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研究成果の概要（和文）：植物細胞の形質を決定する最も重要な細胞器官の１つは、各細胞の表面に形成される細胞壁
である。植物の細胞壁は多様な多糖類やタンパク質で構築される複雑かつ動的な高次構造物であるが、この細胞壁構造
の構築や再編には、細胞外空間の適切なポイントへの酵素や基質の輸送が重要な役割を果たしていると考えられる。し
かしながら、今日まで細胞壁構築のための酵素や基質の細胞外での輸送の分子メカニズムについてはほとんど解明され
ていない。本研究では、この輸送システムに必要な制御因子の同定を試み、細胞壁構築関連分子の輸送と細胞壁構築の
理解のための新たな分子モデルを確立した。

研究成果の概要（英文）：Plant cell wall plays several critical roles in determining the cell shape and 
functions, thereby having key roles in regulating plant growth and differentiation. The cell wall is a 
complex and dynamic structure that is a highly organized composite of many polysaccharides and proteins. 
The assembly and remodeling of the cell wall structure is involved in dynamic enzymes and substrates 
trafficking to the proper point in extracellular space. Various types of regulatory factors are supposed 
to contribute to the proper extracellular trafficking of the cell wall enzymes and substrates. To date 
however, the factors involved in regulation of the extracellular trafficking are almost unknown. The 
present study toward the characterization of trafficking regulatory factors offers an improved model for 
understanding the trafficking system and cell wall construction.

研究分野： 生物学
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１．研究開始当初の背景 
(1) 植物細胞の形質を決定する最も重要な因
子の１つは、細胞表面を覆う細胞壁である。
細胞壁は無数の分子で構成される複雑かつ
動的な高次構造物であるが、細胞壁を細胞表
面に正確に構築するためには、多様な酵素と
基質が適切なタイミングで構築ポイントに
供給されなければならない。酵素と基質の輸
送に関しては、両者がまったく同時に同一の
経路で輸送されると、構築ポイントに到達す
る前に両者が反応してしまう可能性がある。
このような危険性を回避するために植物細
胞では複数の厳密な制御機構が働いている
と推測されているが、その分子メカニズムに
ついてはほとんど解明されていなかった。 
 
(2) 研究代表者らは、細胞壁構築関連分子の
輸送制御システムの１つとして、ペクチンの
架橋構造に必要なペクチンメチルエステラ
ーゼ（PME）が不活性型の状態で輸送され、
架橋構造の構築ポイントで活性型に変換さ
れることを実証した。これは酵素の活性調節
による輸送過程の制御システムとして有効
に機能するものと考えられたが、細胞壁構築
に関わる酵素の中には修飾等が確認できな
いものも多数確認され、この制御システムだ
けでは、細胞壁関連分子の輸送制御システム
は理解できないものと考えられた。 
 
(3) 研究代表者は、イネの維管束において、
伴細胞で合成されたフコシル化キシログル
カン（f XyG）が師管へと輸送され、細胞壁
構築のために利用されていることを発見し
た。また師管の細胞壁に f XyGの転移反応を
触媒すると推定されるキシログルカン転移
酵素／加水分解酵素（XTH）が存在している
ことも明らかにした。これらの研究結果は、
基質の細胞間輸送が適切な構築ポイントで
酵素と基質を反応させるための制御システ
ムとして機能していることを示唆していた
が、f XyGの輸送経路や輸送形態、またその
制御因子等の詳細については未解明のまま
であった。 
 
２．研究の目的 
(1) 植物は細胞分化によって各細胞独自の細
胞壁を構築する。本研究では、イネを研究材
料として、維管束組織の師管細胞に特異的な
細胞壁の構築に寄与する細胞間輸送の制御
システムを解明し、植物の細胞壁構築機構の
全容解明を目指す。 
 
(2) 細胞壁多糖の１つである f XyGの伴細胞
から師管への細胞間の輸送経路や輸送過程
における分子構造、また師管の細胞壁の構成
成分として組込まれるための分子メカニズ
ムなどを解析することで、細胞壁多糖の細胞
間輸送の実体を捉えるとともに、細胞壁多糖
の細胞間輸送をともなう細胞壁構築過程を
解明する。 

 
(3) f XyG の輸送過程における分子構造や細
胞間輸送の経路などが明らかになった場合、
輸送経路に局在するタンパク質や、f XyGに
相互作用するタンパク質を単離することで、
細胞間輸送に関わる制御因子の同定を試み
る。またこのアプローチを実行するために、
植物組織の特定領域を迅速かつ多量に回収
し、RNA やタンパク質を単離・同定する技
術の開発を試みる。 
 
