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植物における免疫誘導と病原微生物の感染戦略
Plant immunity and inhibitory mechanism of host immunity by pathogens
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原微生物は特定の植物にしか感染できない．つまり，植物

要 約

は多くの病原微生物の感染を阻止しているのである．では，

植物は細胞膜に存在する病原微生物の認識にかかわる

植物はどのようにして病原微生物の感染を阻止している

受容体により，侵入してきた病原微生物の構成成分を検出

のだろうか．動物では一般に“免疫”として，病原微生物

し，さまざまな免疫応答を誘導する．近年，病原微生物の

の感染にともない防御応答を誘導することが知られてい

認識にかかわる受容体の構造と機能が明らかにされると

る．植物も動物の免疫と同じような方法で病原微生物に対

ともに，それら受容体と複合体を形成するタンパク質が同

し防御応答を誘導しているのだろうか．
動物の免疫応答は自然免疫と獲得免疫とに大別される．

定され，病原微生物の認識にともなう免疫誘導の分子機構
が明らかになってきた．一方，病原微生物は植物の免疫誘

獲得免疫は古くからよく知られている抗原抗体反応にも

導を抑制するため，エフェクターとよばれる自らのタンパ

とづく免疫反応であり，病原微生物の感染から抗体ができ

ク質を植物の細胞内に分泌し，病原微生物の認識にかかわ

るまで数週間を要する．一方，自然免疫は病原微生物の感

る受容体を介した免疫反応の誘導を阻害していることが

染にともない迅速に誘導される免疫応答である．自然免疫

わかってきた．ここでは，受容体を介した植物の免疫誘導

反応では，宿主（感染をうける側を宿主という）の細胞膜

の分子機構と，エフェクターを利用した病原微生物の感染

に存在する受容体が，病原微生物の構成成分（PAMP：

戦略に関して，最新の知見を解説する．

pathogen-associated molecular pattern，病原微生物関連
（図 1）
．
分子パターン）を検出することにより誘導される 1)
代表的な PAMP として細菌のべん毛タンパク質やリポ多

はじめに

糖などが知られている．動物の細胞の表面にはこのような

毎年，世界の作物生産の約 15％は病害により失われて

PAMP を認識するセンサー（受容体）が存在し，それら

いる．一方で，世界的に爆発的な人口の増加が予測されて

は総称し てパターン認識受容 体（pattern recognition

おり，国連食糧農業機関の発表によると，2050 年には世

receptor：PRR）とよばれている．また，パターン認識受

界の人口は 90 億人をこえ，現在より食糧の 60％の増産が

容体が PAMP を検出することにより誘導される免疫反応

必要であると試算されている．しかし，単位面積あたりの

を PAMP 誘導免疫（PAMP-triggered immunity：PTI）

作物の生産量を大幅に向上させることは非常にむずかし

とよぶ．動物のパターン認識受容体の代表として Toll 様

く，病害による 15％の損失をいかに抑えるかが今後の重

受容体（Toll-like receptor：TLR）が知られており，Bruce

要な課題のひとつになっている．

A. Beutler と Jules A. Hoffmann は Toll 様受容体の発見

野菜や庭木などを育てていると，いろいろな病気が発生

により 2011 年にノーベル生理学・医学賞を受賞している．

しその対策に悩まされる．植物を侵している病原微生物も，

ヒトには 11 個の Toll 様受容体が存在し，それらがさまざ

細菌，カビ，ウイルスなど，さまざまである．病気になっ

まな種類の PAMP を認識しそのシグナルを細胞内に伝達

た植物をみていると，あたかも植物が病原微生物から一方

することにより，病原微生物の感染に対し迅速な免疫反応

的な攻撃をうけているようにみえるが，本当にそうであろ

の誘導を可能にしている．

うか．地球上には多くの病原微生物が存在しているが，そ

一方，植物には動物の獲得免疫のような抗原抗体反応に

れらがすべての植物に感染できるわけではなく，個々の病

もとづく防御応答は存在しない．しかし，植物も動物と同
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が宿主のパターン認識受容体に検出されてしまうと防御
応答をうけることになり，増殖することができなくなる．
しかし，病原微生物はただ手をこまねいているわけではな
い．病原微生物は進化により宿主の免疫応答を阻止するこ
とのできるタンパク質（エフェクターとよばれる）を獲得
し，それを宿主の細胞内に送り込むことにより防御応答か
．それに対しさらに植物は，病
らまぬがれている 1)（図 1）
原微生物が送りこんできたエフェクターを検知する細胞
内受容体を獲得し，PAMP 誘導免疫と比較してより強い
免疫反応を誘導する．この反応はエフェクター誘導免疫
（effector-triggered immunity：ETI）とよばれている（図
1）
．では，このような植物の免疫反応と病原微生物による
免疫反応の阻害はどのように行われているのだろうか．く
わしくみてみよう．

