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共生窒素固定研究の最新情報(3)
-窒素固定産物の植物体内での移動-

大　山　卓　爾

1.は　じめに

高等植物体内において,導管や師管を経由する

窒素の主な移動形態としては,安定で窒素に富み

水-の溶解度が高いアミド,アミノ酸,ウレイド,

硝酸イオンなどが用いられている。アスパラギン

やグルタミンなどのアミドを移動形態とする植物

が一般的であるが,カエデ科,トチノキ科では,

アラントイン酸などのウレイド化合物(ウレイド

基H2NCONH-を持つアラントイン,アラントイ

ン酸,シトルリンなどの化合物の総称)を根から

の窒素輸送形態とするためウレイド植物と呼ばれ

ている。

植物は,一般に硝酸やアンモニウムなどの無頼

態窒素を根で吸収し,導管を経由して地上部へ輸

送する。根から吸収した硝酸は,そのままあるい

は根で還元してアミドなどの有機窒素化合物に同

化した後に,根から根圧と蒸散により地上部へ運

搬する。また,木本植物や多年生植物では,冬期

間などに根や地下茎に貯蔵した窒素を萌芽時に導

管経由で地上部に輸送し,新梢や新芽の発育に用

いることがある。

一方,葉で還元された硝酸や葉タンパク質の代

謝回転や老化に伴い生じた窒素成分は,光合成産

物の主要な形態であるショ糖とともに成熟薬から

新芽や新薬,花や子実などの生殖器官および根,

地下茎,根粒等の地下部へ師管経由で輸送される。

師管輸送では,グルタミン酸,グルタミン,アス

パラギン酸,アスパラギン,その他アミノ酸が主

な輸送形態であり,硝酸やウレイドは検出されな

い場合が多い。
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本報告では,共生窒素固定系のうちマメ科植物

根粒からの窒素の移動を中心に紹介する。

2.マメ科植物根粒からの窒素の移動

マメ科植物(LeguminosaeまたはFabaceae)は,

キク科,ラン科についで種の数が多く, 1万8千

種に及ぶ28)-　マメ科は,ジヤケツイバラ科(カワ

ラケツメイ科Caesalpinioideae),ネムノキ科

(Mimosoideae) ,マメ科(Papilionoideae)の亜科に

分類される(岩波生物学辞典第4版によるとマメ

目の三科としている)。農業上重要なマメ科植物

は,主にPapilionoideaeに属し,一般に根粒を形

成するが,他の2亜科は木本植物が多く,根粒を

形成しない種も多い　Papilionoideaeの族につい

てみると, Aeschynomeneae(ラッカセイなど),

Loteae(ミヤコグサ),Viciaeエンドウ,ソラマメ

等), Cicereae, Trifolieae(アルファルファ等),

Mirbelieae, Bossieae, Genisteae族はアスパラギ

ンと一部グルタミンを根粒からの輸送形態とする。

一方, Phaseoleae族(ダイズ,インゲン,ササゲ,

カウピー,キマメなど)の全ての種とRobinieae,

IndigoforeaeとDesmodieaeの幾つかの種は,アラ

ントインとアラントイン酸を主に導管輸送するウ

レイド輸送植物である1)。ネムノキ科(ネムノキ,

アカシア等)のうち根粒を形成する種では,主に

アスパラギンを輸送形態とする。ジヤケツイバラ

科は根粒を形成するものはまれであり,導管輸送

形態に関する報告もない1)0

根粒の形態および発育様式の違いから,ダイズ,

ササゲなどのような熱帯産マメ科植物に多く見ら

れる球形の有限仲育型根粒と,アルファルファ,

エンドウ,クローバーのような温帯産マメ科に多

い円筒形の無限仲育型根粒に分類される。前者に

はウレイド輸送植物が多く,後者にはアミド輸送

植物が多い。ただし,球形の有限伸育型根粒を持
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第1図　ウレイドを輸送形態とするマメ科根粒における
窒素代謝経路
(AtkinsとSmithの総説3)より改変)
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第2図　アミドを輸送形態とするマメ科根粒における
窒素代謝経路
(Vanceの総説4)より改変)
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ウレイド植物ではバクテロイドのニトロゲナーゼによ

