
  
  イネ培養細胞からのエリシター応答発光に対する過酸化水

素の関与について

  誌名 日本植物病理學會報 = Annals of the Phytopathological Society of Japan
ISSN 00319473
著者名 影山,智津子

加藤,公彦
稲垣,栄洋
伊代住,浩幸

発行元 日本植物病理學會
巻/号 73巻4号
掲載ページ p. 300-303
発行年月 2007年11月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



短報
日植病報 73: 300-303 (2007) 
]pn. ]. Phytopathol. 73: 300ー303(2007) 

イネ培養細胞からのエリシタ一応答発光に対する過酸化水素の関与について

影山智津子 1，2・加藤 公彦1*・稲垣 栄洋 1・伊代住浩幸 l

ABSTRACT 

KAGEYAMA， C.1，2， KATO， K.h，町AGAKI，H.1 and IYOZUMI， H.1 (2007). Participation of hydrogen peroxide in elicitor-responsive 
photon emission仕omrice cells. Jpn. J. Phytopathol. 73: 300-303. 

Biophoton emissions仕omsuspension-cultured rice cells were elevated after treatment with N-acetylchitohexaose. We examined 

whether this elicitor-responsive photon emission was correlated with the generation of reactive oxygen species. The strength of 

elicitor-responsive photon emissions from cells agreed with the amounts of hydrogen peroxide in cell-cultured medium in a time-

course study. Superoxide dismutase treatment did not affect the elicitor-responsive photon emissions， whereas catalase treatment 

suppressed the emission to 62% of the photon emission from cells in the medium without the enzymes. These results suggest that 

hydrogen peroxide partially contributes elicitor-responsive photon emissions. 

(Received September 29， 2006; Accepted Apri120， 2007) 
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生物は恒常的にバ イオフォトンと 呼ばれる極微弱な光を

放出している.バイオフォ トンは，生命活動に伴って細胞内

で行われる生化学反応に付随して放射されるものであり，ホ

タルやホタルイカなどのような発光を目 的とした強い光と

は基本的に異なる バイオフォトンが放出される基本原理

は， 生物の生化学反応によって生じた励起分子が基底状態に

戻るときに光を放出することにあるが，嫌気的な状態では

フォ トンが放出されないことから，酸化的代謝反応と深く関

わっており，活性酸素種 (reactiveoxygen species; ROS) カミ

原動力と考えられている (Abeles，1986). 

著者らのグループでは植物のバ イオフォ トン放射を生体

情報として解析する研究を進め，これまでに，植物の病害抵

抗反応 (Iyozumiet al.， 2002)や害虫の食害 (Yoshinagaet al.， 

2006)に伴って増加するバイオフォ トンの特性について解明

した.さらに，非病原菌由来のエリシター処理により 放出さ

れるバイオフォ トン(以下，エリシタ 一応答発光)は，病害

抵抗性誘導剤の作用によるプラ イ ミングを受けて増強する

ことも 明らかにしている (Iyozumiet al.， 2005) .また， シロ

イヌナズナにおいて，病害抵抗反応に伴 うバイオフォ トンが
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過敏感細胞死に関連 していると報告されており (Benn巴ttet 

al.， 2005)，これらのことは病害抵抗反応を解析する手段とし

てのバイオフォトンの重要性を示すものと考えられる.しか

し バイオフォトン放射が病害抵抗反応のどの生化学反応と

関連しているのかといった基本的なメカニズムはまだ明ら

かにされていない.

著者らは植物におけるバイオフォ トン放射を生化学的に

解明するため，生体内で起こる酸化的代謝反応の中で，特に

ROSとの関わりについて研究を行ってきた.イネ培養細胞に

過酸化水素やス ーパーオキサイドを添加するとバイオフォ

トン放射量が増加することや， イネ培養細胞にキチンエリシ

ターを処理したときに見られるエリシタ一応答発光が ROS

のスカベンジャ ーによって著しく減少する (Kageyamaet al. ， 

2006)ことから，ROSの関与が示唆される.本論文では，キ

チンエリシタ ーを処理したイネ培養細胞のエリシタ一応答

発光とROSとの関連を明らかにするため ROSの一つである

過酸化水素の生成との相闘を検討した.

