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総 説 (REVIEW)

成 長 す る樹 木 の 細 胞 壁 工 学*

林 . 隆 久**

CellWallEngineeringonGrowlngWoodyPlants

TakahisaH AYASHI

(平成 4年 8月 1日受理)

1. は じ め に

植物細胞表層糖鎖とくに一次壁に由来する糖質は,植物バイオテクノロジーとしての細胞操作 ･育種を行

う上で無視できない重要な細胞構成成分であることが認められてきた｡細胞壁の代謝を生化学的 ･遺伝的に

コソトロールすることにより､植物細胞の成長 ･生理を コソトロールする概念は,細胞壁工学 (CellWall

Engineering)と呼ばれている1)｡分子レベルでの制御もさかんになりつつある｡

木材の物理的 ･化学的性質は,細胞の形状とその細胞壁によっている｡ この細胞壁は,二次壁を指し,こ

れまでの林産学では二次壁を対象として木材を評価してきた｡ しかしながら,個々の細胞の形状は一次壁形

成の段階で決定されるため,一次壁中で細胞の伸長 ･肥大を誘導している壁構成糖鎖 ･酵素蛋白や,それに

関わる遺伝子を研究することが重要であると考えられる｡著者は木質生命科学研究部門に配せられ,細胞壁

工学によって樹木の成長を遺伝的に改良することに取 り組む｡本研究成果が∴木質バイオマス研究部門や木

質材料機能研究部門と有機的に研究活動がつながっていくことを強く希望するものである｡

2. プロトプラス トから表層糖鏡の再合成

植物細胞をペクチナーゼ,- ミセルラーゼ,セルラーゼ等を用いて壁を除くと,原形質膜に包まれた裸の

細胞 (プロトプラスト)が得られる (図 1)｡細胞融合で得られた-イブリッド細胞は プロトプラス トの状

態であるため,細胞壁の再合成が必要とする｡植物細胞に効率的に DNA を導入する場合もプロトプラス

トを用いる｡ ポリェチレングライコールを用いる方法,電気パルスで導入する方法,マイクロインジェクシ

ョンによる方法と様々な手法が開発されているが,いずれの手法を用いた場合でも1),形質転換された細胞

は壁を再合成する必要がある｡ 植物細胞は, 1個の細胞が分化全能性を有しているため, l個のプロトプラ

トを操作することによって目的とする植物体が得られるのである｡ 1個の細胞から肱発生または器官発生に

よって完全な植物体にまで戻すために,プロトプラストを培養し,細胞壁を再合成してコロニーを形成させ

る培養技術が必須となる (図2)｡この培養に用いる培地の組成は,細胞培養に用いるものと同じであるが,

塩化カルシウムを0.1%加えることにより細胞壁の再合成が効率よく進むことが知られている｡多分, カル

シウムが酸性多糖の流出を抑え (カルシウムブリッジ等),原形質膜上に糖鎖を固定するのに役立っている

*第47回木研公開講演会 (平成 4年 5月22日,大阪)において講演した｡

**遺伝子発現研究分野

Keywords:Cellwallenglneering,Ⅹyloglucan,Primarywall,Wallloosening
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図 1 ポプラ培養細胞由来のプロトプラスト

I個の細胞のサイズは 5-10lF,…l

図2 プT=トブラス トから再生される細胞壁の蛍光顕微鏡写真

新たに生成 した糖鎖はカルコフル7-によって染色した｡ 1個の細胞

のサイズは 7-10/∠m

と考えられる2㌔

プロトプラス トは,植物のバイオテクノロジーにおける細胞操作の対象として最たるものであるが,再合

成された細胞壁については多くの問題点がある｡ プロトプラス トを炭素源を含む培地で培養すると,原形質

膜上に壁が再合成される3)｡初期に合成される糖鎖の主要な構):71成 分は,カp-スすなわち β-1,3-グルカン

である｡セルロ…ス,- ミセルp--ス,ペクチン等 も成育とともに細胞壁成分として蓄積 して行 くが, カロ

←スの蓄積量は全糖鎖の40-70%にも上るO カロースが主要な構成成分として合成されるため,細胞の生長

･分裂阻害をもたらして Arrestされた状態を引き起こす原因になると考えられている｡

図 3は,植物細胞をプロトプラス トにした後,これを 1週間培養したものにおいて得られた細胞壁と培養
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図 3 プロトプラス トから再合成された糖鎖のメチル化分析