りN2から固定生成したアンモニアはバクテロイド膜を

拡散により通過し,ペリバクテロイドスペース(PBS)で

アンモニウムイオンとなり,ペリバクテロイド膜(PBM)

のアンモニウムトランスポーターにより細胞質に輪送さ

れる。同定窒素の一郎はバクテロイド内でアラニンデヒ

ドロゲナ-ゼADH　またはグルタミン酸デヒドロゲナ

ーーfcf(GDH)の作用でアラニン(Ala)またはグルタミン酸

kIu)に取り込まれる。感染細胞の細胞質でアンモニウ

ムイオンは,グルタミン合成酵素(GS)の働きではじめ

にグルタミン(Gin)同化される　Ginのアミド基窒素はプ

ラスチドに局在するグルタミン酸合成酵素の作用でグル

タミン酸に渡される。感染細胞のプラスチドおよびミト

コンドリア内でグルタミンのアミド窒素,アスパラギン

良,グリシンの皇素からイノシン酸(イノシンー1-リン

酸:IMP)が.ホスホリボシルビロリン酸アミドトラン

スフェラーゼ(PRAT),グリシンアミドリボヌクレオチ

ド合成酵素(GART),ホルミルグリシンアミジンリボヌ

クレオチドアミドトランスフェラーゼ(FGAR-AT).ア

ミノイミダゾールリボヌクレオチド合成酵素(AIRS),

アミノイミグゾールリボヌクレオチドカルポキシラー・ビ

(AIRC).ホスホリボシルアミノイミダゾ-ルスクシノ

カルポキサミド合成酵素(SICARS),アデニロスクシネ

-トAMPリ7-ゼ(ASAL),アミノイミダゾ-ルカルポ

キサミドリポヌクレオチドトランスホルミラーゼ

(AICART),イノシン-1-リン酸シクロハイドロラーゼ

(IMPCH)の9段階の酵素反応で, de novo合成されると

考えられている。感染細胞の細胞質でイノシン酸はIMP

オキシドレダクターゼによりキサンチル酸(キサンチンー

トリン酸:xmp)になり,酸性ホス77タ-ゼで脱リン

醸されてキサントシンとなり,キサントシンヌクレオシ

ダーゼの作用でキサンチンを経て, NADヰサンチンオ

キシドレダクターゼ(XDH)の作用で尿酸となると考え

られているO尿酸は非感染細胞に運搬されてミクロボデ

ィーに局在する酵素りリカーゼの作用でアラントインに

なり,さらに小胞体(ER)でアラントイナーゼの働きで

アラントイン酸となり細胞外へ放出され導管経由で地上

部へ輪送されるo

アミド植物でも,バクテロイドで固定したアン
モニアの放出と植物細胞質でのグルタミンへの同

化,プラスチドに局在するグルタミン酸合成酵素

でのグルタミン酸への変換がおこる。プラスチド

内でアスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ

(AAT)の働きでグルタミン酸とオキサロ酢酸から

アスパラギン酸が合成される。アスパラギン合成

酵素(AS)の働きでアスパラギン酸にグルタミンの

アミド基窒素が転位し,アスパラギンを合成した

級,細胞質からアポブラストへ放出されて導管経

由で地上部-運搬されるO
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つマメ科植物の中には,ミヤコグサやラツカセイ

のようにアミドを根粒からの輸送成分にするとい

う例外もある。

特殊な窒素成分,例えばラツカセイに含まれる

41メチレングルタミン,ナタマメのカナバニン,

エンドウのホモセリンが,窒素固定産物の輸送形

態と考えられたこともあったが,現在ではこれら

の窒素化合物は,種子貯蔵窒素由来の移動形態と

して生育初期に用いられる場合はあるが,根粒由

来の固定窒素の移動形態ではない,と考えられて

いる1. 3. 8)

