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Cell-cell communication in plants is a fundamental mechanism for normal development and growth. In
recent years, several peptide hormones and their receptor-mediated signaling pathways have been identified.
However, studies on signal transductions through peptide hormone-receptors pairs have been limited to
angiosperms such as Arabidopsis, and comparative analyses among diverse plant species have not been
performed. My research aims to elucidate the conservation and diversity of the signal transduction system
of the peptide hormone-receptor pairs in plants by using bryophyte. In this study, I have been working to
identify novel peptide hormone candidates in liverwort Marchantia polymorpha. One of them modulates
the planar growth of the liverwort. I aim to elucidate unknown intercellular signaling mechanisms and the
conservation and diversity of peptide hormone-receptor pairs through novel peptide hormones’ functional
characterization in bryophyte.

１．背景
植物の細胞間コミュニケーションは，正常な発生や生育に重要な根源的なしくみである．コミュニケーションの手段
は多岐にわたっているが，近年，細胞外分泌型のペプチドホルモンとその受容体を介した情報伝達系が次々に明らかに
され，注目を集めている．シロイヌナズナでは細胞の増殖，茎頂や根端の幹細胞維持，根の拡散障壁の形成など，ペプ
1）

チドホルモンが成長に不可欠な多様な機能を有する ．ではペプチドホルモンを介した情報伝達経路は，植物の進化の
過程でどのように保存され，また多様性を生みだしてきたのであろうか．ペプチドホルモンおよびその受容体の研究は
シロイヌナズナなどの被子植物に限定されており，多様な植物種間の比較解析はなされていない．
コケ植物は，ゼニゴケを含むタイ類，ヒメツリガネゴケを含むセン類，ツノゴケを含むツノゴケ類からなり，植物の
陸上化に際し維管束植物と分岐した独立の系統として分類される．コケ植物におけるペプチドホルモンの機能が解明さ
れれば，植物の進化におけるペプチドホルモンの機能の共通性や多様性を探るための有用な手がかりとなる．またペプ
チドホルモンと受容体を介した情報伝達経路は多様な機能を有しているため，コケ植物から被子植物まで共通するペプ
チドホルモンの情報伝達が解明できれば，情報伝達経路をターゲットとした人為的生長調節への応用に繋がる可能性が
あり，農作物への応用も期待できる．私は，タイ類ゼニゴケをサンプルとして，ゼニゴケの新規ペプチドホルモンおよ
びその受容体を同定し，ゼニゴケペプチドホルモン−受容体ペアが有する情報伝達系を解明することで，植物の細胞間情
報伝達の根源に迫ることを目的とし，研究を行った．

２．ゼニゴケペプチドホルモン候補遺伝子および受容体候補遺伝子の抽出
ゼニゴケ（Marchantia polymorpha ）の全遺伝子からペプチドホルモン候補となり得る遺伝子を選抜した．シロイヌナ
ズナにおけるペプチドホルモン候補遺伝子選抜方法を参考に，ゼニゴケ遺伝子データベースから，i）遺伝子が比較的短
く（50-300 アミノ酸程度），ii）N 末端に分泌型シグナル配列を有する遺伝子をピックアップした．また iii）5’ 非翻訳領
域が比較的長いというゼニゴケ遺伝子の特徴を考慮し，データベース上の翻訳開始点より下流に開始点がある可能性を
考慮した．その結果，ペプチドホルモンをコードする可能性のあるゼニゴケ遺伝子 1,382 個をピックアップした．この
2）

中には，ゼニゴケの既知ペプチドホルモン MpCLE などが含まれており，選抜の有効性を確認した．
並行してゼニゴケの全遺伝子から，ペプチドホルモンの受容体候補となる受容体キナーゼ遺伝子を選抜した．ゼニゴ
ケ遺伝子データベースに対して，シロイヌナズナのペプチドホルモン受容体キナーゼ CLV1 の配列を用いた相同性検索を
行った．ペプチドホルモンの受容体となる可能性が高い受容体サブグループであるロイシンリッチリピート（leucinerich repeat，LRR）型受容体キナーゼに属する遺伝子 107 個をピックアップした．
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３．ゼニゴケ水中培養液のペプチドミクスによるペプチドホルモン候補の同定
ゼニゴケ葉状体上に生じる無性芽を直接液体培地で培養し，オルトクロロフェノールを用いて培養液からペプチド画
分を抽出した．得られたペプチド抽出液をサンプルとして nano LC-MS/MS 解析を行い，細胞外に分泌されるペプチドの
網羅的な解析，ペプチドミクス解析を行った．自身で作製したペプチドホルモン候補遺伝子データベースに対して検索
を行った結果，ペプチドホルモンの特徴を有した候補が 75 種類同定され
た．このペプチドホルモン候補のうちのひとつ（ペプチド A）は，A 遺伝
子の過剰発現株で葉状体の形態に異常がみられ，平面成長の際の分岐頻
度が亢進する表現型が観察された（図 1）．また合成したペプチド A の外
的投与でも同様の表現型が観察された．プロモーター蛍光タンパク質発
現株の観察から，A 遺伝子がゼニゴケ頂端部に特異的に発現していること
も確認している．これらの結果より，このペプチド A はゼニゴケの成長
点である頂端部で特異的に発現し，葉状体の平面成長を維持する新規成

図１ ペプチドＡ過剰発現ゼニゴケの表現型．

長シグナルとして機能する可能性が高まった．

４．ペプチド A 受容体探索のためのゼニゴケ受容体発現ライブラリーの作製
ペプチド A の機能をより詳細に明らかにするため，受容体の同定に着手した．シロイヌナズナのペプチドホルモン受
3）

容体探索に有効な手法である，受容体発現ライブラリーと光反応性ペプチドを用いた網羅的結合解析の例を参考に ，
ゼニゴケの受容体発現ライブラリーを作
製した．ペプチドホルモン受容体候補と
なるゼニゴケ LRR 型受容体キナーゼ遺伝
子を 17 個選抜し，細胞内キナーゼ領域を
アフィニティータグに置換したタグ融合
受容体として，タバコ培養細胞 BY-2 で発
現させた．形質転換した BY-2 から膜画分
を調製して発現確認を行い，すべての受
容体が発現していることを確認した（図
2）．この受容体発現ライブラリーを用い
てペプチド A の受容体探索を行う予定で

図２ ゼニゴケ受容体発現ライブラリー．

ある．

５．まとめと将来展望
本研究において，ゼニゴケで機能する新規ペプチドホルモン候補が同定された．興味深いことに，ペプチド A はゼニ
ゴケにのみ存在する遺伝子であり，維管束植物とは系統の異なるコケ植物が独自に獲得した細胞間シグナル分子である
可能性が示唆された．この情報伝達経路を解明することで，植物ペプチドホルモンの機能の共通性や多様性の解明に迫
ることができると考えている．今後は，① CRISPR/Cas9 法によるペプチド A 遺伝子のノックアウト株の作出と表現型解
析，②光反応性ペプチド A の合成，およびゼニゴケ受容体ライブラリーに対する網羅的結合解析によるペプチド A の受
容体同定，③受容体遺伝子のノックアウト株の作出と表現型解析を行い，ペプチド A による細胞間情報伝達経路の詳細
を明らかにしていく．また④ペプチド A の他にもゼニゴケの形態形成に機能する可能性のあるペプチドホルモン候補が
複数同定されており，同様に機能解析を進めることで，植物ペプチドホルモンの機能の共通性や多様性の理解を深め
る．
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