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はじめに 

 

 首都大学東京4年目となった2008年度は，新大学になってからの初めての本格的な卒業式が行われた。大学

全体の卒業式は，学部・大学院合同で午前中に有楽町の東京国際フォーラムで行われた。学位授与式は，その

午後，学部・学系・研究科に分かれて行われることとなり，理工学系／理工学研究科は，コース／専攻に分か

れて学位授与を行った。生命科学では，教員，大学院生，卒業生が合同で学位授与式企画委員会および実行委

員会を組織し，広く意見を集めながら学位授与式を実施した。博士論文・修士論文・卒業研究のテーマを記載

したプログラムを用意し，研究室単位で博士・修士・学士を続けて学位授与を行い，研究室ごとに送る側と送

られる側の代表者のコメントをいただきながら進行した。保護者や友人の参加も得て，卒業生・修了生の旅立

ちにふさわしい学位授与式ができた。全構成員の協力で，新しい学位授与式をこのように実施できたことは，

コース・専攻の底力がそれなりに付いてきたことを反映している。 

 学部教育では，1年生の時から生物学自主研究に取り組んだ学年が卒業研究を実施し，例年のように卒業生自

らが企画・運営する卒業研究発表会での発表にも高い質が感じられた。ポスター・講演とも，発表がとてもわ

かりやすく，自主研究での毎学期の発表会や，1年 初の基礎ゼミナールなどでの経験が活かされたと感じた。

また，特筆すべきは，下級生の多くが卒業研究発表会に参加し，鋭い質問を次々に発していたことである。そ

れに刺激されて，4年生からの質問も活発化していた。このような場でも，生命科学コースが目指してきた自主

性を尊重し，双方向の質疑応答を重視する教育が，それなりに効果を上げていることを見て，うれしかった。 

 大学院教育においては，文部科学省の補助事業「大学院教育改革支援プログラム」の 2 年目として，大学負

担分を含めほぼ年間3000万円の予算規模の事業「企画評価力を備えた創造的生命研究者の育成」を継続実施し

た。3年目となった，専攻内外／大学内外の研究交流を目的とした「首都大バイオコンファレンス2008」には，

ソウル市立大学その他の国外の大学からも20名近くの参加者を得て，充実した研究交流を実施することができ

た。ソウル市立大学からは 2 月に招待を受け，数名の教員・大学院生が先方のシンポジウムに参加し，研究交

流を継続した。他にも，学生のグループ単位の国際研究交流事業が自主企画・実施され，事業目的をよく達成

することができた。また，院生間相互実習が継続・定着しつつあることは，教員側からの具体的な示唆・助言

なしに企画実施する力が大学院生についてきていることを示している。 

 4月に川原裕之氏が教授として，北海道大学薬学研究科から着任され，新たに細胞生化学研究室を設置した。

10月には，進化生物学研究室の田村浩一郎氏が教授に昇任されたが，この昇任は，田村氏が2007年末に文部科

学省科学技術政策研究所から「ナイス ステップな研究者」に選定されたことを受けて，理工学研究科と大学

のご配慮の下，教授ポストの特別先行活用を認めていただいたものである。3月には，発生学や電子顕微鏡利用

を中心に，長年教室にご貢献いただいた上村伊佐緒氏が定年退職された。 

 生命科学専攻事務室は，臨時職員 3 名（飛田さん，村田さん，高松さん）のみによる運営体制に初めてなっ

たが，皆様のご協力でなんとか独自の事務室を継続設置する方向を定着させることができたと考えている。 

 1982年から毎年発行されてきた本年報は，本教室の教育研究活動について，(1)内容と成果を記録すること，

(2) 大学院進学や卒業研究での所属研究室を検討する際の資料となること，(3)構成員間の相互理解と研究協力

に資すること，(4) 大学内外に活動状況を紹介することを主な目的としている．ご活用いただければ幸いであ

る． 

 

 2009年 3月 31日  2008年度生命科学教室主任 松浦克美 
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概要 

 

1. 生命科学教室の基本目標 

(1) 生命科学・基礎生物学分野の指導的な研究者・教育者・その他の専門家の養成を，学生と教員間のコミュ

ニケーションを重視した大学院教育・大学教育を通じて行う． 

(2) 大学院教育と一体化した高度な研究活動により，学問分野および人類社会に貢献する． 

(3) 分子生物学から生態学や系統分類学までを含む基礎生物学の幅広い分野，動物・植物・微生物全ての生物

材料を対象とした大学院教育・大学教育を行い，高度な専門性と幅広い知識・経験のバランスのとれた専門家

を養成する． 

(4) 研究トレーニングや，実験・実習科目を重視したカリキュラム編成で，実践的な教育を行う． 

(5) 生物学分野の社会人教育，高校教員リカレント教育，高校生対象のプレ大学教育に先導的に取り組み，地

域および東京都に貢献する． 

 

2. 組織構成 

 首都大学東京生命科学教室は，2008年 10月 1日現在 37名の教員（定数は35名），5名の職員（再雇用等の

職員を含む），および数名の臨時職員を擁し， 16研究室に分かれて研究と教育活動を行っている．また，東京

都の研究機関（神経科学総合研究所，臨床医学総合研究所，精神医学総合研究所，老人総合研究所），理化学

研究所，および産業技術総合研究所と連携大学院協定を結んでおり，2008年度は 14名の大学院学生が各研究所

で研究を行った．卒研生，大学院生，研究生，教職員等，研究に携わっている者の総数は， 200名を越える． 

 

3. 研究活動 

 各研究室は，多くの研究テーマに取り組んでおり，その具体的内容は「研究室紹介」の項に紹介されている．

全般的な特徴として，研究材料が細菌から高等動植物まできわめて多様性に富んでいること，対象とする生命

現象のレベルが分子から細胞・個体・集団と多岐にわたること，研究室間の交流・協力が盛んに行われている

ことなどが挙げられる．組織として取り組んでいる研究・事業として，小笠原研究，牧野標本館のハーバリウ

ム業務，ショウジョウバエの系統保存事業があり，「研究室紹介」の後に概要が紹介されている． 

 国際交流も活発で，毎年多くの研究者が出張や研修で海外に出かけている．外国人研究者の来訪も多く，共

同研究やセミナーなどによる研究交流が行われた．国内外および教室内の研究者による研究紹介「生命科学教

室セミナー」は月２回程度開かれており，本年報の 後に今年度の記録が載せられている． 

 

4. 教育活動 

 生物学の広範囲な分野をバランスよくカバーする多彩な講義と充実した多くの実験実習などを特徴とする教

育が行われている．通常の学部入学試験の他に，ゼミナール入試，チャレンジ入試，推薦入学，社会人入試，

学士入学等の制度がある．生命科学コースの入学定員は50名であるが，そのうちゼミナール入試の入学定員が

14名，推薦入試が6名（特別推薦入試を含む）となっており，意欲の高い多様な学生の入学を図っている． 

 大学院生命科学専攻の定員は博士前期（修士）課程 40 名，博士課程 18 名である．大学院生の活動は各研究

室での研究が中心であるが，それに加えて多くの講義，演習，セミナーから各人の興味に応じた履修が行われ

ている．大学院生には，ティーチングアシスタント制度の他，海外研究集会への派遣制度があり，毎年数名が

生物科学専攻から派遣されており国際的な飛躍の機会となっている． 
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5. 研究施設と設備 

 12 研究室は 8 号館の２〜５階に位置し，2 研究室は 9 号館の 4 階に位置している．動植物の系統分類学研究

室は，これとは独立した牧野標本館・自然史研究棟に位置している．各研究室には，個別空調設備，温水や各

種高圧ガスの集中配管，情報ネットワークシステムなど，基本的な設備が整っている．生命科学教室には，多

くの共通機器室が設備されて，各種の機器が研究室を越えて共同利用されており，機器やスペースの効率よい

利用が図られていると共に，研究室間の交流の場ともなっている．また，ラジオアイソトープ研究施設，温室

・圃場，動物飼育棟，電子顕微鏡，コンピューターセンターなど，共同利用のための設備が配備されている．8

号館に隣接した国際交流会館は，外国人研究者の宿泊や各種研究集会の開催など，国際交流・研究交流の場と

して活用されている．約 55 万冊の蔵書を有する図書館では，電子ジャーナルを含め 80 あまりの生物学関連の

学術雑誌を閲覧できる． 

 

6. 卒業研究の研究室配属 

 学部生は原則として 終年次に，いずれかの研究室に所属して１年間卒業研究（生物学特別研究）を行う．

また，早期卒業をめざす学生には 終年次以前に特別研究が認められることがある．例年１月から２月にかけ

て希望研究室調査に基づき，配属研究室が決定される．配属希望研究室は，本年報のほか，授業や実習での教

員からの情報，研究室訪問，上級生からの情報等さまざまな情報をよく検討した上で決めることとなる． 

 

7. 大学院入試選考 

 博士前期（修士）課程の一般入試は，通常夏期（8 月末〜9 月上旬）と冬期（2 月中旬）に行われる．一般募

集のほか，社会人学生，留学生を対象とした選考も行われている．博士課程入試は 2 月上旬に行われる．大学

院願書出願に関する問い合わせは，理工学系事務室教務係（電話042-677-1111 内線 3022）で受け付けている．

大学院出願者は，本年報や下記のアドレスのウエブページで各研究室の研究内容をある程度把握した上で，希

望する研究室の教員にあらかじめ連絡をとることが奨励されている．各教員の電子メールアドレスはウエブペ

ージからリンクしたページに記載されている．過去の大学院入試問題はインターネットで受験生に公開されて

おり，希望者はウエブページからリンクしたページから申し込むことができる．  

 

8. 場所と連絡先 

 首都大学東京キャンパスは，多摩ニュータウン西部の八王子市南大沢に位置し，京王相模原線南大沢駅（新

宿から約40分，新横浜から橋本経由で約50分）からすぐの丘の上にある．駅から約200ｍの広い歩行者用通路

でキャンパスに入る． 8 号館はそこから東に約 500ｍの８階建，三角屋根の建物である．生命科学教室事務室

は，8号館西側の入口から入り(そこが２階)，吹き抜けに面した左側すぐの231号室にある．本専攻への交通案

内は http://dept.biol.metro-u.ac.jp/access.html に掲載されている．住所は〒192-0397 東京都八王子市南大

沢1-1，電話は 042-677-1111（代表），042-677-2558（生命科学教室事務室），ファックスは042-677-2559（同

事務室），生命科学教室のウエブページのアドレスは http://dept.biol.metro-u.ac.jp/である．ウエブページ

から問い合わせのメールを送ることもできる． 
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構成員一覧表（2008 年度） 

 

生命デザイン 

神経分子 

機能 

神経 

生物学 

発生 

プログラム 
細胞遺伝学 分子遺伝学

植物ﾎﾙﾓﾝ 

機構 
細胞生化学 

幹細胞 

再生学 

教授 久永真市  西駕秀俊 相垣敏郎     小柴共一 川原裕之 宮本寛治

准教授   黒川 信 福田公子 坂井貴臣 堀内純二郎 加藤潤一 岡本龍史     

助教 
斎藤太郎 

浅田明子 

矢沢 徹 上村伊佐緒 松尾隆嗣

朝野維起

 古屋伸久 古川聡子 

職員       井出俊和           

RA 堤 弘次   生田哲朗     本多弘典      

大学院

博士 

課程 

遠藤 良 

嶺岸正治 

米谷元邦* 

細川智永 

佐藤 亘 

クロ－シュ 

シャパサンド 

岡本崇伸 小林正明 

吉田慶太 

 

金内太郎

船越政史

山崎大介*

山本哲也

長野慎太郎*

根岸 洋 

中井康弘

姜 廷和*

  池上啓一 

王スーイー 

内海貴夫 

西村岳志 

△小林雅美 

△賀川裕貴 

 

大学院

修士 

課程 

一瀬 徹 

渕上孝裕 

伊達弘毅 

矢野雅士 

吉岡 望 

早川雅人* 

犬飼有紀* 

眞後俊幸* 

木村妙子 

富田裕也 

松本莉永 

高野哲也 

山田真悟 

石井諒太郎 

秦野理穂 

太田雄一朗 

鈴木祐美子 

粕谷雄志 

太田 力

 

武政智恵 

長尾麻理子 

小林稔和

Hillary 

Layard- 

Liesching

衣田悠里

木下善仁

張 騁 

富岡佐知子

相澤真悟

天野晶子

栗山裕二*

吉野木綿子*

原田枝里子

幅 大輔

伊藤敬志

坂口幸平

金 景順

大森琢磨

大澤 陸

河井真紀子

葵 安蓉

酒井 彩

石井紀子 

中島敬介 

菅原聡子* 

柿沼千江子 

荒木千尋 

早川温子 

 

鈴木美登里

村瀬比左思*

中川洋一

松村隆紀

橋本麻衣*

卒研生 

寺沢雄吉 

吉江拓也 

塩崎麻由 

黄瀬幸雄 

阿部清加 

小林拓矢 

渡辺健太 

山澤拓実 

吉野智昭安

大高領介

中川淳富

中島健太

櫻井桃子 山崎孔平

樽谷愛理

山崎悠介 

須藤亜衣 

仲島夕貴 

中島桃代 

武内 薫 

 

濱本 剛 

小林大悟 

有馬恵理子

小花祐太

坪井一輝

研究生

他 

☆長谷川成人 

☆遠藤玉夫 

☆反町洋之 

★石黒幸一 

△平井大三 

★藍澤広行 

★矢崎育子 

★田口正敏 

★横濱康繼 

★森 元 ★津田学 

★村松圭吾

★佐藤由紀子

★宮田直政

★布山喜章

☆齋藤実

△藤尾克紀

☆正井久雄 ☆駒野照弥 

★行田敦子 

★嶋田益弥 ☆伊藤嘉浩

その他 
中村薫 

山本広美 
  比良恵子     松田経子     

主事：井出俊和(技術系)、職員：津田幸彦(技術系)、川本秀雄(技術系)、嘱託：杉山栄徹(技術系)  

臨時職員：飛田泰子・高松典子・村田佳子・梅本久美(事務系)、安木孝子(技術系)、中村愛子(IAGE 担当) 
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 進化多様性・環境応答 
人間健康

科学専攻

 
進化 

遺伝学 

植物光 

応答機構 

細胞 

エネルギー 

環境 

微生物学

動物 

生態学 

植物 

生態学 

動物系統

分類学 

植物系統 

分類学 

行動生理学

運動生化学

教授 
青塚正志 

田村浩一郎 
 嶋田敬三 松浦克美 可知直毅 小林幸正 村上哲明  

准教授  門田明雄 春田伸 鈴木惟司 鈴木準一郎  菅原  敬  

助教 
鐘ケ江 健 永島賢治 草野  保

林  文男

清水晃 加藤英寿 

職員 
 杉山栄徹

安木孝子

 川本秀雄 

RA 加藤 徹  

○東 直樹

○Craig 

Everroad

   

大学院

博士 

課程 

 坪井秀憲 永島咲子 加地健太郎

室井雅代

戸井裕子

白井 剛

土屋香織

武智玲奈

古川武文

鈴木智之

中田望 

萩原陽介

 ●岩崎貴也 

大槻 涼 

大学院

修士 

課程 

吉利慶 

濱田純也 

小川佳孝 

小山あずさ 

菊池 舞 

田辺美知 

中島大輔 

尾関文隆 

杉山由香 

増田裕一 

坂本ゆう 

茂呂宰 

中山陽介 

大滝宏代

黒栁仁志

早野禎一

西谷真一

山本浩平(連)

松田尚子

前田尚子

石神 唯

鈴木 観

松嶋麻由子

水谷紘菜

張替鷹介

小松慎太郎 

新倉和宏 

林太朗 

 

常木静河 

森啓悟 

須貝杏子 

山本 薫 

卒研生 

磯部琴葉 

川名沙羅 

日下陽平 

鈴木 薫 

  菅野菜々子

谷田家菜

小鷹狩遼司

北山祐一郎

後藤 陽

白井衣里香

宮澤絵里

角田智詞

松井萌恵

鈴木乾也

金原賢治 山田香菜子 

渋谷大樹 

小林健人 

中路真嘉 

市川理美

佐藤 梢

中野妙実

桶田 愛

研究生

他 

瀬川涼子 

★Curt G. 

 Fiedler 

★高森久樹 

★ 屋 富 祖 昌

子 

瀬川涼子 

北村徳一. 

★上中秀敏 

★加川貴俊 

☆和田正三 

★時田誠二 

★種山正登志 

★小川俊夫 

☆花田智 ★片田真一

坂本信介

中村敏枝

○畑憲治

★河原崎里子

★中村亮二

★新津修平 

宇津木望 

●佐伯いく代 

中村朗子 

★加藤僖重 

★水島うらら 

★山本明 

★若林三千男 

★篠原渉 

★杉浦則夫 

★高見いくみ 

  

その他    上田京子  須田元美    

連携大学院教員：長谷川成人（都精神研／神経分子機能研究室）、齋藤実（都神経研／細胞遺伝学研究室）、 

遠藤玉夫（都老人研／神経分子機能研究室）、反町洋之（都臨床研／神経分子機能研究室）、 

正井久雄（都臨床研／分子遺伝学研究室）、伊藤嘉浩（理化学研／幹細胞再生学研究室）、 

神谷勇治（理化学研／植物ホルモン機構研究室）、花田智（産総研／環境微生物学研究室） 

※連携大学院生、☆客員教員、★客員研究員、●特別研究員、△特別研究生、○特任教員/特任研究員 
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2008 年度生命科学教室関係役員・委員 
 

１. 全学 

産学公連携センター副センター長 小柴 

基礎教育部会 門田 

教育実習委員会 松浦 

学芸員委員会 小林・黒川・菅原 

科目登録委員会 菅原 

オープンユニバーシティ検討部会 黒川 

ＲＩ運営委員会 春田 

放射線安全部会 春田 

環境安全部会 嶋田 

小笠原研究委員会/専門部会 可知／鈴木(惟)・加藤(英) 

研究安全倫理委員会 相垣・門田・久永 

   遺伝子組み換え実験安全主任者 門田 

   遺伝子組み換え実験責任者 門田・加藤(潤) 

   動物実験管理室（予定） 斉藤・林・松浦 

知的財産委員会 相垣・小柴 

２. 理工学研究科 

専攻長・コース長 松浦 

専攻長代理 久永 

研究科長補佐・都市教養学部代議員 可知 

自己点検評価委員会 青塚・可知 

教務委員会 青塚 

図書委員会 小林・可知 

広報委員会 田村・可知 

理工学研究科研究推進室 村上・小柴・可知 

FD 委員会部会 村上 

就職委員 黒川 
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放射線管理室 春田・古屋・斉藤 

高圧ガス保安管理室（専攻責任者） 朝野 

危険物保安管理室（溶媒委員） 古川 

化学物質・危険物管理専攻担当者 古屋 

３. 生命科学教室 

庶務委員会 黒川・加藤(英)・古川・古屋 

会計委員会 鐘ヶ江・矢沢・清水・林・草野 

教務委員会 （教養） 門田・坂井 

      （学部専門） 青塚 

      （大学院） 岡本・鈴木(準) 

      （学部実習） 浅田・松尾・清水・永島 

担任     １年生 
春田・門田・古川 

       ２年生 坂井・青塚・林 

       ３年生 岡本・嶋田・浅田 

       ４年生 松浦・岡本・清水 

自主研究担当 福田・松浦・岡本・春田・松尾・林 

セミナー委員 坂井・川原・春田 

放射線委員 春田・古屋・斉藤・松浦 

電子情報委員会 田村・松尾・草野・永島・上村 

広報・公開行事担当 岡本・川原・黒川・田村・朝野・坂井 

将来計画委員会 相垣・青塚・可知・小柴・久永・松浦・村上・鐘ヶ江・林 

外部評価準備委員会 青塚・村上・可知・松浦・小柴・小林 

牧野標本館運営委員会 村上・小林・菅原・加藤(英)・可知・松浦・小柴 

圃場・温室委員会 可知・菅原・岡本・門田・黒川・鈴木(準)・杉山 

動物施設委員会 久永・黒川・朝野・古屋・宮本・西駕・鈴木(惟)・井出 

生命科学コース募集対策委員会 松浦・福田・嶋田・西駕・鈴木(準)・加藤(潤)・久永・黒川

生命科学専攻募集対策委員会 嶋田・久永・加藤(潤)・黒川・菅原・田村・坂井 

教員再教育大学院検討ＷＧ 松浦・可知・青塚・門田・鈴木(準)・岡本・福田 
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神経分子機能研究室 
 

1. 構成 

久永真市、斎藤太郎、浅田明子、堤 弘次（RA）、遠藤 良（D3）、嶺岸正治（D3）、細川智永（D2）、佐

藤 亘（D1）、一瀬 徹（M2）、伊達弘毅（M2）、渕上孝裕（M2）、矢野雅士（M2）、吉岡 望（M2）、木

村妙子（M1）、高野哲也（M1）、富田裕也（M1）、寺沢雄吉（卒研生）、吉江拓也（卒研生）、平井大三（研

究生）、山本広美（技術補佐員）、長谷川成人（都精神研、客員教員）、遠藤玉夫（都老人研、客員教員）、

反町洋之（都臨床研、客員教員）、石黒幸一（客員研究員）、藍澤広行（客員研究員） 

 

2. 研究紹介 

 脳は学習、記憶、感覚、行動など高次神経機能の中枢であり、生命活動の支配のみならず、ヒトでは個性

そのものと言っても過言ではない。脳機能を主に担うのは神経細胞である。哺乳動物脳は数百億の神経細胞

からなり、それらは脳内の特定の場所で特定の標的となる神経細胞や筋細胞と連絡し、動物の一生に亘って

働き続けている。当研究室では、神経細胞の分化、シナプス活動から細胞死にいたるまでの様々な役割を果

たしているプロテインキナーゼ、サイクリン依存性キナーゼ（Cdk5）の機能と活性制御について生化学、分

子生物学的手法を用いて研究している。 

１）サイクリン依存性キナーゼ５（Cdk5）の活性制御機構 

 Cdk5 は神経細胞特異的なプロテインキナーゼである。Cdk5 は活性化サブユニット p35 または p39 により

活性化されるが、詳しい活性制御機構については判っていない。活性化機構と細胞内局在について以下の a

〜e の観点から研究を行っている。 

a) Cdk5 活性化サブユニット p39 及び p35 の発現解析： p39 と p35 はともに Cdk5 を活性化するが、両者の

機能的差異は不明である。そこで、両者の脳内における発現量と発現パターンの解析を行った。その結果、

ラット脳で両者のタンパク質量が Cdk5 より多い場合のあること、両者の発現パターンに違いがあることが

明らかになった。（一瀬） 

b) Cdk5 の細胞内局在決定機構の解析：Cdk5 の細胞内局在は p35 と p39 によって決められている。p35 と

p39 はそれらのアミノ酸配列に含まれる局在モチーフによって局在が決定されるが、p35 については自己リ

ン酸化状態によっても局在の変化する事が示唆された。現在は Cdk5 の活性制御と細胞内局在、機能との関

連について検討中である。（浅田） 

c) Cdk5/p35 と Cdk5/p39 の活性の違いについて：p35 と p39 によって活性化される Cdk5 の違いについて調

べている。p39 が結合した Cdk5 は p35 が結合した Cdk5 に比べて不安定である。両者で異なる部位の置換変

異体から、安定性の差が数アミノ酸の違いに由来することがわかった。（矢野、斎藤） 

d）神経伝達物質，グルタミン酸及び GABA による Cdk5 活性化サブユニット p35 の発現調節：興奮性神経伝

達物質グルタミン酸と抑制性神経伝達物質 γ－アミノ酪酸（GABA）が p35 の代謝に及ぼす影響について調べ

た。GABA 受容体の拮抗剤を用いた実験から GABA カスケードと p35 の発現に関連のあることが判った。特に

GABAB受容体カスケードが p35 の合成に関与しているようであった。（伊達） 

e) Cdk5 活性化サブユニット p35 と p39 の膜結合依存的な分解：p35 や p39 はプロテアソームにより全分解

され、カルパインにより p25 または p29 へと限定分解される。これらの分解の制御の仕組みを、特に膜結合

との関連から調べている。（嶺岸） 
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２）Cdk5 の神経機能 

 Cdk5 は脳形成期における神経細胞の移動や位置の決定、シナプス活動など様々な神経機能制御に関与して

いる。しかし、それらをどのように制御しているかは判っていない。Cdk5 の作用機構について、以下の 6つ

について研究を行っている。 

a) Dab1 の Cdk5 によるリン酸化の意義：Dab1 は新生神経細胞の移動に関わるアダプター蛋白質である。Cdk5

によってリン酸化されるが、その意義は明らかになっていない。PC12 細胞にリン酸化型 Dab1 と非リン酸化

型 Dab1 を発現させ、突起伸長に対する影響を調べた。Dab1 は NGF によって誘導される突起伸長を抑制して

いるようであった。（冨田） 

b) Dab1 結合タンパク質 CIN85 の細胞内局在の解析：CIN85 と Dab1 の結合は、Dab1 の Cdk5 によるリン酸化

によって抑制される。この生理的意義を調べるため、まず CIN85 の細胞内局在について調べることにした。

そのため、CIN85 の N 末および C 末に対する抗体を作成し、蛍光抗体法で観察したところ、CIN85 は細胞内

に顆粒状に分布することが判った。（渕上） 

c) AATYK キナーゼの機能解析：AATYK1 は p35 結合タンパク質として単離されたが、詳細な働きはまだわか

っていない。AATYK1 の Cdk5 によるリン酸化部位を同定した。このリン酸化は Cdk5 欠損マウスにおいて減少

していることも示した。このリン酸化は突起伸展に関わることが分かった（堤） 

d) AATYK1A の細胞内局在の解析：AATYK1A の Cdk5-p35 によるリン酸化の生理的意義を明らかにするため、

リン酸化型 AATYK1A の細胞内局在について調べた。AATYK1A はリサイクリングエンドソームに局在するが、

リン酸化によってその局在が変化することが判った。（高野） 

e) Cdk5 と CaMKII の相互作用の解析：p35 のリン酸化は Cdk5 の活性制御において重要な役割を果たす。内

在性 p35 のリン酸化状態やリン酸化程度を phos-tag SDS-PAGE によって解析したところ、CaMKII による新奇

リン酸化サイトを発見した。（細川） 

f) Cdk5/p35 による変異ハンチンチンの凝集と微小管:ハンチントン病（HD）は変異ハンチンチン(mhtt)が

神経細胞内で蓄積し、線状体神経細胞が失われる神経変性疾患である。Cdk5/p35 は mhtt の凝集を抑制する

が、その仕組みについて微小管を中心に検討した。Cdk5/p35 は微小管及びその形成中心の構造を微妙に制御

しているようであった。（寺沢） 

３) Cdk5 活性の脱制御と神経細胞死 

 Cdk5 活性の制御が破たんし、Cdk5 の異常な活性化が起こると神経細胞死が誘導される。この神経細胞死

はアルツハイマー病などの原因になるとも考えられている。ここでは異常活性化の仕組みとその防御機構に

ついて研究を行った。 

a) p35 のカルパインによる p25 への限定分解と Cdk5 異常活性化の解析：カルシウムによって活性化される

プロテアーゼ、カルパインによる p35 の限定分解は Cdk5 の異常活性化と神経変性疾患を引き起こすが、そ

の機構は不明である。カルパインの特異的阻害タンパク質、カルパスタチンの遺伝子改変マウスを用いて、

p35 の分解機構についての解析を行った。（佐藤） 

c) パーキンソン病モデル誘導試薬 MPP+による p35 分解促進機構の解析：パーキンソン病様病態を引き起こ

す MPP+で神経細胞を処理すると、Cdk5 の活性化サブユニット p35 は、活性化されたプロテアソームによって

速やかに全分解された。この分解は細胞死誘導よりも早く、ミトコンドリアへの蛋白質の輸送障害を介して

いる可能性が示唆された。（遠藤） 

d) 前頭側頭葉型認知病(FTDP-17)型タウのリン酸化における Pin1 の役割：前頭側頭葉型認知症（FTDP-17）

の原因は微小管結合蛋白質タウの変異である。FTDP-17 では高度にリン酸化された変異タウが蓄積する。Pin1
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のタウ脱リン酸化促進効果が、変異タウではみられないことが判っている。Pin1 が Cdk5/p25 によってリン

酸化されたタウを認識できるかどうかについて、ビアコアや GST-pulldown 法で検討中である。（木村） 

４）その他 

a) 中枢神経系の組織修復機構：中枢神経系に損傷を受けた際、アストロサイトが形成するグリア瘢痕と線

維芽細胞が形成する線維性瘢痕が形成される。蛍光トレーサーにより血液脳関門の崩壊と修復を調べると、

グリア瘢痕が発達した領域では血液脳関門が修復されるのに対し、線維性瘢痕内部では修復されなかった。

また、線維性瘢痕内部には血液脳関門マーカーが分布せず、マクロファージの集積が確認された。（吉岡、

都神経研 川野） 

b) ES 細胞由来の神経幹細胞の増殖における bFGF と EGF の効果：マウス ES 細胞から浮遊培養法を用いて神

経幹細胞を調製し、その増殖における bFGF と EGF の効果を調べた。いずれも神経幹細胞の増殖を促進した

が、それぞれの 大効果について比較すると、bFGF の方がより強く、また、相加的な効果も見られた。(吉

江、健康福祉学部 井上) 

 

3. 研究発表 

誌上発表 

1. Kubota, K., Sato, Y., Suzuki, Y., Goto-Inoue, N., Toda, T., Suzuki, M., Hisanaga, S., Suzuki, A., and Endo, T.  Rapid 

Analysis of Glycopeptides Using Lectin Affinity Chromatography with MALDI-TOF Mass Spectrometry. Anal. 

Chem. 80, 3693-3698, 2008. 

