
されたことにより，細胞壁動態の全体像を分子レベルで

鳥瞰できるようになってきた。その結果，未解明であっ

た植物の成長や生体防御，生物間相互作用などの分子機

構の解明が進み，細胞壁研究は植物科学の中心的な研究

領域と考えられるようになってきた。図は，植物細胞の

構築過程と主要な働きを模式的に描いたものである。こ

れが，今，植物細胞壁の研究が注目されている理由の一

つである。

　もう一つの理由は，地球上の炭素の流れである純生産

と，炭素のストックである現存量の大部分を占めるのが，

植物細胞壁であることである。現在の地球の大気中には

760 Gt（ギガトン）の炭素が，二酸化炭素として存在す

る。その約16%に当たる120 Gtの炭素が，毎年陸上植

物による光合成活動を通して固定される。これが陸上の

総生産である。そのうちの約半分は植物の呼吸により，

その年のうちに二酸化炭素として大気に戻るが，残りの

60 Gtは，植物体を構成する安定な炭素化合物として植

物体内に蓄積する。これが純生産量である。その結果，

現在，約600 Gtの炭素が現存量として陸上にストック

されている (IPCC, 2007)。この現存量は「バイオマス」と

も呼ばれるもので，その大半を占めるのが森林の樹木の

細胞壁である。

　樹木の寿命は比較的長いとはいえ，いずれは枯死して

土壌中で分解される。陸上の生命圏は極相に達している

ので，分解量は純生産量に匹敵する。したがって，毎年

注目される2つの理由

　4億5,000万年前に緑藻の仲間である車軸藻類が陸上

進出を果たした。陸
お か

に上がった河
か っ ぱ

童とは大違いで，植物は

陸上の大気環境に瞬
またた

く間に適応し，生息域を拡大し，今

や陸上で最も大型化し，繁栄する生物集団になっている。

　植物の陸上進出の際に，決定的な役割を果たしたのが

細胞壁である。植物細胞壁は，単に，細胞の形を決め，

大型化した植物体を支える機能だけでなく，乾燥耐性や，

微生物や動物などの病害生物に対する防御応答，植物体

内の物質輸送など，陸上植物に固有の機能を発揮するう

えで必須の複合装置である。したがって，細胞壁の構築

や働きの分子過程を解剖することにより，陸上植物の成

長のしくみや，環境への適応能力など，陸上植物に固有

の生命戦略の秘訣が明らかになるはずである。

　このような観点から，植物細胞壁は，古くより植物生

理学の重要な研究テーマとして認識されてきた。しかし，

その構造がきわめて複雑で，機能が多岐にわたることか

ら，一筋縄では分子解剖が進まず，なかなか突破口が開

けなかった。しかし，1990年代に細胞壁の構築や機能

に関わるタンパク質とその遺伝子が同定されたことによ

り，状況が一変し，分子レベルでの細胞壁研究の道が開

け，分子解剖が一気に進んだ。さらに，今世紀に入ると，

ゲノム情報に基づいた包括的解析法や，顕微鏡下でリア

ルタイムに細胞壁内の分子の動態を観察する技術が開発

【特集「植物細胞壁研究の新局面 ─サステナブル社会構築の基盤となる循環型炭素資源」にあたって】

植物細胞壁は今なぜ
注目されているのか
西谷  和彦  Kazuhiko Nishitani
東北大学  大学院生命科学研究科  教授
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約60 Gtの炭素が土壌中の微生物や動物により二酸化炭

