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研究成果の概要（和文）
：アルファルファの根から分泌される細菌クオラムセンシングシグナル
様物質（AHL ミミック）を構造決定に足る量得る方法を検討した。根を有機溶媒で抽出するよ
りも、水耕栽培して得た根分泌物を活性炭カードリッジで連続的に回収する方がより多くの活
性物質を得ることができた。細菌クオラムセンシング応答性遺伝子の活性化を指標として、根
分泌物からの活性物質の精製を進め、活性物質を単離した。各種スペクトル解析の結果、本物
質は AHL そのものであることを明らかにした。得られた物質が AHL であったことから、AHL ミ
ミックの正体は植物由来の代謝物ではなく、共生細菌が産生・分泌する AHL である可能性が示
唆される。
研究成果の概要（英文）：I optimized the method to obtain active compound that mimics
bacterial quorum sensing signal from root exudates of alfalfa plant. Activated charcoal
effectively recovered the compounds from hydroponic culture of alfalfa. Finally, the
compound could be purified by several chromatographic separation, and the structure was
elucidated based on the spectroscopic and chemical methods.
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１．研究開始当初の背景

２．研究の目的
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３．研究の方法
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図1. QSを介した植物－細菌間相互作用

スチックバスケットにプラスチックネット
を張り、その上にバーミキュライトを 1～2 cm
くらいの厚さで入れた。そこに滅菌・吸水処

４．研究成果
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６．研究組織
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た。

(1)研究代表者

甲斐

建次

（KAI KENJI）

大阪府立大学・生命環境科学研究科・助教
この結果は、植物由来の AHL ミミックの正

研究者番号：40508404

体は植物表層あるいは内生するグラム陰性
菌が起源である可能性を提唱した。植物自身
が積極的に共生菌に作用して AHL ミミックの

(2)研究分担者
（

）

産生・分泌を促進するメカニズムを有し、根
圏の細菌叢を積極的に制御していることが

研究者番号：

示唆された。
(3)連携研究者
アルファルファに共生する細菌を同定し、

（

植物由来の代謝物などがシグナルとなって
AHL 産生を制御しているのではないかとも予
想される。このような細菌は単独培養できず
に、宿主の表層や組織内であるといった環境
に生育が制限されることが多い。しかし、そ
ういったタイトな共生関係であればこそ、化
学物質を通した未知の化学相互作用が存在
するかもしれない。実際、根粒菌と宿主植物
との間では化学物質を介した情報のやり取
りが盛んである。

アルファルファの他にも AHL ミミックを産生
することが報告されている植物がいくつか
ある。これらの植物種からも AHL ミミックと
して AHL 自身が単離されるかどうかも今後の
検討課題であろう。

５．主な発表論文等
（研究代表者、研究分担者及び連携研究者に
は下線）

なし。

研究者番号：

）

