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植物病原性糸状菌の自然免疫回避機構の解明と防除への応用

西村麻里江＊

独立行政法人農業生物資源研究所（干 305-8602 茨城県つくば市観音台 2-1-2)

要旨

植物は，キチンなどの糸状菌特有の細胞壁構成多糖を異物として認識して自然免疫と呼ばれる防御機構

を活性化する．それにも関わらず，病原菌は自然免疫を回避して宿主植物に感染することができる．我々

はイネの病原性糸状菌であるイネいもち病菌，イネゴマ葉枯病菌，イネ紋枯病菌の細胞壁の研究から，こ

れらの病原性糸状菌では植物感染時にイネが分解できない α－1,3－グルカンでキチンなどの細胞壁多糖を覆

い隠すことにより宿主植物の自然免疫を回避していることを見いだした．これらの3菌は進化上非常に遠

い関係にあるだけではなく，感染機構が全く異なること，イネだけではなく多くの植物にとって α－1,3－グル

カンは難分解性であることから，他の多くの植物病原性糸状菌でも α－1,3－グルカンが植物の自然免疫を回避

に利用されている可能性が高いと考えられる さらに，我々はα－1,3－グルカン欠損イネいもち病菌に対して

イネが侵入前から防御応答を活性化することも見いだした．これらの知見は菌体表面からの α－1,3－グルカン

の除去により植物の免疫の活性化を誘導することができることを示しており， α－1,3－グルカンを標的とした

新しいタイプの病害防除法への展開が期待できる．

キーワード．細胞壁 PAMPs，植物免疫回避；病原性糸状菌； α－1ふグルカン

(2013年 11月30日受理）

はじめに

世界の農作物生産量の約 15%は病原菌により被害を受けており，さらにその 30%は糸状菌が原

因となっている1,2）.糸状菌は穀類などの主要な商品作物の生産に深刻な被害を与えるため，その

防除は重要な課題である．現時点では病害防除技術としては病害に強い（病害抵抗性）作物品種の

育成や殺菌剤の使用が世界的に主流となっている．しかしこれらの従来型の防除技術に対しては

必ずそれを乗り越える病原菌が発現するというイタチご、っこがこれまでに何度も繰り返されてきて

おり，病原性糸状菌の感染機構そのものを標的とした根本的な病害防除法の開発が必要とされてい

る．我々の研究グループではイネ病原菌をモデルとして用いた病原性糸状菌の感染機構の解析を行

う中で，植物の免疫系に見つからないように病原性糸状菌がこっそりと忍び込むという“ステルス

感染戦略”をとっていることを発見した．本稿では病原性糸状菌のステルス感染戦略について紹介

するとともに，菌の戦略の裏をかいて感染を防止する方法について述べる．

連絡先

＊干 305-8602 茨城県つくば市観音台 2-1-2 電話・ 029-8388461.ファックス： 029-838目7408.電子メール： marie@

a丘rc.go.jp

カラープリントが本誌WEBサイトよりダウンロードできます
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植物の免疫機構

