細胞周期 G2/M 期移行に対する植物ホルモン、オーキシンの働き
Involvement of auxin in cell cycle control during the G2/M phase.
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オーキシンは古くから知られる植物ホルモンの一種で、植物細胞の増殖に極めて重要な働きをすることが知
られていた。しかし、オーキシンがどのような分子メカニズムによって植物細胞の増殖を制御しているのか
については、ほとんど明らかにされていない。近年、モデル植物であるシロイヌナズナを使った分子遺伝学
からオーキシン信号伝達に関わるいくつかの因子が同定された。このようなオーキシン信号伝達に関わる因
子をコードする遺伝子の発現に、細胞周期中の分裂期（M 期）で特異的に起きる遺伝子発現制御が関与して
いる可能性を発見した。このことは、オーキシンの信号伝達の一部が分裂期に特異的に活性化することを示
唆している。本研究ではこの仮説を検証することにより、オーキシンと増殖を結ぶ分子機構の解明を試みた。
その結果オーキシン誘導的転写に働く因子の一部が M 期依存的制御を受けていることを示した。

Auxin is one of the most important plant hormones that promote proliferation of plant cells in vitro.
Despite a great effort, the mechanisms of auxin action have not been uncovered. Recently, molecular
genetics has identified several genes involved in auxin signaling in Arabidopsis. We found that some
of such genes contained promoter motif that is known to direct G2/M phase-specific transcription.
This finding suggested interaction between auxin signaling and transcriptional regulation at the
G2/M phase in the cell cycle. We tested promoter activities of these genes during the cell cycle,
and showed that some of them are actually regulated during the cell cycle.
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Figure 1. Position and orientation of
MSA-like motifs in promoter regions of
Arabidopsis genes involved in auxin
signaling. MSA-like motifs are shown as
triangles. Transcription start sites are
indicated by +1. Hatched boxes show the
protein cording regions.
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2.4 まとめ
MSA エレメントの存在を指標に解析を進めた結果、
オーキシン誘導的転写に働く ARF ファミリーに属す
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とがわかった。

3. 研究成果

が見いだされると期待される。

オーキシン作用に関するこれまでの考えはオーキシ
ン→細胞増殖というように、オーキシン信号が常に
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上流に位置し、下流の事象として存在する細胞増殖

Cell-cycle

を制御するというものであった。この研究は ARF フ

response factor 9 gene and two related

ァミリーの一部が G2/M 期特異的に働くことを示唆

genes. (投稿準備中)

するものであり、これによりオーキシンが遺伝子発
現を制御する仕組み自体が細胞周期制御されている
可能性を示した。つまり、細胞周期→オーキシン信
号伝達という経路の存在を示唆しており、オーキシ
ンと細胞増殖の関係を一方向的なものではなく、双
方向的なものであることを指示している。

4. 今後の課題と発展
オーキシンは細胞増殖の促進の他、重力屈性、頂芽
優性、細胞分化など多面的な作用を持つ極めて重要
な植物ホルモンである。このオーキシンはおそらく
受容体、その後の情報伝達を経て最終的には遺伝子
発現を変化させることにより作用すると考えられて
いる。この遺伝子発現の制御に重要な働きをすると
考えられているのが ARF ファミリー因子群である。
ARF ファミリーの因子はオーキシン応答配列 AuxRE
に結合することにより遺伝子の転写を活性化、ある
いは抑制する。シロイヌナズナでは ARF ファミリー
は 23 個の遺伝子からなるが、本研究により G2/M 期
依存的制御を受けていることが明らかにされたのは
ARF9とそれによく類似する2つの遺伝子であった。
分子系統樹上では ARF9 を含むこれら 3 個の遺伝子
は独立した枝を構成することから、これらは共通の
機能を持ち、他の ARF ファミリーの遺伝子とは異な
る働きを持つと推定される。これら ARF9 サブファ
ミリー遺伝子が共通に MSA エレメントによる細胞周
期制御を受けていることから、オーキシンと細胞増
殖を繋ぐ特有の機能を担っていると推定できる。こ
れら ARF9 サブファミリーの働きを明らかにすれば、
オーキシンによる細胞増殖制御のメカニズムの糸口
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