イネ(品種:金南風)培養細胞は，種子より誘導し，1 mgl 

12，4-Dを含む改変 N6液体培地 (Kuchitsuet al.， 1993)を用い
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て， 250C，暗黒条件下， 100叩mで振とう培養し， 10日間隔

で継代した実験には，継代 10日後の培養細胞を新しい培

地に移して 4時間振とうしたものを用いた.なお，全ての実

験には同時期に培養した同じロットの細胞を供試した.エリ

シタ ーとして， 6量体キチン (N・acetylchitohexaose)(生化

学工業)を用い，滅菌水に処理濃度の 20倍に溶解し，使用

まで 50Cで保存した

イネ培養細胞からのバイオフォト ン放射の測定は，培養細

胞 19と培地 2mlを直径 60mmのプラスチックシャーレに

入れ，フォトンカウンター (PCX-100，浜松ホトニクス製)

を用いて， 260Cの恒温室内で， 10秒間ずつ継続的に行った.

バイオフォ トン放射が安定した後，各シャーレに 6量体キチ

ンを最終濃度 5μMで処理し，引き続きバイオフォトンを測

定した 測定結果は，すべて 1cm2当り 1秒当りのフォト

ンカウン ト数に換算し，3反復の平均値で示した.イネ培養

細胞から生成する過酸化水素濃度の測定は， バイ オフォトン

測定と同様の方法で準備した同じイ ネ培養細胞を用いて

行った.すなわち 6量体キチンをイネ培養細胞懸濁液に最終

濃度 5μMで処理し， 15， 30， 60， 90， 120， 180， 240分後

における培地中の過酸化水素濃度の変化 を Schwackeand 

Hager (1992)の方法で測定した.測定は試薬添加 10秒後か

ら30秒間行い， 二次元フォトン測定装置 (ARGUS，浜松ホ

トニクス製)を用いて発光強度を測定し，予め作成した検量

線から培地中の過酸化水素濃度に換算した測定は 6回ずつ

行い，平均値を示した.

バイオフォトン放射と過酸化水素の生成との関連を調査

するため， ROSの生成と消去を触媒する酵素として，スー
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パーオキ シドディスムタ ーゼ (SOD)(シグマ化学工業)及

びカタラーゼ(和光純薬工業)を用いた.これらは使用直前

に処理濃度の 20倍に滅菌水で希釈して原液とした.イネ培

養細胞は前述と同様に準備しバイオフォトン放射が安定し

た後，各シャーレに SOD200U/ml及びカタラーゼ 2000U/ml 

の濃度に処理した.さらに 10分後， 5μMの濃度に 6量体キ

チンを処理し，バイオフォトンを引き続き測定した測定結

果は，すべて 1cm2当り ，1秒当りのフォトンカウント数に

換算し， 3反復の平均値で示した.培地中の過酸化水素濃度

の測定は，バイオフォトン測定実験と同様に試料を準備し，

6量体キチ ン処理の 2時間後に前述の方法で測定した.測定

は，3反復で行い，回害剤を処理せずにエリ シタ ーのみを処

理した時の値を 100とし，阻害剤もエリ シタ ーも処理しない

時の値を Oとし，相対値を 3回の平均値で示した.

イネ培養細胞に6量体キチンエリシターを処理した時のバ

イオ フォトン放射と培地中の過酸化水素濃度の時間的推移

を Fig.1に示した. どちらも，コントロールの滅菌水処理で

は僅かな上昇しか見られないのに対し，エリシター処理で

は，処理 30分後にショルダーピー クが，さらに 2時間前後

に最大となり次第に減少するという良く似た推移が見られ

た.時間的推移がほぼ一致することから，過酸化水素の生成

とエリシタ一応答発光との聞には何らかの相闘があると考

えられた

SODとカタラーゼをイネ培養細胞に処理し， 6量体キチン

エリシターを処理した時のエリシタ一応答発光の時間的推

移を Fig.2に示した.SODを処理した後にエリ シタ ーを処理

した時のバイオフォ トン放射はエリ シタ ーのみを処理した
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Fig. 1. Time course of hydrogen peroxide accumulation in the medium and elicitor-responsive photon emission from suspension-cultured 

rice cells induced by N-acetylchitohexaose. Suspension-cultured rice cells (1 g) were suspended in 2 ml of modified N6 medium and 

treated with 5μM N-acetylchitohexaose. Biophotons were counted with a photon counter. The concentration of hydrogen peroxide 

in the medium was estimated by measuring the chemiluminescence of luminol using a photon imaging analyzer. The values for 

photon emission訂emeans:!:standard deviations of t討pliωteexperiments. The values of hydrogen peroxide are the means:!: 

standard deviations of six experiments. 
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Fig. 2. Effects of reactive oxygen species (ROS) inhibitors on photon emissions仕omsuspension-cultured rice cells induced by N-

acetylchitohexaose. Suspension-cultured rice cells (1 g) were suspended in 2 ml of modified N6 medium. A ROS inhibitor (either 

2000 U/ml catalase or 200 U/ml SOD) were added to the culture medium 10 min before addition of tbe elicitor (5μM N-

acetylchitohexaose). Biophotons were counted with a photon counter. Values are means::!::standard deviations for triplicate 

experiments. 