2. Asada, A., Yamamoto, N., Gohda, M., Saito, T., Hayashi, N., and Hisanaga, S. Myristoylation of p39 and p35 is a 
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神経生物学研究室 
 

1. 構成 

黒川 信（准教授）、矢澤 徹（助教）、岡本崇伸（D3）、山田真悟（M2）、石井諒太郎（M2）、秦野(生

田）理穂（M2）、太田雄一朗（M1）、太田 力（M1）、粕谷雄志（M1）、鈴木祐美子（M1）、黄瀬幸雄（卒

研生）、塩崎麻由（卒研生）矢崎育子（客員研究員）、横濱康継（客員研究員）、田口正敏（客員研究員） 

 

2. 研究紹介 

 本研究室では動物行動の生理機構を解明するために、多種の無脊椎動物を実験材料に用い様々な運動や行

動をテーマとして研究を進めている。特に、心臓や鰓、血管などの呼吸循環系や消化器官系、生殖器官系な

どの自律運動系と、移動、摂食、防御行動などに関わる体性運動系の中枢および末梢神経系・内分泌系によ

る調節機構、および両運動系の連関機構の解析を進めている。比較生理学的視点から現在、軟体動物（アメ

フラシ、アマクサアメフラシ、ゾウアメフラシ、ショウワアメフラシ、トゲアメフラシ、モノアラガイ、ム

カデミノウミウシ）や甲殻類（オオグソクムシ、イセエビ）等を用いている。ニューロンレベルの電気生理

学的解析を中心にカルシウムイメージング法や、行動学、薬理学、組織学、免疫細胞化学などの手法を取り

入れながら研究を進めている。また、神経生理学のモデル材料であるアメフラシ類について比較行動・生理

学的、分子系統学的に分類の再検討を行なっている。 

 2004 年 8 月から、東京都島しょ農林水産総合センター等と連携して、大島、八丈島海域の「磯焼け」に代

表される沿岸環境変化の原因究明と修復を目指した調査研究を実施している。また、小笠原諸島の天然記念

物カサガイの保全・回復を目的に分布調査、分子系統学的解析とともに、生殖・発生生理学的研究を実施し

ている。 

１）軟体動物を用いた研究 
  a) 消化管の神経支配機構：多くの動物種において、消化管には腸管神経系(enteric nervous system)が存在し、

そこには多数の末梢ニューロンが内在する。アメフラシ (Aplysia)やモノアラガイ(Lymnaea)の末梢ニューロン

は中枢神経節のニューロンと同様に、比較的直径が大きく単一ニューロンレベルで活動や機能が解析可能で

ある。しかし中枢神経系のニューロンによる神経支配は比較的よく調べられている一方で、末梢神経系の研

究はあまりなされていない。 

 モノアラガイの食道において各種の候補伝達物質やそれらの阻害剤を用いた薬理学的研究から、腸管神経

系に内在する末梢ニューロンに対するアセチルコリン作動性の興奮性神経支配があること、末梢ニューロン

自身がアセチルコリン作動性の運動ニューロンであることを明らかにした。食道で見られる口側からそ嚢へ

向かう周期的な蠕動運動は、各部位の末梢ニューロンによって惹起される神経原性収縮であった。一方、こ

の末梢ニューロンの活動のリズムの起原はそ嚢周辺にあったことから、神経活動の伝播と蠕動運動が逆であ

るという逆説的な現象を見いだした。この要因として、運動ニューロンの発火から消化管筋の 大収縮まで

の時間が部位によって異なることを示した。（岡本） 

 アメフラシの消化管において、砂嚢上の神経細胞に起源があるバースト活動が砂嚢自身の収縮を引き起こ

す事がこれまでに明らかにされている。そ嚢においても内在するニューロン起原の固有のバースト活動が存

在することが分かっている。しかし、そのバースト活動とそ嚢自身の運動の連関については不明であった。

そ嚢上には、直径 30～100μｍのニューロン細胞体が分布しており、その細胞体から伸びる神経線維にバリ
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コシティが存在することがエレクトロポレーションによる蛍光色素導入により明らかになった。そ嚢上の神

経から細胞外誘導を行ったところ、30 秒以上にわたるバースト活動が記録された。このバースト活動に対応

して、そ嚢の収縮が観察されたことから、このバーストは運動ニューロンによる活動ではないかと考えられ

る。また、そ嚢にかかる張力に応じて、バースト活動の継続時間が変化したことから、張力の受容に関わり、

運動ニューロンの活動を活性化するニューロン機構がそ嚢に内在している可能性がある。（粕谷） 

  b) 生殖神経節の機能：アメフラシを含む軟体動物腹足類には、末梢器官上にニューロン細胞体が集合して

形成される末梢神経節が多数存在するが、その機能についての生理学的研究は中枢神経系に比べ殆ど進んで

いない。腹部神経節から伸びる生殖神経の末梢にある生殖神経節は、生殖器官上に存在する末梢神経節であ

る。生殖神経節から末梢側へは多数の神経束が伸びていた。その多くは生殖器官へと伸びていたが、 も太

い神経束は鰓入動脈へと入ったのち各鰓細片へ分岐していた。中枢神経系を除去した標本において鰓へ伸び

る生殖神経分枝への電気刺激に対し、両性生殖小輸管上を走る生殖神経分枝上でインパルスが記録された。

高濃度 Mg2+海水の灌流によりこのインパルスは記録されなくなった。免疫染色により腹部神経節で 5-HT 免

疫陽性の細胞体が、また生殖神経節で 5-HT 免疫陽性のプロセスが観察された。生殖神経節は中枢神経系及

び末梢器官からの入力を受け多器官の支配に関わることが示唆された。（太田 雄一朗） 
  c) 神経束上のニューロン細胞体の神経機構：フレリトゲアメフラシ(Bursatella leachii)の生殖神経上にニュー

ロン細胞体の存在が報告されている。細胞体の一般的な存在場所である中枢神経節内や末梢器官内ではない、

両者を結ぶ中間的な場所での存在は極めて特異的である。このニューロンの活動とその神経回路について研

究を進めた。電気生理学的実験からこのニューロンに対して中枢神経節から多種類の入力がある事を示した。

中枢神経節除去によって生殖神経から新たなインパルスが記録されたことから、同神経上のニューロンに対

する中枢からの抑制性回路の存在が示唆された。内臓神経節内において細胞内誘導により発見した緊張的に

自発的発火するニューロンはこの回路を担う候補ニューロンである。免疫細胞化学的実験から、生殖神経上

および水管神経上に FMRFamide 様免疫陽性バリコースファイバー構造が非免疫陽性のニューロン細胞体を

囲むように存在することを観察し、FMRFamide 作動性神経支配の生理機能について解析を進めた。(鈴木) 

  d) ムカデミノウミウシの光特異的な行動：裸鰓目ムカデミノウミウシ（Pteraeolidia ianthina）は、体

内に取り込んだ褐虫藻の光合成エネルギーを利用するために積極的に光を求める行動を示す興味深い動物

である。この特異的行動に連関する解剖学的・生理学的特性を把握する目的で観察・実験を行った。海中で

観察すると水深２～３ｍの赤色石灰藻上で観察されることが多く、色分けしたシャーレ内で色別の滞在時間

を計測する実験でも橙色に長く滞在する傾向が見られた。波長特性を調べるために、視細胞の反応特性を電

気生理学的に調べたところ、500～571nm（緑色や黄色）の光が も光量子量の低い閾値で活動電位を惹起し

た。共生藻の光吸収波長は主に 675nm 付近（赤色）、525nm 付近（緑色）、460nm 付近（青色）にピークを示

した。これら共生藻の吸収スペクトルや、行動レベル、細胞レベルの光波長スペクトル特性の相互関係を検

討した。（黄瀬） 

 e) 集合行動の生理機構：フレリトゲアメフラシ（Bursatella leachi）に見られる早朝に集合し数時間

にわたり静止状態を維持した後、離散し活発に移動、摂餌行動を行う日周期的な集合・離散行動は他の後鰓

類には見られない行動パターンである。この集合行動の神経機構の解明を目指し実験を進めた。フレリトゲ

アメフラシは腹足のみならず表皮全体から多量の粘液を分泌する。集合行動と粘液との関係を調べるために

ビデオ記録による行動観察を行ったところ、集合時に体表に存在する棘からより粘性の高い粘液が分泌され、

棘を互いに接触させる行動が見られた。他の個体が近傍に存在すると尾部から も粘性の高い粘液を分泌し

た。この粘液分泌は粘液自身を触角に接触させる事で誘導された。触角神経の切断端から求心性活動の細胞

外誘導を行ったところ、触角近傍に別の個体が存在すると、インパルスの種類、頻度が増大し、粘液投与に
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より同様の反応が認められた。粘液刺激を触角で受容し、足神経節を介して尾部からの粘液分泌を起こす反

射回路の存在が示唆された。（塩崎） 

  f) アメフラシの比較行動生理学：近年になって初めて日本で分布が確認された巨大アメフラシ；ゾウアメフ

ラシ（Aplysia gigantea）および泳ぐアメフラシ；ショウワアメフラシ（A. extraordinaria）について、日本沿

岸での分布の実態を明らかにすると共に、生理学的特徴を調べている。（黒川） 

２）甲殻類等を用いた研究 

  a) 心筋における神経制御物質の作用と細胞内 Ca2+動態：甲殻類オオグソクムシ(Bathynomus doederleini)

の心臓は、心臓に内在する心臓神経節のニューロン群の周期的活動によって拍動リズムが駆動される「神経

原性心臓」である。中枢神経系から伸びる心臓調節神経は、心臓神経節がつくり出す拍動のリズムや大きさ

を調節している。これらの神経の終末や、心臓近傍の囲心器官などからは多様な神経制御物質が分泌されて

いる。この中で、代表的な心臓興奮性制御物質であるアセチルコリン、セロトニンおよびオクトパミンは、

心臓神経節ニューロンに対して興奮作用を及ぼし、間接的に拍動の促進をもたらす。一方、これらの物質の

心筋自身に対する作用は、その存在も含め殆ど不明であった。本研究でこれらの物質がいずれも心筋に対す

る直接的作用を持つ事を機械曲線の記録から示唆した。Ca2+イメージング法により心筋内での Ca2+濃度の変

化を解析した結果、興奮性作用に伴って、心筋細胞内 Ca2+濃度の上昇や心拍に対応した Ca2+濃度のオシレー

ションの振幅増大などが起きている事を明らかにした。さらに、薬理学的手法も取り入れる事で、これら 3

種の物質が筋細胞膜の Ca2+チャンネルの活性に関与するとともに、オクトパミンについては筋小胞体の Ca2+

機構にも作用している事を示唆した。（山田） 

  b) 動物モデル（甲殻類）を使った心臓調節神経活動と心拍変動の研究に基づくシーズ発掘研究を行い、動

物生理学研究の実用化が進展した。神経による心臓制御の状態を指数化して定量的に記述する方法を考案し

これを検証した。さらに、健康状態の定量化を目指し、自律神経の活動状態を反映する心拍ゆらぎ解析から

指数を算出する新技法を開発した。産学共同研究を行い新技術は実施されることになった。心拍計算法をあ

らたに特許出願した（特願 2009-030186）。既出願の特許が公開された（特開 2008-173160）。（矢澤） 

３）マウスを用いた研究 
マウスにはミュータントやトランスジェニックが多数存在し、これらの動物を行動学的、電気生理学的に

解析することは非常に有用である。行動とニューロン活動の相関を明らかにするためには、ネットワークが

保たれた状態でニューロン活動を記録することが不可欠であるが、マウスにおける電気生理学的解析は in 

vitro におけるスライス実験がほとんどであり、個体そのものからニューロン活動を記録した例は非常に少な

い。私達は、マウスのニューロン活動を覚醒条件下で記録するためのシステムを確立し、実験を行っている。   

大脳基底核は運動制御の高次中枢である。大脳基底核内のドーパミンの枯渇により、パーキンソン病でみ

られるような重篤な運動障害を生じることから、ドーパミンによる神経伝達が重要な役割を果たすことが知

られているが、機能の詳細については不明である。ドーパミン D2 受容体ノックアウトマウスを用い、大脳

基底核のニューロン活動を覚醒条件下で記録した。淡蒼球外節および内節において、バーストや活動休止な

どの異常な発火パターンがみられた。また、大脳皮質の電気刺激に対して、外節では正常マウスに比べて著

しく長い興奮が、逆に内節では長い抑制が誘発された。今後、さらに解析を進め、大脳基底核内情報伝達に

おける D2 受容体の役割を明らかにしたい（太田 力、知見）。 

４）その他 
 a) 東京都との連携研究プロジェクト：沿岸の海藻群落が長期的に消失する深刻な現象「磯焼け」が全国的

に広がっており、海の動物相に広く影響が及んでいる。しかしその原因究明と対策は遅れている。日本全国
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の海洋面積の 40％近くを保有する東京都では、東京湾から小笠原海域までの各所で発生している磯焼けを始

めとする海の異常現象のメカニズム解明と回復に向けた取り組みを進めている。本研究室では、島しょ農林

水産総合センター（旧水産試験場）や国立環境研究所などと共同で、近年発生している大島でのコンブ科褐

藻アントクメ消失と八丈島でのテングサの激減の原因究明を目指して、海藻食動物相の影響調査と安定同位

体比分析による沿岸栄養塩の起源分析などを実施している（黒川）。 

 b) 天然記念物小笠原のカサガイの調査研究：小笠原諸島固有種のカサガイ（Cellana mazatlandica）の生殖

周期、発生を調べ、飼育と増殖のための実験をおこなった。カサガイはベッコウガイに も近いこと、地域

によって形態的変異が見られるが、分子系統学的には全く変異のない均一種であることが分かった。生殖周

期に関して、8月には受精可能な生殖細胞を作っていた。しかし夏の表層海水温27-28℃では受精はしても初

期発生時に全て死ぬことが分かった。12月の海水温20℃にすると発生が進み、幼生は変態して稚貝になった。

カサガイは潮間帯上部に生息しており大部分の時間は海面より上にいる。貝に直接温度記録計を取り付けて

観察した結果、貝の温度は昼の干潮時には気温より約10℃高くなり、夏（6月中半）から秋（10月）にかけ

て40℃近くに達することがわかった。この間の生殖巣には多くの退化・変性した卵細胞、卵母細胞が観察さ

れた。幼生の飼育実験では人工授精後、発生、変態し稚貝に至り、殻（原殻）を作らせる事にも成功した。

（矢崎、黒川）。 
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事-（2008）第 9 回比較 3学会合同シンポジウム「地球環境問題を考える-比較生物学からの警鐘-」（東
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矢澤 徹  (2009) 心拍ゆらぎ解析と動物行動 ＤＶｘ講演 (東京)  
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発生プログラム研究室 
 

1. 構成 

西駕秀俊（教授），福田公子（准教授），上村伊佐緒（助教），生田哲朗（特任研究員），小林正明（D2），

吉田慶太（D1），武政智恵（M2），長尾麻理子（M2），阿部清加（卒研生），小林拓矢（卒研生），山澤拓

実（卒研生），渡辺健太（卒研生），根本心一（客員研究員），森 元（客員研究員） 

 

2. 研究紹介 

 本研究室の研究テーマは，脊索動物の発生における遺伝子の発現と機能を詳細に解析し，脊索動物の発生

と進化過程に内包される分子(遺伝子)基盤，すなわち発生のプログラムを明らかにすることである．研究は

以下に述べる二つの方向からなされている．１）は西駕が，２）は福田が主に担当している．上村は３）を

行った．なお，吉田はフランス発生生物学会での発表のためフランスに、また吉田と武政は UOS-TMU Joint 

Workshop に招かれて韓国に渡航した． 

１）脊索動物の基本的発生プログラム 

 a)ホヤの発生におけるオーガナイザー関連遺伝子，軸形成関連遺伝子の機能・転写調節機構の解析 

 オーガナイザー遺伝子の発現・機能の起原・進化を考えるため，ホヤの発生における Lhx 遺伝子について，

機能，発現制御機構の解析（小林正）および Lhx タンパク質の機能解析が進められている．後者については，

ホヤの原腸形成期に発現する Hr-Lhx3 が強い二次軸誘導活性を持つことが明らかにされた（小林正，東大・

平良眞規博士と共同研究）．脊椎動物の左右非対称性に関わる Pitx2 のカタユウレイボヤ相同遺伝子 Ci-Pitx

について，尾芽胚表皮における Ci-Pitx の左側特異的発現に関わるエンハンサー領域が同定され，さらにそ

のエンハンサー活性は FoxH を介して Nodal によって制御されていることが既に明らかにされている（吉田）．

Nodal signaling の阻害の発生に対する影響、および Nodal 左側特異的発現に関わる領域の探索が行われて

いる（吉田）． 

 b) 尾索動物の Hox 遺伝子，ParaHox 遺伝子に関する研究  

 カタユウレイボヤの全 Hox 遺伝子の内，発生過程で発現している七つのメンバー遺伝子のすべてについて，

アンチセンスオリゴヌクレオチドを用いた特異的翻訳阻害による機能解析が行われ， Ci-Hox12 が尾部形成

に，さらに Ci-Hox10 が中枢神経の背側神経細胞の分化に機能していることが明らかにされた（生田）．カタ

ユウレイボヤ以外の尾索動物の Hox 遺伝子の構成の検討がさらに進められ，マボヤでは Hox 遺伝子は少なく

とも Hox1,2,3,4,5,10,12,13 であることが明らかにされ，またオオサルパでは 10 種の遺伝子断片が新しく

単離された（小林拓）．カタユウレイボヤの ParaHox 遺伝子について発現，発現調節機構の解析が行われ，

データベースに記載されている遺伝子構造の一部(Ci-Xlox)および発現パターンの一部(Ci-Xlox, Ci-Cdx)に

訂正すべき点があること、また尾芽胚期の中枢神経系と表皮における Ci-Cdx の発現を司る転写調節領域が

明らかにされた（長尾）． 

c) 半索動物の Hox 遺伝子に関する研究 

 系統上，脊索動物と棘皮動物の間に位置する半索動物ギボシムシには，直接発生型と間接発生型がある．

とくに後者は脊索動物の成立を考える上で重要であるが，発生遺伝子に関する情報は不十分である．２種の

間接発生型ギボシムシについて Hox 遺伝子の解析が行われ（生田，筑波大・宮本教生博士，京大・佐藤矩行

教授他と共同研究）, Balanoglossus simodensis の Hox 遺伝子メンバーの構成が， Ptychodera flava では，
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比較的コンパクトで典型的な Hox クラスターを持つことが明らかにされた（生田）．  

d) ホヤの消化管形成に関する研究 

 カタユウレイボヤの消化管形成過程の形態学的，分子生物学的解析が進められている．共焦点顕微鏡によ

る画像の解析が，変態直前からいくつかの発生段階について行われ，複雑な管の形成過程の一部が初めて明

らかにされた（山澤）． 

２）鳥類胚における消化器官領域化に関する分子機構の研究 

 a) 鳥類胚前腸形成と領域化に関わる分子機構 

内胚葉の領域化は，後方中胚葉から発現するいくつかの分泌因子が，前後軸に沿って勾配をつくって分布

し，接触している内胚葉に影響を与えることで起こることが分かっている．しかし，内胚葉領域化は細胞が

移動しながら起こること，特に前腸では比較的狭い範囲から短時間でさまざまな領域が成立することなどか

ら，それに加えて内胚葉側の因子の存在が示唆されている．そこで初期内胚葉に領域特異的に発現する遺伝

子群を単離した．その一つである APOA1 遺伝子は始め内胚葉全体で発現するが，そのうち肝臓領域に限局し

た．そこでAPOA1を肝臓以外の内胚葉に発現させたところ，初期肝臓マーカーを誘導した．このことからAPOA1

は肝臓誘導に関わっていると考えられる（武政，福田）． 

また，前腸前方に発現し，BMP シグナルを抑える働きをする Sizzled の機能阻害をするため，siRNA をデザ

インし，内胚葉領域特異的な遺伝子機能阻害の条件検討を行った（阿部，福田） 

b) 内胚葉領域化における境界形成の分子機構 

 領域化した内胚葉はその後、器官形成を行うが，出来上がった器官は隣り合う器官と明確な境界を持って

いる．ある器官の境界では，内胚葉領域化のときに発現する遺伝子がそのまま境界を作って発現しているこ

とが分かっている．このことから，器官境界形成に内胚葉領域化遺伝子が関わっている可能性が考えられる．

そこで胃／小腸境界形成にそれぞれの領域形成に必要な転写因子 Sox2 と CdxA の関係を調べた．Sox2 を CdxA

発現域に発現させたところ，CdxA の発現が抑えられることが分かった（渡辺，福田）． 

３）電子顕微鏡・画像解析による極体形成および循環系発生過程の解析 

 卵細胞の微小管の良好な固定を目的として固定液グルタルアルデヒドの monomer/dimmer 比の 適化を行

なった結果，これまで極めて困難とされていたウニ，ヒトデ等の卵の分裂装置の高品質な保存固定が可能に

なった（上村）．この方法をヒトデ卵の極体形成過程に適用した結果，受精直後の卵表面にできる受精丘内

部に，これまで報告例のない多数の微小管が存在することが明らかにされた（辻村＊，根本心一，上村 ＊

一橋大）． 

 アナログ顕微鏡ビデオカメラで記録した動画を連続静止画像に変換する技法により，メダカ胚における循

環系の構造・機能の発生過程が，同一個体のレベルで継時的に解析され，胚循環の成立には卵黄細胞表面に

構築される卵黄静脈の存在が不可欠であることが明らかにされた（森，上村）． 
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細胞遺伝学研究室 
 
1. 構成 
相垣敏郎（教授），坂井貴臣（准教授），堀内純二郎（准教授），松尾隆嗣（助教），朝野維起（助教），金内

太郎，（D3），船越政史（D3），山崎大介（D3），山本哲也（D3），根岸洋（D2），長野慎太郎（D2），中井康

弘（D1），姜延和（D1），小林稔和（M2），幅大輔（M2），原田枝里子（M2），依田悠里（M2），Hillary Liesching

（M2），木下善仁（M2），天野晶子（M2），栗山裕二（M2），吉野木綿子（M2），富岡佐知子（M1），張 騁

（M1），相澤真悟（M1），桜井桃子（卒研生），中川淳（卒研生），吉野智昭（卒研生），大高領介（卒研生），

中島健太（卒研生），藤尾克紀（研究生），布山喜章（客員研究員），村松圭吾（客員研究員），津田学（客員

研究員），佐藤由紀子（客員研究員），宮田直政（客員研究員） 

 

2. 研究紹介 
1）クロマチン制御遺伝子 lola の機能に関する研究 

 ショウジョウバエ lola 遺伝子は 20 種類の BTB-Zｎフィンガー転写因子をコードしており，その機能欠失変

異体は神経軸索ガイダンスに異常を示す．DNA recombineering 技術を用いて，lola 遺伝子座を含む BAC DNA

の改変を行い，Lola-F, および Lola-T の機能欠損変異体を作製した（依田，Liesching，松尾，津田，相垣）． 

2）カルシニューリン関連遺伝子の機能に関する研究 

 ショウジョウバエのゲノムには，カルシウム依存性脱リン酸化酵素であるカルシニューリンをコードする遺

伝子が５個存在する．個々の遺伝子の機能を明らかにするために，遺伝子ターゲティングによる機能破壊変異

体の作製を試み，３個の遺伝子について変異体を得た．（中井，津田，相垣）． 

3）エネルギー代謝，および坑酸化ストレス関連遺伝子の機能に関する研究 

 主要なエネルギー代謝経路である解糖系とトリカルボン酸(TCA)回路，および抗酸化機構に関連する遺伝子

に焦点をあて，変異体の作製，およびその機能解析を行っている．HPLC を用いて，TCA 回路の代謝物を同時

に定量的測定する方法を確立した．ピルビン酸脱水素酵素および２-オクソグルタル酸脱水素酵素の活性に不

可欠なリポ酸転移酵素 LipB の変異体における TCA 回路の異常を明らかにした．クエン酸をイソクエン酸に変

換する Aconitase の機能を遺伝学的に解析するために，過剰発現系統と欠失変異体の作成を行っている．マイ

クロアレイを用いて，坑酸化機構に関わるチオレドキシン(TRX)遺伝子の機能破壊変異体におけるゲノムワイ

ドな遺伝子発現変化を解析し，特異的に変動する遺伝子を同定した．P-element 挿入系統を用いて酸化ストレス

感受性変異体のスクリーニング系を構築し，変異体候補を同定した．インスリン，インスリン受容体，インス

リン分解酵素（Ide）などインスリンシグナル関連遺伝子を改変し，体のサイズ，糖代謝や寿命への影響を解析

している.抗酸化や抗ストレス作用をもつと考えられる物質について，ストレス条件下でショウジョウバエの寿

命に及ぼす影響を解析している．加齢に伴うラット肝臓や腎臓でのビタミン C (VC)量は減少する．VC 欠乏と

そのトランスポーターである SVCT1,2 の発現の変化を解析している．また，VC の生合成に必須のグルコノラ

クトナーゼ/SMP30 は，VC を合成しないヒトでも多くの臓器で発現している．その生理機能を明らかにするた

め，その生化学的特性を解析している（木下，小林，張，大高，中島，津田，佐藤，村松，藤尾，松尾，天野，

相澤，相垣）． 

4）疾患関連遺伝子の変異体に関する研究 

 ウィスコット・アルドリッチ症候群蛋白質 WASP 及び WASP 結合蛋白質 WIP は，相互作用してアクチンの



 

−24− 

重合・再編成に関与する．ショウジョウバエ WIP 遺伝子（D-WIP）の生体内機能解明を目的とし，機能破壊変

異体を作製したところ雄不妊となった．精巣内シストにおける D-WIP 変異体の表現型及び D-WIP 蛋白質の精

巣内局在を明らかにした．（宮田，津田，相垣） 

5）ショウジョウバエゲノムの改変による表現型情報の体系的解明 

 ショウジョウバエのゲノムの機能情報を体系的に取得することを目的として，遺伝子の強制発現，および

RNAi による遺伝子機能抑制変異体を作製し，翅の表現型解析を行った．翅の大きさに影響を与える遺伝子に

注目し，それらの遺伝子機能の解析，特に成長や寿命との関連を解析している（村松，船越，吉野，津田，相

垣）． 

6）ショウジョウバエを用いた化合物スクリーニングシステムの構築 

 ショウジョウバエの発生を利用したハイスループットな化合物スクリーニングシステムを改良し，新たに 9

種の分子シグナルモデルおよび 4 種の神経疾患モデルを作成した．約 800 種の化合物ライブラリおよび，約 4

千種の天然物ソースを評価し，sgg, eiger, insulin,pten, dpp シグナルに作用する可能性のある化合物候補 18 種を

見いだした．大規模な交配実験を行うので，正確迅速に雌雄判別を行うためのツールとして，性特異的に GFP

を発現する系統を作成した（佐藤，村松，中島，津田，金内，相垣）． 

7）長期記憶遺伝子の同定 

 記憶は学習後，数分もしくは数時間で失われてしまう短期記憶と，日/年を経ても保たれる長期記憶に分類す

ることができる．長期記憶形成には新たな遺伝子・タンパク質の発現が必須である．長期記憶形成は神経系の

ダイナミックな機能的構造的変化が伴っていることから，その全貌を明らかにするために長期記憶遺伝子の探

索を行っている．これまでに，神経発生の制御因子およびステロイドホルモン受容体の関与を明らかにした．

(櫻井，相垣，坂井)． 

8) ショウジョウバエを用いた統合失調症関連遺伝子の機能解析 

 統合失調症疾患では食欲，性欲，社会性，睡眠，学習記憶など，様々な行動異常が症状として現れる．分子

生物学の発展に伴い，少なくとも 19 個の原因候補遺伝子が報告されている．そのうちの 15 個に関してはショ

ウジョウバエの相同遺伝子が存在する．それらの突然変異体を用いて，記憶，社会性，食欲，性欲に注目した

行動解析を行っている(坂井，相垣)． 

9) 行動の脳支配 

 複雑な本能行動が脳神経系によりどのように制御されているのかを明らかにすることは，高次脳機能のメカ

ニズムを知る上で重要である．そこで，ショウジョウバエ雌の性行動に注目し，雌の性的受容性を制御してい

る遺伝子を同定した．ショウジョウバエ TRP チャネル遺伝子の突然変異体では受容性が異常に高く，また，

この受容性の異常にはアセチルコリン作動性，GABA 作動性，およびインスリン分泌ニューロンが関与してい

ることを明らかにした(坂井，相垣)． 

10）食性の進化 

 ショウジョウバエの食性の進化に関わる遺伝子 Obp57d と Obp57e の構造と機能の関係を明らかにするため，

アミノ酸置換を施した改変 OBP 遺伝子による形質転換系統を作成した．また，詳細な遺伝子発現解析に用い

ることのできる新規 GFP ベクターを作成した（松尾，幅，原田，富岡，中川，相垣）． 

11)  昆虫外骨格マトリクス形成におけるラッカーゼの機能 

 昆虫ラッカーゼは外骨格の物理的強度を上昇させる為に必須であり，かつ特徴的な体色パターンの形成にも

関与すると考えられる．不活性な前駆体として合成される家蚕ラッカーゼの活性化機構・ショウジョウバエを

用いてのラッカーゼ遺伝子の機能に関する解析を進めている（朝野）． 
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12) Learning and memory in Drosophila  (Junjiro Horiuchi) 

   In December of 2008 we published a paper in PNAS demonstrating that decreasing PKA activity improves memory in 

Drosophila.  We extended this result by showing that overexpressing an inhibitory regulatory subunit of PKA also 

enhances memory.  We limited expression of this regulatory subunit to the mushroom bodies, Drosophila brain structures 

important for memory formation, to demonstrate that inhibiting PKA activity specifically in these structures improves 

memory.  We believe that PKA activity in the mushroom bodies also influences sleep and locomotor activity.  We are 

currently investigating the relationship between memory, sleep and locomotion using our PKA mutants. 
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Japan-Korea Joint Seminar, September, Nagasaki 

12. 宮田直政, 津田学, 家村俊一郎, 夏目徹, 相垣敏郎 (2008) ショウジョウバエ D-WIP 機能破壊変異体の作製と

表現型の解析. 第 31 回日本分子生物学会. 12 月. 神戸 
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of Molecular Systems Biology, ETH Zürich, October, Zurich, Switzerland   

7. Toshiro Aigaki (2008) Sex-peptide. CNRS de Gif-sur-Yvette, October, France 

図書 
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分子遺伝学研究室 
 

1. 構成 

加藤潤一、古屋伸久（教員）、伊藤敬志、大澤睦、大森拓磨、金景順、坂口幸平(M2)、河井真紀子、蔡安蓉、

酒井彩(M1)、樽谷愛理、山崎孔平(卒研)、本多弘典(RA) 

 

2. 研究紹介 

 何か一つのモデル生物について、生命というシステムの基本的な特性である「自己増殖」および「増殖能

の維持」のために、細胞内で起こっている基本的なプロセス全てを分子レベルできちんと理解することは、

生物についての我々の理解を深めるために重要であり、また高等生物を理解するための基礎としても重要で

ある。分子遺伝学研究室では分子生物学的にこれまでよく研究されてきた大腸菌を材料として、細胞の増殖、

生存の基本的なプロセス全てを分子レベルで理解することを目指し、主に２つの方向で研究を進めている。 

(1) 大腸菌染色体大規模欠失株の作製（実験的な 小必須遺伝子群の同定） 

(2) 生育、生存に必須な過程に関与する遺伝子群の機能解析 

 この他不和合性群 I プラスミドの接合伝達についても研究を行っている。 

１）大腸菌染色体大規模欠失株の作製 

 細胞が増殖するのに必要十分な遺伝子群（ 小必須遺伝子群）の実験的な同定を目指して、我々は染色体

大規模欠失株の作製を進めている。これまでに複製起点、終結点を除く全ての染色体領域をカバーする染色

体広域欠失変異群の作製、また染色体の 38.4%の領域を欠失させた大規模欠失株の作製に成功している。 

 細胞内で起こる生育に必須なプロセスには、「一つの経路による必須なプロセス」と「複数の経路（バイ

パス）が存在する必須なプロセス」が存在する。「一つの経路による必須なプロセス」に必要な遺伝子は必

須遺伝子であるが、「複数の経路が存在する必須なプロセス」に関与する遺伝子は見かけ上非必須遺伝子で

ある。従って 小必須遺伝子群は単に全必須遺伝子を集めたものではない。この「複数の経路が存在する必

須なプロセス」に関与する非必須遺伝子をどう同定し解析するかが問題であるが、染色体大規模欠失株では

複数の遺伝子の欠損により、「複数の経路が存在する必須なプロセス」が「一つの経路による必須なプロセ

ス」になる場合が考えられ、その場合は残った一つの過程に関与する遺伝子が必須遺伝子となるので、同定、

解析が容易になると考えられる。つまり野生株では見えなかった遺伝子、プロセスが、大規模欠失株を利用

することにより初めて見えるようになると考えられる。 

 今年度は大規模欠失株で必須になる遺伝子の存在を探ることのできる新しい染色体欠失システムを、２つ

の DNA 組換え系を組み合わせて構築した。これまで欠失させることのできなかった染色体上の６カ所の領域

（約 20-40 kb）について欠失株の作製を試みたところ、これらの領域には大規模欠失株で必須になる遺伝子

はなく欠失できることがわかった。今後この染色体欠失システムを使ってさらに染色体の縮小化を進めたい

と考えている。（本多、大森、加藤） 

２）必須遺伝子群の機能解析 

 大腸菌には約 4,300 個の遺伝子があるが、必須遺伝子、すなわち野生株で破壊すると致死になる遺伝子は

302 個にすぎない。そのほとんどについてはすでに機能が明らかになっているが、まだ機能がよくわかって

いないものがわずかに残っており、我々はそれらについて機能解析を進めている。 

a）機能未知必須遺伝子群 yeaZ, ygjD, yjeE の解析 

 yeaZ および ygjD がコードするタンパク質はその相同性からタンパク質分解酵素と考えられてきたが、近
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年出芽酵母の ygjD ホモログがコードするタンパク質が転写やテロメアの維持に、また古細菌の ygjD ホモロ

