと思われる｡本研究において､

エンドウ褐紋病菌の生産するサプレッサーが宿主植物であるエンド

ウの原形質膜ATPaseの活性を顕著に抑制することが見い出された｡
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　本論文は､原形質膜ATPaseの抑制と抵抗反応抑制との間の相関を

調べ､サプレッサーの作用機構を解明することを目的として､1)

エンドウ原形質膜ATPaseにおよぼすサプレッサーの影響､2)サプ

レッサーおよび原形質膜ATPase阻害剤のピサチン合成系におよぼす

影響､3)汰幻けoおよび汰ぬn系における原形質膜ATPase活性

に対するサプレッサーの阻害特異性､4)キチナーゼおよびβ-1,

3-グルカナーゼの活性増高におよぼすサプレッサーの影響､などに

ついて研究を行ったものである｡

　本論文内容の大部分は日本植物病理学会誌および日本植物生理学

会誌に発表した(Yoshioka　et　al.1990レ1992a,1992♭,

Shiraishi　et　al.1991b)｡

　本研究を遂行するにあたって､終始変わらぬ御熱意で御指導､御

助言下さった元岡山大学農学部植物病理学研究室､奥ハ郎教授､同

研究室､白石友紀教授および同大学応用遺伝子工学研究室､山田哲

治肋教授､一瀬勇規肋教授に対し､感謝の意を表する｡

　本論文の作成に当たり､草稿の綿密な御校閲を賜りました名古屋

大学農学部植物病理学講座､道家紀志教授､またi有益な肋言を下

さった柘植尚志助教授､川北一人博士に感謝の意を表する｡

　電子顕微鏡観察を行うにあたり､多大な御援肋を頂いた三重大学

生物資源学部植物病学研究室､久能均教授および小林一成博士に感

謝の意を表する｡本研究を遂行するにあたって､貴重なインゲン

CHS　CDNAを分譲して頂いたカリフォルニア大学ソーク研究所C.J.

　Lamb博士､原形質膜ATPase　cDNA分譲して頂いたカソリック.デ.
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ロービアン大学のM.Boutry博士､原形質膜ATPase抗体を提供いた

だいた､元名古屋大学農学部生物化学講座､旭正教授に厚くお礼申

し上げる｡

　また､実験に際し御協力を賜った高砂香料株式会社､川又伸治氏､

ならびに岡山大学農学部植物病理学研究室の那須公雄氏､荒木美和

女史､豊田和弘氏および同研究室員の諸氏に感謝の意を表する｡

　本論文の作成に当たり､御協力を陽った名古屋大学農学部植物病

理学講座の請氏に感謝の意を表する｡ここに付記してこれらの方々

の御厚情と御支援に対して心から御礼を中し上げる｡

　最後に､終始研究活動を支援してくれた妻､美樹に感謝する｡
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第二章　分離したエンドウ原形質膜ATPaseにおよぼすエンドウ褐紋

　　　　病菌サプレッサーの影響

　植物一病原菌間にみられる寄生性の特異性は､両者の相互認識か

ら情報伝達といった過程を経て遺伝子の発現によって決定される比

重が極めて大きいと考えられる｡現在までに得られた知見から多く

の場合､寄生性の特異性は宿主の細胞応答の有無または程度の違い

として現れる｡特に感染初期過程では防御遺伝子の発現の違いとし

て現れ､これらは病原菌が生産する抵抗反応誘導因子(エリシタ

ー)や抵抗反応抑制因子(サプレッサーおよび宿主特異的毒素)に

よって制御されることが次第に明らかとなってきた｡インゲン炭そ

病菌の非親和性レースをその宿主植物組織に接種すると､親和性

レースを接種した場合に比ベファイトアレキシン生産の鍵酵素であ

るフエニルアラニンアンモニアリアーゼ(PAL)やカルコン合成酵素

　(CHS)のmRNAの蓄積が速やかに誘導されることが示された(Be口

　et　al.1984,1986)｡さらに､Yamada　e　t　al　.(1989)はエンドウ

褐紋病菌エリシターの処理によって両mRNAの蓄積が誘導され､同菌

の生産するサプレッサー処理によって抑制されることを報告した｡

この様に､植物一病原菌間の相互作用は両者の接触にはじまり､エ

リシターやサプレッサーまたは宿主特異的毒素などの生産と分泌､

宿主受容体によるそれらの認識と非認識､情報の発生･増幅･伝達

の有無と抑制､細胞応答の有無または特異的展開(一連の抵抗反応

の発現あるいは抑止)､という動的関係を経て感染成否が決定され
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るという状況が生じるものと考えることができるであろう｡

　エリシター刺激による植物の防御遺伝子の発現誘導過程において

は､宿主細胞の原形質膜へのエリシターの結合が第一に重要である

と示唆されている｡　Yoshikawa　et　al.(1983)およびSchmidt　and

　Ebel(1987)は､ダイズ疫病菌の菌体より可溶性β-1,3-グルカン

から成るエリシターを分離し､これが原形質膜画分に結合すること

を示した｡エリシターで処理したインゲン懸濁培養細胞では､数分

以内にPALやCHS､さらにキチナーゼなどをコードする一連の防御

遺伝子が活性化されることが知られている(Hedrick　et　al.1988)｡

これは､エリシターが植物細胞の原形質膜の受容体で認識され､そ

の後速やかに核での遺伝子発現を促す情報伝達機構が機能すること

によってエリシター分子の情報が細胞内情報に変換された結果起こ

るものと推定される｡情報伝達については､原形質膜からのCa21の

遊離やそれに伴う活性酸素生成(Doke　1983,1985,Chai　and　Doke

　1987)､cyclic　AMP(Kurosaki　et　al.1987♭)､プロテインキナー

ゼによる膜タンパクのリン酸化(Farmer　e　t　al.　1989,Dietrich

　et　al.1990)､原形質膜におけるポリホスホイノシチド代謝

　(Kamada　and　Muto　1991,Kurosaki　e　t　al　.　1987a,Toyoda　et　al.

　1992♭)､原形質膜から遊離した脂肪酸の代謝(Farmer　e　t　al　.

1989,Dittrich　et　al.1992,Gundlach　et　al.1992)などの多岐

多様な因子の関与が報告されている｡

　一方､Doke　and　Nishimura　(1988)はジャガイモ疫病菌の菌体壁

成分(エリシター)でジャガイモ塊茎組織から分離した原形質膜画
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分を処理すると､Ca2へATPおよびプロテインキナーゼの存在下で

活性酸素が生成されることを見い出した｡さらに､親和性レース由

来のサプレッサーグルカンが共存すると特異的に活性酸素生成が抑

制されることを報告している｡この例から考察すると､防御反応発

現に至る一連の細胞応答反応はエリシターやサプレッサーの原形質

膜における受容が引き金となり､そこから機能する宿主細胞内情報

伝達の質的変化によって決定されるものと考えることができるであ

ろう｡

　第一章で述べたように､エンドウー-エンドウ褐紋病菌の系におい

ては､エリシター処理によりエンドウ組織に誘導されるピサチン

　(ファイトアレキシン)や感染阻害因子の蓄積が本菌サプレッサー

の処理によって抑制される｡このことは1)本サプレッサーがエリ

シターの作用点を阻害するのか､2)エリシターによって誘起され

る初期情報伝達系を阻害するのか､あるいは3)情報伝達系や､さ

らには抵抗性発現を支える基礎的な代謝系を阻害するのかという､

いくつかの可能性が予想される｡いずれにしても､原形質膜に本サ

プレッサーが受容され､細胞の何らかの生理的作用に影響を与える

ことが必要であると思われる｡

　本章では､主に3)の可能性を探るために､エンドウ上胚軸から

水性二相分配法によって分離した原形質膜画分を用い､植物の成長､

分化､物質やイオンの能動輸送､膜の電気的ポテンシャル形成をは

じめとして基礎的な代謝を支える原形質膜ATPaseにおよぼすエンド

ウ褐紋病菌サプレッサーの影響について調べた｡
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1.材料および方法

1)供試植物

　エンドウ植物(Msu　saHul　L.)の品種ミドリウスイの種子を

流水中で一昼夜催芽させた後､バーミキュライトを人れたプラス

チック容器に播種した｡ハイポネックス溶液を適量与え､20゜Cで6

~10日間生育させた実生の上胚軸を用いた｡なお､植物体に光が照

射されることにより､抵抗反応を含む様々な代謝変動が報告されて

いるので(Chappell　and　Hahlbrock　1984)､本研究では幼植物を暗

黒条件下で生育した｡

2)供試菌

　エンドウ掲紋病菌(恥co印加ye□α幻凹心s(Berkley　et

Bloxam)stone　strain　OMP-1)は､子のう菌綱(おごo町cQMn)真

正子のう菌亜綱(託ascayceM血e)､球殼菌目(pheria16)､

ピレノフォラ科(りya郎肋nzca)に属し､エンドウの葉､茎､英

などに黒褐色の小さい斑点を形成し､やがて輪紋のある病徴を形成

する糸状菌である｡有性世代では､14~18×8μmの子のう胞子を､

無性世代では､9~22×3~4.5μmの柄胞子を､形成する｡発育

の最適温度は25°Cであり､34°C以上あるいはO　°C以下では生育でき

ない｡供試したエンドウ掲紋病菌は､1978年に岡山県赤磐郡山陽町
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下市で採取した罹病キヌサヤエンドウ葉より分離され､横山竜夫博

士(醗酵研究所)により同定され､IFO　N0.0MP-1として登録され

たものである｡

3)エンドウ掲紋病菌の培養

　継代培養したエンドウ掲紋病菌(わco印he9Hα幻凹心s,IFO

N0.0MP-1)の菌糸をV-8ジュース寒天斜面培地(白石1989a)上

に移植し､20゜Cで6~7日間培養した｡培地上に滅菌水を加え､白

金耳で柄子殼表面を軽く摩ることにより柄胞子を遊離させ懸濁した｡

適当な濃度に調整した胞子懸濁液を､ステンレス製バッド(20×35

×5　cm)に分注したCzapek寒天培地(白石1989a)上に滅菌筆を

用いて塗布接種し､20で､暗黒条件下で7日間培養した｡

4)サプレッサーおよびエリシターの部分精製

　サプレッサーおよびエリシターはShiraishi　et　al.(1978)およ

びHiramatsu　et　al.(1986)の方法に準じ､エンドウ褐紋病菌

　(MμQ功hereHαμ凹心s)の柄胞子発芽液から調製した｡培養を

開始して7日間経過した後に､Czapek寒天培地上に滅菌水を加え､

滅菌筆で柄子殼表面を軽く摩ることにより柄胞子を遊離させ懸濁し

た｡得られた胞子懸濁液を予め滅菌したキムワイプを二重にして濾

過し､菌糸断片や残液を除去した濾過胞子懸濁液を4　゜Cで20分間遠
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心分離(3,000xg)した｡沈澱した胞子を再度滅菌水で懸濁し遠

心分離することにより､胞子を洗浄した｡このようにして得られた

胞子懸濁液を､最終濃度で1~2×103　spores/ml　になるように調

整し､20゜Cで24時間振盛培養して胞子を発芽させた｡その後､発芽

胞子懸濁液を濾過して(東洋濾紙5B)発芽胞子を取り除き､濾液

を窒素ガスで加圧して(4　kg/cm2)限外濾過し(Millipore

poration　PTGC　142-05　;分画分子量10,000)､エリシターを含む高

分子画分とサプレッサーを含む低分子画分に分画した｡高分子画分

は､4　°Cの蒸留水に対して透析し(分子量10,000カット)､透析膜

内液を4　゜Cで20分間遠心分離して(10,000xg)､得られた上清を

エリシター画分として用いた｡低分子画分は凍結乾燥して適当量の

蒸留水に溶解し､ゲル濾過(Toyopearl　HW-40F,Tosoh)により分

画した｡用いた装置および分画条件は､次の通りである｡

[装置および分画条件]

　･日立D-6000型クロマトグラフデータステーションHPLC

　マネージャー

　･日立クロマトグラフ635S

･カラム樹脂　　:　東ソー　Toyopearl　HW-40F

　　　　　　　　　(分画範囲;100~7,000　Da.)

･カラムサイズ　:　26mm　i.d.×　400mm

･溶出液

･流量

:　脱気蒸留水

:　1　ml/min.
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･圧力

･検出波長

･感度

･分析温度

約10~20　kg/cm2

:　U.V.210nm~360nm

:　2.00

:　室温

　乾燥重量で0.3gの低分子画分を1　mlの脱気蒸留水に溶解してゲ

ル濾過した｡　4分ごとにサンプルを回収し､エリシター誘導による

ピサチン蓄積抑制活性が最も高い画分を減圧乾燥し､その乾燥標品

をサプレッサーとして用いた｡　Shiraishi　et　al.(1978)はさらにこ

の画分を薄層クロマトグラフィーによって分離し､ピサチン蓄積抑

制活性を有する二つの活性画分を得て､いずれも糖ペプチドである

ことを報告している｡　しかしながら､実際の感染現場においてはこ

れら二つの活性画分とも胞子発芽時に分泌されることが予想される｡

したがって､これらの物質がそれぞれ単独もしくは協調的に引き起

こす生理作用を総合的に調べる目的で､本実験においては二つの活

性画分を含む粗画分を用いた｡

　本菌柄胞子が発芽時に分泌するエリシターは分子量が約70,000

のマンノースおよびグルコースに富む多糖であることが報告されて

いる(Thanu　tong　e　t　al　.　1982)｡　したがって､エリシター濃度はグ

ルコースを標準標品として糖定量し(Dubois　et　al.1956)､最終

濃度が1　mg/ml　となるように調整して500μずつ分注したものを-

20°Cで凍結保存した｡一方､サプレッサーは分子量が約5,000以下

の糖ペプチドであることが示唆されているので(Shiraishi　et　al.
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1978)､牛血清アルブミンを標準標品としてLowry　et　al.(1951)

の方法により定量した｡サプレッサーの最終濃度が200埓/mlとな

るように調整してエリシターと同様に500μずつ分注したものを

-20　°Cで凍結保存した｡実験に際しては､エリシターおよびサプ

レッサーとも必要量を室温で融解して用い､一度融解したものは用

いないようにして凍結融解の繰り返しによる活性への影響を避けた｡

エリシターおよびサプレッサー分離の概要をFig.1に示した｡な

お､以降に示す両者の濃度はグルコースおよび牛血清アルブミン

(BSA)の換算値で示した｡

5)エリシター､サプレッサーおよび各種阻害剤の処理

　暗所で生育させたエンドウ上胚輔の中腹部分を1.5cmの長さにな

るように切断し､さらに縦軸方向にそって二つに切断した｡プラス

チックバッド中のアルミホイル上にスポットしたエリシター溶液

(最終濃度500拷/m1)および所定濃度のサプレッサーまたは阻害剤

混合液に上胚軸片の切断面が+分に接するようにして､湿室条件下

で18時間静置した｡また､処理液は一対の上胚軸片あたり　100μと

した｡
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寿co功厄召γd胞糾71£)面s

Cultured　on　Czapek　a9ar　medium　at　20　℃　for　a　week.

Pycnospores

Suspended　j　n　ster　i　ozed　water｡

Washed　with　ster目ized　water.

lncubeted　at　20cC　for　1　2　hr　w　i　th　vi9orous　shakin9.

Filtered　throu9h　filter　paper.

Filtrate

Passed　throu9h　a　ultrafilter.

Hi9h-molecular-wei9ht

　fraction

Dialyzed　a9ainst　sterized

　water　at　4　°C　for　12　hr.

Cent　r　i　fu9ed　at　1　0,　000xg　for　30　min.

Supernatant

Elicitor

Low-molecular-wei9ht

　　fraction

Lyophi目zed　and　dissolved

　　in　sterized　water.

Fractionated　by　9el-

　f目tration　chromato9raphy

Active　fraction

Suppressor

Fi9.1　Preparation　scheme　of　fun9al　elicitor　and　suppressor　from

　　pycnospore　9ermination　fluid　of寿cQ頒旭eγd泌μ71∂面s.
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6)高速液体クロマトグラフィーによるピサチン定量

　ピサチンの抽出および定量はMasuda　et　al.(1983)の方法に準

じて行った｡所定時間各処理を施した胚軸片を試験管中の1　ml､

100%エタノールに浸潰して固定し､熱湯水を用いて30分間熱抽出し

た｡組織を取り出し､得られた抽出液を減圧下で濃縮乾固した｡乾

燥標品に50μの溶出液を加えて溶解し､10μを高速液体クロマトグ

ラフィーによるピサチン定量に用いた｡用いた分析装置および分析

条件は､以下に示した｡

[装置および分画条件]

　･島津高速液体クロマトグラフLC-3A型

　･島津高速液体クロマトグラフ用紫外線分光光度計検出器

　　　　　　　　2PD-3A

･分析カラム　:　E.Merch　Lichrosorb　S s
l 100(4Φ×250　nm)

･溶出液　　,:　n-ヘキサン　:　テトラヒドロフラン　:　酢酸

･流量

･圧力

･検出波長

･感度

･分析温度

喚
一

2　ml/min.

約80　kg/cm2

U.V.309　nm

0.02

:　室温

88 12　:　0.5(V/V)
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　ピサチンは本条件下で保持時間約5.8分に溶出される｡ピサチン

は286nmと309　nmに極大吸収を持つ化合物である(OD3　90　nm/OD2　86　.

=1.47)｡　ピサチン濃度は､予め精製された標品の309　nmにおける

吸光度から標準線を算出して決定した(OD3　90　nm　1.0=15.2μg/ml)｡

7)原形質膜画分の調製

　エンドウ掲紋病菌サプレッサーの原形質膜ATPase活性におよぼす

影響を調べるために､Yoshida　et　a1.(1986)の方法を一部改良して､

エンドウ植物から水性二相分配法により原形質膜画分を調製した

　(Fig.2)｡本章1.1)で述べたように暗黒下で生育した黄化エ

ンドウ上胚軸を水道水で洗浄した後､4　゜Cの冷蔵庫で約1時間冷却

した｡エンドウ上胚軸(200g)を乳鉢に入れ､あらかじめ4　゜Cに冷

却した200mlの摩砕緩衝液中[75mM　MOPS　(3-[N-morpholino]

propanesulfonic　acid)/KOH(pH　7.6),　0.25M　sucrose,5　mM

　disodium　ethylenediaminetetraacetate,　dihydrate　(EDTA),5　mM

　glycolethylenediaminetetraacetic　acid　(EGTA),2　mM

　phenylmethylsulfonyl　fluoride　(PMSF),4　mM　salycylhydroxamic

　acid(SHAM),10μg/ml　butylated　hydroxy　toluene(BHT),2.5mM

　potasium　metabisulfate

(BSA)defatted,1.5%(W

タ
　
　
　
/

0.5%(W/V)bovine　serum　albumine

v)Polyclar　AT]で十分摩砕した｡懸濁

液を4層に重ねたガーゼで濾過し､濾液を4　°Cで15分間遠心分離

　(12,500xg)して残液や核､ミトコンドリアなどを取り除いた｡
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Pea　epicotyls　(2009)

Washed　with　tap　water　and　chilled　at　4　゜C.

Ground　with　a　mortar　and　pestle　in　homo9enizin9　buffer　at　4°C

Filtered　throu9h　fourlayers　of　9auze.

Filtrate

Cent　r　i　fu9ed　at　1　2,　500xg　for　15　min　at　4゜C.

Supernatant

Cent　r　i　fu9ed　at　1　56,　000xg　for　15　min　at　4°C

Pe目et

Suspended　in　10　ml　of　potassium　phosphate　buffer.

Subjected　to　an　aqueous　two　polymer　phase　partition　system.

Upperphase

Added　with　2　volumes　of　di　lut　ion　buffer.

Cent　r　i　fu9ed　at　1　56,　000xg　for15　min　at　4℃.

Pe目et

Suspended　in　dilution　buffer.

Loaded　onto　the　32/43　%discontinuous　sucrose　dens　i　ty　9｢adient.

Cent　r　i　fuged　at　1　56,　000xg　for　90　min　at　4゜C.

32/43%interface(Plasma　membranes)

Diluted　with　5　mM　MOPS/KOH　containin9　0.25　M　suc　rose.

Cent　r　i　fu9ed　at　1　56,　000　xg　for　15　min　at　4゜C.

Pe目et

Suspended　in　5mM　MOPS/KOH　containin9　0.25　M　suc　rose.

