
水チャネル（water channel）の話

カスパリー線と膜横断輸送

根にカスパリー線がある以上、水といえども、
自由に植物体内に入れない。
一度は、細胞内（シンプラスト）に
入らなければならない。

そこで疑問。生体膜は、本当に半透膜なの
か？すなわち、水のみについては問答無用
で通すのか？

細胞の水利用に関し、なんらかの制御が為されているとの現象がここ十数年調査さ
れ、その中核を為すのが「水チャネル」であり、それを構成するのが「アクアポリ
ン」というタンパク質、と認知され、2000年代初頭から盛んに研究されるように
なってきた。

ここ数年の研究で、この水チャネル（アクアポリン）のよる水通導のコントロール
が、植物のカスパリー線近傍でもなされてると考えられるようになった。



細胞膜は浸透膜？

「細胞膜を構成する脂質膜は、半透膜の性質をもった浸透膜」という
教科書的な理解

半透膜（細胞膜）

水分子

Naまたは
Cl分子

塩水 純水

圧力差（浸透圧）

これは、「細胞への水の出入り手段」を
わかりやすくを説明している。
すなわち、細胞の内外へは、脂質膜を介して、主に「浸透濃度差」に
従った水の移動が為される、とされる。

しかし、「脂質膜は、セロファンのような均質な半透膜」という
一辺倒で単純な理解が妥当ではないことが、
ここ数十年のうちにわかってきた。



細胞膜の構造
脂質膜自体は、本当に水を自由に透過させる半透膜なのか？

• 脂質二重膜
脂質

• 疎水的な層

• 親水的な面

赤い粒が水分子の中の酸素原子，黄色が飽和炭化水素からなる脂質分子の
疎水性部分：Dr. E. Tajkhorshid，Univ. Illinois, Urbana-Champaignによ
る

油分を多く含むクリームを挟む
ウエハースのようなイメージ。
水は油分の層にはじかれ、透過できないはず。



細胞膜のゆらぎ
脂質膜は、基本的に水を通しにくい構造である。がしかし、非常に流動的
な構造であるため、水を通しうる「すきま」は生じる可能性はある。

絶えず起きている脂質膜の「ゆらぎ」によって
ある程度の水分子の透過なら可能となっている
ことが推測される

Singer-Nicolsonの流動モザイクモデル



細胞膜のすきま
「純粋な脂質膜でも水を通しうる」という性質は、周辺の温度や構成す
る脂質の種類にも依存する。

温度の上昇とともに、または不飽和程度の増加とともに（炭化水素鎖中の二重結合でシ
ス型に折れ曲がる）、疎水層の配向性にばらつきが起こり、分子の立体構造的な「すき
ま」が生じる。



水が膜を透過する機構とは
このように「純粋な脂質膜も、ある程度の水を通すだろう」ことは
認識されたが、それだけでは説明のつかない事象が
1800年代中頃から指摘されていた。
◯生細胞を高張液に浸けると、細胞膜が破れていないにも関わらず、
　すごい勢いで水が細胞外にでてゆく
◯ヒト膀胱膜の水透過性が非常に高い　　などなど。。

ヒト赤血球がこの疑問に答えるための身近
な材料であることが認識され、多くの実験が
為されたが、長い間、明快な解は得られ
なかった。

• Verkman, A.S. 1989. Mechanisms and regulation of water permeability in renal epithelia. Am. J.
Physiol. 257: C837-C850.

脂質膜の「ゆらぎ」や「すきま」で
説明できる数百倍から数千倍の水透過性が
細胞膜にないと、上記のケースは説明しがたい。



ピーター•アグリ
ヒト赤血球の研究者 Peter Agreが、赤血球の細胞膜における機能の不明なタンパク質に注
目。それをアフリカツメガエルの卵母細胞に過剰発現させたところ、水の透過性が著しく向
上。その膜タンパク質が「水チャネル」の本体である事を証明した。 Prof. Agreは、「細胞
膜にある水を通す孔」の本体であるこのタンパク質を、Aqua（水）が通る孔（pore）を形成
するproteinという意味合いでAquaporin（アクアポリン）と名付けた。