グがコードするタンパク質が DNA 修復に関与することが報告されてきた。我々はこれまで大腸菌の yeaZ お

よび ygjD について高温感受性変異株を単離し、それらから単離した多コピー抑圧遺伝子の解析から、両者が

機能的に関連していること、また機能未知必須遺伝子 yjeE が機能的に関連することを示唆する結果を得た。

今年度は yeaZ, ygjD がコードするタンパク質について、YgjD と YeaZ が複合体を作ることを示し、YgjD-YeaZ

複合体を部分精製して活性を調べることにより DNA 分解酵素の活性を持つことを明らかにした。また遺伝学

的解析から転写、特に抗転写終結に関与することが示唆された。さらに種々の変異株を作製して調べた結果、

YgjD は鉄イオンを含み、それが機能に重要なことが明らかになった。（坂口、山崎、本多、古屋、加藤） 

b) 機能未知必須遺伝子 yqgF の解析 

 yqgF がコードするタンパク質については、立体構造が DNA 分解酵素である RuvC と似ていることが報告

されているが、細胞内での機能についてはよくわかっていない。これまでの我々の研究により、DNA の超ら

せん構造に関与していること、DNA 分解酵素の活性を持つことが示唆されていたが、今年度はさらに YqgF

を部分精製して性質を調べた結果、DNA にニックを入れる活性があること、また遺伝学的解析から転写に関

与することが示唆され、DNA の正常な構造を維持することにより転写を正常に進ませる新規なメカニズムの

可能性が考えられた。さらに種々の変異株を作製して調べた結果、RuvC と比較した時に相同なアミノ酸が

YqgF の生育に必須な機能に重要であることが明らかになった。（大澤、河井、本多、古屋、加藤） 

c) 大腸菌の DNA トポイソメラーゼの細胞内における機能の解析 

 大腸菌の DNA トポイソメラーゼの一つである DNA トポイソメラーゼ I の高温感受性変異株を単離して、

近年 DNA の超らせん構造への関与が注目されている RNaseHI との機能的な関連について調べた結果、DNA

トポイソメラーゼ I と DNA ジャイレースに重複する機能があることが示唆されてきた。またタグをつけた

DNA ジャイレースのサブユニット（GyrA, GyrB）、およびタグをつけた DNA トポイソメラーゼ I を作製し、

それらが in vivo、in vitro で活性があることを示し、簡便に DNA ジャイレース、DNA トポイソメラーゼ I の

活性を調べる系を構築した。（伊藤、本多、加藤） 

d）機能未知必須遺伝子 yejM の解析 

 内膜タンパク質をコードすると予想される yejM について高温感受性変異株を単離し、塩基配列を調べるこ

とにより変異部位を同定した。またそれらから多コピー抑圧遺伝子の単離を試みた。（酒井、加藤） 

３）定常期における生存機構の解析 

 我々が作製した染色体大規模欠失株について、定常期における生存率が著しく低下していること、またこ

れが複数の遺伝子の欠損によるものであること、その原因遺伝子の一部が「欠失変異 15」の領域内に存在す

ることがこれまでに明らかになっていた。今回「欠失変異 15」の領域内に種々の部分的な欠失変異を作製し

て調べたところ、この領域内にも複数の原因遺伝子が存在することがわかり、原因遺伝子として dps, ybhC, 

ybhN が同定された。dps がコードするタンパク質については、定常期に大量に合成され、DNA に結合してバ

イオクリスタルと呼ばれる構造を形成して、染色体 DNA を種々の外界のストレスから守ることが知られて

いるが、これまでは dps の欠損による生存率の低下は報告されていなかった。今回得られた知見は、研究が

難しくまだよく理解されていない定常期における生存機構を解明するための重要な手がかりとなると考え

られる。また他の原因となる欠失変異についても探索した結果、「欠失変異 14C」が同定された。一方、定常

期においてプラスミドが消失することが示唆され、栄養飢餓条件下において染色体よりもプラスミドを先に

分解して生存に役立てるシステムの可能性が考えられ興味深い。（金、樽谷、本多、加藤） 

４）対数増殖期における増殖効率維持機構の解析 

 我々が作製した染色体大規模欠失株は、対数増殖期においても生菌率が低下していること、これもまた複
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数の遺伝子の欠損によるものであること、さらにその原因遺伝子の一部が同じく「欠失変異 15」の領域内に

存在することがわかった。原因遺伝子の同定を試みた結果、dps が原因遺伝子の一つであることがわかった。

dps の対数増殖期における機能については、まだよくわかっていないので興味深い。（蔡、本多、加藤） 

５）大腸菌をプラットフォームにした光合成機能の再構成 

 光合成のメカニズムをより詳細に理解するため、また応用的に有用な新規な宿主を開発するために、紅色

光合成細菌 Rhodobacter sphaeroides の光合成関連遺伝子クラスターを大腸菌に導入して、大腸菌において光

合成機能を再構成することを試みている。今年度は、まずそのために DNA 断片を連続的にクローニングす

るシステムを構築した。（本多、永島賢治（細胞エネルギー研究室）、加藤） 

６）細菌プラスミドの接合伝達の解析 

 細菌に寄生するプラスミドの多くは、接合により利己的な伝播を行うと共に、宿主菌に新たな遺伝子獲得

の機会を与えている。これらのプラスミドでは、伝達起点である特異的配列（oriT）にニックが導入されて、

ロ−リングサ−クル型 DNA 複製を伴った DNA 伝達が行われる。サルモネラ菌由来の多剤耐性プラスミド R64 

は多種の腸内細菌に伝達可能であり、その約 100 bp の oriT 領域内にある 17 bp の repeat A 配列を DNA 結合

タンパク NikA が認識し、NikB タンパクによる特異的ニックの導入を制御すると予想されている。精製した

NikA (109 アミノ酸) とそのＣ末端欠失変異 NikA1-67
、NikA1-51

などを用いて特異的 DNA 結合をゲルシフト

法によって解析した結果、Repeat A 配列内の ATCCTGTT 配列が NikA 二量体の形成する RHH 型 DNA 結合モ

チーフによる特異的認識のターゲットであることが示された。さらに、RHH モチーフの範囲外にあるＣ末端

領域の働きによって、NikA は四量体として oriT に結合し、oriT 領域の DNA コンフォメーションを変化させ

ていることが示唆された 。(古屋) 

 

3. 研究発表 
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植物ホルモン機構研究室 
 

1. 構成 

小柴共一（教授）、岡本龍史（准教授）、古川聡子（助教）、池上啓一（D5）、Wang Shuyi（D3）、内海貴夫（D2）、

西村岳志（D2）、石井紀子（M2）、菅原聡子（M2 連携（理研））、中島敬介（M2）、柿沼千江子（M1）、荒木

千尋（M1）、須藤亜衣(卒研)、武内薫（卒研）、中島桃代（卒研）、仲島夕貴（卒研）、山崎悠介（卒研）、駒

野照弥(客員教授) 、行田敦子（客員研究員） 

 

2. 研究紹介  

本研究室では、植物ホルモンとして知られるオーキシン(IAA)とアブシシン酸(ABA)の生合成の調節機構、

および、これらのホルモンがどのように植物の環境応答や形作りに関与するのかという点について研究を進

めている。また、被子植物の受精および初期胚発生機構の解析に取り組んでいる。材料はシロイヌナズナ、

トウモロコシ、イネ等を用い、生化学・分子生物学的手法、顕微鏡、電子顕微鏡を用いた細胞生物学的手法

に加えて、突然変異体、遺伝子組換え体を用いた分子遺伝学的手法など多角的な方法を取り入れている。な

お、国内では東大、農工大、京大、東北大、名大、日本女子大、明治大、岡山理科大など、国外ではフラン

ス、ドイツ、スペイン、アメリカ、カナダなどの研究グループと共同研究を進めている。また、北興化学工

業、日本石灰（株）、および、理研（横浜）、農研究機構など、民間や法人等との共同研究契約締結に基づく

応用・開発を視野に入れた研究も進められている。 

１）IAA の生合成と作用機構に関する解析 
IAA は天然オーキシンとして多くの生理作用が知られているが、その作用機構の詳細はまだ明らかになっ

ていない。本研究室では、特にトウモロコシ幼葉鞘を材料とし IAA 生合成に焦点をあてて研究を進めている。 

a) 重力屈曲における IAA の役割：トウモロコシ幼葉鞘は重力や光に応答して屈曲や成長が変化する。そこで、

重力刺激後の IAA 偏差分布と、細胞伸長に関わっているとされる ZmSAUR2 の発現パターンを調べた。ト

ウモロコシの芽生えに重力刺激を与えると約 30 分後には幼葉鞘の上下で IAA の偏差分布が観察され、

ZmSAUR2 はその IAA 量の変化に対応して発現量が変化していることが明らかとなった。さらに、オーキシ

ン受容体 TIR1/AFBs のアンタゴニストである PEO-IAA を処理すると、ZmSAUR2 の発現が抑制されると共

に、重力屈曲も阻害されることがわかった。また、NPA（IAA 輸送阻害剤）を先端 0～2 mm に処理すると

重力屈曲が強く抑制されることから、先端で合成され下方に極性輸送される IAA が TIR1/AFBs 受容体経路

を経て重力屈曲を引き起こしていることが明らかになった。（荒木、西村、林（岡山理科大）） 

b) LC-MS/MS を用いた IAA 合成の特定： 13C11
15N2-トリプトファン(Trp) をトウモロコシ幼葉鞘先端部へ与え

ると、IAA へ安定同位体標識が取り込まれることが確認されている。そこで、13C11
15N2-Trp 投与後に安定同

位体標識が推定されている IAA 合成中間体へ取り込まれるかを LC-MS/MS を用いた分析により調べた。対

象とした物質は IAOx、IAN、IBA、TNH２、IAM である。これらのうち TNH２ と IAM は幼葉鞘で検出され

たが、Trp からの有意な標識化は見られなかった。（菅原、西村、笠原（理研）、神谷（理研）） 

c) IAA 抗体と PIN 抗体による IAA 分布の可視化と合成細胞の特定：トウモロコシ幼葉鞘先端におけるより詳

細な IAA の分布を調べるため IAA の抗体染色を行った。さらに、IAA の輸送経路を明らかにするため IAA 

排出運搬体 PIN タンパク質の抗体を作成し、その局在について検討した。その結果、幼葉鞘先端で IAA シ
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グナルと PIN シグナルが細胞膜周辺全体に、基部細胞では細胞の底面に観察された。また、BFA（細胞内

小胞輸送阻害剤）を処理すると幼葉鞘先端で PIN は細胞内に小胞状の凝集体を形成すること、NPA は PIN

の細胞内局在に影響を与えないことが明らかになった。BFA も NPA と同程度の IAA 輸送を阻害を示すこと

から、BFA は PIN の局在を変化させることで、NPA は PIN に直接作用することで IAA の輸送を阻害する可

能性が示された。（西村） 

d) IAA 生合成および重力屈曲に影響を与える化学物質のスクリーニング：トウモロコシ幼葉鞘先端約 2 mm 

で IAA は合成されただちに基部方向へ輸送されること、その輸送された IAA が重力屈曲を引き起こすこと

が示されている。そこで、幼葉鞘先端に局所的に処理することで IAA 合成量、および、重力屈曲に影響を

与える化学物質をそれぞれ HitFinder (10,000 chemicals) を用いてスクリーニングした。IAA 合成量は拡散す

る IAA 量を HPLC で定量し、対照に比べて明らかに増加あるいは減少するものを選抜した。現在 5,000 

chemicals まで第一スクリーニングが終了している。重力屈曲に関しては、幼葉鞘先端約 2mm に内側から

化学物質を処理し、屈曲が抑制あるいは促進するものを選抜した。10,000 chemicals の第一スクリーニング

が終了し、２次、３次の再現性、濃度依存性チェックに加えて作用機構の解析を進めている。（須藤、中島

桃、柿沼） 

２）ABA の生合成と生理作用機構の解析 
 ABA は植物の乾燥応答に重要な役割を果たしていることから、シロイヌナズナの地上部と地下部に注目

して乾燥応答と ABA 合成、移動に関して研究を進めた。シロイヌナズナ植物体は乾燥処理により内生 ABA

が葉において急速に増加すること、そしてその一部が速やかに根に移動することを明らかにしてきた。同ス

トレス条件下における、ABA 及び乾燥応答性遺伝子（RD29A、RD29B）の発現を調べたところ、ABA 応答

性遺伝子の発現誘導と内生 ABA 量の間に相関関係が認められた。（池上） 

３) 被子植物の受精、胚発生および子房生長機構の解析 

 被子植物においては、重複受精による卵細胞から受精卵への変換が胚形成に向けた細胞の活発な増殖・分

化の引き金であり、受精卵が初期胚へと発生を進める過程で茎頂および根原基が形成される。また、受精に

伴い胚嚢を取り囲む子房組織が成長を始める。本研究室では、in vitro 受精系、および in vitro 単為結実

系を用いて解析を進めている。 

a) イネ受精卵の不等分裂機構に関する解析：多くの被子植物の受精卵は、不等分裂し将来の発生運命が異な

る 2 個の娘細胞（頂端細胞および基部細胞）を生じる。イネ胚嚢内における卵装置、受精卵、2 細胞胚を

詳細に観察したところ、卵細胞の細胞内極性が受精卵中で再構成されること、第一分裂面は受精卵が助細

胞に接した面と平行または斜めに形成されること、および、受精卵は細胞質リッチな小さな頂端細胞と液

胞が発達した大きな基部細胞へと不等分裂することが示された。さらに、イネ in vitro 受精卵の分裂様式

を調べたところ、胚嚢内の受精卵と同様の不等分裂様式が進行することが示された。次に、受精点と受精

卵第一分裂面の位置関係を調べた。精細胞と卵細胞を単離し、精細胞膜を蛍光レクチンで染色したのち、

卵細胞と in vitro 受精させることにより受精点を標識し、その発生過程を観察した。その結果、イネ受精

卵では受精点が第一分裂面決定への位置情報として機能していないことが示唆された。これらの結果から、

イネ受精卵は、受精点や周辺組織からの情報シグナル・分子に依存することなく、自律的に細胞内極性を

形成し不等分裂する能力を有することが示唆された。また、卵細胞中においてすでに将来の第一分裂面が

規定されている可能性も示唆された。さらに、受精卵の極性形成に関与すると推定される細胞骨格（アク

チン繊維）を蛍光タンパク質により可視化する目的で、AtFimbABD2-GFP を発現する形質転換イネ作製を

作成した。しかしながら、根の表皮細胞等ではアクチン繊維の可視化が確認できたが、卵細胞および受精
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卵中では AtFimbABD2-GFP 自体の蛍光が観察されなかった。（中島敬、山崎、岡本） 

b)  Polyprymidine tract-RNA binding protein (PTB)の機能解析：PTB は hnRNP ファミリーに属する RNA 結合タ

ンパク質であり、シロイヌナズナ PTB (AtPTB1 および 2)は成熟花粉粒、柱頭乳頭部および珠柄において

強く発現する。遺伝学的解析により、PTB2 は花粉管の発芽に関与することが示され、また、AtPTB2-GFP

融合タンパク質は花粉栄養細胞の核および細胞質に局在することが示された。さらには、atptb の花粉管

発芽率低下が AtPTB2-GFP により相補されたことから、PTB が花粉発芽に重要な分子であることが明らか

となった。また、PTB がどのような RNA のスプライシングに関与しているのかを推定するために、atptb

および野生型の花のマイクロアレイ解析を行ったところ、937の候補遺伝子（RNA）が同定できた。（Wang） 

c) 穎果の初期発達の分子機構研究：イネ雌蕊は受粉すると急激に成長し、イネ科の果実である穎果を形成す

る。in vitro 単為結実系を用いた解析により、IAA 処理により穎果は単為結実し受精後の穎果とほぼ同じ生

長を示すことが明らかにされた。さらに、通常の穎果および単為結実の穎果の DNA マイクロアレイ解析に

より、トマトで果実生長を負に調節する因子として同定された AUX ファミリー遺伝子と相同性をもつ遺伝

子等を同定し、それら遺伝子の解析を進めている。また、in vitro 単為結実系により穎果の生長には小穂軸、

小枝梗が重要であることが推定された。（内海） 

４）イネの環境ストレス耐性に関わるタンパク質(RSOsPR10)の発現調節と機能解析 
塩や乾燥ストレス、いもち病菌の感染、プロベナゾール処理等により根特異的に発現が誘導されるイネ遺

伝子 RSOsPR10 の発現および環境耐性獲得の生理機能について解析を進めている。 

a) 発現調節の解析：これまでの研究から、ストレスに応答した RSOsPR10 の発現はジャスモン酸（JA）とエ

チレン（ET）を介して誘導され、サリチル酸（SA）により抑制されると考えられてきたが、生体内での情

報伝達の詳細は不明である。NaCl 処理前後の根における JA、SA の内生量を測定したところ、顕著な量的

変化はみられなかった。また、JA 生合成変異体における RSOsPR10 の発現誘導を RT-PCR 解析により調べ

たところ、NaCl、傷害、エチレン前駆体（ACC）処理によって野生型と同程度の発現がみられた。NaCl、

傷害による発現誘導においては JA の生合成は必須ではないということが明らかとなり、ET が情報伝達物

質として働いている可能性が示されている。（石井、軸丸（理研）、佐藤（理研）） 

b) 過剰発現体の生育評価：RSOsPR10 の過剰発現体と野生型との生育特性の比較を行った。水耕栽培での幼

苗に関しては、両者に乾燥耐性の有意な差は観察できなかった。一方、ポットで生育した成体では、過剰

発現体は野生型よりも高い乾燥耐性を持つこと明らかになった。この時、特に根の量に大きな差が観察さ

れている。（仲島、寺川（北興）、小柴） 

c) 根組織の枯死過程の観察：8 日間育成した野生型のイネに 24 時間乾燥処理をし、1, 2, 3, 5, 7 日後の根を固

定、切片化し根の組織観察を行った。この結果を根組織の枯死過程の指標として、同様に 8 日間育成し 5

時間乾燥処理を行った野生型と RSOsPR10 過剰発現体（S3）の根組織を観察した。その結果、野生型と

RSOsPR10 過剰発現体との間に明瞭な違いはみられなかった。（武内、西村） 

５）植物燃料植物ジャトロファの東京での栽培に向けた取り組み 
ジャトロファ（ナンヨウアブラギリ）は、新しい植物燃料供給に向けた植物として世界的に注目されてい

る。本共同研究は、日本石灰工業（株）、 (株）エフ・ピー・エスからの資金援助のもと、(株）日本エコソリ

ューションズ（NES）、春田准教授（理工・生命）、川上教授（システム）との共同で進められた。本年度は、

小柴、坂本（NES）、杉山（研究協力者（温室・圃場））によるフィリピン（フィリピン大学、フィリピン農

業大学他）への視察およびジャトロファ種子、苗木の本学への持ち込みを行ない、その後、本学温室での生

育、発芽、栽培に関する調査を進めた。次年度は、東京湾埋立地、大島などの島嶼での栽培も予定している。
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（駒野、小柴、安木、杉山、坂本（NES）） 

６）新病害の同定及び病原糸状菌の再分類 
植物の新病害の研究は活発に行われているが新しい病気は後を絶たず、防除の面も含め検討が必要である。

今年度はインゲン雲紋病に関しては、新病害として病原菌の同定、発生生態などに関して研究を行った。ま

た、農業生物資源ジーンバンクの委託による植物病原菌の収集、同定、病原性試験と行っている。さらに、

日本では未整理な Phoma 属菌及びその近縁属菌の再分類を継続して行っている。(古川) 
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（＊植物ホルモン機構研究室 HP： http://www.comp.metro-u.ac.jp/~koshiba/） 
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細胞生化学研究室 
 

１.構成 

川原裕之、嶋田益弥（博士研究員）、小林雅美（D2、特別研究学生（北大・薬））、賀川裕貴（D1、特別研究

学生（北大・薬））、早川温子（M1）、小林大悟（卒研生）、濱本剛（卒研生） 

 

２. 研究紹介 

 当研究室は本学に設立されて１年の新しいラボだが、これまでの研究成果を生かしつつ、いまだ未解明な

点の多い細胞レベルの基礎研究から、医療を含めた様々な応用研究へ新領域を開拓することを目指して、研

究に励んでいる。これまで当研究室では、新規ユビキチン鎖認識蛋白質を同定すると同時に、これと相互作

用するユビキチン様タンパク質がアポトーシスの惹起、あるいは神経変性疾患の進行に関与することを 近

の研究から見出した。さらに当研究室は、モデル生物を用いて、ユビキチン関連タンパク質が細胞周期、ス

トレス応答、あるいは生殖系列細胞の形成に必須であることなどを見い出し、タンパク質分解システムが協

調して細胞機能の変換に関与するという新しい概念を得つつある。上記の研究と平行して、当研究室は、卵

減数分裂進行に必須の役割を果たす新規 zinc-finger タンパク質遺伝子ファミリーを同定する一方で、この

タンパク質の受精後の特異的プロテオリシスが、卵成熟から胚発生への転換の過程に必須であるという結果

を提出しつつある。以上の研究成果は、ユビキチン系をはじめとする蛋白質代謝因子群が密接に連関して情

報伝達経路のモジュレーションに関与していることを示しており、細胞の増殖と分化を制御するプロテオリ

シスネットワークの解明に向けた新しい領域を開拓することを 終目標に研究を進めている。線虫やヒトの

ゲノムには、いまだ機能が明らかではない（機能が隠されていて調べることが容易ではない）遺伝子が多く

残っている。当研究室では、ヒト細胞だけを調べていたのではアプローチすることの困難な新規遺伝子産物

をモデル生物を用いて見つけ出し、その普遍的な新機能と調節機構を提案しようとしている。さらに、ヒト

細胞の癌化や糖尿病・神経変性疾患（痴呆症）の発症に関わる遺伝子の多くは線虫にも見出されていること

から、これら疾患の原因解明に関わるチャンスが充分にあると期待している。 

１）ユビキチン依存的蛋白質識別経路の生理的意義 

 ユビキチン依存的タンパク質分解系は、細胞の増殖・分化・細胞死の制御に必須の役割を果たしている。

当研究室は、ユビキチン系の基質特異性を決定するユビキチンレセプターに分子多様性が存在することを見

いだすと同時に、これと物理的・遺伝学的に相互作用する因子を同定することによって、細胞死あるいは細

胞分化の制御系とユビキチンレセプターの特異性との関連を明らかにしてきた。Scythe/BAG-6 はアフリカツ

メガエル受精卵のアポトーシスを制御する蛋白質として同定されたが、当研究室 では Scythe の哺乳類ホモ

ログ BAG-6を含む複合体が全く新しいタイプのユビキチンレセプターとして機能することを見出した。BAG-6

は細胞内に生じた変性蛋白質の認識と代謝除去に必須であり、BAG-6 の機能阻害はユビキチン化蛋白質の異

常蓄積を誘導する。BAG-6 は特に哺乳類のリンパ系及び中枢神経系に多く発現し、BAG-6 を抑圧した細胞は

種々のストレスに対して脆弱さを示す。重要なことに、BAG-6 はパーキンソン病、ハンチントン病などの病

因となる蛋白質封入体形成をコントロールし、これら神経変性疾患の病態とも密接に関わることも解ってき

た。当研究室は、ユビキチンレセプターやこれと関連する新規遺伝子産物の解析を進め、全体を細胞機能制

御のための新しいタンパク質制御システムとして統合的に理解することを目指して研究を進めている。 

２）減数分裂と初期発生の調節機構 

 線虫 C.elegans はポストゲノム時代の遺伝学的研究材料として極めて優れた特長を有するモデル生物である。
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当研究室は多細胞生物として 初に全ゲノム配列の解読が達成された C.elegans の配列情報を 大限に利用

して、複数の関連遺伝子を同時に発現抑制可能な多重 RNA 干渉法を開発し、これまで遺伝学的解析が困難で

あった機能重複遺伝子群の網羅的解析に取り組んできた。その結果、当研究室で卵減数分裂の進行に必須の

役割を果たす新規 CCCH 型 zinc-finger 蛋白質ファミリーMOE/OMA の同定に成功した。この蛋白質群は卵母

細胞など生殖系列に特異的に発現し、その機能阻害は卵成熟の完全停止を引き起こす。さらに、当研究室は、

MOE 蛋白質群は卵成熟から初期胚への移行過程にダイナミックな量的・空間的変動を示すことなど、MOE 蛋

白質の役割が卵成熟の過程にとどまらず広く初期発生時の細胞増殖と分化に必須の機能を有していること

を新しく見いだしつつある。当研究室はモデル生物を用いての遺伝学的解析を進めると同時に、得られた新

知見をヒトを含む高等生物全体の再生発生制御のための新しいシステムとして統合的に理解することを目

的としている。いまだ未解明な現象の多い生殖細胞の増殖と分化に関する基礎研究を進め、この過程を支配

する基本的分子メカニズムを解明していく計画である。 

３）生殖幹細胞の発生運命決定の分子機構 

 生殖細胞は、個体を構成する膨大な細胞群の中で唯一、次世代に遺伝情報を伝達することが可能な細胞で

ある。当研究室は、生殖細胞の増殖と発生運命決定のメカニズムを分子レベルで明らかにすることを目指し、

線虫などのモデル生物を実験材料に解明を進めている。当研究室は 近、ユビキチン依存的蛋白質分解系が

生殖幹細胞の分化運命の決定に必須な機能を有することを 近明らかにした（Shimada et al. Mol. Biol. 

Cell 2006）。C.elegans の生殖幹細胞の分化は、細胞外情報を 12 回膜貫通レセプター蛋白質である TRA-2 が

受容することにより、下流の転写因子 TRA-1 が活性調節され成立する。当研究室はユビキチンレセプター

RPN-10 とユビキチンリガーゼ UFD-2 に遺伝学的な相互作用があり、これらが生殖幹細胞の分化運命決定に必

須であることを、遺伝学的・細胞学的・生化学的に示した。今後、生殖細胞の増殖と分化を調節する新しい

因子を見出しつつ、研究をさらに進展させていく。 

４）細胞癌化を誘導する新規情報伝達経路の解明 

 当研究室は、線虫の性決定情報伝達経路が、ヒト癌抑制遺伝子産物の機能経路と一部類似することに注目

し、ヒト発癌を誘導する新しい経路を提案しようとしている。ヒトにおける同経路は発生過程の細胞分化に

必須であるのみならず、成人細胞の癌化や糖尿病発症にも深く関与することが多くの臨床例から報告されて

いる。モデル生物の遺伝生化学的解析で明らかにし得た細胞内代謝制御システムを、ヒトを含む高等生物に

おける蛋白質代謝の協調的モジュレーションという概念に拡大し、新しい細胞機能調節システムとしての普

遍的モデルを確立することを目指している。すなわち、本研究を推進させていくことによって得られた基礎

的成果を、蛋白質代謝系の協調の破綻がもたらす癌化・生殖・内分泌・発生分化異常の疾患モデルとして広

く社会的に還元し、医療上の社会貢献を本研究で目指したいと考えているのである。 

 

２.研究発表 

口頭発表 

1. Shimada, M., H- Yokosawa, Kawahara, H. (2008) CCCH-type zinc-finger proteins are essential for oocyte maturation 

and embryonic development in Caenorhabditis elegans. International Workshop "Oocyte Maturation and the Cell 

Cycle”（３月、京都）招待講演  

2. 川原裕之（2008）ユビキチンレセプターによる細胞分化と癌化の制御機構、首都大生命科学教室セミナー

（４月、首都大国際交流会館） 

3. Kagawa, H., Shimada, M., Kawahara, H. (2008) Analysis of the novel Patched function through the generation of its cytoplasmic 

fragment. 41st Annual Meeting for the Society of Developmental Biologists （５月、徳島）  
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4. Shimada, M., Kawahara, H. (2008) A family of CCCH-type zinc-finger proteins is essential for oocyte maturation and 

embryonic development in Caenorhabditis elegans. 41st Annual Meeting for the Society of Developmental Biologists （５

月、徳島）  

5. Shimada, M., Harukuni, S., Kawahara, H. (2008) Nuclear accumulation of intracellular domain of TRA-2 determines 

somatic and germline sex-differentiation of C. elegans. 41st Annual Meeting for the Society of Developmental Biologists 

（５月、徳島） 

6. 尾嶋孝一、川畑順子、中尾晴美、小野弥子、土井奈穂子、北村ふじ子、秦勝志、川原裕之、Witt, W.C., 鈴

木紘一、阿部啓子、前田達哉、饗場篤、反町洋之 (2008) 骨格筋特異的カルパインは運動負荷による筋

損傷をプロテアーゼ活性により防御する、第８回日本蛋白質科学会（６月、東京） 

7. Shimada, M., Kawahara, H. (2008) RNA-binding CCCH-type zinc-finger proteins are essential for oocyte maturation 

in C. elegans. 17th meeting of Methods in Protein Structure Analysis (MPSA) （８月、京都）招待講演 

8. 川原裕之（2008）新規ズィンクフィンガー蛋白質による細胞増殖と卵成熟の制御機構、平成 20 年度科学

研究費補助金特定領域研究「細胞周期フロンティア-増殖と分化相関」班会議（９月、御殿場） 

9. 川原裕之（2008）ユビキチンレセプターによる細胞分化の制御機構-モデル生物を用いて解明するヒト細胞

癌化との接点-、首都大シーズ発表会（１０月、秋葉原） 

10. Shimada, M., Kawahara, H. (2008) CCCH-type zinc-finger proteins MOE/OMA are essential for oocyte maturation 

and embryonic development in C. elegans. 首都大バイオコンファレンス 2008 （１０月、首都大国際交流会

館） 

11. Minami, R., Kawahara, H. (2008) BAG-6/SCYTHE PROVIDES A PLATFORM THAT FACILITATES THE ELIMINATION 

OF PROTEASOMAL SUBSTRATES. Fifth International Symposium on the COP9 signalosome, Proteasome and eIF3: At the 

interface between signaling & proteolysis (ZOMES V) （１１月、横浜） 

12. 川原裕之（2008）ユビキチン系による選択的基質識別メカニズム、平成 20 年度科学研究費補助金特定領

域研究「蛋白質分解による細胞・個体機能の制御」班会議（１１月、筑波） 

13. 賀川裕貴、嶋田益弥、有賀寛芳、川原裕之 （2008）Patched の C 末端断片の生成と核移行は癌抑制作用

に関連している(Processing and subsequent nuclear transfer of Patched C-terminal fragment is linked to its 

tumor-suppressor activity.) 日本分子生物学会第３１回年会、（１２月、神戸） 

14. 嶋田益弥、川原裕之（2008）嶋田線虫 CCCH 型ズィンクフィンガー蛋白質の胚発生における新しい機能、

日本分子生物学会第３１回年会、（１２月、神戸） 

15. 南亮介、 横沢英良、 川原裕之（2008）新規 BAG ドメイン結合タンパク質 Gdx の同定(Identification of new 

BAG domain-binding protein, Gdx)、日本分子生物学会第３１回年会、（１２月、神戸） 
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幹細胞再生学研究室 
 

1. 構成 

宮本寛治、中川洋一（M1）、橋本麻衣（連 M1）、松村隆紀（M1）,小花祐太（B4）,坪井一輝（B4）,有馬

恵里子（B4） 

 

2. 研究紹介 

 本研究室はヒト iPS 細胞の作製と分化誘導法の開発を行っている。今年は特に、ヒト iPS 細胞の作製に重

点をおいている。 

以下に構成員の研究を具体的に紹介する。 

１）レトロ組み換えウイルスを用いたヒト iPS 細胞の作製（宮本、松村、橋本、小花、坪井、有馬） 

 ４つの遺伝子（c-Myc, klf-4, Sox2, Oct3/4）または３つの遺伝子（Klf4, Sox2, Oct3/4）を VSV-G(vesicular somatitis 

virus のエンベロープタンパク質)により包んて、宿主域を広くしたレトロ組み換えウイルスを作製してそれ

ぞれの細胞に感染させてヒト iPS 細胞を作製した。 

４つの遺伝子を用いた方法： 

１．ヒト腎上皮細胞 

２．不死化羊膜細胞 

３．ヒト新生児皮膚細胞 

３つの遺伝子を用いた方法 

１．歯髄細胞 

２）アデノ組み換えウイルスを用いたヒト iPS 細胞の作製（中川、橋本） 

１．不死化羊膜細胞 

２．歯髄細胞 

３）フィーダーフリーによるヒト体細胞及び不死化羊膜細胞からの iPS 細胞の作製（宮本、中川、

橋本、小花、坪井、有馬） 

2007 年に京都大学の山中らはヒト皮膚線維芽細胞から、4 つの遺伝子(c-Myc, Klf4, Oct3/4, Sox2) または３

つの遺伝子（Klf4, Oct3/4, Sox2）の組み換えレトロウイルスを感染させ、iPS 細胞作製について発表した。そ

の後、他施設を含めヒト細胞の iPS 細胞の作製についての報告がなされているが樹立の際、マウス胎児細胞

を支持細胞として使用している。今回、支持細胞を使わずマトリゲルを固定化してヒト体細胞及び不死化し

た羊膜細胞からヒト iPS 細胞を樹立し培養継代したので報告をする。 

材料と方法： 

材料：ヒト体細胞はヒト腎臓上皮細胞、歯の歯髄細胞およびヒト胎盤由来の羊膜細胞の不死化細胞などを

使用した。不死化羊膜細胞は HPV16E6E7 及び hTERT 遺伝子を導入することで行った。これらヒト細胞の使

用にあたって大學に倫理委員会の承認をえた。 

方法と結果：ヒト体細胞に VSV-G で包んだ３因子または４因子の組み換えレトロウイルスを感染させ、６－

７日間培養してマトリゲル を固定化したシャーレ上に播種して出現した iPS様のコロニーをクローニングを

行いマトリゲル上またはその他のタンパク質（ゼラチン、ラミニン、ヒト羊膜可溶化成分）などをコートし

たシャーレ上で増殖させ、継代培養を行った。陽性コントロールとしてマウス繊維芽細胞（MEF）を使用し

た。樹立できた細胞株の in vitro 及び in vivo における未分化能や分化能などの生物学的な検討を行った。 
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3. 研究発表 

