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Abstract 

Rosa mu/，勿'lora'Matsushima No. 3' is tolerant to rose root rot disease caus巴dby 乃!thillmhe/icoides Drechsler， and the 

tolerance has been revealed through restraining germ tube elongation on penetration into root tissue. Phenolic substances are 

linked to preventing the germ tub巴 frompenetrating tissue; the retardants of germ tube elongation may be hydrolyzates of 

phenolic substances induced by penetration of a dis巴asedgerm tube. 1n this study， phenolic substances were extracted from the 

roots of tolerant rose‘Matsushima No. 3' and susceptible rose R. '~呼akashima 91'， and we examined the retardant activity. The 

substances which restrained germ tub巴elongationof P. helicoides were detected in th巴rootof ‘Matsushima No. 3'， and these 

exist as bound phenolic substances (glycosides) in the root. These substances show high retardant activity when hydrolyzed and 

change to free phenolic substances. The differenc巴betweenthe tolerant and susceptible ros巴appearsto be due to the quantita-

tive difference in the retardants contained in the roots. From the results of HPLC analysis of bound phenolic substances， the 

peak of the substance eluted before or after 10 minutes in‘Matsushima No. 3' was about three fold higher than that of 

‘Nakashima 91¥An HPLC fraction containing this peak was tested for retardant activity. This fraction showed significantly 

higher retardant activity， and we infer that the substance contained in this fraction is related to the expression of tolerance of 

‘Matsushima No. 3¥ 

KeyWoI由 :HPLC， Pythium helicoides 

キーワード:高速液体クロマトグラフィー，Pythium helicoides 

緒筒

19ヲ6:年夏に，岐阜県内の凶b&Flow栽培システムで生産

されているミニチュアローズ鉢物において Pythiumheli司

coides Drechslerーによるパラ根腐病が発生し，その後切りパ

ラのロックウール栽培施設でも何様の感染が確認され，全

霞に広がった(Kageyamaら， 2002;Liら， 2007a). P. helicoides 

Pythium属菌に分類されており，夏季に集中し

る (Kageyamaら， 2003). パラ根腐病に感染した

植物体では根の褐変や腐敗が起こり，下薬から黄イヒして枯
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死するとともに，遊定子によって伝搬して多大な被害をも

たらす (Kageyamaら， 2002; Liら， 2007a). 有効な薬剤と

してメタラキシルなどがあるが，耐久体の卵胞子に効果が

ないことや，持続可能な農業に対する観点から抵抗性台木

の育成が望まれている.

1998年に，岐阜県内でパラ根腐病が発生した切りパラの

ロックウール生産施設において，ノイバラ‘松島 3号，(Rosa 

multiflora 'Matsushima No. 3')を台木とした個体で発病がみ

られなかったことから， ノイバラがノくラ恨腐病に対して抵

抗性を持っていることが推察された (Liら， 2007a). Liら

(2007b)は，‘松島 3号'のパラ根腐病抵抗性について調査

し抵抗性が感染の初期段階ではなく，菌糸が表皮組織や

内部組織に侵入する段階で発現し，根組織内での菌糸伸長
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が抑制されていることを明らかにした.

植物は病原菌の侵入を受けると防御反応を発現し，パラ

科植物では傷害によって誘導された酵素反応によってタン

ニン類が加水分解され，抗菌活性物質が遊離されることが

知られている(橋床・田原， 1997). また，キュウリのうど

んこ病 (Faweら， 1998)やオリーブの疫病 (DelRioら，

2003) において， ブェノール化合物が菌糸伸長を胆害する

ことが報告されてし、る.

R. multiflorαのバラ根腐病抵抗性に関係するフェノール

化合物についての報告はないものの，R. multifloraにはフェ

ノール化合物のカテキン重合体(橋床・田原， 1997)やク

ンフエロール誘導体のマルチフロリン A (丸山ら， 2009) 

などのフラボノール配糖体の存在が明らかとなっており，

これらの物質がバラ根腐病抵抗性に関与している可能性が

考えられる

そこで本研究では， ノイバラの根に含まれるノくラ根腐病

菌の菌糸伸長抑制物質の存在を検証するために，抵抗性の

ノイバラ品種‘松島 3号' と罷病性のミニチュアローズ品

種‘"1ごi島 91' (R. 'Nakashima 91')の根からフェノール化合

物を拙出し，抽出物の菌糸仲長抑制効果を検討した.