図 1 植物の免疫応答の概念
植物は細胞膜にパターン認識受容体をもち，病原微生物の構

1． 植物のパターン認識受容体と免疫反応の誘導

成成分 PAMP を検出して免疫反応を誘導する（PAMP 誘導免
疫）．一方，病原微生物は免疫反応を阻害するため宿主の細胞

植物の細胞膜に存在するパターン認識受容体は，受容体

内にエフェクターを分泌する．一部のエフェクターは細胞質

型キナーゼ（receptor-like kinase：RLK）と受容体型タ

受容体により検出され，免疫反応が誘導される（エフェクタ

ンパク質（receptor-like protein：RLP）とに大きく分類

ー誘導免疫）．

．受容体型キナーゼは PAMP を検出する
される 2)（図 2）
細胞外ドメインと細胞内にタンパク質キナーゼドメイン

様にパターン認識受容体をもち，PAMP を検出して防御

をもつ受容体であり，一方，受容体型タンパク質は細胞外

応答を誘導することができる．その反応は動物の自然免疫

ドメインをもつものの細胞内の領域は短く特徴的なドメ

に非常に似ていることから，近年，“植物免疫”とよばれ

インをもたない．2000 年以降，植物では細菌のべん毛タ

ている．わが国ではまだこの植物免疫という言葉にはなじ

ンパク質に由来するペプチド（flg22）
，翻訳伸長因子に由

み が な い よ う に 思 わ れ る が ， 国 際 的 に は “ plant

来するペプチド（elf18）
，細胞壁成分であるペプチドグリ

immunity”という用語はすでに定着している．

カン，そして，真菌のもつキチンを検出するパターン認識

病原微生物にとり，
感染した細胞において自らの PAMP

受容体が明らかになり先行して研究が進められているが，

図 2 植物および動物におけるパターン認識受容体と細胞内受容体の構造
パターン認識受容体のうち，FLS2 は flg22 を，EFR は elf18 を認識する．CERK1 と CEBiP はキチンを認識し，EiX1 はキシラナ
ーゼの認識にかかわる．
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現在でも，パターン認識受容体と PAMP との組合せが明