誌上発表 

１．K. Miyamoto et al.. Induction of pluripotent stem cells from human somatic cells without feeder cell 

 (In preparation) 

口頭・ポスター発表 

1. ヒト腎上皮細胞からの iPS 細胞の樹立。第８回 日本再生医療学会総会、平成 2１年 3 月 東京 

2. フィーダーフリーによるヒト体細胞及びヒト不死化羊膜細胞からの iPS 細胞の作製。 第８回 日本再

生医療学会総会、平成２１年３月 東京 
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進化遺伝学研究室  
 
1. 構成  
青塚正志（教授），田村浩一郎（教授），加藤 徹（特任研究員），濱田純也（M2），吉利 慶（M2），菊池 舞

（M1），小川佳孝(M1)，小山あずさ（M1），田辺美知（M1），磯部琴葉（卒研生），川名沙羅（卒研生），日

下陽平（卒研生），鈴木 薫（卒研生），瀬川涼子（研究生），北村徳一（研究生），George Curt Fiedler（客員研

究員），高森久樹（客員研究員），屋富祖昌子（客員研究員） 

 

2. 研究紹介  
本研究室では，ショウジョウバエ他の高等動物を研究対象に，国内外の研究機関と密な連携を保ちながら,

生物の多様性，それを創出してきた機構，歴史を，主にタンパク質変異，ＤＮＡ変異の情報を指標に研究し

ている． 

１）アジア地域におけるショウジョウバエ類多様性の研究 
平成 12 年-14 年，15 年-17 年に実施された科学研究費による，東アジア地域におけるショウジョウバエ類

多様性成立機構解明の成果を基に，H19 年度から 3 年間の予定で新たに科学研究費基盤 B(代表者青塚)「ア

ジア地域ショウジョウバエ相の多様性形成過程：その包括的理解をめざして」が開始された．2 年目にあた

る本年度は，ベトナム，インドネシア，中国での調査研究を実施し，ショウジョウバエ相の分布調査，生態

調査，および現地機関所蔵の標本解析などを行った．（１戸田，２木村，３高森，４渡部，屋富祖，青塚：１北

大低温研，２北大地球環境科学研究科，３学芸大学教育学部，４北海道教育大札幌校） 

２) テングショウジョウバエ亜群におけるミトコンドリア DNA 核転移配列の進化 
ミトコンドリア DNA（mtDNA）は核 DNA 中に転移することが知られており，様々な動物のゲノム配列中

に数多く見出されている．この核転移配列は numt と呼ばれ，「核にある化石」として mtDNA の分子進化的

研究に利用されることがある．本研究では，テングショウジョウバエ亜群において見つかった numt の解析

をおこない，同亜群の進化過程で生じたと考えられる mtDNA の異種間浸透の方向性を明らかにすることを

試みた．その結果，分布域が接している D. kohkoa から D. sulfurigaster sulfrigaster，また D. s. albostrigata か

ら D. albomicans または D. nasuta への異種間浸透が示された．また，Inverse PCR 法を用いて numt 配列の構

造および核 DNA への挿入位置を調べたところ，D. sulfurigaster の numt 配列には逆位が生じたものと生じな

かったものの二種類の配列が検出された．（濱田，田村） 

３）オオショウジョウバエ種群の分子系統学的解析 
オオショウジョウバエ種群はショウジョウバエ亜属に含まれる比較的大きなグループで，現在までに 5 亜

群 94 種が報告されている．本種群の構成種は前脚内面に剛毛縦列を持っていることによって特徴付けられて

いるが，外部形態，核型の大きな違いから，その単系統性について疑問視されている．近年行われた，Adh

塩基配列，Gpdh 塩基配列を用いた分子系統学的解析によっても，本種群は単系統群ではない可能性が示唆さ

れている． 本研究ではオオショウジョウバエ種群の単系統性についてのより詳細な検討を目的に，中国，東

南アジアで採集した未記載種を含むオオショウジョウバエ種群 19 種について，28SrRNA，ND2，COⅠ，COⅡ

の塩基配列を決定し，データベースに登録されている他のショウジョウバエの塩基配列を併せて系統解析を

行った．その結果，どの塩基配列を用いた解析でも Adh，Gpdh 塩基配列を用いて行った研究結果と同様に，

オオショウジョウバエ種群が単系統群ではないことが強く示唆された．(日下，加藤，青塚) 
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４）D. suzukii 種亜群の産卵行動の進化について 
一般的に果実性ショウジョウバエは成熟，発酵した果実に産卵を行う．しかし，Drosophila suzukii の雌は

サクランボなどの新鮮な果実に産卵を行う稀なショウジョウバエとして知られている．本種は非常に発達し

た産卵管を有しており，それが果皮の硬い新鮮な果実への産卵を可能にしていると推察される．しかし，本

種の産卵管と産卵行動の関連性についての詳細な研究は行われていない．そこで本研究では，D. suzukii の新

鮮な果実への産卵を可能にしている要因と，それがどのように進化してきたのかを解明することを目的とし，

近縁種との比較を含めて産卵管の形状や産卵行動の比較・解析を行った． (田辺，高森，青塚) 

５）D. prolongata 雄の闘争行動について 
これまでの研究で D. prolongata 雄は求愛行動や雄対雄の闘争行動において，発達した前肢を有効に使って

いることが観察されている．本研究では雄の闘争行動に的を絞り，この行動と前肢発達の関連性について検

討を行っている．近縁種を用いた行動観察の結果から，D. prolongata 雄は同種雄にのみ顕著な闘争行動を起

こすことが示唆されたが，今年度は D. prolongata 雄の同種，異種に対する行動観察のデータを蓄積し，本種

雄の闘争行動のきっかけについて検討することにした．闘争行動を起こすきっかけとなりうる「なわばり」

の有無について実験室内で解析したが明瞭な結果は得られなかった．そこで，２月に D. prolongata が生息す

るベトナム共和国で，野外での D. prolongata 雄の行動観察を行った．その結果，野外においても D. prolongata

雄は「なわばり」意識を持っていないように思われた．また，D. prolongata 雄は実験室内での観察と同様に，

野外でも同種雄にのみ闘争をしかけることが確認されたが，その認識に関わっていると思われる物理的，化

学的要因について，今後検討していく．（菊池，高森，青塚） 

６）ショウジョウバエの環境適応に関する遺伝機構の進化 
 ショウジョウバエの適応進化の遺伝機構を調べるため，アカショウジョウバエ日本本土集団の低温耐性，

およびショウジョウバエ抗菌タンパク質遺伝子の研究を本年度より開始した． 

 アカショウジョウバエは東南アジアの熱帯・亜熱帯域に分布していたが，1980 年代半ばに瀬戸内海を中心

とした日本本土でも生息が確認された．そこで，アカショウジョウバエの日本本土集団が低温耐性を獲得し

ているか，獲得しているのならばどのような要因が関与しているかを分析した．東南アジア，南西諸島，日

本本土から採集された系統について，低温下における平均生存時間を測定した結果，東南アジアの系統に比

べ南西諸島，日本本土の系統は，低温耐性が高いことが示唆された．また，すべての系統で，卵から成虫ま

で 25℃よりも 20℃で飼育した場合の方が低温耐性は高かったが，南西諸島と日本本土の系統では 25℃で飼

育した場合でも，20℃，7 日間程度の順化によって，低温耐性の向上が見られた．すなわち，本種日本集団

の低温耐性には，生育過程で決定される要因と，順化によって獲得される要因があることが示唆された． 

 ショウジョウバエの中にはカビや細菌に対する抵抗性が高く，これらが多い環境に適応していると考えら

れる種がある．カビや細菌に対する抵抗性には，抗菌タンパク質が重要な役割をしていることが知られてい

る．そこで，ショウジョウバエ抗菌タンパク質 Drosomycin の進化を研究するため，キイロショウジョウバエ

の近縁種 7 種について遺伝子の DNA 塩基配列の決定を進めている．（磯部，小山，田村） 

７）ショウジョウバエゲノムデータを用いた多遺伝子系統解析法の開発 
遺伝子の DNA 塩基配列は部分によって塩基置換速度が系統間で異なることがあり，この現象は heterotachy

と呼ばれている．Heterotachy が生じている場合，それを考慮しないモデルを用いて分子系統解析を行うと，

系統樹を正しく推定できないことが知られている．本研究では，ショウジョウバエ 12 種の全ゲノム配列デー

タを解析し，遺伝子によってどの程度 heterotachy が生じているのかを検討している．（小川，田村） 
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８）ショウジョウバエを用いた都市環境モニタリングシステムの開発 
 日本には数多くの種のショウジョウバエが生息しており，都市を含むさまざまな環境に適応しているため，

環境中の生物多様性を調査し，その変化を追跡するインベントリーモニタリングに適していると考えられる．

しかし，従来の外部形態を用いた種の同定には高度な分類学的知識が必要となるため，実用性に欠ける．そ

こで，メタゲノム解析と翅脈パターン解析によって種同定を行うシステムの開発を本年度より開始した． 

 メタゲノム解析を用いる研究では，南大沢キャンパスのショウジョウバエ相を構成する主要な 9 種につい

て，それぞれ 8 個体からミトコンドリア DNA の一部領域の塩基配列を決定し，それぞれの種に特異的な変

異を持つ塩基サイトを検索した．こうして得られた情報をもとに，種特異的 PCR プライマーを設計し，種同

定のための DNA 鑑定を試みた．その結果，いくつかの種の判別に適用可能であることを確認した． 

 翅脈パターン解析を用いる研究では，5 種のショウジョウバエ，合計 152 個体について翅のデジタルカメ

ラ撮影を行い，得られた画像データを独自に開発した翅形態測定 Web アプリケーションプログラムを用いて

解析し，翅脈の 12 交点間の 10 の距離を測定し，判別分析によって種の判別を試みた．その結果，152 個体

中 151 個体が外部形態および DNA 鑑定による種の同定と一致した．翅脈パターンによる種同定の実用性が

認められた．（川名，小川，加藤，田村） 

９）日本産ヤドカリ類の種分化，進化，起源の研究 
ホンヤドカリ(Pagurus filholi)は，奄美諸島以北の日本列島全域の潮間帯に分布する甲殻類である．本種で

は，北海道と房総半島以南の集団間に，体サイズや繁殖時期や行動，及び闘争行動において明瞭な違いがあ

ることが認められている．これらの相違が，集団間の遺伝的構成の違いを反映するものかどうかを明らかに

するため，北海道，本州，四国および九州合計 11 地点 161 個体のホンヤドカリの mtDNA COⅠ遺伝子領域

(521bp)の塩基配列を決定し，その変異を指標に検討した．その結果，地域集団間に有意な遺伝的分化は見ら

れず，このことは，本種のプランクトン浮遊生活期間が比較的長いことから，潮流によって集団間の移動が

頻繁に生じているためと考えられる．北海道と房総半島以南の集団間で観察されている体サイズや行動の違

いについては，それぞれの地域環境での必ずしも遺伝的分化を伴わない環境応答の違い，によるものと考え

られるが，さらに検討が必要である．（鈴木，瀬川，１朝倉，青塚 1千葉県立中央博物館） 

１０）日本産サワガニ類の属間系統関係 
日本産サワガニ類は，1990 年代までに，3 属 11 種（サワガニ属，ミナミサワガニ属，ヤマガニ属）が報告

されていた．その後，詳細な検討が行われ，日本産のヤマガニ属の種は Ryukyum 属に，ミナミサワガニ属と

見做されていた種の一部が新たに新設されたアマミク属に移行され，現在では 4 属 21 種に改訂された．本研

究では属間の系統関係を，日本産サワガニ類 4 属 20 種と台湾産のサワガニ属，ミナミサワガニ属について

mtDNA 塩基配列(ND2 遺伝子領域，16S rRNA 領域)および核 28S rRNA 領域の一部の塩基配列を指標に推定し

た．得られた系統樹から，4 属は大きく２つの系統（サワガニ属とそれ以外の３属）に分けられ，それぞれ

単系統的にまとまることが確認された．（瀬川，青塚） 

１１） 複合尤度法を用いた分子系統解析法の開発  
平成 18 年～20 年に科学研究費補助金の交付を受け，複合尤度を用いた巨大分子系統樹推定のための系統

解析法の開発を行った． 終年度の本年度は，複合尤度法を用いて推定した塩基置換のパラメーターと近隣

結合系統樹を初期値として利用し， 尤法による系統樹推定を行うことを試みた．その結果， 尤法の効率

を大きく改善することに成功した．この成果を MEGA ソフトウェアに実装し，MEGA の新しいバージョン

の開発を行っている．（田村，Kumar* *Arizona State University） 
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１２）立体構造の情報を取り入れたタンパク質の分子進化解析法の開発 

タンパク質のアミノ酸配列を用いた分子系統解析では，一般にアミノ酸の一次配列情報のみが用いられる．

しかし，タンパク質の機能には，立体構造も重要であるため，その影響を考慮することは重要であると考え

られる．そこで，立体構造情報をアミノ酸置換モデルにとりいれるため，各アミノ酸座位をタンパク質の二

次構造に基づき 3 つグループ（αへリックス，βシート，それ以外）に分類した．また，各アミノ酸座位のタ

ンパク質重心からの距離を求め，重心からの距離が近いものと，重心からの距離が離れているものにも分類

してみた．それぞれのグループごとに置換行列を求め，系統樹の対数尤度を計算した．その結果，二次構造

ごとに置換行列を求めると推定系統樹の対数尤度が有意に向上することが分かった．（吉利，田村） 
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植物光応答機構研究室 
 
1. 構成 
門田明雄、鐘ヶ江健、坪井秀憲（D2）、中島大輔（M2、休学）、尾関文隆（M2）、杉山由香（M1） 

 

2. 研究紹介 
 本研究室では光情報によって制御される植物の発生や生理現象（特に細胞内での葉緑体光定位運動）の光

受容から信号伝達、現象発現までの素過程を、シロイヌナズナ、ホウライシダ、ヒメツリガネゴケ、ゼニゴ

ケなど実験目的に適した材料を使用して、分子生物学、細胞生物学、生理学などの技術を用いて解析してい

る。 

 

葉緑体光定位運動における運動メカニズムの解析 
 シロイヌナズナの GFP-talin、RFP-talin 等のアクチン可視化株を用いた生細胞での葉緑体光定位運動の解析

から、葉緑体の運動には葉緑体表面に特異的に存在する葉緑体アクチンフィラメントの偏在化が関与するこ

とが示唆されている。また、光定位後、葉緑体はその運動性を減少し、その部位に固定化されることが知ら

れているが、この運動性減少・固定化にも葉緑体周縁部に分布する葉緑体アクチン量の変化が関与すると考

えられている。この葉緑体光定位運動におけるアクチンフィラメントによる運動調節機構を解析している。

この光反応はフォトトロピンを受容体とする青色光反応であるが、フォトトロピンの変異株、光受容体以外

の光定位運動変異体等を用いて、強光による逃避運動、弱光による集合運動、それぞれについて調べている。

また、系統進化的に離れたコケ植物ヒメツリガネゴケでも同様に、葉緑体アクチンフィラメントが存在し、

基本的に共通のメカニズムが存在するが、異なる点もあり、植物種による多様性があることがわかってきて

いる。（門田、末次＊、鐘ヶ江、和田＊ ＊九大） 

ゼニゴケ葉緑体光定位運動の光受容系および運動機構の解析 
 ゼニゴケの葉状体細胞を用い、葉緑体光定位運動の光反応系および運動機構を解析している。側方からの

青色光あるいは赤色光照射を行うと、青色光では照射方向に向かう光定位運動が見られ、葉緑体は細胞内で

光に垂直な面に位置した。赤色光は短時間の照射ではほとんど葉緑体の運動を誘導しないが、長時間照射で

は光の方向に依存しない運動を誘導することがわかった。青色微光束の細胞部分照射により葉緑体運動を誘

導すると、光強度に依存して、弱光による集合反応、強光による逃避反応が誘導される。従ってシロイヌナ

ズナ等と同様、主としてフォトトロピンに依存する光受容系が働くと考えられる。細胞骨格阻害剤

（cytochalasin D, Oryzalin）処理により運動系を調べた結果、葉緑体の動きがアクチンフィラメントに依存す

ることが示された。そこで、tdTomato-talin 発現によるアクチン可視化株を用い、青色微光束照射による集合

反応、逃避反応を示す葉緑体上のアクチンフィラメントを蛍光観察したところ、葉緑体上には細胞質のアク

チンケーブルとは異なるアクチンフィラメントが存在し、集合反応、逃避反応いずれの場合にも葉緑体の運

動方向前端側にこの葉緑体アクチンフィラメントが偏在することが観察された。このアクチンフィラメント

の偏在は、光定位運動のスピードが大きい、微光束エッジ部に存在する葉緑体で顕著に見られ、シロイヌナ

ズナの場合と同じく、葉緑体アクチンフィラメントの偏在が葉緑体の運動メカニズムにおいて重要な役割を

持つことが示唆された。（尾関、石崎*、鐘ヶ江、河内*、門田  *京大） 

ホウライシダ光受容体フィトクロム 3（PHY3）の機能解析 
 ホウライシダ（アジアンタム）で発見された PHY3 は、N 末端側にフィトクロムの光受容部位を持ち、中
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央部分は青色光を受容する発色団 FMNを結合する LOVドメインが２つタンデムに配置するフォトトロピン

様の構造をしている。PHY3 分子は赤色光受容部位と青色光受容部位が共存する形をとっており、いずれの

光受容部位（センサー部位）で受容された光シグナルも、C 末端側に位置するタンパク質キナーゼ領域のリ

ン酸化活性の ON/OFF によってシグナルを下流にアウトプットしている。しかしながら、PHY3 の各センサ

ー部位によるキナーゼ領域 ON/OFF の分子機構については不明である。さらに、別個のセンサー部位で受容

された赤色光シグナルと青色光シグナルが、分子内でどのようにプロセスされ相乗効果を生むのかは、PHY3

分子の高い光感度特性を解明する上で非常に重要である。そこで、PHY3 分子内シグナルプロセシング機構

の解明を目指し、アラビドプシスのフォトトロピン変異体に各種変異 PHY3 を導入し、変異 PHY3 導入形質

転換体の確立を進めている。これまでに、光受容のための発色団結合部位のアミノ酸変異を導入した変異

PHY3 発現形質転換体を得て解析を進めているが、本年度はキナーゼ領域の ON/OFF に関与するアミノ酸の

候補部位に変異を導入した形質転換体の確立を進めている。（鐘ヶ江） 

遺伝子情報リソースとしてのホウライシダ EST データベースの整備 
 昨年度に引き続きアジアンタムの発現遺伝子配列情報（Expression Sequence Tag: EST）の整備を進めてい

る。2005 年に 10,420 EST 配列を DDBJ/GenBank/EMBL データベースに公開（BP911435 -BP921854）したが、

今回新たに 20,120 エントリー（DK943491-DK963610）を追加登録し、公開配列数は併せて 30,540 エントリ

ーとなった。これらの結果は、統合データベース（ TogoDB ）でも AcEST として公開した

（http://togodb.dbcls.jp/acest/）。全エントリーを用いたクラスタリング・アセンブル（mgblast/cap3）の結果、

19,176 配列で 4,243 グループにクラスター化され、4,264 個の contig が得られている。現在、アノテーション

などのデータプロセシングを進めている。（鐘ヶ江） 

ホウライシダにおける phy3/neo1 に依存しない赤色光による葉緑体光定位運動 
 ホウライシダ前葉体細胞での赤色光による葉緑体光定位運動は phy3/neo1 を光受容体とすることがわかっ

ている。しかし、phy3/neo1 を欠失した rap 変異体(phy3/neo1)でも赤色光下で dark position から light position

への葉緑体光定位が見られることを見いだした。rap 前葉体細胞への赤色光マイクロビームによる部分照射

では phy3/neo1 依存の指向的な葉緑体運動は認められないが、前葉体表面全体に垂直方向から、あるいは側

方から赤色光を照射すると dark position から light position への葉緑体移動が見られる。これは光の方向に依

存しない無指向的な光運動反応であると考えられる。この運動は光合成阻害剤 DCMU で阻害され、野生株に

おいても同様の DCMU 処理で無指向的な運動のみが阻害された。前葉体をグルコースで処理すると、rap 変

異体でも野生株でも暗所で葉緑体の運動が誘導された。以上の結果は、rap 変異体での赤色光による葉緑体

運動が光合成に依存した無指向的な光運動反応によることを示している。（杉山、門田） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ホウライシダ野性株前葉体での Dark position から Light position への葉緑体光定位運動 
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ホウライシダ前葉体細胞における葉緑体集合反応の詳細な解析 
 葉緑体光定位運動は、種子植物では主に青色光によって、シダ・コケ植物などの隠花植物では青色光と同

時に赤色光によっても制御されている。これらの反応を仲介する光受容体は、種子植物、シダ類、コケ類に

おいてはほぼ単離・同定されたが、葉緑体が動く機構については分かっていない。この運動機構を解明する

ためには、葉緑体の動き方を詳細に解析する必要がある。そこで体制が単純で細胞レベルでの観察が容易な

ホウライシダ前葉体を用いて実験を行った。暗順応させたホウライシダ前葉体細胞の葉緑体近傍に 30 W/m２

の赤色光あるいは青色光の微光束を 1分間照射すると葉緑体は光を照射した部位へと動き始める。そこでま

だ葉緑体が 1照射目の部位へ動いている間に同じ細胞の他の部位へ 2照射目を照射すると葉緑体は 2照射目

の部位へと移動を始める。この際 1 照射目と 2照射目の微光束に対し、葉緑体が照射部位へと動き出すまで

の時間や移動速度、移動中や移動前後の回転角度などを測定した。その結果、葉緑体は微光束照射後、数分

後には回転することなく新たな照射部位へと動き出し、移動中も大きな角度の変化がないことがわかった。

このことから葉緑体は細胞内においてどの方向へも動くことができ、動く際には極性も存在しないことがわ

かった。また 2 照射目へと動き出す際のタイムラグは青色光と赤色光では異なり、赤色光のほうが長くかか

ることがわかった。以上のことから葉緑体集合反応において葉緑体は細胞内をどの方向へも自由に動けるこ

とがわかった。（坪井、山下、和田＊ ＊九大） 

ホウライシダにおける葉緑体集合反応の信号伝達速度の解析 
 葉緑体光定位運動の光受容体は明らかになっているが、光受容後の信号伝達系については全くわかってい

ない。そこで信号として伝達される物質の性質や伝達システムを推測する為、体制が単純で細胞レベルでの

観察が容易なホウライシダ配偶体を用いて実験を行った。ホウライシダの原糸体・前葉体細胞の一部へ様々

な光強度の赤色光あるいは青色光の微光束を照射し、光照射を受けなかった部分の葉緑体が光照射部位へと

動き出すまでの時間と照射部位から葉緑体までの距離の関係を測定した。同時に葉緑体から光照射部位との

距離と 1 分間に葉緑体が移動した距離と関係を調べた。その結果、信号が細胞内を伝わる速さは波長や光強

度によらず一定であった。また、信号が伝わる速さは原糸体の根元方向と先端方向とでは異なりそれぞれ約

2.3 µm/min、0.8 µm/min 程度であり、前葉体細胞では約 1.0 µm/min 程度と推測された。また葉緑体は光照

射部位から離れているほど速く動き得ることがわかった。（坪井、和田＊ ＊九大） 

低温によって誘導されるホウライシダ葉緑体定位運動 
 葉緑体は、光環境に応じて細胞内の配置を変化させ、光定位運動を示す。このような葉緑体の定位運動に

関する研究は 100 年以上前から行なわれているが、光以外の要因による葉緑体の細胞内配置の変化に関して

は殆ど研究されていない。本研究では、ホウライシダ配偶体の葉緑体配置が温度によって変化することを見

出した。配偶体を 25℃・弱光下で処理したところ、集合反応が誘導されて、葉緑体は細胞の表面に集まった。

配偶体を 4℃・弱光下に移動させたところ、葉緑体は暗黒定位に似た配置をとった。我々は、この反応を低

温定位と命名した。顕微鏡下で低温定位の経時観察を行なったところ、暗黒定位とは異なり、葉緑体は細胞

壁の数カ所に分かれて凝集した。照射する光強度を上げたところ、反応が促進された。変異体を用いた解析

により、光受容体フォトトロピン２が関与していることが分かった。以上、ホウライシダの葉緑体低温定位

運動がフォトトロピン２を介して制御される低温応答性の現象であることが示された。（児玉＊、坪井、加川

＊＊、和田＊ ＊九大 ＊＊資源研） 
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細胞エネルギー研究室 
 

1. 構成 

嶋田敬三(教授)，永島賢治(助教)，永島咲子(D3)，増田裕一(M2)，坂本ゆう (M2), 中山陽介 (M1)， 

茂呂 宰 (M1)，時田誠二(客員研究員)，小川俊夫(客員研究員)，種山正登志(客員研究員) 

 

2. 研究紹介 

 本研究室では，多様な光合成細菌を材料にして，生物が光を効率よく吸収して利用する仕組みや光合成に

おける電子移動の仕組みを研究している．また，光合成色素の生合成や機能，環境条件に応じた光合成遺伝

子の発現調節機構，新しい光合成細菌の単離と分類，光合成機構の進化についても研究している．こうした

基礎研究を通じて，人類が直面しているエネルギー問題，環境問題，食糧問題への貢献も目指している．   な

お，毎年の活動報告等は研究室の Web ページ http://www.comp.tmu.ac.jp/celene/に掲載されている． 

＜研究の背景と基本用語の説明＞ 

 光合成細菌は系統的に５つのグループに分けられる．それらは紅色細菌，緑色イオウ細菌，緑色糸状細菌，

ヘリオバクテリア，シアノバクテリア（ラン色細菌）と呼ばれる．このうちシアノバクテリアは植物の葉緑

体のもとになった細菌で酸素を発生する光合成を行い，他の 4 グループは酸素を発生しない光合成を行う．

酸素を発生しない光合成細菌が進化して，シアノバクテリアが誕生したと考えられている． 

 光はクロロフィルやカロテノイドなどの光合成色素に吸収され，光合成反応中心複合体（単に反応中心と

も呼ばれる）に結合したクロロフィルまで色素間を伝達される．これが光捕集系である．反応中心に結合し

たクロロフィルは，光エネルギーを用いて電子を放出する．引き続きキノンやチトクロムなどの成分を経由

した電子伝達が進行してプロトンが生体膜を横切って輸送され，やがてＡＴＰの合成に至る． 

 光合成細菌には，酸素がない状態でのみ生育するもの（嫌気性：緑色イオウ細菌とヘリオバクテリア），

基本的に酸素がある状態で生育するもの（好気性：シアノバクテリア），いずれの状態でも生育できるもの

（通性嫌気性：紅色細菌と繊維状光合成細菌）がある．通性嫌気性のものは，一般に嫌気状態でのみ光合成

を行い，好気状態では光合成色素を作らずに呼吸によって生育する．しかし，同じグループの中に嫌気状態

では光合成を行わず，好気状態で補助的に光エネルギーを使う細菌がある．これを好気性光合成細菌と呼ぶ． 

１） 紅色光合成細菌の電子伝達系におけるチトクロムの構造と機能 

紅色細菌や緑色糸状細菌の光合成反応中心には，通常４つのヘムを持つチトクロムサブユニットがあり，

光で酸化された反応中心バクテリオクロロフィル二量体（スペシャルペア）に電子を与えている．しかし，

ある種の紅色細菌ではこのサブユニットがない．このサブユニットに電子を与える成分は，ヘム鉄を含むチ

トクロムやヘムを含まない鉄イオウタンパク質（HiPIP），あるいは銅タンパクの場合がある．このチトク

ロムサブユニットとその中の各ヘムの役割の解明に，光合成電子伝達系の進化の視点を加えて取組んでいる． 

紅色光合成細菌の反応中心複合体に結合するチトクロムサブユニットの４つのヘムの酸化還元中点電位（Em）

はスペシャルペアへ向かって低-高-低-高の順に並ぶが，熱力学的に不利なステップ（高電位から低電位）

がなぜ含まれるのかはまだ解っていない． 

この低電位ヘムの存在意義を明らかにするため，これまでの研究で紅色光合成細菌Rubrivivax (Rvi.) 

gelatinosusの反応中心複合体に結合するチトクロムサブユニットを立体構造の明らかなBlastochloris 

viridisのものに置き換えたキメラ反応中心を材料に，チトクロムサブユニットの各ヘムの酸化還元電位を
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変えるべく多くのアミノ酸置換変異株を作成してきた．ヘムの酸化還元中点電位の測定は，以前まで酸化還

元滴定法により求めていたが，幅広い範囲で電位の測定を行うことやヘムの電位が安定した状態での測定が

容易にはできなかった．そこで，ヘムの酸化還元中点電位を正確に測定するためにポテンショスタットを用

いた電気化学的測定法の確立を行った．今後はこの手法と酸化還元滴定を用いて各ヘムの酸化還元中点電位

の測定を行っていく．（中山，永島K） 

Rvi.gelatinosus の光化学反応中心への電子供与体は複数存在しており，主要な HiPIP（鉄-イオウタンパ

ク）に加え少なくとも３種類の可溶性チトクロム c8，さらには２ヘム型のチトクロム c4も働きうることが本

研究室での遺伝子破壊株の作成を通じて見いだされている．これら破壊株のうちチトクロム c4破壊株につい

ては復帰変異株が生じやすく，前年度に作成した株が不安定となったため新しく作成し直した．新しく作成

した破壊株もやはりチトクロム c4が光合成電子伝達を維持できることを示したが，野生株を用いたノーザン

ハイブリダイゼーションの結果ではチトクロム c4 の遺伝子発現は培養条件とは関係なく常に一定の割合で

起こっていることが示唆された．チトクロム c4は光合成細菌に限らずプロテオバクテリアに広く見られる電

子伝達タンパクであるが，これまでのところその主要な生理機能は分かっていない．おそらくその働きは光

合成電子伝達の維持そのものではなく，光合成電子伝達を含む複数のエネルギー代謝経路をリンクさせ，酸

化還元状態のバランスを取っているのではないかと推測している．（永島 K， Vermeglio (CEA/Cadarache)） 

Rvi.gelatinosus には，光化学反応中心複合体への電子伝達体である HiPIP，チトクロム(cyt) c4，高電位

(HP)及び低電位(LP)チトクロム c8の多重欠損株は遅いながらも光合成条件下での生育が可能で，高頻度で光

合成生育速度が復活する突然変異株が現れる．この復帰株に大量発現しているイソ型高電位(iso-HP)チトク

ロム c8を精製し，膜標品との再構成実験を行ったところ，HP チトクロム c8のおよそ 1/4 の速度で反応中心

への電子伝達が観察された．また，チトクロム bc1の電子伝達阻害剤を用いた再構成実験より，iso-HP チト

クロム c8は反応中心，チトクロム bc1複合体，キノンプールと共に構成される循環的電子伝達経路で機能し

うることが示唆された．さらに iso-HP チトクロム c8遺伝子を含む約 10kb の領域の塩基配列を決定したとこ

ろ，緑膿菌の亜硝酸還元酵素遺伝子群とほぼ同様の遺伝子群が保存されており，iso-HP チトクロム c8 は本

来亜硝酸還元酵素への電子供与体であるチトクロム c551あるいは NirM であることが示唆された．しかし本細

菌には硝酸還元能は報告されておらず，硝酸から分子状窒素までの一連の脱窒能のうちの部分的な活性を持

つ光合成細菌であることが考えられた．現在進行中の全ゲノム解析にて，これを遺伝的に確かめ，本菌の脱

窒能やその役割について明らかにしていこうとしている．（永島 S，永島 K） 

上記のように Rvi.gelatinosus のペリプラズム空間（細菌の細胞膜と外膜間の空間）には，光合成反応中

心複合体への電子供与体となりうる電子伝達タンパクが少なくとも 5 種類存在することが分かっている．そ

こで，これらの電子伝達タンパクの欠損株を用いて，それぞれの電子伝達タンパクの生理的役割分担を解明

することを目的としてイオウおよび窒素化合物の種類，濃度の異なる種々の培地における各欠損株の生育を

見ている．これまでに異化的イオウ酸化系は存在しないことが示唆された．（茂呂，永島 K） 

Rvi.gelatinosus は，反応中心への電子供与体を多数種含んでいる．また，その光合成機能は遺伝子の水

平移動によって得られたものと推測されており，細菌における光合成の生理機能の位置づけや進化過程の研

究対象として興味は尽きない．そこでこの細菌の光合成を含むエネルギー代謝経路の全貌を解明すべく全ゲ

ノム解析を行った．サイズは 5,043,252 塩基で細菌としてはやや大きめで，現在約 4,800 の遺伝子座に対す

るアノテーション作業を続けている．水溶性チトクロムに関してはモノヘムのものがチトクロム c8の他に２

つ，チトクロム c4に低い相同性を持つ２ヘムのものが４つ存在することが見いだされ，この細菌のエネルギ

ー代謝の複雑さや冗長性の高さがうかがえる．（永島 K，花田（産総研），藤田（独立行政法人製品評価技術
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基盤機構 NITE）） 

