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1.は じ め に

タマネギ,ネ ギ,ニ ラ,ニ ンニク等ネギ属の植

物には独特の香 りを持つものが多く,食 卓に欠か

せない食物が多い。これらの食物の品質と生産性

の向上の手段として,植 物の形態形成に重要な遺

伝子を使って,植 物の形や成長の制御を行う方法

が考えられる。植物の形や成長制御には,発 生初

期 に個々の細胞の分裂がいっ(時 期)ど の方向

(位置)に 行われるかが重要であるが,そ の分子

機構はまだあまり分かっていない。 もし,細 胞分

裂面の位置と分裂時期制御の分子機構が分かれば,

それらの遺伝子を人為的に制御することによって,

ネギ属の植物の増殖を制御できる可能性がある。

そこで,本 研究では増殖制御に最 も重要 と思われ

るcyclindependentkinaseに 注目して,こ の分

子と分裂面の位置制御との関連について調べた。

2.植 物 のcyclindependentkinaseと 分裂面

の位置 制御

核分裂中の星状体 を人為的に細胞内を移動 させ

ると,分 裂面挿入位置(く びれの位置)が 変位す

る動物細胞 と異なり,植 物細胞では分裂面の挿入

位置は核分裂前に既に決定されている。高等植物

の体細胞分裂では,G2期 から分裂前期 に微小管

が将来細胞板が親の細胞壁と接続する場所に,帯

状に配向した構造が出現する。この構造を分裂準

備帯(preprophaseband)と 呼ぶ。分裂準備帯

形成過程は,細 胞の極性に従って幅広 く微小管が

配向する(幅 広分裂準備帯)過 程 と,幅 広分裂準

備帯が狭くなって成熟 した分裂準備帯になる二っ

の素過程に分かれており,前 者の過程で分裂面の

方向が細胞に固定され,後 者で最終的な分裂面挿

入位置が決定すると考えられている(図8参 照)。

この位置に貯 えられた因子は,細 胞分裂の最後で

細胞板の端をこの位置に誘導する過程と,そ の後

の細胞板の成熟過程に働 くと考えられている。そ

のため,ど のようにして分裂準備帯の微小管が正

しい位置に並ぶのかその分子機構を解析すること

が高等植物の分裂面挿入位置決定機構解析の重要

な鍵となっている1)。

Cyclindependentkinase(cdk)は 真核生物

に普遍的に存在 し,細 胞周期の進行制御に重要な

タ ンパ ク質 であ る。最初に見 つかったcdc2

kinase(=cdk1)はcyclinBと 結合してG2期

に活性化し分裂期促進因子(MPF)と して染色

体の凝縮,核 膜崩壊等を誘導する。ヒ トではcdk

はcdc2以 外にもたくさん知られており,各 々異

なるcyclinと 結合してG1/Sま たはG2/M期 の

移行を制御していると考えられている。高等植物

で も数種類のcdkが 存在することがいくつかの

植物で明らかになっている2)。このcdkが 高等植

物の分裂準備帯に局在することから,cdkは 細胞

分裂の誘導だけではなく,細 胞分裂面の制御にも

関与していると考えられるようになった3)。しか

し,分 裂準備帯には何種類の異なるcdkが 存在

し,そ れぞれが分裂準備帯形成のどの時期にどの

様な形で働いているのかについては,あ まり分か

っていない。

Cdc2kinaseに はPSTAIR配 列 と呼ばれてい
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る配列(図1中 央部の配列)が ある。この部分は,