3)，
flg22

らかになっているものはそれほど多くない．パターン認識

ートをもつ受容体型キナーゼである BAK1 と相互作用す

受容体のもつ代表的な細胞外ドメインとしては，ロイシン

る 4)．この FLS2 と BAK1 との相互作用は，細胞に flg22

残基のくり返し配列であるロイシンリッチリピート

を処理したのち数分以内に起こることが報告されている．

（leucine rich repeat：LRR）
，キチンやペプチドグリカ

この相互作用により FLS2 と BAK1 は相互にリン酸化さ

ンなどのオリゴ糖と結合する LysM ドメインなどがある．

れ活性化状態になると考えられる．そののち，FLS2 から

植物のパターン認識受容体とヒトの Toll 様受容体の構造

のシグナルは受容体型細胞質タンパク質キナーゼ

を検出するとやはり細胞外にロイシンリッチリピ

をみてみると，Toll 様受容体のもつ細胞外ドメインはロイ

（RLCK：receptor-like cytoplasmic kinase）ファミリー

シンリッチリピートであり，植物のパターン認識受容体と

に属する BIK1，PBS1，PBL1，PBL2，BSK1 に伝達さ

．
非常によく似ていることがわかる（図 2）

れる 5,6)．これら RLCK ファミリータンパク質は flg22 の

つぎに，このようなパターン認識受容体がどのように

処理にともないリン酸化されることが明らかになってい

PAMP を検出し，そのシグナルを細胞内に伝達するかを

るが，FLS2 と BAK1 のどちらが RLCK をリン酸化して

みてみよう．植物でもっともよく解析されているパターン

いるかについては議論があり最終的な結論は得られてい

認識受容体は，モデル植物であるシロイヌナズナ

ない．いずれにしても，これらの RLCK ファミリータン

（Arabidopsis thaliana）の FLS2 である．FLS2 は細胞

パク質が受容体からのシグナルを受け取り，そのシグナル

外にロイシンリッチリピートを，細胞内にタンパク質キナ

を細胞内に伝達していることはまちがいないと考えられ

ーゼドメインをもち，細菌のべん毛タンパク質の N 末端

る．ほかの植物にも FLS2 や BAK1 のホモログは存在す

領域に高度に保存されている 22 個のアミノ酸残基からな

るが，同様な機構により flg22 を認識しているのかどうか

．FLS2 は flg22 の非
るペプチド flg22 を検出する（図 3）

はわかっていない．また，ヒトの Toll 様受容体である

存在下では細胞膜においてホモ複合体を形成しているが

TLR5 はべん毛タンパク質を検出するが，flg22 とは異な

図 3 パターン認識受容体による PAMP の認識機構
（a）シロイヌナズナの FLS2 複合体．FLS2 は flg22 の非存在下ではホモ複合体を形成し，細胞内ドメインには BIK1 や PBL など
の RLCK ファミリータンパク質が結合している．FLS2 は flg22 を検出すると BAK1 とヘテロ複合体を形成し，互いにリン酸化す
るのと同時に，BIK1 あるいは PBL もリン酸化される．そののち，BIK1 あるいは PBL は複合体から離れ，シグナルを下流に伝達
し免疫反応を誘導する．
（b）イネの OsCERK1 複合体．キチンの非存在下では OsCERK1 と OsRLCK185 は複合体を形成している．キチンを検出すると
OsCERK1 は CEBiP と結合し，OsCERK1 は OsRLCK185 をリン酸化する．そののち，OsRLCK185 は複合体から離れ，免疫応答
を誘導する．
P：リン酸化．
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るべん毛タンパク質の領域を検出することが明らかにな

