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パパリリかからら見見ええるるここのの世世界界  

UUnn  rreeggaarrdd  ddee  PPaarriiss  ssuurr  ccee  mmoonnddee  

 

第 97回 植物の免疫、その認識と記憶のメカニズム 

 

矢倉英隆 

 

「一つのことをやるにもいろいろなやり方がある。植物の免疫もまた、 

思考に嵌められた箍を取り払うことの大切さを我々に教えている」 

 

 もう 2 年半前になるが、このシリーズで植物について考えたことがあった（260 巻

10 号）。退職の数年から始めた昼の散策を繰り返す中で、それまで意識の背景にしかな

かった植物が前面に出てきた。年単位で観察していると、「緑滴る」という表現の意味

が初めて分かる夏の姿から冬枯れの樹枝のシルエットの美しさまで、確実に生きてい

る植物の姿がわたしにも見えてきた。それは生物界を平等に見ようとする考えの芽生

えだったと言えるかもしれない。そしてそれはそのまま、細菌の免疫システム

（CRISPR-Cas）にこれまでとは違った側面を見ることに繋がったように感じている

（269 巻 2 号）。普段はフランスにいる夏だが、今年は COVID-19 拡大のため日本に留

まらざるを得ず、これまで見ることがなかった庭の植物の生命力溢れる姿や花の美し

さに驚くことになった。昨年、CRISPR-Cas について考えた際、驚くべき精巧さで機能

していることに率直に驚き、生物が持つ神々しさとでも言うべきものに感じ入った

（269 巻 2 号）。汎心論を振り返った時（274 巻 11 号）に触れたグスタフ・フェヒナー

（Gustav Fechner, 1801—1887）は、重い目の病から回復した後に花の周りに花の魂（ゼ

ーレ：Seele）が立ち上るのを見たと書き残している。植物の観察が汎心論的世界観に

至る過程で重要だったことが分かる。今回は、植物の営みを免疫という側面から見直

し、認識と記憶という人間にとっても重要な機能について考えを巡らせてみたい。 

 

 ヒトの免疫システムはあらゆる特異性に対応できる特異的リンパ球や抗体を具え、

それらが体内を巡って病原体の侵入に備えている。対する植物にはそのような細胞や

物質やメカニズムはないが、我々のものに勝るとも劣らない厳しい環境を生き抜いて

いる。我々が誇る免疫システムなしに、どうして生き残ることができるのか。そうい

う人間中心主義の影が見える素朴な疑問が湧いてくる。しかし、植物も特異的に病原

体を認識し、その結果得た情報を基に病原体を排除し、そしてその経験を時には代を
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超える記憶として保存することができる。これは、CRISPR-Cas を検討した時に確立し

た免疫システムとしての４条件を満たすものである。すでに指摘したように、これは

あくまでも機能的な要素についての条件であり、構造的な要求ではない。細菌といい、

植物といい、生物というものは遍く、独自のやり方で一つの機能を実行しているので

ある。これから具体的に植物の生き様を認識や記憶を中心に見ていくが、そのメカニ

ズムの精巧さに感嘆することになるだろう。それを「知性」と呼ぶ人がいても異議を

唱えるのを躊躇するほどに・・・。 

 

 

シミエ修道院の庭園 

ニースにて （2011年 4月 26 日） 

 

 ウイルス、細菌、真菌、卵菌などの微生物が病原性を示すためには、植物の内部に

入らなければならない。これらの微生物は葉や根の表面を貫通するか、傷口や生理的

に存在する気孔、排水組織から侵入する。病原体に対する第一線の防御を行う細胞壁

は物理的な障壁としてだけではなく、動的に宿主の防御に関わっている。例えば、侵

入部位ではカロースと呼ばれる多糖を産生、蓄積し、病原体の侵入阻止に寄与する。

これらは非特異的反応である。病原体特異的な防御を担うのは、二つの受容体が関与

する自然免疫である。一つは、細胞表面に存在する膜貫通型のパターン認識受容体

（pattern recognition receptor: PRR）である。これは動物のトル様受容体に相当し、進化

の段階で保存された微生物の分子パターンである鞭毛タンパク由来の22個のペプチド
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（flg22）やペプチドグリカン（細菌の細胞壁を構成するペプチドと糖から成る高分子

化合物）などの微生物由来分子パターン（microbe-associated molecular pattern: MAMP）

を認識する。これらの分子パターンは通常、宿主には存在しないため、宿主によって

異物として認識される。この際、植物は MAMP を細菌から遊離させるために溶解酵素

を使ったりする。PRR には細胞内にリン酸基転移酵素（セリン/スレオニン・キナーゼ）

の活性を持つものがあり、分子パターンと結合した後に情報の細胞内伝達を行い、微

生物の増殖を阻害する。この過程は「パターン誘導免疫」（pattern-triggered immunity: 