紅色光合成細菌 Rhodobacter sphaeroides の光合成遺伝子クラスターを大腸菌に導入し光合成機能の再構

築を試みている．現在はまだ遺伝子のクローン化と導入法の 適化を検討している段階であるが，このシス

テムの構築を通し遺伝子水平移動の実験的な検証や光合成エネルギー変換の人為的利用に道が開けると期

待している．（永島 K，加藤(分子遺伝学研究室)） 

海洋性の紅色光合成細菌 Rhodovulum sulfidophilum では，光合成反応中心への電子供与体として紅色光

合成細菌に広く見られる水溶性のチトクロム c2に加え，膜結合性のチトクロム c2mも電子供与体として働い

ている．これら 2 種類の相同チトクロムに機能的差異が存在することを，遺伝子破壊株の生育実験を通じて

示してきた．そこで，同じ Rhodovulum 属に属する他の光合成細菌にもこれら２種のチトクロムが存在して

いるかどうか，ユニバーサルプライマーを用いた PCR 実験により調べようとしている．これらのチトクロム

の存否を確認することにより，分子系統関係から膜結合性のチトクロム c の起源がどこにあるのかが推定で

きるものと考えている．（坂本，永島 K） 

２）緑色繊維状細菌の電子伝達系 

緑色繊維状細菌は光合成細菌の中で も分岐の古い生物であり，光合成の初期進化の過程を明らかにする

上で有用な材料である．しかし，その光合成電子伝達系についてはまだ不明な点が多い．反応中心に対する

電子供与体と考えられている銅タンパクのオーラシアニンは，よく研究に用いられる Chloroflexus 

aurantiacus では AurA, AurB の２種類が有り，Roseiflexus castenholzii では AurA に近縁な１種類だけで

あることがゲノム解析から推測された．これら３つのオーラシアニン遺伝子をそれぞれ大腸菌で発現させ大

量精製することに成功した．いずれも銅を含まないアポタンパクとして得られたが，0.25 mM 硫酸銅存在下

で自発的に銅イオンを取り込み，特有の吸収スペクトルと EPRスペクトルおよび酸化還元中点電位を示した．

しかしながらこれら精製オーラシアニンを R. castenholzii 光合成膜および精製した反応中心に大量に加え

て閃光照射実験を行ったところ，いずれも電子伝達は観察されなかった．R. castenholzii でのオーラシア

ニン合成量がかなり低いことと考え合わせると，このタンパクが光合成電子伝達に含まれていない可能性が

高くなった．（塚谷（産総研），永島 K） 

光合成電子伝達では反応中心からキノンを経て電子を受け取り水溶性電子伝達タンパクに電子を渡す膜

タンパクとしてチトクロム bc 複合体が必要である．しかし緑色繊維状細菌では全ゲノムを調べても既知の

bc 複合体に配列相同性を示すタンパクが見つからず，起源の違う相似タンパクの存在が考えられた．この未

知電子伝達タンパクを同定すべく R. castenholzii の膜画分をオクチルグルコシドで可溶化しショ糖密度勾

配遠心・ゲル濾過・イオンクロマトグラフィー・調製的ゲル電気泳動で網羅的に分離・解析したところ 22 kDa

および 16 kDa の２つの c 型チトクロムを含むが b 型チトクロムは含まないタンパク複合体を見いだした．

同様の膜タンパクは C. aurantiacus でも報告されており，このタンパクが bc 複合体の機能を相補するもの

であるかどうか研究を進めている．（永島 K） 

３）光合成タンパクの構造，機能   

Rhodovulum sulfidophilum 反応中心のチトクロムサブユニットのＮ末端領域は，近縁のチトクロムサブユ

ニットを欠く種が持つ，反応中心から電子搬出を行うキノンの通路形成を行うとされる膜貫通タンパク

(PufX)との相同性が認められる．このＮ末端領域が同様な機能を持つかどうかを調べるため，欠損株の作成

を行うとともに，すでに作成されているヘム結合部分を欠損した株が反応中心複合体にＮ末端領域を残して

いるかどうかを確認しようとしている．（増田，永島 K） 

４）緑色光合成細菌の光捕集系とエネルギー移動の調節 
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 緑色細菌の光捕集器官クロロソームは，バクテリオクロロフィル c 自己集合体を主成分とする特殊な光捕

集器官であり，ベースプレートおよび FMO タンパクというバクテリオクロロフィル aタンパクを介して細胞

膜中の光化学反応中心タンパクに光エネルギーを伝達している．クロロソームは単離に際し吸収ピークの短

波長シフトやバクテリオクロロフィルａの減少が生じ，それに伴うバクテリオクロロフィル cから aへのエ

ネルギー移動効率の低下が見られる．これまでに緑色イオウ細菌 Chlorobium tepidum を用いて浸透圧ショ

ック等の温和な方法で細胞を破砕し変性の少ない標品を得る方法を確立した．この方法では超遠心 終分離

によりクロロソームはショ糖密度勾配中の 20%と 24%部分にバンドとして現れるが，アクリルアミドゲル電

気泳動(PAGE)では 20%バンドには FMO タンパクの付着は無く 24%バンドには残留が見られた．この結果が低

温(100K)吸収スペクトルと整合性をもつかどうか確認しようとしている．(時田，嶋田，松浦（環境微生物

学研究室)） 

５）光合成色素の構造，機能，生合成系 

カロテノイドは光合成生物を含め多くの生物に存在するが，その多様性の意味は必ずしも明らかでなく，

同じ色素タンパクが同じ合成系路上の異なるカロテノイド分子種を結合するなど具体的な合成プロセスに

ついても不明な点が多い．我々は紅色光合成細菌 Rvi. gelatinosus で特定のカロテノイド合成中間体を蓄

積するいくつかの変異株を作成しており，これらを用いて各カロテノイド合成酵素とカロテノイド合成中間

体の相互作用を見ようとしている．（嶋田） 
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環境微生物学研究室 
 
1. 構成 
松浦克美（教授）、春田伸（准教授）、花田智（産業技術総合研究所、連携大学院・客員准教授）、Craig Everroad

（特任教員）、戸井裕子（D2）、大滝宏代（M2）、黒柳仁志（M2）、早野禎一（M2）、西谷真一（M1）、

山本浩平（M1）、菅野菜々子（B4）、北山祐一郎（B4）、後藤陽（B4）、谷田家菜（B4） 

 

2. 研究紹介 
微生物は地球上の物質循環や環境保全の面で極めて重要な役割を果たしている。本研究室では、土壌や水

界、熱水など様々な環境における微生物の生理的・生態学的特性の解明を通して、微生物（機能）の都市で

の活用の方策を探っている。特に光合成細菌とそれと相互作用する細菌・アーキアの環境中での動態・機能

を研究するとともに、環境浄化や環境保全に有益な微生物を探索している。環境中の微生物活性の測定や環

境 DNA からの系統分類指標遺伝子や酵素遺伝子の検出・同定に加え、新たなる視点で戦略を立てながら分

離培養法による微生物探索を進めている。さらに環境微生物群集の動態を明らかにするため、環境因子や

個々の微生物の生理学的性質だけでなく、生物間の相互作用を包括的に捉えようとしている。 

１）温泉微生物マットに関する研究 
長野県中房温泉では、野外を流れる硫化水素を含む熱水中に微生物マットが発達しており、本環境では生

物地球科学的な物質循環が観察されるため、その構成微生物種や代謝反応を明らかにすることは、地球環境

の成立や保全を考える上でも意義深い。 

1-a. 微生物マットにおける物質・エネルギー循環 

本研究では、特に特徴的な色彩を示す同温泉の 65℃域に発達している微生物マットを対象とした。本微生

物 マ ッ ト の 主 要 構 成 種 と し て 、 光 合 成 細 菌 （ Chloroflexus aggregans ） の 他 に 、 硫 酸 還 元 菌

（Thermodesulfobacterium sp.）がこれまでに知られている。微生物マットにおける水素発生と水素消費を解

析し、この微生物生態系における微生物間の関係や水素が物質やエネルギー循環にどのように寄与している

かを考察した。 

採取した微生物マットを研究室に持ち帰り、窒素気相下、65℃で培養し経時的に水素発生量を測定した。

光に関係なく、水素の発生は検出できなかったが、硫酸還元菌の阻害剤を添加すると顕著な水素発生がみら

れた。またその水素発生は、光照射によって約半分に抑制された。以上の結果から、水素は光合成細菌では

なく、発酵性細菌によって発生しており、硫酸還元菌がその消費者と考えられた。またマット中の微生物細

胞を分散懸濁した場合は、硫酸還元菌の阻害剤を添加しなくても顕著な水素発生が見られたため、水素の授

受には細胞間の近接した分布が必要であると考えられる。 

先行研究と本研究から、微生物マットでは、①光合成細菌による硫化水素を利用した有機物合成、②発酵

性細菌による有機物からの水素生産、③硫酸還元菌による水素を利用した硫化水素生産、以上 3 点が示唆さ

れた。このことから、有機化合物・水素・硫化水素が電子伝達体（還元力）として循環していることが考え

られた。これまでの物質循環は、炭素を中心に考えられてきたが、本研究では物質と還元力の循環を同時に

提示することで理解が進んだ。物質と還元力の流れを同時に示すことは、微生物マットだけでなく、地球上

の生態系や環境の変遷を理解するためのモデルになると考えられる。（大滝、花田、春田、松浦） 

1-b. 微生物マットの多様性とその分布 
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様々な温度域に発達している微生物マットを採取し、その細菌多様性を 16S rRNA 遺伝子を対象とした

T-RFLP 法およびクローンライブラリー法を用いて解析した。温度依存的な菌叢の違いを明確にすることがで

きた。また調査地の微生物マットにおいてこれまで考えられていたよりも硫黄酸化細菌の種多様性が高いこ

とが明らかになった。（Everroad、大滝、花田、春田、松浦） 

1-c. 微生物培養系における硫化水素の定量法の確立 

微生物マットの構成種が明らかになりつつある。本研究では光合成細菌を中心とする種間の硫黄化合物の

受け渡しを検証していくため、温泉微生物マットにおいて主要な硫黄化合物のひとつである硫化水素の定量

法を確立することを目的とした。これまでに報告されている簡便な比色定量法を光合成細菌の代表的な液体

培地に適応したところ、定量的な発色が見られなかった。その要因は培地に含まれるチオ硫酸塩によると考

えられた。そこで硫化物イオンを硫化亜鉛として沈殿・回収する前処理操作を導入した。それによりチオ硫

酸塩等の影響を受けず、幅広い硫化水素濃度に対して高い再現性で定量できる方法を提案することができた。

（谷田、春田、松浦） 

２）光合成細菌の環境中での動態・多様性に関する研究 
2-a. 通常・好気環境中での光合成細菌の分布 

好気的な通常環境中で光合成細菌が、光合成能により、生存を有利にしているかどうかを調べることを目

的とする。そこで低い栄養条件でかつ非嫌気下で生育できる通常環境中の光合成細菌を探索している。これ

までに探索条件の検討を行ってきた。栄養塩濃度を低くした低栄養培地を用い、気相は大気と通じた条件で、

長波長（波長 700nm 以上）光照射下、30℃で静置培養することとした。本学南大沢キャンパス内から採取し

た環境試料を用いて探索したところ、微好気条件に適応したと思われる光合成細菌２種を見出し、寒天平板

培地を用いて単離した。単離株の 16S rRNA 遺伝子塩基配列を解析したところ、通常環境中で広範に見られ

る紅色光合成細菌 Rubrivivax gelatinosus または Rhodopseudomonas palustris に近縁であることが示唆された。

これら単離株の性質をそれぞれの近縁種の標準株と比較したところ、上記の培養条件において、いずれの単

離株も標準株より良好な生育を示す傾向があり、好気・低栄養への適応度が高いと示唆された。現在、生育

速度に加え、その他の生理学的特徴を解析している。今後、培養条件をより好気的にする等の変更を加え、

対象とする環境を広げて探索を行う予定である。（戸井、松浦） 

2-b. 光合成細菌のバイオフィルム形成特性 

微生物は、自然環境中の界面上で高密度の多細胞からなる集合体（バイオフィルム）を形成している。バ

イオフィルムは、微生物の一般的な生息形態のひとつとして考えられるが、その形成特性や機構について、

ごく限られた細菌について調べられているのみである。本研究では、土壌や底泥などの自然環境中に広く分

布している紅色光合成細菌 Rhodopseudomonas palustris について、そのバイオフィルム形成特性を解析した。 

炭素源の異なる培地を用いて、光従属栄養的に培養し、ガラス表面に形成するバイオフィルム量およびその

微細構造を解析した。複数の炭素源を含む培地を用いたときは、増殖速度は速いものの顕著なバイオフィル

ム形成は観察されなかった。一方、リンゴ酸、酢酸またはコハク酸を唯一の炭素源とした培地では、厚さが

50µm を超える厚いバイオフィルムを形成した。酢酸およびコハク酸培地では、キノコ状の突起が発達した

他の細菌でも見られる一般的な表面構造であったのに対し、リンゴ酸培地では突起構造をもたない平坦な構

造に発達していた。 

以上の結果より、R. palustris のバイオフィルムは量や厚さだけでなく、その形態も炭素源に依存して変化

することが示された。培養条件に応じて細胞の運動性や細胞外基質の量および質を変化させていると考えら

れ、本菌の自然環境中での動態を考える上で興味深い知見である。（黒柳、松浦、春田） 
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2-c. 脱窒能を有する光合成細菌の探索 

脱窒能を有する紅色光合成細菌は、これまで廃水処理施設等を中心に見つかっているが、自然環境からの

分離例は少ない。本研究では、水田土壌を対象として脱窒能を有する紅色光合成細菌の分布や多様性を明ら

かにすることを目的に、分離を試み、またその効率的な集積培養法を提案した。 

2 ケ所の水田から異なる時期に土壌を採取し、脱窒および光合成で生育できる細菌を集積培養した。赤色

を呈した培養系を選択し、継代培養を繰り返した。得られた集積培養系は、すべて硝酸塩の消費およびガス

発生が観察されたことから、脱窒活性を有していた。これらの集積系から分離した光合成細菌に脱窒能は確

認できなかったが、集積培養系では光合成細菌と非光合成の脱窒細菌が安定に共存していたと考えられ、こ

れらの細菌の生存性を考える上で興味深い知見である。分離した光合成細菌は、Rhodopseudomonas 属、

Rubrivivax属、Rhodobacter属であり、いずれも広く土壌に分布していることが知られている細菌であったが、

一部の分離株は微好気条件で良好な生育を示すという特徴がみられた。本研究で脱窒能を有する光合成細菌

は検出できなかったが、水田土壌における脱窒細菌と光合成細菌の生態を考える上で有用な知見が得られた。

またこれら細菌の効率的な分離培養のためには、光合成条件時において高い選択圧をかける必要があること

や窒素源の添加方法を改変することが有効であることが示唆された。（早野、松浦、春田） 

2-d. 光合成細菌の生残性に対する光の影響 

自然界では栄養分の供給は限定的であり、増殖できない期間をどのように生残しているのかという課題は、

微生物の生態を考える上で重要である。本研究では、紅色光合成細菌 Rhodopseudomonas palustris の飢餓条件

における生残率に対する光の影響を解析した。R. palustris を光従属栄養条件で対数増殖期または定常期初期

まで培養したところで、栄養源のない飢餓培地に移して、生残率を経時的に観察した。その結果、対数増殖

期の細胞は、暗条件では 10 日目以降から生菌数が減少し始め、一ヶ月後には飢餓直後より約 1/100 まで生菌

数が減少したが、光照射条件では、生菌数の低下はほとんど見られなかった。対数増殖期にある細胞の飢餓

に対する生存性維持には、光合成による ATP 生産が関わっている可能性が示唆された。一方、定常期の細胞

は光の照射に関係なく、一ヶ月以上の間、生菌数を維持しており、増殖が定常期に入ってくると飢餓に対す

る何らかの準備が細胞内で起こってくると推測できる。（菅野、春田、松浦） 

３）環境中での芳香族化合物の生分解に関する研究 
3-a. 海洋性光合成細菌の探索 

これまで分離例のない安息香酸の分解能を持つ海洋性光合成細菌の探索を試みた。単環芳香族化合物の微

生物による分解は、好気条件下で進行しやすいことが報告されているが、汚染域は酸素が欠乏しやすいため、

嫌気条件で分解可能な光合成細菌は生態学的にも応用の面からも重要である。東京都中央区月島の２地点か

ら海底の土壌を採取し、安息香酸を主要な炭素源とする培地に接種して、光条件下、嫌気的に培養した。４

回の植え継ぎ後、特徴的な色を呈した培養液の吸収スペクトルを測定した結果、光合成細菌の色素であるバ

クテリオクロロフィル a またはバクテリオクロロフィル c と考えられるピークが検出された。これら結果よ

り、安息香酸を利用可能な光合成細菌が複数種、集積されていると考えられる。安息香酸の分解特性を明ら

かにするとともに、分離培養し系統学的、生理学的な解析を進めている。（西谷、松浦、春田） 

3-b. 河川における芳香族化合物の分解 

自然の自浄能力として、環境中での有機物の分解性を評価・解析することを目的とした。ここでは流入す

る有機物量も低い上流河川を対象とし、芳香族化合物フェノールの分解を指標に評価した。川底の砂を採取

し、フェノールを唯一の炭素源とする液体培地に接種して、30℃で好気・振とう培養した。培養開始から 28

時間までは分解が観察されないが、その後、急激なフェノール濃度の減少が見られ、分解開始から 7 時間で
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検出限界以下まで低下した。一般的な土壌での分解開始までの時間、約 20 時間と比較するとやや長いものの

川底の砂の微生物群にもフェノール分解の潜在的な能力があることが明らかとなった。また易分解有機物で

あるグルコースを添加しても分解開始までの時間が長くなることはなく、複数の有機物に対してそれぞれ異

なる微生物が役割分担をして、対応していると考えられた。今後、菌叢がどのように変化して環境変化に対

応しているかを明らかにすることで、自然の自浄作用を詳細に特徴付けられると考えられる。（北山、松浦、

春田） 

４）植物と細菌の相互作用に関する研究 
4-a. マメ科野草に共生する根粒菌の分布と多様性 

根粒菌は植物の根に共生する窒素固定細菌である。マメ科植物の多くは根粒菌と共生しており、その共生

機構や宿主特異性、共生効果に興味がもたれている。Kummerowia striata（ヤハズソウ）は、日本から中国に

かけて自生するマメ科植物であり、荒地緑化のための有用植物として期待されている。ヤハズソウも根に根

粒を形成していることが知られているが、その根粒菌の種類や生態について充分に調べられていない。そこ

で、日本各地に自生するヤハズソウから根粒菌を分離し、系統解析をするとともに、共生に関する知見を得

ることを目的とした。多摩地区の５ヶ所よりヤハズソウを採取し、その根粒を観察したところ、生育環境に

応じて根粒の数に違いが見られた。これらより、根粒を採取し、表面を殺菌した後、切断または粉砕して得

た懸濁液から寒天平板培地を用いて培養した。純化を繰り返し、分離株を 50 株得た。これらは、コロニーの

形態や生育速度等から少なくとも二種類以上に分類できると考えられた。系統分類および生理学的性質を解

析するとともに、さらに調査地を広げていく予定である。（山本、松浦、春田、花田） 

4-b. 細菌と緑藻の相互作用 

緑藻などの真核微細藻類は河川の礫等にバイオフィルムを発達させている。これら微細藻類は窒素固定で

きず、硝酸態窒素などの形で窒素元素を取り込んでいる。植物では根に共生する根粒菌のように他生物から

窒素を獲得する系が知られている。本研究では、微細藻類と細菌間で可溶性窒素化合物の授受の関係を見出

すことを目的とした。硝酸態窒素濃度の低い山梨県上野原市の秋山川の河川礫から微細藻類およびシアノバ

クテリアをそれぞれ分離した。分離した中から、緑藻綱の微細藻類一株と、好気的環境で窒素固定を行うシ

アノバクテリア一株を選択し、混合培養試験を行った。その結果、窒素無添加培地でもシアノバクテリアと

の共培養によって微細藻類の増殖が確認できた。窒素の制限される状況でも、微細藻類はシアノバクテリア

の固定した窒素を取り込むことで生存できることが示された。微細藻類がどのように窒素元素を取り込んで

いるのか、シアノバクテリアは微細藻類との共培養によってどのような影響を受けているのか、を明らかに

することが今後の課題である。（後藤、松浦、春田） 

 

3. 研究発表 
口頭・ポスター発表 

Otaki, H., S. Hanada, S. Haruta, and K. Matsuura. Hydrogen production in hot-spring microbial mats dominated by a 

filamentous anoxygenic phototrophic bacterium. 7th International Symposium for Subsurface Microbiology. 

Shizuoka, Program p. 224 (2008) 

大滝宏代、花田智、春田伸、松浦克美「光合成細菌が優占する温泉微生物マットにおける水素発生と消費」

第 24 回日本微生物生態学会（札幌）、講演要旨集 p. 84（2008） 

Haruta, S., T. Iino, K. Suzuki, and Y. Igarashi. Effect of divalent cations in hybridization solution on fluorescence in situ 

hybridization. 12th International Symposium on Microbial Ecology, Cairns, Program p. 76 (2008) 
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大滝宏代、久保響子、春田伸、花田智、可知直毅、松浦克美「生態系における酸化還元力循環：温泉微生物

マット群集をモデルにした解析」日本生態学会第 56 回大会（盛岡）、講演要旨集 p. 455（2009） 

春田伸「堆肥化の解析から見えてきた微生物複合系の性質」日本生物工学会西日本支部シンポジウム「バイ

オマスからのバイオ燃料／有用物質の生産：バイオ技術によるバイオマス再資源化」（広島）（2009） 

 

受賞等 

春田伸 環境バイオテクノロジー学会奨励賞 

 

その他の出版物 

野口ジュディー、深山晶子、東條加寿子、松浦克美「研究・留学のための理系英語」講談社、東京、（2008） 

 

その他の学術的活動 

本研究室修士２年の大学院生が、大学院教育改革支援プログラムの援助を受けて、国際シンポジウム 12th 

International Symposium on Microbial Ecology（ケアンズ、オーストラリア）において、セミナー「Uncultured 

Microbes」を 2008 年 8 月 21 日に開催した。国内外から 3 名のパネリストを迎え、約 50 名の参加者とともに、

新の研究話題や研究の進め方について幅広く討論できる充実した会となった。 
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動物生態学研究室 
 
1. 構成 
鈴木惟司（教員）、 草野 保（教員）、 林 文男（教員）、白井 剛（D3）、土屋香織（D3）、武智玲奈（D1）、

松田尚子（M2）、前田尚子（M1）、白井衣里香（卒研生）、宮澤絵里（卒研生）、片田真一（客員研究員）、坂

本信介 (客員研究員)   

 

2. 研究紹介 
 本研究室では、小型の脊椎・無脊椎動物を研究対象として、社会生態、行動、生態遺伝、地理系統、生活

史、個体群動態等に関する研究が行なわれている。研究テーマの設定に当たっては、構成員の自主性が重ん

じられる。研究室全体としては個体・個体群レベルの野外研究を指向する傾向が強い。しかし野外調査だけ

でなく室内飼育実験や分子生物学的手法なども併用して研究が進められている。以下に紹介するのは 2008

年度に発表されたか実施された研究の一部である。 

1) 無脊椎動物を対象とした研究 
 ミヤマカワトンボでは、メスは複数のオスと交尾をし、精子を交尾嚢（球状の器官）と受精嚢（交尾嚢の

奥に続く左右の細管）に蓄える。一方、オスは、反転部（耳かき状器官）と側突起（左右に突出したブラシ

状の器官）からなる交尾器を使って、あらかじめメスが貯蔵している精子の掻き出しを行った後、自らの精

子を渡す。オスの交尾器の形態を測定したところ、左右非対称であり、左側の側突起の方がより外側に突出

していた。側突起を部分的に切除したオスを用いて交尾行動を観察したところ、外側に突出した左側の側突

起が精子の掻き出しに関してよく機能しており、これを使って受精嚢の左側の細管に蓄えられている精子を

掻き出すと考えられた。これらの結果から、本種の精子掻き出し行動が左利きであることが明らかになった

(17)。   

 昆虫類では、成虫として羽化するときに翅が急速に伸展する。触角、脚、体などはおおむね羽化前に完成

しているが、翅だけは羽化の短時間に形成される。昆虫類には、体を水平にしたまま翅が伸展するグループ

と、垂直にぶら下がった状態で翅が下方に伸展するグループが知られている。前者では体液圧で翅を伸展さ

せるのに対し、後者では翅を伸展させるのに重力を利用している可能性が高い。重力の影響を検出するため

には、無重力に近い宇宙空間で昆虫類を羽化させて、翅の伸展の程度を調べれば良いが、その前の段階とし

て、いろいろな昆虫類を、水平状態、垂直状態、遠心過重力状態（約 3Ｇ）で羽化させ、翅の伸展状態を比

較した。本来、垂直にぶら下がって翅を伸展させる性質の強い昆虫類ほど、強制的に水平状態で羽化させた

時に翅が充分に伸びない個体の割合が増加する傾向があった。また、それらの昆虫類の一部では、遠心加重

力下で翅がやや細長くなる傾向が認められた。重力がない宇宙において、昆虫類の翅の伸展がどうなるかは

今後の課題である（1）。 

2）脊椎動物を対象にした研究 
 近年、地球規模での気候変動による両生類個体群の減少や絶滅が報告されてきているが、我が国の両生類

に対する影響についてはまだほとんど分かっていない。1976 年より現在まで 30 数年にわたり、東京郊外の

日の出町においてトウキョウサンショウウオの繁殖個体群調査を行ってきたが、その結果彼らの繁殖開始の

タイミングが有意に早まっていることが分かった（30 年で約 3 週間）。また、八王子市南大沢のトウキョウ

サンショウウオ及びカエル 2種についても、同様な繁殖早期化のトレンドが検出された。この繁殖早期化は、

気温の長期的な上昇傾向と相関していることから、我が国においても気候温暖化が両生類の繁殖活動及び生
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活史に影響を及ぼしていることが分かった（3）。 

 日野市にある多摩動物公園では、野生のアオサギが集団繁殖地を形成している。この繁殖地でアオサギが

繁殖を始めた 2000 年からの繁殖経過と、2003 年〜2006 年に園内で標識したアオサギの滞在状況を観察し続

けている。このうち標識装着後のアオサギの滞在状況について、長期的なデータを整理した。アオサギの成

鳥は、年間を通して利用・繁殖期のみ利用・繁殖期後の夏期のみ利用・不明の 4 つの滞在パターンに分けら

れた。「繁殖期のみ利用」の個体の中には、非繁殖期に複数の年に渡り近隣の河川のほぼ同じ場所に飛来す

るものもあり、季節ごとの生息場所がある程度固定されているのではないかと考えられた。一方幼鳥は、一

部の個体が標識装着後 2 年〜4 年経過して園内の繁殖地に回帰し、繁殖した。幼鳥は行方不明のものが多い

が、今後繁殖のために繁殖地へ回帰する個体が増えるものと考えられる(20)。 

 遠方への種子の散布を鳥や哺乳類などに頼る多くの植物が存在する。このような植物には赤や紫黒色など

独特の色に染まる果実をつけるものも多い。一般的にそれらの色は果実の存在や成熟状態を種子散布者に知

らしめる信号として使われていると思われる。同一個体上で成熟する集合果には、植物の種によって、一斉

に成熟し果実の色が同時的に変化したり、成熟時期が異なりその結果異時的に着色したりするものがある。

前者の場合、ある時を境に同一個体上の果実の色が短時日で一斉に変わるため、時間軸に沿った急激な色彩

の変化が生ずる。一方後者の場合は、同じ植物体上に異なる色（たとえば赤と緑）の果実が併存することに

より、片方の色あるいは両者の配色パターンそのものが目立つような状態の色彩変化を示す。この果実の二

色性の機能について、動物と植物の相互作用という観点から研究が始められている（図）。 

 

 

図：鮮やかな赤色の熟果 （上側）と緑色の未熟果実（下側）を付けたテンナンショウの一種 

 

  オガサワラノスリは小笠原群島にのみ生息し、その個体数の少なさから天然記念物や種の保存法による希

少種に指定されているノスリの固有亜種である。小笠原父島列島父島における本亜種の生息状況や基礎生態

は本研究室の長年にわたる調査によりほぼ明らかになっており、現在はそれらの情報蓄積を重ねるとともに

その知見を元に本亜種の具体的な保全措置もとられるようになってきている。しかしながら、本亜種のもう

一つの主要な生息地である母島列島母島における個体群の生息状況や生態的特徴については、立地上その調

査のしにくさと相まって、未だ不明な点が多い。この母島における本亜種の生息状況を明らかにするための

調査が昨年度より開始された。目下のところ、つがい縄張りの全島的なおおよその分布と、その帰結として

の生息番数の概略がつかめてきたところである。 

 首都圏近郊の都市緑地には数種の外来鳥類が定着するが、これらの外来種がなぜ分布を拡大できたのか、

また、在来種とどのような種間関係を形成しているのかについては明らかでない点も多い。断片化された狭
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い生息地では他種との遭遇頻度が高い。そこで、外来種ガビチョウと在来種ヒヨドリの種間関係を、主にコ

ミュニケーションの観点から調べてきた。コミュニケーションは “送り手”と“受け手”、二者間の相互作

用を基本とする。しかし、実際は、意図されぬ受け手も情報を利用できる（第三者による“盗聴”）。本研究

により、ガビチョウが、ヒヨドリの種内コミュニケーションを盗聴することで、効率的に採餌を行っている

可能性が示唆された(19)。 

 被食者は、捕食リスクを直接的、間接的に示す手掛かりを用いて捕食リスクを評価し、それに応じて採餌

行動を変化させると考えられている。そこで日本産アカネズミがどのような手掛かりを用いて捕食リスクを

評価し、どのように採餌行動を変化させるのかを、野外実験および室内実験を通して検討した。今年度は室

内実験を行い、捕食者の匂いであるネコのフンに対するアカネズミの行動を、一晩を通じてビデオで録画し、

観察した。この結果、ネコのフンを提示したことによる、採餌量や採餌ケージへの訪問回数には変化が見ら

れなかった。このことから、アカネズミにとって捕食者の匂いは、採餌行動を変化させるほどの手掛かりと

はならないことが示唆された(18)。 

       採食が容易でない餌に対しては、捕食者は経験や訓練によって採食技術を向上させると考えられる。アカ

ネズミを用い、大型で堅い殻をもつオニグルミの堅果とアカマツの球果について、採食状況を調べた結果、

オニグルミとマツ類が自生する本州では、オニグルミを上手に採食できた個体が 4 割いたが、アカマツを

完食できた個体はいなかった。一方、オニグルミは自生しない三宅島では、オニグルミを上手に採食でき

た個体はいなかったが、6割の個体がアカマツを完食した。採食できない個体がいたことから、これらの採

食技術は経験によって向上されると考えられ、両者が自生する場合には、可食部が多く採食効率のより高

いオニグルミ堅果を優先的に利用する可能性が示唆された（15）。 

    以上の外、卒業研究として、本学南大沢キャンパス松木日向緑地内の池に生息するカエル類を対象にした

カエルの囀鳴活動と環境要因との関係の究明および囀鳴活動を用いたカエル類の生息数評価方法に関する

検討が行われた。また近年関東地域でも増加し、松木日向緑地でも個体数が増加しつつあると思われる特定

外来種ガビチョウの生息状況と一般生態についての調査が為された。 
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植物生態学研究室 
 
1. 構成 
可知直毅、鈴木準一郎、中村亮二（D4、9 月まで）、古川武文(D3)、鈴木智之（D3）、中田望（D3）、 

萩原陽介（D1）、石神唯（M2）、鈴木観（M2）、張替鷹介（M1）、松嶋麻由子（M1）、水谷紘菜（M1）、

鈴木乾也（卒研生）、角田智詞（卒研生）、松井萠恵（卒研生）、中村敏枝（研究生）、 

畑憲治（客員研究員、8 月まで、9 月より特任研究員） 

 