細胞壁画分 (A)と培地画分 (B)
ガスクロマ トグラムにおけるメチル化糖ピークの同定 :

1,T-アラビノース ;2,T-キシロース ;3,T-フコ

ース ;4,5-アラビノース ;5,2-キシロース ;6,T

-ガラクトース ;7,3-グルコース ;8,3-ガラクトー

ス ;9,4-グルコース ;10,6-ガラクトース ;ll,4,6-

グルコース ;12,3,6-ガラクトース

液中に分泌された糖鎖のメチル化分析の結果 である3)｡かな り多量の 3-結合のグルコースが細胞壁中に認

められるが, これは β11,31グルカンすなわちカロ･-スの生成によるものである と考えられる｡4-結合のグ

ルコースの存在はセルロースおよびキシログルカンに由来 していものと考えられる｡多量の 3,6-結合のガラ

クトースと,5-結合のアラビノースおよび T-アラビノースが,培地中に分泌されているが, これはアラビ

ノガラクタンおよびェクステンシソ由来の糖鎖であると考えられ る｡T-フコース, T-キシロース,2-結合

のキシロースそして 4,6-結合のグルコースはキシPグルカン由来のメチル化糖であ り, キシログルカンは

細胞壁および培地ともに認められた｡

プロトプラス トにおける細胞壁の再生は,多量の β-1,3-グルカンの生成により,正常な糖鎖の結び付き

ができなくなっていると考えられる｡ 表 1にキシログルカン,β-I,3-グルカンおよび全糖量をまとめた3)0

これによると,はば3分の 1の糖質が培地中に分泌されていた｡ アルカリ不溶性のセルロース含量は約20%

で,これはもとの植物体におけるセルロース含量に近い｡ しかしながら,キシログルカンは,ペクチン画分

(0.1M EDTA可溶性画分)や希アルカリ可溶性画分 (4% KOH/0.1% NaBH4)に認められるほか,檀

地中に大量に分泌されていることが認められた｡通常,植物細胞においては,キシログルカンはセルロース

と強 く結合しているために,強アルカリ可溶性画分にのみ得られるものである｡

キシログルカンとセルロースとの正常な結合を導 くために,培地中に0.1% 〔14C〕キシPグルカンを加え

て, あらたに生成するセルロースとの複合体化を試みた｡表 2は,培養 6日目の細胞を分画したものであ

る3)｡添加したキシPグルカンは,14Cでラベルされてお り,新しく生成したキシPグルカンと区別するこ
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表 l プロトプラス トから再生 した細胞壁および培地中のキシログルカンとβ-1,3-
グルカソの分画