Plasma　membrane　fraction

Fi9.2　Preparation　scheme　of　plasma　membrane　fraction　from
　　　pea　epicotyls.
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得られた上清を再度4　°Cで15分間遠心分離(156,000xg)して､

沈澱物を10mlのリン酸緩衝液[10mM　potasium　phosphate　(pH

7.6),0.25M　sucrose,10mM　NaC目でテフロンホモゲナイザーを用

いて懸濁して､ミクロゾーム画分(原形質膜､トノプラスト膜､小

胞体膜およびゴルジ体膜などを含む)を得た｡新たな遠心管2本に

　25mlづつ二相分配溶液[10mM　potasium　phosphate　(pH　7.6),

5.6%(W/W)Dextran　T500,5.6%(W/W)polyethylenegycol(PEG

　4000,M.W.3350),0.25M　sucrose,10mM　NaCI]を分注し､それぞ

れの遠心管にミクロゾーム画分を5　m1づつ加えた｡遠心管を横にし

てミクロゾーム画分を含む二相分配溶液を30回軽く攬件した後､0

゜Cで4分間遠心分離(1.000xg)して下層(トノプラスト膜､小

胞体膜およびゴルジ体膜などを含む)と上層(原形質膜およびトノ

プラスト膜)とに分け､上層を回収した｡このようにして得られた

上層に2倍量以上の希釈緩衝液[75mM　MOPS/KOH　(pH　7.6),0.25M

sucrose,　10mM　KCI,1　mM　EDTA,　0.2mM　PMSF,1　mM　ditiothreitol

　(DTT),10μg　/m1　BHT　]で希釈して4　°Cで15分間遠心分離(156,000

xg)して､遠沈物を再度希釈緩衝液で懸濁した｡懸濁液を不連続

ショ糖密度勾配[43%(W/W)sucrose,32X(W/W)sucrose　in　75

　mM　MOPS/KOH　(pH　7.6),　10　mM　KCI,　1　mM　EDTA,　0.2　mM　PMSF,　1

mM　DTT,10瘍/ml　BHT]に重相して､4　゜Cで90分間遠心分離

　(156,000xg)した｡　43%と32%の境界層に見える白いバンドを

注射器で回収し､0.25Mのショ糖を含む保存用緩衝液(5　mM

MOPS/KOH,pH　7.6)を加え､4　゜Cで15分間遠心分離(156,000×
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g)することにより洗浄して同じ緩衝液で懸濁した画分を原形質膜

画分として用いた｡なお､原形質膜の量はBSAを標準タンパクとし

てLowry　et　al.(1951)の方法により評価し､凍結融解による膜脂

質および膜タンパクの変成を避けるために少量づつ分注して-80°C

で保存した｡

8)原形質膜ATPase活性の測定

　原形質膜ATPase活性の測定は､Perl　in　and　Spanswick　(1981)の

方法に従って行った｡反応液[30mM　Tris(hydroxymethy)

　a肌inomethane/Mes(pH　6.5),3　mM　ATP,3　mM　MgS04]の最終量が

25μとなるようにして､サプレッサーおよび各種阻害剤をエッペン

ドルフチューブ内で混合した｡原形質膜3廻(BSA換算値)を添加

することにより反応を開始して､37°Cで15分間静置した｡その後､

エッペンドルフチューブを氷冷することにより反応を停止した｡随

時調製した10%アスコルビン酸溶液と､1Nの硫酸液中に0.42%と

なるように溶解したモリブデン酸溶液を1対5となるように混合し

たものを50μ酵素反応液に添加して25゜Cで30分間静置した｡波長

　820nmにおける反応液の吸光度を測定してATPase活性を求めた｡な

お､対照区として､20分間煮沸して変成させた原形質膜を反応液に

加えた実験区を設け､ATPの非酵素的な分解や試料の持込みによる

無機リン反応を見かけの酵素活性値から差し引いて実際の酵素活性

を求めた｡また､酵素活性はリン酸二水素ナトリウム(NaH2P04)を
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用いてあらかじめ作成した標準曲線より無機リン量を算出して表し

た｡

　分離した原形質膜がインサドアウトか､ライトサイドアウトかを

検討するために､ATPase抗体で原形質膜を前処理してATPase活性が

阻害されるか否かを調べた｡原形質膜の安定化のために緩衝液に加

えられた0.25Mのサッカロースが抗体を処理する際に希釈されると

　ATPase活性は顕著に低下する｡そこで､原形質膜懸濁液に抗体溶

液または必要に応じてTri　ton　x-100を添加し､最終濃度で0.25Mに

なるようにサッカロースを加えて25゜Cで30分間前処理し､ATPase活

性を調べた｡原形質膜ATPase抗体にはリョクトウの67KDa　ATPaseに

対して調製されたうさぎ抗体を500倍になるように希釈して用いた

　(Kimura　et　al.1988)｡

9)浅幻けoでの原形質膜タンパク質のリン酸化

　汰Mけoでの原形質膜タンパク質のリン酸化はFarmer　et　al.

　(1989)およびAmory　et　al.(1980)の方法を一部改変して行った｡

本章ト.4)に述べたようにして分離士た23埓の原形質膜(BAS換

算値)に反応液[30mM　Tris/Mes(pH　6.5)､3　mM　MgS04]の般終量

が40μとなるようにして､50μg/mlのサプレッサー(最終濃度)お

よび20埓/mlのプロテインキナーゼ阻害剤であるK252a(Felix　et

al.1991)をエッペンドルフチューブ内で混合した｡[7　-32P]ATP

　(222MBq)を添加することにより反応を開始して､30°Cで2分間静

25



置した｡また､リン酸化されたATPaseを未標識のATPを添加し､

チェースする場合はO　゜Cで30秒間[7　-32P]ATP(222MBq)でリン酸

化し､30mMのATP溶液10μを添加してさらに1ないし2分間反応さ

せた｡その後､あらかじめ水冷した10%のトリクロロ酢酸(TCA)溶

液を反応液と等量添加して反応を停止し､水上で10分間冷却してタ

ンパクを変成させ､15分間4　°Cで遠沈した｡上清を取り除き､5%

のTCA溶液で洗浄した後､非特異的にタンパクヘ結合した[7-

　32P]ATPを取り除くために､30mMのATPを含む5%のTCA溶液でさ

らに洗浄した｡

10)電気泳動とオートラジオグラフィー

　遠心分離(5,000xg)して得られたタンパクの沈澱をジエチル

エーテルで処理して､風乾した後Laemm口(1970)の方法に従って

20μの試料緩衝液中[0.025M　Tris-HCI(pH　6.8),0.192M　glycine,

　0.1%SDS]で試料タンパク質を5分間煮沸することにより可溶化し

た後氷冷し､SDS-ポリアクリルアミド電気泳動(SDS-PAGE)を行っ

た｡　泳動は10mA定電流で8時間､ゲルは4~20%のアクリルア

ミド濃度勾配ゲル[第一化学(株)]､分子量マーカーにはマーカー

タンパク質の混合物(レインボーマーカー､Pharmacia社)を用い

た｡泳動後､クーマシーブリリアントブルーR250でゲル中のタン

パクを染色して､泳動したタンパク量が各処理区間で等しいことお

よび分子量マーカーの位置を常時確認した｡ゲル乾燥器でゲルを乾
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燥し､X線フィルムに感光させ､リン酸化したタンパク質の位置を

確認した｡
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2 実験結果

1)エンドウ褐紋病菌サプレッサーおよびエリシターの

　　ピサチン蓄積におよぼす影響

　エンドウ褐紋病菌の胞子発芽液3jを限外濾過して得られた低分

子画分の乾燥標品は総量で約2gであった｡この乾燥標品0.3gを

脱気蒸留水に溶解し､遠心分離した上清をゲル濾過した際の溶出パ

ターンをFig｡3Aに示した｡エリシター誘導によるピサチン蓄積を

顕著に抑制する画分は､280nrnでの吸光測定において､カラム保持

時間約95分から観察される四番目のピークの少し前の部分に存在す

ることが報告されている(金1991)｡さらに､Fig.3Bに示したよ

うにカラム保持時間15分後から4分間隔で回収した試料を減圧乾固

して重量を測定したところ､サプレッサー活性を有すると思われる

フラクションナンバー19および20が最も多く､両画分を合わせると

約50mgであった｡　したがって､本菌胞子発芽液3fから､約

340mgのサプレッサー画分が得られた｡　Sh s
l raishi　et　al (1978)

は､ゲル濾過したサプレッサー画分を薄層クロマトグラフィーでさ

らに 分画したと ころ､ ニンヒ ドリンで染色される二つの活性画分が

存在することを報告している｡したがって､本サプレッサーはアミ

ノ酸を含むと思われたので､以後サプレッサー濃度はタンパク換算

値で示すこととした｡エリシター(最終濃度500μg/ml)とサプレッ

サー(最終濃度　50μg/mOの混合液でエンドウ上胚軸を処理した場
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合､エリシターを単独で処理した場合に比べ顕著にピサチン蓄積を

抑制した(Table　2)｡本実験結果は､50溥/mlのサプレッサー濃度

でサプレッサー活性を発揮するとしたYamada　et　al.(1989)の報

告と一致したので､本研究を通してこのゲル濾過画分をサプレッ

サーとして用いた｡

2)原形質膜ATPaseの諸性質

　細胞の膜系に存在するATPaseは原形質膜ATPase(P-type　ATPase)

ミトコンドリアおよびクロロプラストATPase(FOF1-ATPase)さらに

液胞膜ATPase(V-type　ATPase)に大別することができる(Serrano

1990)｡本ATPase活性が原形質膜に由来するものか否かを検討する

ために､種々の阻害剤で原形質膜を処理し､ATPase活性を調べた｡

さらに､原形質膜ATPaseの活性を増高させる働きが報告されている

Ca21やK゛の影響(Rasi-Caldogno　et　a1.1987,Rasi-Caldogno

　et　al.1992,Serrano　1990)についても併せて検討した結果を

Table　3　に示した｡　Mg2･非存在下や二価カチオンのキレート剤であ

るEDTA存在下では､対照区に比べ顕著に活性が低かった｡さらに､

P-type　ATPase　によるリン酸の放出を促進することが報告されてい

るK1で本酵素を処理すると活性が増加したが､Ca21添加ではこの

ような増加は認められなかった｡一方､P-type　ATPase　の阻害剤で

あるオルトバナジン酸で処理すると濃度に依存した活性阻害が観察

されたが､V-type　ATPase　の阻害剤であるショウ酸や､FOFI-
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Table　2.　Effect　of　fun9al　suppressor　on　accumulation　of　pisatin　in　elicitor-

　　　t　reated　pea　ep　i　coty　l　s

　　　　　Treatment

(final　concentration)

Water

E目citor(500μ9/ml)゛

Suppressor(50μ9/ml)c

Elicitor(リSuppressor(i

Pi　sat　i　n　accumu　l　ated°

(μ9/9　fresh　wei9ht)

2.0±0.4

18.9土2.3

2.8±0.7

5.3士1.0

　Mean　value

(%　control)

(1

11

00)

15

28

^The　amount　of　pisatin　was　determined　18　hr　afterthe　respect　i　ve　t　reatment　by

the　method　described　by　Masuda　et　al.(1983).Each　value　represents　the　mean　士

SE　in　trip目cate　experiments.

゛The　concentration　of　fun9al　suppressor　was　determined　by　the　method　of　Lowry

et　al.(1951)with　BSA　as　the　standard.

cThe　concentration　of　fun9al　elicitor　was　determined　by　the　method　of　Dubois

et　al.(1956)with　91ucose　as　the　standard｡

叩inal　concentrations　of　e目citor　and　of　suppressor　in　mixture　were　500μ9/ml

9lucose　equivalents,and　50　μ9/ml　BSA　equivalents,｢espect　i　ve　l　y.
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Table　3.Effect　of　several

　　　membranes

nhibitors　on　ATPase　activity　in　pea　plasma

　　　　　Treatment

(final　concentration)

Control

-M9S04

EDTA

KCI

CaC12

Na3V04

(10mM)

(50mM)

(0.1mM)

(0.1mM)

　(lmM)

NaN03　(50mM)

DCCD　(0.1mM)

　　　　　(lmM)

NaN3　(0.1mM)

　ATPase　activity°

(μmol　Pi/m9　protein/h｢)

25.4士0.6

　2.4±O｡2

　7.8土O｡了

28.0土0.8

25.7土0.5

10.3士0.9

　3.8±0.4

27.2±2.4

21.3士1.4

13.3土0.6

22.0士2.1

Meanvalue

(%control)

(100)

9

31

110

101

41

14

107

4
　
n
/
`

只
U
　
r
D

87

゜The　assay　forATPase　act　i　v　i　ty　was　ca　rried　out　in　30　mM　Tris-Mes(pH　6.5)that

contained　3　mM　M9S04　and　3　mM　ATP　at　37　℃for　15　min　by　the　method　described

by　Perlin　and　Spanswick　(1981).Each　value　represents　the　mean士SE　in

trlpllcate　experlments.
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　ATPase阻害剤のアジ化ナトリウムで処理してもほとんど活性は阻

害されなっかった｡さらに､膜内に存在するタンパク質の疏水頷域

に結合し､ATPaseを含む種々の膜系酵素活性を阻害することが知ら

れているDCCD(Serrano　1989)にも感受性であった｡以上のように､

本酵素活性のMg21要求性､K1による活性増加や阻害剤に対する感

受性より､本画分は原形質膜に富んでいると判断された｡

　本活性がプロトンATPaseかあるいは種々のヌクレオチドリン酸に

対して非特異的な分解作用を示すCa2ミATPase(Carnel　l　i　et　al.

　1992)のいずれの活性に由来するかを検討するために､ヌクレオチ

ドリン酸を用いて基質に対する特異性を調べた｡その結果､本活性

はATPに対して高い活性を示し､CTP,ADP,GTP,UTPの順に活性が

認められた｡　したがって､本活性はプロトンATPase活性を反映して

いるものと思われた(Table　4)｡さらにピロリン酸に対してはほと

んど活性が検出されなかったことより､液胞膜に存在するPPase活

性も極めて低いことが伺われた(Takeshige　et　al.1988,

　Sarafian　and　Poole　1989)｡

　原形質膜ATPaseは活性ドメインを細胞質側に構築されるようにし

て原形質膜を4回往復するように埋め込まれて存在することが示唆

されている(Serrano　1988)｡本実験を通して用いた原形質膜がイ

ンサイドアウトかライトサイドアウトのいずれかを検討するために､

リョクトウの67KDa　ATPaseに対する抗体で原形質膜画分を処理して

ATPase活性におよぼす影響を調べた(Table　5)｡この抗体処理では

ATPase活性は全く阻害されなかった｡　しかしながら､抗体と同時に
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Table　4.　Substrate　specificity　of　ATPase　activi　ty　i　n　pea　p　l　asma　membranes

Substrate

ATP(control)

P
　
P
　
P
　
P
　
･
1

D
　
T
　
T
　
　
　
　
　
P

A
C
G
ほ
P

　ATPase　activity°

(μmol　Pi/m9　protein/hr)

27.0士0.6

　6.3士0.6

11.2土0.7

4.4士1.7

2.7土1.8

1.3土0.4

Meanvalue

(%　control)

(100)

23

41

16

10

5

゜The　assay　forATPase　act　i　v　i　ty　was　carried　out　in　30　mM　Tris-Mes(pH　6.5)that

contained　3mM　M9S04　plus　substrate　at　a　concentration　of　3　mM　ATP　at　37°C

for15　min　by　the　method　described　by　Perlin　and　Spanswick　(1981).Each　value

represents　the　mean±SE　in　triplicate　experiments.
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Table　5.　Effect　of　ant　i　body　a9a　i　nst　ATPase　on　the　act　i　vi　ty　i　n　pea　p　l　asma

　　　membranes

Expt.Treatment

1

2

Control

Antibody゛

Control

　ATPase　activity°

(μmol　Pi/m9　protein/h｢)

21.4士0.9

20.1士1.2

20.2±0.5

24.7土0.7

　9.4土0.5

Meanvalue

(%control)

(100)

94

(100)

　122

　47

゜The　assay　for　ATPase　activity　was　carried　out　in　30　mM　Tris-Mes(pH　6.5)that

contained　3　mM　M9S04　and　substrate　at　a　concentration　of　3　mM　ATP　at　37　゜C

for15　min　by　the　method　described　by　Per目n　and　Spanswick　(1981).Each　value

represents　the　mean士SE　i　n　t　r　i　p　l　i　cate　exper　iments｡

゛The　antibody　a9ainst　67　kDa-ATPase　in　mun9　bean　plasma　membranes　described　by

Kimura　et　al.(1988)was　douted　l　/500　i　n　the　reaction　mixture｡

cThe　concentration　of　deter9ent　was　O｡01%i　n　the　react　i　on　m　i　xture.
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界面活性剤であるTri　ton　x-100で処理した場合､対照区に比ベ

ATPase活性が約50%阻害され　た｡このこととTr　i　ton　x-100単独処

理区では未処理区より活性が増加したことを考え併せると､本実験

で用いた原形質膜の大部分はライトサイドアウトであると判断され

た｡

3)サプレッサーおよび各種阻害剤のATPase活性におよぼす

　　影響と阻害様式

　原形質膜ATPase活性におよぼすエリシターおよびサプレッサーの

影響について調べたところ､原形質膜画分にエリシターを添加して

もATPase活性の変動は認められなかったが､サプレッサーは添加濃

度に依存して(50~150埓/ml)阻害作用を示した(Table　6)｡また､

エリシターとサプレッサーを混合処理した場合においても原形質膜

ATPaseはサプレッサー単独処理区と同程度に阻害された｡

　Shiraishi　et　al.(1990)は種々のCa21アンタゴニストでエンド

ウ上胚軸を処理し､その後エリシター処理によるピサチン蓄積に対

する阻害効果を調べ､ベラパミルのみが有意に阻害することを報告

している｡　しかしながら､ベラパミルによる阻害はCa21アンタゴニ

ストとしての効果によるものか否かは未詳であることを指摘してい

る｡そこで､同様のCa21アンタゴニストで原形質膜を処理して

ATPase活性を測定した(Table　7)｡　EGTA,LaChおよびTMB-8で処

理すると活性低下は認められなかったが､ベラパミルで処理した場
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Table　6.　Effect　of　elicitororsuppressorfrom恥m幼㎞7dlα糾既虚s　on

　　　　ATPase　activity　in　pea　plasma　membranes

　　　　　Treatment

(final　concentration)

Control

Suppressor゛(50μ9/ml)

　　　　　　　(150μ9/ml)

Elicitorc　(500μ9/ml)

Elicitor‘リSuppressor‘j

　ATPase　activity゛

(μmol　Pi/m9　protein/h｢)

25.4士0.6

17.7±0.6

　5.2土0.5

24.4土1.3

17.8土0.8

Meanvalue

(%control)

(100)

0
　
0

7
　
n
/
』

Q
り
　
0

q
}
　
7

゛The　assay　for　ATPase　activity　was　carried　out　in　30　mM　Tris-Mes(pH　6.5)that

contained　3mM　M9S04　and　3　mM　ATP　at　37　(C　for　15　min　by　the　method　described

by　Perlin　and　Spanswick(1981)｡Each　value　represents　the　mean土SE　in

trlpllcate　experlments.

゛The　concentration　of　fun9al　suppressor　was　determined　by　the　method　of　Lowry

et　al.(1951)with　BSA　as　the　standard.

cThe　concentrat　ion　of　fun9al　el　icitor　was　determined･　by　the　method　of　Dubois

et　al.(1956)with　9lucose　as　the　standard.

叩inal　concentrations　of　elicitorand　of　suppressor　in　mixture　were　500μ9/ml

9lucose　equivalents,　and　50　μ9/ml　BSA　equivalents,　｢espectively.
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Table　7.　Effect　of　several　anta9onists　of　calcium　on　ATPase　activity　in　pea

　　　plasma　membranes

　　　　　Treatment

(final　concentration)

Control

La3゛

EGTA

TMB-8

verapam目

(500μM)

(500　μM)

(500μM)

(250μM)

　ATPase　activity゛

(μmol　Pi/m9　protein/h｢)

21.9士1.3

20.8士1.6

21.5土1.0

20.3士1.3

9.4土3.4

Meanvalue

(%control)

(100)

･
k
.
}
　
R
}

Q
り
　
Q
.
}

り
a
　
n
/
』

q
り
　
4

^The　assay　forATPase　activity　was　carried　out　in　30　mM　Tris-Mes(pH　6.5)that

contained　3　mM　M9S04　and　3　mM　ATP　at　37　°C　for　15　min　by　the　method　described

by　Pe山n　and　Spanswick　(1981).Each　value　represents　the　mean土SE　in

trlpllcate　experlments.
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合のみ顕著な活性の低下が起こることが明らかになった｡このCa21

アンタゴニストのATPaseに対する効果は､Shiraishi　et　al.

