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研究成果の概要（和文）：　抵抗性（R）タンパク質は、重要な細胞内免疫レセプターであるにも関わらず、全
長のRタンパク質を精製が困難なことから、シグナル伝達機構や活性化機構はほとんど明らかになっていない。
我々はイネ由来のRタンパク質Pitがいもち病菌に対する抵抗性を誘導する重要な因子として機能していることを
明らかにしていが、その分子機構は不明だった。本研究で、Rタンパク質の精製系を確立して生化学解析を行
い、Pit の活性化機構の解明を試みた。その結果、PitのATP・ADPの結合の違いがPitの分子内相互作用に影響を
与えることを明らかにした。さらに、PitのCCドメインが溶液中で多量体を形成していることも見出した。

研究成果の概要（英文）：Although resistant (R) proteins are important intracellular immune receptors
 that induce the strongest immune response in plants, it is difficult to purify full-length R 
proteins, so signal transduction and activation mechanisms of R proteins remain largely unclear. We 
have previously reported that rice R protein Pit confers resistance to rice blast fungus and plays 
important roles in rice innate immunity. However, it is largely unknown how Pit induces downstream 
immune responses. In this study, we performed the biochemical analyses using purified the CC domain 
and the NB-ARC domain of Pit recombinant proteins to clarify activation mechanisms of Pit-1. We 
found that the exchange of ADP/ATP binding in the NB-ARC domain of Pit influences the intramolecular
 interaction between the CC domain and the NB-ARC domain of Pit. Moreover, we demonstrated here that
 the CC domain of Pit forms a dimer and a super oligomer in solution.

研究分野： 植物生物学

キーワード： イネ　R タンパク質

  ２版



様	 式	 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通）	

１．研究開始当初の背景	
	 植物は病原微生物の侵入を認識し、自ら
がもっている様々な抵抗性反応を発動させ、
病原体の増殖を防ぐことが出来る。植物が
どのように病原体シグナルを認識し、下流
の信号伝達系を活性化しているかについて
は殆ど明らかにされていない。また、抵抗
性タンパク質	(R タンパク質)については、
申請者らを含めたグループにより植物の免
疫応答を誘導する重要な細胞内免疫レセプ
ターであることが明らかにされているが、
まだその詳細な分子機構はわかっていない。	
	
２．研究の目的	
	 全長の R タンパク質を精製することが困
難なことから、R タンパク質のシグナル伝
達機構や活性化機構はほとんど明らかにな
っていない。本研究では、R タンパク質の
精製系を確立し、生化学解析と立体構造解
析を駆使し、R タンパク質の活性化機構を
明らかにする。	
	
３．研究の方法	
1）R タンパク質 Pit へのヌクレオチドの結
合の検討	

2)	R タンパク質 Pit の分子内、分子間結合

の検討	

3）昆虫細胞発現系を用いた R タンパク質発

現系の評価	

	

４．研究成果	

1）Pit	NB-ARCドメインのヌクレオチド

結合能の解析	

	 R タンパク質は、病原体の侵入を感知す
る細胞内レセプターとして働き、植物の自
然免疫において極めて重要な分子である。R
タンパク質は、NB-ARC ドメインにおいて
ATP 結合能および ATPase 活性を有し、変異
体を用いた解析などから R タンパク質の活
性は、ADP、ATP 結合状態と相関が見られて
いる(Tameling	et	al.,	2006)。	
	 本研究において、イネ由来のいもち病菌
に対するRタンパク質PitのNB-ARCドメイ
ンを大腸菌を用いて発現・精製を行った。
そして、Pit の NB-ARC ドメインが ADP 及び
ATP との結合能を有することを確認した	
(図１)。	

	
2）Pit の分子内相互作用の解析	
	 CC-NB-LRR 型の抵抗性タンパク質は、CC	

ドメインと NB-ARC ドメイン、	NB-ARC ドメ
インと LRR ドメイン間で分子内相互作用し、
ADP、ATP の結合とそれに伴うコンフォメー
ションの変化によって活性型・不活性型を
切り替えると考えられる(Moffett	et	al.,	
2002)。そこで、Pit の NB-ARC	ドメインの
ADP、ATP の結合の違いが Pit の分子内相互
作用に影響を与えるかどうかを検討した。	
	 ATPアナログであるATPγSと ADPをそれ
ぞれ結合させたGST融合 Pit	NB-ARCドメイ
ンを精製し、MBP 融合 Pit	CC ドメイン、MBP
融合 Pit	LRR	ドメインとの相互作用を
Pull-down	assay により解析した。ADP 結合
型の NB-ARC	ドメインは、ATP 結合型の
NB-ARC ドメインと比較して CC ドメインと
の強い結合を示した(図 2a)。したがって、
Pit の CC	ドメインと NB-ARC ドメインは分
子内で相互作用しており、NB-ARC ドメイン
へのATP結合はCCドメインとの相互作用を
弱めることが示唆された。Pit は NB-ARC ド
メインでの ATP、ADP との結合により、活性
•不活性を調節していることが考えられる。	 	 	 	
一方、NB-ARC ドメインと LRR	ドメインとの
相互作用はネガティブコントロールでも結
合が見られた(図 2b)。今後、さらなる条件
の検討を行う予定である。	

