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研究成果の概要： 
 2-deoxy-D-glucose (2DG)による細胞板のカロース合成阻害によりフラグモプラスト微小管

の消失が阻害された。この結果は、細胞板でのカロース合成が、フラグモプラスト微小管の消

失誘導のキーであることを強く示唆するものである。 
 フラグモプラスト微小管をフォトブリーチし、その蛍光回復（FRAP）を検討したところ、

ブレフェルディン A（BFA）処理による細胞板小胞集積阻害を介して、フラグモプラスト中央

の微小管の消失が阻害された細胞においても FRAP が見られたことから、BFA 処理細胞では、

単純に個々の微小管が安定化されたのではなく、活発に重合と脱重合を繰り返しながら全体と

しては微小管を消失の方向に向かわせる仕組が阻害されたと考えられる。 
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１．研究開始当初の背景 
 高等植物の細胞質分裂は、細胞板と呼ばれ
る新しい細胞壁が細胞質を二分することに
より行われる。細胞板は高等植物に特有のフ
ラグモプラストと呼ばれる微小管を主な構
成要素とする構造体によって分裂面に集め
られたゴルジ体由来の小胞が融合すること
により形成される。フラグモプラストは、分
裂後期に分離した娘染色体の間に、赤道面で
わずかにその＋端をオーバーラップさせた

二群の微小管の集まりとして出現し、細胞板
形成を開始する。その後、フラグモプラスト
はその外側に微小管を増やすことにより直
径を増大させながら細胞板の直径を増大さ
せる。細胞板がある程度の大きさになると、
フラグモプラスト中央の微小管は消失し、フ
ラグモプラスト微小管は、細胞板を取り巻く
リング状の分布となり、その後リングの直径
を増大させながら細胞板を拡張させ、細胞板
が親細胞壁に到達するとフラグモプラスト



は消失する。フラグモプラストの遠心的発達
は、その内側での微小管の脱重合と、その外
側への新たな微小管の重合の繰り返しによ
り行われると考えられているが、その詳細に
ついてはいまだ明らかではない。 
 申請者はこれまでに、内膜輸送の阻害剤ブ
レフェルディン A（BFA）を用いてゴルジ体を
破壊しフラグモプラストへの細胞板小胞の
供給を阻害した場合に、フラグモプラスト微
小管の消失が阻害されフラグモプラストの
発達が阻害されることを明らかにした。この
結果は、少なくとも細胞板小胞が集まるまで
は、その部分の微小管を消失させない仕組み
が働いていることを示している。 近、キネ
シン様タンパク質と MAPキナーゼカスケード
からなる情報伝達系が、フラグモプラストの
発達におけるフラグモプラスト微小管の脱
重合に関わることが報告されているが、細胞
板小胞の集積後のどのようなイベントが、
NACK-PQR 経路により微小管の脱重合に結び
つけられているかは明らかにされていない。
申請者は、細胞板で合成される主な多糖であ
るカロースの合成とフラグモプラスト微小
管の脱重合誘導の関連を調べる目的で、植物
の細胞質分裂阻害剤として知られるカフェ
インを用いた実験を行った。その結果、すで
に分裂期に入った細胞にカフェイン処理し
た場合には、細胞板におけるカロース合成は
弱められるものの完全には阻害されず、フラ
グモプラスト微小管の消失は阻害されなか
ったが、分裂期以前よりカフェインを継続処
理した場合、細胞板におけるカロース合成は
完全に阻害されフラグモプラスト微小管の
消失が阻害されることが判明し、カロース合
成と微小管の消失が密接に関わることが示
唆された。さらに単離フラグモプラストを用
いた in vitro でのカロース合成をカフェイ
ンが阻害しなかったことから、カフェインは、
カロース合成と微小管の消失の両者に密接
に関係する調節系に影響を与えていること
が考えられたが、微小管の消失がカロース合
成によって誘導されるのか、あるいは両者を
同時に誘導するような仕組みがあるのかは
わからなかった。細胞板のカロース合成を特
異的に阻害することが出来ればこの問題を
明らかにできる。そこで、分子生物学的な方
法により、細胞板のカロース合成酵素を特異
的に阻害することを計画した。シロイヌナズ
ナのカロース合成酵素（CalS1）はすでにク
ローニングと細胞板への局在の報告がある
が、その機能阻害実験は行われておらず、カ
ロース合成とフラグモラストの発達との関
連については着目もされていない。また、
BY-2 細胞を含めたタバコの細胞板形成に関
わるカロース合成酵素の cDNA クローニング
の報告はまだ無い。 
 