材料および方法

1. 供試植物および供試菌株

供試純物として，パラ根腐病 (phe/icoides)抵抗性を示

すノイバラ‘松島 3号，(R. lIIultiflora 'Matsushima No. 3 ，)と

擢病性を示すミニチュアローズ品種‘ヰ!烏 91'(R.判akashima

91'，流通名‘シルクレッド， )を用いた.パラ恨腐病菌株

は，P helicoides 8-5 (Kageyamaら， 2002) をJI]し、た

2. 根からのフェノール化合物の抽出

Liら (2007a) の報告から，挿し木 1か月後の‘中島 91'

の恨でパラ根腐病が発症し，ノイバラ‘松島 3号'が抵抗性

を示したことから，挿し木 lか月後の根を供試材料とした.

pH調整済みピートモス培養土 (BM-2，Berger)とパー

ライトを 2:1で混合した培養土を充填した 200穴セルトレ

イに，供試パラ品種の茎 l節を挿し木し，人工光閉鎖型苗

生産装置(苗テラス，太洋興業)を)0いて 250C，湿度 90

%以上，全日 4，0001xの条件で発根させた.挿し穂には，

0.5%インドール麟酸粉剤(バイエルクロップサイエンス)

処理した.発根した苗を流水で洗浄した後，根を切断して

表面の水を取り除き，生体重を計量して約 10倍量の 80%

エタノール中で磨砕した.

フェノール化合物の抽出は， Faweら(J998)の方法を参

考にした 磨砕ヱタノール懸濁液を11音所， 40Cで2日間静

置してエタノール可溶性成分を抽出した.磨砕エタノール

懸潟液をi慮過し，エタノール層をロータリーエパポレータ

で引衣圧濃縮した後， pH 2.0に調整し，石油エーテルを加え

て綜とうした 石油エーテル層の不飽和脂肪酸を取り除い

た後，水層に等量の酢酸エチルを加えて振とうし，酢駿エ

チル幽分と水溶性回分に分けーた

酢酸エチル両分はロータリーエパポレータで減圧乾国

し， t1¥ 5 g (王w.)・mL-1となるように 99%エタノールで溶解

したものを遊離型フェノール抽li"¥4完!とした.水!百回i分は4N

の塩酸を等iif加えた後， 1000Cで 1時間熱処理して加水分

解し，冷却j後に酢酸エチルを等監加えて振とうし，酢酸エ

チル画分を得た. I~，駿エチル回分はロータリーエパポレー

タで減圧乾崩し，根 5g (f.w.)・mL-1となるように 99%エタ

ノールに溶解して結合型フェノール抽出物とした(第l区1). 

3. 抽出物の菌糸伸長抑制検定

P helicoides B-5を Cornmeal agar (CMA)培地で噌殖させ，

シャーレ上の菌糸を崎地ごと 5mm角の菌糸ブロックとして

切り取り，乃Jthium選択培地AP2(CMA十 5mgo L-1 pimaricin + 

100 mg 0 L-1 agrimycin + 50 mg・L-1 pentachloronitrobenzene) 

(景ILi・宇井， 1980)を分注したシャーレの仁|ご!心に置床した.

シャーレの 41Wbに，遊離型フェノールtltl出物，結合型フェ

ノールJllII:U物あるいは後述の HPLCのピーク分取両分をマ

イクロピペットで 5μLずつ滴下し， 300C・|暗所で培養して

Roots 
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Fig. 1 IsoIation protocol for phenolic substances合0111roo1. 
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5μL phenolic substances 

Image of germ tube elongation 

Fig. 2 Procedure for measuring germ tube elongation area (model 

chart). 