2. 研究紹介 
 本研究室では、高等植物の生態現象をさまざまな時間的・空間的スケールで多角的にとらえることをめざ

している。そのために、フェノロジー観察、植生調査、個体群統計、成長解析、野外実験、栽培実験、数理・

統計モデル、分子マーカーを用いた遺伝的解析、生理的特性の測定などの手段を用いて、キャンパス内の温

室や圃場や人工気象室、小笠原の海岸草原や乾性低木林、高尾山の温帯林、八ヶ岳の針葉樹林、多摩川河川

敷、富士山の森林限界、ヨーロッパの半自然草原などの場所で研究を行っている。対象としている生物も、

モデル植物であるミヤコグサをはじめとする各種の草本植物や木本植物、植食性の昆虫など多岐にわたって

いる。野外で植物が繰り広げる生態現象の多様性を反映して研究内容も多彩である。詳しい研究室紹介は植

物生態学研究室のホームページ（http://dept.biol.metro-u.ac.jp/plantecol/）に掲載されている。ここでは、卒業

研究、修士論文、博士論文および誌上発表した原著論文について研究課題と概要を紹介する。 

 

１）根への攪乱と初期優占種が浮水植物の群集構造に与える影響の検討 
 群集の種多様性は中程度の攪乱の下で も高くなるとされ、地上部への攪乱では成り立つことが知られて

いる一方で、動物等による地下部への攪乱の群集構造に対する影響についての知見は限られている。そこで、

「地下部への中規模な攪乱が群集の種多様性を高める」という仮説を検討した。 

 ３種の浮水植物(アカウキクサ Azolla imbricata、コクキクサ Lemna minor、ウキクサ Spirodela polyrhiza)を

用い、攪乱頻度と初期優占種を 2 要因とする栽培実験を行った。攪乱により収量が向上する群集も見られた。

アカウキクサやコウキクサが初期に優占した群集では高頻度および中頻度攪乱で、ウキクサが初期に優占し

た群集では中頻度攪乱で、相対的に多様性が高く、2 要因間の相互作用が有意に認められた。 

 以上から、攪乱に対する群集の応答は初期優占種により変化し、根への攪乱頻度と初期優占種の存在が群

集構造に関与する可能性が示唆された。（鈴木乾也・卒業研究） 

２）不均質に空間分布する土壌栄養塩を利用するホソムギ Lolium perenne に対する根食性昆虫マ

メコガネ Popillia japonica 幼虫の影響 
 植物の地下部の動物による被食は広く見られるが、富栄養な土壌パッチを探索する根に対する根食性昆虫

の影響の知見は、ほとんどない。そこで、植物と根食性昆虫を材料とする実験系を確立し、根食性昆虫は根

の探索反応のコストであるという仮説を検討した。 

 ホソムギと根食性昆虫であるマメコガネの幼虫を用い、土壌栄養塩の空間分布様式と幼虫の有無を要因と

する栽培実験を行った。土壌栄養塩の空間分布様式が不均質だと根の探索反応が見られ、幼虫がいると根の

探索反応は見られなくなると予測した。 

 ホソムギの探索反応は予想通り見られたが、幼虫がいても根の探索反応には変化がなかった。これは、植

物に対する幼虫の効果が小さすぎたためだと考えられる。今後は、ここで確立した栽培実験系を用いて、地
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下部の生物間相互関係の詳細を検討する。（角田智詞・卒業研究） 

３）栄養塩供給の空間的分布パターンが植物個体の葉寿命に与える影響 
 野外で不均質に分布する栄養塩の空間パターンは、植物の栄養塩獲得を介して植物の葉の寿命にも影響す

ると考えられる。そこで、不均質な栄養塩の分布の下で植物の収量はより大きく、葉の寿命は短いと予測し、

栄養塩の空間分布パターンと栄養塩総量を要因とする栽培実験にて検討した。ダッタンソバ（Fagopyrum 

tataricum(L.) Gaertn.）を実験圃場のビニールハウスで播種・栽培し、定期的に葉の展開と枯死を記録した。 

 1 個体当たり 20〜100 枚の葉が展開し 2〜5 枚の葉が枯死した。富栄養塩下では、不均質条件より均質条件

で収量が高く、中・貧栄養下では栄養塩の分布パターンは収量に影響しなかった。また、葉の寿命は栄養塩

分布パターンによらなかった。この原因として、栄養塩分布パターンに対応した根の分布が見られなかった

ことや、観察期間中に枯死した葉の枚数が少なかったことが考えられる。栄養塩以外の資源量などが、根の

選択的な配置や葉の寿命に与える影響を変化させる可能性等を検討する必要がある。（松井萌恵・卒業研究） 

４）小笠原諸島固有木本植物オガサワラビロウの散布体の浮遊能力の種内変異 
 水散布型植物において散布体の浮遊能力は、散布体が移動できる距離を決める要因のひとつである。浮遊

能力の種内変異は散布距離の種内変異をもたらし、繁殖成功に影響を及ぼすと考えられる。本研究では、オ

ガサワラビロウを材料として、散布体の浮遊能力の種内変異を定量的に記述し、浮遊能力に関わる散布体特

性の種内変異がどのように浮遊能力の種内変異をもたらすのかを考察した。 

 散布体の浮遊日数の平均(±SD)は、父島、母島それぞれで 12.00±10.52 日，9.93±10.01 日であった。ま

た、父島個体の 46.6%、母島個体の 66.6%では、実験開始時に沈む散布体と浮く散布体の両方を一つの個体

が生産していた。父島、母島ともに、浮遊日数は比重と負に相関し、比重は含水率と正に相関した。父島で

は、比重は散布体の空隙の割合と負の相関を示した。母島では、比重は木化組織の割合と負の相関を示した。 

 散布体の浮遊能力には、個体内にも個体間にも大きな変異があった。散布体中の空隙、木化組織、散布体

の含水率、体積の種内変異は、散布体の比重を介して、浮遊能力の種内変異をもたらすことが示唆された。

（石神唯・修士論文） 

５）根量の減少と栄養塩供給条件が浮葉植物アマゾントチカガミ（Limnobium laevigatum）の成長

におよぼす影響の定量的解析 
 根の減少は植物の成長に影響を与え、その影響は栄養塩供給条件により異なると考えられる。根の切除と

栄養塩供給条件が植物の成長に与える影響の定量的評価を目的とし、浮葉植物アマゾントチカガミ

（Limnobium laevigatum）を材料に栽培実験を行った。根の切除と栄養塩量が成長に及ぼす影響および根の切

除と栄養塩供給の時間的変化が成長に及ぼす影響を検討した。 

 栄養塩量によらず、切除により収量は低下した。切除が収量に及ぼす影響は、栄養塩供給の時間的変化の

様式により異なる傾向が見られ、生育期間を通じて供給される栄養塩総量が同一でも、生育初期に富栄養下

で生育した植物は有意に大きかった。 

 以上より、根の切除により成長は低下するが、その影響は限定的である事が明らかとなった。また、栄養

塩供給条件の中でも特に、栄養塩供給の周期的な変化のパターンの違いにより切除の影響は変化する可能性

が示唆された。（鈴木観・修士論文） 

６）北八ヶ岳シラビソ・オオシラビソ林の構造の時間変化と空間的ばらつき 
 これまでの森林動態の研究では、発達過程での森林構造の時間的変化は明らかにされてきたが、その空間

的ばらつきは十分に評価されてこなかった。そこで、発達過程の森林構造のばらつきに注目し、特に、異な

る発達段階・空間的スケールでばらつきを定量化し、ばらつき自体の動態を明らかにした。 

 1959 年の大規模な撹乱後に一斉更新した北八ヶ岳のシラビソ・オオシラビソ林で、森林発達の過程とその
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空間的ばらつきを評価する一方で、恒常風等によって複数の場所で撹乱と更新が常に起きている北八ヶ岳縞

枯山の縞枯れ林で、発達段階によるばらつきの大きさの違いや異なる撹乱を受けた場所間でのばらつきを評

価した。両者の比較等から、大規模撹乱後に更新するシラビソ・オオシラビソ林でも恒常的な撹乱後に更新

する森林でも同様に、個体間の一方向的な競争によって密度依存的に構造が時間変化するが、その過程は非

密度依存的な不確実性の高い要因により様々なスケールでばらつくことが明らかになった。 (鈴木智之・博

士論文) 

７）土壌栄養塩の空間的不均質性と競争が植物個体群内の個体の成長に及ぼす影響に関する実験

生態学的研究 
 土壌栄養塩がパッチ状に分布する環境（不均質環境）下での植物個体群の収量は、個体群内の個体が不均

質性や近隣個体との競争を経験し、成長する結果として生じる。したがって個体群に与える不均質性の影響

の解明には、不均質性と競争が個体に与える影響を個体群発達の過程で明らかにする必要がある。そこで本

研究では、個体群内の個体の成長を「根系の栄養塩パッチへの到達」ならびに「資源をめぐる競争の有無」

という 2 つの視点から体系的に捉え、不均質環境下での個体群発達の解析を試みた。なお本研究は栽培実験

により等量の栄養塩を均質または不均質に与える条件間で個体の収量を比較した。実験の結果、栄養塩パッ

チに個体の根系が到達しているか否か、また近隣個体との競争の有無やその強さに応じて、個体成長に与え

る不均質性の影響は個体群内の個体間で異なりうることが示された。(中村亮二・博士論文) 

８）土壌栄養塩分布の空間的不均質性と地上部の競争がソライロアサガオ個体の成長に及ぼす影

響 
 土壌栄養塩分布の空間的不均質性と地上部の競争は植物個体の成長に影響を及ぼす。しかし各要因が個体

群中の個々の植物個体の成長にどの程度影響を及ぼすかは明らかでない。そこで、ソライロアサガオを用い

た栽培実験を行ない、不均質性と地上部の競争が個体成長に及ぼす影響を、競合する近隣個体間でのサイズ

に基づく順位に着目して調べた。実験の結果、地上部の競争はいずれの順位の個体にも影響を及ぼすが、不

均質性の影響は上位個体では顕著であるものの 下位個体では地上部の競争による成長抑制のため表れに

くいことが示された。(中村亮二・原著論文) 

９）水分供給の時間的不均質性が１年生草本シソの個体サイズにおよぼす影響の栄養塩量による

変化 
 水分供給の時間的不均質性（以下、水不均質性）が植物の成長におよぼす影響の栄養塩量による変化を、

シソ（Perilla frutescens）を材料として用いた栽培実験により解析した。水不均質性の違いは、給水総量を一

定とした、給水頻度の違いとして設定した。富栄養下では給水頻度の増加に伴い個体重が増加したが、貧栄

養下では給水頻度は個体重に影響しなかった。個体サイズの増大ともに、植物の水需要が増加するため、水

不均質性が成長におよぼす影響は富栄養下で顕著になると考えられる。水不均質性の植物に対する影響は、

栄養塩との相互作用を考慮して検討する必要があることが示唆された。（萩原陽介・原著論文） 

10）モミ属同齢林の局所的な個体サイズ階層性の発達に続く個体分布パターンの一様化：空間自

己相関と mark correkation 関数を用いた解析 
 発達過程の森林の空間構造では、優勢個体が近隣の劣勢個体を被圧することで大きな個体のまわりに小さ

な個体が分布する局所的階層性が発達する。その後被圧された小さな個体が枯死することで個体間間隔の一

様化が生じる。しかし、これらの過程は森林の長期的観察の不足とそれを検出するための統計的な問題のた

めにこれまで正確に評価されてこなかった。本研究では、北八ヶ岳シラビソ・オオシラビソ林の大規模撹乱

後 47 年間の空間構造変化を解析した。撹乱の 10 年後には個体サイズの局所的な階層性が発達し、その後、

被圧された小型個体の枯死により、生存個体間の距離は徐々に一様化し、47 年後には一様分布となった。こ
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れは、個体間の光をめぐる一方向的な競争の結果、森林構造が時間変化したことを示す。以上は、同一地点

の長期的調査によってのみ検出可能である。この局所的階層性の発達過程は、個体サイズの空間自己相関解

析に加え、空間統計関数 mark correlation を導入し初めて検出可能となった。(鈴木智之・原著論文) 

11）土壌栄養塩がパッチ状に分布する環境下でのホソムギ(イネ科)個体の根系成長および個体成長 
 土壌栄養塩が局所的に集中するパッチに植物の根系が到達すると、根系はパッチ内で様々な形態的・生理

的反応を示す。しかしパッチ到達以前に根系が示す資源探索についての知見は限られている。そこでパッチ

状に施肥した環境下での植物の成長過程を解明するため、パッチ到達以前にホソムギが示す根系と個体の成

長を栽培実験 により調べた。実験の結果、パッチ環境下では、根系が及ぶ範囲や根長あたりの根重は増加す

るものの、個体成長量は抑制されることが示された。(中村亮二・原著論文)  
 
 上記以外の継続中の研究課題は、植物生態学研究室のホームページ(http://dept.biol.metro-u.ac.jp/plantecol/)

に紹介されている。 

 

3. 各種活動 
 
・ 2008 年 4 月 4 日に、鈴木智之、松嶋、水谷、張替、石神らが、首都大学南大沢キャンパス緑地等にて、大

学院教育改革支援プログラム「企画評価力を備えた創造的生命研究者の育成」事業の一環として、「自然観

察を通したアウトリーチ」を、大妻女子中学・高校の科学部の生徒を対象に実施した。 

・ 2008 年 6 月 1 日に、南硫黄自然環境調査（調査隊長：加藤英寿、代表：可知直毅）の成果報告公開シンポ

ジウムおよび展示会を都民ホール・都政ギャラリーで開催した。 

・ 2008 年 7 月 8 日に、鈴木智之、松嶋、水谷、張替、石神らが、首都大学南大沢キャンパス緑地等にて、大

学院教育改革支援プログラム「企画評価力を備えた創造的生命研究者の育成」事業の一環として、「自然観

察を通したアウトリーチ」を、町田市立堺中学校さくら学級を対象に実施した。7 月 3 日に、同中学校にて、

事前授業も行なった。 

・ 2008 年 7 月と 8 月の大学説明会の理工学系オープンラボで研究室紹介のポスター展示を行った（タイトル：

植物生態学 ２つのアプローチ）。 

・ 2008 年 8 月 21 日に、高校生を対象とした夏休みスーパー理科教室「南硫黄島の自然：南硫黄島に学ぶ人

と自然の関わり方」を開催した。 

・ 2008 年 9 月 3〜28 日に、母島にて、「南硫黄展」を開催した。 

・ 2008 年 10 月 2 日〜2009 年 1 月 18 日に、父島ビジターセンターにて、「南硫黄展」を開催した。 

・ 2008 年 10 月 5〜6 日に、父島地域福祉センターにて、南硫黄自然環境調査の一般公開現地報告会を開催し

た。 

・ 2008 年 10 月 7〜8 日に、母島村民会館にて、南硫黄自然環境調査の一般公開現地報告会を開催した。 

・ 2008 年 10 月 13 日に、可知が、小笠原内地祭り 2008（晴海旅客ターミナル）にて、「小笠原の希少生物の

保全」について講演した。 

・ 2008 年 10 月 23 日に行われた『首都大バイオコンファレンス 2008』に参加し、畑、鈴木準一郎、可知ら

「Spatial distribution of an alien shrub species in an oceanic island after the eradication of feral goats depends upon 

distances from its seed source and structure of herbaceous vegetation」、鈴木智之、可知、鈴木準一郎「Long-term 

dynamics and variability of forest structure in Abies forest」、萩原、可知、鈴木準一郎「Watering frequencies differently 

altered plant growth depending on densities」のポスター発表を行った。 
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・ 2008 年 11 月の大学祭（みやこ祭）において、理工学系オー プンラボで研究室紹介のポスター展示を行っ

た。 

・ 2009 年 2 月 1 日放送の NHK 総合「ダーウインが来た！」で、南硫黄自然環境調査の成果が紹介された。 

・ 2009 年 2 月 24 日に、石神が、 母島にて、一般公開 2008 年度小笠原関係修士論文報告会で発表した。 

・ 2009 年 2 月 26 日に、石神が、父島にて、一般公開 2008 年度小笠原関係修士論文報告会で発表した。 

 

4. 研究発表 
誌上発表 

Kagaya, M., Tani, T. & Kachi, N. (2008) Effect of gravel conditions on seedling emergence of an endangered 

monocarpic perennial, Aster kantoensis (Compositae), on a floodplain. Plant Species Biology, 23, 47-50. 

Nakamura, R., Kachi, N. & Suzuki, J-I. (2008) Plant growth and root growth of Lolium perenne before reaching a 

nutrient-rich patch in a heterogeneous soil. Journal of Plant Research, 121, 547-557. 

Suzuki, S., Kachi, N. & Suzuki, J-I. (2008) Development of a local size-hierarchy causes regular spacing of trees in an 

even-aged Abies forest: analyses using spatial autocorrelation and the mark correlation function. Annals of Botany,102, 

435-441. 

Hagiwara, Y., Kachi, N. & Suzuki, J-I. (2008) Effects of temporal heterogeneity of watering on size of an annual forb, 

Perilla frutescens (Lamiaceae), depend on soil nutrient levels. Botany, 86: 1111-1116. 

Nakamura, R., Kachi, N. & Suzuki, J-I. (2008) Effects of nutrient distribution pattern and aboveground competition on 

size of individuals in Ipomoea tricolor populations. 86: 1260-1265. 

 

その他の出版物 

渡辺悌二・海津ゆりえ・可知直毅・寺崎竜雄・野口 健・吉田正人（2008）観光の視点からみた世界自然遺

産．地球環境, 13 No. 1,123-132. 

 

その他、日本生態学会第 55 回大会（福岡）などで計 12 件の発表を行った。口頭発表の詳細は研究室ホーム

ページ（http://dept.biol.metro-u.ac.jp/plantecol/）に掲載されている。 
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動物系統分類学研究室  
 
1. 構成  
小林幸正、清水 晃、小松慎太郎（M2）、林 太朗（M1）、新倉和宏（M1）、金原賢治（卒研生）、宇津木 望

（研究生）、新津修平（客員研究員）、付 新華（客員研究員） 

 

2. 研究紹介  
本研究室は動物の中で も種類数が多く、きわめて多様性に富む昆虫類を主な研究対象としている。伝統

的な記載的分類学の他に、微細構造や発生の様式などを含む比較形態学、習性の比較を行う比較行動学、地

理的な関係を考察する生物地理学、分子から系統を見る分子系統学などの手法を用いて、昆虫の系統分類お

よび形態や習性などの進化に関する研究を行っている。本年度に研究対象となった昆虫は、鱗翅目のコバネ

ガ、ミノガ類、甲虫目のオサムシ、ゲンゴロウ、ミズスマシ、ホタル、ベニボタル、ガムシ、膜翅目のクモ

バチ類（ベッコウバチ）、双翅目のムシヒキアブ類、ヘビトンボ目のヘビトンボなど、非常に多岐にわたっ

ている。また、標本類（約８万点）の保管・管理や新たな標本の収集も行っているが、現在は甲虫目オサム

シ類、高等膜翅類（ハチ類）の標本整理が継続的に行われている。 

１）甲虫類の比較発生学的および比較形態学的研究 
甲虫目は始原亜目（ナガヒラタムシ亜目）、食肉亜目（オサムシ亜目）、粘食亜目（ツブミズムシ亜目）、

多食亜目（カブトムシ亜目）の４つの亜目から構成される。このうち、胚発生が良く調べられているのは多

食亜目のみで、他の３亜目の発生は殆ど知られていない。このため、甲虫類の上位分類群の系統関係を比較

発生学的見地から検証する研究は全く行われていない。そこで数年前より、食肉亜目 Adephaga の中で産卵

習性等が判明している種を対象にして、比較発生学的研究を始めた。アオオサムシ Carabus insulicola の胚発

生の研究では、本種の中期胚の腹部体節の両側にヘビトンボ目の気管鰓と相同と思われる小突起が一時的に

形成されることから、この亜目の祖先では幼虫が水生である可能性が示唆された。本年はアオオサムシの研

究を継続させるとともに、対象種をこの亜目の水生種であるオオイチモジシマゲンゴロウ Hydaticus pacificus

（ゲンゴロウ科）とオキナワオオミズスマシ Dineutus mellyi（ミズスマシ科）に広げ、それぞれの発生過程

を詳細に調べている。特に前者では発生過程の概要について学会等で発表した（新倉他）。また、これらの

食肉亜目の種と他の甲虫類や脈翅系昆虫との発生過程を比較するために、水生の多食亜目に属するコガタガ

ムシ Hydrophilus bilineatus（ガムシ科）およびヘビトンボ目のヘビトンボ Protohermes grandis の発生過程につ

いても調べている（小松・新倉・小林）。 

同じ甲虫目では、ベニボタル科における触角感覚子の比較形態学的研究を行っている。昨年度の研究で、

ベニボタル科の触角感覚子は近縁なホタル科、ジョウカイボン科と比べてその形態と分布が、種間で非常に

多様であることが明らかになった。今年度は、調査種数を増やし、ベニボタル科の触角感覚子が、現在の分

類体系とどのように対応しているのか、分類の妥当性を証明する形質となるか、調査を行っている（林）。 

同じホタル類では、中国から付新華博士（華中農業大学准教授）を客員研究員として招聘し、中国と日本

のホタル類の多様性と生態に関する共同研究を始めた。また、タイで開催された「ホタルの多様性とその保

全に関する国際シンポジウム」に招かれ、イリオモテボタル類を中心にしたホタルの比較発生学について発

表した（鈴木浩文（オリンパス）・小林）。 

２）膜翅目昆虫（ハチ類）の系統分類学的研究 
A）系統学的・進化生物学的研究：ヒメクモバチ（ヒメベッコウ）族 Ageniellini はクモバチ（ベッコウバ
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チ）科 Pompilidae，ムカシクモバチ亜科 Pepsinae に属し、全動物地理区に分布する、形態学的にも行動学的

にも特殊化の進んだグループである。この族の系統解析を形態形質に基づいて行うとともに、従来の生態・

行動に関する知見をまとめた。さらに、得られた系統仮説に基づき、この族の造巣行動の進化プロセスを推

定し、社会性の進化についても論議した（清水、論文投稿中）。 
B）分類学的研究：クモバチ科ホソヅメクモバチ属 Agenioideus の日本産種に関する分類学的再検討を行っ

た。その結果、日本から新たに 2 種を記録し、そのうちの 1 種を新種として記載した（清水）。また、日本産

のヒメクモバチ種群 Auplopus carbonarius species-group の属する３種について、形態形質の主成分分析に基づ

く分類学的再検討を行った（金原・清水）。 

C）比較行動学的研究：多数の竹筒トラップのデータに基づいて、ヤドリヒゲクモバチ Dipogon 

(Nipponodipogon) spp. の行動に関する研究を行った。その結果、本亜属の種は竹筒に営巣する他のクモバチ

類に労働寄生することが確実となった。本亜属の特異な行動に関連した形態の特殊化も明らかになった（清

水）。 

３） 鱗翅目昆虫の系統分類学的および形態学的研究 
昨年に続き日本を含む世界のコバネガ類の分子系統学的ならびに進化史的研究を行った。コバネガは鱗翅

類で も原始的なグループと見なされているため、その系統関係を調べることは鱗翅類の起源や初期の進化

を推定する上で貴重なデータとなる。世界に広く分布するが、大半の種で移動能力が非常に低く、その分布

は局所的かつ遺存的である。したがって、コバネガの系統関係を知ることは、このガ類の生物地理学、すな

わち現在の世界分布がどのように生じたかを推定する上でも、非常に重要である。これまでに、国内外の研

究者の協力を得て、日本を含む東アジア、ヨーロッパ、カナダ、コスタリカなどの北半球の種群のサンプル

と、オーストラリア、ニュージーランド、ニューカレドニア、チリ、南アフリカ、マダガスカルなどの南半

球のサンプルを入手した。これにより世界のコバネガのほぼ全属（約 50 種）をカバーする規模で種間および

属間の分子系統解析を進めている。現在までに、主にミトコンドリアの ND5 および 16SrRNA 遺伝子の塩基

配列から以下のような点が明らかになった。①東アジアとカナダに分布する 7 属（Neomicropteryx、

Kurokopteryx, Issikiomartyria, Palaeomicroides, Vietomartyria, Paramartyria, Epimartyria）は単系統群を形成する。

②オセアニア地域の広義の Sabatinca 属は、オーストラリアに固有の種群（新属に相当）、ニュージーランド

とニューカレドニアで種分化した狭義の Sabatinca-group、および単一種からなる S. porphyrodes の３グループ

に分割される。③地理的に非常に離れて分布するアフリカ、マダガスカル、チリ、およびコスタリカの属は

単系統群を形成することが示唆され、オーストラリアの Sabatinca porphyrodes もこのクレードに入る可能性

が極めて高い。④ヨーロッパに多くの種を擁する Micropterix 属を生じた系統の起源は極めて古いが、多くの

種に分化した時期は比較的新しい。しかしながら、これら５つのグループ間の系統関係や分岐順序のより正

確な解明には、進化速度のより遅い遺伝子の導入が必要であり、新たに核の 18SrRNA および 28SrRNA 遺伝

子の解析を始めた（小林・鈴木浩文（オリンパス）・宇津木・橋本里志（名古屋市）・三枝豊平（九大）・Gibbs

（Victoria 大学）・Lees（London 自然史博物館）・Davis（Smithsonian 博物館））。  

 また蛾類では昨年に引き続きミノガ類のメスにおける翅の退化現象に着目し、翅退化プロセスに関する組

織形態学的・比較内分泌学的研究を行った。オオミノガのメス成虫は、限りなく幼虫型（vermiform）に近い

形状で性的二型を示している。本研究では、翅を二次的に退化消失させたオオミノガのメスで、翅の退化に

関与していると思われる翅発生プロセスの内分泌学的機構の解明を目的とした。今回我々は、組織培養系に

より翅原基に対する脱皮ホルモン（20E）と幼若ホルモン合成物質（JHA・メソプレン）の応答能を調べ、培

養条件下での発生過程における形態変化を、光学顕微鏡と透過型電子顕微鏡（TEM）を用いて組織形態学的

観察を行った。これまでの研究では、痕跡的なメスの翅原基に 20E を加えるとアポトーシスが生じることを
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明らかにしてきた。今回の実験では、培養液中に低濃度（1µg/ml）の 20E に加えて、低濃度区（1µg/ml）と

高濃度区（5µg/ml）の JHA の２つの実験区を設定し、観察した結果、両方の実験区でアポリシス（真皮から

表皮の剥離）誘導が観察された。また、両方の実験区でアポトーシスが抑制された。一方、雄の翅原基に 20E

を加えると翅原基は分化増殖することをこれまでに明らかにしたが、今回の実験では、低濃度の 20E に低濃

度区と高濃度区の JHA 実験区を設定した。低濃度区の JHA 実験区においては翅原基の分化増殖が誘導され

たが、一方高濃度区の JHA 実験区においては、原基にアポトーシス様の特徴に似た構造が多数認められた。

TEM を用いた詳細な組織観察の結果、アポトーシス小体状の構造と凝縮した核の断片が多数観察された。 

以上の結果から、（１）オスの翅原基においては、20E との修飾作用と高濃度の JHA によりアポトーシス

を誘導することが確認された。この結果は、20E を介して高濃度の JHA により翅の分化がアポトーシスを通

じて抑制されることを示唆していた。（２）20E 投与と JHA 投与による実験からは、痕跡的なメスの翅原基

では幼虫－蛹変態の発生プロセスが JHA によって抑えられた事が推察された。JHA は変態期におけるメスの

翅原基の消失に直接深く関与していないと共に、メスの翅原基細胞では 20E 応答による細胞増殖能力を失っ

ていることが示唆された。（３）これらの培養実験の結果、終齢幼虫期の翅原基の形状が性的二型を示すオ

オミノガの翅原基では、雌雄間で異なったホルモン応答性を示すことが明らかとなった（新津）。 

４）ムシヒキアブ類の系統分類学的研究 
 双翅目昆虫では、日本産ムシヒキアブ科の分類・系統学的研究を行っている。この科は双翅目短角亜目直

縫群に属しており原始的な短角亜目の一つとされている。世界的に分類学的・系統学的研究は極めて不十分

である。そこでこの科の分類学的再検討と分子マーカーを用いた系統解析を行っている。今年度はミトコン

ドリアの COI と 16SrRNA の各遺伝子を用いて系統樹を作成した。また分子系統解析の材料として日本各地

から標本の採集をおこなった。その結果、日本からこれまでに 41 属 105 種が知られていた本科から、7 新種、

１未同定種、3 日本新記録種、1 同物異名を含む、43 属 115 種を確認した。その中から Philonicus 属の１新種

を記載した。また、本研究室所蔵の過去の小笠原の標本から Mesoleptogaster 属の１新種を発見し、その記載

を予定している（宇津木）。 

５）その他 
 前述の付新華博士との共同研究に関連し、小林、清水、林は中国武漢の華中農業大学に招かれ、それぞれ

ホタル類の比較発生学、クモバチの分類と生態、ホタル類の触角感覚子に関するセミナー発表を行った。ま

た、小林は中国農業大学の刘星月博士を日本学術振興会外国人特別研究員として受け入れた。 

 

3. 研究発表  
誌上発表  
1. Nitsu, S., Lobbia, S., Izumi, S. and Fujiwara, H. (2008) Female-specific wing degeneration is triggered by ecdysteroid 

in the cultures of wing discs from the bagworm moth, Eumeta variegata (Insecta: Lepidoptera, Psychidae). Cell & 

Tissue Research, 333: 169-173. 

2. Shimizu, A. and Wahis, R. (2009) Systematic studies on the Pompilidae occurring in Japan: Genus Agenioideus 

Ashmead (Hymenoptera), supplement. Entomological Science, 12. (Accepted) 

3. Suzuki, H. and Kobayashi, Y. (2009) Embryogenesis of firefly: phylogenetic implication of the family 

Rhagophthalmidae. Proceedings of the International Symposium on “Diversity and Conservation of Fireflies”, 

(Accepted) 

4.  Takahashi, H., Shimizu, A. and Nambu T. (2008) Hymenoptera from the Ogasawara Islands in the collections of the 

Laboratory of Systematic Zoology, Tokyo Metropolitan University. Part 2. Ogasawara Research, 34 : 1-7. 
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5. Utsuki, N. (2008) A new species of the genus Philonicus Loew (Diptera:Asilidae) from Japan. Japanese Journal of 

Systematic Entomology, 14: 53-57. 

口頭・ポスター発表  
6. 林太朗 (2008) ホタル上科 (Coleoptera: Cantharoidea) における触角感覚子の比較形態学. 日本昆虫学会第 68

回大会（高松） 

7. 小林幸正 (2008) ホタル類の比較発生学. 第 29 回菅平前口動物学セミナー（菅平） 

8. 新倉和宏・小林幸正・猪田利夫・平澤桂 (2008) ホンシュウオオイチモンジシマゲンゴロウの胚発生（予報）. 

第 44 回日本節足動物発生学会（松本） 

9. 新倉和宏・小林幸正・猪田利夫・平澤桂 (2008) オオイチモンジシマゲンゴロウ Hydaticus pacificus の胚外

部形態の変化. 日本昆虫学会第 68 回大会（高松） 

10. 新津修平 (2008) 鱗翅目昆虫ミノガ科における翅の退化：性的二型の進化とその発生学的起源. 日本昆虫

学会第 68 回大会（高松） 

11. 新津修平（2008）鱗翅目昆虫ミノガ科における翅の退化：性的二型の進化とその内分泌制御。日本進化

学会第 10 回大会（東京） 

12. Niitsu, S. (2008) Regressive evolution: ontogenetic study on wing reduction in the bagworm moths (Lepidoptera, 

Psychidae). XXII International Congress of Entomology. (Durban, South Africa). 

