マメ科植物と微生物との共生に及ぼす光の質と量の影響
Effect of light quality and quantity on symbiosis between higher plant and symbiont
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Plants require light for photosynthesis and also to monitor light quality and quantity for optimal survival. Here, we
show that sensing the red/far red (R/FR) ratio positively influences arbuscular mycorrhizal (AM) symbiosis
development through jasmonic acid (JA) and strigolactone (SL) signaling. By transferring white light-grown Lotus
japonicus MG20 inoculated with Rhizophagus irregularis to conditions of differing R/FR ratio, we found that in high
R/FR, the infection rate of AM fungi significantly increased compared to plants grown in low R/FR. Furthermore, when
MG20 was grown in high R/FR, transcripts for JA-related genes and marker genes for the AM-symbiosis were elevated
compared to low R/FR treated plants. Moreover, adding JA not only enhanced transcription of the same genes, but also
increased fungal hyphal length. Similarly, root exudates derived from high R/FR treated MG20 induced JA-responsive
genes and also promoted AM hyphal elongation considerably more than exudates derived from low R/FR treated plants.
We found that root exudates from high R/FR treated plants contained more (+)-5-deoxystrigol than low R/FR-derived
exudates. These results indicate that exudates from high R/FR treated plants promote AM infection by inducing fungal
hyphal elongation, branching, and concomitantly mycorrhizal colonization due to enhanced synthesis and secretion of
JA and SL.
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