分 画

培 地

細胞壁

計

全糖質 キシログルカン .β-1,3-グルカソ

〝g/8×107細胞

808 68

0.1M EDTA抽出 610

4% KOH 抽出 486

24% KOH 抽出 188

不溶性画分 310

2,402

28

40

28

0

461

121

4

9

0

0

A1

7

8

3

-

5

2

1

1=U

表 2 プロトプラス トから再生した細胞壁に対する培地中の14C-キシpグルカソ

の効果

分 画 全糖質 14C-キシpグルカン 新生キシログルカン

培 地

細胞壁

()･lM EDTA抽出 1,214

4% KOH 抽出 580

24% KOH 抽出 338

不溶性画分 326

〃g/8×107細胞

2,000

8

3

1-
nU

2

lヽ)
6

2

2

3

nU
2

-

5

nU00

-1
qJ
9

3

とができる｡ この結果から,添加した キシログルカンは,ペクチン画分や希アルカリ画分にのみ認められ

た｡ しかしながら,新たに生成したキシログルカンは,かな りのものが,強アルカリ可溶性画分に認められ

た｡ このことは,培地中にキシログルカンが存在することによって,細胞から分泌されるキシログルカソが

細胞壁にとどまり,セルロースと強 く結合することが示唆された｡その結果,プロトプラス ト由来の細胞で

あるにもかかわらず,細胞の成長が良くなった｡現在,細胞の分化に及ぼす効果はまだ調べ られていない

が,プ1-)トブラス ト培養においてキシログルカソの添加は重要な手法となっている1)0

3.植物細胞のクローン化

植物細胞をプロトプラス トにすることが,単細胞クp-ソを得る唯叫の方法であった｡ しか しながら,組

織や細胞集塊が大きい場合,細胞 (プロトプラス 日 の回収率が著しく少なくなる｡ また,プロトプラス ト

培養が可能と報告されている植物は,約50種にすぎず,現在のところ全ての植物で可能なわけではない｡ フ

ロブラス ト培養による細胞壁の再生実験から,最初,主要な構成成分として合成される多糖はカロース,す

なわち p-1,3-グルカンである｡ 傷害あるいはス トレスを受けた植物細胞は,この~ヵロースを原形質膜と壁

の間に分泌することが知られている4)｡その結果,細胞壁再生の初期は, セルロースとキシログルカンとの

正常な複合体形成が阻害される｡ この複合体は細胞壁の強度や伸張性の基となっているため,細胞の成長が

著 く阻害されることになる｡ このように異常な壁の形成が,細胞の生長 ･分裂阻害をもたらして Arrestさ

れた状態を引き起こす原因になると考えられている｡

植物細胞に DNAを導入する新技術としてパ-ティクルガンを用いた方法が注目されている5)O これは,
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図4 ニンジンおよびダイズ細胞からコルヒチンによ

って誘導分泌されたガラクチュロナン

A画分ではなく/, B画分に活性が認められた

分子量マーカー :1,250kDa;2,70kDa;
3,40kDa;4,10kDa

外来 DNA をタングステン等の微粒子とともに,細胞壁をもつ植物組織に散弾銃のようなもので直接打ち

込み,DNA の導入をはかるという手法である｡ この際,植物組織は形質転換された細胞とそうでないもの

とのキメラになるため,壁を除去せずに細胞を分離 ･選抜できる手法が望まれていた｡

ニンジンやダイズ液体培養細胞にコルチヒソを与えると細胞集塊がほぐれ,細胞壁が存在したままで単細

胞を分離することができる｡ この時,コルチヒンは培地中にペクチン由来と考えられるガラクチュロナンの

分泌を誘導する (図4)｡ このガラクチュロナンは,低濃度のコルヒチンの存在下で, さらに細胞の肥大を

誘導して単細胞化を促進する6'｡コルチヒソは,微小管の形成を破壊することが知られているが,その結果,

細胞は骨格を失い, リラックスした球状になる｡ そこで,微小管の安定化剤であるグリセロール(300mM)

やジメチルスルホキシド (3%)を与えると,細胞の肥大も,ガラクチュロンの分泌も抑えられた｡ガラク

チュPナンによる細胞肥大の効果は,エチレン生合成阻害剤である AVG (Aminoethoxyvinylglycine)
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表 3 ダイズ単細胞化における微小管の安定化剤 (グリセロールとジメ

チルスルホキシ ド)とエチレン生合成剤阻害剤 (AVG)の効果

添 加 物 肥大 分離 ガラクチコ.Pナン (mg/L)

無添加 5.3

コルヒチン (lmM) ++ ++ 13.4

コルヒチン (lmM)