12時間ごとに写真撮影した(第 2~J).撮影画像の菌糸伸長

領域を爵像処理ソフトウェア (AdobePhotoshop 5.5) で範

し，葉面積測定ソフトウェア (LIAfo1' win32，名古

を用いて菌糸拡散面積を算出した. シャーレの 4

99%エタノールを 5μLずつ滴下したものを対照思と

した.フェノール化合物の抽出は 3反復行い，菌糸伸長抑

もそれぞれ 3皮復行った

4. 結合型フェノール抽出物の HPLCによる分離

ブェノーノレ抽出物を HPLC(LC-8020 Model II，東

ソー)で分離した.カラムは分離カラム COSMOSIL5C18-

Mふ1I型 (4.6x 250 mm) (ナカライテスク)を用いた.溶

2%酢酸ーアセトニトリノしを用い，溶離液のアセト

ニiリル濃度を0%から 40分後に40%とするアセトニトリ

ル設定勾配を用いた.検出は 300nmで行った

3号' と‘中島 91' のクロマトグラムから，両品

で差異のみられたピーク (A) に着目し， ‘松島 3

および‘中島 91'のピーク (A) の物質を分取した 根か

らの抽出は第 l閣の方法で行い，結合型フェノール抽出物

30 g (f.w.) • mL-1となるように 99%エタノールに溶f詳

し分取カラム COSMOSIL5C18-MシII型 (20x 150 mm) 

を月れ、てピーク (A) を分取した.溶謝t液は上述の分離カ

ラムでの条件と同じとし アセトニトリル濃度を 0%から

40分後に 40%とするアセトニトリノレ濃度勾配を用いた.根

からの抽出および分取は 3回反復した.分耳元した試料を蒸

発乾固し， 99%エタノールで根 30g (王w.)'mL一lとなるよ

うに溶解して菌糸抑制効果の検定試料とした. 99%エタ

ノールをシャーレの 4隅に 5μLずつ{廊下し，対照区とし

た.窟糸伸長抑制検定は，分取試料ごとに 3回行った.

結果および考察

‘松島 3号'の般から抽出した結合型フェノーノレ抽出物と

遊説t型ブェノール抽出物について 菌糸伸長抑制効果を検

定し，第 3閣に示した.接穏 72時間後の対照症の茜糸拡散

国積は 4，787mm2で，シャーレ全面に菌糸伸長がみられた
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Fig. 3 Tolerant effects of phenolic substances合om‘Matsushima

No. 3' on germ tube elongation. 

Z Germ tube elongation area was measured 72 h after 

inoculation. 

Free and bound phenolic substances were detected in root 

extracts of 5 g (王w.)root ・mL-1， respectively 
y 5 !lL of 99% ethyl a1cohol was added at 4 corners in a petri 

dish (s巴巴 Fig.2).

x Values with differ巴ntsuperscripts are significant at p = 0.05 

by Fisher's LSD test. 

Vertical bars represent mean土 SE(n = 3). 

のに対して，遊離型フェノール抽出物の菌糸拡散箇積は

2，661 mm2と有意に小さかった.また，結合型フェノール

抽出物を滴下した培地では，菌糸の伸長がほとんど認めら

れず，菌糸拡散面積は 36mm2で¥対照区および遊離型フェ

ノール抽出物に比べて有意に小さかった.

結合型フェノーノレ抽出物の菌糸拡散面積が著しく小さ

く，菌糸伸長がほとんどみられなかったことから， ‘松島 3

号'の根にはパラ根腐病菌 (p.helicoides) の蕗糸仲長を強

く抑制するフェノール化合物が配糠体の型で含まれている

ことが明らかとなった. ブェノール化合物は植物体内では

低毒性の配糖体として存在しており，槌物体が病原菌の感

染や傷答を受けることによってグリコシダーゼやハイド

ラーゼなどが活性化し，プグリコンが遊離して抗菌カが発

揮される(白石， 1998). Faweら(1998) は，本研究と同

様の方法でキュウリの葉からフェノーノレ化合物を抽出し，

塩酸で加水分解したフラボノール・アグリコン(結合型フェ

ノール抽出物)がうどんこ病に対して強い抗菌活性を示し

たと報告している.従って，本研究の‘松島 3号'の根に

おいても，パラ根腐病菌に対する菌糸伸長抑制物質が配糖

体として含まれており，植物体への病原菌の感染によって

アグリコンが遊離して抗菌力を発揮するものと考える.

遊離型フ工ノール抽出物の菌糸拡散面積は，対照区に比

べて有意に小さかったものの，結合型フェノール抽出物に

比べると菌糸伸長抑制効果は高いとはいえなかった.本研

究における遊離型フェノール抽出物は，挿し木発根した健

全な根を磨砕したエタノール可溶性成分中に含まれるアグ

ザコンである.従って，健全な‘松島 3号'の根にもパラ

根腐病菌に対する簡糸伸長抑制物質が含まれている可能性

が示唆されたが，その量は少ないと考える.採取した根は

速やかに磨砕してエタノール抽出を行ったが，根の切除時
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Fig， 4 Tolerant effects ofbound phenolic substances fromιMatsushima No. 3' and‘Nakashima 91' on germ tube elongation. 
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Y Bound phe 日olic s乱釦ubs託tanc巴s (origina沼凶a剖Iliquid)we引redetected in root 巴xtracts of 5 g (f. 