　(1990)が行ったエリシター誘導によるピサチン蓄積に対する阻害

効果と一致するものであった｡

　サプレッサーおよびベラパミルの原形質膜ATPase活性阻害様式を､

原形質膜ATPaseの阻害剤であるオルトバナジン酸と併せて調べ､阻

害様式を比較した｡種々の濃度のMg-ATPとベラパミルを原形質膜画

分に添加して阻害様式を調べた結果､ベラパミルはK｡値には影響

せずvma　x　値を低下させ､非桔抗阻害の様相が示された(Fig.4A)｡

一方､オルトバナジン酸およびサプレッサーはK｡およびvma　x　双

方の値に影響を与え､反桔抗阻害の様相を示した(Fig.4Bと4C)｡

4)サプレッサー､ベラパミルおよびオルトバナジン酸による

　　原形質膜ATPaseの活性阻害とエリシター誘導による

　　ピサチン蓄積抑制との相関

　サプレッサーおよび各種阻害剤による原形質膜ATPase阻害とエリ

シター処理されたエンドウ上胚軸でのピサチン蓄積抑制との間に相

関があるか否かを検討した｡各種濃度に調製したベラパミル(50,

100,150μM)､オルトバナジン酸(10,100,1000μM)､サプレッ

サー(50,100,150溥/m1)で原形質膜画分を処理した際のATPase阻

害と500μg/mlのエリシターと阻害剤を同時処理した際のピサチン
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Fi9.4　Hanes-Woolf　plot　of　inhibition　of　ATPase　activity　in　pea　plasma

membranes　by　ve　rapam　目(A),orthovanadate(B)and　the　fun9al　suppressorfrom

吻cQ功厄召?以泌7)汰)面s(C).The　numbers　beside　ones　show　the　concent　rat　i　ons　of

verapamil(μM),orthovanadate(mM)and　suppressor(μ9/ml,BSA　equivalents),

respectivery.The　correlation　coefficient　for　each　line　was　more　than　0.99　by

linear　re9ression　analysis.　Thevalues　of　v｡｡xandK｡are　represented　by　the

amount　of　released　inor9anic　phosphate(μmol/m9　protein/h｢)and　the
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蓄積抑制率を比較した(Fig.5)｡その結果､いずれの化合物も処

理した濃度に依存してATPase活性とピサチン蓄積ともに抑制した｡

オルトバナジン酸で処理した場合､汰心け�こおけるATPase活性抑

制率と汰ぬむ･でのピサチン蓄積抑制率がほぼ同程度であった｡そ

れに対し､ベラパミルおよびサプレッサーでは､ATPase活性抑制率

に比ベピサチン蓄積抑制率が高かった｡

5)汰ぬけoでの原形質膜タンパク質のリン酸化および

　　電気泳動

　原形質膜ATPaseは基質であるATPを加水分解する過程において､

Mg21の存在下でATPと複合体を形成し､7-位のリン酸によりリン

酸化されADPを放出する｡その後､リン酸を放出するといった反応

様式をとることが報告されている(Fig.6,Briskin　and　Leonard

1982)｡原形質膜ATPaseのリン酸化におよぼすサプレッサーの影響

を調べるために､サプレッサーと[7　-32P]ATPで処理してリン酸化

された原形質膜タンパク質を4~20%､SDS-ポリアクリルアミド電

気泳動により分析したところ､サプレッサー無処理区に比べ少なく

とも三画分(78kDa,64kDaおよび42kDa)のタンパク質のリン酸化が

阻害された(Fig.7A)｡さらに､ATPaseのリン酸化とプロテインキ

ナーゼによる原形質膜タンパク質のリン酸化と区別するために､プ

ロテインキナーゼの阻害剤であり､顕著にリン酸化を阻害すること

が報告されているK252a(Grosskopf　et　al.1990)を単独で処理し
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Fi9.5　Comparison　of　profiles　of　inhibition　between　ATPase　activity　(回)and

accumulation　of　pisatin(■)with　verapam目(A),orthovanadate(B)and　the

fun9al　suppressor(C)as　inhibitors.The　ATPase　activity　was　determined　as

described　in　the　le9end　to　Fi9ure　l,　and　accumulation　of　pisatin　was　measured　18

hr　after　the　treatment　w　i　th　each　a9ent.　The　relative　inhibitionvalue　was

calculated　as　fo目ows:　inhibition　of　ATPase　activity(%)=(1-lnhibitor‘÷

Control　゛))×100;　and　inhibition　of　pisatin　accumulation　(%)=[1-(lnhibitor　plus

El　ici　tor　゛　-lnhibi　tor゛)÷(E目citor゛-Water1))]×100,respectively.　a:　The

ATPase　activity(μmol　Pi/m9　protein/h｢)in　the　presence　or　absence　of

inhibitor.b:　The　amount　of　pisatin　(μ9/9　fresh　wei9ht)in　pea　epicotyls　18　h｢

after　treatment　with　inhibitor　plus　eocitor,with　inhibitor,　with　e目citor　and

Water　and　water　alone,　respectively.
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Fi9.6　Model　forH゛-ATPase　in　the　plasma

　　　membrane　of　plant　ce目s.
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Fi9.7址z縦狗phosphorylation　of　pea　plasma　membrane　proteins　in　response　to

K252a　or　fungal　suppressor　from杓む∂坤厄召γdla糾71∂心s　and　chase　with　unlabeled

ATP.A;　Pea　plasma　membrane(23μg)was　phosphorylated　with　[γ-32P]ATP　for2

min　at　30℃in　the　presence　or　absence　of　K252a　or　fun9al　suppressor.Lanes:　1,

control,2　min　phosphorylation;　2,　phosphorylated　for　2　min　in　the　presence　of

20μM　K252a;　3,　phosphorylated　for2　min　in　the　presence　of　50μ9/ml(BSA

equivalents)fungal　suppressor.B;　Lanes:　1,　control,30　sec　phosphorylation　at

O℃;2　phosphorylated　for30　sec　followed　by　l　min　chase　with　6　mM　unlabeled

ATP;　3,　phosphorylated　for30　sec　fo目owed　by　2　min　chase　with　6　mM　unlabeled

ATP.
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たところ､上記のタンパク質はリン酸化された｡また､[7~

　32P]ATPで処理し､O　°Cで30秒静置した後､放射線未標識のATPを

加えると78kDa,64kDa,42kDaのタンパクの放射線活性が弱まった

　(Fig.7B)｡
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3 考察

本章では､エンドウ褐紋病菌から分離したサプレッサーが本菌宿

主の原形質膜ATPaseの活性を濃度に依存して阻害することを浅

　幻けoで示した｡このサプレッサーは今回の実験に用いた濃度で､

いずれもエリシター誘導によるエンドウ組織におけるピサチン生産

を抑制し､エンドウに非病原菌の感染を誘導する活性を有する

　(Oku　et　a1.1980,0ku　1980)｡　ATPase阻害とピサチン蓄積抑制と

の相関をより明確にするために､P-type　ATPase　の阻害剤であるオ

ルトバナジン酸をエリシターと混合処理してピサチン蓄積を調べた

ところ､エリシター単独処理に比べ顕著に減少した｡この結果は

ATPase阻害がピサチン生成の抑制と相関していることを示す｡

　一方､アズキ(Hat　tori　and　Ohta　1985)やピーナッツ(Steffens

　et　al.1989)の培養細胞に､オルトバナジン酸を処理すると､非

生物的エリシターとして作用することが報告されている｡　しかし､

本研究では､エンドウ組織に投与した際には､サプレッサーと同様

にピサチン生産を抑制する結果が得られ､オルトバナジン酸の作用

様式が培養細胞と分化した細胞とで異なることを示唆七ていると思

われる｡この考えは､対数増殖期を過ぎた安定期にあるピーナッツ

の培養細胞をオルトバナジン酸で処理した場合は､ピーナッツの

ファイトアレキシンの合成に関与する酵素であるPALが活性化しな

いといった実験報告からも支持されるであろう(Steffens　et　al.

1989)｡
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　Ca2･のチャンネルブロッカーであり､植物においても原形質膜画

分に受容体が存在することが報告されているベラパミルは

(Andre､jauskas　et　a1.1985,Harvey　et　al.1989)､ピサチン蓄積

とATPase活性の双方を抑制した｡　Ca2リま､ニンジンやダイズの培養

細胞およびジャガイモ組織においてファイトアレキシン生産系のセ

カンドメッセンジャーとして機能している可能性が示唆されている

　(Kurosaki　et　al.1987♭,Stab　and　Ebe1　1987,Chai　and　Doke

　1987)｡　しかしながら､エンドウ上胚軸においては､Ca2･のアンタ

ゴニストであるEGTA,LaC13およびTMB-8で処理してもエリシター

誘導によるピサチン蓄積が抑制されないので､ファイトアレキシン

生産における情報伝達に関与していない可能性が報告されている

　(Shiraishi　et　al.1990)｡　さらに､Kendra　and　Hadwiger(1987)

は未成熟なエンドウのさや組織を用いて､ピサチン蓄積におよぼす

Ca2゛の影響を調べるために6つのCa21アンタゴニストを供試したと

ころ､ベラパミルを除くいずれのアンタゴニストも抑制効果を示さ

ないとした同様の実験結果を得ている｡以上の報告とベラパミルを

除くEGTA,LaC13,TMB-8が原形質膜ATPaseの活性を阻害しなかった

実験結果を考え併せると､ベラパミルによるピサチン蓄積抑制効果

はCa.2'のチャンネルブロッカーとしての機能より､むしろATPase阻

害に起因すると考えられるであろう｡

　原形質膜ATPaseは､基質であるATPを加水分解する過程において

Mg2兼の存在下でATPと複合体を形成し､7-位のリン酸によりリン

酸化され(リン酸化中間体形成)ADPを放出する｡その後､リン酸
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を放出するといった反応様式をとることが報告されている

　(Briskin　and　Leonard　1982)｡本研究では､原形質膜ATPaseのリ

ン酸化中間体形成におよぼすサプレッサーの影響を調べるために､

原形質膜画分をサプレッサーおよび[7　-32P]ATPで処理してタンパ

ク質の無細胞系でのリン酸化を試み､SDS電気泳動で調べた｡その

結果､78kDa,64kDa,42kDaのタンパク質のリン酸化が抑制された｡

しかし､プロテインキナーゼもATPと複合体を形成し､7-位のリ

ン酸を転移させタンパク質をリン酸化するので､P-type　ATPase　の

リン酸化中間体とプロテインキナーゼによるリン酸化とを区別する

のは困難である｡　ATPaseのリン酸化はO　゜C､15秒間の反応条件下で

最大となる｡さらに､アルカリ条件下やヒドロキシルア

下では不安定であることが知られている｡このことは

キナーゼによるリン酸化がセリン

で
ヘ ンの存在

プロテイン

スレオニンまたはタイロシンの

ヒドロキシル基結合であるのに対してATPaseのリン酸化はアシルリ

ン酸結合でありアスパラギン酸残基のカルボキシル基がリン酸化さ

れていることを裏付けている(Briskin　and　Leonard　1982)｡そこ

で､プロテインキナーゼによるリン酸化とATPaseの自己リン酸化と

を区別するために､プロテインキナーゼの阻害剤であるK252aで原

形質膜画分を処理してタンパク質の無細胞系でのリン酸化を試みた

ところ､78kDa,64kDaおよび42kDaのタンパク質のリン酸化は抑制

されなかった｡さらに､[7　-32P]ATPで処理し､O　゜Cで30秒静置し

た後､放射線未標識のATPを加えると78kDa,64kDaおよび42kDaに

相当するバンドの放射線活性が弱まった｡すなわち､エンドウ褐紋
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病菌サプレッサーは､ATPaseのリン酸化中間体の形成を阻害して活

性を阻害することが強く示唆された｡

　第三章で後述するが､エンドウにおけるATPase遺伝子の発現を調

べたところ約100kDaのタンパク質に相当する3.6kbと､さらにサ

イズが小さい1.6kbのmRNAの存在が確認された｡多くの植物細胞で

報告されているように､原形質膜に存在するH

　100kDaのタンパク質であるとされている(Br sk

ATPaseは約

in　and　Leonards
l

1982,Schal　ler　and　Sussman　1988,Boutry　et　al.1989,Pardo

and　Serrano　1989,　Ewing　et　al.1990)｡　したがって､ハイブリ

ダイズした3.6kbのRNA種がエンドウの主要なATPase　mRNA　である

と考えられた｡さらに膜タンパクは煮沸すると分解されやすいこと

を考慮すると(Amory　et　al.1980)､本実験で確認された78kDa,

64kDaおよび42kDaのタンパク質は電気泳動でサンプルをSDS処理

した際に分解された産物である可能性も考えられた｡一方､リョク

トウ原形質膜より精製されたATPaseには､67kDaおよび55kDaの

ATPaseが存在することが示唆されている(Mito　et　al.1988,

Kimura　et　a1 1988)｡　したがって､ハイブリダイズした1.6kbの

RNA種の存在を考慮すると エンドウの原形質膜においても

100kDa以下のATPaseが存在するとした考えは否定できない｡

いずれにしても K252aでリン酸化が阻害されるバンドに対して

はサプレッサーは影響をおよぼさなかった｡　したがって､サプレッ

サーは原形質膜画分のプロテインキナーゼ活性を直接阻害しないも

のと考えられた｡上記の実験結果は汰Mけoと浅ぬoで得られた
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結果であることを考慮する必要があるが､サプレッサーとエリシ

ターの第一作用点が異なることを示すものと考えられた｡

　Shiraishi　et　al.(1990)はエリシター誘導によるピサチン蓄積

におよぼすプロテインキナーゼの阻害剤であるK252aの影響を調ベ

た｡　K252aをエリシターの前に処理した場合のみピサチン蓄積が抑

制されることを報告している｡このことは､本エリシターによる情

報伝達の初期過程にプロテインキナーゼが関与している可能性を示

した｡

　種々の濃度のATP　･　Mgを用いてサプレッサー､オルトバナジン酸

およびベラパミルのATPase阻害様式を調べたどころ､これらの化合

物は異なった様式で阻害したが､いずれの化合物もピサチン蓄積を

阻害した｡　したがって､阻害様式とは無関係にATPaseの阻害に伴う

機能障害がピサチン蓄積抑制を引き起こすものと考えられた｡　しか

しながら､汰心け･におけるATPase阻害と汰幻oにおけるピサチ

ン蓄積阻害との関連を論ずるには､より緻密なデータの蓄積が必要

であると思われる｡そこで､種々の濃度の各阻害剤を用いてATPase

阻害率とピサチン蓄積阻害率を比較した｡その結果､オルトバナジ

ン酸を用いた際には､両者の抑制率がほぼ同程度であったため､オ

ルトバナジン酸によるピサチン蓄積抑制は主にATPase抑制に起因す

ると考えられた｡一方､サプレッサーおよびベラパミルではピサチ

ン蓄積抑制率がより高かった｡この理由として､1)これらの物質は

汰心けoで示した阻害濃度より浅ぬ凹では低い濃度でATPaseを阻

害する｡または､2)ATPase阻害に加え､ピサチン蓄積に至る過程の
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いずれかをも阻害する可能性を考えざるを得ないが現時点では未詳

である｡
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第 三章　エンドウ掲紋病菌サプレッサーおよび原形質膜ATPase

阻害剤のピサチン合成系におよぼす影響

　フエニルプロパノイド合成経路は植物の二次代謝系の中でも非常

に重要な役割を担っており､精力的に研究がなされてきた｡　リグニ

ン､ズベリン､アントシアニン色素､紫外線吸収物質､クロロゲン

酸､クマリンなど植物の防御物質を含めた様々な機能をもつ物質が

この代謝系を経て合成される(Hahlbrock　and　Schee1　1989)｡マメ

科植物が生産するファイトアレキシンはフエニルプロパノイド合成

系を経由するイソフラボノイド化合物であり､ピサチン､ファゼオ

リン､マーキアイン､グリセオリン､キービトン､メジカルピンな

ど多岐に渡っている(Smi　th　and　Banks　1986)｡一般に､病原菌に

よる感染や種々のエリシター処理により一つの植物種は複数種の

ファイトアレキシン化合物を生産することが知られており､病原菌

やエリシターの種類によって量的比率の変勤はあるが､それらが質

的に左右されることはない｡　したがって､生産されるファイトアレ

キシンの種類は宿主植物の種のレベルによって規定される(Smith

and　Banks　1986)｡エンドウの主要なファイトアレキシンであるピ

サチンは､フエニルプロパノイド代謝系およびそこから分岐したイ

ソフラボノイド代謝系を経て合成される化合物である

　(Cruickshank　and　Perrin　1960,Smi　th　and　Banks　1986)｡　ピサチ

ンの合成過程において､フエニルアラニンから桂皮酸を触媒する酵

素PAL､また､イソフラボノイド合成経路ではCHSがそれぞれピサ
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チン合成を調節する鍵酵素として重要な位置を占めている(F

8)｡

1
1 g

　Lambのグループは､インゲン培養細胞を病原菌由来のエリシター

で処理し､その細胞から核を分離して汰ぬけoでRNAを合成させ

PALおよびCHS　mRNA　の存在を調べたところ､処理後5分以内の極

めて早い段階で両mRNAが合成されることを見いだした(Lowton　and

　Lamb　1987)｡さらに彼らはエリシター誘導によるPALおよびCHS

活性の増加は､転写レベルで制御されることを指摘した(Cramer

　et　a1.1985)｡エンドウにおいてもピサチンの蓄積に遺伝子発現

が関与する可能性については幾つかの傍証があった｡それは､シク

ロヘキシミドなどのタンパク合成阻害剤やmRNAの合成阻害剤であ

るコーディセピンをエリシター処理後3時間までに添加するとピサ

チンの蓄積がほぼ完全に抑制されたからである(白石1989♭)｡

Yamada　et　al.(1989)はピサチン合成系におよぼすエンドウ褐紋病

菌の生産するエリシターとサプレッサーの作用を詳細に調べ､エリ

シターでエンドウ組織を処理すると､1時間以内にピサチン合成系

の律速酵素であるPALおよびCHS　mRNA　の蓄積増高が認められ､3

時間以内にPAL活性が増加し､さらに6~9時間後になるとピサチ

ンの蓄積が誘導されることを示した｡彼らはこれらの時間的背景か

らピサチン合成における遺伝子の活性化の関与を示唆した｡

　一方､サプレッサーとの共存下では両mRNAの蓄積が3時間､PAL

活性の増高およびピサチン蓄積が6時間遅延することから､サプ

レッサーは植物防御反応に関与する遺伝子の活性化を一時的に抑制
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することを指摘した｡前章において､オルトバナジン酸がサプレッ

サーと類似した形式で原形質膜ATPaseを阻害し､エリシターで誘

起されたピサチン蓄積を抑制することを述べた｡本章では上記した

背景を踏まえた上で､オルトバナジン酸によるピサチン蓄積抑制効

果が､果たしてピサチン合成系に関与する酵素(群)に対する直接

的な阻害活性に起因するのか､あるいはこれらの酵素をコードする

遺伝子を発現レベルで抑制することに起因するのかを明らかにする

目的で､主にピサチン合成系におよぼすオルトバナジン酸の作用に

ついて調べた｡
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1.材料および方法

1)供試植物

　ピサチン定量､粗酵素抽出および全RNAの抽出には､第二章1.

1)と同様に､エンドウ植物(Pisu　saHnl　L.)の品種ミドリウ

スイの種子を一昼夜水中で催芽させた後､バーミキュライトを入れ

たプラスチック容器に播種し､20土2　°Cの暗黒下で6~10日間生育

させた上胚軸の上部1.5cmを供試した｡

2)エリシターおよびサプレッサーの調製

　エンドウ褐紋病菌のエリシターおよびサプレッサーは､第二章1.

4)と同様に､Hiramatsu　et　a1.(1986)およびShiraishi　et　al.

　(1978)の方法に準じてエンドウ褐紋病菌の胞子発芽液から調製し

た｡なお､以降に示す両者の濃度はそれぞれグルコースおよび牛血

清アルブミンの換算値で示した｡

3)ピサチンの定量

　各種阻害剤のピサチン蓄積におよぼす影響を経時的に調べるため

に､エンドウ上胚軸をエリシター(最終濃度500帰/ml)､オルトバ

ナジン酸(最終濃度,1　mM)､ベラパミル(最終濃度,100μM)
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の単独溶液またはエリシターと阻害剤の混合液､対照区として蒸留

水で上胚軸片の切断面が十分に接するようにして処理し､所定時間

静置した後､Masuda　et　al.(1983)の方法に準じてピサチンを抽出

し､第二章1.6)で述べた方法と同様の条件で定量した｡さらに

エリシター処理後､随時サプレッサー(最終濃度50埓/ml)または

阻害剤で処理する際は､所定時間エリシター単独で処理した上胚軸

をエリシターと各種阻害剤を含む混合溶液中に移動させて処理し､

エリシター単独処理から18時間後にピサチンを定量した｡

4)粗酵素の抽出

　エリシター誘導によるPAL活性の経時的変動におよぼすオルトバ

ナジン酸の影響､および本酵素活性におよぼす直接的作用を調べる

目的で､暗所で生育させたエンドウ上胚軸をエリシター(最終濃度

500溥/ml)､オルトバナジン酸(最終濃度1　mM)､両者の混合液､

および蒸留水で所定時間処理し､Dixon　and　Fullerの方法(1978)

を一部改変して粗酵素を抽出した｡

　ピサチン定量の場合と同様に､各処理液でエンドウ上胚軸を処理

し､20土2　゜Cの湿室暗黒下で静置して､3時間毎に上胚軸約400mg

をそれぞれ液体窒素で凍結固定した｡固定した上胚軸を液体窒素中

で摩砕し､20mgのPolyclar　AT　(Polyscience,lnc.)と1　mlの抽出

緩衝液[0.1M　Tris/HCI,(pH　8.8),1　mM　β-mercaptoethanol,1

mM　PMSF]を加えて抽出した｡このようにして得た粗抽出液を4　゜Cで
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10分間遠心分離(5,000xg)して残流を取り除き､その上清を粗

酵素液として供試した｡各処理区の粗酵素液中のタンパク質含量は､

　BSAを基準タンパク質としてLowry　et　al.(1951)の方法により測

定した(Fig.9)｡

5)PAL活性の測定

　各処理を施したエンドウ上胚軸から抽出した粗酵素液中のPAL活

性を､Dixon　and　Ful　ler　(1978)の方法を一部改良して測定した｡

各粗酵素液の濃度を､200溥/ml(BSA換算値)に調整し､粗酵素液

90μにPALの基質である14　C-フエニルアラニン(925kBq/ml)を10μ

添加し､30゜Cで1時間反応させた｡その後､それぞれに500μのエ

タノールを加えて反応を停止し､-20　°Cで1時間静置して､4　゜Cで

10分間遠心分離(5,000xg)してタンパクを沈澱させた｡このよ

うにして得られた上清の300μを遠心濃縮器で減圧乾固し､乾燥標

品を桂皮酸の標品をマーカーとして含む(1　mg/ml)エタノール溶液

50μで溶解し､シリカゲル薄層クロマトグラフィープレート(Art.

　5735,Merk)に吸着させ､ベンゼン　:　酢酸丿　蒸留水=6:7:

　3の混合液の上層を展開溶媒として約10cm展開した｡展開後､プ

レートをドライヤーで風乾し､紫外線下で桂皮酸に相当する部分を

正確に切り取ってバイアル管に入れ､500μのメタノールと2　mlの

シンチレーションカクテルを加え､液体シンチレーションカウン

ターで放射線量を測定した｡
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Pea　epicotyls　(400　m9)

Fixed　with　目quid　nitro9en｡

Homo9enized　in　目qu　i　d　ni　t　ro9en.

Added　w　i　th　l　m　l　of　0.　1　M　Tris-HCI　(pH　8.8)containin9

　　　1　mM　β-mercaptoethanol　and　l　mM　PMSF.

Centrifu9ed　at　5,000xgat4℃for　10　min｡

Crude　enzyme

Fi9.9　Preparation　of　crude　enzyme　from　pea　epicotyls.

