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研究概要
オオムギやイネなど主要作物における化学防御のメカニズムとその進化を解明

・イネ科植物は、病原菌感染に対して様々な低分子抗菌性物質を介した防御機構を有しています。しかし、
その進化や種内変異については、ほとんど明らかにされていませんでした。

・本研究では、同一属内での防御物質の種類の違いや、同一種内での蓄積量の変異を手がかりに、オオムギ
やイネにおける化学防御のメカニズムとその進化を解明しました。

１．オオムギ属植物における防御物質の進化

オオムギ属は、コムギやライムギと同じイネ科イチ
ゴツナギ亜科に属し、大きく、H、Xa、Xu、およ
び I の４つのクレードに分けられます。

このなかで I クレードの属する種のいくつかは、
コムギやライムギと同じベンゾキサジノン類を防御
物質とすることがわかっていました。一方で H ク
レードに属する栽培オオムギは、ホルダチン類とい
う独自の防御物質をもっています（図１）。ホルダ
チン類が進化の過程でいつ獲得されたのかを明らか
にするため、多くのオオムギ属植物の防御物質を調
べました。

I および Xa クレード属する種は、ベンゾキサジノ
ン類を蓄積していました。一方で、Xu クレードに
属する種は、ベンゾキサジノン類もホルダチンも蓄
積していませんでした。

そこで、Xu クレードに含まれるホルデウム・ムリ
ナムから防御物質を単離しました。この物質をムリ
ナミド類と名付け、構造を調べたところ、ホルダチ
ンとよく似ていることがわかりました（図２）。

以上の結果、オオムギ属では H や Xu クレードの
祖先が H や I クレードの祖先から分岐する段階で、
新たな防御物質を獲得したことが明らかになりまし
た（図３）。これは、オオムギ属の進化の過程で防
御物質のリプレースが生じたことを示し、植物の代
謝経路の進化を明らかにする上で重要な発見です
（文献１）。
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図２ 新たに発見したホルデウム・ムリナムの防御物質
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図１ オオムギと、コムギ、ライムギの防御物質
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図３ オオムギ属における防御物質の進化
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ファイトアレキシンとは、植物が病原菌の感染を受
けると蓄積する抗菌性化合物です。イネは、20種も
のファイトアレキシンを蓄積します。イネの品種や
栽培地域によって、ファイトアレキシンの種類に違
いがあるかも？と考え、世界各地のイネのおける
ファイトアレキシンの多様性を調べました。

世界各地のイネの品種約70種を分析したところ、サ
クラネチンというファイトアレキシンを高濃度に蓄
積する品種とほとんど蓄積しない品種があることが
わかりました（図４、５）。さらに、サクラネチン
を蓄積しない品種の多くは、生合成経路上で一つ前
の化合物であるナリンゲニンを蓄積していました。

サクラネチンを蓄積しない原因を突き詰めると、ナ
リンゲニンからサクラネチンをつくる酵素の遺伝子
に突然変異が生じ、この酵素が働かなくなったため
でした。このような突然変異はイネの進化の過程で
２回生じたようです。

なぜ、サクラネチンではなく、その前駆物質ナリン
ゲニンを蓄積する系統があるのでしょうか。その秘
密はそれぞれの抗菌活性にありました。サクラネチ
ンは糸状菌（カビ）に強い効果があります（図６） 。
一方で、ナリンゲニンは細菌に強い効果がありまし
た。そのため、カビによる病気が流行っている地域
では、サクラネチンを蓄積する品種が、細菌の病気
が流行っている地域では、ナリンゲニンを蓄積する
品種が選抜されたのかもしれません（文献２） 。

最近では、サクラネチン以外の様々なファイトアレ
キシンに種内多様性があることも明らかになりつつ
あります。

２．イネのファイトアレキシンの蓄積に関する種内多様性
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図４ ナリンゲニンとサクラネチン

図５ イネにはサクラネチンを蓄積する品種と
ナリンゲニンを蓄積する品種があった。

図６ サクラネチンはいもち病菌（カビ）を、ナリンゲ
ニンは籾枯細菌病菌（細菌）を抑制した。

３．オオムギとコムギの新たなファイトアレキシン

コムギやオオムギは世界中で栽培され人類を支える
穀物です。それにも関わらず、そのファイトアレキ
シンについては、ほとんど解明されていませんでし
た。そこで、コムギやオオムギに病原菌を接種し、
新たに蓄積してくる抗菌性物質を調べました。

コムギでは２種類の化合物が、オオムギでは３種類
の化合物が新たに蓄積してくることがわかりました。

これらの化合物いずれも桂皮酸類とインドールアミ
ンが縮合した化合物で、コムギの学名にちなんでト
リティカミドと名付けました（図７）。植物には、
まだまだ、未解明の化合物が存在することを示す好
例と言えます（文献３）。
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図７ コムギ・オオムギの新たなファイトアレキシン
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