13. 清水 晃 他 5 名（2008）ヤドリヒゲクモバチ Dipogon (Nipponodipogon) spp. の労働寄生性．日本昆虫学

会第 68 回大会（高松） 

14. Suzuki, H. & Kobayashi, Y. (2008) Embryogenesis of firefly - phylogenetic implication of the family 

Rhagophthalmidae. International Symposium on “Diversity and Conservation of Fireflies”. (Chiang Mai, Thailand) 

15. 宇津木望・伊藤元巳 (2008) ムシヒキアブ科（双翅目：ムシヒキアブ上科）の分子系統推定. 日本昆虫学会

第 68 回大会（高松） 

その他の出版物  
16. 清水 晃 (2008) クモバチ科にみられる労働寄生．石川良輔編、節足動物の多様性と系統. 裳華房. 
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植物系統分類学研究室 
 

1. 構成 

村上哲明、菅原 敬、加藤英寿、佐伯いく代(学振特別研究員)、Izu Andry Fijridiyant(D3)、岩崎貴也(D2)、

大槻 涼(D1)、常木静河(M2)、森 啓悟(M2)、須貝杏子(M1)、山本 薫(M1)、山田香菜子(卒研生)、渋谷大樹(卒

研生)、小林健人(卒研生)、中路真嘉(卒研生)、加藤朗子(研究生) 

 

2. 研究紹介 

 本研究室では、主に維管束植物を対象とした系統分類学的研究及びこれと密接に関連する植物地理学的、

進化生物学的研究を行っている。そのために肉眼レベルから走査電顕レベルにいたる形態の比較、染色体の

比較解析、酵素多型や DNA 塩基配列の解析、昆虫と植物の相互作用の解析など、様々な手法を駆使して進

めている。また、広い視野にたって植物の多様性を捉えるため、海外での現地調査や標本資料の収集も進め

ている。国内では特に小笠原諸島における植物の種分化や保全に関する研究を行った。なお、牧野標本館の

管理運営は本研究室が主体となって進めている。 

 以下に構成員の研究を具体的に紹介する。 

１）維管束植物の系統分類学・系統地理学・生態学的研究 

 近年、野生生物からでも容易に得られるようになった DNA の塩基配列情報を 大限に活用した植物系統分

類学、進化学の研究を行っている。具体的には、形態が単純なシダ植物と菌類（キノコ類）の隠蔽種（形態

では区別が難しいが、生殖的隔離と生態的分化が見られる別の生物学的種）を認識、記載し，同時にその生

殖的隔離機構の進化に関する研究を行った。さらに，東南アジアで多様化したクスノキ科ハマビワ属植物の

核および葉緑体 DNA の塩基配列情報に基づく分子系統学的研究を行った．また、日本列島に広く分布するシ

イ類やカシ類を寄主とする食植生昆虫種（クリシギゾウムシなど）について，DNA レベルの遺伝的変異の地

理的構造を調べる分子生物地理学的研究も行った．その結果，これらの食植生昆虫種の遺伝構造にもとづい

て宿主植物の 終氷期後の分布拡大過程を考察できた（村上）。 

 被子植物を対象とした分類・系統学的研究を進めてきたが，特に奄美群島域に分布するカンアオイ属植物

の分類学的研究を集中的に進め，群島域内における同属植物の分化の実態と異所的分布の実態を明らかにし

た．またアカネ科，ウマノスズクサ科，スイカズラ科等植物における花形態の多様性と送粉昆虫との関わり，

あるいは性表現の多型性と送粉様式との関わり等についても調査研究を進め，その成果を学会等で発表して

きた（菅原）． 

 日本列島の温帯林に分布するいくつかの種では日本海側と太平洋側の間で大きな遺伝的分化があることが

分かっている。これは 終氷期にその種の集団が日本海側と太平洋側で分断化されていた影響であると考え

られるが、 終氷期以降の歴史が異なるこれら２つの集団の接触帯を詳細に調べた結果、両集団は生態的に

もある程度分化しており（おそらく積雪に対する適応）、それがこの地域での自由な遺伝子交流を妨げてい

る可能成が高いことが示唆された（岩崎）。 

２）種分化・多様性に関する研究 

 絶滅危惧種ハナノキ（カエデ科）の遺伝的多様性と集団の分化構造を明らかにするため、400 個体のサン

プリングを行い、葉緑体 DNA の塩基配列を解読した。その結果、9 種類のハプロタイプを検出し、それらに

明瞭な地理的構造があること、また分布域がせまいにもかかわらず集団の分化がおこっていることなどが明
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らかにされた（佐伯）。 

 小笠原諸島における絶滅危惧植物の保全遺伝学的研究を進めるとともに、東京大学・鹿児島大学・琉球大

学との共同研究で日本の海洋島に生育する野生植物種の標本データベースを構築している（加藤英）。 

 小笠原産ムラサキシキブ属植物について、新たに開発した 14 個のマイクロサテライトマーカーを用いて

集団遺伝学的解析を行った。その結果、異なる環境に生育する集団間に大きな遺伝的分化が見られた。また、

核 DNA と葉緑体 DNA の塩基配列情報を用いて集団間の系統関係の推定を試みた（森）。 

 外部形態の変異が大きく分類が混乱してきた小笠原産タブノキ属植物を対象とし、生育環境および開花期

調査を行った。その結果、生育環境や開花期の異なる 6 つのグループがあることがわかった。各グループの

複数集団についてマイクロサテライトマーカーを用いた集遺伝学的解析を行った結果、各グループは遺伝的

にも分化していることがわかった（常木）。 

 小笠原諸島のセンダンについて、SSR マーカーを用いた比較と、花・果実の形態の比較を行い、両者が分

化していることが明らかになった。また、父島における自生/琉球由来の植栽個体間での交雑の有無を調べ

るため、開花期調査、種子・実生集団の親子判定を行ったが、交雑は検出されなかった（須貝）。 

 熱帯性のシダ植物であるシマオオタニワタリ類は、多数の隠蔽種（外見では区別できないものの、生殖的

隔離が存在するため、異なる生物学的種に分類される集団）を含む可能性が示唆されている。今回、日本産

シマオオタニワタリ類を対象に葉緑体 DNA の rbcL 領域の解析を行ったところ、小笠原諸島産ヤエヤマオオ

タニワタリ（A. setoi）は南西諸島産 A. setoi と rbcL 配列が異なることが分かり、両者は隠蔽種の関係に

ある可能性が示唆された（山田）。 

 

3. 研究発表 

誌上発表 

Aoki, K., Kato, M. and N. Murakami (2009) Phylogeographical patterns of a generalist acorn weevil: insight into the 

biogeographical history of broadleaved deciduous and evergreen forests. BMC Evol. Biol. 9:103. 

Aoki, K., Kato, M., and N. Murakami (2008) Glacial bottleneck and postglacial recolonization of a seed parasitic weevil, 

Curculio hilgendorfi, inferred from mitochondrial DNA variation. Mol. Ecol. 17: 3276-3289.  

Izu, A. F. and N. Murakami (2009) Phylogeny of Litsea and related genera (Laureae-Lauraceae) based on analysis of 

rpb2 gene sequences. J. Plant Res. 122: 283-298.  

Izu, A. F. and N. Murakami (2009) Moleular systematics of Malesian Litsea Lam. and putative related genera 

(Lauraceae). Acta. Phytotax. Geobot. 60: 1-17. 

Nishide, M., K. Saito, H. Kato and T. Sugawara (2009) Functional androdioecy in Morinda umbellata L. subsp. 

boninensis (Ohwi) T. Yamaz.(Rubiaceae), endemic to the Bonin (Ogasawara) Islands. Acta Phytotax. Geobot. 60 

(2) (in press) 

Ono, A., I. Dohzono and T. Sugawara (2008) Bumblebee pollination and reproductive biology of Rhododendron 

semibarbatum (Ericaceae) .  J. Plant Res. 121: 319-327. 

Saeki, I. (2009) Juvenile sprouting ability of the endangered maple, Acer pycnanthum. Landsc. Ecol. Eng. (in press) 

Sato H. and N. Murakami (2008) Reproductive isolation among cryptic species in the ectomycorrhizal genus 

Strobilomyces: population-level CAPS marker-based genetic analysis. Mol. Phyl. Evol. 48: 326-334. 

Tsuneki, S., Mori K., Kaneko S., Isagi Y., Murakami N. and Kato H. (2009) Identification and characterization of eight 

microsatellite loci in Machilus pseudokobu (Lauraceae), an endemic species of the Bonin Islands. Conservation 



 

−73− 

Genetics (in press) 

Yatabe, Y., Shinohara, W., Matsumoto, S. and N. Murakami (2009) Patterns of hybrid formation among cryptic species 

of bird-nest fern, Asplenium nidus complex (Aspleniaceae), in West Malesia. Bot. J. Linn. Soc. 160: 42–63. 

 

口頭・ポスター発表 

［国際シンポ］ 

Saeki I., N. Murakami (2008) Comparative phylogeography of American and Japanese red maples based on chloroplast 

and nuclear ribosomal DNA. Ecological Society of America Annual Meeting 2008. (Milwaukee, USA) 

［学会発表］ 

岩崎貴也・青木京子・瀬尾明弘・村上哲明（2008）クマシデやカマツカなど 9種の日本産温帯林構成樹種に

みられた遺伝構造の共通性について．日本植物学会第 72 回大会（熊本） 

岩崎貴也・青木京子・瀬尾明弘・村上哲明（2009） 終氷期を経て形成された遺伝構造を維持する要因～中

部山岳地帯におけるツリバナを例として～．日本植物分類学会第 8回大会（仙台） 

岩崎貴也・青木京子・瀬尾明弘・村上哲明（2009） 終氷期を通して異なる歴史を経たツリバナ集団の接触

帯における挙動．日本生態学会第 56 回大会（盛岡） 

大槻涼・村上哲明 (2009) rbcL 遺伝子の塩基配列情報に基づくヤブソテツ類の分子分類.日本植物分類学会

第 8 回大会（仙台） 

大槻涼・村上哲明(2008)ヤブソテツ類の遺伝的多様性.日本植物学会第 72 回大会（高知） 

角川（谷田辺）洋子・堤千絵・平山裕美子・森啓悟・村上哲明・加藤雅啓(2009)ゼンマイ類の種間雑種集団

における遺伝的集団構造の解析.日本植物分類学会第 8 回大会（仙台）［大会発表賞受賞］ 

加藤英寿・森啓悟・加藤朗子・常木静河(2009) 小笠原諸島における絶滅危惧種の遺伝的多様性．日本生態

学会第 56 回大会(岩手) 

加藤英寿・森啓悟・加藤朗子・常木静河(2009) 小笠原諸島における固有植物群の遺伝的多様性とその保全．

第 120 回日本森林学会大会(京都) 

佐伯いく代・村上哲明 (2009) ハナノキ（カエデ科）の遺伝的多様性と集団の分化構造の解明 ～ 葉緑

体 DNA の情報を用いて. 日本植物分類学会（宮城） 

佐伯いく代・村上哲明 (2009)  葉緑体 DNA を用いた絶滅危惧植物ハナノキの空間遺伝構造の解明. 日本

生態学会（岩手） 

篠原渉・村上哲明・Idris Mohd Said・Rimi Repin・戸部博(2008)キナバル産マレーホウビシダにみられる

サイトタイプ間の遺伝的関係.日本植物学会第 72 回大会（高知） 

須貝杏子・村上哲明・加藤英寿(2009) センダンの形態的差異と遺伝的分化．日本植物分類学会第 8回大会(仙

台) 

須貝杏子・森啓悟・村上哲明・加藤英寿(2009) 小笠原諸島におけるセンダンの遺伝的攪乱の可能性 −自生

/植栽個体間での交雑の検証−．日本生態学会第 56 回大会(岩手) 

菅原 敬・渡邊 謙太・近藤 よし美（2008）小笠原諸島固有植物と近縁種の性表現の比較，特にオオシラタ

マカズラとシラタマカズラ（アカネ科）について．日本植物学会第 72 回大会（高知） 

瀬尾明弘・村上哲明・湯本貴和(2009) GIS を用いて分子情報を統合し日本列島の植物の分布変遷を解明する. 

日本植物分類学会第 8 回大会（仙台） 

瀬尾明弘・青木京子・上野真義・津村義彦・村上哲明・湯本貴和(2008) EST-SSR 多型解析にもとづくタブノ
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キとシイ類の共通する遺伝構造.日本植物学会第 72 回大会（高知） 

常木静河・村上哲明・加藤英寿(2008) 小笠原産タブノキ属植物の遺伝学的実態はどうなっているのか．日

本進化学会第 10 回大会(東京) 

常木静河・村上哲明・加藤英寿(2009) 外部形態および集団遺伝学的解析からみた小笠原産タブノキ属植物

の分化．日本植物分類学会第 8 回大会(仙台) 

中藤成実・大槻涼・村上哲明・益山樹生(2009) 2 倍体無接合突然変異体と２倍体同倍数性雑種が混生するゲ

ジゲジシダの特異な集団.日本植物分類学会第 8 回大会（仙台） 

中路真嘉・菅原 敬（2009）日本産スイカズラ属植物の分子系統解析．日本植物分類学会第 8回大会（仙台） 

森啓悟・村上哲明・加藤英寿(2008) 小笠原産ムラサキシキブ属の遺伝構造と集団分化の解明．日本進化学

会第 10 回大会(東京) 

山本薫・大槻涼・海老原淳・林蘇娟・村上哲明(2009)ベニシダ類における無配生殖型と有性生殖型の混生集

団の解析.日本植物分類学会第 8回大会（仙台） 

渡邊謙太・加藤朗子・岩崎貴也・菅原敬（2009）小笠原諸島固有種オガサワラボチョウジ（アカネ科）の二

型花柱性とその繁殖：ポリネ−タ−シフトによる片方向への送粉．日本生態学会第 56 回大会（岩手）． 

Izu Andry Fijridiyanto, Noriaki Murakami (2008) Phylogenetic utility of the low copy nuclear gene 

rpb2 in Litsea and related genera (Laureae-Lauraceae).日本植物学会第 72 回大会（高知） 

その他の出版物 

加藤英寿・須貝杏子(2008) 植栽と外来生物問題．地球環境 Vol.14: 89-92. 

鈴木辰雄・仙仁 径・菅原 敬（2008）多摩丘陵におけるタマノカンアオイの分布〜減少の実態を把握する

ためのモニタリング〜．パルテノン多摩博物館部門研究紀要 10：52-55． 

若松昭秀・高橋 聡・菅原 敬（2008）加住南丘陵谷野地区におけるタマノカンアオイの発見と維管束植物

の目録．工学院大学研究報告第 105 号：43-50． 

菅原 敬（2009）牧野富太郎博士も研究したカンアオイ類〜その奇妙な花と繁殖.  分類 9 (1): 19-26. 

渡邊謙太・加藤英寿・菅原 敬（2009）小笠原諸島固有種オガサワラボチョウジの保全について．小笠原研

究年報（印刷中） 
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連携大学院長谷川研究室 

東京都精神医学総合研究所、分子神経生物学研究チーム 
 
1. 構成 
長谷川成人、亀谷富由樹、野中隆、山下万貴子、米谷元邦 (首都大東京、神経分子機能研究室 D3)、犬飼有紀 

(首都大東京、神経分子機能研究室 M2)、團彩帆 (東京理科大、応用生物 4 年)、森啓、久永眞市 

 

2. 研究紹介 
 当研究部門ではアルツハイマー病、パーキンソン病、筋萎縮性側索硬化症などの神経変性疾患の分子発症

機構の解明と治療を目標に研究に取り組んでいる。以下に今年度の成果の概略を紹介する。 

１）神経変性疾患における TDP-43 の蓄積について 
 筋萎縮性側索硬化症(ALS)、前頭側頭葉変性症 FTLD)患者に蓄積する TDP-43 の異常リン酸化部位を複数同

定した。また、Ser409/410 のリン酸化を特異的に認識するモノクローナル抗体を作製した（犬飼、長谷川）。

さらに患者脳に蓄積する TDP-43 を再現する細胞モデルを構築した。(野中, 長谷川)。 

２）αシヌクレインの構造線維化に関する研究 
 家族性パーキンソン病患者に発見されたミスセンス変異 A30P, E46K, A53T が線維形成に及ぼす効果につい

て解析し、A30P 変異体が野生型とは異なる構造、性質を有する線維を形成すること、その構造、性質が正

常の野生型αシヌクレインの構造を変換することを見いだした (米谷、長谷川)。また、αシヌクレインの部

位特異抗体を用いて、線維形成にいたる過程の構造変化を明らかにした（増田、長谷川）。 

 

3. 研究発表 
誌上発表 

1. Yonetani M, Nonaka T, Masuda M, Inukai Y, Oikawa T, Hisanaga S, Hasegawa M. Conversion of wild-type 

α-synuclein into mutant-type fibrils and its propagation in the presence of A30P mutant. J Biol Chem in press. 

1. Masuda M, Hasegawa M, Nonaka T, Oikawa T, Yonetani M, Yamaguchi Y, Kato K, et al. Inhibition of α-synuclein 

fibril assembly by small molecules: analysis using epitope-specific antibodies. FEBS Lett 583: 787-91, 2009. 

2. Nonaka T, Arai T, Buratti E, Baralle FE, Akiyama H, Hasegawa M. Phosphorylated and ubiquitinated TDP-43 

pathological inclusions in ALS and FTLD-U are recapitulated in SH-SY5Y cells. FEBS Lett 583: 394–400, 2009. 

3. Arai T Mackenzie IR, Hasegawa M, Nonaka T, Niizato K, Tsuchiya K, Iritani S, et al, Phosphorylated TDP-43 in 

Alzheimer's disease and dementia with Lewy bodies Acta Neuropathol. 117: 125-36, 2009. 

4. Fujishiro H, Uchikado H, Arai T, Hasegawa M, Akiyama H, Yokota O, Tsuchiya K, et al. Accumulation of 

phosphorylated TDP-43 in brains of patients with argyrophilic grain disease. Acta Neuropathol. 117: 151-8, 2008. 

5. Schwab C, Arai T, Hasegawa M, Yu S McGeer PL, Colocalization of TDP-43 and Huntingtin in inclusions of 

Huntington’s disease J Neurolpathol Exp Neurol 67:1159-65, 2008.  

6. Inukai Y, Nonaka T, Arai T, Yoshida M, Hashizume Y, Beach TG, Buratti E, et al, Abnormal phosphorylation of 

Ser409/410 of TDP-43 in FTLD-U and ALS.  FEBS Lett 582: 2899-2904, 2008.  

7. Hasegawa M, Arai T, Nonaka T, Kametani F, Yoshida M, Hashizume Y, Beach TG, et al, Phosphorylated TDP-43 in 

frontotemporal lobar degeneration and amyotrophic lateral sclerosis. Ann Neurol 64: 60-70, 2008. 



 

−76− 

連携大学院齊藤研究室 

（財）東京都医学研究機構、東京都神経科学総合研究所、神経機能分子治療部門 
 

1. 構成 

齊藤 実（部門長）、宮下知之（研究員）、上野耕平（研究員）、松野元美（研究員）、山崎大介（D3）、

山本哲也（D3）、長野慎太郎（D2）、栗山祐二（M2）、吉野木綿子（M2） 

 

2. 研究紹介 

 どのような遺伝子・分子の働きにより記憶が形成され、年をとることによる記憶力の低下や物忘れが起こ

るのか？を明らかにするため、我々の研究室ではショウジョウバエを用いて、行動遺伝学とイメージングを

複合的な解析を行っている。 

１）学習･記憶の遺伝子メカニズムの解明 
 NMDA 受容体が持つ、Mg ブロックという他の受容体にはないユニークな性質の生理学的意義を Mg ブロ

ック特異的な変異体を作成して解析を行っている (宮下、山本、齊藤)  

 アルツハイマー病でみられる記憶障害との関わりが示唆されている、膜受容体型転写因子 Notch の学習記

憶における機能を、新規の長期記憶関連遺伝子 ruslan（細胞接着因子 Klingon）との相互作用から解析してい

る(松野、長野、齊藤)。 

２）加齢性記憶障害の遺伝子メカニズムの解明 
 初めて我々が同定した加齢性記憶障害の特異的な抑制変異体を用いて、プロテオミクス解析、分子遺伝学

的解析を行い、加齢性記憶障害に至る分子メカニズムの解明をすすめている。また、個体老化との関係を明

らかにするため、長命変異体などで同定された寿命遺伝子が脳老化で働く可能性について検証を行っている 

(山崎、長野、吉野、栗山、山本、齊藤)。 

 

3. 研究発表 

誌上発表 

1. Matsuno M, Horiuchi J, Tully T, Saitoe M. (2009). The Drosophila CAM Klingon is required for long-term memory 

formation and is regulated by Notch. Proc Natl Acad Sci USA 106, 310-315. 

2. Horiuchi J, Yamazaki D, Naganos S, Aigaki T, Saitoe M. (2008). PKA inhibits a consolidated form of memory in 

Drosophila. Proc Natl Acad Sci USA 105, 20976-20981. 

 

口頭・ポスター発表 

齊藤 実 （2008） cAMP/PKA signaling pathway that regulates age-related memory impairment in Drosophila.  第

31回日本分子生物学会年会、第 81回日本生化学会大会合同大会 シンポジウム「老化と代謝」（神戸2008.12.9） 

その他 4 件 

 

その他の出版物 

齊藤 実 (2008).  学習記憶を担う生化学的情報伝達系のショウジョウバエによる解析 細胞工学 27, 1118-1124. 
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連携大学院遠藤研究室 

（財）東京都高齢者研究・福祉振興財団、東京都老人総合研究所、老化ゲノム機能研究チ

ーム 
 
1. 構成 
遠藤玉夫、三浦ゆり、萬谷 博、櫻井洋子、赤阪啓子、早川雅人、眞後俊幸（首都大学東京神経分子機能研

究室 M2）、松本莉永（首都大学東京神経分子機能研究室 M1） 

 

2. 研究紹介 
 我々は細胞どうしの認識や細胞内外の情報伝達において重要な役割を果たしているタンパク質の翻訳後修

飾に焦点を当て、老化に伴う機能変化の解明および老化に伴う病態の解明に向けてアプローチしている。 

１）酸化ストレス応答に関する研究 
 ラット初代培養神経細胞およびアストロサイトでは、酸化ストレスにより糖タンパク質（カテプシン D）

の細胞質蓄積が起きることを明らかにした。さらに、微量な糖タンパク質を同定するために質量分析計を使

用した高感度な分析法の開発に成功した。 

２）筋形成維持に関連する糖鎖機能 
 筋ジストロフィーの原因遺伝子 POMGnT1 を欠損した疾患モデルマウスを作製した。このモデルマウスの

解析を進め、糖鎖修飾された少量のジストログリカンが存在すれば症状が改善することを明らかにした。 

３）老化モデルマウスの解析 
 老化モデルマウス(Klotho)の腎臓と肺でカルパインの異常な活性化が起こり、スペクトリン等の細胞骨格

系が分解されること、およびそれぞれの臓器で異なる糖鎖の異常な蓄積が起こることを明らかにした。 

４）アルツハイマー病における糖鎖変化の解析 
 家族性アルツハイマー病では APP の糖鎖変化が起こることを明らかにした。 

 

3. 研究発表 
誌上発表 

1. Kubota, K., et al. Analysis of glycopeptides using lectin affinity chromatography with MALDI-TOF mass 

spectrometry. Anal. Chem., 80, 3693-3698, 2008. 

2. Akasaka-Manya, K., et al. Increased bisecting and core fucosylated N-glycans on mutant human amyloid precursor 

proteins. Glycoconjugate J., 25, 775-786, 2008. 

3. Kanagawa, M., et al. Residual laminin-binding activity and enhanced dystroglycan glycosylation by LARGE in novel 

models to dystroglycanopathy. Hum. Mol. Genet., 18, 621-631, 2009.  

4. Miyagoe-Suzuki, et al. Reduced proliferative activity of primary POMGnT1-null myoblasts in vitro. Mech. Develop., 

126, 107-116, 2009.  

5. Yanagisawa, A., et al. POMT2 intragenic deletions and splicing abnormalities causing congenital muscular dystrophy 

with mental retardation. Eur. J. Med. Genet., in press. 

その他の出版物  

Endo, T., and Manya, H. O-Mannosyltransferase and POMGnT1. Experimental Glycoscience, Springer Japan, Tokyo, 

pp. 30-32, 2008. 
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連携大学院反町研究室 

(財)東京都医学研究機構、東京都臨床医学総合研究所、カルパインプロジェクト 
 
1. 構成 
反町 洋之、小野 弥子、秦 勝志、北村 ふじ子、尾嶋 孝一、土井 奈穂子、小山 傑、高谷 恵美、兼子 典子、矢

島 由起子、上岡 寿子 

 

2. 研究紹介 
 カルパインは、細胞質内に存在する「モジュレータ（調節/変換子）･プロテアーゼ」である。基質タンパ

ク質を、分解というよりは極めて限定的に切断することで、その機能･構造などを調節･変換する酵素である。

Ca2+･リン脂質･自己消化･構造変化などによる複合的かつ厳密な自己活性制御を行いながら、細胞内情報伝達

や細胞形態変化を制御することにより、個体の生物機能を調節する。そのためカルパイン活性不全は、胚性

致死をはじめ、筋ジストロフィー、糖尿病など、様々な病態を引き起こすことが、遺伝学的に示されている。

ヒトにおいてカルパインの遺伝子変異によって発症する肢帯型筋ジストロフィー2A 型（カルパイノパチーと

も呼ばれる）についてはもちろん、カルパインが何らかの形で関与する病態の診断や治療には、そのターゲ

ットとしてカルパインに大きな期待が寄せられている。しかしその生理的基質はもとより、カルパインによ

る生体制御の分子機構については、不明な点がほとんどである。そこで本研究室では、カルパインの遺伝子

改変マウスなどを野生型マウスと比較解析することにより、カルパイン不全で発症する疾患の分子メカニズ

ムを明らかにすると同時に、正常時のカルパインによる生体の調節メカニズムについて解析している。 

 本研究室では、骨格筋特異的カルパイン p94/CAPN3、胃腸特異的カルパイン nCL-2/CAPN8と nCL-4/CAPN9、

酵母からヒトまで保存されたカルパイン PalBH/CAPN7 の 4 つに特に注目し、これらのカルパインの不活性

型変異体（p94:C129S 点変異体など）を野生型の代わりに発現するノックインマウスなどを用いて詳細な解

析を行なっている。骨格筋や胃腸には、PalBH を含め、他にも組織普遍的に発現するカルパインが 10 種以上

発現しており、その多くはタンパク質レベルでの性状が未知である。そこで、p94 や nCL-2/4 のみを抽出し

て解析するのではなく各組織に特異的なカルパインシステムのキー分子としてとらえ、複眼的に解析してい

る。さらに、関連する分子についても遺伝子改変マウスなどを用いて、複合的に解析を進め、 終的にはカ

ルパインシステムの、正常時における作用機序を明確にしていきたいと考えている。 

 

3. 研究発表 
誌上発表（主要なもの） 

1. Ono, Y., Hayashi, C., Doi, N., Tagami, M., and Sorimachi, H. (2008) The importance of conserved amino acid 

residues in protease sub-domain IIb and the IS2 region in p94 for constitutive autolysis. FEBS Lett., 582, 691-698. 

2. Koyama, S., Hata, S., Witt, C. C., Ono, Y., Lerche, S., Ojima, K., Chiba, T., Doi, N., Kitamura, F., Tanaka, K., Abe, K., 

Witt, S., Rybin, V., Gasch, A., Franz, T., Labeit, S., and Sorimachi, H. (2008) Muscle RING-Finger Protein MuRF1 

as a Connector of Muscle Energy Metabolism and Protein Synthesis. J. Mol. Biol., 376, 1224-1236. 

3. Hayashi, C., Ono, Y., Doi, N., Kitamura, F., Tagami, M., Mineki, R., Arai, T., Taguchi, H., Yanagida, M., Hirner, S., 

Labeit, D., Labeit, S., and Sorimachi, H. (2008) Multiple molecular interactions implicate connectin/titin N2A region 

as a modulating scaffold for p94/calpain 3 activity in skeletal muscle. J. Biol. Chem., 283, 14801-14814. 
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連携大学院正井研究室 

（財）東京都医学研究機構、東京都臨床医学総合研究所、ゲノム動態プロジェクト 

1. 構成 
正井 久雄, 松本 清治, Zhiying You,吉沢 直子, 森山 賢治, 田中 卓, 新本 美智枝, 石井 愛 (以上研

究員); 尾田 真子(学振研究員); 加納 豊, 横山 美佳（以上ポストドク）; 北村 亮, 早野 元詞, 宇野 修

司; Toh Gaik Theng, 山崎聡志（以上東大大学院新領域大学院生[博士課程]）; 鈴木 正浩, 古市 真樹（以

上東京理科大学大学院生[修士課程]）; 朱 君（専門学校学生 研修生）; 覚正 直子（研究技術員）; 深津

理乃（研究補助員）；伊藤さゆり, 谷山智香, 後藤英介（以上特別研究員） 

2. 研究紹介 
染色体 DNA 複製は、正確に、高速に、秩序正しくおこらなければならない。この過程に異常が生じると、が

ん細胞や老化細胞に見られるゲノムの遺伝的不安定性（変異、染色体の欠損や再編成など）を引き起こすこ

とは容易に想像できる。実際、 近の研究から、内的外的な原因による複製障害に対する適切な細胞応答の

破綻が、初期がん細胞の遺伝的変化の主要な要因になっていることが示されている。また染色体 DNA複製は、

細胞周期進行上のみでなく、発生分化の過程で起こる、クロマチン再編成や転写活性変動とも密接に関連し

ていると考えられる。私達は、これらの問題を解決するために、主に以下の４個の研究課題を推進している。 

1) 染色体上における複製起点活性化のプログラム制御の分子基盤の解明 ゲノム上の DNA 複製開始領域と

その開始のタイミングは、それぞれの細胞での遺伝的プログラムに規定されると同時に発生分化の過程、あ

るいは細胞型により変動するという可塑性も有する。分裂酵母及び動物細胞を用いて、複製プログラムの可

塑性を制御する制御因子を同定し、それらによる制御メカニズムの解明を試みる。 

2) 複製フォークの形成とその分子構築の解明 複製フォークは、DNA 複製の場であるとともに多くの染色体

動態の要となる。精製タンパク質を用いた複製フォークの再構成、素過程の酵素学的解析を通してフォーク

の形成機構と分子構築を明らかにし、細胞増殖の中心である DNA 複製の制御機構を解明する。 

3) 複製ストレスに対する細胞応答の分子機構の解明 上で述べたように複製障害は、がん化や老化のもっ

とも直接的な原因となっている。したがって、複製ストレスに対する細胞応答機構の解明は、がん化、老化

の根本的メカニズム解明に必須である。動物細胞、酵母を用いて、複製ストレス応答における複製因子や，

我々が発見し解析を行なっている Cdc7 などの制御キナーゼの役割の解明をめざす。 

4) ゲノム安定性の維持とその破綻による病態解析、生物周期と複製サイクルの関連 複製障害に対する細

胞応答の破綻が、細胞、個体レベルでどのような表現型あるいは病態を呈するかを解明するために、種々の

複製フォーク因子の変異体を分裂酵母とマウスで作製し、その表現型を解析する。 近、細胞周期制御と、

概日サイクルや代謝サイクルなど他の生物周期とのクロストークの存在が明らかになってきた。複製、チェ

ックポイント因子の他の生物周期制御における新規機能の解明と、生物周期の包括的制御機構の解明を目指

す。 

5)複製、細胞周期因子を標的とした新規創薬 がん細胞では多くの場合変異蓄積のためにチェックポイント

システムの部分的破綻がもたらされている。よって，複製因子、チェックポイント因子を標的とし、がん細

胞特異的にacuteなDNA障害を誘導し、細胞死をもたらすことが可能であると想像される。実際に、Cdc7キナ

ーゼなどを標的として新規の制がん剤の開発を行なっている。 

3. 研究発表（2008 年以降 主なもののみ） 
Kim, J-M., Kakusho, N., Yamada, M., Kanoh, Y., Takemoto, N., and Masai, H. (2008) "Cdc7 kinase is required for Claspin 
phosphorylation in DNA replication checkpoint." Oncogene 27, 3475-3482. 
Sasanuma, H., Hirota, K., Fukuda, T., Kakusho, N., Kugou, N., Kawasaki, Y., Shibata, T., Masai, H., and Ohta, K. (2008) 
"Cdc7-dependent phosphorylation of Mer2 facilitates initiation of yeast meiotic recombination." Genes & Dev. 22, 398-410. 
Sakaue-Sawano, A., Kurokawa, H., Morimura, T., Hanyu, A., Hama, H., Kashiwagi, S., Fukami, K., Imamura, T., Ogawa, M., 
Masai, H., and Miyawaki, A. (2008) "Spatio-temporal dynamics of multicellular cell cycle progression." Cell 132, 487-498. 
Featured on the cover of the issue 
Kakusho, N., Taniyama, C., and Masai, H. (2008) "Identification of stimulators and inhibitors of CDC7 kinase in vitro." J. 
Biol. Chem. 283, 19211-19218.  
You Z, and Masai H. (2008) "Cdt1 forms a complex with MCM and activates its helicase activity." J. Biol. Chem. 283, 
24469-24477. 
Shimmoto, M., Matsumoto, S., Odagiri, Y., Noguchi, E., Russell, P. and Masai, H. (2009) Interactions between Swi1-Swi3, 
Mrc1 and S phase kinase, Hsk1 may regulate cellular responses to stalled replication forks in fission yeast. Genes to Cells, in 
press  
Sawa, M., and Masai, H. (2008) "Drug Design with Cdc7 kinase, a potential novel cancer therapy target." Drug Design, 
Development and Therapy 2, 255-264 2008 
Ito, S., Taniyama, C., Arai, N. and Masai, H. (2008) "Cdc7 as a potential new target for cancer therapy." Drug News and 
Perspectives 21, 481-488. Featured on the cover of the issue 
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連携大学院伊藤研究室 