高等植物からヒトまで,現 在知られているすべて

の真核生物のcdc2が 共通に持っている配列であ

る。また,cdc2以 外のcdkの 中にもこの配列を

保存 しているものが多数あるので,こ の部位を

認識する抗体(PSTAIR抗 体)は,cdc2と その

ホモログの解析に有効な抗体で ある。我々は

PSTAIR抗 体を使 って,最 初にタマネギの分裂

準備帯にcdc2の ホモログが局在することを示し

た3)。その後Colasantiら4)が トウモ ロコ シの

cdc2kinaseに 特異的な抗体を使って,ト ウモ

ロコシの分裂準備帯にcdc2kinaseが 局在する

ことを再確認した。しかし,こ の二つの報告には

大きな違いがあった(図8参 照)。

我々のPSTAIR抗 体 を使 った実 験 で は,

PSTAIR抗 体で分裂準備帯が検出できる時期は

G2期 の途中から前期の終わ りまでの広い時期で

あったのに対し,Colasantiら の トウモロコシの

実験では,前 期の10%し か検出できなかった。そ

の後のMewsら5)の 研究から,こ のcdc2抗 体で

検出できるトウモロコシの10%の 前期は,前 期の

後半であることが示唆された。この差異の原因 と

して考えられることは,(1)PSTAIR抗 体がcdc

2以 外の分裂準備帯に局在するcdkも 認識してい

る可能性と,(2)タ マネギに比ベ トウモロコシの

方が固定,染 色が難しく,Colasantiら の固定,

染色の方法に問題があった可能性である。実際,

報告されている我々の論文3)の写真 とColasanti

ら4)の写真とでは,明 らかに見え方に差があり,

これは(2)の可能性を強 く示唆した。そこで,我 々

はPSTAIR抗 体を使 って,ト ウモロコシを含む

様々な植物について,タ マネギと同じ固定,染 色

を行い,前 期の分裂準備帯の検出率を比較したと

ころ,ト ウモロコシでも前期の約半分の分裂準備

帯 を検 出 で き る こ とが分 か っ た。これ は

Colasantiら が指摘したよりも広い時期にcdkが

分裂準備帯に局在することを示唆する。しかし,

実際,染 色した像を比較すると,我 々の方法でも

タマネギ等ネギ属の植物に比べ,ト ウモロコシで

はcdkの 分裂準備帯への局在のはっきりとしな

いものが多 く,分 裂準備帯にcdkが 特異的に局

在しているのかどうか判定の難 しいものが多かっ

た。これは,固 定,染 色過程で トウモロコシの

PSTAIR抗 体で認識 される分子が不安定な可能

性 が考 え られ る。また,我 々の観 察 で は,

PSTAIR抗 体で認識できる分裂準備帯の中には

前期の初期のものも含まれていたことから(1)の可

能性 も否定できなかった6)。そこで,上 記の可能

性の(1),(2)のどちらが正しいかをはっきりさせる

ために,タ マネギのcdc2を 特異的に認識する抗

体とPSTAIR抗 体を使ってタマネギの分裂準備

帯の検出率の比較することを考えた。しかし,タ

マネギのcdc2遺 伝子について報告がなかった。

そこで,ま ず,タ マネギのcdc2遺 伝子を同定し,

それに特異的な抗体を作製し,そ れを使って比較

検討することにした。

3.タ マネギcdc2に 特異的な抗体の作製

我々は,本 研究を開始する前に,RT-PCR法

を使ってタマネギ実生のmRNAか らcdc2の ホ

モログを取ることに成功 し,そ の全長の塩基配列

も明らかにしている。この遺伝子(こ れを以下

onicdc2と 呼ぶ)か ら推定 したアミノ酸配列は他

の植物のcdc2の ア ミノ酸配列 と非常に高いホモ

ロジーがあることが分かった。塩基配列から予想

されるこの遺伝子産物はタバコのcdc2と 約90%

の,ト ウモロコシのcdc2と は約85%の ホモロジ

ーがあることから
,onicdc2は タマネギのcdc2

kinaseで あると考えられる。cdc2の 遺伝子のN

端側は種間による違いはあまりないのに対 し,C

端側が比較的種による違いが見られるので,C端

に近い部分の18個のアミノ酸の配列に対する合成
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図10nicdc2遺 伝子から予測されるタマネギcdc2kinaseタ ンパク質の構造と使用可能な抗体の認識部位。

ペプチ ドを作製 し,そ れを抗原としてウサギのポ

リクロール抗体を作製した。図1は,タ マネギの

cdc2の ア ミノ酸配列と現在使っている抗体名 と

その認識部位 を示している。Onicdc2抗 体が,

今回作製 した抗体である。

この抗体の性質を調べるために,播 種後4日 目

のタマネギ実生の根端2mmの 部分の粗抽出物を

使 って,ウ エスタンブロットを行った(図2)。

Onicdc2抗 体は,そ のまま使うと幾つかの非

特異的なバンドも認識 したので,使 用前にあらか

じめ抗原を使って精製 したものを実験に使用した。

図2ウ エスタンブロット法によるonicdc2抗 体と反応

するタマネギ根端粗抽出液中のポリペプチドの検出。(a庵

気泳動したタマネギ根端粗抽出液のPonceauSに よる染
色。(b)PSTAIR抗 体を使用した結果。(c)精製したonic.

