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概要  ＥＡ(600 字～800 字程度にまとめてください) 

 

本研究は根寄生植物と宿主植物の認識機構の解明を目的として、親和性の関係にあるオロバンキおよび

非親和性の関係にあるストライガに対するミヤコグサの応答機構を分子レベルで解析した。cDNA サブト

ラクション法によりオロバンキの寄生およびストライガの接触に対して発現量が増加する遺伝子群（LjOa, 
LjSh）を単離した。LjOa にはジャスモン酸の生合成に関与する遺伝子が特異的に含まれ、また根粒形成に

関わる遺伝子が多く認められた。Split-root system を用いた研究により、傷害ストレスのシグナルはオロバ

ンキの寄生した近傍だけでなくミヤコグサ個体全体に伝達されていること、さらにいくつかの遺伝子の発

現パターンがオロバンキ寄生根と根粒菌接種根で類似していたことより、ミヤコグサはオロバンキを共生

者として認識していることが示唆された。一方、LjSh にはファイトアレキシン vestitol の生合成に関わる

複数の遺伝子が特異的に含まれた。Vestitol の生合成に関与する酵素タンパク質をコードする 22 遺伝子の

大半が、オロバンキ寄生根と比較し、ストライガ接触根で有意に高い発現を示した。高分解能質量分析に

より、ストライガが接触したミヤコグサ幼植物の分泌物に特異的に含まれる成分の分子式が vestitol と一致

する C16H16O4 であると判明した。Vestitol 標品を単離し、そのクロマトグラフィーでの挙動および EI-MS
での開裂パターンも一致したことから、ストライガに接触されたミヤコグサ根における vestitol の生産、分

泌が証明された。加えて、蛍光顕微鏡観察によりストライガの接触した近傍で vestitol 標品と同様の蛍光が

強く検出されたことから、vestitol の分泌はストライガに対するミヤコグサの防御応答と推測された。

Vestitol がストライガ種子の発芽に及ぼす効果は顕著ではなかったが、高濃度の vestitol はストライガ発芽

種子に対して幼根の成育阻害ならびに黒化を引き起こした。以上から、非親和性ストライガに対するミヤ

コグサの抵抗性反応に vestitol が関与することが強く示唆された。 
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欧文概要ＥＺ  

 

Lotus japonicus, a non-host to Striga hermonthica and a compatible host to Orobanche aegyptiaca, was 
employed to study responses to early stages of parasitism. L. japonicus induced Striga germination and 
attachment, but did not support further development. L. japonicus, on the other hand, successfully hosted O. 
ageyptiaca to maturation.  cDNA libraries, enriched by suppression subtractive hybridization for transcripts 
up-regulated in L. japonicus root segments adjacent to the attachment points of S. hermonthica seedlings 
(Lj-Sh) and those adjacent to O. aegyptiaca tubercles, were established. Genes involved in biosynthesis of 
vestitol, an isoflavan phytoalexin produced by Lotus and several other leguminous genera, were exclusively 
found in Lj-Sh. Expression of the genes related to vestitol biosynthesis was higher in roots supporting S. 
hermonthica attachment than in those parasitized by O. aegyptiaca and the non-inoculated controls. Based on 
chromatographic behavior on HPLC and mass spectroscopic data, vestitol was identified in exudates released 
from L. japonicus roots inoculated with S. hermonthica. Fluorescence similar to that of authentic vestitol was 
observed on the surface of L. japonicus roots supporting S. hermonthica attachment, while such fluorescence 
was not detected on the non-inoculated roots. Vestitol inhibited radicle elongation in S. hermonthica. The 
results suggest that L. japonicus roots recognize S. hermonthica as an intruder and vestitol functions as a 
suppressant to prevent invasion. 
 

 