に伝達されていることから，ほかのパターン認識受容体に

っている．

おいても同様に RLCK ファミリータンパク質を介して細

真菌の成分であるキチンは代表的な PAMP として植物

胞内にシグナルが伝達されている可能性が考えられる．イ

に強い免疫応答を誘導する．イネにおけるキチンの検出に

ネには 379 個の RLCK ファミリー遺伝子が存在し 9)，シ

はパターン認識受容体である OsCERK1 と CEBiP が関与

ロイヌナズナにも 200 個の RLCK ファミリー遺伝子が存

．OsCERK1 は細胞外に LysM ドメイン，
している（図 3）

在しているが 10)，ほとんどの RLCK ファミリータンパク

細胞内にタンパク質キナーゼドメインをもち，CEBiP は

質の機能は明らかになっておらず，今後の研究が期待され

細胞外に LysM ドメインをもつものの，細胞内の領域は短

る．

7)．CEBiP

はキチンとの

最近，OsCERK1 から細胞内シグナル伝達には，低分子

強 い 結 合 活 性 を も ち ， キ チ ン を 検 出 し た CEBiP は

量 G タンパク質である OsRac1 を介したシグナル伝達も

OsCERK1 と相互作用する．このことから，OsCERK1 が

寄与していることが明らかになった

キチンを検出した CEBiP からシグナルをうけ，そのシグ

ー でも掲載）
．これまでの研究により，OsRac1 はさまざ

ナルを細胞内に伝達していると考えられていたが，その詳

まな免疫応答を誘導するシグナル伝達タンパク質と機能

細は不明であった．筆者らは，OsCERK1 の細胞内のタン

していることが示されており，OsCERK1 は，OsRac1 を

パク質キナーゼドメインに結合するタンパク質として，

活性化する GDP-GTP 交換因子（GDP-GTP exchange

RLCK ファミリーに属する OsRLCK185 を同定した

8)
（新

factor：GEF）を直接にリン酸化することにより，OsRac1

着論文レビュー でも掲載）
．そして実際に，細胞膜におい

を介したシグナル伝達を活性化していることが明らかに

て OsCERK1 と OsRLCK185 とが相互作用していること

なった．

く特異的なドメインはもたない

11)（新着論文レビュ

を示した．さらに，OsRLCK185 の発現をノックダウンし

シ ロイ ヌナ ズナ では OsCERK1 のホ モ ログ であ る

たイネの培養細胞ではキチンに応答した免疫応答が抑制

AtCERK1 がキチンを認識することが明らかになってい

され，OsRLCK185 が OsCERK1 からのシグナルを伝達

る．イネの OsCERK1 のもつ LysM ドメインはキチンと

する役割をはたしていることが明らかになった．

は結合しないためキチンに結合した CEBiP からシグナル

OsRLCK185 は OsCERK1 のタンパク質キナーゼドメ

を受け取るが，シロイヌナズナの AtCERK1 のもつ LysM

イ ン と 結 合 し て い た こ と か ら ， OsCERK1 か ら

ドメインはキチンと強く結合し，ホモ複合体を形成するこ

OsRLCK185 へ の シ グ ナ ル 伝 達 は OsCERK1 が

とによりキチンを認識していることが明らかになった 12)．

OsRLCK185 をリン酸化することにより行われている可

ま た ， CEBiP と 似 た 構 造 を も つ シ ロ イ ヌ ナ ズ ナ の

能性が考えられた．そこで，キチンに応答した

AtLYM1 と AtLYM3 は，PAMP のひとつである細菌の細

OsRLCK185 のリン酸化について調べてみると，イネの培

胞壁成分ペプチドグリカンと結合し，そのシグナルを

養細胞にキチンを処理したのち約 5 分で OsRLCK185 は

AtCERK1 を介し細胞内に伝達していることが明らかに

リ ン 酸 化 さ れ て い た ． さ ら に ， OsCERK1 お よ び

なった 13)．イネにおいても，AtLYM1 および AtLYM3 の

OsRLCK185 の組換えタンパク質を用いた解析により，

ホモログである OsLYP4 および OsLYP6 がペプチドグリ

OsCERK1 が OsRLCK185 を直接にリン酸化することが

カンと結合することが明らかになっており

明らかになった．また一般に，RLCK ファミリータンパク

ナズナと同様に，OsLYP4 と OsLYP6 がペプチドグリカ

質は活性化ループとよばれる領域をもち，その活性化ルー

ンを検出し，そのシグナルを OsCERK1 を介して細胞内

プに存在するセリン残基とスレオニン残基のリン酸化が

に伝達していると推測されているが，実際に，OsCERK1

活性化に重要であると報告されている．そこで，

がペプチドグリカンの認識にかかわるかどうかは証明さ

OsRLCK185 のもつ活性化ループのセリン残基とスレオ

れていない．しかし，OsRLCK185 のノックダウン株では

ニン残基をアラニン残基に置換したうえで，OsCERK1 に

ペプチドグリカンに応答した免疫応答が抑制されており，

よるリン酸化実験を行ったところ，この OsRLCK185 変

OsCERK1 がペプチドグリカンの認識に関与することが

異体はリン酸化されなかった．すなわち，OsCERK1 は

強く示唆されている．このように，CERK1 は真菌の

OsRLCK185 の活性化ループに存在するセリン残基とス

PAMP であるキチンおよび細菌の PAMP であるペプチド

レオニン残基をリン酸化することにより OsRLCK185 を

グリカンを検出するパターン認識受容体であり，真菌と細

活性化していると考えられた．

菌の両方に対し免疫応答を誘導していると考えられる．

14)，シロイヌ

このように，キチンにより誘導される免疫応答では，キ

筆者らは，OsRLCK185 のシロイヌナズナにおけるオー

チンを受容した CEBiP が OsCERK1 にシグナルを伝達し，

ソログとして AtRLCK1 を同定している．AtRLCK1 は，

OsCERK1 は OsRLCK185 を直接にリン酸化することに

イ ネ の OsRLCK185 と 同 様 に CERK1 に 結 合 し ，

より細胞内にシグナルを伝達していることが明らかにな

AtRLCK1 の機能欠損変異体ではキチンに応答した免疫

った．このように，FLS2 や OsCERK1 などのパターン認

応答は阻害されていることがわかった（未発表）．このよ

識受容体からのシグナルは RLCK ファミリータンパク質

うに，イネとシロイヌナズナにはキチンに対する応答に関
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与する共通のシグナル伝達系が存在していると思われる．