59



6)全RNAの抽出

　エリシターで誘導されるPALおよびCHS遺伝子の発現におよぼす

オルトバナジン酸の影響を調べるために､暗所生育させたエンドウ

上胚軸をエリシターの単独溶液(500埓/ml)､エリシター(最終濃度

　500埓/m1)とオルトバナジン酸(最終濃度1　mM)の混合溶液､オル

　トバナジン酸の単独溶液(1　mM)､および蒸留水で所定時間処理し､

Chomoczynski　and　Sacchi(1987)のシングルステップ法にしたがっ

て全RNAを抽出した｡

　粗酵素抽出の場合と同様に､各処理液で上胚軸を処理し､20土2

°Cの湿室暗黒下で静置して､処理後6時間まで1時間毎に上胚軸約

　1gをそれぞれ液体窒素で凍結固定した｡固定した上胚軸を液体窒

素中で摩砕し､3　mlのグアニジン緩衝液[4　M　guanidine

isothiocyanate,0.1M　β-mercaptoethanol,25mM　sodium

acetate,(pH　7.0),1.5%(W/V)sodium　N-1auroyl　sarcosinate]

を加え､摩砕液を遠心管に人れた｡　4°Cで5分間遠心分離(3,000

xg)して残涜を取り除き､上清に300μの2M酢酸ナトリウム緩

衝液(pH　4.0)､3　mlの水飽和フェノール､600μのクロロホルム

蓼
●

イソアミルアルコールこ49:1を加えてよく攬俘した｡　10分

間水冷した後､4でで20分間遠心分離(5,000xg)して上層を回

収し､等量めイソプロパノールを加えて-20゜Cで1時間静置した｡

その後､4でで20分間遠心分離(5,000xg)してRNAを沈澱させ

た｡　300μのグアニジン緩衝液でRNAを再度溶解してエッペンドル
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フチューブに入れ､等量のイソプロパノールを加えて上記のように

RNAを沈澱させた｡得られた沈澱を70%エタノールで懸濁し､4　゜C

で10分間遠心分離(5,000xg)することにより　RNAを洗浄した｡

減圧乾固したRNAを100μのジエチルピ･カーボネイト(DEPC)処

理してRNaseを失活させた蒸留水に溶解してRNA溶液を調製した

　(Fig.10)｡なお､1gのエンドウ上胚軸から約200埓のRNAを回

収することができた｡

7)ノーザンブロットハイブリダイゼーション

　ノーザンブロットハイブリダイゼーションは､Maniatis　et

a1.(1982)の方法に従って行った｡分離した全RNAを15μgずつエッ

ペンドルフチューブに取り､遠心濃縮器で減圧乾固した後､15μの

変性溶液[1-fold　MOPS(pH　7.0),(0.02M　MOPS,0.05M　sodium

acetate),0.001M　EDTA　(ethlenediaminetetraacetic　acid),50%

(V/V)deionized　formamide,17%(V/V)formaldehyde]で溶解し､

65°Cで30分間静置してRNAを変性した｡その後すぐに5分間静置し､

5μのローディング緩衝液[0.1mg/m1　bromephenolblue,50%

(V/V)glycerol]を加え､あらかじめ作製しておいた1%アガロー

スゲル[1%agarose,1-fold　MOPS(pH　7.0),1詐(V/V)

formaldehyde]中でRNAを分画した｡その後ゲルを20-fold　SSC

　(3.0M　NaCI,0.3M　sodium　ci　trate)で20分間振盛してゲル中のホ

ルムアルデヒドを希釈した後､ゲル中のRNAをナイロンメンブラン
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Pe目et

Dissolved　in　300μlof　GIT　buffer　consisted　of

　　　4　M　9uanidine　isothiocyanate,0.1　mM　β一mercaptoethanol,

　　　25　mM　sodium　acetate　(pH　7.0)and

　　　l.5%[V/V]sodium-N-lauroyl　sarcosinate.

Added　with　300μlof　isopropanol.

lncubated　for　l　hr　at　-20　℃.

Centrifu9ed　at　5,000xg　at　4°C　for　20　min.

D

S
祓

Fi9.10　1solation　of　total　RNA　from　pea　epicoty§s　by　the　sin9§e-step

　　　method　described　by　Chomczynski　and　Sacchi　(1987).

62

Pe目et(RNA)

Rinsed　with　70　%ethanol.

Cent　r　i　fu9ed　at　5,　000xgat4℃for　10　min.

Dr　i　ed　i　n　vacuum　oven.

Disso§ved　in　100μl　of　aspetic　water　treated　with　DEPC｡

Pea　epicotyls　(19)

Homo9enized　in　liquid　nitro9en.

Added　with　3　ml　of　GIT　buffer　consisted　of

　　　4　M　9uanidine　isothiocyanate,0.1　mM　β-mercaptoethanol,

　　　25　mM　sodium　acetate　(pH了.0)and

　　　l.5%[V/V]sodium一N一lauroyl　sarcosinate.

Cent　r　i　fu9ed　at　5,　000xg　at　4゜C　for　5　min.

Upper　phase

Added　w　i　th　300　μl　of　2　M　sodium　acetate(pH　4.0),

　　　3　ml　of　water　saturated　phenol　and

　　　600μlof　chloroform-isoamy§aScoho§(49

1ncubated　on　ice　for　10　min.

Centrifu9ed　at　5,000xg　at　4゜C　for　20　min.



フィルター(Hybond-N,Amersham)にブロッティングした｡　フィル

ターを6-fold　SSC　で軽く振畳して洗い､80゜Cで2時間RNAを加熱

固定した｡

　RNAを固定したフィルターをハイブリダイゼーション緩衝液[4-

fold　SSC

0.02%(W

タ
　
　
　
/

50%(V/V)deionized　formamide,0.02%(W/V)fico1,

V)BSA,0.1%(W/V)sodium　dodecyl　sulfate　(SDS)5

mM　EDTA,0.12mg/ml　denatured　Herring　aperm　DNA]を人れたミー

トパック中で42゜Cで2時間以上振盛してプレハイブリダイゼーショ

ンした｡その後ミートパック中の緩衝液を捨て､新たにハイブリダ

イゼーション緩衝液を入れ､108cpm/廻DNA以上の比活性をもつ

cDNAプローブを105~106cpm/mlになるように加え､42゜Cで12~24

時間振畳してハイブリダイゼーションを行った｡ハイブリダイゼー

ション後､フィルターを取り出して､0.1%SDSを含む1-fold　SSC中

で室温で10分間洗い､続いて0.5-fold　SSC　中60　゜Cで1時間､

0.1-fold　SSC中60　°Cで2時間さらに洗浄した｡洗浄後､フィル

ターをドライヤーで風乾してX線フィルム(X-OMAT,Kodak)に増感

紙を用いて-80°Cで2~3日間感光させ､プローブがハイブリダイ

ズしたバンドを検出した｡

8)プローブの作成

　プローブにはエンドウのPAL　CDNA､インゲンのCHS　CDNAおよび夕

バコ原形質膜ATPase　cDNAを用い､常法(Maniat　is　et　al.1982)
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に従ってプラスミドさらにインサートを分離した｡　PAL,CHSおよび

ATPase　cDNAをそれぞれ組み込んだプラスミドpKT　1　(Kawamata

et　a1.1992)､pCHS　1　(Ryder　et　a土1984)､cpma　2　(Boutry

et　al.1989)は､いずれもアンピシリン耐性遺伝子を選択マー

カーとして含んでいるので､プラスミドを保持する大腸菌(乱

　coH　7118)を､100沌/mlのアンピシリンを含むLB寒天平面培

地上に%(W/V)bacto-trypton,0.5X(W/V)bacto-yeast

extract,1X(W/V)sodium　chloride,1%(w/V)agarJで一昼夜

　37　°Cで培養した｡それぞれのコロニーを100埓/mlのアンピシリ

ンを含む5　m1のLB液体培地に植菌し､37゜Cで8時間前培養して

　250mlずつLB液体培地を入れた500mlの坂ロフラスコに植菌して37

℃でさらに一昼夜振盛培養して大腸菌を増殖させた｡培養液を4℃

で10分間遠心分離(5,000xg)することにより集菌し､アルカリ

法(Birmboim　and　Daly　1979)によってプラスミドを大腸菌から分

離した｡大腸菌の沈澱を10　mg/mlの濃度のリゾチームを含む溶液I

　にOmM　glucose,25mM　Tris/HC1(pH　8.0),0.5M　EDTATI､10m1で懸

濁し､25°Cで5分間静置した｡その後､水上で20mlの溶液H[1%

　(W/V)SDS,0.2M　NaC□を添加して10分間ガ今ス棒で攬伴しながら

プラスミドを溶出させ､さらに15肌1の溶液Ⅲ(3　M　potassium

acetate,2　M　glacial　acetic　acid)を加えて激しく混合して10分間

以上氷冷した｡得られた溶出液を4　°Cで20分間遠心分離(5,000　x

g)して残清を取り除き､上清を二重のキムワイプでろ過した｡ろ

液量を測り､0.6溶のイソプロパノールを加えて室温で10分間静置
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した後､20°Cで20分間遠心分離(5,000xg)してプラスミドを含

む沈澱を得た｡　70%エタノールで沈澱を洗浄した後20゜Cで20分間遠

心分離(5,000xg)して再度沈澱を回収し､減圧乾固し､10mlの

　TE緩衝液[10mM　Tris/HCI(pH　7.5),1　mM　EDTA]で溶解した｡等

量のトリス飽和フェノール(TE　saturated　phenol　:　chloroform　:

　isoamyl　alchol　=25:24:1)を加えて攬件し､4　°Cで20分間遠

心分離(5,000xg)して上清を回収し､上記の要頷でTE緩衝液で溶

解､イソプロパノール沈澱､エタノール洗浄した｡このようにして

得られた沈澱を12mlのTE緩衝液で溶解し､12gの塩化セシウム

と0.96mlの臭化エチジウム溶液(10mg/ml)を添加して溶解し､

90,000rpmで4時間遠心分離した(TLN-100ローター､Beckman

instruments　lnc.)｡紫外線下でプラスミドに相当するバンドを注

射器で抜き取り､エッペンドルフチューブに移し､等量のブタノー

ル　:TE=5:1を加えて攬俘し､4　゜Cで20分間遠心分離(5,000

xg)して上層に溶解される臭化エチジウムを取り除いた｡この操

作はブタノール層が透明になるまで繰り返し行った｡その後､等量

のTE緩衝液と二倍量のエタノールを混合して室温で1時間静置し､

4　°Cで20分間遠心分離(5,000xg)して塩化セシウムを取り除き､

70%エタノールで沈澱を洗浄して説塩した｡この脱塩操作を2回以

上繰り返してプラスミドを回収し､減圧乾固して500μのTE緩衝

液に溶解して-20°Cで凍結保存した｡

　プローブに用いたcDNAは以下の手順でプラスミドより分離した｡

pKT　1(10μg)は乱QRIと肘��で､pCHS　1　(10μg)および
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　cpma　2(10μg)はとQRIで37　゜Cで10時間消化した後､反応液

に1ハO量のローディング緩衝液[0.25%(W/V)bromephenolblue,

0.25%(W/V)xylencyanol,0パM　EDTA,50%(V/V)glycerol]を加

え1%アガロースゲル[1%agarose,0.5埓/ml　ethidium　bromide,

レfold　TBE=0.089M　Tris-borate(pH　8.0),0.089M　glacial

acetic　acid,0.002M　EDTA]で電気泳動してDNAを分画し､pKT　1

では1.6kb､pCHS　1　では1.4kb､cpma　2　では2.3kbに相当するバン

ドを紫外線下で切り出し､DNA回収フィルター(SUPREC-01,夕力

ラ)を用いてゲル中からcDNA画分を回収した｡得られた画分中のタ

ンパクを取り除くために等量のトリス飽和フェノールを加えて攬件

し､4　°Cで10分間遠心分離(5,000xg)して上層を回収した｡な

お､この操作は境界面にタンパク層が見えなくなるまで繰り返した｡

さらに､イオン交換カラム(QIAGEN,Promega,lnc.)でcDNAを精製

し､等量のイソプロパノールを加えて-20゜Cで1時間静置し､4　°C

で10分間遠心分離(5,000xg)してcDNAを沈澱させた｡その後､

70%エタノールで沈澱を洗浄して､減圧乾固し､少量のTE緩衝液に

溶解して-20°Cで凍結保存した｡

　cDNAの放射線標識は､ランダムプライム法(Feinberg　and

　vogelstein　1983)を用いたラベリングキット(Boehringer

　mannheim)と[α-32P]dCTP(370MBq/ml,Ameraham)で行った｡反

応後､ゲルろ過カラム(Sephadex　G-50,Pharmacia)で未反応の[

α-32P]dCTPを取り除き､標識された二本鎖DNAを10分間煮沸して

一本鎖に解離させ､プローブに用いた｡得られたプローブの比活性
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は､1~2×109cpm/埓DNAであった｡
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2.実験結果

1)エリシター誘導によるピサチン蓄積の経時的変動におよぼ

　　すオルトバナジン酸およびベラパミルの影響

　各種阻害剤のピサチン蓄積におよぼす影響を経時的に調べるため

に､エンドウ上胚軸をエリシター(最終濃度500廻/m1)､オルトバ

ナジン酸(最終濃度　1　mM)､ベラパミル(最終濃度,100μM)の

単独溶液またはエリシターと阻害剤の混合液､対照区として蒸留水

で上胚軸を処理し､3時間毎にピサチン蓄積を定量した｡その結果､

蒸留水処理区､およびベラパミル単独処理区においては､処理後18

時間以降で極僅かのピサチン蓄積が確認されるにとどまった(Fig.

　11A)｡これに対し､エリシター単独処理区では処理後9時間目か

らピサチン蓄積が確認され､少なくとも24時間後まで急激な蓄積増

高が認められた｡　しかしながら､エリシターにベラパミルを添加し

て処理した場合には､この蓄積増高が顕著に抑制されたが､その蓄

積量は蒸留水処理区およびベラパミル単独処理区と比べると多く､

15時間以降その蓄積が徐々に増加した｡すなわち､エリシターによ

り誘導されるピサチン蓄積は､ベラパミルの同時処理により約6時

間蓄積が遅れる様相を呈した｡一方､オルトバナジン酸を同時処理

した場合もベラパミル処理の場合と類似し､エリシター誘導による

ピサチン蓄積を約6時間遅らせた(Fig.11B)｡
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Fi9.　11　　Time　course　of　accumulation　of　pisatin　in　e目c　i　tor-t　reated　pea

epicotyls　in　the　presence　or　absence　of　verapamil(A)ororthovanadate(B).The

amount　of　p　i　sat　i　n　(μ9/9行esh　wei9ht)was　determined　at　intervals　of　3　h　after

the　treatment　with　elicitoralone(500μ9/ml,91ucose　equiv.)(-■-),with

e目citor　plus　100　μM　verapam目o｢l　mM　vanadate　(-●-),with　water　alone(-

○-)and　with　water　plus　100　μM　verapam目or　l　mM　vanadate　(-ロー)　　　　,

｢espectively,by　the　method　described　by　Masuda　et　al.(1983).Each　plotted

value　represents　the　mean　of　results　of　tri　p　l　i　cate　exper　i　ments,　and　the　bar

indicates　the　standard　error.
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2)PALの活性増大に およぼすオルトバナジン酸の影響

　エリシター誘導によるPAL活性の経時的変動におよぼすオルトバ

ナジン酸の作用を調べる目的で､暗所生育させたエンドウ上胚軸を

エリシター(最終濃度500廻/ml)､オルトバナジン酸(最終濃度1

　mM)､両者の混合液､および蒸留水で所定時間処理し､それぞれ処

理後3時間毎に粗酵素を抽出してPAL活性を調べた(Fig.12)｡そ

の結果､蒸留水処理区､およびオルトバナジン酸単独処理区におい

ては､処理3時間以降で僅かにPAL活性が増加するにとどまった｡

これに対し､エリシター単独処理区では処理後3時間目からPAL活

性が増加し始め､9時間後まで急激な活性増高が認められ､その後

減少した｡すなわち､一時的な活性変動のパターンを示した｡　しか

しながら､エリシターとオルトバナジン酸の混合処理区では､この

蓄積増高が顕著に抑制されたが､蒸留水処理区およびオルトバナジ

ン酸単独処理区での活性に比べると､12時間以降でその活性が増加

する傾向が認められた｡これらのPAL活性の動向は､1)で述べた

ピサチン蓄積の動向と極めて類似しており､それぞれの処理区にお

いてPAL活性はピサチン蓄積に先行する形式で変動した｡

3)PAL活性におよぼすオルトバナジン酸およびベラパミルの

　　直接の影響

暗所で生育させたエンドウ上胚軸をエリシター(500μg/ml)で処
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Fi9.12　Time　course　of　act　i　v　i　ty　of　pheny　l　a　l　an　i　ne　ammon　i　a-　l　yase　(PAL)in

elicitor-treated　pea　epicotyls　in　the　presence　orabsence　of　orthovanadate｡

The　activity　of　PAL　was　determined　at　intervals　of　3　hr　after　the　treatment　with

elicitoralone(500μ9/ml,91ucose　equiv.)(-■-),wi　th　el　icitorplus　l　mM

orthovanadate　(　-●-),with　water　alone　(-○--)　and　　wi　th　　l　　mM

orthovanadate　alone　(-ロー),｢espectively,by　the　method　described　by　Dixon

and　Fu目er(1978).Each　plotted　value　represents　the　mean　of　results　of

tripocate　experiments,and　the　bar　indicates　the　standard　error.
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理し､粗酵素を経時的に抽出してPAL活性を測定すると､2)で述

べたように処理開始後9時間で最も高い値を示した｡そこで､この

時間での粗酵素液に種々の濃度のオルトバナジン酸およびベラパミ

ルを加え､PAL活性におよぼすこれらの直接の影響を調べた｡オル

トバナジン酸を用いた場合､エリシター誘導によるピサチン蓄積お

よびPAL活性を抑制する1　mM､0.5mM､0.1mMの濃度では､対照区

として設けた蒸留水添加区に比べいずれもPAL活性を阻害しなかっ

た(Table　8)｡また､ベラパミルを用いた場合においても､ピサチ

ン蓄積を顕著に抑制する250μM､100μMの濃度でPAL活性に対

する阻害活性は認められなかった｡

4)PAL､CHSおよび原形質膜ATPase遺伝子発現におよぼす

　　オルトバナジン酸の影響

　暗所で生育させたエンドウ上胚軸をエリシター(最終濃度500沌

/ml)､オルトバナジン酸(最終濃度1　mM)､両者の混合液､および

蒸留水で処理し､処理後1時間毎に全RNAを抽出してPAL,CHSお

よび原形質膜ATPaseのcDNAをプローブに用いてノーザン解析により

mRNAの蓄積動向を調べた(Fig.13)｡本実験で用いたプローブで確

認したPALおよびCHS　mRNA　のサイズはそれぞれ約2.8kbと1.5kb

であった｡エンドウより精製されたPALタンパク質のサイズは

81kDa.であることが報告されている(Loschke　and　Hadwiger

1981)｡さらに､Kawamata　et　a1.(1992)はエンドウよりほぼ全長
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Table　8.　Di　rect　effect　of　orthovanadate　or　verapami　l　on　act　ivity　of

　　　phenylalanine　amonia刊yase(PAL)

　Addition　of

(final　concentration)

Water

Orthovanadate(0.1mM)

　　　　　　　　(lmM)

verapamil　　　(250μM)

　PAL　activity°

(DPM/μ9protein)

1357.7土68.9

1379.6土34.6

1365.9土18.6

1353.8士17.4

Meanvalue

(%control)

(1

　1

00)

02

101

100

゛The　activity　of　PAL　was　determined　by　the　method　of　Dixon　and　Fu目e｢

(1978).Each　value　represents　the　mean土SE　in　trip目cate　experiments.
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Fi9.13　Accumulation　of　mRNAs　for　phenylalanine　ammonia-lyase(PAL)and

chalcone　synthase　(CHS)in　elicitor-treated　pea　epicotyls　in　the　presence　or

absence　of　orthovanadate.Fifteen　micro9｢ams　of　total　RNA　extracted　from

epicotyl　tissues　treated　with　fun9al　elicitor(A),elicitor　plus　orthovanadate

(B),waterplus　orthovanadate　(C)orwater　alone　(D)were　fractionated　by

electrophoresis,blotted　onto　a　nylon　membrane　filter,　and　a目owed　to　be

hybridized　with　a　32P-labeled　fra9ments　of　pea　PAL　and　bean　CHS　CDNA　as

described　in　the　text.Numbers　at　the　top　indicated　the　duration　(h)after　the

treatment.The　positions　of　the　putative　mRNAs　forpea　PAL　and　CHS　are

indicated　with　arrows(2.8　kb　and　l.5　kb).
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のPAL　CDNAをクローニングし､そのサイズが2,367kbであることを

示した｡　したがって､上記の2.8kbのサイズにハイブリダイズした

バンドはPAL　mRNAに相当すると思われる｡　CHS　CDNAについてもエン

ドウよりほぼ全長がクローニングされており､そのサイズが

　1,321kbであることが示されている(Ann　1992)｡

　蒸留水処理区およびオルトバナジン酸単独処理区においては､処

理6時間後で僅かにPALおよびCHS　CDNA　とハイブリダイズするバ

ンドが確認されるにとどまった｡これに対し､エリシター単独処理

区では処理後1時間以内にPAL　mRNAが著しく蓄積し､5時間後まで

蓄積増高して6時間になると急激に減少した｡これと同様に､CHS

mRNAも時間を追ってその蓄積が増加し､6時間後には僅かながら減

少する傾向が認められた｡　しかしながら､エリシターとオルトバナ

ジン酸の混合処理区では､処理4時間目以降で両mRNAの著しい蓄積

が認められ､その後徐々に蓄積量が増加する傾向にあった｡すなわ

ち､オルトバナジン酸の添加が両遺伝子の発現を約3時間遅延させ

ることを示していると思われた｡一方､内部基準として調べた､原

形質膜ATPase　mRNA　の蓄積動向は､PALおよびCHS　mRNA　と異なり

すべての処理区において変動はなくほぼ一定であった(Fig.14)｡

また､検出されたmRNAは3.6kbおよび1.6kbであった｡
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Fi9.14　Accumulation　of　mRNA　for　the　plasma　membrane　ATPase　jn　ejicitor-treated

pea　epicotyls　in　the　presence　and　in　the　absence　of　orthovanadate.　RNA　was

blot一hybridized　with　a　32P一labeled　fra9ments　of　the　cDNA　fortobacco　ATPase　as

described　in　the　le9end　to　Fi9.　13.The　letters　and　nL㎡)ers　are　same　as　in　Fi9.