AGRE P, PRESTON GM, SMITH BL, JUNG JS, RAINA S, MOON C, GUGGINO WB, NIELSEN S AQUAPORIN CHIP - THE
ARCHETYPAL MOLECULAR WATER CHANNELAMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY 265(4): F463-F476  OCT 1993

Prof. Agreはこの功績により、2003年ノーベル化学賞を受賞



アクアポリンの遺伝子は
ほとんど生物が持っている

○ ヒトのアクアポリン: 13種類（AQP0～12）
　　腎臓、脳、消化管、皮膚、涙腺、赤血球に至る様々な場所で発現
○ 魚のアクアポリン
　　えら、腸、腎臓などで、体液バランスに関与
○ 昆虫のアクアポリン
　　腸管や、カイコの絹糸線などでも発見
○ 原始的な生物（線虫、酵母、アメーバ）のアクアポリン
　　神経細胞、腸管で発見、浸透圧調節に関与

○ 植物
　　動物より多くのアクアポリンが存在する事がわっかている。
　　シロイヌナズナ、トウモロコシではそれぞれ35および33種類
　　見つかっている（Chaumont et al., 2001, Johanson et al.,
　　2001）。



細胞膜を物質が横切る経路、いろいろ

トランスポーター

Jitsuyama et al., 1997 cryoletters18 :33-44.

この一粒一粒が、何らかの機能を持った膜内在性タンパク質

チャネルとキャリアーどちらも受動輸送

キャリアー：トランスポーターの一種。
チャネルに比して輸送速度が極端に遅いが、
同時に２つ以上の溶質を共役的に行うシンポー
ター(共輸送体)とアンチポーター(交換輸送体)
などがある。

チャネル：キャリアーより
も輸送速度が早く、基本的に共輸送や交換輸送
は行わない。不要になった場合、分解される場
合がある。



アクアポリンというタンパク質の単体形状
ひとつなぎのアミノ酸の連鎖構造で、脂質膜を６回貫通しながら
折れ曲がり、水チャネルを構成している。

輸送される対象は、当然ながら「水分子」が主



水チャネルは複合体として機能
通常、アクアポリンは４つ集まってチャネルとして機能する（４量体）。単体
で存在しても、ゲートが閉まり水分子は通らない。４量体として共発現した場
合に、水チャネル活性は最大となる。しかも、どの種類のアクアポリンが集ま
るのか、ホモ４量体なのかヘテロ４量体なのかで活性が異なる場合がある（柴
坂・且原, 2011）。



水分子の通り道
「主に水のみ」が素早く通るからくり　ー　2つのNPAモチーフの為せる業

・先ず、最狭部の幅が3Åで、直径2.8Åの水分子がギリで通れるポアサイズ
・最狭部での２つNPAモチーフ（Asn-Pro-Ala）のアスパラギンの電荷が
　酸素分子の電荷を順次捉える。

１つ目のNPAモチーフ
のAsnのアミド基

２つ目のNPAモチーフ
のAsnのアミド基

最狭部で隣りの水分子との
水素結合が切れる

再び隣りの水分子と
水素結合



植物アクアポリンの種類
植物の水チャネルを構成するアクアポリンにはどんなものがあるのか？

◉PIP (plasmamembrane intrinsic protein)：細胞膜内在タンパク質

◉TIP (tonoplast intrinsic protein)：液胞膜内在タンパク質

○NIP (nodulin26-like intrinsic protein)：nodulin様 膜内在タンパク質

○SIP (small and basic intrinsic protein)：上記に属さないサイズの小さい膜内在タンパク質

そのアクアポリンの所在の種類で
４カテゴライズ

細胞内外の水の出入りを司るアクアポリン。機能的には動物アクアポリンと共通。

植物特有の器官、液胞の膜に存在するアクアポリン。

ダイズの根で共生関係にある根粒菌、それを包む包膜に局在するタンパク質「nodulin26」
に構造的に似ているアクアポリン。尿素、ケイ酸やホウ酸を通すことが確認されている。

上記以外の場所、例えば小胞体（ER）に局在し、アクアポリン活性を示すサイズの小さい
タンパク質がみつかっている。機能は未だ不明な場合が多い。



アクアポリン発現の局在性

植物：plant

土壌：soil

大気：atmosphere

土壌-植物-大気連続体
SPAC: soil-plant-atmosphere continuum

Ψw根>Ψw土壌

Ψw葉>Ψw根

Ψw大気>Ψw葉

大きく分けて４種類のアクアポリン、現在のところ
数的に多くみつかっているのはPIPとTIP。これらア
クアポリンは、植物体内でどのような役目を果たし
ているのか？

