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Jasmonic acid (JA) and its biologically active form jasmonoyl isoleucine (JA-Ile) regulate plant growth, development, and defense responses
to disease and wounding stresses. First, we attempted to elucidate JA signaling in rice. We focused on a rice JA-responsive bHLH transcription
factor RERJ1 and found that the expression of RERJ1 is tightly regulated by JA accumulation in rice leaves treated with wounding or drought
stresses. We also identiﬁed JA-responsive cis-elements in the upstream region of OsChia4a, which encodes a rice chitinase, suggesting that a
bHLH transcription factor regulates its inductive expression. In addition, we revealed that RERJ1 regulates defense response against insect herbivores. These results indicated the contribution of RERJ1 on rice JA signaling.
In contrast to vascular plants, not JA but 12-oxo-phytodienoic acid (OPDA) and its related compounds are bioactive in bryophytes. We
found that OPDA and its related compounds have biological activity in momilactone-producing moss Calohypnum plumiforme. We also showed
that OPDA signaling components are conserved in C. plumiforme, as in the other bryophytes. This review summarizes our studies regarding the
signal transduction of JA and its related compounds in disease and wounding stress responses.

はじめに

まだ報告されていなかった．そのような背景のもと，イネ

ジャスモン酸（JA）は，植物の生長や発達を制御

における JA シグナル伝達の解明の一環として，イネにお

するとともに，傷害や病害などの環境ストレスに対する防

ける JA 応答性転写因子 RERJ1 の機能解析に取り組んだ．

御応答を誘導する植物ホルモンである（Wasternack and

本総説では，まず RERJ1 の生理機能について最新の知見

Hause 2013 ; Wasternack 2015）
．生体内においては，JA に

を含めながら紹介する．

イソロイシンが縮合したジャスモン酸イソロイシン（JAIle）が受容体に認識される活性型分子である（Fonseca et
al. 2009）．JA-Ile 受容体 COI1 は，ユビキチンリガーゼで

JA シグナル伝達に関わる COI1，JAZ，MYC2 は，陸上
植物の基部で分岐したコケ植物においても保存されている
（Monte et al. 2018 ; Monte et al. 2019 ; Peñuelas et al. 2019 ;

ある SCF 複合体を構成する F-box タンパク質である（Xie

Inagaki et al. 2021）．その一方で，コケ植物において JA お

et al. 1998）． 細 胞 内 の JA-Ile の 内 生 量 が 低 い と き は，

よび JA-Ile は内生に検出されない，もしくは検出されて

MYC2 などの転写因子の活性が JAZ リプレッサーにより

もごく微量しか存在していない（Stumpe et al. 2010 ; Mon-

阻害されており，JA シグナル伝達は抑制されている．様々

te et al. 2018 ; Inagaki et al. 2021）
．近年になって，コケ植

な環境ストレスを受けて細胞内の JA Ile の内生量が上昇

物の COI1-JAZ は JA-Ile とは異なるリガンドを認識するこ

すると，COI1 と JAZ が JA-Ile を介して受容体複合体を形

とが明らかになった（Monte et al. 2018）．本総説では，著

-

成する（Yan et al. 2009 ; Sheard et al. 2010）
．そして，JAZ

者らのグループが取り組んでいる蘚類ハイゴケ（Calohyp-

はユビキチン化されてプロテアソームにおいて分解され

num plumiforme）における COI1-JAZ シグナル伝達に関す

る．その結果，MYC2 などの転写因子により下流の JA 応

る研究を紹介する．

答性遺伝子の転写が誘導され，様々な JA 応答が引き起こ
される（Chini et al. 2007 ; Thines et al. 2007）
．

イネの JA 応答性転写因子 RERJ1 の基本的性状
RERJ1 は，イネにおける JA 応答性遺伝子の 1 つと

著者が 2006 年に学部 4 年生として研究を開始した時点

してクローニングされ，JA の外生投与および傷害，乾燥

では，JA の生体内における活性型分子が JA-Ile であるこ

などのストレス処理に対して迅速かつ一過的な転写誘導を

と，COI1 JAZ 複合体によって JA Ile が認識されることは

示す（Kiribuchi et al. 2004）
．RERJ1 は bHLH 型転写因子を

-

-
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存していることが示された（Miyamoto et al. 2013）．

