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植物ホルモンによる維管束幹細胞維持機構
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Vascular system is essential for transporting water and nutrients throughout the plant body. During secondary growth, vascular stem cells located in the cambium undergo cell proliferation to give rise to xylem and phloem cells. For ensuring the permanent secondary growth, robust regulation of vascular stem cell maintenance is required. A peptide hormone tracheary element diﬀerentiation inhibitory factor (TDIF) and its receptor TDIF RECEPTOR (TDR) play central roles in controlling vascular stem cell maitenance. Further studies have uncovered the downstream
cascade of the TDIF-TDR signaling. Based on these ﬁndings, Vascular cell Induction culture System Using Arabidopsis Leaves (VISUAL) was
developed for molecular genetic studies of vascular cell diﬀerentiation. By utilizing VISUAL system, it is found that TDIF competes with a plant
hormone brassinosteroid to regulate xylem cell diﬀerentiation by controlling their common downstream transcription factor BRI1-EMS-SUPPRESSOR (BES1). Moreover, molecular studies reveal the competitive relationship among BES family members in the regulation of vascular
cell diﬀerentiation, suggesting the existence of signaling cross-talks at various signaling processes. Here I summarize the importance of cross-talk
among various plant hormones including TDIF in the robust regulation of vascular stem cell maintenance.

1.

はじめに
維管束は植物の物質輸送を担う通道組織系であり，

に維持される仕組みは，維管束は体の奥深くに埋め込まれ
ているため，長らく研究が進んでいなかった．本総説では，

木部や篩部を構成する多様な維管束細胞から構成される．

二次肥大成長の良いモデルとされるシロイヌナズナの胚軸

木部組織は，根から水や無機塩類を輸送し，篩部組織はス

維管束及び新規に開発した維管束分化誘導系 VISUAL に

クロースやホルモンなどの輸送を担う．維管束は物質輸送

よって明らかとなった維管束幹細胞の頑健な維持機構とそ

だけでなく，厚い細胞壁をもつ繊維細胞の働きにより機械

れを実現する植物ホルモンの役割やクロストークについて

的支持を担い，また近年ではカルシウムイオンなど電気的

概説する．

シグナルの伝播を担う可能性も報告されている（Toyoda et

2.

al. 2018）．これら多様な機能をもつ維管束細胞は，形成層

TDIF ペプチドホルモンによる維管束幹細胞の維
持

と呼ばれる分裂組織から細胞分裂を経て供給されている

一般的に，幹細胞は周囲の微小環境（ニッチ）から制御

が，近年の分子生物学解析の発達により，ポプラやシロイ

を受けることで適切に維持される．維管束幹細胞の維持制

ヌナズナを用いたクローナル解析から形成層組織の中に木

御 に お い て は，tracheary element differentiation inhibitory

部・篩部細胞の両方を生み出す分化多能性をもった維管束

factor（TDIF）と呼ばれる 12 アミノ酸の分泌性のペプチド

幹細胞の存在が示された（Bossinger and Spokevicius 2018 ;

ホルモンが，維管束幹細胞維持に中心的に働くことが知ら

Shi et al. 2019 ; Smetana et al. 2019）
． そ の た め 現 在 で は，

れている．TDIF は CLAVATA3/EMBRYO SURROUNDING

維管束幹細胞は自己を複製しながら，木部と篩部組織の両

REGION-RELATED（CLE）ペプチドホルモンの一種であ

方に向けて分化細胞を供給するという説が主に支持されて

り，ヒャクニチソウを用いた管状要素分化培養系の液中か

いる．

ら 管 状 要 素 分 化 抑 制 因 子 と し て 単 離 さ れ た（Ito et al.