dc2抗 体を使用した結果。(d)精製したonicdc2抗 体をあ

らかじめ冷蔵庫で一晩過剰量の抗原ペプチドと反応させた
ものを使った結果。左端の数字はマーカーとして使ったタ

ンパク質の分子量を示す。下の黒い線はフロントラインで

ある。

その結果,PSTAIR抗 体では340kD近 傍に二っ

のバンドが検出できるのに対し,onicdc2抗 体で

は二つのバンドのうち上側の1本 を特異的に検出

できることが分かった。また,こ のバンドは,あ

らかじめ抗原ペプチドを4℃ で一晩反応させてお

いたonicdc2抗 体では検出できないことから,

onicdc2抗 体は,こ の1本 のバンドを特異的に認

識していると考えられた。

4.タ マネギcdc2の 根端分裂組織の

分裂準備帯への局在時期の決定

今回作製 したonicdc2抗 体がどの時期の分裂

準備帯を認識するか調べるため,播 種後4日 目の

タマネギ実生の根端を使って,onicdc2抗 体 と反

応 する分子の細胞内局在 を調べた。この時,

Hoechest33258で 核 を染色 し,核 の状態 も判断

できる様にした。明らかに分裂準備帯が存在する

と思われる細胞で,分 裂準備帯の所 と思われる場

所に強い正のシグナルが検出できた(図3)こ と

から,こ の抗体は間接蛍光抗体法の実験に使用で

きる抗体であることが分かった。そこでまず,前

期の細胞のどのくらいの細胞の分裂準備帯が検出

で きるかを調べるため,チ ュー ブリン抗体,

PSTAIR抗 体,onicdc2抗 体での検出率の比較

を行 った。そ の結果,チ ュー ブ リン抗体 と

PSTAIR抗 体では約90%の 前期分裂準備帯を認

識できたのに対し,onicdc2抗 体では20%の 分裂

準備帯 しか認識で きなかった(表1)。 このこと

か ら,タ マネギ根端の分裂準備帯には,cdc2以

外のPSTAIR抗 体が認識できる分子が存在する
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図3間 接 蛍 光 抗 体 法 に よ る タマ ネギ 根 端 の 前 期 細 胞 の 染

色.し へ精 製 し たonicdc2に よ る 染 色 。B)Iloechest33258

に よるDNAの 染 色。 ス ケー ル は10μm,

こ とが 強 く示 唆 され た。 また,こ の 検 出 率 は

Colasantiら の タマ ネ ギのcdc2の 結 果aと 比 べ

表lDifferenceofthedetectabilltyofp!'epl'ophasebands

(PPBs)inprophasecellsbydifferentantibodies.

AIIvaluesrepresentthemean=standarderrorofthemean

(S.E.AIJ.

、Velch'stestwasusedtocon1Paredifferences.牟Significantly

differltfromanti-PSTAIR(pく0.Ol)."Significantlydiffer・

elltfl'0111anti-onicdc2(Pく0.Ol).

て2倍 になることから,ト ウモロコシのcdc2は,

タマネギに比べ固定,染 色過程で不安定になる可

能性が再確認できた。

次に,タ マネギのcdc2が 分裂準備帯のどの時

期に局在す るか決定するために,前 期 のHoe-

chest33258に よる核の染色像 を,染 色体の凝集

度合いで,分 裂前期の初期,中 間期,後 期の3つ

に分け,onicdc2抗 体で検出された分裂準備帯を

図4細 胞 周 期 に お け る タ マ ネ キ 根 端 分 裂 組 織 の 核 の状 態 の 変 化 、Hoechest

33258て 染 色 した1象、 左 ヒか ら,問 期(a),分 裂前 期 初 期(b.c),分 裂 前 期 【li間

{鯛(d>.分 ・宴岩狗鄭斤菱瑠」(e),ラ ♪裂 前f}明と 面∫中 其月のま寛界臥¥期(f).ラ}裂!E}「 其月(g),

分 裂 終 期(h).文 才:が網 か け にな っ てい る時 期 か,onicdc抗 体 て 染 ま る 分 裂

準 備 帯 が 存 在 む る時 期 て あ る
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図5チ ュープリン抗体による間接蛍光染色像(A,C,E)