13.The　positions　of　the　putative　mRNAs　for　pea　ATPase　are　indicated　with

arrows(3.6　kb　and　l.6　kb).
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5)エリシター誘導によるピサチン蓄積におよぼすサプレッ

　　サー､オルトバナジン酸およびベラパミルの処理時期の

　　影響

　エリシター処理後にサプレッサーおよび各種阻害剤を添加した場

合にピサチン蓄積が抑制されるか否かを調べる目的で､エンドウ上

胚軸をエリシター単独で処理し(500溥/ml)､処理開始O､3､6､

9および12時間後にエリシター(最終濃度500μg/ml)とサプレッ

サーまたは阻害剤(サプレッサー最終濃度50μg/ml､オルトバナ

ジン酸　最終濃度1　mM､ベラパミル　最終濃度100μM)の混合液

で上胚軸を再度処理し､処理開始18時間後にピサチンの蓄積量を調

べた｡対照区として､蒸留水処理区とエリシター単独処理区を設け

た(Fig.15)｡その結果､PALおよびCHS遺伝子が既に活性化され

ているエリシター処理後3時間にサプレッサーを添加した場合､エ

リシター単独処理に比べ有意にピサチン蓄積が抑制された｡また､

この結果はオルトバナジン酸またはベラパミルを添加しても同様で

あった｡さらにPAL活性が増高しているエリシター処理後､6､9

時間後にこれらの阻害剤を添加した場合においてもピサチン蓄積が

抑制される傾向が認められた｡この場合､阻害剤を添加する時間に

依存してその抑制率は低下したが､ベラパミル添加区では12時間後

に添加した場合においてもサプレッサーまたはオルトバナジン酸に

比べ強い抑制効果をを示した｡
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Fi9.15　Effects　of　the　timin9　of　the　addition　of　verapamil,orthovanadate　or

fun9a　l　suppressor　f　rom　恥c∂渉厄召γd泌畑x)面s　on　the　accumulation　of　pisatin　in

e目citor-t　reated　pea　ep　i　coty　l　s.　The　ep　i　coty　l　s　were　t　reated　wi　th　e　目citoralone

and　then　transferred　to　a　solution　of　elicitor(500μ9/ml,91ucose　equiv.)plus

100μM　verapamil(朧),of　elicitor　plus　l　mM　vanadate(回)or　of　el　icitorplus

fun9al　suppressor(50μ9/ml,BSA　equiv｡)(回)0,3,6,9　and　12　hr　afterthe

initial　treatment　with　e目citor.Treatments　with　water(W)(□)and　elicitor

alone(E)(■)were　used　as　ne9ative　and　positive　controls,respectively.The

amount　of　pisatin(μ9/9　fresh　wei9ht)was　determined　18　hrafterthe　initial

treatment　with　elicitorby　the　method　described　by　Masuda　et　al.(1983).The

hei9ht　of　each　bar　represents　the　mean　of　results　of　triplicate　experiments,　and

the日ne　on　each　bar　indicates　the　standard　error.
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3 考察

第二章で述べたように サプレッサーの第一義的な作用点が原形質

膜ATPaseであると想定とすると 原形質膜ATPaseの阻害剤もサプ

レッサーと同様の形式でピサチン蓄積を抑制することが予想できる｡

そこで､エリシターで誘導されるピサチン蓄積を指標としてオルト

バナジン酸およびベラパミルの影響について調べた｡エンドウ上胚

軸をエリシターと所定濃度に調製したバナジン酸の混合液で処理し､

経時的にピサチン生産を調べたところ､エリシター処理区では6~

9時間でピサチンの蓄積が検出されるのに対し､オルトバナジン酸

またはベラパミルを併せて処理した場合その蓄積は少なくとも6時

間遅延することが明らかとなった｡以上の結果は､サプレッサーの

エリシターで誘導したピサチン蓄積におよぼす効果と酷似しており､

原形質膜ATPaseの活性阻害とピサチン蓄積抑制との間には強い相関

があることを示すものであろう｡さらに､エリシター処理後のPAL

およびCHS遺伝子の発現をノーザン解析により経時的に調べた結果､

水対照区また､バナジン酸単独処理区では両mRNAはほとんど検出

されなっかたが､エリシターで処理すると1時間以内に著しい増加

が認められ､エリシターにバナジン酸を添加して処理するとこの転

写の増加は2~3時間遅れることが判明した｡オルトバナジン酸の

PALおよびCHS遺伝子の発現におよぼす効果もサプレッサーのそれ

に対する効果と類似していた｡以上の結果は､サプレッサーの第一

義的な作用点が原形質膜ATPaseであり､ATPase阻害による膜機能障
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害作用と防御遺伝子発現に係わる情報伝達系の一時的な抑制との間

には強い相関があることを示唆するものと考えた｡すなわち､オル

トバナジン酸によるピサチン蓄積の遅延効果は､この合成系に関与

する酵素の遺伝子の活性化を転写レベルで遅延することに起因する

のであろう｡

　しかしながら､このようなオルトバナジン酸による防御遺伝子発

現の抑制作用は処理細胞の死滅に起因する可能性を無視することは

出来ない｡最近になっで､Yamada　e　t　a　l　.(1992)はエンドウのゲノ

ムから､褐紋病菌のエリシターで制御されるPALのプロモーター領

域をクローニングし､その構造を決定した｡　Hashimoto　et　a1.

　(1992)は､このプロモーター領域を含むDNA断片の下流にレポー

ター遺伝子としてCAT(chloramphenicol　acetyl　transferase)を連結

したキメラプラスミドを構築し､エンドウのプロトプラストに導入

してトランジェントアッセイを行った｡その結果､エリシター処理

でCAT活性が確認され､その活性化は1　mMのオルトバナジン酸の同

時処理で抑制されることを報告した｡さらに､彼らはカリフラワー

モザイクウイルス由来の構成的発現プロモーターである35Sプロ

モーターの下流にCAT遺伝子を連結したキメ今プラスミドをエンド

ウのプロトプラストに導入し､同濃度のオルトバナジン酸で12時間

処理してCAT活性を調べたところ､水処理区と同等の活性を示すこ

とを報告した｡これらの報告より､オルトバナジン酸はエンドウ細

胞を死滅させることにより防御遺伝子の活性を低下させるものでは

なく､活性化に至る過程を抑制する効果を有するものと考えられた｡
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　エンドウ掲紋病菌の生産するサプレッサーは､第一章で述べたよ

うに菌の接種やエリシター処理による感染阻害因子の生産やピサチ

ン蓄積など､異なる二つの化学的障壁を打破する｡ピサチンについ

ては､エリシターとサプレッサーで同時に処理した場合､その蓄積

および生合成系に係わるPAL遺伝子の発現が遅延した｡また､エリ

シター処理により生合成系がすでに活性化した9時間後にサプレッ

サーを処理した場合においても､有意にピサチン蓄積が抑制された｡

汰心け�こおいてはサプレッサーはPALおよび桂皮酸4ヒドロキシ

ラーゼ活性を阻害することにより､これらの酵素に直接作用するこ

とが報告されているが(Hiramatsu　et　al.1986)､PAL活性に対し

て直接の阻害効果を持たないオルトバナジン酸やベラパミルもサプ

レッサーと同様に 後処理した際でもピサチン蓄積を阻害するので､

サプレッサーのピサチン蓄積に対する最も重要な役割は原形質膜

ATPase阻害であると推察できよう｡

　これらのことを総合して考えると､サプレッサーをエリシターと

同時処理した際にはエリシターの情報伝達が一時的に阻害されるこ

とにより一連の防御反応が抑制されると思われるが､後処理した際

には時間的な背景から情報伝達以降の過程が抑制されると考えざる

を得ない｡また､これらの事象はサプレッサーが宿主植物のATPase

を中心とした基本的な代謝系に作用点を持つことを示しているので

はないだろうか｡この点については今後の研究の進展を待たねばな

らないが､サプレッサーおよびエリシターの活性を本菌胞子の懸濁

後経時的に調べると､前者は懸濁直後から検出されるが後者は3時
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開後より検出されることが確認されている(白石と山田1993)｡　し

たがって､感染現場においてはサプレッサーがエリシターに先行し

て作用することが予想された｡
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第四章　汰Mけoおよび汰幻凹におけるサプレッサーの原形質膜

　　　　ATPase阻害の特異性について

　エンドウ褐紋病菌は､子のう菌綱に属し､エン下ウの葉､茎､英

などに黒褐色の小さい斑点を生じ､やがて輪紋のある病徴を形成す

る糸状菌である(Heath　and　Wood　1969)｡本菌柄胞子を葉表面に接

種すると､発芽管の先端部に付着器を形成し､宿主原形質を押し込

むようにして紡錘形の感染嚢を形成する｡この時点では宿主細胞は

死に至ることはないが､接種後12時間以降になると感染嚢から侵入

菌糸が隣接した表皮細胞を貫通するように伸長して細胞が壊死する

ことが報告されている(Nasir　et　a1.1992)｡以上のように本菌の

感染過程には､半寄生菌として知られるウリ類炭そ病菌

　(Co□心Qけidu　H�eu比iau　,0'　Connel　l　et　a1.1985)と類

似し､感染初期においては共生関係を成立させる相が存在すること

が指摘されている(Nasir　et　al.1992)｡一方､本菌が病原性を示

さない他のマメ科植物に感染を試みた場合や､宿主であるエンドウ

に感染を試みて失敗した例では､付着器から侵人または感染貴形成

の過程において阻害されることが報告されている(Nasir　et　al.

　1992)｡このように､本菌は感染過程の極めて早い段階で感染の成

否が決定する｡

　Nasirのグループは(Nasir　et　al.1　9　9　2　,　Nasir　and　Hoppe

　1991)は47品種のエンドウにいくつかのエンドウ褐紋病菌の圃場分

離株を接種したところ､抵抗性を示すエンドウ品種は見い出せな
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かったとしている｡別の言い方をすると､本菌は品種レベルでの宿

主選択性はなく､種レベルで特異的に病原性を発揮する病原菌であ

るということができる｡また､エンドウ褐紋病菌サプレッサーはイ

ンゲンやダイズなど本菌の非宿主植物にエリシター処理で誘導され

るファイトアレキシン合成を抑制できないだけでなく､逆にエリシ

ターとして作用することが報告されている(Shiraishi　et　al.

　1991b)｡すなわち､エンドウ褐紋病菌のサプレッサーはエンドウ

の防御反応の発現を抑制するが､インゲンやダイズなどの他のマメ

科に属する非宿主植物に対しては防御反応の発現を抑制することは

ない｡これらのことから､本サプレッサーの抵抗反応の抑制作用は

種特異的であるといえる｡

　前章では､エンドウ掲紋病菌の生産するサプレッサーが原形質膜

ATPaseを汰心けoで阻害すること､さらに､原形質膜ATPaseの阻害

剤であるオルトバナジン酸でエンドウ上胚軸を処理すると本菌の生

産するエリシターで誘導されるピサチンの蓄積を抑制することを明

らかにした｡また､オルトバナジン酸の作用はピサチン合成系の律

速酵素であるPALおよびCHSの遺伝子発現を一時的に抑制すること

から､この作用はサプレッサーの作用に極めて類似していた｡　した

がって､サプレッサーによる原形質膜ATPaseの阻害作用が防御反応

の発現抑制に重要な役割を果たすと仮定すると､本菌の宿主植物の

みにぞの作用を発揮して寄生関係が生じ､非宿主植物には作用がお

よばず防御反応の発現による寄生の不成立という結果になることが

予想される｡
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　本章では､エンドウ褐紋病菌のサプレッサーが種特異的にエンド

ウ原形質膜ATPaseの活性を阻害するか否かを､汰幻けQおよび汰

ぬ回の作用系を用い､インゲン､ダイズ､ササゲおよびオオムギ

の原形質膜ATPaseに対する影響を比較して調べた｡さらに､エンド

ウ褐紋病菌に加えて､同属菌でキクに対してのみ有効に作用するサ

プレッサーを生産することが報告されている(Oku　et　al.1987)キ

ク花腐病菌(恥co功hyeHαH匹Hc�α)の胞子を非宿主のエンド

ウ葉に接種し､本菌が感染現場でエンドウの原形質膜ATPaseを阻害

するか否かについても併せて検討した｡

1.材料および方法

1)供試植物

　供試植物には､既述のエンドウ植物の品種ミドリウスイ､インゲ

ン植物の品種ハツミドリ(Phsohs　nぽα幻s　L.　cv.

Hatsumidori)､ササゲ植物の品種サンジャクササゲ(hg凹

si71e71sis　End1.　L.　　cv.　　Sanjakusasage)､ダイズ植物の品種グリー

ンホーマー(ayc汰elαX　Mer.cv.Greenhomer)およびオオムギ植

物の品種五畝四石(肋rdgu　aぽαΓg　L.　cv.　　Goseshikoku)を用い

た｡

　原形質膜画分を上記の植物から分離する際には､それぞれの種子
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を一昼夜水中で催芽させた後､バーミキュライトを入れたプラス

チック容器に播種し､20土2　゜Cの暗黒下で6~10日間生育させた上

胚軸または胚軸の上部5~10cmを供試した｡なお､オオムギより原

形質膜画分を分離する際は､黄化葉を用いた｡

　電子顕微鏡観察するために上記の植物を供試する際は､種子を一

昼夜水中で催芽させた後､バーミキュライトを入れたプラスチック

容器に播種し､温光制御室(20~24°C､約4000　1ux)にて約2週間

生育させ､インゲン､ササゲ､ダイズおよびオオムギでは第一葉を

供試し､エンドウでは展開した第二葉または第三葉を使用した｡

2)供試菌

　エンドウ褐紋病菌は第二章1.2)で述べたIFO　N0.0MP-1を使

用し､実験にはV-8ジュース寒天斜面培地上に25°Cの暗黒下で継

代培養し､移植6~7日後に形成される柄胞子を使用した｡なお､

継代培養中に病原性が低下した場合には､エンドウ葉に接種し､形

成された顕著な病班より再分離して､V-8ジュース寒天斜面培地

上に移植し､さらに短胞子分離を行って病原性が回復したものを使

用した｡

　キク花腐病菌(恥co功仙ygHαHg�ic�αK.F.Baker.strain

O随L)は､エンドウ褐紋病菌と同属に属し､キクの花弁の基部を掲色

に腐敗させ､やがて花を奇形化する糸状菌である｡供試したキク花

腐病菌は､岡山県農業試験場粕山新二氏より分譲されたものである｡
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実験にはV-8ジュース寒天斜面培地上に25゜Cの暗黒下で継代培養

し､移植6~7日後に形成される柄胞子を使用した｡なお､継代培

養中に病原性が低下した場合には､キクの花弁に接種し､形成され

た顕著な病班より再分離して､V-8ジュース寒天斜面培地上に移

植し､さらに短胞子分離を行って病原性が回復したものを使用した｡

3)接種源の調製および接種

　継代培養した供試菌を移植して6~7日目に形成した胞子を､白

金耳で菌体表面を軽く擦ることにより掻き取り､滅菌水を入れた

エッペンドルフチューブ中で懸濁した｡得られた胞子懸濁液を､二

層のガーゼでろ過して混人した培地成分などを取り除いた後､ろ液

を､5分間遠心分離(3,000xg)して胞子を沈澱として回収した｡

この操作を二度繰り返して胞子を洗浄した｡胞子懸濁液の胞子濃度

は､血球計算器を用いて顕微鏡下で計数し､5×105spores/�に調

整した｡

　温光制御室で生育させた播種後約二週間のエンドウの上位第二･､

三葉を切断し､葉の表皮を蒸留水を含ませた脱脂綿で軽く拭いて

ワックス層を部分的に除いて水を弾かないようにした｡湿室条件に

したプラスチック容器内に葉を置き､一葉あたり10μずつの胞子懸

濁液を接種した｡また､接種する際には､胞子濃度を均一に保つた

めに胞子懸濁液を一回よく攬挫して行った｡
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4)エンドウ褐紋病菌のサプレッサーの調製

　エンドウ褐紋病菌のサプレッサーは､第二章1.4)と同様に､

Hiramatsu　et　al.(1986)およびShiraishi　et　al.(1978)の方法

に準じてエンドウ掲紋病菌の胞子発芽液から調製した｡なお､以降

に示すサプレッサーの濃度は牛血清アルブミン(BSA)の換算値で示

した｡

5)各種植物からの原形質膜の分離

　原形質膜ATPaseに対する抑制効果におけるサプレッサーの特異性

を汰心けoで調べるために､Yoshida　et　al.(1986)の方法を一部改

良して各植物から水性二相分配法により原形質膜画分を分離した｡

エンドウ上胚軸およびインゲン､ササゲ､ダイズの胚軸からの分離

法の概要は第二章1.7)で述べた｡オオムギ黄化葉からは次に述

べる方法で調製した｡

　暗黒下で生育した黄化オオムギ葉を水道水で洗浄した後､4℃の

冷蔵庫で約1時間冷却した｡オオムギ葉を(100g)を乳鉢に入れ､あ

らかじめ4　°Cに冷却した200mlの摩砕緩衝液中[75mM　MOPS/KOH

(pH　7.6),　0.25M　sucrose,5　mM　EDTA,5　mM　EGTA,2　mM　PMSF,4　mM

　SHAM,10瘍/ml　BHT,2.5　mM　potasium　metabisulfate,0.5%

　(W/V)BSA(defatted),1.5%(W/V)Polyclar　AT]で十分摩砕レた｡

懸濁液を4層に重ねたガーゼで濾過し､濾液を4　°Cで15分間遠心分
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離(12,500xg)して残漬や核､ミトコンドリアなどを取り除いた｡

得られた上清を再度4　°Cで15分間遠心分離(156,000xg)して､

沈澱物を10mlのリン酸緩衝液[10mM　potasium　phosphate(pH

7.6),0.25M　sucrose,10mM　NaC目でテフロンホモゲナイザーを用

いて懸濁して､ミクロゾーム画分(原形質膜､トノプラスト膜､小

胞体膜､ゴルジ体膜などを含む)を得た｡新たな遠心管2本に25ml

づつ二相分配溶液[10mM　potasium　phosphate　(pH　7.6),5.6%

　(W/W)Dextran　T500,5.6%(W/W)PEG　4000　(M.W｡3350),0.25M

　sucrose,10mM　NaC目を分注し､それぞれの遠心管にミクロゾーム

画分を5　mlづっ加えた｡遠心管を横にしてミクロゾーム画分を含む

二相分配溶液を30回軽く攬挫した後､O　゜Cで4分間遠心分離

　(1,000x　g)して下層(トノプラスト膜､小胞体膜およびゴルジ

体膜などを含む)と上層(原形質膜およびトノプラスト膜を含む)

とに分け､上層を回収した｡ついで､あらかじめ用意した二相分配

溶液の下層(デキストラン層)と試料を含む上層を再び混合し､上

記の要領で二相分配を行い上層を回収した｡このようにして得られ

た上層に2倍量以上の希釈緩衝液[75mM　MOPS/KOH　(pH　7.6),

0.25M　sucrose,10mM　KCI,1mM　EDTA,0.2mM　PMSF,1mM

　ditiothreotol(DTT),10埓/ml　BHT]で希釈して4　°Cで15分間遠心

分離(156,000　x　g)して､遠沈物を0.25Mのショ糖を含む保存用

緩衝液(5　mM　MOPS/KOH,pH　7.6)を加え､4　°Cで15分間遠心分離

　(156,000xg)することにより洗浄して同じ緩衝液で懸濁した画

分を原形質膜画分として用いた｡なお､原形質膜の量はBSAを標準
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タンパクとしてLowry　et　al.(1951)の方法により評価し､凍結融

解による膜脂質および膜タンパク質の変性を避けるために少量づつ

分注して-80　°Cで保存した｡

6)汰ぬけ�こおける原形質膜ATPase活性の測定

　各植物から分離した原形質膜画分を用いて､第二章1.8)で述

べたように､‘Perlin　and　Spanswick　(1981)の方法に従いATPase活

性を測定した｡各原形質膜画分(3μg,BSA換算値)は50μg/ml

(BSA換算値)の濃度のエンドウ褐紋病菌サプレッサーで処理した｡

また､原形質膜の純度を評価する目的で､オルトバナジン酸ナトリ

ウム(1　mM),アジカナトリウム(100μM),ショウ酸ナトリウム

(50mM)に対する感受性も併せて検討した｡

7)汰心回における原形質膜ATPase活性の検出

　葉組織でのATPase活性はATPの分解によって生ずるP04-がPb21と

反応して沈着することで､電子顕微鏡により高電子密度の点として

観察することができる｡そこで本実験では､Hall　et　al.(1980)お

よびMoore　et　al.(1987)の方法を一部改良して活性検出を行った｡

10μのオルトバナジン酸溶液(1　mM)､サプレッサー(50沌/ml)ま

たは胞子懸濁液､および対照区として蒸留水で各植物の葉表面を処

理した後､20゜Cで3､6および9時間静置した｡その後､葉組織か
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ら各処理を施した部分をあらかじめ切り取り､氷冷した固定液A