+グリセロール

+ジメチルスルホキシ ド

+AVG +

肥大 -,効果なし;+,50%程度の細胞が肥大 ;十+,90%以上の細

胞が肥大

分離 -,効果なし ;++,80%程度の細胞が単細胞化

図 5 コルヒチンにより単細胞化 していくダイズ細胞

l個の細胞のサイズは 5-20/Jm

によって抑制されることから,細胞肥大にエチレンが関与 していることが示唆された (表 3)｡AVCの添

加は,ガラクチュロナンの分泌を抑えることなく,細胞肥大にのみ阻害的に働いた｡ コルヒチンにより誘導

されたガラクチュロナン (細胞壁ペクチンの分解物と考えられる)がエチレンの生成を誘導するならは, エ

レンは細胞内の浸透圧を高めるといった作用をもたらす｡,'細胞は吸水 して球状にな り,その結果,細胞間の

接触部分が点にな り,ばらばらになって剥がれてゆくものと考えられる (図5)｡コルヒチンを与えること

によって,ダイズ培養細胞から特異的に分泌されてくるガラクチュPナンの分子量は18,000であった｡ コル

ヒチン法によって得られたニンジン単細胞は, コロニーの形成から不定膝-分化し,元の植物体を再生 し

た 7)0

ガラクチュT,ナンの化学構造をメチル化分析によって決定すると,中性糖部分 のみの メチル化糖 と して

は,5-凝言合のアラビノース,2-および 5-滴をi'合のアラビノース,そして 4-結合のガラクトースが同定された

(図 6)8)｡ガラクチュロン酸残基のカルボキシル基部分を還元 してガラクトース残基に変えると,ガラクチ

… 6-
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6図 ガラクチュPナンのメチル化糖のガスクロマ トグラム

A,還元したガラクチュロナン:B,ガラクチュロナン

ユロナンとして結合していたものがすべて 4-結合のガラクト-スとして同定された｡ この ことから,そo)

86%は α1-4結合のガラクチュロン酸からな り,その他アラビノースとガラクトースが存在することが明

かとなった｡このガラクチュロナンはエチレソ生成のシグナルとして直接働いているのか, さらに分解され

て低分子のオリゴサッカライ ドになって効果を示すのか,現在のところ明らかではない｡

4.細胞表層糖鎖酵素の改変

高等植物の細胞壁は,原形質を包み込み,吸水の程度によって成長をコントロールし,細胞のサイズや形

を決め,最終的にはその植物の形 (顔)を決定している｡ 成長 している樹木細胞の壁は,一次壁からなって

お り,壁構造のゆるみによって伸長 ･肥大がもたらされる｡分子 レベルでは,細胞表層をおお うセルロース

ミクロフィブリルがキシログルカンにより架橋されているが,キシPグルカンが部分的に分解されると, i

クロフィブリルのネットワークがゆるみ,吸水を伴 う細胞成長にむすびつく｡ この分解は植物ホルモン･オ

ーキシンにより誘導されるエソト1,4-β-グルカナーゼによる酵素反応である9)｡

成長 している細胞壁中では, セルロース ミクロフィブリルにキシログルカンが水素結合して,フィブリル

どうしの結びつきを強固にしている｡ キシログルカンは, セルロースと同じ β-I,4-グルカンの骨格構造を

有 し,グルコース残基 4個あた り, 3残基のキシロースが α(I-6)で結合して-ブタサッカライ ド単位を

構成する (図 7)｡エソドゥのキシログルカンでは, この-ブタサッカライ ドに α-フコシルー(1-2)-β-ガラ

クトシル残基がついたノナサッカライ ドが,-ブタサッカライ ドと同量 ぐらい存在する9)0
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図8 キシpグルカンとセルロースミクロフィブ1)ル