Table 1. Effect of reactive oxygen species-quenching enzymes in the medium on the generation of hydrogen peroxide and emission of 

photons from suspension-cultured rice cells induced by N-acetylchitohexaose elicitor 

Enzymes Elicitor 

SOD +b) 

Catalase + 
c) + 

a) Relative value at 2 hr after elicitor treatment. 

b) +: with elicitor，ー:without elicitor. 

c)ー:without enzymes. 

d) Relative value : 100% = 1.07μM 

SOD=super oxide dismutase 

場合と比較して，最大放射後は常に強い値を示したもののほ

ぼ同じパターンであった.これに対し，カタラーゼ?を処理す

るとエリシター処理のみより常に弱い放射で推移したエリ

シター処理 2時間後のエリシタ一応答発光の増加量を，エリ

シター処理のみを 100とした相対値で比較すると， SOD処理

後エリシター処理では 105%とほとんど変化が無かったが，

カタラーゼ処理後エリシター処理では 62%に減少した

CTable 1).同様の処理において，エリ シター処理 2時間後の

培地中の過酸化水素濃度は， SOD処理後エリ シタ ー処理で，

エリシター処理のみよりも 121%に増加 し，カタラーゼ処理

後エリシター処理では 0%に減少した CTable1).エリ シタ ー

処理後 2時間までを調べた限りでは， SOD処理区の過酸化水

素生成量は SOD未処理区よりも増加していた.

SODはスーパーオキサイドを不均化 し過酸化水素と酸素

を，カタラーゼは過酸化水素を不均化 し酸素と水を生成する

Relative H202 concentration (%)a) Relative photonemission (%)") 

121::!::19 105::!::22 

O::!::O 62::!::10 
100d) 100 

O O 

酵素であるが，処理2時間後の培地中の過酸化水素濃度は，

この反応と一致するように増減した.しかしエリシタ一応

答発光は， SODの処理でほとんど変化が無く，カタラーゼ処

理で無処理区と比較して約 4割減少したのみであった.過酸

化水素の増減とエリ シタ一応答発光の強弱は完全には一致

しなかったことから，検出しているエリ シタ 一応答発光は，

過酸化水素のみを原動力としたものではない可能性が示唆

された.バイオフォトン放射の原動力と考えられる ROSに

は，スーパーオキサイド，過酸化水素，一重項酸素及びヒド

ロキシラ ジカルがある.植物に病原菌やエリ シタ ーを処理す

るとスーパーオキサイドが生成されることはよく知られて

いるが，イネの培養細胞においてもキチ ンエリ シタ ーを処理

するとヒドロキシラジカルが生成されることから，スーパー

オキサイド→過酸化水素→ヒドロキシラジカルの系を経て

いることが示されている CKuchitsuet al.， 1995). 本実験も同
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じイネの培養細胞とキチンエリシタ ーを用いているため，同