素にまで分解され，大気に戻る。このうち，人類が利用

しているのは1.4 Gt程度にすぎず，残りは，すべて，自

然界で進む炭素循環である。

　一方，大気中二酸化炭素の増加の原因となる化石燃料

由来の炭素放出は年間6.4 Gtで，陸上の純生産の1割程

度である。したがって，もし，自然界の未利用の60 Gt

の純生産量の，たとえ1割でも，人類が有効に利用する

ことができれば，循環型のバイオマスが化石燃料に取っ

て代わることは可能で，それにより，二酸化炭素を放出

しない “No CO2 emission” の持続型社会への移行は，原

理的には可能である。しかし，そのためには，未利用の

純生産の一部を人類が有効に利用できるような形に人類

の活動様式を変えなくてはならない。具体的には，これ

まで農業や林業の対象ではなかった植物細胞壁資源を食

料や，炭素資源，エネルギーとして利用するためのまっ

たく新しい技術革新と，それを社会のシステムに組み込

むための，一種の社会構造改革が必要となる。現在，バ

イオ燃料の研究が欧米諸国をはじめ，南米や中国，さら

にわが国で，国家プロジェクトとして進められているが，

上記の視点に照らせば，これは，まだ本格的な細胞壁資

源利用研究ではない。いずれはバイオ燃料だけでなく，

食料や飼料，工業原料などを含めた新しい炭素資源とし

ての細胞壁利用研究が人類の重要な課題となるに違いな

い。現在，社会の各界で植物細胞壁の包括的な研究が注

目されている最大の理由はここにある。

　以上の2つの理由は，しかし，別個のものではなく，

むしろ一体となっていると言ってもよい。植物の成長や

機能を理解するための細胞壁の基礎研究は，炭素資源と

しての細胞壁の生産や利用技術のイノベーションの基盤

として必須だからである。

植物細胞壁研究の歴史

　細胞壁研究の現状を述べる前に，これまでの研究の歴

史を簡単に紹介しておく。植物細胞壁に関する研究の歴

史は古く，R. フックが1665年に著した『ミクログラフィ

ア』の中で「細胞」と名づけられた構造が細胞壁である

ことはよく知られている (Hooke, 1665)。R. フックと同時

図  植物細胞の構築過程と主要な働き
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代のN. グリューは，植物の組織内の構造を詳細に顕微鏡

で観察し，さまざまな組織が固有の細胞の枠組み，すな

わち，今で言うところの細胞壁構造をもち，それが繊維

からなることを観察し，その様子を82枚に及ぶ精細な

エッチング画像として残している (Grew, 1682)。

　しかし，当時は細胞壁どころか，細胞の概念もなかっ

た時代で，フックやグリューの発見が細胞壁研究に直接

つながったわけではもちろんない。細胞の構造としての

細胞壁の存在が確認されるのは，色収差や球面収差のな

い顕微鏡レンズが開発された19世紀以降のことである。

その時期に，H. フォン・モールは，細胞壁が層（ラメラ）

構造からなることや，細胞壁の内側のラメラ面に新しい

ラメラが沈着しながら細胞壁が肥厚することなどを観察

し，これを「堆積付加 (apposition)」と名づけた。一方，K. 

W. フォン・ネゲリは，偏光顕微鏡を用いた解析により，

細胞壁が結晶性のミセル構造からなり，既存のミセル構

造内に新しい細胞壁成分が挿入付加 (intussusception) 

されることにより細胞壁が成長するとの学説を提唱した。

堆積付加と挿入付加という2つの概念は，現在の分子レ

ベルでの細胞壁像の基礎となる概念である。今の分子レ

ベルでの細胞壁研究がようやくこの概念を実証しつつあ

ることから考えて，両者の学説が当時の植物学の中で，

どれほど先進的なものであったかがよくわかる (Sachs, 1882; 