　[50mM　Tris-Mes(pH　7.2),4%paraformaldehyde,0.2%

g･l　u　tara　l　dehyde　]中に浸潰しながら､縦5~10mm､幅1　mm以下の葉

片になるように切断した｡これらの試料は､余分な傷をつけないよ

う注意深く取り扱い固定液Aの入ったサンプル管に人れ1時間浸漬

固定した｡試料を固定した後､O゜Cの洗浄緩衝液で(50mM　Tris-

Mes,pH7.2)で､5回洗浄した｡その後､22°Cの反応液[4mM

Pb(N03)2,2.5mM　Mg(N03)2,3.5mM　ATP,50mMTris-Pipes(pH

　7.2)]中に試料を浸潰して1時間反応させた｡反応後､Tris/Pipes

　(pH　7.2)で5回洗浄した｡洗浄した試料を50､70､90､95､99お

よび100%のエタノールシリーズで順次30分間浸潰し､プロピレンオ

キサイドに置換した後SPURR樹脂中に包埋し､70°Cで8時間重合さ

せた｡包埋試料からウルトラミクロトーム(mode1　0mU2,Reichert

　ustria)に装着したガラスナイフでゴールドの超薄切片(ca.80-

　90　nm　thick)を作成し､フォルムバール膜を張ったシングルス

ロットの銅グリッド上にのせた｡　1%の酢酸ウラニルで30分間染色

した後､透過型顕微鏡りOEL100B)を用いて加速電圧80kvで観察

を行った｡なお､未染色の試料は元素分析装置を備えた透過型顕微

鏡(HHachi　H-7100､Horiba　Emax-3770)を用いて加速電圧75kv､

プローブ電流7.2×1〔ドloAで分析した｡
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2.実験結果

1)汰むHr�こおけるサプレッサーの原形質膜ATPaseにおよぼ

　　す阻害の特異性について

　各植物から分離した原形質膜画分における､原形質膜の純度を評

価する目的で､オルトバナジン酸ナトリウム(1　mM)､アジ化ナト

リウム(100μM)､ショウ酸ナトリウム(50mM)のATPase活性にお

よぼす影響を検討した結果､いずれの膜画分のATPase活性も､アジ

化ナトリウムおよびショウ酸ナトリウムに非感受性でオルトバナジ

ン酸により強く阻害されたので､いずれの画分も原形質膜に富むと

判断された(Table　9)｡

　一方､エンドウ褐紋病菌の宿主であるエンドウ､非宿主であるイ

ンゲン､ササゲ､ダイズおよびオオムギ葉から分離した原形質膜画

分をサプレッサーで処理したところ､全ての原形質膜ATPase活性は

阻害された(Fig.16)｡

2)汰心凹におけるサプレッサーの原形質膜ATPaseにおよぼ

　　す阻害の特異性について

　エンドウの葉組織を蒸留水またはサプレッサーで1時間処理し､

ATPとショウ酸鉛を与えて活性染色した後電顕観察したところ､蒸

留水処理区では細胞壁に沿って､高電子密度の沈着物が観察された｡
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Table　9.　Effects　of　ATPase　inhibitors　on　plasma　membrane　ATPase　activities

　　　derived　from　several　plants

　　Treatment

(final　concentration)

Control

NaN03

NaN3

Na3V04

(50

(0.1

　(1

mM)

mM)

mM)

Pea

12.0(100)

14.2(118)

12.1(101)

2.4(20)

ATPase　activity'　(Relative　act,ivity)

Cowpea

13.3(100)

13.5(102)

13.2(99)

3.6(27)

Soybean　Kidney　bean　Bar§ey

7.9(100)

8.7(110)

6.2(78)

3.2(4D

9.3(100)

10.9(117)

9.1(98)

1.2(13)

47.6(100)

48.5(102)

49.3(104)

17.7(37)

'The　assay　forATPase　activity(μmol　Pi/m9　protein/h｢)was　carried　out　in

30mMTris-Mes(pH　6.5)that　contained　plasma　membrane　protein　(3μ9)and

3mM　M9S04　and　3　mM　ATP　at　37゜C　for　15　min　by　the　method　described　by　Pe山n

and　Spanswick　(1981).
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Fi9.16　Effects　of　suppressor　(50μ9/ml)from　M.糾斑)&s

on　ATPase　activities　in　plasma　membranes　isolated　from

host　or　nonhost　plant　tissues.The　ATPase　activity　was

determined　by　the　method　of　Pe山n　and　Spanswick　(1981)｡

The　relative　ATPase　activity　(%)was　calculated　a9ainst

cont　ro　l　act　i　vity　with　each　plant　described　in　Table　9.
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沈着物に相当する部分をX線分析したところ､van　Steveninck

　(1979)によって報告されているように2.23-2.53　Kev　(Kilo

　electron　vol　t)の範囲に鉛の存在を示すピークが認められた

　(Fig.17)｡　しかレながら､Piを示すピークは確認されなかったこ

とより､リン酸との化合物ではなく､鉛自身が析出したものである

と思われた｡さらに､蒸留水処理に加えサプレッサーで一時開処理

したエンドウ葉で電顕観察したところ､前者では原形質膜に沿って､

高電子密度物質の沈着が観察されたが､後者では観察されなかった｡

この像を2.23-2.53　Kev　で平面解析を行ったところ､沈着物が観察

された部分のみに鉛を示す点が現れ､サプレッサー処理区では僅か

に確認されるのみであった(Fig.18)｡エンドウ､ササゲ､インゲ

ン､ダイズおよびオオムギ葉に､オルトバナジン酸処理を1時間施

して高電子密度物質の沈着の有無を調べたところ､いずれの植物に

おいても蒸留水処理区で観察された沈着は観察されなかった(Fig.

　19)｡　したがって､この高電子密度物質の沈着は､ATPase活性を反

映した鉛であると考えられた｡興味深いことに､サプレッサーで処

理した､ササゲ､インゲン､ダイズおよびオオムギではATPase活性

に依存する鉛の沈着が認められたが､エンドウでは確認されなかっ

た｡
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Fi9.17　X-ray　microanalysis　of　the　electron-dense　9ranules　on　plasma　membranes

in　pea　ce目.Cytochemical　detection　of　plasma　membrane　ATPase　was　carried　out　l

hr　after　tratment　with　water　by　the　method　as　described　in　the　text.　Note　that

the　emission　peaks　of　Si-Kα,Pb-Mαand　-　Lα,C卜Kα,Cu-Kαand　-　Kβand

Zn-Kαwere　detected.CPS,count　per　second;　Kev,　k目o　electronvolt.
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Fi9.18　X-｢ay　mappin9　(MAP)of　the　distribution　of　lead　and　scannin9

transmission　electron　mjcroscopy(STEM)of　pea　ce目s　aftercytochemical　stainjn9

for　ATPase　activity.　The　loca目zation　of　ATPase　activity　was　performed　l　h

aftertratment　of　leaves　with　water　(W)or　the　suppressor(S),usin9Jead-Mα

as　described　in　the　text.The　letters　in　photo9｢aphs　indicate　ce目wall(CW)

and　plasma　membrane(PM),and　the　len9th　of　the　barrepresents　2　μm.Note

that　the　lead　deposits　are　localized　on　plasma　membranes　and　fragments　of

tonoplast　in　water-treated　pea　cells　but　not　in　the　suppressor-treated　ce目s.

97



喝
ω
{
`

　
c
{
こ
j

y
s
c
『
w
i

S

Qj

fn_

S
O

CJ

c
Z
'
{
こ
o
″
w

-

aj

一

』
伺
m

Water vanadate

/

苓ヴこ
7∧ハ,乙j
　PM　　　ヽ尽　､.

争ル吋

Suppressor

々一

‘　　(T

　4;i゛'5r弐
　　　　　一

Fig.19　Effects汰sHu　of　orthovanadate　and　suppressor　from恥cQ郎仙eγeHα

μ斑)面s　on　plasma　membrane　ATPase　activities　in　epidermal　cells　of　five　plant

species.Cytochemical　detection　of　ATPase　was　carried　out　l　h　after　treatment

of　respective　plant　leaves　with　water,　Na3V04　or　the　suppressor,as　described　in

the　text.The　letters　and　bar　in　photo9raphs　indicate　the　same　or9ane目a　and

scale,respectively,as　descrjbed　in　the　le9end　to　Fi9.18　.　Note　that

orthovanadate　inhibited　the　deposition　of　lead　on　plasma　membranes　in　a目plant

cells,but　the　suppressor　from　the　fungus　blocked　the　deposition　only　in　pea

ce目s　amon9　the　five　plant　species　tested.
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3)サプレッサー処理エンドウ葉におけるATPase活性の

　　経時的変動

　蒸留水あるいはサプレッサーでエンドウ葉を3､6および9時間

処理した後､ATPとショウ酸鉛を与えて活性染色した後電顕観察し

たところ､蒸留水処理区ではいずれの時間においても原形質膜に

沿って高電子密度物質の沈着が観察された｡サプレッサー処理区で

は処理後3および6時間ではこの沈着は観察されなかったが､9時

間になると沈着が観察された(Fig.20)｡

4)病原菌接種エンドウ葉におけるATPase活性の経時的変動

　本サプレッサーが感染現場において宿主の原形質膜ATPaseを阻害

するか否かを調べる目的で､エンドウ葉にエンドウ褐紋病菌あるい

は非病原菌であるキク花腐病菌をそれぞれ接種し､3､6および9

時間後にATPと鉛を与えて活性染色した後､電顕観察した｡その結

果､キク花腐病菌の接種葉では､いずれの時間においても胞子下に

ATPase活性を示す高電子密度物質の沈着が認められた｡　しかし､エ

ンドウ褐紋病菌の接種葉では､少なくとも接種後6時間まではその

沈着が観察されず､9時間後　になると観察された(Fig.21)｡

99



3h

6h

Suppressor

3h

ざご`●,'1111sl/1/`'sl!;:
r亀'

Water

φ'`jみゴ

　　　¬゛`･　･　　　　　　　　　　~

/　ダ弗?包ヽ(1ヽ⌒･ダc≒.,..り!1

9h
‘'4'rt曳･　･.･

ゝ

Fi9.20　Chan9es　in　ATPase　activity　in　pea　ce目s池sHu　aftertratment　with

water　or　the　suppressor　行om恥co坤仙召γeHαμno心s.The　numbers　in

photo9raphs　represent　hours　aftertreatment　with　water　or　with　the　suppressor,

as　described　in　the　text.　The　bars　in　photo9raphs　represent　the　same　scale　as

described　in　the　le9end　to　Fig.18.Note　that　the　ATPase　activjty　in　the

suppressor一treated　ce目s　was　markedly　inhibited　for　6　h,　but　recovered　9　h

after　treatment.
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Fi9.21　Chan9es　in　ATPase　activjty　in　pea　ce目s説ぬ誂after　inoculation　with

a　pea　patho9en,　恥a)功厄召γ召Hαか訊∂d召s　and　a　nonpatho9en,　M.Mgl瓦Qc∂1α.The

numbers　in　photo9｢aphs　represent　hours　after　inoculation　with　M.　μ7z∂&s　or　M.

a詐1ocoaz.The　letters,　P,L,CW　and　PM　indicate　M.　μ71aigs,M.Hg公oc∂函,

ce目wa目(cuticle　layer)and　plasma　membrane,respectively.The　bars

represents　2　μm.Note　that　the　ATPase　activity　in　tissues　inoculated　with　M.

糾71∂dgs　was　severely　inhibited　for　6　h　but　recoverd　9　h　after　inoculation,　as　jn

the　case　of　the　suppressor-treated　ce目s　shown　in　Fi9.　20.
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3.考察

　エンドウ褐紋病菌の生産するサプレッサーは宿主植物であるエン

ドウおよび非宿主植物であるササゲ､インゲン､ダイズおよびオオ

ムギから調製した原形質膜画分のATPase活性を非特異的に阻害する

が､組織レベルではエンドウのみのATPase活性を種特異的に阻害す

ることが明らかとなった｡本サプレッサーの感染誘導作用の特異性

を解析するために､上記の5つの植物をサプレッサーで処理して､

本来いずれの植物にも病原性を示さないナシ黒斑病菌の毒素生産能

失活株を接種したところ､エンドウのみに病斑が形成されることを

先に述べた｡このように､汰心凹での本サプレッサーによる原形

質膜ATPase阻害とその受容性誘導の作用特異性が一致することから､

両者の間には強い相関があるものと考えられた｡さらに､エンドウ

褐紋病菌およびキク花腐病菌をエンドウ葉に接種した場合､前者に

おいてのみ原形質膜ATPaseが阻害されたことより､サプレッサーは

感染現場においても作用し､エンドウーエンドウ掲紋病菌の間での

特異的な相互作用は原形質膜ATPase活性の抑制が鍵となっている可

能性を強く示唆するものであると考えた｡

　Gayらのグループは絶対寄生菌であるエンドウうどんこ病菌

　(計ys呻hμsi)を用いて同様の実験を試みている｡エンドウう

どんこ病菌は付着器から栄養吸収器官である吸器を細胞壁と原形質

膜の間に形成し､宿主細胞を壊死させることなく寄生する糸状菌で

ある(Manners　and　Gay　1982)｡そこで彼らは､宿主細胞内から吸
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器への栄養成分の移行を考えた際に､原形質膜の透過性の変化に共

生機構の鍵があるものと考えて原形質膜ATPase活性の変動を感染組

織にATPと鉛を与えて電子顕微鏡下で観察した｡その結果､吸器周

辺の宿主原形質膜のATPase活性が抑制されていることを見い出した

　(Spencer-Phi　l　l　ips　and　Gay　1981)｡エンドウ褐紋病菌も本章の冒

頭で述べたように初期感染過程では絶対寄生菌と類似した様相がみ

られることから､ATPaseの抑制は寄生機構の一端を担う共通の事象

であるかもしれない｡

　本研究では汰Mけ�こおけるサプレッサーによる非特異的な

ATPase阻害作用の原因については回答を得るには至らなかったが､

同様な現象がC･dH･わ･hsぬd･riαeの生産する宿主特異的毒素で

あるHV毒素で得られている｡すなわち､Wolpart　and　Macko　(1989)

は感受性および抵抗性のエンバク葉に12　51で標識したHV毒素の誘導

体で処理して結合タンパクの有無を調べたところ､感受性品種のみ

特異的に結合する100kDaのタンパクを原形質膜画分に見い出し､受

容体の存在を示唆した｡　しかしながら､分離した原形質膜画分を標

識したHV毒素の誘導体で処理する'と､いずれの植物にも100kDaのタ

ンパクが検出されることから､浅ぬけoではその結合能に特異性は

ないとした｡一方､Akimi　tsu　et　al.　(1992)はHV毒素に対するポリ

クローナル抗体を作成し､毒素処理を施して100kDaのタンパクを検

出したところ､汰幻凹および汰ぬけ･のいずれの実験でも感受性

および抵抗性品種に結合がみられたとしている｡このように異なる

結果が報告されているが､サプレッサーで得られた実験結果は前者
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の報告と一致しており､汰幻凹および浅幻けoでの原形質膜

ATPase阻害における特異性の相違は両者の異なった条件下における

受容タンパクのコンフォーメイションの相違に起因するであろうと

推定している｡

　サプレッサーによる原形質膜ATPase阻害を経時的に調べたところ､

処理後6時間以降になると活性が回復することが明らかとなり､褐

紋病菌胞子を接種した場合も同様にその阻害作用は一時的なもので

あった｡エリシターで誘導されたピサチン蓄積に対するサプレッ

サーの抑制効果も一時的であったことを考え併せると(Yamada　et

a1.1989)､サプレッサーの作用は可逆的であると考えることがで

きる｡　Yoshida　et　al.(1989)はリョクトウを2日以上低温環境に

さらすと液胞膜のATPase機能が低下し､最終的には細胞死に至るこ

とを指摘した｡原形質膜ATPaseを阻害するサプレッサー処理を施し

たエンドウ組織には壊死が誘起されないので､その作用は致死的な

作用ではなく､本サプレッサーの作用が失効してゆく何らかの過程

があり､原形質膜ATPaseが回復するものと思われる｡

　原形質膜ATPaseは､プロトン輸送を行う際の自身のリン酸化に伴

うコンフォーメイション変化からEIE2-ATPaseともいわれ､プロテ

アーゼによる分解を受けやすくなる(Serrano　1990)｡　したがって､

細胞あたり106個存在するATPaseは3~9時間で新しく合成された

ATPaseに置換されることが示唆されている(Serrano　1988)｡また､

塩障害を受けた植物は細胞内のCa2¨濃度が上昇レ厄常性に異常をき

たすが､塩耐性植物ではCa2｢-ATPaseの発現が誘導され､小胞体内
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に輸送されることが示唆された(Perz-Prat　et　a1.1992)｡第三章

で述べたようにオルトバナジン酸でエンドウ上胚軸を処理しても､

原形質膜ATPase　mRNA　は一定の蓄積を示したので､ATPaseタンパク

質が盛んに合成され機能回復に貢献する可能性を考えることができ

る｡このような現象から､ATPaseの代謝回復はサプレッサー効果の

減少の一因と考えられるので､ATPase回復の機構を突き詰めること

はエンドウ褐紋病菌に耐性をもつエンドウ植物の育成に一助を与え

るものと思われる｡
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第五章　キチナーゼおよびβ-1,3-グルカナーゼ活性におよぼす

　　　　エリシター､サプレッサーおよびオルトバナジン酸の影響

　エンドウ褐紋病菌の生産するエリシターでエンドウ組織を処理す

ると防御物質であるファイトアレキシンの蓄積のみならず感染阻害

因子の蓄積が誘導され(Yamamoto　et　al.1986)､その組織は病原

性菌の感染をも許容しない抵抗性の状態となる｡　しかしながら､本

菌の生産するサプレッサーはこれらの動的防御反応の発現を抑制し､

エンドウ組織に非病原菌が感染できるようになる受容性を誘導する

　(Oku　et　al.1980)｡さらにこの受容性誘導能と､ファイトアレキ

シン蓄積抑制作用との間には相関のあることが報告されている

　(Oku　et　al.1987,Shiraishi　et　al,1991♭)｡

　最近になって､上記の防御物質の他にキチナーゼおよびβ-1,3-

グルカナーゼの活性増高が防御反応に寄与すると考えられている

　(Abeles　et　al.1971,Bol　ler　1985,Schlumbaum　et　al.1986,

　Yoshikawa　and　Takeuchi　1991)｡この考えは次に示す二つの証拠

に基づいている｡1)種々の植物でキチナーゼやβ-1,3-グルカナー

ゼの存在が報告されているが､高等植物にはキチナーゼの基質であ

るキチンが存在せず､β-1,3-グルカンについても力ロースなどの

限られた部分にしか存在が知られていない｡卵菌綱では後者が主要

な細胞壁組成となっているが､卵菌綱以外の多くの病原糸状菌の細

胞壁は両物質が主な構成成分である(Wessels　and　Sietsma　1981,

Schroder　et　al.1992)｡2)キチナーゼやβ-1,3-グルカナーゼは
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エチレン処理や､病原菌の感染およびエリシター処理で同調して誘

導される(Abeles　et　al.1971,Mauch　et　a1.1984,Pegg　and

Young　1981,vogel　i　et　al.　1988)｡エンドウにおいてもMHchや

　Hadwigerのグループはこれらの活性増高が侵人菌の細胞壁を分解

するばかりでなく､病原菌由来のエリシターを遊離させることを示

唆し､注目を集めるようになった(Mauch　et　al.1984,1988a,

1988b,Hadwiger　and　Beckman　1980)｡

　本サプレッサーの受容性誘導活性の要因をエンドウの発揮する誘

導性抵抗反応の制御といった観点から考えると､ピサチンや感染阻

害因子の生合成･蓄積のみではなく､キチナーゼやβ{,3-グルカ

ナーゼの生産および活性増大を含めた複数の抵抗性要因の生産が抑

制されなければ受容性は誘導されないと考えられる｡それは､階層

的に発現するこれらの防御因子の一つが感染現場において高いレベ

ルで蓄積すれば､病原菌の感染や菌糸伸長は妨げられることは容易

に予想されるからである｡

　本サプレッサーは､感染阻害因子やファイトアレキシンの生産･

蓄積を抑制する作用を持つことが既に報告されている(Yamamoto

　et　al.1986)｡これらの背景から考えると､本サプレッサーはエ

ンドウのもつ抵抗反応を総合的に制御して､エンドウ褐紋病菌の感

染を成立させるものと推察される｡他の制御要因と考えられるキチ

ナーゼやβ-1,3-グルカナーゼの生産に対してもサプレッサーが抑

制的に作用するか否かは興味のあるところである｡

　前章では､サプレッサーの原形質膜ATPase阻害における作用特異
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性について検討し､組織レベルではエンドウ植物に対してのみ特異

的に阻害することを示した｡　しかし､オルトバナジン酸は供試した

いずれの植物の原形質膜ATPase活性をも阻害することを示した｡原

形質膜ATPaseの阻害がエリシターで誘導される抵抗反応を総合的に

抑制すると仮定すると､サプレッサーやオルトバナジン酸処理はキ

チナーゼやβ-1,3-グルカナーゼの活性増加も抑制するものと予想

される｡そこで本章では､エリシターで誘導されるキチナーゼやβ

-1,3-グルカナーゼの活性増大におよぼすサプレッサーおよびオル

トバナジン酸の影響ついて調べた｡さらに､サプレッサーの作用特

異性を調べる目的で､非宿主植物であるインゲンおよびダイズに対

する作用についても併せて検討した｡

1.材料および方法

1)供試植物

　供試植物には､既述のエンドウ植物の品種ミドリウスイ､インゲ

ン植物の品種ハツミドリおよびダイズ植物の品種グリーンホーマー

を用いた｡

　粗酵素を上記の植物から分離する際には､それぞれの種子を一昼

夜水中で催芽させた後､バーミキュライトを入れたプラスチック容

器に播種し､20土2　゜Cの暗黒下で6~10日間生育させた上胚軸また
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は胚軸の上部5　cmを供試した｡

2)エリシターおよびサプレッサーの調製

　エンドウ褐紋病菌のエリシターおよびサプレッサーは､第二章1.

4)と同様に､Hiramatsu　et　al.(1986)およびShiraishi　et　al,

　1978)の方法に準じて胞子発芽液から調製した｡なお､エリシター

濃度はグルコースを標準標品として糖定量し(Dubois　et　al.