PTI）と呼ばれる。大部分はここで感染を防御できるが、適応した病原体は種々のエフ

ェクタータンパク（病原性因子）を宿主内に送り込んで PTI を抑制したり、微生物の

増殖を促す遺伝子を活性化したりしながら感染の成立を促進する。第二段階として細

胞内で多様なエフェクターに対応するのが「エフェクター誘導免疫」（effector-triggered 

immunity: ETI）である。そのための細胞内受容体は、核酸結合（nucleotide binding: NB）

ドメインとロイシンリッチリピート（leucine-rich repeat: LRR）ドメインを持つ NB-LRR

型受容体（NB-LRR receptor: NLR）で、動物にも存在する。 

 

人類が植物を主要な食糧源としてから一万年余りが経過するが、その始まりから植

物を侵す病原体は共同体の脅威になっていたことは想像に難くない。しかし長い間、

植物の異常は内部に由来するか環境の影響だと考えられており、病原体が問題になる

のはコッホ（Robert Koch, 1843–1910）やパスツール（Louis Pasteur, 1822–1895）などが

活躍する 19 世紀に入ってからである。この状況がさらに大きく変わるのは、20 世紀も

半ばになってからである。ハロルド・ヘンリー・フロー（Harold Henry Flor, 1900-1991）

は、亜麻のさび病を引き起こす病原菌（Melampsora lini）に対する抵抗性を遺伝学的に

研究し、「遺伝子対遺伝子仮説」（gene-for-gene hypothesis）を提唱した。この仮説によ

れば、宿主の抵抗性は病原体に由来する非病原力遺伝子（avirulence gene: avr）の産物

（エフェクター）と、植物に存在する抵抗性（resistance: R）タンパクの相互作用に依

存する。より具体的には、受容体として機能する R タンパクが、リガンドとなる病原

体の Avr タンパクと結合する時に植物は病原体に抵抗性を示し、植物のゲノムには多

くの病原体に対応する R 遺伝子が存在すると予測したのである。その後の研究から、

R タンパクと言われていたもののほとんどは NLR であることが明らかにされた。さら

に、R タンパクと Avr タンパクの直接の結合は確かめられないことがあり、R 遺伝子数

もシロイヌナズナ（Arabidopsis thaliana）で 150、アジアイネ（Oryza sativa）で 600、

小麦で 1,500 程度と限られていた。そのため、受容体に病原体タンパクが結合すること

により多様な病原体に対処しているという「遺伝子対遺伝子仮説」で、すべてを説明
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することは難しくなったのである。 

 

 

セントラル・パーク 

ニューヨーク市マンハッタンにて 

（2011年 6月 21 日） 

 

 それでは一体、どのようにして植物は限られた数の R タンパクで数多くの病原体に

対処しているのだろうか。そこに登場したのが、ガード仮説（guard hypothesis）であ

る。この仮説によれば、R タンパクは病原体タンパクと直接結合するのではなく、病

原体エフェクターにより変化した宿主タンパクを認識すると仮定する。具体的には、

病原性因子としてのエフェクターは宿主に標的を持ち、宿主の標的を修飾することに

より病原性に寄与する。その標的は病原体に誘導された「修飾された自己」となり、

対応する R タンパクを介して防御反応を活性化するという流れを想定している。つま

り、R タンパクは非自己を直接認識しているのではなく、病原体タンパクが残した自

己タンパクの傷跡を間接的に感知していることになる。この戦略により、限られた R

タンパクが一対一の対応を超えた病原体に対処できるようになっている。これは、ポ

リー・マッツィンガー（Polly Matzinger, 1947– ）博士が 1990 年代にヒトの免疫反応を

説明するために提唱した危険理論を想起させるものである。この理論は、抗原提示細

胞の PRR は病原体や非自己を直接認識するのではなく、感染やその他の傷害により変

化した宿主の細胞や組織の危険関連分子パターン（danger-associated molecular pattern: 

DAMP）を認識するとした。そのことから、免疫反応は自己と非自己の識別から始ま
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るのではなく、それが宿主にとって害になるかどうかが決め手になると主張したので

ある。「危険」の物理化学的性質は十分に明らかにされていないようだが、概念的に見

ればガード仮説と完全に重なる。見方を変えれば、この認識様式は自己の変化を認識

するという点で自己言及性があり、例えば、イラン・コーエン（Irun Cohen, 1937– ）

博士の「免疫学的ホムンクルス」も想起させる。これは、ヒトの免疫システムは自己

の特定の分子を認識する受容体を含み、それが体の免疫状態をモニターしているとす

る見方である。 

 