動物と異なり、その生活環は「開放系」に基づいて
いる。すなわち、水を吸収そして放出すること
が、重要な体内水制御の根幹となっている。

　実際に、多くのPIPとTIPが、植物の根と葉で発
現している。



今日の主なトピック

○　光屈性
○　重力屈性
○　接触屈性と接触傾性
○　マクロで観る膨圧運動
○　植物ホルモンいろいろ

植物の環境刺激に対する基本的な反応メカニズム



光に対する植物の基本反応
○　光形態形成
可視光に暴露されると誘導される、形態形成を引き起こす反応。
ただし、光の波長によって反応が異なる。

http://www.sasrc.jp/kougen.htm

植物は光合成(①)で成長するが、それ以外に光形態形成(②～④)が重要な光反応。光形態形成とは種子発芽、花芽分化、
開花､子葉の展開、葉緑素合成、節間伸長などの植物の質的な変化は、各波長への暴露、そして弱光反応(③、④)と
強光反応(②) への暴露が、フィトクロームという色素（光受容体）の働きを介して誘起される。
強光下における葉緑素合成は青色光によって促進され、赤色光はそれを阻害する傾向がある。



光に対する植物の反応
可視光以外の光に
暴露されると、、、

http://www.iwasaki.co.jp/product/applied_optics_field/plant_raising_system/plant-factory01_2.html



光に対する植物
の反応

光形態形成の受容体
いろいろ

http://www.sasrc.jp/kougen.htm

クロロフィル＆
カロチノイド
→光合成の受容体



光に対する植物
の反応

光形態形成の受容体
いろいろ

http://www.sasrc.jp/kougen.htm

フィトクロム
→発芽促進
→胚軸伸長抑制



光に対する植物
の反応

光形態形成の受容体
いろいろ

http://www.sasrc.jp/kougen.htm

クリプトクロム
→花芽形成

フォトトロピン
→光屈性



光屈性：
光の射す方向へ向かう茎伸長

•光を感知するとその方向へ
伸長する（正の屈性）

•光を感知する箇所は茎頂

•茎頂以外の組織に光感知部位
はない



青い光
で誘導



光屈性のメカニズム
に関する研究経緯

茎頂で生産された
オーキシンの不均等分配



光屈性に関与する光受容体

青色光

細胞膜

青色光はphot1に
よって吸収され、
立体構造の変化を
引き起こす。

立体構造の変化に
よって自己リン酸化
し、シグナル伝達を
引き起こす。

シグナル
伝達phot1 phot1 phot1

細胞質

ATP ATP
P

ATP

ADP

2.1. 3.青い波長の光は植
物細胞膜のフォト
トロピン 1
(phot1) に当た
る。

光屈性には、青色光と内生オーキシンが主に関与している。
上記のことまではわかっているが、
それ以上は研究途上とのこと。



○　重力に対する植物の反応
「重力屈性」は、地球の重力場に対する植物の反応性。茎は重力とは
逆に（負の屈性）、根は重力方向へ向って（正の屈性）伸長するようにはたらく。
この現象にも、オーキシンが主な役割を果たす。



○ 重力屈性
オーキシン（IAA）は地上部で合成され
根に到達する。
その後、根冠に入り横方向に排出され，
根の外側の細胞（表皮と皮層）を通って
上部へ移動する。

この移動はIAA排出タンパク質（PIN）
１～4の配置に統制される。

細胞内でのPINの配置は、
アミロプラスト（平衡石）の沈降移動側
局在する。根の伸長帯では，IAA濃度が高いと伸長が

抑制される。なので、根を水平に置いた
場合、IAA濃度は下側で高くなり、根は
下側に曲がる。

同じ状況に茎を置いた場合も、茎の下側で
IAA濃度は上昇するが、茎では常にIAA不足
状態で、濃度の上昇が伸長を促進する。
そのため、下側の細胞伸長が促進され，
茎は上に曲がる。