しようという試みが行われている．その具体例について紹
介していこう．

2． 植物の免疫応答を阻止するエフェクター

斑葉細菌病をひき起こす Pseudomonas syringae はグ

植物はパターン認識受容体により病原微生物の感染を

ラム陰性細菌であり，古くからシロイヌナズナを用いた免

認識し，さまざまな免疫応答を誘導して病原微生物の増殖

疫の研究において代表的な病原微生物として利用されて

を阻止している．では，病原微生物はこの植物の免疫応答

いる．P. syringae のエフェクターHopM1 の標的となる因

にどのように対抗しているのだろうか．病原微生物は宿主

子として，シロイヌナズナの MIN7 遺伝子がクローニン

への感染過程において自らのタンパク質を宿主の細胞内

グされた 15)．MIN7 遺伝子は ARF の GDP-GTP 交換因子

．このような分
に分泌し免疫応答を抑制している（図 1）

をコードしており，PAMP 誘導性免疫やエフェクター誘

泌タンパク質は総称してエフェクターとよばれている．病

導免疫に関与する小胞輸送を制御することが示唆されて

原微生物の種類によりエフェクターの分泌の様式は異な

いる

るが，ここでは，一部の病原細菌が利用する III 型分泌装

的となる因子として，シロイヌナズナにおいて RNA 結合

Pseudomonas 属や Xanthomonas
置について紹介したい．

タンパク質をコードする GRP7 遺伝子がクローニングさ

属の病原細菌は針状の構造をした III 型分泌装置を用いて

れた 17)．HopU1 は GRP7 の RNA 認識モチーフに存在す

宿主の細胞内にエフェクターを分泌している．III 型分泌

るアルギニン残基を ADP リボース化することにより，

P. syringae のエフェクターHopU1 の標

16)．また，

装置を構成するタンパク質をコードする遺伝子は hrp

GRP7 の RNA 結合活性を阻害していることが報告された

（hypersensitive response and pathogenicity）遺伝子と

18)．
さらに最近，
GRP7

よばれ，この hrp 遺伝子は植物へ感染するときのみ発現す

の転写産物や翻訳関連タンパク質と相互作用することに

る．つまり，病原細菌は宿主の組織内の環境を感知して III

より転写後制御に関与しており

型分泌装置を構築し，宿主の細胞内にエフェクターを送り

FLS2 の転写産物とのあいだの相互作用を阻害することに

込んでいるのである．

より，FLS2 のタンパク質量を減少させていることが報告

Pseudomonas 属や Xanthomonas 属の細菌は 30～50

はパターン認識受容体である FLS2
19)，HopU1

は GRP7 と

された．
FLS2 や CERK1 による免疫誘導機構の解析から明らか

個のエフェクターをもち，III 型分泌装置を使いこれを宿
主の細胞内に送り込んでいる．しかし，アミノ酸配列から

になったように，RLCK ファミリータンパク質はパターン

機能を推定できるエフェクターは少なく，作用機作のわか

認識受容体からのシグナルを細胞内に伝達する重要なタ

っているエフェクターの数も少ない．また，エフェクター

ンパク質である．近年，エフェクターが相互作用するタン

の多くは既知の機能ドメインをもたないことから，進化的

パク質の探索により，RLCK ファミリータンパク質がさま

に新しいタンパク質であると考えられている．実際，近年

ざまなエフェクターの標的となることも明らかになって

になり，エフェクターの研究から新規な酵素活性が見い出

きた．P. syringae のエフェクターAvrPphB はシステイン

されている．また，多くのエフェクターは宿主の細胞内で

プロテアーゼ活性をもち，免疫応答に関与する RLCK フ

発現させるとその免疫応答を強く阻害する．このことは，

ァミリータンパク質である BIK1 や PBS1，PBL1，PBL2

宿主において免疫応答の誘導に重要な因子の機能をエフ

を切断することにより免疫応答を抑制していることが明

ェクターが阻害していることを示唆している．そのため近

．また，Xanthomonas campestris
らかになった 5)（図 4）

年，エフェクターが標的とする因子を探索することにより，

のエフェクターである AvrAC は，RLCK ファミリーに属

免疫応答において重要な役割をはたしている因子を同定

する RIPK および BIK1 を標的としていることが明らかに

図 4 エフェクターの標的となるパターン認識受容体と RLCK ファミリータンパク質
（a）シロイヌナズナの FLS2 複合体．
（b）イネの OsCERK1 複合体．
P：リン酸化．
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ファミリータンパク質の活性化におい

