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作用することにより，遺伝子発現を介して，H＋
は じ め に

−ATPア−ゼを活性化させるというものである
（Theologis1986and1987）。しかし，両仮説共
に問題点があり，オ・−キシソに．よるH寸放出の

植物ホルモンの1つであるフトーキシソの代表

的な生理作用として，植物細胞の伸長成長の促
進が知られている。このオーヰシソによる伸長
成長誘導の磯構の1つとして酸成長が考えられ

機構についてほ，まだ明らかになっていない。
−・方，オ血キシソに．よる茎切片の成長誘導で

ている（RayleandCleland1970）。これは，茎

ほ，茎組織のうち，特に表皮組織が藍要な役割

の成長部位から切り取った切片を酸性溶液中で

を持つことが示されている（TanimotoandMaq
suda1971，Kutscheraetal．1987）。表皮を取り

処理すると切片の成長が促進される現象と，茎
切片をオ仙キシソ処理すると切片からのプロト

除いた茎切片では，オ山キシソによる成長誘導

ソ（H＋）放出が誘導される現象から考えられて

が見られず，また，フトーキシソによる細胞壁の

いるものである。フトー・キシ∵／処理により茎組織

ゆるみほ，表皮組織でのみ見られることが報告

の細胞内から細胞壁アポブラストにH＋が放出

されている。さらに，オ・1−キシソに．よる成長誘

され細胞壁内が酸性化する。この酸性化によっ
て，ある種の細胞壁内酵素が活性化され 細胞

導の時に見られる，細胞壁構成多糖類（特に，
へミセルロ・−ス性キシログルカソ）の分解が，

壁を構成する多糖塀の−・部が分解される。その

表皮組織でのみ見られることが，カボチャ下胚

結果，細胞壁の力学的性質の変化，すなわち細
胞壁のゆるみが引き起こされ，成長が誘導され

軸切片を用い報告されている（Wakabayashiet
al．1991）。以上の報告から，フトーキシソによる

ると考えられている（Taiz1984，Masuda19釦）。

H＋放出についても組織特異性が考え．られるが，

現在，オ・・−キシソによるH＋放出の機構として

この点については明らかでない。

2つの仮説が考えられている。1つは，オ・一キ

本研究では，欝化カボチャ芽生え下胚軸から

シソが原形質膜上に存在するH＋−ATPア・−ゼ

の切片を表皮と内部組織に分けることにより，

を，直接的に活性化させるというものである

そかぞれの組織からのH＋放出に対するオ、−キ

（Hageretal．1971，kasamoandYamaki1974）。 シ∵／の効果を調べ，さらに，タ∵／／くク質合成や
もう1つほ，フトーキシソが核酸一夕ソバク系に

ATPアーゼの阻害剤を用いることにより，H＋放
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Tablel・Effects of cycloheximide（CH），
Vanadate（VO3）andfusicoccin（FC）