様の活性酸素種が生成されていると予想されるが，培地中の

過酸化水素濃度が完全に消去されるようなカタラ ーゼ処理

においても，エ リシタ 一応答発光は見られた.培地中の過酸

化水素濃度は，微々な化学反応の後，過剰の過酸化水素が培

地中に放出された結果と考えられるため，細胞における過酸

化水素の生成量と一致しているとは限らない.しかし，過酸

化水素の生成と平行して生成される他のROSや，それらに

よって生成される酸化物などが，過酸化水素と 同様にエ リシ

タ一応答発光の原動力の一部となっていることも考えられ，

スーパーオキサイドやヒドロキシラジカルは，その候補とな

る物質である.今回の実験において，SODを処理しでもエリ

シタ 一応答発光にはほとんど影響がなかったことから，スー

パーオキサイ ドがフォ トン放射の原動力である可能性は低

いと考えられる 一重項酸素については，イネにおいての報

告ではないが，最近，オタネニンジンにエリシタ ーを処理す

ると生成されることが報告された (Xiaojieet al.， 2005) .一重

項酸素は，そのものに蛍光性があるため，バイオフォ トンと

して放射されている可能性がある. しか し その波長は

1，270 nmをピークとする赤外域， または寿命が短いが633nm

と703nm にピークをもっ光であり(渡辺・ 稲葉， 1991)， 本

実験系で使用 した検出器は400nmから 600nmが感度域であ

ることから，一重項酸素を直接測定している可能性は低いと

考えられる.また，広い意味での ROSの一つであるー酸化

窒素は，病原菌の感染により発生し CFoissneret al.， 2000) ， 

病害抵抗反応に関与していることが知られており (Durneret

al.， 1998)，さらに Bennettet al. (2005)は， シロ イヌナズナ

の植物体を用いた実験系でバイオフォトン放射とー酸化窒

素の関与を示唆していることから，候補のーっと言える.

今回の研究により ，イネ培養細胞にキチンエリシターを処

理した時に増強されるエリシタ一応答発光の一部には， 過酸

化水素が関与することが示唆された. しかし，他のROSが

エリシタ 一応答発光に関与する可能性もあるため，スーパー

オキサイド，ヒドロキシラジカルや一酸化窒素の生成と エ リ

シタ 一応答発光との相関など，さらに研究を進めていく必要

がある.

本研究は， NEDO技術開発機構の平成 17年度産業技術研

究助成事業の助成を受けて行った.

引用文献

Abeles， E B. (1986). Plant chemiluminescence， Annu. Rev. Plant 

Physiol. 37: 49-72. 

Bennett， M.， Mehta， M. and Grant， M. (2005). Biophoton imaging: a 

nondestructive method for assaying R gene responses. Mol. 

Plant-Microbe Interact. 18: 95-102. 

Durner，].， Wendehenne， D. and Klessig， D. E (1998). Defense gene 

induction in tobacco by nitric oxide， cyc1ic GMp， and cyc1ic 

ADP-ribose. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 95: 10328-10333. 

Foissner， 1.， Wendehenne， D.， Langebartels， C. and Durner， ]. 

(2000). In vivo imaging of an elicitor-induced nitric oxide burst 

in tobacco. Plant]. 23: 817-824. 

Iyozumi， H.， Kato， K. and Makino， T. (2002). Spectral shift of 

ultraweak photon emission仕omsweet potato during a defense 

response. Photochem. Photobiol. 75: 322-325. 

Iyozumi， H.， Kato， K.， Kageyama， C.， Inagaki， H.， Yamaguchi， A.， 

Furuse， K.， Baba， K. and Tsuchiya， H. (2005). Plant defense 

activators potentiate the generation of elicitor-responsive pho-

ton emission in ric巴.Physiol. Mol. Plant Pathol. 66: 68ー74.

Kageyama， C.， Kato， K.， Iyozumi， H.， Inagaki， H.， Yamaguchi， A.， 

Furuse， K. and Baba， K. (2006). Photon emissions仕omrice 

cells elicited by N-acetylchitooligosaccharide are generated 

through phospholipid signaling in c10se association with the 

production of reactive oxygen species. Plant Physiol. Biochem. 

44: 901-909. 

Kuchitsu， K.， Kikuyama， M. and Shibuya， N. (1993). N-acetylchitoo-

ligosaccharides， biotic elicitor for phytoalexin production， induce 

transient membrane depolarization in suspensiorトculturedrice 

cells. Protoplasma 174: 79-81. 

Kuchitsu， K.， Kosaka， H.， Shiga， T. and Shibuya， N. (1995). EPR 

evidence for generation of hydroxyl radical triggered by N-

acetylchitooligosaccharide elicitor and a protein phosphatase 

inhibitor in suspension-cultured rice cells. Protoplasma 188: 

138-142. 

Schwacke， R. and Hager， A. (1992). Fungal elicitors induce a 

transient release of active oxygen species仕omcultured spruce 

cells that is dependent on Ca2+ and protein-kinase activity. 

Planta. 187: 136一141.

渡辺治夫 ・稲葉文男 (1991).生物フォ トンの生化学 代謝，発

光機構，進化一(1). 0 plus E 142: 112-123. 
Xiaojie， X.， Xiangyang， H.， Neill， S. ].， ]ianying E and Weiming， C. 

(2005). Fungal elicitor induces singlet oxygen generation， 
ethylene release and saponin synthesis in cultured cells of 

Panax ginseng C. A. Meyer. Plant Cell Physiol. 46: 947-954. 

Yoshinaga， N.， Kato， K.， Kageyama， C.， Fujisaki， K.， Nishida， R. and 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