○　接触に対する植物の反応
「接触屈性」とは、物体と接触したことによって起こる方向性のある成長
反応。つる性植物の「巻きひげ」はその代表例で、枝・葉身・葉柄・
小葉・托葉・根などが変化したもの。

巻きひげは先端を不規則に動かしながら
伸長する（回旋転頭運動）。
巻きひげが支柱などの物体に触れると、
数分以内に接触した側の細胞は収縮を始め、
反対側の細胞は急速に伸長を始める。
その結果、巻きひげは支柱に巻き付く。
オーキシンは、背側の細胞の伸長を
促進することでこれに関与する。



膨圧運動によるマクロな動き
「膨圧」とは、浸透ポテンシャル差にしたがう細胞内外への水移動
によって生じる生体細胞内部の圧力。
刺激が与えられると葉枕の膨圧が変化して葉の方向が変化する。
膨圧変化は可逆的。

オジギソウ

①　接触刺激が電気信号に代わり、
　　葉枕に伝わる。
↓
②　チロシンというアミノ酸から
　　リン酸が脱離しアクチンという
　　細胞骨格がバラバラになる。
↓
③　葉枕細胞内の水が移動し、
　　葉が動く。

ハエトリソウの補虫葉の
急激な動きも同じ仕組み



葉枕 維管束組織
膨圧を維持
している細胞

膨圧を失った細胞



マメ科植物の葉の日周運動
（調位運動-就眠運動の繰り返し）

日中、葉身は水平を向いている
が、夜は垂直になる。

このメカニズムは膨圧運動による
が、そのタイミングは、体内の生
物時計（概日時計）で統制されて
いる。

生物時計は植物の反応と環境を同
調させる内在性の時計。
◯外部からの入力なしに継続可能
◯約24時間周期
◯リセットと同調が可能
◯温度差に対して補正可能

就眠運動

調位運動



植物ホルモン

◯　これまで見てきたように、植物は環境に対して様々な反応をするが、
　　その多くのシグナル経路は「植物ホルモン」を必要とする。

◯　植物ホルモンは、特定の器官（茎頂、根端など）で少量生産され、
　　都度、使用される場所へ師部によって運ばれる。

「ホルモン」とは、狭義には生体の外部や内部に起こった情報に対応し、
体内において特定の器官で合成・分泌され、血液など体液を通して体内を
循環し、別の決まった細胞でその効果を発揮する生理活性物質をさす。動
物においても、植物においても、その機能・作用については研究途上であ
ることが多く、わかっていないことが多い。



オーキシン
• 植物細胞壁の可塑性を増加させ、茎の伸長を引き起
こす。

• ウェント (1926) によって、細胞の伸長を起こすこ
とが発見された。



オーキシン

主要な天然オーキシン

アミノ酸から合成

合成オーキシン
除草剤の主成分



オーキシン
おそらく、もっとも古くから研究されており、
もっとも機能解析が進んでいる植物ホルモン。
しかし、全ての作用機作が明らかになっている訳ではない。

オーキシンの移動を担っている専属のタンパク質がある
（細胞からの排出用として知られるのは、先述のPINタンパク質:
PIN-FORMED (PIN) auxin efflux transporters。
一方、流入に関与しているのは、AUX１タンパク質: auxin infflux transportersや
LAXタンパク質：Like auxin infflux transporters ）。

オーキシンは細胞を伸長成長させる機
能があるが、これは、オーキシンが細
胞質側から細胞壁へ向けてプロトンを
輸送する現象を促進し、細胞壁周辺を
酸性側に傾けた結果、セルロース微繊
維間の結合を壊す酵素を活性化して細
胞壁繊維を緩めることに起因する。こ
れを「酸成長仮説」という。



酸成長仮説



合成オーキシン

施用濃度によっては、落葉や落実を阻
害したり、開花と結実、発根などを促
進したりするので、農業的に広く使わ
れている。

ただし、その化学構造上，生産段階において
副産物としてダイオキシンを含みやすい。

また、２,４-Ｄは
ベトナム戦争で枯
葉剤として使用さ
れた物の１つ。現
在、日本では、ほ
とんど使われてい
ない。



サイトカイニン
• 細胞の分裂と形態分化を刺激する。

• ハーバーランド (1913) によって、植物細胞に存
在する、細胞分裂を促進する化合物として発見さ
れた。

• サイトカイニンの名称は1964年に植物体内から
ゼアチンを発見した研究者が提唱した名称。

• 作用としては、カルスの形成・側芽の成長・細胞
の増殖（右図：クラウンゴールの形成など）・ク
ロロフィル合成促進・種子発芽促進などが観察さ
れている。

クラウンゴール



サイトカイニン
オーキシンと協調的にはたらき、成長を制御することが知られる。
根端や果実中で生産され、植物の各部位に輸送される。

オーキシン:

サイトカイニン: 低

低

中

高

高

中

外与でオーキシンとサイトカイニンを与えた場合の培養体の形態形成



サイトカイニン
核酸を構成する5種類の
主な塩基のうちのひとつ。
生体内に広く分布する
有機化合物

合成サイトカイニン
「カイネチン」とも。

合成サイトカイニン

天然サイトカイニン



ジベレリン
◯1926年に黒沢英一氏によって発見さ
れた植物ホルモン

　（日本人が単独で発見した唯一の植
物ホルモン）。

◯当初、稲の馬鹿苗（徒長してる苗）
病の毒素として単離された。

　馬鹿苗病菌の学名（Gibberella
fujikuroi）から「ジベレリン」

　と命名。その後，ジベレリンと同じ
作用を持つ物質が多く存在している
ことが分かり，現在79種類発見され
ている。

　発見された順にGA1～GA79。
　市販のジベレリンはGA3。
◯作用として，茎，根を細長く伸ばす
のが主な特徴。他にも抽だいの誘
導，春化処理の代用，発芽促進，開
花促進，落葉抑制など。



ジベレリン
茎と根の先端部で合成され、各所に輸送される。茎の伸長に重要な効果をもつ。
また、果実の肥大促進にも効果があり、ジベレリンを投与されたブドウは房が大
きくなり、果実を存分に肥大される。

ジベレリン欠損型変異体
のナタネ↓



エチレン
◯100年以上前の街灯（ガス灯）の近傍では、街
路樹が早く落葉した。この現象から，「エチ
レン」が発見された。ただし、植物から単離
されたのは，定量技術が進んだ1960年代に
なってから。

◯作用としては、発芽、開花、果実の成熟、雌雄
異花の性決定、落葉促進、老化の促進と細胞
分裂阻害、伸長成長阻害（パイナップルな
ど、一部の植物では成長促進）が知られる。

◯毒性化学物質、温度の大きな変化、乾燥、病原
体、その他のストレスに植物がさらされた場
合に、エチレンの生産量がすばやく増加す
る。

http://www.biol.tsukuba.ac.jp/~plphys/sakaihomepage/theme3.html



アブシジン酸
◯　老化促進（落葉・落果）
　　 ただし、ABAは葉の老化を促進させ、老化した葉のエチレン生成を
　　誘導する。そしてそのエチレンが、落葉を促す。よってABAは落葉を
　　「間接的に」引き起こしている。

◯　種子・冬芽の休眠誘導（成長の抑制）
　　休眠は、組織内のABA/GA比で決まる。

◯　気孔の開閉制御

◯　別名「劣悪環境に応答する植物ホルモン」。
　　特に水ストレス。



アブシジン酸
オーキシン発見（1926）後、植物体内にオーキシンの成長促進作用を阻害
する成分の存在が予想されていたが、つかめていなかった。
1963年：大熊らが、ワタ未熟果実から、落果促進物質を発見し
　　　　「abscisin Ⅱ」と呼ぶ。
1963年：Wareingが、カエデ芽の休眠物質を発見し「dormin」と呼ぶ。

1965年： 「abscisin Ⅱ」と「dormin」が同一物質である事がわかる。
1970年：混乱を避けるため、その呼称を「Abscisic asid (ABA)」に
　　　　　統一すると、国際植物成長調整物質会議で決定される。



アブシジン酸



水ストレスへの応答とアブシジン酸
◯　ABAがうまく働かない。
　　↓
　　気孔がうまく働かない。。
　　↓
　　水が失われやすい。

◯　土の水が少なくなると、
　　植物体内にABAが溜まる。
　　気孔が閉じ気味になる。

◯　ABAは、水ストレス下において、
　　茎伸長を抑え、根伸長を促進する。



ブラシノステロイド
人間をはじめ動物には、ステロイド骨格（六員環３個と五員環１個からな
る）をもつホルモンがいろいろある。植物では、生体膜の構成成分としてス
テロイド骨格をもつ物質が大量に存在することはわかっていましたが、活性
をもつ物質というのは長らく知られていなかった。ブラシノステロイドは、
植物としては初めての活性をもつステロイドということで注目された。