1956)､サプレッサーは牛血清アルブミンを標準標品としてLowry

　et　al.(1951)の方法により定量した｡以降に示す両者の濃度はグ

ルコースおよび牛血清アルブミンの換算値で示した｡

3)ヱリシター､サプレッサーおよびオルトバナジン酸の処理

　暗所で生育させた供試植物の上胚軸または胚軸の中腹部分を5　cm

の長さになるように切断し､さらに縦軸方向にそって二つに切断し

た｡プラスチックバッド中のアルミホイル上にスポットしたエリシ

ター溶液(500溥/ml)､エリシター(最終濃度500端/m1)とサプ

レッサー(最終濃度　50廻/ml)の混合溶液､エリシター(最終濃度

　500瘍/m1)とオルトバナジン酸(最終濃度1　mM)の混合溶液および

蒸留水に上胚軸片の切断面が十分に接するようにして置き､湿室条

件下で所定の時間処理した｡また､処理液は一対の上胚軸片あたり

300μとした｡
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4)粗酵素の抽出

ピサチンの定量と同様に､各処理液で上胚軸または胚軸を処理し､

20土2　゜Cの暗所に湿室状態で静置したのち､処理開始24時間目まで

3時間毎にそれぞれ約400mgずつ液体窒素で経時的に凍結固定した｡

そこからMauch　et　al.(1988a,♭)と　Booer　et　al.(1983)の方

法を参考に一部改良して粗酵素液を抽出した｡

　固定した上胚軸を､液体窒素を入れた入鉢で摩砕し､摩砕液に20

mgのPolyclar　AT　(Polyscience,lnc.)と1�の抽出緩衝液[0.1M

　Tris/HCI(pH　7.0),1　mM　β-mercaptoethano1,1　mM　PMSF]を加

えて再び摩砕し抽出した｡抽出液をエッペンドルフチューブに移し､

4　゜Cで20分間遠心分離(5,000xg)して植物残漬を取り除きその

上清を回収した｡遊離の糖､特に両酵素活性測定の妨害となるグル

コースおよびN-アセチルグルコサミンを取り除くために､80%飽和

になるようにして硫安を加えて氷上で2時間静置し､4　°C　10分間遠

心分離(20,000xg)して粗酵素画分を沈澱させた｡さらに､30

　mM酢酸ナトリウム緩衝液(pH　5.0)をゆっくり人れて4　゜C　10分間

遠心分離(2,0000xg)して洗い､沈澱した粗酵素画分を200μの

　30mM酢酸ナトリウム緩衝液(pH　5.0)で溶解し粗酵素液とした｡

各処理区の粗酵素液は､Lowry　et　al.(1951)の方法にしたがって

タンパク質を定量し､牛血清アルブミン換算値で濃度を測定した｡

なお､サプレッサーおよびオルトバナジン酸のキチナーゼおよびβ

-1,3-グルカナーゼの活性に対する直接の作用を調べる場合には､
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エリシター処理24時間後に抽出した粗酵素を用いた｡

5)キチナーゼ活性の測定

　各処理を施したエンドウ上胚軸から経時的に抽出した粗酵素液に

おけるキチナーゼ活性を､BOHer　et　al.(1983)の方法に従って測

定した｡

　各粗酵素の濃度を1　mg/m1(牛血清アルブミン換算値)に調整し､

その10μに2μの10μMアジ化ナトリウム､基質として15μのキチ

ンコロイド溶液(20mg/m1)を加え､123μの10μM酢酸ナトリウム

緩衝液(pH　5.0)で150μに調整し､37°Cで2時間反応させた｡そ

の後､2分間遠心分離(3,000xg)し､キチンを沈澱させて反応

を止め､上清を回収した｡なお､キチンコロイド溶液はBerger

and　Reynolds(1958)の方法にしたがって調製した｡

　20mgのキチンを乳鉢に量り取り､10~20°Cの条件下で100μのア

セトンを加えてよく摩砕し､さらに500μの塩酸を加えて摩砕して

糊状にした｡その後､得られた粘性のある溶液をガラスウールで濾

過した｡濾液に等量のエタノールを攬伴しながら加え､遠心分離

　(3,000xg)してキチンを沈澱させ､1�の蒸留水に溶解しキチ

ンコロイド溶液とした｡
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〔1〕エクソキチナーセ活性の測定

　得られた上清45μに9μのO｡8Mホウ酸カリウム緩衝液(pH

　9.1)を加え､3分間煮沸した｡室温まで徐々に冷却し､270μの

DMAB(ρ-Dimethylaminobenzaldehyde)溶液を加え､37°Cで20分間

発色させた｡再び室温まで冷却し､その5μfを95μの蒸留水で希釈

し　0.D.5　85　nmにおける吸光度を分光光度計で測定し､あらかじめ作

成した標準曲線よりN-アセチルグルコサミンの濃度を求めた｡また､

DMAB溶液は､Ressing　et　a1.(1955)の方法に従って調製した｡

10gのρ-ジメチルアミノベンズアルデヒドを12.5%の塩化水素を

含む氷酢酸に溶かし､使用する前に水酢酸で10倍希釈して用いた｡

本溶液は､4℃の冷蔵庫内で一ヵ月間保存可能である｡

〔2〕エンドキチナーゼ活性の測定

　得られた上清45μに3μの3%ヘリカーゼ､1Mリン酸ナトリウ

ム緩衝液(pH　7.0)を加え､37゜Cで2時間静置した｡エンドキチ

ナーゼの活性測定と同様に､10.5μの0.8Mホウ酸カリウム緩衝液

　(pH　9.1)を加え､3分間煮沸した｡その後室温まで徐々に冷却し､

　315μのDMAB試薬を加え､37゜Cで20分間発色させた｡再び室温まで

冷却し､その5μを95μの蒸留水で希釈し0.D.58　5n　m　における吸光

度を分光光度計で測定し､あらかじめ作成した標準曲線よりN-アセ

チルグルコサミンの濃度を求めた｡
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6)β-1,3-グルカナーゼ活性の測定

　各処理を施した胚軸から経時的に粗酵素液を抽出し､Abeles　and

Forrenゼe(1970)の方法に従ってβ-1,3-グルカナーゼ活性を測定

した｡各粗酵素の濃度をl　mg/ml(牛血清アルブミン換算値)に調整

し､反応液が100μになるようにして3μの10μMアジ化ナトリウ

ム溶液､基質として50μの2%ラミナリン溶液､37μの30mM酢酸

ナトリウム緩衝液(pH　5.0)を加え､50゜Cで2時間反応させた｡そ

れぞれの反応液に300μのジニトロサリチル酸試液(880m1の水に

8.8gの3,5-dini　trosaocylic　acid　および225gのpotassium

sodium　tartrate　･　6H20を溶解した液に300mlの4.5X　NaOH　添加し

たもの)を添加して反応を停止し､5分間煮沸した後25°Cまで徐々

に冷やしてラミナリンから遊離したグルコースを発色させた｡発色

液の5μを95μの蒸留水で希釈し､0.D.58　5‥における吸光度を分

光光度計で測定し､グルコースを基準とした標準曲線より濃度を算

出して活性を求めた｡

113



2.実験結果

1)エンドウのキチナーゼ活性の経時的変動におよぼすエリシ

　　ター､サプレッサーおよびオルトバナジン酸の影響

〔1〕エクソキチナーゼ活性におよぼすサプレッサーおよび

　　　オルトバナジン酸の作用

　暗所で生育させたエンドウ上胚軸に､エリシター単独処理､エリ

シターとサプレッサーの混合処理､エリシターとオルトバナジン酸

の混合処理､対照区として蒸留水処理を施し､それぞれ処理後3時

間毎に24時間まで経時的に粗酵素液を抽出して､エクソ牛チナーゼ

の活性を調べた｡その結果､24時間を通して､すべての処理区でわ

ずかなエクソキチナーゼ活性が認められるにすぎなかった(Fig.

22)｡

〔2〕エンドキチナーゼの活性化におよぼすサプレッサーおよ

　　　びオルトバナジン酸の作用

　暗所で生育させたエンドウ上胚軸に､エリシター単独処理､エリシ

ターとサプレッサーの混合処理､エリシターとオルトバナジン酸の

混合処理､対照区として蒸留水処理を施し､それぞれ処理後3時間

毎に24時間まで経時的に粗酵素液を抽出して､エンドキチナーゼの
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Fi9.22　Time　course　of　activation　of　exochitinase　in　elicitor-treated　pea

epicotyls　in　the　presence　or　absence　of　orthovanadate　or　suppressor　from

恥cos油｡γeHαμn,∂dgs　.　The　activity　of　exochitinase　(nmol　of　GluNAc/m9

protein/h｢)was　determined　at　6-hrintervals　after　treatment　with　water　alone

(-‥△…),el　ic　i　tor　a　lone　(500μg/ml　,　91ucose　equiv.)(-▲-),eocjtor　plus　l

mMorthovanadate(-○-)and　e目citorplus　suppressor(50μ9/ml,BSA　equiv.)
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活性を調べた｡その結果､蒸留水処理区では､エンドキチナーゼの

活性は時間の経過とともに高まる傾向が認められた(Fig.23)｡こ

の活性増加は処理する際に行った胚軸の切断による影響と考えられ

る｡エリシター単独処理区では処理開始3時間以降から蒸留水処理

区に比べて有意なエンドキチナーゼの活性の増加が認められ､24時

間目までその活性は増高した｡一方､エリシターの存在下において

もサプレッサーやオルトバナジン酸を添加すると､その活性増大は

エリシター単独処理に比べて顕著に抑制された｡

2)エンドウのβ-1,3-グルカナーゼ活性の経時的変動におよ

　　ぼすエリシター､サプレッサーおよびオルトバナジン酸の

　　影響

　暗所で生育させたエンドウ上胚軸に､リシター単独処理､エリシ

ターとサプレッサーの混合処理､エリシターとオルトバナジン酸の

混合処理､対照区として蒸留水処理を施し､それぞれ処理後3時間

毎に24時間まで経時的に粗酵素液を抽出して､β-1,3-グルカナー

ゼの活性を調べた｡その結果､蒸留水処理区ではβ･-1,3-グルカ

ナーゼの活性は時間の経過とともに高まる傾向が認められた(Fig.

　24)｡　しかしながら､エリシター単独処理区では処理開始12時間以

降から蒸留水処理区に比べて有意なβ-1,3-グルカナーゼの活性の

増加が認められ､少なくとも24時間目までその活性は増高した｡一

方､エリシターとサプレッサーまたはエリシターとオルトバナジン
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Fi9.23　Time　course　of　activation　of　endochitinase　in　elicitor-treated　pea

epicotyls　in　the　presence　or　absence　of　orthovanadate　or　suppressor　from

恥cos油αgγeHαμ71�es｡The　activity　of　endochitinase　(nmol　of　GluNAc/m9

protein/h｢)was　determined　at　6-hrintervals　aftertreatment　with　water　alone

(…△…),elicitoralone(500μ9/ml,ljlucose　equiv｡)(--▲-),elicitorplus　l

mMorthovanadate(-○-)and　e目citorplus　suppressor(50μ9/ml,BSA　equiv.)

(-●-),｢espect　i　ve　l　y,　by　the　method　described　by　Bo目er　et　al.(1983).　　　Each

plottedvalue　represents　the　mean　of　results　of　triplicate　experiments,　and　the

bar　indicates　the　standard　error.
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Fi9.24　Time　course　of　activation　of　β-1,3-9lucanase　in　e目citor-treated　pea

epicotyls　in　the　presence　orabsence　of　orthovanadate　or　suppressor　from

恥cos油αgγeHαμ71�gs.The　activity　of　β-1,3-9lucanase(nmol　of　9lucose

equiv./μ9protein　/　hr)was　determined　at　6-hr　interva　ls　after　t　reatment　wi　th

the　same　solution　as　described　in　the　le9end　to　Fi9.　23　by　the　method　described

by　Abeles　and　Forrence(1970).The　plotted　value　and　bar　indicate　the　same

items　as　described　in　the　le9end　to　Fi9.　23.
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酸の混合処理区ではその活性は徐々に増加したものの､蒸留水のレ

ベルと同程度であった｡

3)エンドキチナーゼ､β-1,3-グルカナーゼ活性におよぼす

　　サプレッサーおよびオルトバナジン酸の直接的影響

　2.2)で述べたように､エリシター単独処理後24時間後に抽

出した酵素試料でのエンドキチナーゼおよびβ-1,3-グルカナーゼ

活性が最も高かったので､その粗酵素液に種々の濃度のサプレッ

サーおよびオルトバナジン酸を混合して反応させ､両酵素に対する

直接の作用を調べた｡その結果､供試したいずれの濃度においても

サプレッサーおよびオルトバナジン酸による阻害作用は認められな

かった(Table　10)｡

4)各種供試植物におけるエンドキチナーゼおよびβ-1,3-グ

　　ルカナーゼの活性増大におよぼすサプレッサーおよびオル

　　トバナジン酸の影響

　サプレッサーの作用特異性を調べるために､非宿主植物であるイ

ンゲンおよびダイズの胚軸および宿主植物であるエンドウ上胚軸を

エリシター単独処理(500埓/ml)､エリシター(最終濃度500埓

/ml)とサプレッサー(最終濃度　50μg/ml)の混合処理､エリシター

　(最終濃度500端/ml)とオルトバナジン酸(最終濃度1　mM)の混合
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T泌le　10.　Di　rect　effects　of　the　flj19al　s,4)pressor　or　orthovanadate　on　the　activities　of　endochitinase

　　　　　andβ-1,3-9lucanase
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゜The　activities　of　endoch　i　t　i　nase　and　β-1,3-9lucanase　were　determined　by　the　methods　of　Bolleret　al｡(1983)and

　Abeles　and　Forrence(1970),｢espectively.Each　value　represents　the　mean士SE　in　tripl　icate　experiments.Note　that

　no　si91ificant　difference　was　observed　a)n9｢espective　treatments(p<0.05)｡



処理､対照区としてサプレッサーの単独処理､オルトバナジン酸単

独処理および蒸留水処理を施し､それぞれ処理24時間後に粗酵素液

を抽出して､エンドキチナーゼおよびβ-1,3-グルカナーゼの活性

を調べた(Fig.25とFig.26)｡

　エンドウでは､サプレッサーおよびオルトバナジン酸単独処理区

で､エンドキチナーゼの活性は蒸留水処理区と比べ有意な活性の増

加は認められなかった｡　しかしながら､エリシターとサプレッサー

の混合処理区およびオルトバナジン酸の混合処理区ではエリシター

単独処理区に比較し､有意に活性が低下した(Fig.25)｡

　一方､インゲンおよびダイズを用いた場合､オルトバナジン酸単

独処理区での活性は､蒸留水処理区と比べ有意な活性の増加は認め

られなかったが､サプレッサーの単独処理区では活性が増大するよ

うであった｡さらに､エリシターとオルトバナジン酸の混合処理区

では､エリシター単独処理区に比較して有意に活性が低下し､サプ

レッサーとの混合処理区では逆に活性が増大した｡これらの処理に

よるエンドキチナーゼの活性変動におよぼす傾向は､β-1,3-グル

カナーゼの活性に関してもほぼ同様であった(Fig.26)｡
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Fi9.25　Effects　of　orthovanadate　or　suppressor　from恥co坤厄gγgHα沁71∂d召s　on

activations　of　endochitinase　in　elicitor-treated　seed目n9s　of　pea　(A),

soybean(B)orkidney　bean　(C).The　activity　of　endochitinase　(nmol　of　GluNAc　/

m9　protein　/　h｢)was　determined　at　24　hr　after　treatment　with　wateralone(W)

(■),orthovanadate　alone　(V)(回),fun9al　suppressoralone(S)(圖),elicitor

alone(500μ9　/　ml,　91ucose　equiv.)(E)(■),elicitorplus　l　mM　orthovanadate

(E十V)(回)and　elicitorplus　fun9al　suppressor(50μ9　/　ml,　BSA　equiv.)(E十S)

(圖),｢espectively,by　the　method　described　by　Bo目eret　al.　(1983).Each

value　representsthe　mean　of　results　of　triplicate　experiments　and　the　standard

deviations　were　within　6　%of　mean　values.　Si9nificant　difference(p<O｡05)

was　detected　amon9　the　different　letters　at　the　top　of　each　colmun.
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Fi9.26　Effects　of　orthovanadate　or　suppressor　from　Myco功厄gγgHαμ71∂des　on

activations　of　β-1,3-91ucanase　in　e目citor-treated　seed　l　i　n9s　of　pea　(A),

soybean(B)and　kidney　bean(C).　The　activity　of　β-1,3-9lucanase(nmol　of

9lucose　equiv./μ9protein　/　h｢)was　determined　at　24　hraftertreatment　wi　th

the　same　solution　as　described　in　the　le9end　to　Fi9.25　by　the　method　descr　i　bed

by　Abe　l　es　and　For　rence　(1970)｡Each　va　l　ue　i　nd　i　cates　the　same　i　tems　as

described　inthe　le9end　to　Fi9.25　and　the　standard　deviations　were　within　5　%of

mean　va　l　ues.　Si9nificant　difference(7)<　0.05)was　detected　amon9　the

different　letters　at　the　top　of　each　colmun｡
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3.考察

　各処理液でエンドウ上胚軸を処理して経時的にエンドキチナーゼ

およびβ-1,3-グルカナーゼの活性動向を調べたところ､エンドウ

掲紋病菌のサプレッサーまたはオルトバナジン酸はエリシターに

よって誘導される両酵素の活性増高を顕著に抑制することが判明し

た｡インゲン培養細胞およびジャガイモ組織をエリシターで処理す

ると両酵素をコードする遺伝子が活性化することから､これらは遣

伝子の発現レベルで制御されているものと推定されている

　(Hedrick　et　a1.1988,Schroder　et　a1.1992)｡本実験において

も本サプレッサーおよびオルトバナジン酸がそれらの酵素活性を直

接阻害する作用は認められなかった｡さらに､前述のように本サプ

レッサーおよびオルトバナジン酸がエリシター処理により誘導され

るPALの活性増大を遅延させる作用とエンドキチナーゼおよびβ-1,

3-グルカナーゼにおよぼす作用とが類似していることから､これら

の酵素活性の増大抑制はそれらをコードする遣伝子の発現レベルか

ら抑制される結果であると思われる｡本研究ではこの点について実

証的に明らかにすることはできなかったが､今後の興味ある研究課

題であろう｡

　エンドウ褐紋病菌の宿主であるエンドウと非宿主であるダイズお

よびインゲンにサプレッサーまたはオルトバナジン酸を与えてエン

ドキチナーゼおよびβ-1,3-グルカナーゼに対する作用特異性を調

べた｡その結果､両者はエンドウのエンドキチナーゼおよびβ-1,
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3-グルカナーゼの活性増大を抑制したが､ダイズおよびインゲンに

に対してもオルトバナジン酸は同様に両酵素の活性増大を抑制した｡

しかしながら､サプレッサーには抑制作用はみられなかった｡さら

に興味深い

理すると､

ことに､ サプレッサー単独でダイズおよびインゲンを処

両酵素の活性化が観察された｡この結果は､エンドウ掲

紋病菌のサプレッサーは非宿･主に対してエリシター様の作用を発揮

するものと思われた｡これらのことより､エンドウにおけるエリシ

ター誘導性のエンドキチナーゼおよびβ-1,3-グルカナーゼの活性

化におよぼすエンドウ褐紋病菌のサプレッサーの影響は､ファイト

アレキシンの誘導に対する影響と同様であり､エンドウのみに特異

的に作用することが明らかとなった｡

第四章で述べたように 汰幻凹においては､エンドウ褐紋病菌

のサプレッサーは宿主のエンドウの原形質膜ATI)aseのみを阻害した

が､オルトバナジン酸は供試した非宿主植物に作用した｡この

ATPase阻害特異性と本実験結果で得られたエンドキチナーゼおよび

β-1,3-グルカナーゼの活性抑制に対する作用特異性を照らし合わ

せて考えると､原形質膜ATPaseに対する抑制作用は後に誘導される

エンドキチナーゼおよびβ-1,3-グルカナーゼの活性増大の抑制と

相関するものと考えられた｡ 言い換える と 原形質膜ATPaseの阻害

は植物の抵抗反応の始動を支配すると考えられる情報伝達の過程を

阻害することにより､結果的に誘導されてくるPRタンパクの活性増

加やファイトアレキシン生産などを含めた複数の防御応答反応の発

現を抑制するものと推察できよう｡
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　Mauch　et　a1.(1988♭)はエンドウの英組織より､エンドキチナー

ゼおよびβ-1,3-グルカナーゼを精製し､種々の病原菌に与えて菌

糸伸長におよぼす影響を詳細に調べた｡彼らの報告によると､単独

で酵素を作用させた場合には顕著な抑制効果は観察されないが､混

合して用いると恥c･功hagoaμ凹心sの菌糸伸長を著しく抑制

するとしている｡　CQ□心oけidu　H�eu比i皿u(A1bersheim

and　valent　1974)およびC.h2gaayiu(Siegrist　and　Kauss

　1990)の場合､それらの酵素が存在する培地で培養を続けると､病

原菌がβ-1,3-グルカナーゼおよびエンドキチナーゼに対する抑制

因子を生産することが報告されている｡これらの報告から考えると

エンドキチナーゼおよびβ-1,3-グルカナーゼは殺菌的な作用をお

よぼすのではなく､むしろ静菌的に作用して病原菌の伸長を緩慢に

することが第一義的であろう｡本菌の感染過程からみると､宿主に

おけるβ-1,3-グルカナーゼの活性増大はエリシター処理後約12時

間で起こるので､菌が進入して栄養関係を結ぶ感染段階､あるいは

二次菌糸を伸長させ蔓延していく段階に､本酵素が抵抗性発現に関

与するものと考えられる｡　したがって､この酵素活性増大の抑制は

感染した非病原菌が(エンドウに対する)病斑形成まで感染を進行

させる結果になるものと推察できる｡またエンドキチナーゼは､エ

リシター処理6時間という極めて早い時期に誘導され､その誘導は

菌の侵人行動が起こる前に起こる抵抗反応であると考えられるので､

これが抑制されることは､非病原菌の侵人菌糸形成の誘導に重要な

役割をしているものと推察できる｡この二つの加水分解酵素の活性
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化を抑制するエンドウ褐紋病菌のサプレッサーの作用は､エンドウ