樹木にみられる年輪に代表されるように，植物は毎年継

2006）．その後，シロイヌナズナを用いた遺伝学的アプロー

続的に肥大成長をおこなっており，これは維管束幹細胞の

チ か ら TDIF の 受 容 体 と し て Leucine rich repeat receptor-

高い分裂活性によってもたらされる．このため，維管束幹

like kinase（LRR-RLK）に属する TDIF RECEPTOR（TDR）/

細胞は生涯を通して永続的に維持される必要があり，維管

PHLOEM INTERCALATED WITH XYLEM（PXY） が 単 離

束内での細胞間相互作用がその制御に重要であると考えら

された（Fisher and Turner 2007 ; Hirakawa et al. 2008）．リ

れてきた．しかしながら，こうした維管束幹細胞が永続的

ガンドである TDIF は主に篩部組織で産生され，維管束幹
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細胞で発現する TDR によって受容されることから，篩部

シグナル伝達因子として，転写因子 WUSCHEL-RELATED

組織がニッチとして働くと考えられる．X 線結晶構造解析

HOMEOBOX 4（WOX4）が維管束幹細胞の分裂促進の経

によって，TDIF TDR 複合体の立体構造についても明らか

路で働くことが知られる（Hirakawa et al. 2010）
．WOX4 は，

にされ（Morita et al. 2016 ; Zhang et al. 2016a）
，他の多く

GSK3-BES1 の分化制御経路とは独立に維管束幹細胞の維

のペプチドホルモン受容体と同様に SOMATIC EMBRYO-

持に働くことから，TDIF ペプチドによる細胞分裂促進と

GENESIS RECEPTOR KINASEs（SERKs）が共受容体とし

細胞分化抑制の両方の作用により維管束幹細胞が維持され

てシグナル伝達に働くことも分かっている（Zhang et al.

ると考えられる（図 1）
．しかしながら，最近の研究では

-

2016b）． 最 近，LRR 型 受 容 体 で あ る PXY/TDR CORRE-

分化を制御する転写因子 BES1 が直接 WOX4 のプロモー

LATED 3（PXC3）も TDIF シグナルに関与し，維管束幹細

ター領域に結合し，発現を抑制する働きが示されているこ

胞の維持に働くことが示唆された（Xu et al. 2022）
．細胞

とから（Hu et al. 2022）
，維管束幹細胞の細胞分化と細胞

外の TDIF シグナルは TDR を中心とした膜貫通型の受容

分裂の制御の間にはまだ明らかとなっていない相互の関係

体複合体によって受容され，細胞膜を隔てた細胞内でタン

があると考えられる．

-

パク質リン酸化酵素である GLYCOGEN SYNTHASE KINASE 3（GSK3）like kinases に シ グ ナ ル が 伝 え ら れ る
-

（Kondo et al. 2014）
．シロイヌナズナにおいて GSK3 は 10

3.

植物ホルモンと化合物による VISUAL 分化誘導系
の確立

生体内における維管束は，体の奥深くに存在するため，

個のメンバーから構成されるが（Saidi et al. 2012），そのう

その発生過程を時間軸に沿って解析することは困難であっ

ち の 1 つ で あ る BRASSINOSTEROID INSENSITIVE 2

た．そのような問題を解決するため，植物ホルモンである

（BIN2）は TDR と細胞膜近傍で近接し，リガンド TDIF の

オーキシン（NAA），サイトカイニン（BA）を用いてヒャ

刺激により TDR から解離することで細胞膜から移動し，

クニチソウの葉から単離した葉肉細胞を用いた管状要素分

活性化される（Kondo et al. 2014）
．活性化された BIN2 は，

化誘導系が確立された（Fukuda and Komamine 1980）．ま

転写因子である BRI1 EMS SUPPRESSOR（BES1）をリン

たシロイヌナズナにおいては，オーキシン（2,4-D）とサ

酸化し，核外移行と分解により不活化することで維管束幹

イカイニン（Kinetin）に加え，先ほど紹介した細胞分化抑

細胞の分化が抑制される．このように，分子生物学的解析

制に働く GSK3 に対する阻害剤 Bikinin をシロイヌナズナ

をもとに細胞表層から核に至るまでの一連の TDIF ペプチ

の葉に処理することで，効率よく維管束細胞の分化を誘導

ドホルモンのシグナル伝達機構が明らかとなった（Kondo

で き る 組 織 培 養 系 VISUAL が 開 発 さ れ た（Kondo et al.