'Ya剖lu巴SWl此thdifferent sup巴rscr叩lゆptsar巴s申lif日lca凶 atp = 0.05 by Fiおsh児町巴r'、sLSO t旬巴sはt(n = 3) 

(〉

E
)
ω
u
z
R
t。
∞
』
〈

本研究において，パラ根腐病に対して隈病性である‘中

島 91' の結合型フ工ノール抽出物において，対照区に比べ

て菌糸伸長が抑制されており，その抑制効果は‘松島 3号'

の 10倍希釈液と同等であった.李ら (2006)は，品種育成

過程における R.multifloraとの交雑系譜から R.multifloraと

の血縁度を求め， J血縁度が低くなるに従って P.helicoidesの

発病指数が高まることを明らかにしている. ‘仁|コ島 91'

R. /I1ult♂01・0 との血縁度は不明であるが，本品種はミニチュ

アローズに分類され，その育成過程において R.multifloraが

交~~f: されていると推定される.従って， ‘中島 91' は完全

な催病性ではなく，極めて低い抵抗性を示すと考えられた

Oengら (2005)は，カラジウムの P.myriotylum iこ対する恨

腐病抵抗性は，抵抗性物質の量的な差異によるものである

と報告しており，本研究における‘松島 3号'と‘仁!こ!島 91'

の結合型フェノール抽出物における菌糸伸長抑制効果の差

異からみて，これらの品種の菌糸伸長抑制効果は結合型

フェノール抽出物に含まれる菌糸伸長抑制物質の量的差異

が関係していると考えられた.
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の傷によって遊離型フェノーノしが産生された可能性や抽出

操作の過程で結合型ブ工ノール化合物が加水分解された人

工産物である可能性も考えられた.いずれにせよ，遊離型

ブェノーノレは結合型フェノールに比べて菌糸伸長抑制効果

は高くなく，重要性は低いと考えられた.

‘松島 3号' と ‘仁|コ島 91' の根から抽出した結合型フェ

ノール抽出物の菌糸伸長抑制効果を比較すると(第 4図)， 

24時間後までは‘松島 3号¥ 'cl"島 91' および対照区とも

に臨糸伸長がほとんど認められなかった.しかし対照区

の菌糸拡散面積は 36時間後には 1，545 mm2となり，その後

急速に増大して 60時間後にはシャーレ全面に広がった.こ

れに対し， ‘松島 3号'の結合型フェノール抽出物の原液で、

は有意に菌糸伸長が抑制されており 72持間後の菌糸拡散

面積は 130mm2 に留まった• 3および 10倍に希釈した‘松

島3号'の結合型フェノール1111/J:¥物の菌糸拡散面積は希釈

倍率に応じて増加し 72時間後の菌糸拡散面積は 3倍希釈

区で 3，543mm2， 10倍希釈!玄では対照区と同様にシャーレ

全面に菌糸が広がっていた.これに対し， 'cl='島 91' の結合

型フェノール抽出物目立液で、は， 48時間後までは対照区の 11

2程度の菌糸拡散面積を示し， ‘松島3号'には及ばないも

ののわずかに菌糸の伸長抑制効果が認められた 可コ烏 91'

の結合型フェノール抽出物を 3および 10倍希釈すると，菌

糸伸長抑制効果が小さくなり， 10倍希釈したものは対照区

と有意差が認められなかった ‘松島 3号'の結合型フェ

ノール抽出物の 10倍希釈液と，‘中島 91'の結合型フェノー

ノレ抽出物原液の菌糸拡散面積の推移は同じであった.