マメ科植物と根粒菌の共生窒素固定系以外につ

いて,放線菌フランキアと非マメ科植物との共生

系およびラン藻とソテツの共生系の一部において

はシトルリンが主要な固定窒素移動形態と考えら

れている1・ 3)0

第1図にウレイド輸送型根粒の,第2図にアミ

ド輸送型根粒の固定窒素の代謝過程を示す。どち

らのタイプの根粒でもバクテロイド(根粒内で窒

素固定活性を発現した状態の根粒菌)は,感染細

胞内にペリバクテロイド膜(PBM)に包まれてお

り,バクテロイドとPBMおよびその間の空間(シ

ンビオソ-ムスペース:SBP)を含めてシンビオ

ソ-ムと呼ぶこともある34)バクテロイドまたは

シンビオソ-ムは,ミトコンドリアや葉緑体のよ

うな細胞内器官と良く似た状態にある。

N2分子は拡散により,根粒表面からバクテロイ

ドへ到達し,酵素ニトロゲナーゼの働きによりア

ンモニアに還元,固定される。生成したアンモニ

アは速やかにバクテロイド膜をNH3として拡散し

た後,酸性のPBS中でNH4+イオンとなり, PBM

に高密度に存在するアンモニウムトランスポータ

ーにより,植物細胞質に放出されると考えられて

いる34)

植物細胞質に放出されたアンモニウムイオンは,

細胞質内のグルタミン合成酵素(GS)の働きでグ

ルタミン酸(Glu)に結合してグルタミン(Gin)とな

る。根粒特異的なGSは,感染細胞内に高濃度に

存在し,固定生成したアンモニアを効率的に同化

して,毒性のあるアンモニアの細胞内集積を防い

でいる。グルタミンはプラスチド局在性のグルタ

ミン酸合成酵素(GOGAT)の触媒作用で2-オキソ

(34)

グルタル酸(20G)と反応し, 2分子のグルタミン

酸を生産する。

バクテロイド-のエネルギー源としての炭素化

合物としては,主にリンゴ酸などのC4ジカルポン

酸であり,光合成産物として師管経由で送られて

くるショ糖が感染細胞内で代謝を受けることによ

り供給される。根粒菌内膜のC4ジカルポン酸トラ

ンスポーターを欠損した根粒菌株は,窒素固定能

を持たない(Fix-)根粒を形成するため,ジカルポ

ン酸の供給は根粒の窒素固定維持に必須であると

考えれれている。

一方,分離したバクテロイドにグルタミン酸や

アラニン,グリシン,アスパラギン酸などのアミ

ノ酸を与えると,それらはバクテロイドに取り込

まれて代謝されること12, 20)およびグルタミン酸,

グルタミン,グリシン,セリン,トリプトファン

要求性の根粒菌でも有効根粒を形成することから,

バクテロイド膜は一定程度アミノ酸の透過能を持

つと考えられる。しかし,アミノ酸や糖のPBM

透過速度は遅いため,アミノ酸がバクテロイドの

エネルギー源として用いられている可能性は小さ

いと考えられている35)

マメ科植物根粒において,固定した窒素は,ア

ンモニアとして排出され,植物細胞質でGS/

GOGAT系ではじめに代謝されるという経路は,

トレーサー実験,酵素の局在性,遺伝子発現の解

析などから,ほぼ確立したものと考えられていた

が, 1998年ミズーリ大学のWatersらは,ダイズ

の根粒において,バクテロイドから植物に移行す

る窒素はアラニンであり,アンモニアではないと

報告した37)これは, 「ショ糖密度勾配法で精製

したバクテロイドに15N2ガスを供与したところ,

15N標識テラニンが外液に分泌きれたがアンモニ

アは検出されなかった」という実験結果に基づい

ている。さらに「バクテロイドから植物細胞質へ

出たアラニンはその後リンゴ酸に変換し,再度バ

クテロイドへ戻る」というシャトルモデルも提出

している38)しかしながら,その後Liらがショ糖

密度勾配とパーコール密度勾配遠心法で厳密にバ

クテロイドを精製し,さらに基質やレグヘモグロ

ビンを連続的に与えるフローシステムを用いてバ

クテロイドの環境条件を一定にして15N2を供給し
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たところ,窒素固定産物はアンモニアであるとい