et al. 2014, 2015 ; Saito et al. 2018， 図 1）
． ま た 別 の TDIF

2014, 2015, 2016）
．VISUAL においては，光合成をおこな
う葉肉細胞が維管束幹細胞へと分化転換した後，管状要素
（木部道管細胞）だけでなく篩要素（篩管細胞）へと分化
する（図 2）
．まず始めに VISUAL 分化転換の過程でおこ
る維管束幹細胞の確立過程には，オーキシンと Bikinin が
重要な働きを持つことが知られる（Kondo et al. 2015）．オー
キシンは，維管束の初期形成において非常に重要である．
葉脈形成においては，運河モデルと呼ばれるオーキシンと
輸送体との間のフィードバックを介して流路を作ること

図1

維管束幹細胞維持に働く TDIF のシグナル伝達経路

図2

VISUAL における分化誘導過程
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で，連続的な維管束幹細胞形成が実現する（Govindaraju et

もつ ALTERED PHLOEM DEVELOPMENT（APL）転写因子

al. 2020）．また，植物が傷を受け維管束が切断された場合

（Bonke et al. 2003） や SUPPRESSOR OF MAX2 1-LIKE 4

にも，その箇所をバイパスする形でオーキシンが流れるこ

（SMXL4）
，SMXL5（Wallner et al. 2017）が VISUAL におい

とで維管束の新規形成と再接続がおこる．後者でみられる

ても篩部分化を制御することが分かっている（Kondo et al.

分化細胞から新規に維管束幹細胞を分化転換させる機構は
“cambialization” と呼ばれ，傷害をトリガーに蓄積するオー

2016）．これまで，効率の良い篩要素分化誘導系の報告は

キシンの下流で誘導される NAC 型転写因子の ANAC071

篩部組織のみで発現するタンパク質のプロテオーム解析

と ANAC096 が重要な機能を果たすことが知られる（Mat-

（Breda et al. 2017）など篩部分化にフォーカスした分子生

suoka et al. 2021）
．興味深いことに，これら 2 つの遺伝子

物学的・遺伝学的研究が可能となった．また，VISUAL に

は VISUAL の維管束幹細胞誘導過程においても働くこと

おける深部イメージング解析から，管状要素は葉の表側の

が示されており，傷害による維管束幹細胞の確立プロセス

葉肉細胞で主に分化し，また篩要素の分化は葉の裏側で優

と VISUAL 分化転換過程との間に共通のプロセスが存在

先的に誘導されることが明らかとなり，幹細胞運命決定に

することを示唆している．しかしながら，VISUAL におい

おける向背軸の位置情報の関与が示唆された（Nurani et al.

なかったが，新たに VISUAL を活用することで，新たに

ては，ANAC071 と ANAC096 の発現上昇にはオーキシンだ

2020）．この位置情報には VISUAL 分化誘導培地に含まれ

けでなく，Bikinin 処理も必要であることが報告されてい

るサイトカイニンのシグナル伝達が関与する可能性が考え

ることから，今後，幹細胞確立の誘導における Bikinin の

られており，維管束幹細胞の木部・篩部細胞への運命決定

作用機序の解明が cambialization の更なる理解につながる

機構の解明の手がかりになるだろう．

と期待される．また最近になり，葉脈でみられる維管束幹

篩部伴細胞もまた維管束幹細胞に由来し，篩部前駆細胞

細胞の連続的形成にはオーキシン以外の更なる因子の関与

から篩要素と共に作られる．篩部伴細胞は篩要素と多数の

も示唆されている（Ravichandran et al. 2020）
．VISUAL 分

原形質連絡を介してつながっており，篩部輸送や核を失っ

化誘導過程においては，光照射がシグナルとして維管束幹

た篩要素の生命活動の維持に重要な働きをしている．
また，

細胞確立に必要である．光照射はジベレリン投与でも代替

最近の研究から篩部伴細胞は環境応答や適応の中枢として

できるが，光照射条件下での VISUAL 誘導においては活

も働くことが分かってきたが（Otero and Helariutta 2017），

性ジベレリン量の増加はみられない．一方で，ジベレリン

その発生の仕組みはこれまで分かっていなかった．篩要素

のシグナル伝達に働く DELLA タンパク質の関与が遺伝学

が誘導される一方で，篩部伴細胞はほとんど誘導されない

解析から示唆されており（Yamazaki et al. 2018）
，オーキシ

VISUAL を改変することで，新たに篩部伴細胞を作りだす

ン以外の新たな制御因子として機能する可能性が考えられ

分化誘導系の開発を目指した．培地条件の改変スクリーニ

る．

ングの結果，オーキシンや Bikinin の濃度を低下させるこ
4.