	
3）R タンパク質の分子間相互作用に関す
る新規な発見	

	 R タンパク質 MLA10 は二量体を形成する

ことが知られる。MLA10 の CC ドメインの二

量体化は転写因子 HvWRKY1 との相互作用や

下流へのシグナル伝達に重要であることが

示されている	(Maekawa	et	al.,	2011;	Bai	
et	al.,	2012)。CC-NB-LRR 型の R タンパク
質の CC ドメインの二量体化は、下流への信

号伝達に寄与し、その機能において重要と

考えられる。そこで、Pit	CC	ドメインが溶

液中で二量体を形成するかどうか、精製し

た Pit の CC	ドメインを用いて、gel	

filtration	assay により解析した。	

	 Pit	CC ドメインの分子量は 18	KDa であ

るが、ほぼ 2 倍である 30.7	kDa の溶出画分

とおよそ60倍に当たる110	kDaの溶出画分

にピークが得られた（図３）。このことから

Pit	CC	ドメインは溶液中で二量体と約 60

の分子からなる多量体を形成していること

が示唆された。特に、この R タンパク質の

CC	ドメインの多量体化は本研究で初めて



明らかにされたもので、R タンパク質の活

性化機構の解明の分子基盤となる可能性が

高い。	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
4)組み替えバキュロウイルスの構築	
	 全長の R タンパク質は CC ドメイン、
NB-ARCドメインそしてLRRドメインの複数
の機能ドメインから構成され、大腸菌等で
の組み換えタンパク質の発現が困難である。
本研究では、昆虫細胞中でのバキュロウイ
ルス	Sf9	を用いたタンパク質発現法を利
用し、R タンパク質の発現・調整を検討し
た。本研究で使用する R タンパク質のうち
PitのCCドメインは溶液中で多量体を形成
することが示唆された（図３）。そこで CC
ドメインを含む全長だけでなく CC ドメイ
ンを除く NB-ARC-LRR を発現領域として、
pFast-Bac 発現ベクターのプロモータの下
流に各目的タンパク質の遺伝子を組み込み、
発現ベクターを構築した。構築した組換え
Bacmid DNA をそれぞれ Sf9 昆虫細胞にト
ランスフェクションし、発現バキュロウイル
スを作成した。各ウイルスについて感染培養
を数回繰り返して増幅を行い、ウイルストッ
ク溶液が得られた。  
 
5)	R タンパク質の発現	
	 各種類の R タンパク質発現バキュロウイ
ル ス を Sf9	 細胞に感染させて培養を行
い，その発現挙動を調べた。図４は感染培
養における昆虫細胞内の各 R タンパク質発
現をウェスタンブロットにより分析した結
果を示す。ウ
ェスタンブロ
ットの結果、
全ての昆虫細
胞で目的タン
パク質の発現
を確認できな
かった(図４)。	 	 	
	 今後、異な
る発現領域や
可溶性タグを
検討する。	

 
6)	イネの免疫反応を制御するRタンパ

ク質Pitの活性化モデルの構築	

	 免疫に関与する動物のNB-LRR型タンパク

質は細胞内レセプターとして働き、エフェ

クターの認識は多量体形成を誘導すること

が報告されている(Zhang	et	al.,	2015;	Hu	
et	al.,	2015)。本研究における生化学的な
解析の結果、PitのはNB-ARCドメインのATP、

ADPと結合がPitの分子内相互作用に影響す

ることが示された。また、gel	filtration	

assayからPitは溶液中で多量体を形成して

いることが示唆された。したがって、Pit

はATP/ADPの交換によりコンフォメーショ

ン変化を引き起こし、多量体を形成するこ

とで下流へのシグナルを調節しているのか

もしれない。	

	 本研究のスタート時点では不明瞭であっ

たRタンパク質Pitの分子実体を明らかにし

つつある（図4）。	
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