２．研究の目的 
 本研究の第一の目的として、細胞板のカロ
ース合成の特異的阻害実験を行う。細胞板で
のカロース合成を阻止したときに、フラグモ
プラスト微小管の脱重合が阻害されるか、あ
るいは影響を受けないかを調べることによ
り、フラグモプラストの遠心的発達における
フラグモプラスト微小管の脱重合調節機構
の全貌解明に向けて大きく前進することが
できる。前者の場合には、カロース合成後の
細胞板の安定化過程、後者の場合には、細胞
板のカロース合成以前の小胞集積あるいは
細胞板小胞同士の融合が微小管脱重合の引
きがねと考えられる。また、これまでにカロ
ース合成を間接的に阻害するカフェイン処
理により細胞板の安定化過程における細胞
板の微細構造の変化が阻害されることから、
カロース合成がこの細胞板の微細構造変化
の推進力である可能性が示唆されているが、
本研究によりカロース合成の特異的阻害が
可能になれば、この可能性をより直接的に検
証することができる。 
 そこで、本研究ではまず、タバコ BY-2 細
胞より細胞板のカロース合成に関わるカロ
ース合成酵素の候補となりうる、シロイヌナ
ズナ CalS1 と高い相同性を示す cDNA のクロ
ーニングを行った。Cal12 と名付けた BY-2 細
胞のカロース合成酵素の配列を用いて、誘導
RNAi プラスミドを構築して BY-2 を形質転換
し、RNAi 誘導時に起こる分裂異常を指標に、
多数の形質転換体をスクリーニングしたが、
残念ながら目的とする細胞板形成異常を示
す株は得られなかった。そこで、カロース合
成の基質である UDP-グルコースの合成に関
わる UDPG ピロホスホリラーゼ（USP）の発現
抑制による UDPグルコースの合成阻害を介し
たカロース合成阻害の可能性を検討するた
めに BY-2 細胞の USP の cDNA クローニングを
行ない、この配列を用いて USP の RNAi プラ
スミドを構築して BY-2 細胞に導入し、同様
に RNAi 誘導時に起こる分裂異常を指標に、
多数の形質転換体をスクリーニングしたが、
これについても残念ながら目的とする細胞
板形成異常を示す株は得られなかった。一方、
本研究の過程で 2-deoxy-D-glucose(2DG)が、
ショ糖の欠乏依存的に BY-2 細胞の細胞板の
カロース合成を阻害することを新たに見い
だしたので、2DG を用いたカロース合成阻害
がフラグモプラスト中央の微小管の消失を
阻害するかどうかを検討した。 
 本研究の第二の目的として、フラグモプラ
スト微小管の消失機構についての新たな知
見を得る目的でフォトブリーチ法を用いた
解析（FRAP 解析）を行った。フラグモプラス
トの発達に伴うその内側での微小管の脱重
合と外側での微小管の重合は、それぞれ一方
的な重合と脱重合によるものではなく、比較



的速く重合と脱重合を繰り返し、チューブリ
ンの分子を入れ替えながら、フラグモプラス
トの内側では全体的には微小管が脱重合し
て消失する方向に、外側では微小管が重合し
て形成される方向に進んでいる可能性が考
えられる。これが正しいならば、前述の BFA
処理、カフェイン処理あるいはカロース合成
の特異的阻害によりフラグモプラスト中央
部での微小管の消失が阻害された状態は、単
純に個々の微小管が安定化され、重合、脱重
合共に起らない状態になっているのではな
く、微小管の動的な状態は保たれていると想
像される。これを、実際に FRAP 解析により
確かめることを目的とした。 
 
３．研究の方法 
1) 2DG によるカロース合成阻害実験 
 YFP-βチューブリンの発現により微小管
を可視化した BY-2 細胞の形質転換体 YFPTUB
株を用いた。継代 7 日目の YFPTUB 株を、新
鮮な継代培地に継代し一晩培養した後、0.3 M
マンニトール水溶液で細胞を洗浄し、ショ糖
を除去した。この細胞をショ糖の代わりに
1.6%マンニトールを含む継代培地（LS-Suc 培
地）に懸濁した。この細胞懸濁液と 40℃に保
温した 2% SeaPlaque アガロースを含む
LS-Suc 培地を 1:1 で混合し、カバーグラスに
薄く塗り付けた。この細胞を貼付けたカバー
グラスを底面とするチャンバーを組み立て、
細胞を含むアガロースの上に LS-Suc 培地を
重層して、タイムラプス撮影のためのシャッ
ターシステムを装備した倒立蛍光顕微鏡
（Olympus IX71）で観察を行った。PPB を持
つ G2 期の細胞を見つけ、明視野と YFP の蛍
光視野をタイムラプス撮影し、適当な時期に
重層した LS-Suc 培地を、2 mM 2DG を含むあ
るいは含まない LS-Suc 培地と交換し、2DG 処
理を開始した。フラグモプラスト形成開始か
ら 40 ないし 75 分後に、重層した培地を、
0.25 %グルタールアルデヒドを含む PE 
buffer (5 mM EGTA を含む 50 mM K-Pi buffer 
pH 6.8）と交換して 30 分間固定し、HPB-T 
(0.02% Tween 20 を含む 50 mM Na2HPO4水溶
液）で洗浄した後、0.1% アニリンブルーを
含む HPB-T で 30 分間染色した。アニリンブ
ルー染色した細胞を、UV 励起で撮影し、カロ
ース合成の有無を調べた。 
 