との架橋モデル

β-i,4-グルカンの骨格構造を有する糖鎖は,全て β結合をした グルコースが 2残基で 1回転 したらせん

構造を取 り,分子内に水素結合を形成 して安定な長いシート状の分子となる｡ キシPグルカンは,キシp-

ス残基を枝に持つため,分子内に,側面だけセルロース分子と水素結合できる部位を持つ10)｡ キシログルカ

ンは,セルp-ス生合成の場で結合すると考えられるため, フィブリルの非結晶部分などにも編み込まjtて

いく｡ この複合体のモデルを組み立てると,キシログルカンはセルロース ミクロフィブリルをクpスリンキ

ング (架橋)するような形で存在することが推察された (図8)ll)｡横と横で平行な フィブリルや,垂直に

交わったフィブリルどうLを架橋することによって, ミクロフィブリルを固定して細胞壁に強さを与えてい

るのである｡すなわち,キシログルカンは,架橋糖鎖であるといえる｡

酸や オーキシソにより誘導された成長 は,常に キシPグルカ./の分解 を伴ってい る｡Labavitchと

Ray12) は,エソドゥ腔軸を用いて,オーキシン処理後 15分以内にキシログルカンの分解が起こることを初

めて示 した｡ この効果は,オ-キシソの濃度だけでなく,伸長 した植物組織の長さに比例 して,分解される

キシログルカン量が多 くなった｡Jacobsと Ray13)は, 酸性 pH でエソドゥ腔軸が伸長する際に,水可溶

性キシログルカンが遊離することを示 した｡ アズキの膝軸においても,酸性 pH が細胞壁に結合したキシ

ログルカンの分子量を低下させた14).逆に,キシPグルカンに対する抗体を組織切片に与えると,伸長は阻

害され,糖鎖の低分子化も抑えられた15)｡このように, キシログルカンは酸性 pH やオ-キシソ処理によ

り潜在期なしに,すばや く直接分解されることが認められている｡ この速い応答は,一次壁の内表面に存在

するエソト 1,4-針 グルカナ-ゼが酸性側にある最適 pH に近づ くことによる活性化にもとづいていると考

えられる16)｡,

オーキシンは エソト 1,4一針グルカナ-ゼの遺伝子を発現させ,酵素蛋白を誘導する (図9)17)o この酵
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図9 オーキシンにより誘導されたエソト1,4一針グルカ

ナーゼ活性とその mRNA

素は,キシログルカンが存在する細胞壁の内表面に分泌され18),キシログルカンを特異的に分解すること

が invivoでも invitroの実験でも認められた19)0

エンド-I,4-β-グルカナーゼ遺伝子をクローニングし,この遺伝子の発現そして酵素の細胞壁での活性化機

構を分子レベルで明らかにしたい｡ これまでの林木の育種は,2- 5年の短期的な集団育種の中から,成長

の早い形質のものが選抜されてきており,遺伝子 レベルでの林木育種はまだ行われていない｡細胞壁p代謝

を改変し,植物細胞の構造や成長 ･生理をコントロールする手法は,外来遺伝子を植物細胞に導入して細胞

壁糖鎖の代謝をコントロールした例が知られている20)｡果実の軟化には,細胞壁ペクチンを分解するポリガ

ラクチェロナ-ゼが関与している｡ この酵素のアンチセンス DNA (逆向き DNA)を トマ トに導入して,

転写された アンチセンス RNA (逆向き RNA)とポ1)ガラクチュロナ-ゼ mRNA を相補的な二重らせ

んに導く｡ このような RNA二重らせんは, リボソームに結合できなくなるほか,RNA分解酵素による

分解も受け易くなり,ポリガラクチュロナ-ゼの合成ができなくなる｡ その結果,ペクチンはあまり分解さ

れずに,固いままで赤くなった トマトが出来上がるわけである｡逆向きの RNA をアンチセンス RNA と

呼び,遺伝子発現を抑える手法として用いられている｡

エンド-I,41β-グルカナーゼ遺伝子のクローニングにより,オーキシンプロモーターの単離,アンチセソス

RNA の導入による倭化樹木の作出,遺伝子増強による高成長樹木の作出等,高等植物の成長をコントロー

ルすることが試みられるようになるであろう｡ 林木の場合,成長と材質とは逆相関の関係にあると考えられ

ている｡二次壁の合成そして木質化が材質を決定するが,エンド-1,4一針 グルカナーゼ遺伝子の増強 または

抑制は,一次壁においては細胞の大きさを決定して,木質としての評価にどのように関係するのか,具体的

なデータで示されるようになるものと信じている｡
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