をイネにおいて過剰発現すると生育阻害が起こること，ア

以上の結果から，RERJ1 がイネのストレス応答におい

ンチセンス法により発現を抑制すると JA 処理による生育

て JA および JA-Ile の蓄積に依存して発現が誘導され，下

阻害が緩和されることが明らかになっていた（Kiribuchi et

流標的遺伝子の転写誘導を行うことが示された．また，

al. 2005）．

RERJ1 はイネにおける JA および JA-Ile の蓄積を可視化す

まず，RERJ1 の転写因子としての基本的な性状を明ら
かにするため，細胞内局在および転写調節能の解析を行っ

る有用なマーカー遺伝子となる可能性も示された（Miyamoto et al. 2013）
．

た．RERJ1 と緑色蛍光タンパク質（GFP）との融合タンパ

イネのキチナーゼ遺伝子 OsChia4a の上流域に存在す

ク質をタマネギ表皮細胞においてパーティクルガンにより

る JA 応答性シスエレメントの同定

一過的に発現させて，蛍光顕微鏡による観察を行った．そ

次に RERJ1 の下流標的遺伝子の候補である OsChia4a の

の結果，RERJ1-GFP を発現させた場合に核において蛍光

転写誘導機構について解析を行った（Miyamoto et al. 2012）
．

が観察されたことから，RERJ1 は核に局在することが明

OsChia4a はマイクロアレイ解析の結果から選抜された JA

らかになった（Miyamoto et al. 2013）
．また，GAL4 タンパ

応答性遺伝子であり，植物の病害抵抗性に関与するキチ

ク質の DNA 結合ドメイン（GAL4DB）と RERJ1 の融合タ

ナーゼをコードしている．また，RERJ1 が属する bHLH

ンパク質を発現させるコンストラクトを作製した．このコ

型転写因子の予想結合配列である E-box が OsChia4a の上

ンストラクトおよび GAL4 のシス配列の下流にホタルル

流に複数存在していたことから，RERJ1 が転写誘導に関

シフェラーゼ遺伝子を連結したレポーターを同時にイネ培

与する可能性が考えられていた．

養細胞にパーティクルガンにより一過的に導入した．その

まず，イネいもち病菌に対する OsChia4a の抗菌活性を

後，それぞれの培養細胞におけるルシフェラーゼ活性を測

解析した．OsChia4a に His タグを付加した発現用ベクター

定した．その結果，GAL4DB-RERJ1 を導入した場合にル

を構築した．この発現ベクターを保持するアグロバクテリ

シフェラーゼ活性が上昇した．このため，RERJ1 は転写

ウムをベンサミアナタバコの葉にインフィルトレーション

活性化能を有することが明らかになった（Miyamoto et al.