2) フラグモプラスト微小管の FRAP 解析 
 YFPTUB を上記と同様にしてアガロースを
用いてカバーグラスに貼り付け、このカバー
グラスを上面とするチャンバーを組み立て、
共焦点レーザー顕微鏡（BX-50-FV300）を用
いて FRAP解析を行った。ブリーチエリアは、
フラグモプラストの中央におよそ 3μm 四方
とし、この領域の蛍光輝度[Ir(t)]をソフトウ
ェア FLUOVIEW を用いて測定した。画像取得

による退色を補正するための対称として、ブ
リーチエリアと赤道面を挟んで対称の位置
の蛍光輝度[Inatural(t)]も合わせて測定した。
蛍光回復時間[T1/2]は、蛍光強度の相対値
I(t)=Ir(t)/Inatural(t)を求め、カーブフィッテ
ィ ン グ ソ フ ト pro Fit 
(http://www.quansoft.com ） を 用 い て 式
I(t)=a(1-exp(-kt))+b にカーブフィットさ
せて k を求め、蛍光回復時間 T1/2＝(ln2)/k

図 1. 2DGによるカロース合成阻害がフラグモプ

ラスト中央の微小管の消失に及ぼす効果 

左列：2DG 非処理の細胞。中央列：フラグモプ

ラスト形成14分前の分裂中期に2DG処理を開始

した細胞。右列：フラグモプラスト形成 191 分

前のPPBを持つ時期に2DG処理を開始した細胞。

撮影した時間（分）をフラグモプラスト形成時

を 0として、図の右上に示した。ただし、 下

段のアニリンブルー染色像では、固定した時間

を示す。バーは 10μm。 



を算出した。 
 
４．研究成果 
1) 2DGによるカロース合成阻害がフラグモプ
ラストの発達に及ぼす効果 
 新鮮な継代培地に移すことにより分裂を
誘導した YFPTUB 株を、ショ糖を含まない継
代培地に移し、蛍光顕微鏡下で観察して適当
な時期に 2DG 処理を行った。2DG 処理を行わ
なかった場合、フラグモプラストはその直径
を増大させるとともに、その中央の微小管は
消失しリング状に発達した（図 1 左列）。こ
の細胞を顕微鏡上で固定してアニリンブル
ー染色したところ細胞板のカロースが染色
された（図 1 左列 下段）。分裂中期から 2DG
処理を行った場合には、フラグモプラスト中
央の微小管は消失し、細胞板ではカロースが
合成された（図 1 中央列）。PPB を持つ G2 期
から 2DG 処理を行ったところ、フラグモプラ
スト中央の微小管の消失が阻害され、フラグ
モプラストはリング状に発達しなかった（図
1 右列）。この細胞では、細胞板のカロース
合成が阻害されていた（図 1 右列 下段）。
この結果は、細胞板でのカロース合成が、フ
ラグモプラスト微小管の消失誘導のキーで
あることを強く示唆するものである。 
 
2) フラグモプラスト微小管の FRAP 解析 
 フラグモプラスト微小管の消失の仕組み
を調べる目的で、フラグモプラスト中央の微
小管をフォトブリーチしその蛍光回復
（FRAP）を検討した。図 2 に FRAP 解析した
細胞の代表的な画像を示した。蛍光輝度の変
化をそれぞれ 4ないし 5個の細胞について測
定した結果を平均し、図 3に示した。図 3に
示したグラフから蛍光回復時間 T1/2を求める
と、非処理の細胞では、27.5 秒であった。フ
ォトブリーチは、フラグモプラストの発達に
伴い微小管が消失しつつある領域に対して
行ったにもかかわらず、蛍光が比較的速く回
復したことは、全体としては消失の方向に向
かう微小管群であっても、活発に重合と脱重
合を繰り返していることを示す結果であり、
非常に興味深い。タキソール処理により微小
管を安定化した場合には、T1/2は 74 秒と非処
理の二倍程度の値になった。ところが、BFA
処理による細胞板小胞集積阻害を介してフ
ラグモプラスト中央の微小管の消失を阻害
した細胞では T1/2は 56 秒となり、これはタキ
ソール処理細胞のものより小さな値であっ
た。この結果と、フラグモプラスト中央の微
小管の消失は、タキソール処理よりも BFA 処
理の方が強く阻害されたことを考え合わせ
ると、BFA 処理細胞では、単純に個々の微小
管が安定化されたのではなく、活発に重合と
脱重合を繰り返しながら全体としては微小
管を消失の方向に向かわせる仕組みが細胞



 
 図 2.（前ページ） フラグモプラスト微小管の

FRAP 像 

a: 非処理細胞。b: Taxol 処理細胞。c: BFA

処理細胞。図の左上にブリーチ後の経過時間

（秒）を示した。赤い線はフラグモプラストの

赤道面、緑線の四角はブリーチエリア、黄色の

丸は蛍光輝度[Ir(t)]の測定領域、水色の丸

は蛍光輝度[Inatural(t)]の測定領域をそれ
ぞれ示す。   

 
 
 
 

図3. フラグモプラスト微小管のFRAPの定量

的解析 

板小胞が集まらなかったために働かなかっ
たと考えられる。 
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