自然免疫（innateimmunity）とは生体に入ってきた様々な異物（微生物など）にすばやく応答す

る先天的に備わっている生体防御機構のことである．自然免疫は線虫などといった無脊椎動物から

脊椎動物，そして植物にまで広く備わっている．植物の場合，例えば微生物の侵入に対して 2種類

の自然免疫一「不特定の微生物を認識して活性化する免疫Jと 「特定の病原菌が分泌する物質を認

識して活性化する免疫」ーが働くと考えられている 後者に関わる植物遺伝子は抵抗性遺伝子と呼

ばれて病害抵抗性品種の育種に利用されているが，植物に特徴的な機構で免疫が活性化されること

が分かりつつある．これに対し前者は 細胞膜にあるレセプターが異物を認識すると細胞内にその

シグナルが伝達されて様々な防御応答が誘導されるという動植物で共通する機構で活性化される

多くの微生物に存在する特有の因子（例えばバクテリアの鞭毛構成タンパク質やキチンなどの糸状

菌の細胞壁構成多糖など）が自然免疫のレセプターによ り異物として認識されることが知られてお

り，このような微生物特有の因子を pathogenassociated molecular patt巴ms(PAMPs） もしくは

microbe-associated molecular pa町 ms(MAMPs）と呼ぶ．植物では PAMPs認識により抗菌酵素（細

胞壁分解酵素やプロテアーゼなど）， 活性酸素，抗菌物質などの生産や細胞壁の硬化などが誘導され，

菌の侵入や増殖を阻害する3.4) （図 1).しかし植物に PAMPsとして認識される因子は病原菌にも存

在することから，病原菌には宿主植物の免疫を抑制又は回避する機構があると推測されてきたそ

こで著者らは，植物に PAMPsとして認識されるキチンが植物病原性糸状菌の感染時にどのように

細胞壁に分布しているのかを観察するところから研究をスタートした

イネいもち病菌はイネワックスを認識すると細胞壁構成を変化させる

ヒト感染菌である Aspergillusfumigatusの細胞壁はか1,3－グルカンとキチンからなる堅固な骨格構

造と α－1,3－グワレカン，マンナン等からなるアモルファス構造からなると報告されている5l_ そこで

侵入菌

植物表皮

植物細胞

PAMP receptors 

図l 植物における異物 （微生物）に対する自然免疫 ・-
植物の細胞問l擦にはキチナーゼなどの分解酵素が存者するため，侵入菌では細胞壁の

一部が分解される 植物の細胞膜レセプターはこの細胞壁分解産物や菌の分泌物を異物
(PAMPs）として認識して免疫を活性化させ，活性酸素， 抗菌物質や抗菌酵素を分i必し

て侵入菌を攻撃する．
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図2 イネいもち病菌の非感染時と感染時の細胞壁構成多糖の違い

chitin 

A カバーガラス上で培養したイネいもち病菌 胞子（C）から発芽管（G）が伸長し，その先端

に感染器官である付着器 （A）が形成される fl 1,3グルカンとキチンが発芽省と付着器で検

出されるのに対して， αー1,3グルカンは付着器でしか検出されない

B.イネ感染中の菌糸 （侵入菌糸） ι1,3ークソレカンが侵入菌糸 （IH）で検出されるがfl1,3グルカ

ンとキチンは検出されない （上段）．しかし αー1,3－グルカナーゼの処理により αー1,3－グルカン

を除去すると /l-1,3－グルカンとキチンが検出されるようになる （下段）。

39 

著者らは，これらの多糖を特異的に検出する蛍光レクチンおよび蛍光抗体を用いて，代表的なイネ

病原性糸状菌 （子嚢菌）である Magnaportheoryzae （イネいもち病菌）菌糸におけるイネ感染時お

よび非感染時の細胞壁構成多糖の分布を蛍光顕微鏡下で観察した 驚くべきことに，イネ非感染時

のM oryzaeの細胞壁では/3-1,3－グルカンとキチンが検出されたが， α－1,3－グルカンは殆ど検出され

ず，逆に植物感染時の菌糸では α－1,3－クソレカンがはっきりと検出されるがか1,3・グルカンとキチン

は検出されなかった． しかし感染時の菌糸を α1,3グルカナーゼで除去すると /3-1,3ーグルカンとキ

チンがはっきりと検出されるようになった （図2）.これらの結果からイネいもち病菌菌糸の細胞

墜にはβ1,3グルカンとキチンが常に存在するが，感染時には細胞壁構成多糖の割合が変化し

α－1,3－グルカンが表層に増加することが推察されたさらに詳細な解析を行った結果，感染開始時d

に菌がイネ表層のクチクラワックスを認識すると細胞壁の構築に関わる MAPキナーゼが活性化さ’