し，OsChia4a の組換えタンパク質の発現を誘導した．そ

2013）．

の後，可溶性画分からアフィニティー精製により His-Os-

次に，GUS を用いて RERJ1 の発現部位の可視化を試み

Chia4a 組換えタンパク質を得た．次に，His-OsChia4a 精

た．RERJ1 のプロモーター領域の下流に GUS 遺伝子を連

製タンパク質とイネいもち病菌の胞子を混合し，1 日後の

結したレポーター（RERJ1p-GUS）を導入したイネ形質転

菌糸の様子を顕微鏡で観察した．その結果，His-OsChia4a

換体に対して，JA や傷害，乾燥ストレス処理を行った．

を混合することにより，コントロールと比較してイネいも

RERJ1p-GUS イネの芽生えに対して JA 処理を行ったとこ

ち病菌の菌糸の伸長が著しく抑制されていた．このことか

ろ，JA 応答的に GUS の染色が見られたことから，このレ

ら，OsChia4a がイネいもち病菌に対する抗菌活性を有し

ポーターが RERJ1 の JA 応答性を可視化できていると判断

ていることが示された．

し た（Miyamoto et al. 2013）
． 次 に，RERJ1p-GUS イ ネ の

次に，OsChia4a の上流域に存在する JA 応答性領域の同

葉身に対して，傷害または乾燥処理を行った．その結果，

定を行った．OsChia4a の上流 2.4 kbp とホタルルシフェラー

ストレス応答的に GUS の染色が見られた．さらに，傷害

ゼ遺伝子を連結したレポーターを作製し，イネ培養細胞に

処理においては切断部位のごく近傍にのみ GUS の染色が

対してパーティクルガンによって一過的に導入した．その

観察されたのに対して，乾燥処理においては葉身全体に染

後，JA 処理を行い，24 時間後のルシフェラーゼ活性を測

色が見られた（図 1）
．当時の研究室の先輩であった清水

定した．その結果，OsChia4a の上流 2.4 kbp とホタルルシ

崇史博士により，傷害処理後のイネ葉身においては切断部

フェラーゼ遺伝子を連結したレポーターのルシフェラーゼ

位から 5 mm 以内において JA および JA Ile の蓄積が強く

活性が JA 処理によって上昇していた．そこで，OsChia4a

誘導されるのに対して，乾燥処理後には葉身全体において

の上流を 5’ 側から短くしていくデリーション解析を行っ

蓄積が見られることが示された（清水 2018）
．図 2 に示す

た．その結果，OsChia4a の上流 515 bp までは JA 応答性

ように RERJ1p-GUS イネにおいて GUS 染色が見られる部

が保持されていたが，265 bp まで短縮すると JA 応答性が

位と JA および JA-Ile の蓄積部位はよく一致していた．こ

失われた（図 3A）
．このことから，この間の 250 bp の領

のことから，傷害もしくは乾燥ストレス応答的な転写誘導

域に OsChia4a の JA 応答性に関与する領域が存在するこ

は JA および JA-Ile の蓄積と関連している可能性が考えら

とが明らかになった．この 250 bp の領域には bHLH 型転

れた．さらに，イネの JA 欠損変異体である cpm2 におい

写因子の結合配列である E-box が 3 つ存在していた（E1-

ては傷害処理後の RERJ1 の転写誘導がほとんど起こらな

E3，図 3B）．そこで，この 3 つの E-box のいずれかが JA

かったことからも，RERJ1 の発現が JA および JA Ile に依

応答性に関与すると予想して，ミューテーション解析を行

-

-
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図 1 傷害および乾燥処理後の RERJ1p-GUS イネにおける GUS 染色部位
A : 傷害処理後の GUS 染色の様子を示した．矢印ははさみによる切断部位，数字は傷害処理後の経過時間を示して
いる．スケールバー : 5 mm. B : 乾燥処理 8 時間後の GUS 染色の様子を示した．RERJ1p-GUS イネの葉身に水を与
えず静置することで乾燥処理を行った．スケールバー : 1 mm. Miyamoto et al. 2013 から転用，一部改変した．

図 2 傷害および乾燥処理後の RERJ1p-GUS イネにおける GUS 染色部位と JA および JA-Ile の蓄積部位の比較
A : RERJ1p-GUS イネの葉身を切断し，蒸留水に浮かべて 2 時間静置した．その後，一部の葉身は GUS 染色に供した．
残りの葉身は，切断部位から 5 mm 間隔の切片として，それぞれの切片の JA および JA-Ile の内生量を定量した．
B : RERJ1p-GUS イネの葉身を切断し，水を与えずに 8 時間静置することで乾燥処理を行った．その後，一部の葉身
は GUS 染色に供した．残りの葉身は，切断部位から 5 mm 間隔の切片として，それぞれの切片の JA および JA-Ile の
内生量を定量した．スケールバー : 1 cm. Miyamoto et al. 2013 から転用，一部改変した．

うことにした．
3 つの E box それぞれに変異を導入した場合，真ん中に
-

位置する E-box（E2）に変異を導入した場合に JA 応答性
が失われた．一方で，その他の 2 つの E-box（E1 および

異株において OsChia4a の傷害応答的な転写誘導が部分的
に低下しており，OsChia4a の転写制御に RERJ1 が関与し
ていると考えられる．
イネの虫害抵抗性における RERJ1 の役割

