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１．研究背景と目的
植物は、生育に最も重要な「窒素」を主に硝酸イオンとして吸収しているが、自然界において土壌中の硝酸イオン分布
は不均一である。そのため、植物は一部の根で局所的な窒素欠乏を感知した際、その情報を他の根に伝え、窒素吸収を相
補的に促進させる仕組みを持つ 1)。私はこれまで、15 アミノ酸よりなる CEP ペプチドホルモンが、土壌中の窒素欠乏情
報を根から葉へ伝える器官間移動性の生理活性物質として機能することを証明し、さらに生化学的手法によって受容体
の同定に成功して、そのペプチドシグナリングの全貌を明らかにしてきた（図 1）2), 3)。このように近年、植物ペプチドホ
ルモンは局所的な細胞間情報伝達のみならず、葉と根の間などの器官間コ
ミュニケーションを担う移動性分子としても機能することが明らかにな
ってきた。しかし、ゲノム情報より、植物は約 1000 個の分泌型ペプチド

図１．CEP ペプチドホルモンを介した根と葉の間の
器官間シグナル制御

遺伝子を保持している事が予想されているが、機能解明された因子は全体
のわずか数%にも満たない。植物が持つ機能未知の分泌型ペプチドの中に
は、環境ストレス応答における器官間情報伝達に必須の因子が、さらに多
数存在しているのではないかと期待されている。一方で、植物では、活性
型ペプチドホルモンが作られるための前駆体ペプチドのプロセシング機
構が未解明であり、また分泌型ペプチドの遺伝子重複の問題から、これま
でのゲノム情報を元にした解析だけでは、分泌型ペプチドの正体（成熟型
構造）や、その制御システムを捉える事が困難であった。そこで、本研究
では、①質量分析による直接的な器官間移動性分泌型ペプチドの探索、②
ゲノム編集技術を用いた分泌型ペプチドの多重破壊株作成、および環状化
ペプチド合成など化学的アプローチを実施することで、植物科学の重要な
課題の１つである器官間情報伝達を担う新規の生理活性ペプチドの同定
と機能の解明を目的とした。

植物は、一部の根で窒素欠乏を感知すると、他方の
根の硝酸イオン取り込み量を増やして相補する巧妙
なシステムを保持する
図１ CEP ペプチドホルモンを介した根と葉の間の
器官間シグナル制御．

２．器官間移動性分泌型ペプチド探索
近年、植物ではペプチドが維管束内を移動して、根粒形成や窒素欠乏応答を制御していることが明らかになってきた 4)。
そこで、塩、乾燥、栄養欠乏など様々なストレス条件下で生育させたトマトより採集した維管束液からタンパク質抽出を
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行い、質量分析解析を行うことで、維管束液中に含まれる生理活性物質であるペプチドホルモンを直接的に同定すること
を目指した。まずペプチドミクス解析系を確立するために、トマト水耕栽培の生育環境から大量の維管束（道管）液を採
集して、オルトクロロフェノール抽出法によりタンパク質抽出を行い、アセトン沈殿をかけたのちゲル濾過カラムで分画
して nano LC-MS 解析することで、分泌型ペプチドを探索した。この結果、トマト Solyc01g109900.2.1 を含む硫酸化ペプ
チドの同定に成功した。今後は、この解析手法を用いて、各種ストレス条件下で発現誘導されるペプチドホルモンの探索
を進める。

３．分泌型ペプチドの多重破壊株作成と機能解析
植物のゲノムにおいて、分泌型ペプチド因子は何百個からなるファミリーを形成して、染色体上の１箇所にタンデム
リピートを形成することが多く、遺伝的重複の問題によって機能解析を難しくしている。そこで、シロイヌナズナを用い
た DNA 修復因子の変異体（ku-70 や lig4 変異体）背景で CRISPR/Cas9 のゲノム編集技術を用いるアプローチ（Tabata et
al., 投稿準備中）によって、ゲノムに大きな欠失を引き起こすことで、一気に多重破壊株の作成を行った（図 2A）
。この
手法を用いることで、
ゲノムに 5.6 kb の大きな欠失を引き起こし、
タンデムに並ぶ 4 つのシステインリッチペプチド
（CRP）
遺伝子を同時に破壊することに成功した。この破壊株は、鉄欠乏ストレス処理に対して感受性を示して地上部の生育が抑
制された（図 2B）
。また RNA-seq 解析の結果から、破壊株ではストレス応答性の遺伝子発現が低下していることが明ら
かになった。現在は、CRP のループ領域を環状化ペプチドとして化学合成することで、ペプチドの機能を模倣し、多重破
壊株の表現型を回復できるか検証するとともに、ペプチド処理した植物体を用いたトランスクリプトーム解析を通して、
本 CRP が制御するペプチドシグナリング経路の詳細な解析を進めている。
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図２ ゲノム編集によるペプチド多重破壊株作成とストレス応答性．
図 ２．ゲノム編集によるペプチド多重破壊株作成とストレス応答性.
(A) 多重破壊株作成の原理. (B) crp 多重破壊株の鉄欠乏ストレス応答性.
（Ａ）多重破壊株作成の原理．（Ｂ）crp 多重破壊株の鉄欠乏ストレス応答性．

４．まとめ
本研究を通して、トマト維管束液のペプチドミクス解析により器官間移動性ペプチド候補分子として、硫酸化ペプチ
ドの同定に成功した。また、ゲノム編集技術を用いた多重破壊株作出法により、鉄欠乏ストレス応答に重要なシステイ
ンリッチペプチドを見い出した。今後は、接ぎ木解析やイメージング解析によって、これらペプチド因子の器官間移動
性を検証するとともに、ストレス応答における詳細な役割について解析を進めることで、植物の新規ペプチドシグナリ
ング解明が期待される。
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