
最近の木材細胞壁研究 

１　抗ヘミセルロースモノクローナル抗体による分化中木部の 
　　免疫標識	

①　ガラクトグルコマンナンの堆積 

②　細胞壁のエイジング 

③　キシランの堆積 

④　有縁壁孔の形成 



🔍　ガラクトグルコマンナンの堆積	



ガラクトグルコマンナンの化学構造	

α-‐D-‐Gal	  

4-‐β-‐D-‐Glc-‐1	 4-‐β-‐D-‐Man-‐1	   4-‐β-‐D-‐Man-‐1	   4-‐β-‐D-‐Man-‐1	  

Acetyl	

Monoclonal antibody BGM C6	

Raised against  galactomannan	

Specific to  (1→4)-β-linked mannopyranosyl residues  	

Binding site is five to six (1→4)-β-linked mannopyranosyl 
residues  	



堆積開始 (蛍光標識）	

Alexa	  Fluor	  488	  (Green)	  	  

ガラクトグルコマンナンの免疫標識	



500nm 

Start of S1 formation  

ガラクトグルコマンナンの免疫標識	



S1 forming tracheid  

500nm 

ガラクトグルコマンナンの免疫標識	



S2 forming tracheid  
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ガラクトグルコマンナンの免疫標識	



S3 forming tracheid  
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ガラクトグルコマンナンの免疫標識	



Mature tracheid   

500nm 

*	

*	

*	

ガラクトグルコマンナンの免疫標識	



脱アセチル化処理 無  処  理 

S1	 S2＋S3	

ガラクトグルコマンナンの免疫標識密度　　　　	S1＞S2+S3	



S1 

S2 

S3 

成熟	

細胞壁 コーナー部 からGGMの標識 

S2層形成初期段階 

アセチル基の少ないGGMの堆積 

アセチル基の多いGGMの堆積 

細胞壁形成完了	

GGMの脱アセチル化　(aging process) 

一次壁

スギ仮道管におけるガラクトグルコマンナンの堆積パターン	



🔍　細胞壁のエイジング	



Mature tracheid 
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ガラクトグルコマンナンの免疫標識	



Tracheid formed previous year  

Tracheid formed this year 
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0.1M Na2CO3処理による脱アセチル化 

Acetyl	

α-‐D-‐Gal	  

4-‐β-‐D-‐Glc-‐1	 4-‐β-‐D-‐Man-‐1	   4-‐β-‐D-‐Man-‐1	   4-‐β-‐D-‐Man-‐1	  

アセチル基の除去	

Immunolabeling 



Mature tracheid formed this year 

500nm 

アルカリ処理によりGGMの標識が強くなる 
アセチル基の多いGGMがS2外側部分に堆積する	

GGMのアセチル基はエイジングに外れる	



🔍　キシランの堆積	



アラビノ 4 O-メチルグルクロノキシランの化学構造	

4-‐O-‐Me-‐α-‐D-‐
GlcpA	  

4-‐β-‐D-‐Xyl-‐1	 4-‐β-‐D-‐Xyl-‐1	   4-‐β-‐D-‐Xyl-‐1	   4-‐β-‐D-‐Xyl-‐1	  

Monoclonal antibody LM11	

Raised against  penta-1,4-xylanoside-containing neoglycoprotein	

Specific to  arabinoxylan and unsubstituted xylans	

Binding site is four (1→4)-β-xylosyl residues	

α-‐L-‐Araf	  



二次壁形成開始期(蛍光標識）	

Safranin　染色	 Alexa	  Fluor	  568	  (Texas	  Red)	  	  Bar= 25µm	  

キシランの免疫標識	



Bar = 500nm	

Stage of S1 formation	

キシランの免疫標識（LM11）	



Mature tracheid	

Bar = 500nm	

キシランの免疫標識（LM11）	



LM	  11	  抗体 

成熟仮道管の接線壁 

キシランの免疫標識密度	

P:	  +	  	  	  	  	  	  	  S1＜S2+S3	



仮道管におけるAGXの堆積パターン	

S1 

S2 

S3 

Mature 

Primary  
wall 

S1 

S1 

Cell Lumen 

S2 S1 S3 

細胞壁 コーナー部 からAGX堆積 

コーナー部細胞間層(ccML)にAGX堆積 

CML 

CML 

CML 

Cell Lumen 

S1/S2層の境界では	

側鎖が多いAGXが堆積 

S2層外側では	

側鎖が少ないAGXが堆積 

側鎖構造の違いにより	

二次壁で不均一に堆積 



🔍　有縁壁孔の形成	



有縁壁孔	

まさ目面から見た有縁壁孔	 木口面から見た有縁壁孔	



北海道大学：佐野雄三博士提供	

有縁壁孔対	



●	  仮道管のS1層形成開始とともに見られ、 壁孔の形成初期において壁孔壁　	

　や壁孔縁に標識　	

有縁壁孔におけるGGMの局在	

T: トールス,　M: マルゴ 
Bar= 250nm (上）、500nm（下）	



●	  成熟に伴い、壁孔壁に標識が増加	

●	  さらに成熟すると壁孔壁のマルゴ（M）部分から標識が消失	

T: トールス,　M: マルゴ 
Bar= 500nm

有縁壁孔におけるGGMの局在	



●	  成熟段階では壁孔壁からGGM標識が完全に消失	

	

T: トールス,　M: マルゴ 

→	  壁孔壁の形成にはGGMの分解酵素が関与して　	

　　いる ことを示唆する	

Bar= 500nm

有縁壁孔におけるGGMの局在	



●	  標識は形成期間を通して見られない	

Bar= 500nm
T: トールス,　M: マルゴ 

有縁壁孔におけるAGXの局在	



ヘミセルロース生合成と輸送に関与するゴルジ装置	

ゴルジ装置の構造	





ゴルジ装置	

キシラン	

グルコマンナン	

壁孔壁へのヘミセルロース堆積から分かるゴルジ装置の機能	



A	   B	   C	  

キシラン	 グルコマンナン	

壁孔壁へのヘミセルロース堆積から分かるゴルジ装置の機能	

A:	  １つのゴルジ装置がキシランとグルコマンナンを合成し、ゴルジ小砲にパッキング	  

B:	  １つのゴルジ装置がキシランとグルコマンナンを合成するが、別々にゴルジ小砲に	  
　　パッキング	  

C:	  別々ののゴルジ装置でキシランとグルコマンナンが合成され、ゴルジ小砲で輸送	  


