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研究成果の概要（和文）：シロイヌナズナの葉表皮細胞がジグソーパズル状に変形するメカニズムを調べるため
数理モデルを構築し、細胞成長に伴い細胞壁が伸展し座屈することにより湾曲が生じるという仮説を検討した。
細胞の成長とそれに伴う自由な変形が表現できる数理モデルを用いて、成長に伴う自発的な細胞の突出と陥入の
形成が再現できた。細胞内骨格制御によって湾曲が生じるという従来の説に対して、局所的な細胞成長を組み込
まないモデルでも突出/陥入のある複雑な細胞変形を説明できることを理論的に示した。この結果は、細胞内骨
格制御因子の変異株でも細胞壁湾曲が見られることと符号し、細胞壁湾曲形成への力学的関与が示唆された。

研究成果の概要（英文）：We investigated the mechanism of the formation of the jigsaw puzzle-like 
morphology in pavement cells in dicotyledonous plants by using a mathematical model. We developed 
the mathematical model that considers the balance between cell and cell wall growth, restricted 
global cell growth orientation, and regulation of local cell outgrowth mediated by a Rho-like 
GTPase-cytoskeleton system. Our computational simulations suggest that interdigitated patterns form 
because of mechanical buckling in the absence of Rho-like GTPase-dependent regulation of local cell 
outgrowth. Our model clarifies the cell wall mechanics influencing pavement cell morphogenesis.

研究分野： 数理生物学、発生生物学
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１．研究開始当初の背景 
 
	 植物の細胞壁は、セルロースを主体にキシ
ロース架橋された強固な組織だが、静的な構
造物ではない。合成分解が常に調節されてい
るうえ、細胞壁内はオーキシンやペプチドホ
ルモンといった拡散性のシグナル因子が通
い、情報処理を行う動的な場として機能が注
目されている。 
	 双子葉植物の葉表皮細胞は、発達して体積
を増加させると同時に、細胞が相互に入り組
んで美しいジグソーパズル様のパターンを
示す（図１）。古くから知られるこの現象は
生物学的意義のみならずメカニズムが分か
っていない。セルロース合成酵素や細胞壁分
解のライブイメージングが試みられている
ものの、細胞壁の合成分解制御が実際に湾曲
部で局所的に起きているのか明らかにされ
ていない。細胞膜直下の微小管（表層微小管）
が細胞壁の生成を制御しており、細胞湾曲部
ではオーキシン依存的に表層微小管の形成
が亢進していることも分かってきたが、湾曲
形成との因果関係は判然としない。 
	 ここで我々は、「細胞壁の座屈」として湾
曲が形成される可能性を考えた。形態形成現
象を力学的な自己組織化過程として説明で
きれば、応力発生による生体機能調節機構と
して、また力学的なパターン形成問題として、
新しい問題提起になると考えた。 
	 研究代表者はこれまで、一つ一つの動物細

胞の挙動が、組織全体の変形に及ぼす効果を

記述するモデルを発表している（図２ , 
Takigawa-Imamura et al., Journal of 
Theoretical Biology, 2015）。細胞を弾力のあ
る球と見なし、隣接する球間の結合を組み込

むことで、上皮シート構造とそれに囲まれた

細胞集団を記述した。このCollective particle 
modelはシート部分の曲げ弾性をはじめとす
る力学特性などを組み込んだうえで、成長と

自由な変形を扱うモデルとして、広く応用で

きる。 
 

図１	 シロイヌナズナの葉表皮細胞パター
ンが成長とともに示す変化。 
 
 
２．研究の目的 
 
	 細胞成長により、細胞体積と細胞壁面積と
の比が崩れた場合に、細胞壁が力学的に座屈

し湾曲が起きるという可能性を、数理モデル
を用いて調べる。力学的メカニズムについて
の実験的検証が難しい状況において、数理モ
デルは自由度の高い仮説を扱える効果的な
アプローチになりうる。細胞間の情報処理イ
ンターフェイスである植物細胞壁の動的制
御を解明することは、植物細胞機能の理解に
つながると期待される。 
 

図２	 Collective particle modelの枠組み。
A, 質点間の相互作用（距離に依存した斥力
と引力）により質点間距離を保つ。B, 細胞
壁には曲げ弾性による復元力が働くと仮定
する。C, 細胞面積の成長を質点の追加で表
現する。D, 細胞壁の成長を質点の追加で表
現する。 
 
 
３．研究の方法 
 
	 細胞の水平断面の二次元形状を質点の集
合として表現する系を構築した。まず細胞壁
を連続する質点で表現し、弾力のある数珠に
弦を通したようなものを想定する。すなわち
質点の並びおよび質点間の距離は保たれて
おり（図２A）、3つの質点がなす角度を 180
度に近づける力（曲げ弾性）が働くとする（図
２B）。これにより張りのあるシート構造が表
現できる。次に、細胞壁の内部にも質点を詰
め、同様の質点間相互作用を仮定すると、質
点が隙間なく押し合いへし合いし、細胞面積
を維持したまま変形を表現することができ
る。このような系で細胞面積（図２C）と細
胞壁（図２D）の成長を質点の増加により表
す。 
	 葉表皮細胞の成長過程を観察すると、葉の