VISUAL を活用した篩部分化制御機構の解析
VISUAL 分化誘導系において確立された維管束幹細

胞は，管状要素または篩要素へと分化し，この過程は二次

とで，篩要素と篩部伴細胞のペアを誘導できる新規分化誘
導系 VISUAL-CC の確立に成功した（Tamaki et al. 2020）．
分化誘導培地に含まれる成分と遺伝子発現解析との相関解

成 長 の 発 生 過 程 と 類 似 す る と 考 え ら れ て い る（Kondo

析から，GSK3 活性を抑制する Bikinin が篩要素と篩部伴

2018）．Bikinin は維管束幹細胞分化に働く GSK3 の阻害剤

細胞の分化比率制御に関わることが示唆された．GSK3 を

であり，VISUAL においては維管束幹細胞の管状要素と篩

制御する上流のシグナルとしてブラシノステロイド（BR）

要素の両方の分化促進を担っている．管状要素分化につい

が想定されたが，遺伝学解析からこの篩部細胞分化比率の

ては，マスター転写因子と知られる VASCULAR RELAT-

制御においては BR の関与は否定されたため，今後 GSK3

ED NAC DOMAIN 6（VND6）が関わり（Kondo et al. 2015 ;

を制御する植物ホルモンなどの細胞間相互作用因子を明ら

Kubo et al. 2005）
，その下流で二次細胞壁形成や細胞死に

かにしていく必要がある．このように，既存の VISUAL

関わる遺伝子群の発現が誘導される．篩要素分化について

を改良し，新たな維管束細胞を作る試みも進められており，

も同様に，VISUAL で分化誘導される人工的な篩要素も根

構成生物学的観点から維管束幹細胞の運命を自在に操作す

の篩要素でみられる遺伝子発現と非常に酷似した遺伝子発

ることで，幹細胞運命制御に関わる因子が明らかにされて

現プロファイルを示す（Kondo et al. 2016）
．また細胞生物

いくと期待される．

-

学的解析から，カロース蓄積やオルガネラの細胞膜への隔
離，脱核といった篩要素分化過程に特有の現象も観察でき

5.

TDIF と BR による維管束幹細胞のロバストな制
御機構

ており，篩要素の発生プログラムは VISUAL と生体内の

維管束幹細胞の維持に働く TDIF は細胞膜に局在する

維管束との間でかなり共通していることを示唆している

TDR に受容され，GSK3 キナーゼ，転写因子 BES1 へとシ

（Kondo et al. 2016）
．実際に，篩要素分化に重要な働きを

グナルが伝えられる．転写因子 BES1 の機能欠損変異体
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bes1 を用いて VISUAL 分化誘導をおこなうと，野生型と
比べて管状要素や篩要素関連の遺伝子発現が抑えられる一
方で，維管束幹細胞関連遺伝子の発現が高く留まることか
ら，BES1 が維管束幹細胞の木部・篩部分化に働くことが
示唆された（Saito et al. 2018）
．シロイヌナズナには BES/
BZR ホモログが 6 個存在し，BES1 の最も近縁なホモログ
である BRASSINAZOLE-RESISTANT 1（BZR1）も維管束
幹細胞の分化に冗長的に働くことが明らかになっている
（Saito et al. 2018）．VISUAL 時系列トランスクリプトーム
に加え，様々な変異体やマーカーを用いたトランスクリプ
トームデータを統合することで，維管束分化過程と連関し
た遺伝子発現モジュールを特定した（Furuya et al. 2021，
図 2）
．この中で，維管束幹細胞に特異的に発現する遺伝
子の中に BES/BZR ファミリーに属する BES1 HOMOLOG
3（BEH3）
が含まれていた．意外なことに beh3 の変異体は，
VISUAL において維管束幹細胞からの細胞分化が抑えられ
る bes1 機能欠損の表現型を抑圧したことから，BEH3 は
BES1 とは逆の機能をもつことが示された．また分子的性
質として，BEH3 は BES1 や BZR1 と比べて転写抑制化能
が非常に弱く，BRRE と呼ばれる共通の DNA モチーフに
結合し，BES1 や BZR1 の転写抑制因子としての機能を邪

