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古市：植物防御機構における CDPK 遺伝子解析

　ジャガイモ疫病菌が植物に侵入しようとすると植物は菌の侵
入を認識し、感染の拡大を防ぐために様々な生体防御反応を示
す。病原菌の侵入を受けた植物細胞が速やかに細胞死を引き起
こすことにより菌糸を封入し、病原菌の増殖と全身感染を阻止
する過敏感反応（hypersensitive reaction; HR）が報告された

（Furuichi et al., 1997; Furuichi, 1998）。
　ジャガイモ宿主植物細胞において過敏感反応が起こる前に一
過的に活性酸素が生成される。この反応は植物の動的誘導性を
誘導するエリシターにより、細胞内への Ca2 ＋を引き起こす。
この Ca2 ＋流入が活性酸素の生成に強く関与している。細胞内
Ca2 ＋濃度の上昇は Ca2 ＋受容型タンパク質を活性化させる。こ
の Ca2 ＋依存型蛋白質キナーゼ（CDPK：EF-hand を有し、
Ca2 ＋結合ドメインを有するタンパク質）が活性酸素の生成と
エリシターシグナル伝達に重要な役割を担っている（Goodman 
1968; Tomiyama, Okamoto et al., 1983; Doke, Miura et al., 1996; 
Greenberg, 1996; Bogdanove and Martin, 2000; Harmon, 2000）

（図１）。
　我々は、ジャガイモ抵抗性品種‘リシリ’の CDPK 遺伝子

（CDPK1、CDPK2）を単離報告し、シークエンス解析を報告
した（Okuta et al., 2003; Furuichi et al., 2004)。
　ジャガイモ疫病菌（レース 0，DN101）培養菌体から抽出し
たタンパク質より、エリシター活性を示すタンパク質の糖タン
パク質が精製・純化された。その後、活性を持つタンパク質の
アミノ酸配列が塩基配列より推定され、RT-PCR 法を用いて遺
伝子がクローニングされた（38KDa：PiP）（Furuichi et al., 
1997）。
　CDPK とエリシター（PiP）との機能構造解析のため、タン
パク質を多量に得る必要がある。PiP 遺伝子と StCDPK2 遺伝
子を高発現ベクターヘサブクローニングして、大腸菌に形質転
換後発現を行った His- タグ蛋白質を実験に供試した。

１．His- 融合 Pipe の作成と精製

　本研究ではタンパク質の NMR 構造解析および機能解析利用
のため、pCRT7/CT-TOPO ベクターに組み込まれている Pipe
遺伝子（671bp）を高発現ベクターである pET14b ベクターヘ

のサブクローニングをおこなったのち、遺伝子発現させ発現
CDPK タンパク質を Ni カラムによるアフィニティー精製とカ
ラムにより精製を行い、PiP タンパク質を単離した（図２）。

２．His- 融合 CDPKの合成と精製

　CDPK 遺伝子は PCR により、機能領域ごとに断片化を行っ
た。高発現ベクターである pET14b ベクターへのサブクロー
ニングをおこない、大腸菌 BL21（DE3）への形質転換を行っ
た（図３）。そして、IPTGによる遺伝子発現およびソニケーショ
ンによる菌体から蛋白質をバッファーへ溶出させた。Ni- カラ
ムによるアフィニティー精製では、イミダゾール濃度 250mM
～ 350mM で溶出させ、純化した。活性検討は His-tag 融合
StCDPK2（キナーゼドメイン）蛋白質をリン酸化バッファー
で自己リン酸化させ、Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel 染
色法によりリン酸化蛋白質の染色を行い確認した。
　また、イオン交換クロマトグラフィー（DEAE sepharose）
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図１．病原菌の感染と活性酸素生成のメカニズム
　　　 CDPK は自己リン酸化によりシグナル伝達を p67、

p47へ伝えると考えられる。自己リン酸化により、p67
と p47は qp91 phox、qp22 phox へ移動することで、
NADPH oxidase は活性化され、酸素を活性酸素へと変
化させる。生成された活性酸素により過敏感反応は誘導
される。
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表１．ジャガイモ CDPK2とダイズ SK5CDPK の EF- ハンドアライメント比較

Junction domain (301 ～ 329 bp)
“Tether” region (329 ～ 339 bp)
N-terminal domain (339 ～ 403 bp)
Linker region (404 ～ 412 bp) 
C-terminal domain (413 ～ 474 bp)
CLUSTAL W (1．83) multiple sequence alignment
SK5_CDPK      
MAAKSSSSSTTTNVVTLKAAWVLPQRTQNIREVYEVGRKLGQGQFGTTFECTRRASGGKF
StCDPK2
------MEPKPATEPKKSSVWVLPYKTQSLQSLYTIGKKLGQGQFGTTHLCIEKSSGNLY
．．．．：．  ． ．：．＊＊＊＊ ：＊＊．：：．：＊ ：＊：＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊． ＊ ．：：＊＊． ：

SK5_CDPK
ACKSIPKRKLLCKEDYEDVWREIQIMHHLSEHANVVRIEGTYEDSTAVHLVMELCEGGEL
StCDPK2
ACKTIPKKKLICKEDYEDVWKEIQIMHHLSEHPNVVRIKGTYEDALYVHIVMELCAGGEL
＊＊＊：＊＊＊：＊＊：＊＊＊＊＊＊＊＊＊：＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊．＊＊＊＊＊：＊＊＊＊＊：  ＊＊：＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊

SK5_CDPK
FDRIVQKGHYSERQAARLIKTIVEVVEACHSLGVMHRDLKPENFLFDTIDEDAKLKATDF
StCDPK2
FDRIVEKGHYSEREAAKLIKTIVGVVEACHSLGVMHRDLKPENFLFLSSDEDAALKATDF
＊＊＊＊＊：＊＊＊＊＊＊＊：＊＊：＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ： ＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊

SK5_CDPK
GLSVFYKPGESFCDVVGSPYYVAPEVLRKLYGPESDVWSAGVILYILLSGVPPFWAESEP
StCDPK2
GLSVFYKPGETFSDVVGSPYYVAPEVLCKHYGHESDVWSAGVILYILLSGVPPFWAETDM
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊：＊．＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊ ＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊：： 

SK5_CDPK
GIFRQILLGKLDFHSEPWPSISDSAKDLIRKMLDQNPKTRLTAHEVLRHPWIVDDNIAPD
StCDPK2
GIFRQILRGKLDLESEPWPGISDSAKDLIRKILDRNPKRRLTAHEVLCHPWIVDDTVAPD
＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊：．＊＊＊＊＊．＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊：＊＊：＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊．：＊＊＊

SK5_CDPK
KPLDSAVLSRLKQFSAMNKLKKMALRVIAERLSEEEIGGLKELFKMIDTDNSGTITFDEL
StCDPK2
KPLDSAVLSRLKQFSAMNKLKKMALRVIAERLSEEEIGGLKELFKMLDTDNSGTITFEEL

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊：＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊：＊＊

SK5_CDPK
KDGLKRVGSELMESEIKDLMDAADIDKSGTIDYGEFIAATVHLNKLEREENLVSAFSYFD
StCDPK2
KEGLRRVGSELMESEIKDLMDAADIDNNGTIDYGEFIAATVHLNKLEREENLLSAFSYFD

＊：＊＊：＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊：．＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊：＊＊＊＊＊＊＊

SK5_CDPK
KDGSGYITLDEIQQACKDFGLDDIHIDDMIKEIDQDNDGQIDYGEFAAMMRKGNG-GIGR
StCDPK2
KDGSGYITIEELQQACKEFGLSELNLDEIIKDIDQDNDGQIDYKEFSAMMRKGTGGAVGR
＊＊＊＊＊＊＊＊：：＊：＊＊＊＊＊：＊＊＊．：：：：＊：：＊＊：＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊：＊＊＊＊＊＊．＊ ．：＊＊

SK5_CDPK_　　　　      RTMRKTLNLRDALGLVDNGSNQVIEGYFK
StCDPK2               RTIRNNLNLGEALGLVQSEEIL-------．
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および、再度の精製により His- 融合タンパク質を純化した。
今回は、精製した蛋白質が目的とする His-tag 融合 RiCDPK2 
kinase domain タンパク質かどうかをアミノ酸シークエンスで
確認した。
　下図は、今回の発現に用いた pET 14b Vector の蛋白質発現
部位の構造を指し示す。遺伝子の発現は、T7 Promotor 
priming site から、T7 Terminator priming site までを発現し、
発現した SdCDPK2 kinase domain は、His-tag 融合 StCDPK2 
kinase domain 蛋白質となる。また、融合蛋白質は Ni-Column

によるアフィニティー精製により、His-tag が認識部位となり、
精製が可能である。今回の精製は、Ni-Column によるアフィニ
ティー精製をおこなったものをイオン交換カラム（DEAE）に
かけて精製をした溶液を再度、Ni-Column によるアフィニ
ティー精製をおこなうことで His-tag 融合 StCDPK2 kinase 
domain 蛋白質を純化した。また、アミノ酸マルチプルアライ
メントを元に、SdCDPK2 とホモロジーと考えられる Glycine 
max CDPK (SK5) とアミノ酸配列のマルチプルアライメント
による比較を表す。

遺伝子構造の比較
　SdCDPK2 と立体構造が既知である Soybean CDPK（SK5）
とのアライメント比較を行った（表１）。今回、SdCDPK2 と
比較した Soybean CDPK（SK5）の遺伝子構造（上）とアミノ
酸構造（下）を示す。ジャガイモ CDPK2 とダイズ SK5　
CDPK遺伝子間でのEF-ハンドの相関は90％以上のホモロジー
を示した。
　今後の植物改良・抵抗性育種の場面でも、Ca2 ＋依存型タン
パク質キナーゼの EF- ハンドのモチーフを改良することによ
り、より抵抗性の増強された品種を改変することが可能となる
ものと期待される。
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Summary
In this review, we have elucidated the role of CDPK on the induced hypersensitive resistance in potato cells infected 

with Phytophthora infestans．StCDPK1 and StCDPK2 played an important role in the defense reaction of potato cells．
StCDPK2 and soybean CDPK, SK5, were compared with the gene structures. These results showed that StCDPK2 and SK5 
had closely related structures in conjunction with CDPK signalling cascades in hypersentive response.
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