れて α－1,3－ク、、ルカン生合成が誘導され，結果として α－1,3－グルカンが細胞壁表層に蓄積して細胞壁

中の/3-1,3ーグルカンとキチンを覆い隠していることが明らかになった6)（図3).
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植物ワックス無し（植物非感染時）
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植物ワックス有り（植物感染時）

細ベ
細胞膜

図3 イネいもち病菌の細胞壁中の構成多糖の分布 （模式図）

= [3-1,3・ゲルカン

ーー園キチン
= α・1,3・グルカン

｜ω ーグルカンを多く含む表層

植物ワックスが存在しない場合 （非感染時）の菌の細胞壁はキチンと βー1,3－グルカンが骨格

を形成し， α1,3グルカンも多くはないが細胞壁中に他の多糖と混在する． 一方，植物ワック

スが存在する場合（感染時）は α－1,3ーグルカンの合成量が増加するため，細胞壁表層に α1,3

グルカンが蓄積してキチンと ,B-1,3－グルカンからなる骨格構造を覆う

イネ病原性糸状菌における植物難分解性α－1,3・グルカンの機能

次に， α1,3グルカンの機能を解析するために α－1,3－グルカン生合成遺伝子が欠損した M orア＇zae

を作出しイネの応答を解析した．α－13－グルカン欠損いもち病菌株では正常な菌糸生育および感染

器官形成が観察されたにもかかわらず病原性の低下が見られたことから， α－1,3グルカンはイネい

もち病菌ー植物相互作用に関わっていることが推測された 実際に α－1,3－クソレカン欠損いもち病菌株

に対するイネの防御応答は菌の植物への侵入の 20時間以上も前から（菌が発芽した直後ぐらいか

ら）強く誘導されていた これらの結果は αー1,3ーグルカンは菌の自然免疫回避に関与しており，

α－1,3－グ‘ルカンが欠損しているイネいもち病菌はイネへの侵入前に葉上でイネの（未知の）防御機

構に認識されてしまうということを示唆している．また α－13－グルカン欠損いもち病菌株では，キ

チンやFグルカンなどの細胞壁構成多糖が細胞壁表層に露出されるためキチナーゼなどの溶菌酵素

への感受性が非常に高まることが見いだされた7) このことから細胞壁表層の α－1,3ーグルカンには

菌の細胞壁の保護という役割もあることが明らかになった．

さらに同様の手法で，感染時と非感染時のイネの主要病原性糸状菌である Cochliobolus

miyabeanus （ゴマ葉枯病菌；子嚢菌）およびRhizoctoniasolani （紋枯病菌；担子菌）の菌糸を観察し

たところ，これらの菌でも α－1,3－クソレカンが感染時に特異的に細胞壁表層に蓄積されて細胞壁中の

キチンを覆い隠すことが明らかになった．さらにバクテ リア由来の α－1,3ーグワレカナーゼを発現させ

たイネを作出 してM.oryzae, C. mかめeanus, R. solaniを接種したところ，組換えイネではこれらの

病原性糸状菌の感染が抑制されただけではなく，これらの菌に対する防御応答の発動が早まること

が確認された7). すなわち，これらの病原性糸状菌では感染時に植物を認識すると α－1,3ークールカン

を表層に蓄積して細胞壁を保護すると同時に，細胞壁 PAMPsを隠すことにより感染時の宿主植物
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図4 病害防除標的としての α－1,3ーグルカン

A 植物病原性糸状菌の感染における αー1,3－グルカンの役割 病原性糸状菌では感染H寺に

αー1,3－クソレカンを表層に蓄積して細胞壁を保談する その結果，植物表面で機能する

防衛l機構や，感染l時の宿主植物の自然免疫による P品 1Ps認識を回避することができる

Bα－1,3－グルカンを標的とした病害防御ストラテジー αー1,3－グルカナーゼやその生産菌

などを用いて菌の αー1,3ーグルカンを除去する ことにより細胞墜 PAMPsが露出し，植

物体表面の防御機構や自然免疫を活性化することができる．

の免疫活性化を回避していることを示唆している（図 4A).

