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概要 ＥＡ (600 字～800 字程度にまとめてください。) 
 

植物の維管束は水分や栄養分、シグナル分子を植物体全体に運搬する必須な組織である。維管束は木部組

織、形成層（前形成層）、篩部組織から成り、さらに木部は道管・仮道管、木部柔細胞、木部繊維から成

っている。木部組織は通道組織としてのみならず、植物体の物理的な支持や、地球上のバイオマスとして

も非常に重要な組織である。そのため、木部の形成の分子機構は現在も精力的に研究されており、シロイ

ヌナズナ、ポプラ、ヒャクニチソウを用いて木部分化に関わる転写産物の網羅的データが蓄積している。

しかしながら、木部分化に関わる遺伝子群は多数明らかになっているものの、それらがどのような転写ネ

ットワークにより発現制御されるのかということは未だ明らかになっていない。そこで、本研究ではモデ

ル植物であるシロイヌナズナを対象とし、木部分化関連遺伝子群の遺伝子間の関係、転写制御ネットワ

ークを明らかにすることを目的とした。まずは、解析の起点となる遺伝子を道管分化のマスター実行

因子である VND7 とし、VND7 を転写制御する因子の単離を試みた。VND7 プロモーター::YFP をもつ植

物に対して約 1000 個の転写因子を形質転換後、転写因子を過剰発現させ、異所的に YFP シグナルを示

す植物体を選抜した。このスクリーニングにより、VND7 を転写制御する新規因子として LBD15/ASL11

を同定した。LBD15/ASL11 は根冠や未成熟な原生木部細胞列・後生木部細胞列で発現しており、維管

束内の発現パターンは VND7 と重なっていた。また、LBD15/ASL11 は VND7 プロモーター内の約 25bp の

領域に結合した。以上の結果から、植物特有の転写因子である LBD15/ASL11 が VND7 を制御することで

道管分化を正に制御することが示唆された。現在、LBD15 による VND7 制御の詳細を解析している。 
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欧文概要 ＥＺ 

 
The vascular system of plant is essential for plants to conduct water, nutrients and signal molecules 
through the whole body. The vascular bundle consists of xylem, phloem and cambium. To understand 
the mechanism of vascular differentiation fully, it is important to reveal the transcriptional regulatory 
network governing vascular differentiation. In this study, we tried to isolate novel regulators of VND7 
that was a master regulator of xylem vessel differentiation. We tested a new screening system using 
pools of transcription factors and successfully isolated a novel regulator of VND7. The causal gene 
was a plant specific transcription factor, LBD15/ASL11. Its expression was observed in a root cap, 
immature xylem vessel cells. It was overlapped with the expression pattern of VND7. Overexpression 
of LBD15/ASL11 caused ectopic expression of VND7::YFP in Arabidopsis. We found that 
LBD15/ASL11 directly bound to a specific 25bp region in the VND7 promoter. These results suggest 
that a novel regulator, LBD15/ASL11, positively regulates xylem vessel differentiation through VND7 
transcription. 

 