E3）に変異を導入した場合には，JA 応答性に変化はなかっ

RERJ1 については東京大学アグロバイオテクノロ

た（図 3C）．このことから，この E2 になんらかの bHLH

ジー研究センターの岡田憲典先生らのグループにより継続

型転写因子が結合して，OsChia4a の JA 応答的な転写誘導

して研究が行われ，イネの虫害抵抗性反応における役割の

を制御していると予想される（Miyamoto et al. 2012）
．そ

一端が明らかになっている．著者も変異株の単離や相補株

の bHLH 型転写因子としては RERJ1 が候補の 1 つである

の作製において貢献することができたため，その成果を紹

が，RERJ1 の組換えタンパク質や特異的抗体が得られな

介したい．

かったことから，RERJ1 の OsChia4 上流への結合を証明

まず，農業生物資源研究所（現農研機構）の廣近先生ら

できていない．しかし，Valea et al.（2021）によって行わ

のグループにより整備されていたイネの内在性レトロトラ

れたマイクロアレイ解析のデータを参照すると，rerj1 変

ンスポゾン Tos17 の変異株のゲノム DNA プールから PCR

4
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図 3 OsChia4a 上流に存在する JA 応答性シスエレメントの同定
A : デリーション解析の結果を示した．グラフの値はホタルルシフェラーゼの相対活性を示している．ルシフェラー
ゼ活性は，同時に導入したウミシイタケルシフェラーゼの活性で補正した．B : ミューテーション解析の結果を示し
た．OsChia4a 上 流 の −515 か ら −265 bp の 領 域 に は E-box が 3 つ 存 在 す る（E1〜E3）． ま た， 変 異 が 導 入 さ れ た
E-box を×印で示しており，m1 から m3 のコンストラクトでは，それぞれ E1 から E3 の E-box に変異が導入されて
いる．グラフの値はホタルルシフェラーゼの相対活性を示している．ルシフェラーゼ活性は，同時に導入したウミシ
イタケルシフェラーゼの活性で補正した．アスタリスクは JA 処理時と JA 未処理時のルシフェラーゼ活性の間に有
意差があることを示す（t-test，P<0.01）. Miyamoto et al. 2012 から転用，一部改変した．

スクリーニングにより rerj1 変異株の単離を行った．その

していた遺伝子には，linalool 合成遺伝子 OsLIS が含まれ

結果，RERJ1 の第 2 エキソンと第 1 イントロンの境界領域

ており，RERJ1 が OsLIS の転写制御を通じて linalool の生

に Tos17 が挿入されたラインを選抜することができた．こ

合 成 を 制 御 し て い る と 考 え ら れ る． 以 上 の こ と か ら，

のラインにおいてはスプライシングの異常により，正常な

RERJ1 はイネが虫害を受けた際に JA および JA-Ile の蓄積

長さの mRNA が転写されていないことが明らかになった

に応答して発現が誘導され，下流の標的である OsLIS やプ

ため，rerj1 変異株として利用することにした（Valea et al.

ロテイナーゼインヒビター遺伝子の転写誘導を介してイネ

2021）．
次に rerj1 変異株に対して傷害処理後の遺伝子発現解析

の虫害抵抗性の発現に寄与していることが明らかになった
（Valea et al. 2021）
．

をマイクロアレイおよび定量的 RT-PCR により行った．そ

また，興味深いことに RERJ1 は既知の JA シグナル伝達

の結果，虫害抵抗性反応に関与する揮発性テルペンの生合

因子である JAZ や MYC2 との相互作用が見られた（Valea

成酵素やプロテイナーゼインヒビターをコードする遺伝子

et al. 2021）
．まず，rerj1 変異株では複数の OsJAZ 遺伝子

の傷害応答的な転写誘導が rerj1 変異株において野生型株

の傷害応答的な転写誘導が低下していた．さらに，RERJ1

と比較して低下していた．そこで，rerj1 変異株の虫害抵

と複数の OsJAZ タンパク質が物理的に相互作用すること

抗性試験を行うと，アワヨトウ（Mythimna separata）に対

も明らかになった．これらのことから，RERJ1 も MYC2

する抵抗性が野生型株と比較して低下していた．また，傷

と同様に下流遺伝子群に JAZ 遺伝子が含まれており，発

害処理後の揮発性有機化合物の発生を定量したところ，

現した JAZ リプレッサーによって自身の活性を抑制する

rerj1 変異株においてモノテルペンである linalool の発生量

負のフィードバック制御が存在する可能性が高いといえ

が低下していた．先の rerj1 変異株において転写量が減少

る．また，RERJ1 と OsMYC2 との間のタンパク質間相互
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作用も見られた．イネにおいても OsMYC2 が JA シグナル