を構築することができる．
これを使い人工酵素である TAL

てその活性化ループに存在するセリン残基やスレオニン

エフェクターヌクレアーゼ（transcription activator-like

残基のリン酸化が重要であると考えられるが，AvrAC は

effector nuclease：TALEN）を作製し，それを細胞に導

そのリン酸化部位にウリジル酸を付加することにより

入することにより目的の遺伝子を改変した生物が作出で

RIPK および BIK1 の活性化を阻害していた．
また，
RLCK

きるようになった．このように，TAL エフェクターは宿

ファミリーのほかのタンパク質においても活性化ループ

主において転写を制御することにより免疫応答の抑制，あ

のリン酸化部位は高度に保存されており，それらが

るいは，自らの増殖に適した環境をつくりだしている．

なった

20)．RLCK

AvrAC の標的となる可能性も考えられる．また，筆者ら

以上のように，個々のエフェクターの機能が少しずつ明

は，イネ白葉枯病菌 Xanthomonas oryzae のエフェクタ

らかにされ，さらに，エフェクターを分子プローブとした

ーである Xoo1488 が OsRLCK185 を標的としていること

新規な因子の探索により，これまで明らかにされていなか

を明らかにした．OsCERK1 は OsRLCK185 をリン酸化

った免疫にかかわる因子が同定されている．しかし，解析

することによりシグナルを伝達しているが，Xoo1488 は

されたエフェクターはまだ一部にすぎず，いまだ，多くの

OsCERK1 による OsRLCK185 のリン酸化を阻害してい

エフェクターの機能，あるいは，宿主における標的は不明

．このように，複数の
た 8)（新着論文レビュー でも掲載）

である．宿主と病原微生物との攻防を分子レベルで解明す

エフェクターが RLCK ファミリータンパク質を標的とし

るためには，さらなる研究が必要である．

ていることが明らかになり，このことは，RLCK ファミリ

3． 細胞内受容体と免疫誘導

ータンパク質が免疫応答において重要な役割をはたして

植物および動物の細胞膜にはパターン認識受容体が存

いることを裏づけるものと考えられる．

P. syringae のエフェクターHopZ1 は抗菌性物質である

在し PAMP を検出して防御応答を誘導していることを説

ダイドゼインの合成に関与する 2-ヒドロキシイソフラバ

明してきたが，植物および動物は細胞内にも共通の構造を

ノンデヒドラターゼを標的としていることが明らかにな

．この細胞内受容体は中
もつ細胞内受容体をもつ（図 2）

21)．免疫応答の際に産生される抗菌性物質はファイ

心部に核酸結合ドメイン，C 末端側にロイシンリッチリピ

トアレキシンとよばれ，その産生は免疫応答における重要

ートをもつ．この核酸結合ドメインは，植物では NB ドメ

った

な反応のひとつである．HopZ1 はファイトアレキシンの

イ ン （ NB ： nucleotide-binding ）， 動 物 で は NOD

産生を抑制することにより免疫応答を阻害していると考

（nucleotide-binding oligomerization domain，ヌクレオ

えられる 21)．

チド結合オリゴマー形成ドメイン）とよばれている 1)．植
物の細胞内受容体の多くは N 末端側にコイルドコイルド

また，エフェクターがパターン認識受容体を直接に抑制
．P. syringae のエフェ
することも報告されている（図 4）

メインあるいは TIR ドメインをもつ．一方，動物の細胞

クターである AvrPto および AvrPtoB は，
FLS2 や EFR，

内受容体の N 末端側にはカスパーゼ結合ドメイン

CERK1 と直接に相互作用し免疫誘導を阻害していること

（caspase recruitment domain：CARD）などが存在する．

は BAK1 も阻害して

これら N 末端側の領域はタンパク質間相互作用に関係し，

が示された

22-25)．さらに，AvrPtoB

26)．BAK1

は複数のパターン

下流にシグナルを伝達するためのドメインとして機能し

認識受容体と協調して機能していることから，病原微生物

ていると考えられており，動物では CARD を介した免疫

にとり BAK1 の機能を抑制することにより複数のパター

応答の活性化機構が明らかにされている．しかし，植物で

ン認識受容体を阻害することが可能になり，免疫応答を効

は細胞内受容体から下流にどのようにシグナルが伝達さ

率的に抑制することができるものと考えられる．

れているか，ブラックボックスのままである．

いることが明らかになった

Xanthomonas 属 の 細 菌 は TAL （ transcription

植物の細胞内受容体はもともと，病原微生物の感染にと

activator-like）とよばれるエフェクターをもつ．この TAL

もない強い抵抗性反応を誘導する抵抗性遺伝子座にコー

エフェクターは宿主のもつ DNA 配列を特異的に認識する

ドされるタンパク質（抵抗性タンパク質，あるいは，R タ

反復配列と，核移行シグナルおよび転写活性化ドメインを

ンパク質ともよばれる）として同定された．のちの研究に

もつ転写因子である．反復配列は 34 アミノ酸残基からな

より，抵抗性タンパク質として機能する細胞内受容体は病

