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「新・生命科学シリーズ」刊行趣旨

　本シリーズは，目覚しい勢いで進歩している生命科学を，幅広い読者を対

象に平易に解説することを目的として刊行する．

　現代社会では，生命科学は，理学・医学・薬学のみならず，工学・農学・

産業技術分野など，さまざまな領域で重要な位置を占めている．また，生命

倫理・環境保全の観点からも生命科学の基礎知識は不可欠である．しかし，

奔流のように押し寄せる生命科学の膨大な情報のすべてを理解することは，

研究者にとっても，ほとんど不可能である．

　本シリーズの各巻は，幅広い生命科学を，従来の枠組みにとらわれず，新

しい視点で切り取り，基礎から解説している．内容にストーリー性をもたせ，

生命科学全体の中の位置づけを明確に示し，さらには，最先端の研究への道

筋を照らし出し，将来の展望を提供することを目標としている．本シリーズ

の各巻はそれぞれまとまっているが，単に独立しているのではなく，互いに

有機的なネットワークを形成し，全体として生命科学全集を構成するように

企画されている．本シリーズは，探究心旺盛な初学者および進路を模索する

若い研究者や他分野の研究者にとって有益な道標となると思われる．

新・生命科学シリーズ

編集委員会
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はじめに

　植物の成長のしくみは，われわれの想像以上に精緻で，それに基づく植物

の生命戦略も極めて巧妙であることが，近年の植物生理学の研究で明らかに

なってきた．本書は，植物の成長に関する現時点での研究の到達点と，その

解明に至るまでの歴史的背景を，学部の学生諸氏が理解できる形にまとめた

ものである．植物の成長という広範な研究領域を，限られた紙面の中で鳥瞰

するには，題材のバランスと，系統だったレイアウトが必要であるので，一

見，教科書風の章立てにはなっているが，あくまでも読み物として書いたも

のである．できれば全編を一気に読み通してもらいたい．

　20 世紀半ば以降の生命科学の発展はほとんど爆発的で，その勢いはなお

増す一方である．生命現象を情報の流れや分子間相互作用，自由エネルギー

などの概念に還元して解析する方法論の確立と，その分析を高速で，しかも

高精度で行うための技術革新が，この発展を可能にしてきた．その結果，形

態形成や環境への応答などの複雑精緻な高次現象を，遺伝子やタンパク質の

はたらき，細胞内外の情報伝達などの共通概念で統一的に理解できるように

なった．

　しかし同時に，生物種の間で生命設計や生命戦略が大きく異なることも明

らかになった．とくに生命体の設計コンセプトの多様性は，生命現象が高次

化するにつれ急速に増し，そのしくみを共通の言葉で理解することは現代生

物学では容易ではない．植物と動物を素朴な目で比べてみれば，その違いは

瞭然としている．重要なのは，この多様性こそが，生命現象の本質であると

いう点である．多様な生命のしくみ，それ自体から，普遍的な法則性を引き

出すのが生命科学であるといってよい．

　陸上植物は動物とはまったく異なる生命設計により，陸上環境に適応して

大型化し，今や地球上で最も繁栄するに至った生物群である．その生命戦略
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は動物である人類とはほとんど対極にあるにもかかわらず，というよりも，

むしろ対極にあるからこそ，人類とは最も親密で，友好的な生物群であると

いえる．それ以上に重要なことは，人類の生存がこの植物に依存しているこ

とである．したがって，植物の成長のしくみの理解は，基礎科学として，生

命一般を理解するという意味と同時に，人類の生存基盤である生命資源を理

解するという実学としての意味をもっている．

　本書では，陸上植物の中で，現在隆盛を極めている被子植物に注目し，そ

の成長のしくみを，①植物に固有の遺伝子や細胞のはたらき，②植物器官の

形成，③植物ホルモンによる成長の制御，の 3 つの視点から解剖することに

する．最後まで読み通して頂ければ，われわれ人類とはまったく異なるコン

セプトで生きる被子植物に固有の生き方や生存戦略を理解して頂けるはずで

ある．それによって，読者諸氏が自身を含めた生命一般を考える上での視野

が少しでも広がるとすれば，本書の目的は達成されたことになり，著者にとっ

ては望外の喜びである．

　本書執筆に当たっては，多くの方々にお世話になった．法政大学の長田

敏行教授には，本シリーズの編集委員として査読頂き，貴重なご意見を賜り，

一方ならずお世話になった．深く感謝申し上げる．京都大学の荒木 崇教授，

国立遺伝学研究所の角谷徹仁教授，東北大学の日出間 純博士 , 牧 雅之博士

には，それぞれのご専門の項目に関して貴重なご教示を頂いた．ここに深謝

申し上げる．研究室の同僚である横山隆亮博士には，日々の議論を通して貴

重な意見を頂いた．秘書の長谷川博子氏には資料整理や校正で大変お世話に

なった．心からお礼申し上げる．最後に，裳華房編集部の野田昌宏氏，筒井

清美氏には，長期に亘る編集作業を終始忍耐強く進めて頂いた．心より感謝

申し上げる．

　2011 年 3 月　仙台にて

西 谷 和 彦　



vi

　本書の特徴について

　被子植物の典型的な成長現象の制御について，そのしくみを，分子レベル

で理解することに力点を置いた構成とした．その結果，成長現象に沿った章

立てではなく，その制御に関わる，遺伝子やタンパク質，細胞のはたらき，

さらに植物ホルモンなど情報伝達のしくみごとの章立てとしている．

　1 章では，まず，被子植物について，その進化系譜と生命戦略の特性を概

観し，なぜ，被子植物が基礎・応用の両面でとくに重要な研究対象となって

きたのかについて述べる．

　2 章～ 4 章では，遺伝子発現や，膜輸送，細胞分化，細胞成長，細胞壁機

能など，植物の成長や形態形成の基盤となる基本的な分子過程について，そ

のしくみを見ていくことにする．

　5 章では被子植物の発生過程の中で，とくに重要な制御ポイントである，

受精，初期発生，種子形成・休眠，栄養器官・生殖器官の形成などについて，

その制御のしくみを，植物ホルモンなどによる情報伝達，転写因子による遺

伝子発現制御の切り口で理解することを目指す．

　最後に 6 章～ 9 章では，それまでの章に制御因子として登場してきた植物

ホルモンについて，それぞれの研究の歴史，シグナルの発信と受容，情報伝

達，作用発現のしくみを纏めることにする．

　生理学は「知識の収集」ではなく，「しくみの理解」をめざす科学であるので，

上記の各章のテーマを考える上で必然性のない用語や事象の羅列は極力避け

るようにした．一方，普遍的な基本概念の理解に必要な場合には，たとえ専

門性の高い用語であっても，躊躇せずに用いた．また，遺伝子やタンパク質

の名称は，省略型（多くは，アルファベット数文字）を用いるのが標準となっ

ているので，本書でもそれに従った．しかし，これが，生物学の教科書をわ

かり難くする主因の 1 つであることも承知しているので，遺伝子名や化合物

名などの省略型については巻末にリストをつけ，簡潔な説明を加えることに

した．
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