JAZ（CpJAZ1, CpJAZ2, CpJAZ3）
，
3 つの MYC2（CpMYC2a,

伝達において重要な役割を果たすと考えられているが，

CpMYC2b）がコードされていることが明らかになった

RERJ1 との相互作用がどのような意味を持つのか今後の

（Inagaki et al. 2021）
．
次に，ハイゴケにおける内生に存在する OPDA 類およ

解析が待たれる．
コケ植物における OPDA シグナル

び JA 類の定量分析を行った．ハイゴケ茎葉体に対しては

次に，著者らが最近取り組んでいるコケ植物におけ

さみで切断することによって傷害処理を行い，その後，経

る 研 究 に つ い て 紹 介 す る． コ ケ 植 物 に お い て も COI1，

時的にサンプリング，抽出，精製を行い，LC-MS/MS 分

JAZ，MYC2 といったシグナル伝達因子が保存されている．

析 を 行 っ た． そ の 結 果，OPDA，iso-OPDA，dn-OPDA，

しかし，コケ植物では JA および JA-Ile は内生に検出され

dn-iso-OPDA が傷害処理後に蓄積することが明らかになっ

ない，
もしくは検出されてもごく微量しか存在していない．

た（図 4A）．その一方で，JA は若干の蓄積が見られるも

その一方で維管束植物における JA の生合成中間体である

ののごく微量であり，JA-Ile の内生量は検出限界以下で

12 oxo phytodienoic acid（OPDA）の存在が報告されてい

あった（図 4B）．さらに，ハイゴケ生体内における OPDA

た（Stumpe et al. 2010）
．これらのことから，コケ植物にお

類の代謝を解析するため，重水素標識した OPDA の投与

-

-

ける COI1 JAZ は生体内において JA Ile とは異なるリガン

実験を行った．重水素標識 OPDA をハイゴケ茎葉体に投

ドを認識する可能性があった．そして，Monte et al.（2018）

与したところ，2 時間後において重水素標識された iso-

によって，苔類のモデルであるゼニゴケの MpCOI1 Mp-

OPDA，dn-OPDA，dn-iso-OPDA が検出された．このこと

JAZ のリガンドが OPDA よりも炭素数が 2 個少ない dinor-

から，ハイゴケ生体内において，OPDA が β-酸化および

OPDA（dn-OPDA）とその異性体（dn-iso-OPDA）である

異性化を受けることが示された（Inagaki et al. 2021）．

-

-

-

ことが明らかになった．また，蘚類のモデルであるヒメツ

また，ハイゴケにおける OPDA 類の生理活性を JAZ 遺

リガネゴケにおいても，OPDA，dn-OPDA および dn-iso-

伝子の転写誘導を指標に検討した．ハイゴケに対して，50

OPDA に加えて，OPDA の異性体である iso-OPDA が内生

μM の OPDA，dn-OPDA，dn-iso-OPDA をそれぞれ処理し，

に存在していることが報告されている（Mukhtarova et al.

2 時間後にサンプリングし，JAZ 遺伝子の転写量を解析し

2020）．

た．その結果，OPDA，dn-OPDA，dn-iso-OPDA のいずれ

一方，著者らのグループでは，蘚類に属するハイゴケに

を処理した場合においてもハイゴケの 3 つの JAZ 遺伝子

注目して研究を行っている．ハイゴケは抗菌活性やアレロ

（CpJAZ1, 2, 3） の 転 写 が 誘 導 さ れ て い た（Inagaki et al.