とHoechest33258に よる核染色像(B,D,F)。 核染色像か
ら,これらの細胞はすべて前期の細胞であることが分か

る。(A)と(B),(C)と(D),(E)と(F)は それぞれ同

じ細胞である。(A),(B)コ ントロール細胞の成熟した

分裂準備帯。微小管帯が狭 い。(C),(D)5mM6-
dimethylaminopurineを1時 間処理した細胞。微小管が

細胞表層全体に広がり,微小管帯の境界が判定できない。

(E),(F)60μMス タウロスポリンを2時 間処理した細
胞。幅広い微小管帯が見える。スケールは10μm。

持っ細胞はどの時期の核を持つか調べたところ,

分裂前期の中間期から後期のものであることが分

かった(図4d,e)。 しかし,分 裂前期の最終段階

で,核 膜が崩壊する直前の分裂準備帯には存在し

ないことが分かった(図4f)。

5.キ ナーゼ阻害剤スタウロスポリンによる

前期微小管帯のほぐれ誘導

前章の結果か ら,前 期の初期には,PSTAIR

抗体とは反応するが,onicdc2と は反応しない分

子が分裂準備帯に局在していることが考えられる。

この結果は,cdc2と は異なるcdkが 分裂前期初

図6様 々な濃度のスタウロスホリン2時 間処理の前期細

胞の分裂準備帯への影響。に1)前 期細胞中で幅の狭い微
小管帯を持っている細胞の割合。(●)前期細胞中で微小

管帯と認められない微小管分布をしている細胞の割合。各

点とその上下の縦棒は3回の異なるサンプルから得た平均

値と標準誤差を示している.

期の分裂準備帯に局在して何かをしていることを

示唆する。 この時期は分裂準備帯の幅が狭くなる

時期に当たる。なんらかの形でこの未知のcdk

が分裂準備帯の形成過程に関与しているのであれ

ば,cdkの 活性を阻害するような阻害剤を使えば,

分裂準備帯になんらかの影響が出る可能性が考 え

られる。

我々は以前,シ クロヘキシミドでこの時期タン

パク質合成を抑制すると分裂準備帯の幅が狭 くな

らないことを見つけている7)。これは,タ ンパ ク

質合成を止めることで,こ の時期新しく合成され

るはずのcyclinが 合成されず,cdkの 活性が抑制

されたとも解釈できる。そこで,キ ナーゼの阻害

剤で同様の現象が見られるか どうか調べた。 まず,

一般的な阻害剤 として
,6-dimethylaminopur-

ineを 使うと前期の細胞では表層に微小管が広が

っており,明 らかに微小管帯の微小管の一本一本

がほぐれていることが分かった(図5c)。 そこで,

今回他のキナーゼ阻害剤として,ス タウロスポリ

ンの影響について調べた。

図6は 様々な濃度のスタウロスポリンを2時 間
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図7様 々な濃度のスタウロスポリン2時間処理の前期細

胞の分裂準備帯の幅への影響。横軸は微小管帯の幅を,縦
軸は前期の細胞数を示す。濃度は(A)0対 照,(B)2.0

μM,(0)40μM,(D)60μM,(E)60μMで ある。

処理した時のタマネギ根端の前期細胞における分

裂準備帯の様子を調べたものである。シクロヘキ

シミドの時 と同様,成 熟した幅の狭い分裂準備帯

を持つ細胞が減っていくことが分かった。しかし,

6-dimethylaminopurineの 時の様に完全に分裂

準備帯とはいえない微小管配列になるものは少な

かった(図6黒 丸)。多 くの前期の細胞 は幅の広

い分裂準備帯 を持っていた(図5E)。 実際この分

裂準備帯の幅を各濃度のスタウロスポリン処理で

比較すると,濃 度が濃 くなるに従 って,微 小管帯

の幅が広 くなることが分かった(図7)。 これは,

スタウロスポリンで前期の微小管帯がほぐれてい

くことを示唆するが,ス タウロスポリンによる微

小管帯のほぐれは,シ クロヘキシミドよりは大き

く,6-dimethylaminopurineよ りは小さいと考

えられる。

6.お わ り に

図8は 植物のcdkと 分裂準備帯の関係につい

図8分 裂準備帯の形成,消失過程とそれに関与する分子。G1期 からS期は,微 小管は細胞表層面全体に平行
に並んでいる(間期表層微小管)が,G2期 になると幅は広いが帯状に配向する(幅広分裂準備帯)。やがて,

微小管帯の幅は狭まり成熟した分裂準備帯になる。この過程は,ア クチン毒のサイトカラシンが阻害する部位と

タンパク質合成阻害剤のシクロヘキシミドやキナーゼ阻害剤の6-dimethylaminopurineや スタウロスポリンで

阻害される部位が存在する。成熟した分裂準備帯が形成された後,二極性の紡錘体が形成される。やがて,分 裂
準備帯と核膜の崩壊が起こり,細胞は前中期に入っていく。この過程まで活性化したMPFで 促進され,キ ナー