長軸方向の成長が優位であり、表層微小管の

配向により制御されることが示唆された。こ

のような表層微小管の効果を表すために、細

胞壁を表現する質点の間で葉の短軸方向の

引力が働くと仮定した（図３A）。5つの長方
形の細胞が配置したものを初期状態とした

（図３C）。各質点の運動は粘性極限を取り、
力と速度が比例する形を採った。 
	 このモデル系を用いて、東京大学朽名夏麿

特任准教授（連携研究者）および同学桧垣匠

特任准教授らの実験観察結果と比較するた

めのモデルの改変や条件による形態の比較

を行った。 
 
 
 
 
 



 
図３	 A, 異方成長を引き起こす表層微小管
の作用。B, ROP2によるアクチン重合促進と
ROP6による表層微小管形成促進の作用。C, 
細胞集団形状の初期状態例。 
 
 
４．研究成果 
 
	 細胞成長により形態の変化する様子を計
算機シミュレーションにより調べたところ、
細胞面積に対して細胞壁が長くなると共に
細胞壁の湾曲が起こり、自発的に細胞の突出
と陥入が生じることを再現できた。細胞成長
の異方性を仮定した場合には、細胞が細長く
伸びるほど、湾曲構造の振幅が小さくなり、
葉柄細胞様の形状が得られた。また細胞壁の
曲げ弾性を変えると、柔らかい場合には湾曲
構造の波長が短くなり細胞形状が複雑化す
るが、極端に柔らかい場合には細胞壁が短く
厚くなり細胞形状が単純化することが示さ
れた。3つの細胞が接する細胞壁の交点では、
細胞壁がほぼ 120度ずつ交わるが、細胞壁が
極端に柔らかい場合にはこの均衡が崩れた。
これらの結果は、実験的にシロイヌナズナの
細胞壁を軟化処理した場合の細胞形状の特
徴と一致した（学会発表③–⑥）。 
	 数理モデルをより現実的なものに発展さ
せるため、細胞の局所的成長を制御する ROP	 
GTPase の機能をモデルに組み込んだ（図３B）。
2 種の ROP が、相互抑制により細胞壁の両側
に背中合わせに分布し、隣接する細胞のどち
ら側に突出が起こるかが決まる様子を表現
した（図４）。一方、連携研究者の観察から、
ROP6 の局在化を司る ric1 の機能欠失変異株
でも細胞変形が起きることが観察され、従来
の ROP 機能を軸としたメカニズムでは説明で
きないことが明らかとなってきた。本モデル
からは、ROP の局在化が見られない場合にも、
細胞壁の座屈として細胞変形が起きること
が予測され、ric1 変異株での表現型を説明す
ると共に、座屈が細胞変形の根本原理になり
うる可能性を示唆した（図５、雑誌論文②、
学会発表①,②）。	 
	 上述の成果において、湾曲の波長は、野生
株では ROP の局在により決定し、ric1 機能欠
損株では細胞の力学的特性により決まる。実
際には、ROP の相互抑制と細胞変形とが相互
作用しあいながら決定すると考えられる。そ
こで、細胞壁を反応拡散場とし、場の変形と
相互作用により ROP2 と ROP6 の分布が変化す
ることを表現した改変モデルに取り組んで
いる。細胞形状が多角形を示す成長初期には

ROP 分布の波長が短く、成長と共に波長が長
く変化していくことや、様々な変異株の細胞
形状を説明することができる。今後各パラメ
ータがどのように湾曲パターンを変化させ
るか詳細に調べていく。	 
	 他方、シグナル因子の濃度分布に応じて再
構築された細胞内骨格が、細胞壁を押し出す
ことで湾曲が起きる可能性についても、反応
拡散モデルにより調べた（雑誌論文③）。こ
のモデルからは、セルラーゼ処理によって見
られる細胞壁の肥厚を、シグナル因子拡散の
促進によるものとして説明することができ
た。	 
	 本研究課題で構築した数理モデルのフレ
ームワークを発展させて、動物肺組織の分岐
形成に関する数理モデルを発表した（雑誌論
文①）。また葉表面の隆起、茎や根の形状変
化を説明するモデルを構築しており、それぞ
れ異なる共同研究として論文執筆中である。	 

	 
図４	 数理モデルにより再現された細胞壁
湾曲形成過程。	 
	 

図５	 （左）野生株における湾曲形成の再現。
ROP の分布に応じて細胞の突出と陥入が起き
る。（右）ric1 変異株における湾曲形成の再
現。ROP6 発現量が低い場合でも細胞壁が湾曲
することを座屈により説明した。（下段）薬
剤処理により表層微小管配向の規則性が高
まった場合、異方成長が強化されると、周長
と面積の不均衡が解消されるため、結果とし
て湾曲形成が抑制される。	 
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