Temgo・Boyomo(2002)は， CocoyamのP.myriotylu/l1 Orech-

slerに対する抵抗性に，菌糸伸長抑制効果を持つフェノー

ル化合物が関係していることを示唆している.本研究にお

いて，バラ根腐病抵抗性を示す‘松島 3号'の結合型フェ

ノール抽出物が極めて高い菌糸伸長抑制効果を示したこと

から， Cocoyamと同様にパラ根腐病に対する抵抗性にフェ

ノール化合物が関与していると考えられた
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‘松島 3号'の結合型フェノーノレ抽出物が強い菌糸抑制効

したことから，抵抗姓に関係する菌糸伸長抑制物質

しく調べるために， ‘松島 3号' と ‘中島 91' の結合

袈ブエノール抽出物を HPLCで解析した(第 5国). 5 ~ 6 

分， 8 ~ 9分， 10分前後に溶出する物質が確認され，それ

らは 4仁中h島9引lγ，に土北tベて

にi叩O分前後に溶出する物費は， ‘仁十1島 91' のピークがi労i壌

ではなかったのに対して，‘松島 3号'は明らかなどークを

示しその高さは‘中島 91' の約 3fきを示した(以後ピー

ク (A) とする)• 

3号'と ‘中島 91' の聞で明らかな差がみられた

ピーク (A) の菌糸伸長抑制効果を検定す-るために，両品

種のどーク (A) に相当する物質を分耳元し，菌糸伸長抑制

効果を検討した(第 6国).対照区 (99%エタノーノレ)で

は， 84時間後に菌糸がシャーレ全体に伸長して菌糸拡散由

5ラ674mm2に達したのに対し， ‘松島 3号'のピーク

分取原液では 84時間後に 3.723mm2に留まり，有意

な抑制効果が認められた. ‘松島 3号'のピーク (A)の分

取原液を 3および 10倍に希釈したものの臨糸拡散面積は，

それぞれ 4，860および 4，737mm2となり，対照、区の蕗糸拡

散詣積と有意差がみられなくなった.これに対し ‘中島

91' のピーク (A)の分取原液の菌糸拡散面接は 5，017mm2 

となり，対損区と有意差が認められず，問様に 3および 10

倍希釈液も対照区と有意援が認められなかった.

このことから， ‘松島 3号'のどーク (A)に含まれる物

P. helicoidesの菌糸伸長を抑制する効果を持つことが

れ， これがノイバラのバラ根腐病抵抗牲に関係して

いると考えた.しかしその効果は第4図に示した‘松島

3号'の結合型フェノール抽出物の萄糸伸長抑制効果に比

べて小さく，さらにピーク (A) 以外にも商品種間で量的

のあるピークが多数存在していることから， ‘松島 3

の菌糸伸長抑制効果はピーク (A) を含む複数のブエ

ノール化合物によるものであることが示唆された.

今後ピーク (A)の物質を単離し， Mass Spectrometer (MS) 

解析などを行ってパラ根腐病抵抗性物質を切らかにすると

ともに，バラ根腐病抵抗性物質の生合成機構を解明する必

要がある.

摘 要

ノイバラ‘松島 3号，(Rosa multijlora '抗atsushimaNo. 3つ
はパラ根腐病菌 (pythiumhelicoid，ω) に対して抵抗性を示

し，根組織への侵入過程で菌糸伸長が抑制されることが明

らかとなっている.組織内への菌糸侵入陸害にはフェノー

ル化合物が関与しており，病原菌の菌糸侵入によってフェ

ノール化合物の加水分解が誘導され，窟糸伸長抑制物質が

遊離されるといわれている.そこで本研究では，抵抗性品

種‘松島 3号'と催病性のミニチュアローズ品種‘中島 91'

(R‘Nakashima 91') の根からフェノール化合物を抽出し，

抽出物の菌糸伸長抑制効果を検討した.‘松島 3~予'の根に

はP.he/icoidesの菌糸伸長を強く抑制する物質が含まれて

おり， この物質は根の中で、は結合型フェノーノレ化合物(配

糖体)として存在し，加水分解されて遊離型となった場合

に高い菌糸伸長抑制活性を示した.商品種の抵抗伎と憶病

性の設は，根に含まれる菌糸伸長抑制物質の量的差異が関

係していると考えられた.結合型フェノール抽出物の高速

液体クロマトグラフィー (HPLC) 分析結果から， ‘松島 3

で 10分前後に溶出する物質のピークが‘中島 91' の

それの約 3f訟を示した. このピークの物質を分取し，その

菌糸伸長抑制効果を検討した結果，このピークの物質は有

意な菌糸抑制効果を示し，これがノイバラのパラ根腐病抵

抗性の発現に関係すると考えられた.
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