パシー活性を示す二次代謝産物である momilactone を生産

2021）
．

することが知られている（Nozaki et al. 2007）
．ハイゴケ以

また，ハイゴケの JAZ および MYC2 の機能の保存性を

外にイネ，イヌビエが momilactone を生産することが知ら

解析するため，CpJAZ と CpMYC2 との間の相互作用を解

れており，離れた系統の植物が収斂進化の結果として同じ

析した．その結果，CpJAZ1, 2, 3 の全てが CpMYC2a およ

二次代謝産物を生産するようになったと考えられている．

び CpMYC2b と物理的に相互作用することが明らかになっ

また，興味深いことに，ハイゴケ，イネ，イヌビエの mo-

た（Inagaki et al. 2021）．このため，他の植物と同様にハイ

milactone 生合成遺伝子群はそれぞれ遺伝子クラスターを

ゴケの JAZ も MYC2 の活性を抑制することが示唆された．

形成している（Shimura et al. 2007 ; Guo et al. 2017 ; 岡田

以 上 の こ と か ら， ハ イ ゴ ケ に お い て も COI1，JAZ，

2018 ; Mao et al. 2020）
．これらのことから，ハイゴケは植

MYC2 が保存されていることが明らかになり，ハイゴケの

物における化学防御の進化を解明する上で重要な研究材料

COI1-JAZ のリガンドとしては dn-OPDA，dn-iso-OPDA な

である．ハイゴケにおける momilactone 生合成は，JA で

どの OPDA 類が候補として考えられる．

はなく OPDA 処理によって誘導される（Okada et al. 2016）
．

おわりに

このことから，著者らのグループではハイゴケにおけるシ

本総説では，著者らが行った研究を中心として，病

グナル分子としての OPDA およびその類縁体に注目して

傷害応答におけるジャスモン酸およびその類縁体のシグナ

研究に取り組んだ．

ル伝達について述べてきた．

ハイゴケにおける OPDA シグナル伝達

イネの JA シグナル伝達については，RERJ1 を基点とし

まず，ハイゴケにおける COI1，JAZ，MYC2 のホ

てその上流および下流のシグナルについて解析を行い，虫

モログを探索した．ハイゴケのゲノムシークエンス（Mao

害抵抗性反応における役割を示してきた．モデル植物であ

et al. 2020）および mRNA-seq 解析（Okada et al. 2016）のデー

るシロイヌナズナにおいては，MYC2 およびそのパラログ

タに対して，ゼニゴケの COI1，JAZ，MYC2 をクエリと

である MYC3 や MYC4 が JA シグナル伝達において中心

して BLAST 検索を行った．その結果，ハイゴケゲノムに

的 な 役 割 を 担 っ て い る（Lorenzo et al. 2004 ; Wang et al.

は 少 な く と も 2 つ の COI1（CpCOI1a, CpCOI1b），3 つ の

2017 ; Van Moerkercke et al. 2019）． イ ネ に お い て も Os-
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図 4 傷害処理後のハイゴケにおける OPDA 類および JA の蓄積
A : 傷害処理後のハイゴケにおける OPDA，iso-OPDA，dn-OPDA，dn-iso-OPDA の蓄積を示した．B : 傷害処理後の
ハイゴケにおける JA の蓄積を示した．各グラフにおいて異なるアルファベットで示されたデータの間には有意差が
あることを示す（Tukey’s test, P<0.05）. Inagaki et al. 2021 から転用，一部改変した．

MYC2 が JA シグナル伝達において重要な役割を果たす一

いて研究を行ってきた．今後も，今回の奨励賞を励みとし

方で，RERJ1 の他にも OsbHLH148 が JA シグナル伝達に

ながら研究活動に邁進し，植物化学調節分野の発展に貢献

おいて機能して，乾燥ストレス応答に関与する（Seo et al.

していきたいと考えている．

2011 ; Ogawa et al. 2017）．RERJ1 や OsbHLH148 は Os-

謝辞

MYC2 と同じ bHLH 型転写因子に属するが，ドメイン構

本研究は，東京大学生物生産工学研究センター（現

造は異なっており，イネにおいては JA シグナル伝達を担

アグロバイオテクノロジー研究センター）および帝京大学

う下流転写因子が多様化していることがうかがえる．また，

理工学部バイオサイエンス学科で行われました．両所属に

JA Ile 受容体である COI1 についてもシロイヌナズナは 1

おいて，ご指導していただくとともに素晴らしい研究環境

コピーであるのに対してイネでは 3 コピーが存在してお

を提供してくださった山根久和先生に心よりお礼申し上げ

り，イネにおける JA シグナル伝達の複雑さを物語ってい

ます．東京大学において研究の進め方，実験手法をご指導

る．著者らは現在イネの COI1 の機能解析に取り組んでお

くださった岡田憲典先生に感謝いたします．様々なご指導，

り，イネにおける JA シグナル伝達の全容解明に貢献して

ご助言をいただいた野尻秀昭先生をはじめとする環境保全

いきたい．

工学研究室の皆様にお礼を申し上げます．帝京大学におい

-

イネやイヌビエと同じ二次代謝産物 momilactone を生産

ては，横田孝雄先生，篠村知子先生，内田健一先生，朝比

するというユニークな特徴を持つハイゴケにおいては，

奈雅志先生，湯本絵美さんなど，多くの方々からご指導，

COI1，JAZ，MYC2 と い っ た 因 子 が 保 存 さ れ て お り，

ご協力をいただきました．東北大学の上田実先生，高岡洋

OPDA 類がシグナル分子である可能性が示された．今後は，

輔先生，加藤信樹先生，加治拓哉先生，林謙吾さん，東京

ハイゴケの COI-JAZ のリガンドを追求するとともに，mo-

農工大学の川出洋先生，岡山理科大学の林謙一郎先生，農

milactone 生産の制御機構も解析していくことで，植物の

研機構の南栄一先生，西澤洋子先生，長村吉晃先生，岡山

化学防御の進化を解明したい．

大学の Ivan Galis 先生，新屋友規先生など多くの共同研究

以上のように，著者は植物の JA 類のシグナル伝達につ

者の方々にお世話になりました．この場を借りてお礼申し
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上げます．最後に，奨励賞に推薦してくださるとともに共
同研究で多くのご助言，ご協力を頂いた山形大学の豊増知
伸先生に深く感謝申し上げます．
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