う従来の説を支持するデータが得られた13)0

20年以上前に筆者らが行ったダイズ根粒に対す

る一連の15N2供与実験において,バクテロイドで

固定した窒素の大部分がアンモニアとして速やか

に植物細胞質へ放出され, GS/GOGAT経路で同

化されているという結果を示した。ダイズ根粒に

15N2を5分間供給後,直ちにバクテロイドと植物

細胞質に分画し15Nの分配を調べた結果,可溶惟

15N窒素の97%が細胞質に分布していた20)-　また,

インタクトなダイズ根粒へ15N2供与後,根粒内の

各化合物への標識経過を調べた実験では, 15N2開

始数分後には.アンモニアとグルタミンのアミド

基が標識され,グルタミン酸,アラニン,ウレイ

ドへの15Nの取り込みがそれに続いた18)さらに

グルタミン合成酵素,グルタミン酸合成酵素,ア

ミノ基転移酵素の各阻害剤を用いた実験結果19)ち

根粒内でアンモニアは, GS/GOGAT系で同化さ

れており,根粒全体では,アラニンは主にグルタ

ミン酸のアミノ基転移により生成していることと

一致した。確かに,固定生成したアンモニアの

一部または外部から与えたアンモニアからバクテ

ロイド内でアラニンが合成されるが,根粒全体で

みるとアラニンへの15Nの取込みは,主に植物側

におけるグルタミン酸からのアミノ基転位による。

カウピー根粒においても同様な結果が示された3)0

Watersらが15N2標識実験で過った結論に陥った

原因としては,単離したバクテロイドの実験から

得られた結果のみから結論を導き出したこと,お

よび微量のアンモニアは,揮散や吸着により失わ

れやすく,また試薬や水に不純物として含まれる

ため,正確な分析が難しいためと思われる。

KrebsiellaやAzotobacteγのような単独窒素固定

菌は,利用可能な窒素化合物が環境に欠乏すると

窒素固定能を発現するが,根粒菌の窒素固定遺伝

子は窒素欠乏により発現するのではなく,低酸素

条件により誘導される。むしろ,窒素固定能を発

現しているバクテロイドではアンモニア同化系の

GSが抑制を受けており, N2を固定してNH3を放

出するオルガネラとして感染細胞内で働くように

進化してきたと考えられている。

グルタミン酸からは,アミノ基転位酵素等の働

(35)
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きでアスパラギン酸やアラニンその他のアミノ酸

が合成される。アミド植物では,アスパラギン合

成酵素(AS)の働きでアスパラギン酸にグルタミ

ンのアミド基窒素が転移し,アスパラギンを合成

して細胞外アポブラストへ放出されて導管経由で

地上部へ運搬される(第2図)0

一方,ウレイド植物では感染細胞と非感染細胞

の共同作業により,複雑な過程を経てアラントイ

ン,アラントイン酸が作られる。第1図のように,

感染細胞のプラスチド内で,グルタミンのアミド

窒素,アスパラギン酸,グリシンの窒素からイノ

シン酸(イノシンー11リン酸:・IMP)が9段階の酵素

反応で　de novo合成されると考えられている。

これらの酵素の多くは細胞内局在性や遺伝子が明

らかにされているがまだ未解明のものも残されて

いる1)。細胞質でイノシン酸は, IMPオキシドレ

ダクタ-ゼによりキサントシン酸(キサントシンー

1-リン酸:XMP)になり,さらにキサントシン,

キサンチンを経て尿酸となると考えられている。

尿酸は非感染細胞に運搬されて,ミクロボディ

ーに局在する酵素ウリ*.-ゼの作用でアラントイ

ンになり,さらに小胞体(ER)でアラントイナ-

ゼの働きでアラントイン酸となり細胞外へ放出さ

れ導管経由で地上部へ輸送される　Takaneらは,

ダイズのウリカーゼにはUR2とUR9の二つのタイ

プがあり,根粒でアラントインを合成するウリカ

ーゼは,根粒特異的なUR2で, UR9はどの器官で

も発現しており,不要なプリン塩基を分解するハ

ウスキーピングな働きをしていることが示唆され

tz�"e

Atkinsらのモデル4)と約10年前の総説5, 36)に示

されたモデルとの主な違いは, ①ミトコンドリア

においてもイノシン酸合成が行われる, ②イノシ

ン酸から尿酸までの代謝が感染細胞の細胞質でお

こなわれる, (彰キサントシンを中間体としている,

④感染細胞から非感染細胞への窒素の移動がキサ

ンチンから尿酸に変更されていることである。

Atkinsらのモデルは,パーコール遠心分離で分画

して調べたカウピー根粒の実験結果を根拠してい

る2)0

ダイズにおいて根粒からの窒素移動形態は,接

種する根殺菌が, Rhizobiumfredii, Brady-
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rhizobiumjaponicumにかかわらず,ウレイドが