り，その 12 番目と 13 番目のアミノ酸残基が認識する塩

原微生物のエフェクターを特異的に認識し，過敏感細胞死

基配列の特異性を決めている．最近，X. oryzae の TAL エ

をともなう強い免疫反応（エフェクター誘導免疫）を誘導

フェクターである AvrXa7 は，SWEETS とよばれる糖輸

．植物の細胞内受容体
することが明らかになった（図 1）

送体 Os8N3 および Os11N3 の遺伝子の転写を活性化する

の認識においては，細胞内受容体とエフェクターとが直接

ことが報告された 27)．AvrXa7 は自らの増殖に必要な養分

的に相互作用する場合と，エフェクターと宿主のほかのタ

を得るため，宿主のもつ糖輸送体を活性化していると考え

ンパク質との相互作用を細胞内受容体が検出することに

られる．また，TAL エフェクターの DNA 結合領域を利用

よりエフェクターを間接的に認識する場合とがある．たと

すると，任意の塩基配列に結合する DNA 結合タンパク質

えば，シロイヌナズナの細胞内受容体である RPS5 は P.
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syringae のエフェクターAvrPphB が RLCK ファミリータ

いだにある TxY モチーフのスレオニン残基およびチロシ

ンパク質である PBS1 を切断するのを検出して免疫反応

ン残基をリン酸化することにより活性化される．さらに，

P. syringae のエフェクターAvrB

MAPKK は MAP キナーゼキナーゼキナーゼ（MAPKKK）

を誘導する

28)．また，

は RLCK ファミリータンパク質である RIPK による RIN4

がキナーゼサブドメイン VII とキナーゼサブドメイン

のリン酸化を促進し，細胞内受容体である RPM1 はリン

VIII とのあいだにある SxxxS/T モチーフのセリン残基お

酸化された RIN4 を検出することにより免疫応答を誘導

よびスレオニン残基をリン酸化することにより活性化さ

している

29)．このように，植物の細胞内受容体はエフェ

れる

30)．これら

3 種類のタンパク質キナーゼのリン酸化

クターを検出して免疫を誘導しているが，動物の細胞内受

によるシグナル伝達は MAP キナーゼカスケードとよばれ

容体ではエフェクターではなく PAMP を検出して免疫応

．シロイヌナズナには 60 個の MAPKKK，
ている（図 5）

答を誘導することが知られている．今後，研究が進むにつ

10 個の MAPKK，20 個の MAP キナーゼが，イネには 75

れ，植物の細胞内受容体による PAMP の認識，あるいは，

個の MAPKKK，8 個の MAPKK，15 個の MAP キナーゼ

動物の細胞内受容体によるエフェクターの認識が明らか

が同定されており，その数の多さから複雑なカスケードが

になるかもしれない．

想像できるが，どのようにシグナルが伝達されているかに
ついて，その詳細は不明である．

4． MAP キナーゼを介した免疫誘導機構

flg22 やキチンなどの PAMP に応答して MAP キナーゼ

MAP キナーゼは酵母から植物あるいは動物にいたるま

である MPK3，MPK4，MPK6 が活性化されることが知

で真核生物に広く保存されたセリン/スレオニンキナーゼ

．MPK4 の上流には MAPKK である
られている 30)（図 5）

である．MAP キナーゼは免疫応答を含むさまざまな生理

MKK1 と MKK2，MAPKKK である MEKK1 が存在し，

反応において活性化され，活性化された MAP キナーゼは

MEKK1-MKK1/2-MPK4 というシグナル伝達経路の存在

転写因子や酵素などをリン酸化することにより細胞内シ

が示唆されている．一方，MPK3 と MPK6 の上流には

グナル伝達を担うモジュールとして機能している．MAP

MAPKK である MKK4 と MKK5 が位置していることが

キナーゼは MAP キナーゼキナーゼ（MAPKK）がキナー

報告されているが，MAPKKK に関しては不明である．こ

ゼサブドメイン VII とキナーゼサブドメイン VIII とのあ

のような MAP キナーゼカスケードの活性化は flg22 やキ

図 5 パターン認識受容体による PAMP の認識にともなう MAP キナーゼカスケードの活性化
イネの OsCERK1 複合体において，OsCERK1 の下流で MPK3，MPK6，MPK4 が活性化される．OsRLCK185 の下流には MPK3
と MPK6 が存在し，MKK4 が MPK3 および MPK6 の MAPKK として機能していることが報告されている．シロイヌナズナでは，
MKK5 も MPK3 および MPK6 の MAPKK として機能している．MKK4 および MKK5 の上流の MAPKKK は不明である．MPK4
は OsRLCK185 とは異なる経路で活性化され，シロイヌナズナでは MEKK1-MKK1/MKK2-MPK4 シグナル伝達経路の存在が明ら
かになっているが，イネではこれは証明されていない．HopF2 と HopAI1 は，それぞれ，MAPKK と MAP キナーゼを標的として
いることが報告されている．
P：リン酸化．
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チンを処理したのち 10 分以内と非常に早期に起こるため，