 前述のように、植物には可動性のある免疫細胞も抗体もない。その状態で全体の防

御をどのように行っているのかという疑問も生じるが、そこには植物なりのメカニズ

ムがあるに違いないという確信もある。まず、局所の反応を見ておきたい。R タンパ

クと病原体エフェクターの間接的な相互作用により ETI が誘導されるが、その変化は

過敏感反応（hypersensitive response: HR）と呼ばれ、実態はプログラムされた細胞死で

ある。感染した細胞を排除することによって全体に感染が広がるのを抑えているよう

に見える。局所の HR が起こった後、全身獲得抵抗性（systemic acquired resistance: SAR）

という現象が誘導されるが、これはフランク・ロス（Frank Ross, 1911–1989）が半世紀

以上前に報告した現象である。タバコモザイクウイルスをタバコの局所に感染させた

ところ、その後の感染では局所を超えて全身が抵抗性を示したのである。植物には動

物のような循環系はないが、師部と呼ばれる輸送に関わる組織がある。この組織を通

じて SAR にとって重要な免疫シグナルが局所から全身に輸送されている。免疫シグナ

ルとして、サリチル酸やメチルサリチル酸、ジャスモン酸、アゼライン酸などが想定

され、それぞれがクロストークしながら局所の情報を未感染の離れた場に伝達してい

る図が浮かび上がってくる。 

 

ロスの発見のもう一つの重要な点は、二度目の感染でタバコモザイクウイルスだけ

ではなく、他のウイルスに対しても抵抗性を示したことである。SAR が示す広範囲の

病原体に対する抵抗性は植物の免疫記憶の在り方を示すもので、最初の病原体との接

触で免疫のレベルが全体的（非特異的）に上昇するためと考えられている。免疫防御

プライミングとか自然免疫記憶（trained immunity）と呼ばれ、最近の COVID-19 パン

デミックにおいてもその重要性が指摘されるようになっているが、最初に提唱された

のは植物においてであった。最近の研究によれば、SAR による免疫記憶は広範囲な防

御機能も含めて次の代だけではなく 3–4 代先まで伝えられることもあることが明らか

になってきた。ここに関与するメカニズムとして、SAR 関連遺伝子などの周辺ヒスト
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ンのメチル化、アセチル化などのエピジェネティックな変化が想定されている。細菌

の CRISPR-Cas による免疫記憶は遺伝子レベルで次世代に伝達されるが、植物ではエ

ピジェネティックなレベルで記憶の伝承が行われている。ヒトにおける免疫記憶は細

胞レベルで行われているが、例えば、リンパ球による記憶が世代を超えて伝えられる

ことはないのだろうか。ルドヴィク・フレック（Ludwik Fleck, 1896–1961）は、ある集

団で共有される偏った思考の枠組みを「思考スタイル」（Denkstil）と定義したが（243

巻 2 号）、思考スタイルの枠外に出るといろいろな疑問が湧いてくる。 

 

 

庭のナワシロイチゴ（Rubus parvifolius） 

（2020年 8月 5日） 

 

 今年の夏、庭が生きていることを発見し、感動することになった。いろいろな植物

を見付けたが、中でも驚いたのはナワシロイチゴという野イチゴの一種が他の草に隠

れて地を這うように一面に広がって生きていることだった。遠くからではその存在を

知ることもできない。そこに、見習いたいと思わせるこの植物の逞しさと謙虚さを見

たのであった。このように植物と共にあったこの夏に肖ったわけではないが、今回取

り上げた内容も含めて植物の免疫について簡単なエッセイを書いてみた１）。それは、

それぞれの生物がヒトの姿からは想像もできないようなやり方で生きていることを確

認しながらの作業となった。実は、そのエッセイに「哲学的省察」というセクション

を設け、科学を超えた議論をほんの少しだけ加えてみた。ささやかではあるが、英語
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論文としては初めての「科学の形而上学化」の試みとなった。全く予想しなかったわ

けではないが、レビュワーの一人が「科学者はこのような省察をもっとしなければな

らない。しかし、これは科学の雑誌なので適切とは言えない」というコメントを寄こ

した。場所柄を弁えよ、ということなのだろうか。しかし、その後のやり取りの中で

最終的にわたしのやり方を受け入れてくれたのは幸いであった。このようなインクル

ーシブで思慮深い判断ができる科学者が増えることを願うばかりである。 

 

文献 

１）Yakura, H. Cognitive and memory functions in plant immunity. Vaccines 8:541, 2020 

 

（2020 年 10 月 16 日） 
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