主成分であることが確認された39)-　またダイズ導

管液成分では,ウレイドのうち,アラントインが

20%程度で,アラントイン酸が約80%を占める27)

3.マメ科植物の根からの吸収窒素の移動形態

一般に,根粒からの移動形態がアミドであって

もウレイドであってもマメ科植物の根からの窒素

の主要な導管移動形態は硝酸とアミド(アスパラ

ギン)である21)一般に,導管液中の硝酸とアミ

ドの割り合いは,土壌や培地中の硝酸濃度および

植物種や生育段階,生育環境による根の硝酸還元

酵素活性の違いにより影響を受ける。一般にイネ

科植物に比べて,マメ科植物は根の硝酸還元の寄

与が比較的高い場合が多い。

ダイズなど根粒からの固定窒素の移動形態がウ

レイドである植物でも根からの吸収窒素の移動成
l

分としてはアミドの割り合いが高いことが知られ

ている。最近, Fentesらは,地下部にイモを形成

するヤムピーンでは,根粒にのみ依存する場合も,

化合態窒素にのみ依存する場合も,導管液成分と

しては,アスパラギンとアラントイン,アラント

イン酸が約6:2:2と同比率で含まれ,根におけ

る窒素代謝と根粒の窒素代謝が同様であることを

発見した7)。ヤムピーンの根と根粒のウレイド代

謝を調べることにより,根粒におけるウレイド合

成機構解明のヒントが得られるかも知れない。

二重のポットで根を上下に分け,上部の根のみ

根粒が形成されるような条件でダイズを栽培した

ところ,ウレイドは,下根にはほとんど検出され

なかったことから根粒着生時にダイズ体内に存在

するウレイドの大部分は根粒由来であると判断さ

れた23)しかしながら,根粒非着生ダイズT201

の導管液からも低濃度ではあるが常にウレイドが

検出され,根粒着生ダイズT202よりはひと桁少

ない量であるが,ウレイドが常時合成され地上部

-移動している30)-　また,根粒非着生ダイズにお

いて,培養液の硝酸濃度を高めると導管液のウレ

イド漉度は上昇し,また,硝酸よりもアンモニア

を与えた方が導管液のウレイドは高濃度に検出さ

れた15)-　さらに,根粒非着生ダイズ根では,根端

部にウレイドが高波度に集棟しており,根端部で

(36)

ウレイド合成が活発であることが示唆された15)-

根粒からの輸送形態がアスパラギンであるアルフ

ァルファにおいても,導管液中に微量のアラント

イン,アラントイン酸が検出され,根端部の集積

が確認された22)

ウレイドを主な輸送形態とするマメ科植物の根

粒では,プリン塩基の合成と分解という複雑な反

応を採用して,アラントインやアラントイン酸を

輸送形態として用いる理由はいまだに解明されて

いない。根端部において吸収した窒素,特に高濃

度のアンモニアからウレイド合成が促進されるこ

とから類推すると,根粒内の窒素過剰や,炭素源

不足,またはその両者が窒素のアミド合成からウ

レイド合成への代謝,ギアチェンジの引き金にな

っているのかも知れない。根端部において根粒特

異的なりリカーゼが発現しているかどうかは興味

深い。植物において炭素と窒素の代謝は,相互に

関連し,複雑かつ高度な制御を受けて環境や生育

に合わせて最適化されていると考えられているが,

炭素窒素代謝制御の分子機構にについてはよく分

かっていない部分が多い。

近年,短半減期放射性核種である13Nの植物に

おける二次元分布を経時的に観察できるポジトロ

ンイメージングシステムが,硝酸の移動の解析等

に用いることができるようになった。インゲンと

ダイズの一本の根に与えた13N標識硝酸は,根粒

菌感染部位である根端部に集積が観察されたこと

から硝酸の感染阻害機構との関連が示唆された14)-

また,根から吸収した硝酸の一部は10分程度で葉

身に到達すること,根粒非着生株の方が,着生株

よりも硝酸吸収と茎葉部への分配が活発であるこ

とが示された26)また,ダイズの根から吸収した

硝酸は,一旦葉での代謝を受けた後に天-再移動

するが,窒素飢餓状態では菜-の移動速度が早ま

ることが観察された17)これらの結果は,植物の

窒素栄養状態や器官ごとの窒素要求性の違いが窒

素の移動速度や分配量に大きな影響を与えている

ことを示している。

ラツカセイは,英が地中で肥大する特異な性質

を持つ。このため,英自身も窒素を吸収するが,

梶,根粒および,茎葉部からの再転流窒素を子実

肥大に利用する　Gotoらの報告によると,根粒か
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らの導管液の主成分はアスパラギンであり,根か