ブラシノステロイド
人間でのステロイドホルモン



ブラシノステロイド
•1970年にミッチェルらが、セイヨウアブラナ（Brassica napus L.）の
　花粉からの抽出物にインゲンマメの生育を促進する効果があることを
　発見し、1979年にグローブらが、それらをブラシノステロイド
　として初めて単離した（ブラシノリド）。
・現在までに、70種類以上単離され、オーキシンに類似した効果が認められる。

・いずれの反応も、他のホルモンよりも
　低濃度の処理で誘導する（1/100）。
・葉・茎・根の伸長促進、細胞分裂促進、
　花粉管伸長促進、
　暗所での成長促進（もやし体の形成）。
・エチレン合成促進。
・発芽促進。
・ストレス耐性の付加。



ブラシノステロイド
•クリなど樹木でみられる虫えい（植物の内部に昆虫が住みついて、
　植物組織が異常な発達を起こしてできるこぶ状の突起のこと）にも
　ブラシノステロイドが関与している。

http://www.life-bio.or.jp/topics/topics451.html



ジャスモン酸
•作用はABAに似ている。が、ABAと構造はかなり異なる。
•例えば、虫による食害などに対する防御反応を活性化させる
　ストレスホルモンとしての作用をもつ。
•上記の傍証として、ジャスモン酸合成系を欠損した
　シロイヌナズナは、普通は食害に遭わないような虫に対して、
　急に食害を受けるよう変化する。



ジャスモン酸

http://spider.art.coocan.jp/biology2/plantflower.htm



ジャスモン酸

http://spider.art.coocan.jp/biology2/plantflower.htm

(1)植食動物に組織が食べられると誘導物質が形成され、放出。
(2)誘導物質は篩部の伴細胞上の受容体と結合。
(3)受容体は活性化して膜脂質を加水分解し、ジャスモン酸を形成。
(4)ジャスモン酸は篩管に入り、損傷された葉肉細胞に到達。
(6)その後、JAZという抑制タンパク質に結合し、転写因子が解放。
(7)転写因子は核内に入り、プロテアーゼ抑制物質を指令する遺伝子を発現。



http://www.riken.go.jp/r-world/info/release/press/2008/080523/detail.html

植物ホルモン同士の関係性



役割の住み分け

http://www.riken.go.jp/r-world/info/release/news/1999/jan/index.html



オリゴサッカリン

•植物組織に対して低濃度でシグナル物質として働くオリゴ糖
（単糖がグリコシド結合で結合した短い糖鎖）。
•アルバーシェイムとダービルが、1985年に植物ホルモンとしての
　位置づけを提唱した。
•ひとつの役割として、病害虫にダメージを受けた際の防御反応
　シグナルと考えられている。
•また、植物の成長と発生を制御しているようだ。

P, Albersheim and AG, Darvill: Oligosaccharins. Sci. Am. 253, 58-64, 1985



オリゴサッカリン
•細胞壁成分が分解されて生成、それがシグナル物質になる。
•ダイズ病原菌の細胞壁を酸加水分解したものから、
　ダイズに抗菌性物質の生合成を誘導するオリゴサッカリンが
　みつかった。
　　↓
すなわち、病害虫に攻撃を受け、
細胞壁に穴が空くと、穴が空いた
分の糖分が、攻撃主を攻撃する
武器に変化する、という
ディフェンスシステムが存在する
可能性を示唆している。

http://www.freewtc.com/products/chitosan-oligosaccharin-132609-29965.htm



フロリゲン（花成ホルモン）



ペプチドホルモン

http://www.s.u-tokyo.ac.jp/ja/press/2006/07.html



ストリゴラクトン

http://www.riken.go.jp/r-world/info/release/news/2009/oct/frol_02.html

枝分かれ抑制ホルモン



サリチル酸
病原抵抗性の誘導

http://www.riken.go.jp/r-world/info/release/press/2012/120911/detail.html