ゼ阻害剤で抑制される。図中下の3本 の棒の中の網かけ部分は,3種 類のcdk関 連抗体で分裂準備帯が染色で

きる時期を示している。
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て今回の結果と今までに明らかになっていること

をまとめた ものである。今回タマネギを使用する

ことによ り,ト ウモロコシであいまいであった

cdc2が 分裂準備帯形成のどの時期に分裂準備帯

に局在するか判明した。その結果,cdc2は 前期

の後半に局在することが明らかになった。ムラサ

キツユクサの雄しべの毛の分裂では,前 期細胞に

活性型のcyclinB-cdc2複 合体(MPF)を 注入

すると微小管帯の崩壊が誘導できる8)のに対し,

この時期キナーゼの阻害剤を与えると前中期への

移行が阻害され分裂準備帯を持った細胞の数が増

える9)。このことから,cdc2は 前期の最終段階で

分裂準備帯の崩壊に関与していると考えられる。

しかし,今 回の最終段階では微小管より前にcdc

2が 分裂準備帯から離れるという結果は何を意味

しているのか,今 後検討が必要である。

一方
,本 研究では分裂準備帯の形成の早い時期

(前期 の前半)に もPSTAIR抗 体 と反応す る

cdc2以 外の分子が存在することが分かった。キ

ナーゼ阻害剤やタンパク質合成阻害剤でこの時期

分裂準備帯の微小管帯がほぐれることから,こ の

未知のcdkは 分裂準備帯の微小管を束ねるのに

関与している可能性が考えられる。 この新 しい分

子の実体 とその分子機構の解明が次の課題である。

最後に本研究を実施するにあた り,研 究助成金

を賜りました浦上食品 ・食文化振興財団ならびに

関係各位の皆様に心よりお礼申し上げます。また,

本実験に用いた抗体の作製と精製に関して協力い

ただいた姫路工業大学理学部の横田悦男博士,阻

害剤の実験に協力していただいた広島大学大学院

理学研究科卒業生野上暁子 さん,及 びcdc2遺 伝

子に関して様々な助言と協力をしていただいた広

島大学大学院理学研究科森川弘道教授と五島直樹

助教授に感謝いたします。
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Studiesoncyclindependentkinasesofonion(AlliumcepaL)

YoshinobuMineyukiandTakashiNishizawa

(GraduateSchoolofScience,HiroshimaUniversity)

Preprophasebands(PPBs)arethoughttobeinvolvedinthedivisionsitedetermi-

nationinhigherplants.Althoughcyclindependentkinases(cdks)areknowntobein

PPBs,whentheyareaccumulatedatthePPBsiteduringPPBdevelopmentisnotclear.

Inthepresentstudy,weexaminedthetimingofthelocalizationofcdc2kinaseinPPBs

usingonionroottipcells.Weproducedanantibodyagainstasyntheticpeptidethatis

specifictoGterminalregionofonioncdc2(=cdk1).Immunoblotanalysisofonion

roottipsshowedthatthisantibody(anti-onicdc2antibody)crossreactswithoneof

twobandsdetectedbyanti-PsTAIRantibody,theantibodythatdetectswell-conserved

regionofcdc2kinaseandsomeothercdks.Immunofluorescencemicroscopyshowed

thatalthoughmostPPBsinprophasecellscouldbedetectedbyanti-PSTAIRantibody,

only20%ofprophasePPBsweredetectablebyanti-onicdc2antibody.AlthoughPPBs

inearlyprophasecellscouldbedetectedbyanti-PSTAIRantibody,thesemoleculesdid

notcrossreactwiththeanti-onicdc2antibody.ThissuggeststhatcdksinPPBsinearly

prophasemaynotbethecdc2kinase.Asthenarrowingofmicrotubulebandsoccurs

inearlyprophase,weexaminedtheeffectsofgeneralkinaseinhibitor,staurosporine,on

prophasePPBs.Inthepresenceofstaurosporine,thewidthofprophasePPBsbecame

broad.Thisresultclearlysuggeststhatstaurosporineinducesthelooseningofprophase

microtubulebands.Furtherstudieswillbenecessarytoidentifycdksthatlocatedin

PPBsinearlyprophaseandthatmayinvolvedinthebundlingofmicrotubulesduring

PPBdevelopment.


