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研究成果の概要（和文）：植物は、免疫の活性化後に全身にわたって微弱な二次刺激に対して敏感に応答できる
ようになる（プライミング）。転写促進的なヒストンH3第4リジンのトリメチル化（H3K4me3）と転写抑制的な
H3K27me3がともに重要であることを示した。次にRNA-seq解析によってプライミング標的遺伝子をリスト化し、
その大部分がH3K27me3制御因子PRC2に依存することを明らかにした。さらに、H3K4me3・H3K27me3特異的抗体を
用いたChIP-seq解析を実施した（現在、データ解析中）。以上により、植物免疫プライミングの成立に果たす両
ヒストン修飾の役割やゲノムワイドな動態が初めて明らかになった。

研究成果の概要（英文）：Following immune activation, defense-related genes become sensitized to 
second elicitation throughout the plant, termed defense priming. We show that 
transcription-permissive histone H3 tri-methylation at the 4th Lysine (H3K4me3) and 
transcription-repressive H3K27me3 both contribute to defense priming in Arabidopsis thaliana. Our 
RNA-seq analysis has revealed a genome-wide inventory of priming target genes, including those 
dependent on PRC2 that mediates H3K27me3. We have obtained and been currently analyzing chromatin 
immunoprecipitation (ChIP)-seq profiles with H3K4me3- and H3K27me3-specific antibodies. This is 
expected to reveal genome-wide dynamics of these histone modifications during and after the 
establishment of defense priming. Together, our studies have for the first time revealed a critical 
role for both H3K4me3 and H3K27me3, together with their target genes and modification dynamics, in 
defense priming of plants. 

研究分野： 植物微生物相互作用、植物分子遺伝学
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 植物は病原菌の構成成分（PAMPs）や感染
促進エフェクター因子を認識すると、それぞ
れ PAMP 誘導性免疫（PTI）並びにエフェク
ター誘導性免疫（ETI）を誘導する。続いて
全身で免疫機能を活性化させる（全身獲得抵
抗性；SAR）。防御応答の収束後、病原体の
非感染部位を含む全身で次の刺激に対する
応答が鋭敏にかつスムーズに誘導可能な状
態になる（プライミング；図１）。本研究に
先立ち、転写促進型および転写抑制型のヒス
トン修飾（H3 の第 4 リジンのトリメチル
化:H3K4me3）および H3K27me3 が植物免
疫プライミング（植物免疫記憶の構築）に必
要であることを示唆する知見を得た。 

２．研究の目的 
 ヒストン修飾 H3K4me3 と H3K27me3 が
プライミング成立に重要であることが示さ
れたものの、プライミング標的遺伝子やプラ
イミング制御・成立の分子基盤についての情
報は得られていなかった。そこで、プライミ
ングの標的遺伝子および関連するヒストン
修飾の動態をゲノムレベルで明らかにし、そ
の生理意義並びに病原体の認識からヒスト
ン修飾の制御に至るシグナル伝達について
解明を進めることを目的とした。 
 
３．研究の方法 （図２） 

 一次刺激として病原細菌 Pseudomonas 
syringae pv tomato DC3000 (Pst) ∆hrpS または
Pst AvrRpm1 を成熟葉に接種して防御応答
（PTI または ETI）を誘導させ、2 日後に二次
刺激として水刺激（プライミング葉のみ応

答）を 3 時間与えたシステミック葉（非接種
葉）を回収した。回収したシステミック葉か
ら RNA を抽出し、RNA シーケンス解析
(RNA-seq 解析)及び qRT-PCR 解析に供した。 
 また、プライミング成立に伴うヒストン修
飾の動態をゲノムワイドで調べるため、先述
と同様に一次刺激を与えた 2 日後、二次刺激
を与えずにシステミック葉を回収し、クロマ
チン免疫沈降シーケンス解析(ChIP-seq 解析)
及び ChIP-qPCR 解析に供した。 
 
４．研究成果 
 
(1)プライミング標的遺伝子のリスト化 
 一般に、ETI は PTI よりも強い防御応答を
誘導することが知られている。しかし、SAR
やシステミック葉における免疫応答プライ
ミングについて、その強度の差があるのかは
知られていなかった。そこで、Pst ∆hrpS また
は Pst AvrRpm1 を PTI または ETI のトリガー
として用い、プライミング誘導時の遺伝子発
現プロファイルを比較解析した。得られたプ
ライミング標的遺伝子をクラスター化した
ところ、プライミング強度が ETI<PTI の遺伝
子も見られたが、大半が ETI>PTI であった。
また、プライミングの結果、抑制が強固にな
っている遺伝子も多数同定された（図３）。
ETI は PTI に比べて標的遺伝子数・強度に関
してより強力にプライミングを誘導するこ
とが示されたため、以降は Pst AvrRpm1 接種
による ETI 誘導性プライミングに着目した。 

 遺伝学的解析から、ヒストン修飾因子であ
る PRC2 複合体（H3K27me3 付加因子 CLF）
とトリソラックス群タンパク質（H3K4me3
付加因子 ATX1）がプライミングに必要であ
ること、並びに H3K27me3 および H3K4me3
がプライミング成立時に防御応答関連遺伝
子座において増加することを明らかにした。
PRC2 複合体依存的にプライミングの標的と
なる遺伝子をゲノムワイドに同定するため、
Pst AvrRpm1 を接種した野生型植物と PRC2
関連遺伝子の変異体植物のシステミック葉
を用い、RNA-seq 解析を行った。その結果、
PRC2 複合体依存的および非依存的なプライ
ミング標的遺伝子の候補を多数得た。そのな
かで、先述した防御応答関連マーカー遺伝子
と同様の発現パターンを示した（ETI 誘導性



かつ PRC2 複合体依存的に発現誘導性のプラ
イミング状態になった）遺伝子は 157 個存在
した。これらの遺伝子のプロモーター領域に
共通するシス配列をデータベースにより検
索したところ、様々な転写因子結合配列が見
られた。この結果から、特定の共通シス配列
が PRC2 複合体依存的なプライミングの成立
に必須というよりは、異なるシス配列を有す
る防御応答誘導性遺伝子の一群がプライミ
ングの標的となっており、特定のシス配列の
有無だけがプライミング標的の決定要因で
はないことが示唆された。本研究では、それ
らの中で、先述した防御応答関連マーカー遺
伝子のプロモーター領域に含まれ、かつそれ
らのプライミング標的遺伝子が属するクラ
スターに高頻度で見られたシス配列（サブグ
ループの WRKY 転写因子結合配列）に着目
して、現在その配列がプライミングに果たす
役割の検証を進めている。 
 
(2) 免疫応答プライミング成立に伴うゲノム
ワイドなヒストン修飾動態の調査 
 プライミング成立に伴い、システミック葉
の防御応答遺伝子座において H3K4me3 と
H3K27me3 の両方の頻度が増加することがわ
かった。また、両ヒストン修飾の増加は PRC2
複合体依存的であった。H3K4me3 および
H3K27me3 の標的遺伝子をゲノムワイドに同
定するために、Pst AvrRpm1 を接種した野生
型及び PRC2 機能欠損変異体植物のシステミ
ック葉において ChIP-seq 解析を行った。現在、
ChIP-seq の結果と上記(1)で得られた野生型
および PRC2 関連遺伝子変異体植物での
RNA-seq 解析の結果を照合させて、植物免疫
プライミングの成立に伴う、PRC2 複合体依
存的な H3K4me3 および H3K27me3 の標的遺
伝子座のリスト化を進めている。これらを中
心とした成果を基礎として、続いて植物免疫
プライミングの分子的実態に迫る計画であ
る。 
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