のもつ抵抗誘導反応を総合的に抑制する結果に導くものであり､こ

のことが､種特異的な受容性誘導活性を起こすものと考えられる｡
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第六章　総合考察

　エンドウ掲紋病菌の生産するエリシターでエンドウ上胚軸を処理

すると､速やかに防御遺伝子の発現が誘導され､サプレッサーを同

時処理すると抑制される｡この現象から､エリシターがエンドウ細

胞の原形質膜上に想定される受容体で認識され､これと連動する核

での遺伝子発現を促す情報伝達機構が機能することによってエリシ

ター分子の情報が細胞内情報に変換されるシステムが想定される｡

また､本サプレッサーはエリシター分子による細胞内情報の発生ま

たはその後の過程を抑制することが推定された｡本研究は､エンド

ウ褐紋病菌の生産するエリシターおよびサプレッサーを病原菌由来

のシグナル伝達物質として捉えて､両者が第一に受容されるであろ

う宿主植物の原形質膜に注目し､原形質膜ATPaseにおよぼす影響ま

たはそれに付随する代謝変動を詳細に調べたものである｡

　エンドウ褐紋病菌の生産するサプレッサーは､エンドウ上胚軸よ

り調製した原形質膜画分のATPase活性を汰ぬけoで顕著に抑制した｡

さらにその阻害様式はP型ATPaseの阻害剤であるオルトバナジン酸

と類似した反枯抗阻害であり､ATPaseのリン酸化中間体形成を阻害

するものと推定された(第二章)｡

　オルトバナジン酸はエンドウ上胚軸組織でのエリシター誘導性ピ

サチン生産をサプレッサーと同様に抑制し､PALおよびCHS遺伝子

の発現を約3時間遅延させた(第三章)｡　これらのことより､エン

ドウ褐紋病菌のサプレッサーの第一義的作用は原形質膜ATPaseの阻
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害にあると推定された｡

　ATPとショウ酸鉛をエンドウ葉組織に与えて､汰む洵･における

植物細胞の原形質膜ATPase活性を電子顕微鏡観察により調べた｡本

サプレッサーは供試した植物の中で､宿主であるエンドウのみを特

異的に抑制することが判明した｡さらに興味深いことに､エンドウ

褐紋病菌のエンドウ組織における感染現場では､接種後6時間まで

原形質膜ATPase活性は阻害されることが明らかとなった｡この結果

は､原形質膜ATPaseの阻害が一時的であることを示すものであると

考えられた(第四章)｡

　ピサチン生成･蓄積の他に､誘導性防御反応の一つとして知られ

ているエンドキチナーゼおよびβ-1,3-グルカナーゼの活性増加は､

サプレッサーおよびオルトバナジン酸により抑制された｡サプレッ

サーは供試したマメ科植物の中でもエンドウのみに作用し､他の供

試植物に対しては逆に活性化を誘起した｡一方､オルトバナジン酸

は供試植物すべてに有効であった(第五章)｡以上の結果は､原形

質膜ATPase阻害と防御反応の誘導抑制の間に強い相関のあることを

示している｡また､本研究は､オルトバナジン酸とエンドウ掲紋病

菌サプレッサーの生理作用とを比較研究することにより(Table

11)､防御反応の始動に占める原形質膜ATPaseの役割をより明確に

位置づけたものである｡

　病原菌の生産するシグナル因子に対する植物の応答と情報伝達機

構に関する研究は､その緒についたばかりの段階である｡本研究で

得られた個々の傍証を総合すると､植物細胞の原形質膜ATPaseが､
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Table　11.　Similarity　between　fun9al　suppressor　from恥co頒厄召γgHα1)汰辿?s

　　　　and　P-type　ATPase　i　nh　i　b　i　tor,　orthovanadate

Characteristic Fun9al　suppressor

Acc･Jmulation　of　pisatin　　　Suppression(delay)'

Act　i　vat　i　on　of　PAL　　　　　Suppression(delay)

Accumulation　of　mRNAs　　　　　Suppression(delay)゜

　for　PAL　and　CHS

･Yamada　et　a　l　.　(1989).

゛Toyoda　et　al.(1992).

･Oku　et　al.(1980).

“Yamada　et　a　l　.　(1992).
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Orthovanadate

Suppression(delay)

Suppression(delay)

Suppression(delay)

Suppression

lnhibition

Suppression(delay)`)

Not　detected‘j



外界のシグナルを細胞内情報に変換する機能に開与するといった様

相が浮かび上がってきた｡

　第一章で述べたように､ジャガイモ塊茎組織にジャガイモ疫病菌

の非親和性レースを接種すると､宿主原形質膜の透過機能が変化し､

電解質の異常漏出に伴う脱分極が起こることが古くから指摘されて

いる(Matsumoto　et　a1.1976)｡　Tomiyama　et　al.(1983)は､この

原形質膜の透過機能の変化に注目して膜ポテンシャルを微小電極法

で測定した｡彼らは､過敏感細胞反応が進行している細胞のK1イ

オンの流出は､ATPをエネルギー源とした起電性ポンプの障害に起

因するのではなく､拡散ポンプの障害が関与していることを示唆し

た｡汰幻け｡での本実験系においても､エリシター単独でエンドウ

の原形質膜画分を処理してもATPase活性には影響をおよぼさなかっ

た｡このことより､原形質膜ATPaseは植物細胞が抵抗性を発現する

上で欠くことのできない基幹的機能を有するものであるが､直接そ

の活性がエリシターの情報伝達の発生に関与するものではないと推

定される｡

　最近になって､Toyoda　et　al.(1992b)はエンドウ褐紋病菌のエ

リシターおよびサプレッサーをエンドウ上胚軸より分離した原形質

膜に与えてリン脂質代謝系におよぼす影響を調べ､ポリホスホイノ

チシド代謝系が変動することを報告している｡すなわち､エリシ

ター処理は原形質膜に存在するフォスファチジルイノシトール

　(PDや､フオスファチジルイノシトール1リン酸(PIP)をそれぞ

れリン酸化する酵素であるPIキナーゼやPIPキナーゼの活性を5秒
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以内に増加させることを報告した｡また､これらの活性増加はサプ

レッサーの共存により､顕著に抑制されることを指摘した｡また､

エリシターで誘導されるピサチン生成を抑制するオルトバナジン酸

およびK252a(プロテインキナーゼ阻害剤､Shiraishi　et　al.

　1990)を共存させた場合にも､PIPのリン酸化が顕著に阻害された｡

さらに､彼らはPIPのリン酸化代謝物であるPIP2に特異的に結合し､

ホスホリパーゼCの活性を阻害するネオマイシン(Gabev　et　al.

　1989)をエリシター処理したエンドウ上胚軸組織に与えると､ピサ

チン蓄積が阻害されることを報告した｡

　Miura　et　al.(1993)は､ジャガイモ膜画分において､02-生成

の活性化を起こすエリシター処理がPIP2の蓄積を増高させることを

見い出した｡これらの報告は､エリシター誘導により防御応答に至

る情報伝達にポリホスホイノチシド代謝が深く関わることを示して

いると思われる｡本研究におけるエンドウ褐紋病菌サプレッサーの

ATPase阻害がポリホスホイノチシド代謝系の抑制に連動することは､

原形質膜を介しての情報伝達機構の解明に示唆を与えるものであろ

う｡さらに､エンドウー-エンドウ褐紋病菌の系において､エリシ

ターは原形質膜画分の1yso型のホスファチジン酸やPIPも5秒以内

に増加させるが､サプレッサーはこれらの生産も抑制することから､

ホスホリパーゼCに加えホスホリパーゼAも同調して制御されるこ

とが示唆されている(Toyoda　et　al.1992b)｡

　一方､道家(1991)はジャガイモ塊茎組織にジャガイモ疫病菌の

非親和性レースを接種すると､活性酸素生成系の活性化にほぼ同調
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してホスホリパーゼA2の活性が一過的に増大し､この酵素の阻害剤

を与えるとファイトアレキシンであるリシチンの合成が阻害される

ことを報告している｡さらに､Farmer　and　Ryan(1992)はホスホリ

パーゼA2の生産物であるリノール酸およびリノレン酸や､その代謝

産物のジャスモン酸でトマト組織を処理すると防御反応の一つであ

るプロテアーゼインヒビターの活性増加が起こることを示した｡エ

ンドウにおいても､リノール酸およびリノレン酸やホスホリパーゼ

Cの生産物の一つであるジアシルグリセロールを組織に与えるとピ

サチンの生産が誘導される(白石と山田1993)｡　したがって､これ

らの分子が防御遺伝子発現のセカンドメッセンジャー的機能を果た

していると推定できる｡

　Bossのグループはニンジンおよびヒマワリの原形質膜をPIPや

PIP2で処理すると原形質膜ATPaseの活性が上昇する

いる(Memon　et　a1

ことを報告して

Memon　and　Boss　1990)｡実際に
~〃

･_ れら

エンドウの原形質膜ATPase活性も僅かに上

1989

の化合物を添加すると

昇するので､ポリホスホイノシチド　代謝系で原形質膜ATPase活性

が制御される可能性が考えられた(Toyoda　et　al.1992a)｡　しかし

ながら､前述したようにエンドウにおいては､オルトバナジン酸が

PIキナーゼやPIPキナーゼの活性を抑制するので両酵素はクロス

トークするものであると推定できる｡サプレッサーがいずれの酵素

に直接影響するかは現時点では未詳であるが､第三章で述べたよう

にエリシター処理後12時間経過した時点にサプレッサー処理した場

合においても ピサチン蓄積を抑制することを考慮すると
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スホイノシチド　代謝系のみに作用するのではなく､原形質膜

ATPaseの阻害に伴う様々な代謝が直接あるいは間接的に変動した結

果サプレッサー活性が発揮され､病原体の受容条件が細胞内に形成

されるものと推定できよう｡　Fig.27に現段階で想定されるエンド

ウ褐紋病菌のエリシターおよびサプレッサーが直接あるいは間接的

に作用するエンドウの情報伝達経路を示した｡

　一般に､病原菌はその菌の宿主が生産するファイトアレキシンに

対して比較的耐性である場合が多い｡　Cruickshank　and　Perrin

　(1962)はエンドウの病原菌である掲紋病菌､褐斑病菌､根腐病菌

を高濃度のピサチンを含む培地上で培養しても菌そうの発育は約

　30%阻害されるにとどまるが､ネギ腐敗病菌､インゲン炭そ病菌な

どを同様に培養すると､ほぼ完全に発育が阻害されることを報告し

ている｡このことは､上記したエンドウの病原菌はピサチンに対し

ては耐性であり､発育を阻害されないので宿主にたとえピサチンが

生成･蓄積されても定着できることを示している｡エンドウ根腐病

菌(乱sαΓiu　s心α心f.sp.似si)では､ピサチンを脱メチル化

するピサチンデメチラーゼが誘導され､この無毒化による耐性が示

されており､これが本菌の耐性機構に寄与しているものと考えられ

ている(vanEt　ten　et　al.　1989)｡では､エンドウ掲紋病菌はピサ

チンに比較的耐性であり､寄生を成立させる過程で一時的にしかピ

サチン生成を抑制しないサプレッサーの意義をどのように考えたら

よいのだろうか｡

　エンドウうどんこ病菌に､宿主のファイトアレ牛シンであるピサ
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チンを530μg/mlの高濃度で与えて発芽率を調べた結果では､阻害

率は僅か50%にすぎないことが示された(Oku　et　al.1976)｡　しか

しながら､同菌を接種した宿主植物に菌が侵入を開始する前段階で

ピサチンを塗布処理すると､30μg/mlの低い濃度でも顕著に感染率

が低下し､その後に与えた場合にはほとんど感染阻害効果がみられ

なかったことが報告されている(Oku　et　a1.1976)｡　Oku　et　al.

　(1976)は､ピサチンの処理時期と菌の感染行動の様相との関係か

ら､エンドウうどんこ病菌の付着器形成から宿主細胞内に角皮侵入

する過程においては､ピサチンは低濃度で感染行動に作用すること

を指摘した｡すなわち､宿主のファイトアレキシンに耐性である病

原菌は､感染初期過程で生産されるピサチンの蓄積を抑制すれば､

侵入や定着が可能であるということを示唆している｡この意味から

エンドウ褐紋病菌は､宿主内に侵入する以前にサプレッサーを生産

し､同様に生産されるエリシターに応答してエンドウが発揮する抵

抗反応を一時的に回避して侵入および定着を図っているものと考え

られる｡

　他の病原糸状菌がその寄生性を発揮する上で､とくに重要な機能

を果たす因子を生産していることが知られている｡貼パ叫)肘b7･α属

菌のサプレッサーによる宿主原形質膜における02-生産の阻害

　(Doke　1983,1985,Sanchez　et　al.1993)､蝕ほ浅比os卸yiu

　uydis　race　T　が生産する･HMT毒素による原形質膜でのプロトン

排出やミトコンドリア機能の阻害(Bednarski　et　al.1977,

　Federico　et　al.1980,11olden　and　Zea　1989)､/1□□uriα
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　αHgnαhz　Japanese　pear　pathotypeの生産するAK毒素による起

電性ポンプの障害(Otani　et　al.1989)､Rough　lemon　pathotype

の生産するACR毒素によるミトコンドリアの機能障害(Akimitsu

　et　al.1989)､Tomato　pathotypeのAL毒素によるフオスファチ

ジルエタノールアミン合成の阻害(Orolaza　et　a1.1992)､

/HlenαΓiαlguisの生産するテントキシンによるクロロプラスト

ATPaseのβサブユニットヘの特異的結合(Avni　et　al.1992)など

が報告されている｡これらを概観して考察するならば､病原糸状菌

は宿主の膜系に存在する情報伝達系あるいはホメオスタシスやエネ

ルギー生産等に関与する基本的な代謝系を阻害する物質を感染初期

過程に生産することにより､病原菌の感染に対して宿主植物が発揮

する動的な抵抗反応を抑制して､侵人および定着する巧妙な戦略を

たてていると考えることができるであろう｡

　本研究において､エンドウ掲紋病菌のサプレッサーがエンドウ原

形質膜ATPaseを阻害することを見い出したが､その阻害作用がどの

ような仕組みに起因するかは依然として不明である｡近頃､

Shiraishi　et　al.(1992)はエンドウ褐紋病菌の胞子発芽液よりサ

プレッサーを分離精製してその化学構造を明らかにし､サプレッシ

ンAおよびBと命名した(Fig.28)｡これら二種のサプレッサーは

いずれもムチン型のペプチドグルカンであり､その構造はα-

　Ga1NAc-O-Ser-Ser-Gly(Supprescin　A)およびβ-Gal(　β1→4)a

-GalNAc-O-Ser-Ser-Gly-Asp-Glu-Thr(Supprescin　B)であった｡精

製標品を用いて生理活性を調べたところ､サプレッシンAは原形質
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Ser Ser

Supprescin　A

Gly

Ser Ser Gly Asp Glu Thr

Fi9.28　Structures　of　two　suppressors,

9ermination　fluid　of　pycnospores　of　the
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膜ATPaseに対する阻害効果および感染誘導能は弱いがピサチン生産

を抑制する｡一方､サプレッシンBは顕著に原形質膜ATPaseを阻害

し､ピサチン生産抑制ならびに感染誘導能を有する｡興味深いこと

に､両者を混合してエンドウ組織に与えるとそれぞれを単独で処理

した場合より低濃度でピサチン蓄積を阻害し感染誘導能を示すこと

が報告されている(Shiraishi　et　a1.1992)｡剖卸比ris　zeicda

race　3　の生産するBZR毒素は四つのコンポーネントから成っており､

個々は生理作用を示さないが協調的に作用して感染誘導能および毒

素作用を発揮することが明らかとなっている(xiao　et　al.1991)｡

エンドウ褐紋病菌の二種のサプレッサーにおいても同様で､両者に

よる複雑な作用機構が予想される｡今後､それぞれのサプレッサー

分子に対する宿主の直接的な標的物質を同定し､その機能を解明す

ることが重要な課題となるであろう｡
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摘要

　エンドウ褐紋病菌は､胞子発芽過程で宿主のエンドウ組織に抵抗

反応を誘導するエリシターとその誘導を抑制するサプレッサーを生

産する｡エリシターでエンドウ組織を処理すると､速やかにエンド

ウのファイトアレキシンであるピサチンの合成系(生合成に係わる

酵素の遺伝子発現や酵素活性の増大)が誘導される｡　しかしながら､

それはサプレッサーの同昨処理により抑制される｡この現象は､エ

リシターがエンドウ細胞に認識され､情報伝達機構が機能し､核で

防御遺伝子の発現が誘導ざれることを示唆している｡本サプレッサ

ーは､エリシターによる細胞内での情報発現過程のいずれかで機能

し､防御酵素(群)の発現を抑制することによって寄生成立条件を

形成するものと推定された｡

　本研究は､エンドウ掲紋病菌の生産するサプレッサーの宿主選択

的作用機構と感染における役割を明らかにすることを目的とし､宿

主植物細胞の恒常性維持機能に基本的な役割をもつ原形質膜ATPase

　(H　1　-ATPase)に注目して､サプレッサーによる原形質膜ATPaseの

活性抑制と宿主防御反応の抑制との相関について調べた｡

1.分離したエンドウ原形質膜ATPaseにおよぼすエンドウ褐紋病菌

　　サプレッサーの影響

　エンドウ上胚軸より調製した原形質膜画分を供試し､ATPase活性

におよぼすエリシターおよびサプレッサーの影響を調べた｡エリシ
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ター処理は原形質膜ATPaseの活性に影響をおよぼさなかったが､サ

プレッサー処理は､その活性を顕著に抑制した｡阻害様式はP型

ATPaseの阻害剤であるオルトバナジン酸と類似した反枯抗阻害であ

った｡

　　[7　-32P]ATPを用いた原形質膜画分でのタンパク質リン酸化系に

おいて､サプレッサーは78　kDa,68　kDaおよび42　kDaのタンパク質

のリン酸化を阻害した｡これらのタンパク質のリン酸化はプロテイ

ンキナーゼの阻害剤であるK252aによって阻害されなかったので､

本サプレッサーは原形質膜ATPaseのリン酸化中間体形成を阻害する

ものと推定された｡

2.エンドウ褐紋病菌サプレッサーおよび原形質膜ATPase阻害剤の

　　ピサチン合成系におよぼす影響

　原形質膜ATPase活性に阻害作用を示すオルトバナジン酸またはベ

ラパミルを同時処理して､エリシターによるピサチン生産誘導への

影響を調べた｡いずれの阻害剤もサプレッサーと同様の影響を与え､

エリシター誘導によるピサチンの生成･蓄積を約6時間遅延させた｡

また､オルトバナジン酸はエリシター処理によるピサチン合成の鍵

酵素であるフエニルアラニンアンモニアリアーゼ(PAL)の活性増大

を約6時間遅延させた｡さらに､ノーザン解析によると､オルトバ

ナジン酸は､エリシター誘導によるPALおよびピサチン合成に重要

な位置を占めるカルコン合成酵素(CHS)の遺伝子発現を約3時間遅

延させた｡これらのことより､エンドウ掲紋病菌サプレッサーの防
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御反応抑制作用は､第一義的に原形質膜ATPaseを阻害することにあ

るものと推定された｡

　3.サプレッサーの汰ぬけQおよび汰心0における原形質膜

　　　ATPase阻害の特異性について

　サプレッサーの原形質膜ATPaseに対する宿主選択的阻害効果を､

宿主のエンドウの他､非宿主のインゲン､ダイズおよびオオムギ植

物を供試して調べた｡それぞれの組織から調製した原形質膜画分の

原形質膜ATPase活性は､本サプレッサーによりいずれも阻害作用を

受けた｡　ATP　とPb(N03)2を供試植物葉組織に与えて､汰心oにお

ける植物細胞の原形質膜ATPase活性を電子顕微鏡観察により調べる

と､本サプレッサーは供試した植物の中で､宿主であるエンドウの

原形質膜ATPase活性のみを抑制する活性を示した｡また､エンドウ

組織におけるエンドウ褐紋病菌の感染現場では､接種後6時間まで

原形質膜ATPase活性が阻害された状況にあることが観察された｡こ

れらの結果より､汰M凹においては､エンドウ掲紋病菌のサプレ

ッサーは宿主細胞の原形質膜ATPaseのみを一時的に阻害することが

示された｡

　4.キチナーゼおよびβ-1,3--グルカナーゼ活性におよぼす

　　　エリシター､サプレッサーおよびオルトバナジン酸の影響

　エンドウ掲紋病菌のエリシターは､エンドウ上胚軸組織および非

宿主のマメ科植物組織に､誘導性防御反応の一つとして知られてい
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るエンドキチナーゼおよびβ-1,3-グルカナーゼの活性増加を誘導

した｡エンドウ組織におけるこの誘導は､サプレッサーおよびオル

トバナジン酸により抑制された｡　しかし､供試した他のマメ科植物

においては､両酵素の活性増大はオルトバナジン酸により抑制され

たが､サプレッサーではむしろ逆に誘起された｡

　以上の結果は､サプレッサーおよびオルトバナジン酸による原形

質膜ATPase阻害がエリシターによる防御反応の誘導を抑制すること

を示し､誘導抵抗性発現における原形質膜ATPaseの重要性を示唆し

ている｡エンドウ掲紋病菌は､宿主内に侵入する以前にサプレッサ

ーを生産して原形質膜ATPase活性を阻害し､同菌が生産するエリシ

ターに応答して発現するエンドウの抵抗反応を一時的に回避するこ

とによって侵入および定着を図っているものと考えられた｡
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