３．研究の方法 
	 本研究計画では、以下のような研究戦略を
推進することで、研究目標の達成を目指す。	 
・f	 XyG の細胞間の輸送経路を解明する。	 
・細胞間の輸送経路における f	 XyG の分子構
造を解明する。	 
・イネの維管束組織内の f	 XyG の輸送経路の
組織を単離・回収し、さらに回収した微量組
織からの RNA やタンパク質の精製技術を開発
することによって、f	 XyG の輸送に関わる制
御因子を同定する。	 
・細胞壁多糖の細胞間輸送をともなう細胞壁
の構築過程、そしてその制御機構を解明する。	 
	 
(1)	 研究代表者は本研究を開始するまでの
細胞壁研究の中で、f	 XyG を特異的に認識す
るモノクローナル抗体を利用した間接蛍光
抗体法によって、f	 XyG がイネの師管の細胞
壁に特異的に蓄積していることを明らかに
していた。また同様の方法を用いて f	 XyG の
合成酵素の１つであるフコース転移酵素が
伴細胞に局在することも明らかにしていた。	 
本研究では、さらに高解像度の免疫電子顕微
鏡法を利用して、伴細胞と師管の間の f	 XyG
の輸送経路を明らかにする。また同時に、さ
まざまなキシログルカンの構造を認識する
モノクローナル抗体を利用することで、輸送
過程の f	 XyG の分子構造を解析する。	 
	 
(2)	 マイクロダイセクション法を利用して、
f	 XyG の輸送経路（数細胞とその細胞間領域）
を迅速かつ多量に回収できる方法を開発し、
このサンプルより RNA またはタンパク質を回
収することで、f	 XyG の輸送に関わる制御因
子候補を単離する。	 
	 
(3)	 f	 XyG との相互作用等を解析することで
制御因子の同定を目指す。また制御因子候補
の遺伝子をノックアウトした形質転換イネ
を作成し、f	 XyG の細胞間の輸送への影響を
調べることで、植物体における制御因子の機
能を実証するとともに、細胞間輸送と細胞壁
構築との関連性を解析する。	 
	 
(4)	 さらに師管において f	 XyG を細胞壁に組
込むために機能すると推定される XTH の発現
量を低下させた RNAi 形質転換イネなどを作
成することによって、細胞間輸送から細胞壁
構築までの一連の分子機構を解析する。	 



 

 

４．研究成果	 
(1)	 免疫電子顕微鏡法などによって、f	 XyG
は師管の細胞壁に多量に蓄積していること、
また伴細胞および伴細胞と師管の間のアポ
プラスト空間にも存在していることを確認
した（図１）。一方、師管以外の細胞の細胞
壁や、他のアポプラスト空間では f	 XyG を確
認できなかったことから、f	 XyG は伴細胞か
らあらゆる方向に拡散した後に師管の細胞
壁に補足されるのではなく、伴細胞から師管
の細胞壁へと方向性をもって輸送されるこ
とが明らかになった。	 

	 
(2)	 伴細胞と師管の間のアポプラスト空間
における f	 XyG の局在を経時的に詳細に観察
したところ、f	 XyG の細胞間輸送が師管分化
の後期もしくは終了直後の非常に限定され
た期間に集中して起こることが明らかにな
った。またキシログルカンのフコース基を特
異的に認識するモノクローナル抗体などを
利用して、アポプラスト空間の f	 XyG を分析
したところ、f	 XyG は側鎖構造が完成した状
態で細胞間を輸送されていることが明らか
になった。	 
	 
(3)	 師管の細胞壁で f	 XyG を組込むために機
能している XTH の酵素特性を解析し、イネの
XTH がキシログルカンの転移反応を触媒する
ことを実証した。また XTH の発現量を低下さ
せた RNAi 形質転換イネでは、背丈の低下な
どの表現型を示したが、師管の細胞壁での f	 
XyG の蓄積への影響は確認できなかった。こ
の結果は、師管の細胞壁における組込みの有
無に関わらず、f	 XyG が師管の細胞壁へと能
動的に輸送されていることを示している。	 
	 
(4)	 f	 XyG の輸送経路と推定された特定の組
織領域を多量かつ迅速にサンプリングして
分析するために、マイクロダイセクションを
利用したサンプリング法の改良を進めた。植
物組織を固定直後に低真空で２枚のポリエ
チレンナフタレートフィルムに挟み込むこ
とによって、厚さ 100μm までの組織から目
的の部位を多量かつ迅速に回収することが

可能になった。また本技術を用いて回収した
サンプルから RNA シークエンスやプロテオー
ム解析が可能であることも確認できたが、制
御因子の同定までには至らなかった。これは
技術的な要因だけではなく、本研究を通して
明らかになった「f	 XyG の細胞間輸送が恒常
的に行われているわけではなく、非常に限定
された期間に起こる現象である」ことに起因
する可能性があると考えられた。	 

	 
以上の研究結果を踏まえて、イネの維管束分
化における f	 XyG の細胞間輸送から師管の細
胞壁構築過程までの新たな分子モデルを確
立した（図２）。	 
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