ら吸収した窒素では,硝酸とアスパラギンであっ

た8)。稲永らの報告でも,根粒のみに依存する無

窒素栽培でも,硝酸またはアンモニアを与えた植

物でも茎基部から採取した導管溢泌液の窒素成分

としては,アスパラギンが半分以上を占めた。し

かし,子房柄から採取した液の成分はグルタミン

が主成分であったことから茎葉部よりの再転流窒

素の主成分はグルタミンであると結論付けた11)-

4.相対ウレイド法による窒素固定活性の

推定

Herridgeらは,根粒からの移動形態が主にウレ

イドであるマメ科作物の窒素固定と根からの吸収

窒素に対する依存率の推定に,切断直後の茎基部

からから採取する導管溢泌液,または,茎葉部か

ら吸引採取した液中のウレイド態窒素, αアミノ

態窒素,硝酸態窒素濃度を吸光分析により定量し,

紀宝素量にしめるウレイド窒素の割り合いから窒

素固定依存率を推定する相対ウレイド法を開発し

た10)茎から採取する液よりも根からの導管溢泌

液の方がよりサンプリング時点の窒素固定と吸収

窒素の移動形態を反映していると考えられるが,

土壌水分条件や植物の生育段階などにより根から

の導管液が採取できない場合もあるため,池上部

からの採取も行われる。ただし,地上部から採取

した液の成分組成は根から採取したものと若干異

なるため注意が必要である。そのため, Herridge

らは,濃度段階を変えて15N標識肥料を与え,塗

素固定と吸収窒素の割り合いを実測して実験的に

補正式を出し,相対ウレイド値から窒素固定依存

率を算出することを提案した10)キマメ25)イン

ゲン9)においでも相対ウレイド法が適応できるこ

とが確認された。

高橋らは,新潟の転換畑におけるダイズ施肥試

験に相対ウレイド法を適用した3D.施肥の違いや

生育段階で導管液のアミノ酸やアミドの組成は変

化するが,通常のダイズ導管液の主要な成分は窒

素原子を二つ持つアスパラギンであることから,

相対ウレイド値を求める式を改変して,ウレイド

態窒素, 2×αアミノ態窒素,硝酸態窒素の総量

に占めるウレイド態窒素の割り合いを指標とする

(37)
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における窒素固定依存率の簡易推定法として提案

した22)実際,生育時期や施肥条件をかえて導管

液内各種アミノ酸の1アミノ酸あたりの平均窒素

原子数を求めたところ約1.5-1.9であり, 2に近

かった24)

相対ウレイド億はあくまで固定窒素と吸収窒素

の相対的な依存割合を示し.直接窒素固定活性を

示す値ではないが,生育段階別に試料を採取し窒

素集積丑の変化を勘案することにより,生育時期

別窒素固定速度と窒素吸収速度を見積もることが

できる22)また,積算により,生育全体の窒素固

定量と窒素吸収量も推定可能である。

農業現場で窒素固定能や窒素吸収速度を解析す

ることは重要であり, 15N標識肥料による稀釈法

や根粒着生,非着生系統の窒素集積量の差から推

定する差し引き法などがあるが,相対ウレイド法

は,簡便で経費もあまりかからず,信頼性のある

データが得られる利点がある。最近,キヤピラリ

ー電気泳動故により, 1回の分析で導管液中の硝

醍,アスパラギン,アラントイン,アラントイン

酸を分析できる方法が開発され導管液の分析が容

易になった27)

単純相対ウレイド法を圃場試験に適用して,被

覆尿素の深層施肥が根粒の窒素固定を阻害せずダ

イズの収量増加に極めて効果的であること31, 32)

ダイズ品種Williamsから分離された根粒超着生系

統では,生育時期を通して窒素固定に依存する割

り合いは商いが,栄養生長が親株より劣るために

窒素固定速度と窒素吸収速度が親株よりも低いこ

と29)などが確認されている。
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