出の機構について検討した。

材料 と方法

onH secretionofisolated＿＿Outerand

innertissuesofsquashhypocotyls．

カボチャ（C乙JC乙 r∂云￡αmα方imαDuch．品種名；
芳香青皮甘栗）の種子を水道水中で10時間吸水

Treatment

させた後，湿、つたろ紙上，暗黒下260Cで，約48
時間発芽処理を行った。次に，発芽種子を1／5

Outertissues Innertissues

濃度のHoagland液で，暗恩下260C，48時間水

Control

−030

−016

耕栽培した。カボチャ芽生えのうち，下胚軸が

CH（10￣4M）

−030

−0LO5

約10cmのものを選び，下胚軸の上（伸長部位），

VO3（10￣3M）

−024

−015

中，下部（それぞれ，鈎状部の下，約0．5cmか

FC（10￣6M）

−047

−013

ら1．5cm，約3．5cmから4．5cm，約6．5cmから

FC＋CH

−0．42

−012

7．5cm）の1cmの長さの切片を切り取った。次に，

FC十Ⅴ03

−023

−011

ピンセットで，この切片から表皮組織（Outer

Isolatedouterandinnertissuesfromupper

tissues）を剥ぎ取り，残りを内部組織（Inner

（0．5−1．5cm）regionofhypocotylswereinde−

tissues）とした。剥離した表皮組織は，1層の

PendentlylnCubatedfor3h．

表皮とその下の2〜3層の厚角組織から成る多

ミ△pH＝pHofincubationmediumafter3h

層表皮であった。表皮剥離後の内部組織は柔組

treatment−pHofincubationmediumbefore

織から成っていた。培養液は，1シャ1−レ4ml

treatment．

で，クエン酸緩衝液（1mM，pH6．5）を基本組
成とし，10￣5M イントールー3一酢酸（IAA），

のH十放出が，組織からのH十の漏出だけであっ

10−4M シクロへキシミド（CH），10￣3Mヴシ

たとすると，表皮に比べ約5倍の体標を持つと

ナジソ酸（VO3），10￣6M フシコクシ∵／（FC）

考え．られる内部組織からのH＋放出の方が，表皮

をそれぞれ組み合わせた。各処理共，それぞれ

に比べ多くなると考えられる。従って，表皮組

15切片からの剥離した表皮及び内部組織を用い，

織からのH十放出は，何らかの能動的なH十放出

暗黒下260Cで3時間処理を行った。pHの測定

機構によるものと考えられる。−・方，表皮から

は，0時間目及び3時間処理後の培養液のpH

のH＋放出は，タ∵／′くク賀合成の阻害剤であるシ

を，pHメ、一夕（東亜電工）により測定し，その

クロへキシミドでほ抑制されず，H＋−ATPア・−

差を△pHとして表し，H＋放出の指標とした。

ゼの活性阻害剤であるヴァナジン酸でわずかに

切片の切り出し等の操作は，全て安全線色光下

抑制されていた。この結果から，表皮からのH＋
放出は，少なくとも，de花0乙ノ0のタン／くク合成を
必要としないシステムである可能性が考え．らゎ

で行った。

結果 と考察

た。次に，H十−ATPアーゼ（プロトソポンプ）

Tablelほ，下胚軸の伸長部位の切片から単

の活性促進効果を持つフシコクシソの効果を調

離した表皮と内部組織を，それぞれ3時間処理

べた。フシコクシソによる培養液の酸性化は，

した時の，培養液のpHの変化を表したもので

表皮組織でのみ見られたことから，フシコクシ

ある。pHの変化は，表皮の方が内部組俄に比べ

ソ感受性のプロトンボソプは表皮組織のみに

て大きく，よりマイナス値になっていたことか

存在するものと考えられた。このフシコクシソ

ら，H＋の放出量は，表皮の力が内部組織に比べ

の効果ほ，ヴァナジン酸で抑制されており，シ

多いものと考えられた。切片1本当りの表皮の

クロへキシミドで抑制されなかったことから，

生重量は約14喝であったのに対し，内部組織ほ

フシコクシ∵／の作用がプロトソポンプの直接的

約67喝であった。単離した表皮と内部組織から

活性化を介した反応であることが確かめられた。
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Table2．EffectsofJAAonH十secretionofisolatedouterandinnertissues
fromupper，middleandbasalreglOnSOfsquashhypocotyls．

Region＊

IAA（10￣5M）

Outer tissues Inner tissues

0‖5−15cm
（upper）

−029

ー・013

＋

−0．39

一・0．16

−−0．36

＋

−0．39

−017
−017

＋

−0．37
−041

−015
・−018

35−4，5cm
（middle）

6．5−7．5cm
（basal）

IsolatedouterandinnertissueswereindependentlylnCubatedfor3h．
＊，Belowthecotyledonarynode．

Table2は，下胚軸の各部位でのH＋放出に対

Table3．Effects of cycloheximide（CH）
onIAA＿・inducedH＋secretion of

するIAAの効果を示している。どの部位でも，

isolatedouter tissues ofsquash
hypocotyls．

培養液の酸性化ほ表皮組織で大きくなっていた。
IAAの効果は，伸長部位（0．5′、ノ1．5cm）の表皮
組織で最も大きく，下部では小さくなっていた。

Treatment

△pH

−・方，内部組織でほ各部位とも，IAAの効果ほ
ほとんど見られなかった。この結果から，H寸放

ーIAA

−0．38

出の促進作用において一成長の盛んな部位の表

＋IAA（10￣5M）

−053

皮組織で，IAAに対する感受性が高いものと考

−IAA＋CH（10，4M）

一0。38

えられた。IAAによる茎切片の成長促進作用に

＋IAA＋CH

−041

おいても，IAAの効果は伸長部位から切り取っ

Isolatedoutertissuesfromupperreg10n
Ofhypocotylswereincubatedfor3h．

た切片でしか見られないことから（Sakuraiand
Masuda1978，NishitaniandMasuda1979），
IAAによる表皮組織からのH＋放出の促進が成長促

れる退伝子が関与している可能性を示しており，

進に関与している可能性が示唆された。そこで，

de花OUOのタンパク合成の必要性を示唆してい

次に，IAAの効果が大きい伸長部位の切片から

る。今回の結果は，Theologis（1987）の結果を

の表皮組織を用い，IAAによるH十放出の誘導に
対するシクロへキシミドの影響を調べた（Table

進に関与する造伝子甘ま，表皮組織でのみ誘導さ

3）。シクロへキシミドほ，Tablelの結果と同

れるものである可能性が考えられた。

支持するものと考えられ さらに，H十放出の促

じく，IAAを与え．ない場合での表皮からのH十
摘

放出には影響しなかったが，IAAによるH十放出

要

の促進を抑えていた。この結果から，表皮組織

茎組織からのH十放出でほ，表皮がdominant

でIAAによるH十放出の促進作用には，de花OUO

組戯であることが明らかに．なった。さらに，表

のタソバク合成が必要であることが示唆された。

皮組織からのH＋放出には，複数の機構が関与し

Theologis（1987）は，オ・−キシソによるH十放出

ていると考えられた。1つほ，（お花OUOのタ：／

の促進には，フトーキシソによって新たに誘導さ

バク合成を必要としないシステム，2つめほ，
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