図 3 TDIF と BR シグナルの様々な階層でのクロストーク

魔することで，下流遺伝子の転写活性化に受動的に働くこ
とが明らかとなった．beh3 機能欠損変異体は，胚軸にお

分化を促進することが，発光レポーターを用いた定量的解

いて維管束領域のサイズに大きなばらつきが生じるという

析によって明らかとなった（Kondo 2022）
．BR は LRR 型

興味深い表現型を示したことから BEH3 は他の BES/BZR

の受容体 BRASSINOSTEROID INSENSITIVE 1（BRI1）を

転写因子と競合することで，維管束細胞の活性を安定化す

介 し て， 脱 リ ン 酸 化 酵 素 で あ る BRI1 SUPPRESSOR 1

る働きがあると考えられる．数理モデルにおいても他の

（BSU1）を経て GSK3 を負に制御する．したがって TDIF

BES/BZR 転写因子と逆の働きを持つ BEH3 の存在が維管

は GSK3 を正に制御，
BR は GSK3 を負に制御することから，

束幹細胞活性の安定化に寄与することが示唆された（Fu-

TDIF と BR のシグナルは GSK3 によって統合されること

ruya et al. 2021，図 3）
．

が予想され，実際に VISUAL を用いた同時投与実験から

これら BES/BZR 転写因子を制御する因子として GSK3

TDIF と BR の作用は分化制御において競合する可能性が

が知られているが 10 個のメンバーから構成される（Saidi

示された（Kondo 2022）
．このようにシグナル伝達の多様

et al. 2012）
．中でも BIN2-LIKE1（BIL1）は，BIN2 や BIL2

な段階で，① TDIF と BR のクロストーク，② GSK3 メン

とは異なり，TDIF 添加によって TDR との相互作用は解消

バーの機能分化，③ BES/BZR メンバー間の競合が起こる

されず（Kondo et al. 2014）
，その結果，活性が阻害される

ことで，維管束幹細胞の維持制御のファインチューニング

（Han et al. 2018）
．この BIL1 については，MONOPTEROS
（MP）/AUXIN RESPONSE FACTOR（ARF5）のオーキシン
経路を介して形成層細胞の分裂に貢献することが報告され

が実現すると考えられる（図 3）
．
6.

植物ホルモンによる維管束幹細胞の維持制御ネッ
トワーク

ており（Han et al. 2018）
，維管束幹細胞の制御において

TDIF-TDR-GSK3-BES1 の細胞表面から核に至る幹細胞

GSK3 メンバーの中で機能分化が起こっていることを示唆

維持制御のシグナル伝達経路とロバストな制御機構を実現

している（図 3）．

する BR シグナルとのクロストークについて話を進めてき

更にそれら GSK3 の上流においては TDIF シグナルだけ

たが，他にも様々な因子がこの制御系に関わることが報告

ではなく，BR シグナル伝達が関わることが知られる．先

されている．NAC 型転写因子をコードする NAC003 が過

述のヒャクニチソウ管状要素分化系においては，BR シグ

剰発現するアクチベーションタギングによる変異体 xvp-d

ナリングは木部分化を促進する働きを持つことが報告され

においては，維管束幹細胞の分裂や木部分化パターンなど

ている（Yamamoto et al. 2007）
．VISUAL 分化誘導系にお

の異常がみられる（Yang et al. 2020）
．NAC003 は転写因子

いても BR は濃度依存的に維管束幹細胞から木部細胞への

として機能することが予想されたが，実際の細胞内では細
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胞膜にアンカーされており，TDR-BAK1/SERK1/2 の受容