Preston, 1974; 増田, 1986)。

　植物の成長における細胞壁の役割については，19世

紀後半にJ. ザックス一門により精力的に研究が進められ

た。たとえばW. ペッファーは，浸透圧と膨圧との関係

を明らかにし，植物の成長における細胞壁の役割を明確

にした (Pfeffer, 1903)。C. ダーウィンは，ザックスの一門

であった息子の F. ダーウィンとの共著として1881年に

出版した『植物の運動力』の中で，植物の成長における

細胞壁 (cell-wall) の重要性を強調している。この著作は，

オーキシン発見につながった歴史的文献としてもよく引

用されるものである (Darwin, 1881)。

　20世紀になると，植物細胞壁を構成する分子と高次構

造の解明が進んだ。まず，1950年代にX線回折や電子顕

微鏡などの新しい研究手法の導入により，セルロース微

繊維の結晶構造や，細胞壁内の配置（配向）が解明され，

ネゲリが唱えたミセル説に分子レベルの裏づけが与えら

れた (Roelofsen, 1959)。

　1970年代には，P. アルバーシャイムの一門が，基質

特異的な多糖分解酵素で細胞壁を分解し，分解産物のオ

リゴ糖の構造を機器分析により決定する方法を開発し，

細胞壁の分子構造モデルを提唱した (Albersheim et al., 1976)。

現在の細胞壁モデルの原型はこのときに作られた。これ

と前後して，細胞壁の化学構造と力学的性質の関係につ

いての研究が始まった。

　1990年代には，セルロース合成酵素CesA (Pear et al., 1996) 

と細胞壁再編酵素であるエンド型キシログルカン転移酵

素／加水分解酵素 (XTH) (Nishitani et al., 1992)，微繊維間の

相互作用を制御するエクスパンシン (McQueen-Mason et al.，

1992) がそれぞれ単離同定された。これらの発見は，19世

紀に提唱された「堆積付加」や「挿入付加」の過程を触媒

する機能分子を同定したというだけでなく，細胞壁の動

態を遺伝子レベルで研究する道を開いた点で，細胞壁研

究にとっては一つのブレークスルーであったと言える。

21世紀の植物細胞壁研究

　植物細胞壁の研究は，19世紀から20世紀の前半までの

「古典的研究」から，20世紀後半の「近代的研究」を経て， 

21世紀以降，新しい段階に入っている。

　2000年にシロイヌナズナのゲノムが解読されたのを

皮切りに，イネ，ポプラ，ヒメツリガネゴケなどのモデ

ル植物のゲノムが次々解読されたことにより，細胞壁の

構築や再編，機能発現には数千種の遺伝子が関与するこ

とが明らかとなり，それらの発現や機能を包括的に解明

することが可能になった（岩井ら，本特集）。同時に，植物

のゲノムを比較することも可能となり，陸上植物の細胞

壁進化の系譜が明らかになってきた（横山ら，本特集）。特

に重要なのは，一次細胞壁から二次細胞壁へのモードの

切り替えを指令する一群の転写因子をコードするVNS

遺伝子群の発見である（大谷ら，本特集）。この発見により，

細胞壁の働きを発生遺伝学的に解析できるようになった

ばかりでなく，細胞壁の動態をオミクスの手法で包括的

に解明する道が開けた。

　表層微小管などの細胞骨格がセルロース微繊維の配向
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を制御する様子を可視化し，そのしくみをシミュレー