α－1,3－グルカンを標的とした糸状菌病害防除ストラテジーの開発

感染時の菌糸の研究から，イネ病原性糸状菌はイネが分解できない α－1,3－グルカンで細胞壁

PAMPsを隠してステルス化し植物の自然免疫を回避してこっそり侵入する という“ステルス感

染戦略”をとっていることが明らかになった 逆に，この感染戦略の裏をかくことができれば菌の

感染を防止することができる．例えば既に述べたようにイネにふ13－グルカナーゼを発現させて菌

のα－1,3－グルカンを分解すれば，細胞壁 PAMPsを露出させて植物の防御応答を活性化することが

できる7) しかし国内での利用を考えると，むしろ α－1,3－グルカン欠損いもち病菌がイネの防御応

答を侵入前から引き起こしたことに着目したい なぜならばこの結果は α－1,3－クゃルカナーゼや

α－1,3ーグルカナーゼ生産菌を処理して菌体表面から α－1,3－グルカンを除去することによりイネ自身

の防御機構の活性化を介して病原性糸状菌の感染を防ぐという新規防除ストラテジーの可能性を示

しているからである．プレリミナ リーではあるが，実際に我々は α1,3－グルカナーゼやα1,3－グル

カナーゼ生産菌の処理による病害防除効果を確認している．
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おわりに

多くの植物ゲノム中に α－1,3－グルカナーゼ遺伝子が見出されないことや，菌の系統進化上非常に

遠い関係にある M oryzae, C. miyabeanus, R. solaniが同様に α－1,3－グルカンを利用して宿主の自然

免疫を回避していることから，他の多くの植物病原性糸状菌でも同様の手段で宿主植物の自然免疫

を回避していることが想像される．消費者が農薬を敬遠する傾向は依然高く従来の防除技術に限界

がある中，従来と異なる機構で効果を発揮する防御技術の開発が求められている． α－1,3－グ、jレカン

を標的とした防除技術が実用化すれば，植物自身の免疫を利用した，色々な糸状菌病に対して効果

がある新しいタイプの病害防除法になることが期待できる．
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Stealth infection strategy in fungal plant pathogens -can we break fungal stealth? 

Marie NISHIMURA 
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National Institute for Agrobiological Sciences, 2-1-2 Kan-non dai, Tsukuba, Ibaraki 305-8602ラJapan

Plants have immunity which is activated against broad range of microbes upon recognition of 'non-self’ 

molecules called PAMPs (pathogen-associate molecular patterns) such as flagellin on bacterial flagella and 

chitin oligomer derived from fungal cell walls. However, pathogens have developed mechanisms to overcome 

this host immunity for successful infection. We have studied immune evasion mechanisms in fungal plant 

pathogens using an ascomycete rice pathogens Magnaporthe Oη•zae as a model. We have revealed that M 

oryzae masked cell wall PAMPs with α－1,3 -glucan, a non-degradable polysaccharide in plants. Indeed, M 

oη•zae mutant lacking α，1,3-glucan rapidly activated host immunity. Interestingly, ascomycete Cochliobolus 

miシ・abeanusand basidiomycete Rhたoctiniasolani concealed cell wall PAMPs with ル1,3-glucanduring rice 

infection. In supporting of this finding, transgenic rice plants secreting a bacterial α－1, 3 -glucanase became 

resistant to th巴sefungal pathogens. Our finding suggested that a wide range of fungal pathogens useα－1,3” 

glucan for evading host immunity. Thus，α－1,3圃glucanmay be a efficient target to controlling various fungal 

diseases. Use of ι 1,3・・glucanase-producingbacteria and α－1,3・glucansewill have potential applications in 

sustainable crop protection techniques. 
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