ターンを持つため，その制御の仕組みは器官毎にまったく

体複合体に結合することで TDIF シグナルを抑える役割を

同一ではないと考えられる．根でみられる維管束の一次発

もつ可能性が示唆された．また，TDIF 受容を担う TDR の

生ついては分子遺伝学研究が盛んに進められており，植物

機能が欠損した tdr 変異体背景では，エチレンシグナルの

ホルモンやペプチドホルモンの機能やそれらが織りなす

下流で働く転写因子である ETHYLENE RESPONSE FAC-

ネットワークについて研究が進められている．今回紹介し

TOR 018（ERF018）
，ERF109 が働き，補償的な経路として

た二次成長に働く TDIF シグナルは根における維管束の一

維管束幹細胞の分裂を制御することが知られている（Etch-

次発生には影響がなく，一方で他の CLE ペプチドホルモ

ells et al. 2012）．更に Yeast one hybrid assay を用いた網羅

ンが原生木部形成に関与することが知られており（Kondo

的な転写発現ネットワークの解析から，LATERAL OR-

et al. 2011），維管束の一次発生と二次発生の間にもその制

GAN BOUNDARIES DOMAIN 4（LBD4）が維管束制御因

御において多くの相違点が見受けられる．器官毎の維管束

子として単離され，TDIF-TDR の経路で維管束細胞のパ

発生制御に共通する因子と異なる因子を区別して議論する

タ ー ニ ン グ に 働 く こ と が 示 さ れ た（Smit et al. 2020）
．

必要があると考える．

-

LBD4 は，サイトカイニンの下流で二次成長の開始の制御

また被子植物と裸子植物，更に被子植物内でも単子葉類

に働くことも報告されている（Ye et al. 2021）
．花茎の維管

と双子葉植物類との間に維管束発生に大きな違いがみられ

束においては，分枝の制御に関わるストリゴラクトンが

るため，今後はモデル植物だけでなく様々な植物において

BES1 を介して WOX4 の発現抑制に関わることも報告され

比較解析をおこなうことが共通原理の理解に重要となるだ

ている（Hu et al. 2022）
．このように植物ホルモンシグナ

ろう．最近，シロイヌナズナだけでなく，例えばタバコ属

ルと TDIF シグナル伝達経路の様々な因子とのクロストー

の植物など他の植物でも VISUAL による維管束分化の誘

クが明らかにされている．

導が可能であることが分かってきた．今後，様々な植物を

いくつかのペプチドホルモンについても，TDIF と協調

用いて構成生物学的に維管束細胞を誘導し，分子生物学的

して二次成長における維管束幹細胞制御に関与することが

解析をおこなうことで，維管束幹細胞制御因子について新

知られている．TDIF 以外に根端や茎頂分裂組織で働く別

たに進化的側面を踏まえて明らかにできるかもしれない．

のタイプの CLE ペプチドホルモンが TDIF のシグナル経

謝辞

路とは独立かつ相加的に維管束細胞数の制御に正に働くこ

本執筆にあたり，神戸大学大学院理学研究科の古谷

とが知られている（Whitford et al. 2008）
．また別のペプチ

朋之博士及び島津 舜治氏とのディスカッションをおこ

ドホルモンとして EPIDERMAL PATTERNING FAC-TOR-

なった．また本研究成果は，新学術領域「植物多能性幹細

LIKE（EPFL）ペプチドが篩部組織に存在する LRR 型受容

胞」
（17H06476）
・
「周期と変調」
（20H05407）のサポート

体 ERECTA（ER）を介して維管束幹細胞制御に働くこと

と科研費・若手研究（20K15815）のサポートによりおこ

も明らかとなっている（Uchida and Tasaka 2013）
．他には，

なわれた．この場を借りて，感謝を申し上げます．

LRR 型 の 受 容 体 の MORE LATERAL GROWTH1（MOL1）
が，WOX4 や TDR の経路とは独立にエチレンシグナリン
グを抑えることで維管束幹細胞制御に働く（Gursanscky et
al. 2016）．mol1 変異体では維管束領域が拡大することから，
何らかの（ペプチド）ホルモンなどが維管束幹細胞の更な
る制御に働いている可能性が考えらえる．これまで挙げて
きたように，植物ホルモンやペプチドホルモンのシグナル
伝達経路が複雑なネットワークを構成することで，維管束
幹細胞維持のより頑強な制御を実現していると考えらえ
る．
7.

おわりに
本総説では，維管束発生における幹細胞維持を担う

ペプチドホルモン TDIF と植物ホルモンとのクロストーク
について話を進めてきたが，木部分化制御を担うジベレリ
ンなど維管束発生を制御する植物ホルモンは他にも知られ
ている．
今後，
マルチオミクス解析などから更なる制御ネッ
トワークの全体像が明らかとなってくるだろう．一方で，
植物の維管束は器官によってもそれぞれ異なる構造やパ
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