ションにより解析する手法（朽名ら，本特集）や，セルロー

ス微繊維を分解するセルラーゼ一分子の動きを原子間力

顕微鏡下で可視化する技術の確立（五十嵐，本特集）なども

細胞壁研究の新しい流れを象徴する成果である。それと

同時に，細胞壁成分の分泌やエンドサイトーシスに関わ

る膜交通に植物固有の因子が存在することが明らかとな

り（藤本ら，本特集），細胞壁の構築や制御の過程を，細胞

生物学的なアプローチで解析する方法論が確立されつつ

ある。

　一方，植物細胞壁のもう一つ重要な機能である生体防

御機能についても，今世紀に入ってから新発見が続き，

ここ数年の間に病原菌の感染の監視役となる受容体が

次々と同定されている（新屋ら，本特集）。細胞壁の監視機

能は，病害微生物に対する防御応答のみでなく，宿主と

共生微生物や，寄生植物，寄生線虫など，共生や寄生の

際の細胞間認識を含めた生物間相互作用一般の分子機構

に関する研究領域として大きく展開しつつある。

　植物細胞壁に関するこれらの新しい研究成果を，将来

の循環型炭素社会の構築にどのように生かすことができ

るかという点が，現在，植物細胞壁の研究者が問われて

いる重要な課題である。それに応える一つの方法は，バ

イオマスの大部分を構成する樹木や作物について，その

細胞壁特性を設計し，炭素資源として最適化された細胞

壁を作り出す方法論を確立することである。この目的の

ために，今世紀に入ってから，ポプラやユーカリ，イネ

などの生産性の高い植物種の形質転換体を用いた細胞壁

育種が精力的に進められ，その方法論が確立されつつあ

る（海田ら，本特集）。

　そこで，この特集では，植物細胞壁に関する基礎研究

から，次世代型の炭素資源利用技術のイノベーションま

でを視野に入れ，それぞれの分野の最前線で研究を展開

している気鋭の若手・中堅研究者に執筆をお願いし，

21世紀の植物細胞壁研究の現状を紹介してもらうこと

にした。それとともに，それぞれの研究領域の視点から，

次世代型の細胞壁研究について展望してもらう。

　20世紀後半以降の植物細胞壁研究では，わが国は，欧

米諸国に伍して，その発展に少なからず寄与してきた。

それにもかかわらず，残念ながら，欧米に較べると，な

お，植物細胞壁の重要性が広く理解されていないように

思える。欧米では，19世紀以来，「細胞壁」（独Zellwand, 

英cell-wall）という言葉が使われているが，筆者が使っ

た高校の生物の教科書 (大槻, 1969) では，細胞壁を「細胞

膜」と呼び，液胞とともに「後形質」に分類していたのは

象徴的である。さすがに，今はわが国でも「細胞壁」とい

う用語が使われるようになり，「後形質」ということばが

使われることもなくなったが，かといって，細胞壁の重

要性が十分に理解されているとも言いがたい。この特集

を本誌で組ませていただいた理由の一つは，ここにある。

その意味で，次代を担う若い人たちに，ぜひ，本特集を

読んでいただきたい。それにより，細胞壁研究の基礎科

学としてのおもしろさと同時に，われわれ人類の将来に

とっての植物細胞壁の重要性を知っていただくきっかけ

になれば，企画した者としては望外の歓びである。

［文　献］

Albersheim, P. (1976) In: Bonner, J. & Varner, J. F., editors: Plant 
biochemistry, Academic Press, New York, pp 225–274.

Darwin, C. & Darwin, F. (1881) The power of movement in plants, D. 
Appleton and Company, New York.

Grew, N. (1682) The anatomy of plants, W. Rawlins, London.

Hooke, R. (1665) Micrographia, J. Martyn and J. Allestry, London.

IPCC (Intergovermental Panel on Climate Change) (2007). [URL: 
http://www.ipcc.ch/]

増田芳雄. (1986) 植物の細胞壁, 東京大学出版会.

McQueen-Mason, S., Durachko, D. M. & Cosgrove, D. J. (1992) Plant 
Cell, 4, 1425–1433.

Nishitani, K. & Tominaga, R. (1992) J. Biol. Chem., 267, 21058–21064.

大槻虎男・編 (1969) 再訂高校新理科 生物, 啓林館.

Pear, J. R., Kawagoe, Y, Schreckengost, W. E., Delmer, D. P. & 
Stalker, D. M. (1996) PNAS, 93, 12637–12642.

Pfeffer, W. (1903) The physiology of plants, Vol. II (Ewart, A. J., translator 
& editor), Clarendon Press, Oxford.

Preston, R. D. (1974) The physical biology of plant cell walls, Chapman & 
Hall, London.

Roelofsen, P. A. (1959) The plant cell-wall, Gebrüder Borntraeger, 
Berlin.

Sachs, J. (1882) Textbook of botany, Clarendon Press, Oxford.

謝　辞
啓林館の書籍は同編集部の五十川祥代氏のご厚意により内容を確認させて
いただいた。この場を借りて感謝申し上げる。

27Vol.66 No.1