である MKK5 の機能発現のため必要なアルギニン残基を

パターン認識受容体からのシグナルは転写を介すことな

ADP リボース化することにより，MAP キナーゼカスケー

くタンパク質間相互作用によりすぐに MAP キナーゼカス

ドを阻害していることが報告されている 34)．

ケードに伝達されていると考えられる．FLS2 からのシグ
ナルは BIK1，PBL1，PBL2，PBS1，BSK1 などの RLCK

おわりに

ファミリータンパク質を介して細胞に伝達されるため，そ
れら RLCK ファミリータンパク質が MAP キナーゼカス

近年の研究により，植物および動物において病原微生物

ケードの活性化に関係していると考えられる．そのうち，

の認識にかかわる受容体が明らかにされ，病原微生物の感

BIK1，PBL1，BSK1 のノックアウト変異体およびダブル

染にともなう免疫応答の誘導機構が少しずつ解明されて

ノックアウト変異体について解析されたが，flg22 に応答

きた．なかでも，植物と動物が同じタンパク質ドメインか

した MAP キナーゼの活性化に変化はみられず

6,20)，現在

ら構成されるパターン認識受容体および細胞内受容体を

のところ，FLS2 と MAP キナーゼカスケードとのあいだ

もち，きわめて似たシステムにより病原微生物を認識し免

に存在するタンパク質はみつかっていない．

疫応答を誘導していることは驚きである．まだ解析されて

OsRLCK185 は OsCERK1 からのシグナルを細胞内に

いる受容体はほんの一部にすぎないが，今後，さらに研究

伝達しているため，筆者らは，OsRLCK185 のノックダウ

が進むにつれ，植物と動物における病原微生物の認識機構

ン株を用いてキチンに応答した MAP キナーゼの活性化を

の相違点が明らかにされてくるであろう．

解析した

8)（新着論文レビュー

でも掲載）．その結果，

また，病原微生物が宿主の細胞内にエフェクターを送り

OsRLCK185 のノックダウン株ではキチンに応答した

込み免疫応答を抑制していることも明らかになってきた．

MPK3 および MPK6 の活性化が抑制されていたが，

ここでは，III 型分泌機構により分泌されているエフェク

MPK4 の活性化は影響をうけないことがわかった．MPK3

ターについて紹介したが，細菌，真菌，ウイルスなどさま

および MPK6 と MPK4 は異なるカスケードにより活性化

ざまな病原微生物が多様なエフェクターをもち，それらの

は MPK3

機能はほとんど明らかになっていない．エフェクターの多

および MPK6 のカスケードの上流に位置しているが，

くは既知のタンパク質との相同性がみられず，エフェクタ

MPK4 のカスケードの上流には存在しないことがわかっ

ーの解析により新たなタンパク質の活性が見い出される

た．OsCERK1 と MPK4 のあいだには未同定の RLCK フ

可能性もあり，タンパク質科学への貢献も期待できる．ま

ァミリータンパク質が存在していると思われた．いずれに

た，エフェクター自体あるいはその分泌システムを抑制で

しても，パターン認識受容体と MAP キナーゼカスケード

きれば，病原微生物の感染の拡大を阻止することにもつな

を結ぶはじめてのタンパク質として OsRLCK185 が同定

がることが期待できる．

されると考えられたことから

31)，OsRLCK185

された．今後，OsRLCK185 による MAP キナーゼカスケ

作物の生産において病害による損失は非常に大きな問

ードの活性化機構を解析することにより，これまで不明で

題である．植物免疫の研究により得られた成果を利用して，

あったパターン認識受容体から MAP キナーゼカスケード

本来，植物自体がもつ免疫活性を増強し，病害を抑える技

の活性化にいたるシグナル伝達系を解明できるとものと

術が開発されることを期待している．

期待している．
パターン認識受容体の下流では MAP キナーゼカスケー
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