独立行政法人理化学研究所、伊藤ナノ医工学研究室 
 
1. 構成 
伊藤嘉浩（主任研究員）、村瀬比佐思（M2）、姜 廷和（D1） 

 

2. 研究紹介 
 当研究室では、化学的手法と生物工学的手法を融合させた新しい生命科学技術の方法論の確立を目指して

います。方法論として、コンビナトリアル・ケミストリー、進化分子工学、高分子工学、ハイブリッド材料

工学、遺伝子・タンパク質工学、微細加工技術、ナノテクノロジーなどの手法を用い、新しい材料を生み出

し、その性能を評価するとともに、再生医療、人工臓器材料、ドラッグ・デリバリー・システム、ナノメデ

ィシン、分子イメージング、バイオチップ、バイオエレクトロニクス、人工酵素、人工抗体への応用展開を

図っています。 

１）再生医学  
 昨年、ヒトの体細胞を未分化状態にする iPS 細胞が生み出されました。これは、患者自身の核由来で様々

な細胞に分化可能な未分化細胞が得られることを示し、再生医療への大きな足掛かりとなりました。しかし、

まだ遺伝子導入によっているため、実用化には課題があります。そこで、新しい方法による未分化細胞の創

出を研究するとともに、分化を制御して特定の臓器細胞への誘導や多細胞による臓器形成について研究して

います。 

２）人工抗体（アプタマー）学 
 抗体は生命科学研究にとってなくてはならない生体高分子です。もともとは動物の免疫反応によって作ら

れるものですが、10 数年前から試験管内でも進化分子工学という手法を用いて作成可能となりました。しか

し、天然由来の高分子だけでは高性能（高アフィニティ）の抗体を得ることは困難です。本研究室では有機

化学的手法を用いてこの課題を克服することを研究しています。 

 

3. 研究発表 
誌上発表 

1. 阿部洋、阿部奈保子、原田充、常田聡、伊藤嘉浩、「ダンベル型ナノサークル RNA で RNA 干渉を安定に」

バイオサイエンスとインダストリー、 66(8)、453-455 (2008) 

2. 阿部洋、古川和寛、常田聡、伊藤嘉浩、「細胞内遺伝子シグナルの解析」、日本生物工学会誌、86(6), 268-270 

(2008) 

3. 伊藤嘉浩、「細胞成長因子の作用機序」、日本臨床、66(5), 873-880 (2008) 

4. 伊藤嘉浩、今中応亘、北嶋隆、「幹細胞：再生医療への期待」、バイオマテリアル、26(1)、11-22 (2008) 

口頭・ポスター発表  

1. 北嶋隆、伊藤嘉浩、「血管細胞の培養における固定化増殖因子の効果」、第 8 回日本再生医療学会総会（東

京）p.241 (2009) 

その他の出版物 

1. 伊藤嘉浩、「幹細胞操作のためのバイオマテリアル」、「次世代医療のための高分子材料工学」 秋吉

一成、岸田昌夫監修、シーエムシー出版、p.222-239 (2008) 
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連携大学院 神谷研究室 

（独）理化学研究所、植物科学研究センター、生長制御研究チーム 

1. 構成 
神谷勇治、笠原博幸、軸丸裕介、田中洋子、杉山真樹、菅原聡子（首都大院連携（前期課程）学生）、Gang Wu、 

Henrik Stotz  

2. 研究紹介 
 高感度な植物ホルモンの一斉分析システムを用いて植物の生長の謎に迫ります。植物の各器官に含まれる

ホルモンおよびその生合成中間体の量を詳細に分析し、生合成遺伝子の発現と関連させてホルモンの生合成

部位、移動、分布を明らかにします。また、葉緑体に局在するテルペン合成に関わる遺伝子の過剰発現体を

用いたケミカルライブラリーの検索から新規な植物生長調節物質のリード化合物を探します。 
1) 植物ホルモン一斉分析 

従来ガス化するために誘導体化が必要であったGC-MSから、試料を直接に分析のできるLC-MS/MSに分析

方法を改良し、植物ホルモンの分析感度を向上させました。ジベレリン（２０−３０種類程度）、ジャスモン

酸（７種類）、アブシシン酸（６種類）、ブラシノステロイド（２種類）、サイトカイニン（６種類）、オーキ

シン（９種類）、エチレン （２種類）、サリチル酸を植物材料（様々な器官１mg−1g）から分析しています。

本年度はジャスモン酸、オーキシンに関連した新しい分析法の開発を進めました。 

2) イソプレノイド生合成に関わる阻害剤の検索 
動物ではテルペン（ステロイドなど）は細胞質に含まれるメバロン酸経路によって生合成されますが、

植物ではこれ以外に葉緑体に局在するメチルエリスリトールリン酸経路(MEP経路)によっても生合成されま

す。テルペンに属する植物ホルモンのなかでジベレリン、アブシシン酸はその中間体が葉緑体で生合成され

ることが明らかになっています。そこで、シロイヌナズナの葉緑体に局在するMEP経路に関与する７種類の

酵素の過剰発現体を用いて、これらの酵素の選択的阻害剤を検索し、１万程度の化合物ライブラリーのなか

から興味ある阻害剤の候補を見つけました。これらの化合物は新規な生長調節物質のリード化合物として期

待されます。 

3) 植物ホルモンの生合成と情報伝達に関する研究 
 首都大学院修士学生の菅原聡子さんはオーキシン(IAA)中間体分析によるIAA生合成経路の解析を行ないま

した。LC-ESI-MS/MSによるIAA中間体分析を基盤として、シロイヌナズナのindole-3-acetaldoximeを経由す

るIAA生合成経路を解析したところ、この経路は植物に一般的なものではなく、CYP79B遺伝子を持つアブラ

ナ科植物に固有の経路であることが明らかになりました。IAAは植物にとって重要なホルモンですが、種特

異的なIAA生合成経路が存在する可能性があります。この研究は 近PNASに論文が受理されました。 

私のグループには生長制御研究チーム以外に植物ホルモンのなかでアブシシン酸の生合成と情報伝達

に着目した適応制御研究チームとジベレリンや新規の植物ホルモンの生合成とその制御に着目した促進制

御研究チームがあります。これらの３チームは独立したチームですが、同じグループとして相互に助け合っ

て研究をすすめています。私のチームと同様に広く首都大学院生に解放されています。 

http://www.psc.riken.go.jp/jpn/group/regulation/index.html 

3. 研究発表  

誌上発表 （一部） 

Sugawara, S., Hishiyama, S., Jikumaru, Y., Hanada, A., Koshiba, T., Cheng, Y., Zaho, Y., Kamiya, Y., Kasahara, H. (2009) 
Biochemical analyses of the indole-3-acetaldoxyme-dependent auxin biosynthesis in Arabidopsis. (Proc. Nat. Acad. 
Sci. USA in press) 

Umehara, M., Hanada, A., Yoshida, S., Akiyama, K., Arite, T., Takeda-Kamiya, N., Magome, H., Kamiya, Y., Shirasu, K., 
Yoneyama, K., Kyozuka, J., Yamaguchi, S. (2008) Inhibition of shoot branching by new terpenoids plant hormones. 
Nature 455, 195-200. 

Piskurewicz, U., Jikumaru, Y., Kinoshita, N., Nambara, E., Kamiya, Y., Lopez-Molina, L. (2008) The GA-signaling 
repressor RGL2 inhibits Arabidopsis seed germination by stimulating ABA synthesis and ABI5 activity. Plant Cell 20, 
2729-2745 

Kim, D.H., Yamaguchi, S., Lim, S., Oh, E., Park, J., Hanada, A., Kamiya, Y., Chol. G. (2008) SOMNUS, a CCCH-type 
zinc finger protein in Arabidopsis, negatively regulates light-dependent seed germination downstream of PIL5. Plant 
Cell 20, 1260-1277 

口頭・ポスター発表 

菅原聡子、菱山正二郎、軸丸祐介、花田篤志、西村岳志、小柴共一、Yunde Zhao、神谷勇治、笠原博幸（理

研 PSC、首都大、森林総研）シロイヌナズナにおけるインドール-3-アセトアルドキシムを介するオーキシ

ン生合成経路の解析 日本植物生理学会 2009 年名古屋大会
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その他の研究・事業 
 

小笠原研究 
１．研究の経過 
 小笠原諸島は東京の南約 1000〜1200 km（北緯 27゜45’〜 24゜14’）の太平洋上に散在する海洋島である。

小笠原研究は、この群島が 1968 年 6 月 26 日にわが国へ返還されて以来、首都大学東京における特色ある研

究のひとつとなっている。小笠原では、父島の小笠原研究施設を拠点として、自然科学から人文・社会科学

まで多彩な研究が行われている。1976 年度からは東京都立大学の全学的な組織である「小笠原研究委員会」

によって運営・推進されてきた。2005 年度に都立大学が首都大学東京に改組された後、2007 年度までは、2004

年度の委員会が暫定的に本学の小笠原研究の対外的な窓口として活動してきたが、2008 年度から首都大学東

京の全学委員会となった。本専攻では植物系統分類学、植物生態学、動物生態学、進化遺伝学などの研究室

が研究を行ってきた。また、他大学の研究者との共同研究や文部科学省の科学研究補助金による研究、環境

省の地球環境研究推進費による研究なども行われ、東京都に属しながら大洋中に孤立して存在する海洋島と

いう特殊な条件を生かしたユニークな研究成果が数多く得られている。なお、2005 年度から 2007 年度まで

の研究予算は、傾斜配分研究費（全学枠）により、2008 年度からは小笠原研究施設の管理を所管する理工学

系事務室の経費の一部として措置されている。 

 1989 年と 1990 年度にわたって東京都が行った小笠原自然環境現況調査を都立大学が受託し、小笠原研究

委員会が窓口となって大規模な調査を実施し 1991 年秋に報告書を刊行した。1997 年度から 1999 年度には、

環境庁の未来創造型基礎研究推進費による「亜熱帯域島嶼の生態系保全手法の開発に関する基礎研究」の一

部を受託し、島嶼生態系における生物多様性とその維持機構について研究が行われた。また、1999 年度には

牧野標本館（自然史科学講座）、地理学科との共同研究として、東京都特定研究「小笠原諸島の固有植物の

保全に関する研究」が、さらに 2003 年度には、総長特別研究費による「人と自然の共生をめざした小笠原の

人文・自然に関する総合研究」が実施された。また、2005 年度から、植物系統分類学研究室と植物生態学研

究室が、独立行政法人森林総合研究所からの受託研究として「小笠原諸島における侵略的外来植物の影響メ

カニズム解明とその管理手法に関する研究」を実施している。また、2007 年度に実施した南硫黄島の自然環

境調査の成果の普及啓発事業を東京都から受託し、内地と小笠原で報告会や展示会等を開催した。南硫黄島

の成果は、NHK の番組「ダーウインが来た！」でも紹介された。小笠原を主な調査地として 2008 年度に実

施された生物系の研究として、各教員や名誉教授・客員研究員による研究の他、修士４名（植物系統分類３、

植物生態１）、研究生（植物系統分類 1）による研究が行われた。 

２．小笠原研究施設 
 小笠原返還後間もない 1971 年度から、東京都総務局所管の総合調査室を借用して都立大学父島研究室が開

設され、本学の小笠原研究の拠点として活用されてきた。この研究室は 1990 年度末に正式に都立大学に移管

され、1991 年度に全面改築を行い、1992 年 3 月末に完工した。施設の敷地面積は 770ｍ2、建物の延べ床面積

は 547ｍ2で、実験室、標本作製室、資料室、セミナー室、展示ホールなどを備えている。2007 年度に全面改

修を行い、2008 年度に東京都から本学に移管された。施設の管理業務は、南大沢キャンパス理系管理課の理

工学系庶務係が担当している。従来から本学の研究者との共同研究の場合には他大学の研究者もこの施設を

利用している。その人数もかなり多数にのぼっており、海外の研究者も含め、研究交流の場としても活用さ

れている。2008 年度の施設利用者は 133 名、延べ利用日数は 1010 日であった。なお、本施設の利用等につ

いては小笠原研究委員会が刊行する小笠原研究年報を参照されたい。 
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３．研究成果の発表 
 小笠原研究委員会は、次の二つの印刷物を発行している。一つは「小笠原研究年報」で、研究の概要や小

笠原に関係する記事が登載され、毎年 1回の発行である。2008 年度は、No.32 として６篇の報文が掲載され

た。もう一つは 1978 年度に創刊された「小笠原研究」(Ogasawara Research)で、英文の研究報告や資料的

価値が高い総説等が掲載される。2008 年度には No.34 として、小笠原の乾性低木林構成樹種の生理生態、昆

虫標本室所蔵の小笠原諸島産膜翅目標本、外来木本種モクマオウが優占する森林の林床の在来樹群集構造に

関する報文が掲載された。 
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牧野標本館の業務 
 

 自然科学は証拠主義に基づいている。ある名前で呼ばれている生物はどのような形態的特徴を具えている

か、地球上のどこに分布しているか、というような情報の証拠となるのが学術標本であり、植物学において

は、 も効率のよい保存方法として「さく葉標本」(以下、標本と略す)が国際的に採用されてきた。この学

術標本を主に収集保管し、教育・研究のために運用するのが植物標本館(ハーバリウム)である。 

 牧野標本館は、日本の植物分類学の基礎を築いた牧野富太郎博士の没後に寄贈された、旧牧野邸に残され

ていた未整理標本(いわゆる牧野標本)約 40 万枚をもとにして 1958 年に設立された。それらの未整理標本を

研究資料として活用するため、当館では植物名を同定し、新たにラベルを作り、台紙に貼付するという整理

作業を行ってきた。その結果、重複標本を除いた約 16 万点余の整理済み牧野標本が標本室に収納されている。

残りの重複標本は国内外の標本館との標本交換に利用され、10 万点以上の貴重な標本を得るのに役立ってき

た。また、牧野標本館を兼務する植物系統分類学研究室および関係者による国内外での標本の採集も活発に

行われ、標本館の充実に貢献してきた。その結果、2009 年 3 月末日の時点で整理済みの標本点数は維管束植

物標本 384,975 点、コケ類標本 36,841 点、地衣類標本 1,120 点、海藻標本 24,457 点、菌類 47 点、その他未整

理標本約 10 万点に達している。総標本点数や特に学術的価値が高いタイプ標本数では、国内で東京大学、国

立科学博物館、京都大学につぐレベルにあり、国際記号 MAK として認知されたハーバリウムの一つである。 

 牧野標本館を も特色づける標本には，牧野博士が発表した新種などのタイプ標本約 800 点があり、日本

産植物の分類学的研究に欠くことのできない資料である。牧野博士自身やその研究協力者により、全国から

まんべんなく収集された標本は、植物の自然分布の証拠としてなくてはならないものである。絶滅に瀕し、

現在では見ることが困難な植物も多数含まれ、貴重な研究資料となっている。このほか、共立薬科大学から

寄贈された故桜井久一博士のコケ類標本 2 万点、故東道太郎氏寄贈の藻類標本約 1 万点、ロシアのコマロフ

植物研究所標本館(ｻﾝｸﾄ・ﾍﾟﾃﾙﾌﾞﾙｸﾞ市)から交換標本として贈られてきたシーボル氏採集の標本約 2,500 点な

ども当館の特色ある標本である。2008 年度には、浅野一男氏から寄贈された 2,043 点を始め、鳴橋直弘氏 222

点、成城みつ池を育てる会 187 点、伊藤秀三氏 116 点などが寄贈され、現在整理中である。 

 牧野標本館の標本は学内で行う教育・研究に利用されてきたばかりではなく、外来研究者にも標本の閲覧

の便宜をはかるとともに、標本貸出等の要望に対応して、広く国内外の植物学研究者に活用されてきた。 2007

年度の研究サービスの実績は、以下のとおりである。 

標本交換：国内発送 2 件、国内受入 4 件(1,599 点)、国外発送なし、国外受入 1 件(20 点)。 

標本貸出：国外なし、国内なし。来訪研究者(のべ人数)：国内 279 人、国外 8 人。 

 牧野標本館ではより広範な標本利用に対応するため、「牧野標本館所蔵標本データベース」をインターネ

ットで公開している(http://wwwmakino.shizen.metro-u.ac.jp/database.htm)。ここでは、当館で所蔵されている維

管束植物のタイプ標本やシーボルトコレクションなど、貴重な植物標本の画像やラベル情報を閲覧できる。 

 2008 年度は牧野標本館設立 50 周年にあたり、牧野標本館 50 周年記念事業による特別展示「牧野富太郎か

らのおくりもの−植物標本が伝えるサイエンスのこころ」を、東京都神代植物公園(4 月 29 日〜5 月 11 日)、東

京都庁展望室(7 月 5 日〜11 日)、首都大飯田橋キャンパス(8 月 1 日〜7 日)、首都大南大沢キャンパス国際交

流会館(10 月 28 日〜11 月 3 日)において開催した。また、8 月 2 日には飯田橋キャンパスにおいてオープンユ

ニバーシティ特別講座「夏休み親子でチャレンジ植物標本づくり」、11 月 2 日には作家の荒俣宏氏や高知県

立牧野植物園園長小山鐵夫氏、都立大名誉教授小野幹雄氏による記念講演会が開催された。 
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ショウジョウバエ系統保存事業 
 

 首都大学東京のショウジョバエ系統保存は、昭和 37 年に東京都の事業として 認定されて以来、毎年充

実され世界でも有数のショウジョウバエ供給の事業所として、国内外の需要に応えている。 

 事業は動物飼育担当技術職員（井出俊和） および理工学系生命科学コースの進化遺伝学、細胞遺伝学両

研究室の構成員によって遂行されている、首都大学東京の系統保存の特色は、100 種以上のショウジョバエ

種を維持していることである。各種について多くの野生系統及び突然変異系統を維持しているが、それ以外

にも分析中の多くの未確定系統があり、それらを加えると維持系統の総数は 3,000 を越える。 

 

 

  系統維持している種数            キイロショウジョバエの系統 

  Dorsilopha     亜属   1 種              野生型純系系統     4 系統 

   Drosophila       亜属   43 種       突然変異系統      136 系統 

   Sophophora        亜属   66 種       地域由来系統      

                          日    本      11 地域 

                          外     国      19 地域 

 

 

 毎年多くの系統を国内外の教育.研究機関に分譲しているが、過去 5 年間の実績は次のと 

おりである。 

              分  譲  先  

 

      大学・研究機関           高等（中）学校  分譲系統数合計 

       国内   国外     

  2004 年  46         21                            29                2578 

  2005 年  43         32                            36                 506 

    2006 年    31         32                            43                1312 

    2007 年  23         25                            48                 382 

    2008 年  26         11                            33                 341 
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教育・研究関連資料 
 

学位取得者 
修士（理学） 
２００８年度３月修了 
天野 晶子 ビタミンC合成不全 (SMP30/GNL遺伝子破壊) マウスを用いたビタミンCトランスポータ

ー・SVCT の動態解析 

 主査：相垣敏郎   副査：久永眞市・坂井貴臣・石神昭人（東邦大学） 

石井 紀子 イネのストレス応答タンパク質 RSOsPR10 の発現制御機構の解析 

 主査：小柴共一   副査：岡本龍史・門田明雄 

石神 唯 小笠原諸島固有木本植物オガサワラビロウの散布体の浮遊能力の種内変異（英文）

 主査：可知直毅   副査：鈴木準一郎・鈴木惟司 

一瀬 徹 p35 と p39 の定量的発現量解析による Cdk5 活性化機構の検討 

 主査：久永眞市   副査：西駕秀俊・福田公子 

伊藤 敬志 大腸菌の DNA トポイソメラーゼの細胞内における機能に関する研究 

 主査：加藤潤一   副査：小柴共一・田村浩一郎 

犬飼 有紀 前頭側頭葉変性症と筋萎縮性側索硬化症における TDP-43 のリン酸化 

 主査：久永眞市   副査：坂井貴臣・福田公子・長谷川成人 

大澤 睦 大腸菌の機能未知必須遺伝子 yqgF の解析 

 主査：加藤潤一   副査：相垣敏郎・正井久雄 

大滝 宏代 光合成細菌が優占する温泉微生物マットにおける水素発生と消費（英文） 

 主査：松浦克美   副査：春田伸・嶋田敬三・花田智 

大森 拓磨 大腸菌の新しい染色体大規模欠失変異作製システムの構築 

 主査：加藤潤一   副査：青塚正志・岡本龍史 

尾関 文隆 ゼニゴケにおける葉緑体光定位運動とアクチンフィラメントの変化 

 主査：門田明雄   副査：嶋田敬三・岡本龍史 

木下 善仁 ショウジョウバエの代謝と寿命におけるリポ酸転移酵素の役割（英文） 

 主査：相垣敏郎   副査：小柴共一・坂井貴臣 

金 景順 大腸菌染色体大規模欠失株を用いた定常期における生存機構に関する研究 

 主査：加藤潤一   副査：嶋田敬三・相垣敏郎 

栗山 裕二 酸化ストレス負荷が記憶及び加齢性記憶障害に与える影響の解析 

 主査：相垣敏郎   副査：久永眞市・坂井貴臣・齊藤実 

黒栁 仁志 紅色光合成細菌 Rhodopseudomonas palustris によるバイオフィルム形成（英文） 

 主査：春田伸    副査：松浦克美・嶋田敬三・花田智 

小林 稔和 ショウジョウバエ Insulin degrading enzyme 遺伝子の遺伝学的解析（英文） 

 主査：相垣敏郎   副査：門田明雄・坂井貴臣 

坂口 幸平 大腸菌の機能未知必須遺伝子群 yeaZ, ygjD, yjeE の遺伝子解析 

 主査：加藤潤一   副査：久永眞市・坂井貴臣 
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眞後 俊幸 アポトーシス・シグナル制御における O-結合型 N-アセチルグルコサミン（O-GlcNAc）修

飾の関与 

 主査：久永眞市   副査：相垣敏郎・遠藤玉夫 

菅原 聡子 シロイヌナズナにおけるインドール-3-アセトアルドキシムを介するオーキシン生合成経

路の解析 

 主査：小柴共一   副査：岡本龍史・神谷勇治・笠原博幸（理化学研究所） 

鈴木 観 根量の減少と栄養塩供給条件が浮葉植物アマゾントチカガミ（Limnobium laevigatum）の

成長におよぼす影響の定量的解析 

 主査：鈴木準一郎  副査：可知直毅・鈴木惟司 

武政 智恵 ニワトリ胚初期内胚葉特異的遺伝子の探索と機能解析（英文） 

 主査：福田公子   副査：久永眞市・西駕秀俊 

伊達 弘毅 神経伝達物質，グルタミン酸及び GABA，による Cdk5 活性化サブユニット p35 の発現調

節 

 主査：久永眞市   副査：川原裕之・坂井貴臣 

常木 静河 外部形態および集団遺伝学的解析からみた小笠原産タブノキ属植物の分化 

 主査：村上哲明   副査：菅原敬・可知直毅・鈴木惟司 

長尾 麻理子 ホヤの発生における ParaHox 遺伝子の発現および転写調節機構の解析 (英文) 

 主査：西駕秀俊   副査：相垣敏郎・福田公子 

中島 敬介 イネ受精卵の第一不等分裂機構の解析：受精点と第一分裂面の位置関係および受精卵発達

過程 

 主査：岡本龍史   副査：小柴共一・門田明雄 

幅 大輔 キイロショウジョウバエ匂い物質結合蛋白質 OBP57d および OBP57e の Gal4/UAS 系統の

作成 

 主査：相垣敏郎   副査：青塚正志・坂井貴臣 

濱田 純也 テングショウジョウバエ亜群におけるミトコンドリア DNA 核転移配列の進化 

 主査：田村浩一郎  副査：青塚正志・加藤潤一 

早野 禎一 水田土壌における脱窒能を持つ光合成細菌の多様性と分布 

 主査：春田伸    副査：松浦克美・嶋田敬三・花田智 

原田 枝里子 ショウジョウバエの匂い物質結合タンパク質遺伝子 Obp57d および Obp57e の生物学的役

割(英文) 

 主査：相垣敏郎   副査：黒川信・坂井貴臣 

Hillary Layard Liesching    ショウジョウバエにおける複合的遺伝子座 lola の機能解析法の検討（英文） 

 主査：相垣敏郎   副査：加藤潤一・坂井貴臣 

渕上 孝裕 神経細胞におけるアダプタータンパク質 CIN85 の発現と局在 

 主査：久永眞市   副査：川原裕之・岡本龍史 

松田 尚子 アカネズミの採餌行動に捕食リスクが及ぼす影響 

 主査：鈴木惟司   副査：可知直毅・小林幸正 

村瀬 比左思 ケミカルライブラリーを用いたヒト間葉系幹細胞の分化制御物質の探索 

 主査：相垣敏郎   副査：宮本寛治・伊藤嘉浩 

森 啓悟 小笠原産ムラサキシキブ属の遺伝構造と集団分化の解明 
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 主査：村上哲明   副査：菅原敬・田村浩一郎・鈴木準一郎 

矢野 雅士 Cdk5/p35 と Cdk5/p39 の分子構造の違いに由来する安定性とキナーゼ活性について 

 主査：久永眞市   副査：相垣敏郎・三島正規 

吉利 慶 立体構造情報を取り入れたタンパク質の分子進化解析法の開発 

 主査：田村浩一郎  副査：青塚正志・相垣敏郎 

山田 真悟 甲殻類オオグソクムシ(Bathynomus doederleini)の心筋における神経制御物質の作用と細胞

内 Ca2+動態 

 主査：黒川信    副査：久永眞市・川原裕之・田中浩輔（杏林大学）  

吉岡 望 中枢神経系の組織修復機構に関する形態学的研究 

 主査：久永眞市   副査：西駕秀俊・黒川信・川野仁（東京都神経科学総合研究所） 

吉野 木綿子 加齢性記憶障害が亢進したショウジョウバエ変異体の単離と解析 (英文) 

 主査：相垣敏郎   副査：久永眞市・坂井貴臣・齊藤実 

依田 悠里 ショウジョウバエにおける改変 lola 遺伝子の個体への導入 

 主査：相垣敏郎   副査：岡本龍史・坂井貴臣 

 

 

博士（理学） 
２００８年度９月修了 
中村 亮二 土壌栄養塩の空間的不均質性と競争が植物個体群内の個体の成長に及ぼす影響に関する

実験生態学的研究（英文） 
 主査：鈴木準一郎  副査：可知直毅・鈴木惟司 

堤 弘次 Cdk5 活性化サブユニット p35 結合性プロテインキナーゼ AATYK の機能解析(英文) 

 主査：久永眞市   副査：黒川信・岡本龍史 
  
２００８年度３月修了 
加地  健太郎 カイコ蛹の消化管におけるセリンプロテアーゼに関する研究（英文） 

 主査：松浦克美   副査：嶋田敬三・相垣敏郎  

池上 啓一 シロイヌナズナにおける乾燥に応答した ABA 合成と遺伝子発現の調節（英文） 

 主査：小柴共一   副査：可知直毅・岡本龍史・瀬尾光範（理化学研究所） 

鈴木 智之 北八ヶ岳シラビソ・オオシラビソ林の時間的変化と空間的ばらつき（英文） 

  主査：鈴木準一郎  副査：可知直毅・鈴木惟司 

山﨑 大介 ショウジョウバエの加齢性記憶障害とその変異体の解析(英文） 

 主査：相垣敏郎   副査：坂井貴臣・堀内純二郎・齊藤実 

米谷 元邦 α-Synuclein の線維形成における A30P 変異の効果（英文） 

 主査：久永眞市   副査：坂井貴臣・長谷川成人 

Wang Shu Yi シロイヌナズナポリピリミジン領域結合タンパク質(AtPTB)の機能解析(英文) 

  主査：岡本龍史   副査：小柴共一・門田明雄 
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2008 年度 生命科学教室セミナー 
 

第 1 回(08/04/25) 

 ユビキチンレセプターによる細胞分化と癌化の制御機構 

  川原 裕之（首都大 生命科学 細胞生化学） 

第 2 回(08/05/08) 

 大地の微生物探求の果てしなさ、そして不可解な事実 

  服部 勉 (Tsutomu Hattori)（東北大学名誉教授） 

第 3 回(08/05/30) 

 ゲノムをデザインする 

  板谷 光泰（慶應義塾大学環境情報学部・慶應義塾大学先端生命科学研究所） 

第 4 回(08/06/09) 

 Jumonji は心筋細胞の増殖と分化を同時に制御する(08/06/09) 

  竹内 隆 (Takashi Takeuchi)（三菱化学生命科学研究所） 

第 5 回(08/06/13) 

 ヒト腸内細菌叢のメタゲノム解析(08/06/13) 

  服部 正平 (Masahira Hattori)（東京大学大学院新領域創成科学研究科情報生命科学専攻） 

第 6 回(08/06/20) 

 細胞の生理機能を光制御するケージド化合物の開発(08/06/20) 

  古田 寿昭 (Toshiaki Furuta)（東邦大学理学部，東邦大学複合物性研究センター） 

第 7 回(08/06/24) 

 DNA 進化距離の推定：分子時計と分子系統解析への応用(08/06/24) 

  田村浩一郎（首都大学東京生命科学専攻進化遺伝学研究室） 

第 8 回(08/06/27) 

 相同組換え反応における中間体形成の分子機構(08/06/27) 

  岩崎博史(Hiroshi Iwasaki)（横浜市立大学国際総合科学研究科生体超分子科学専攻） 

第 9 回(08/07/03) 

 試験管内進化法で人工抗体（アプタマー）を創る(08/07/03) 

  伊藤嘉浩（理化学研究所 伊藤ナノ医工学研究室） 

第 10 回(08/09/17) 

 捕食者-餌系における個体群動態と進化動態の融合：理論とミクロコズムによる実証(08/09/17) 

  吉田丈人（東京大学大学院総合文化研究科広域システム科学系） 

第 11 回(08/09/30) 

 ハイマツ・キタゴヨウ交雑帯における遺伝子流動を制限する要因の解析：開花から種子形成の生活史ステ

ージ(08/09/30) 

  綿野 泰行（千葉大学大学院理学研究科） 

第 12 回(08/10/10) 

 Morphogen and CNS Pattern Formation 

  Tomomi Shimogori (下郡智美)（RIKEN Brain Science Institute） 
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第 13 回(08/11/21) 

 Biology of fireflies (Coleoptera:Lampyridae) 

  Fu Xinhua（付 新華）（中国華中農業大学・准教授） 

第 14 回(08/12/19) 

 筋収縮時の骨格筋への糖輸送機序－運動すると血糖値が下がる仕組み－ 

  藤井宣晴（首都大 人間健康科学専攻 運動生理学） 
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学会活動など 
 

久永眞市 日本神経化学会 評議員 奨励賞選考委員会委員、第 52 回 JSN 大会組織委員 

久永眞市 日本細胞生物学会 評議員 

黒川 信 日本比較生理生化学会 行事委員会委員 

黒川 信 日本動物学会関東支部委員 

西駕秀俊 学術誌 Developmental Dynamics : editorial board member 

西駕秀俊 ナショナルバイオリソース運営委員 

相垣敏郎 日本基礎老化学会 評議員 

小柴共一 植物生長調節学会評議員 

小柴共一 植物生長調節学会役員選考委員 

小柴共一 日本植物学会誌編集員会 （J Plant Res, Editorial Board） 

青塚正志 日本動物分類学会 編集委員 

青塚正志 日本動物学会関東支部 第 59 回大会（H19 3 月 24 日）実行委員 

田村浩一郎 Society for Molecular Biology and Evolution, Associate Editor 

田村浩一郎 日本遺伝学会評議委員 

田村浩一郎 日本進化学会評議委員・Web 担当幹事 

春田 伸 日本農芸化学会・産学官若手交流会委員 

春田 伸 日本微生物生態学会・編集幹事 

春田 伸 環境バイオテクノロジー学会・理事 

鈴木惟司 林野庁 希少野生動植物種(アカガシラカラスバト）保護管理対策調査検討委員会委員 

鈴木惟司 環境省 野生生物保護対策検討会アカガシラカラスバト保護増殖分科会委員 

草野 保 日本爬虫両棲類学会評議員 

草野 保 日本爬虫両棲類学会英文誌編集委員 

林 文男 日本昆虫学会 評議委員 

林 文男 日本生態学会 関東地区委員 

可知直毅 日本生態学会 将来計画委員長、関東地区会長 

可知直毅 日本植物学会 評議員 

可知直毅 種生物学会 会長 

可知直毅 個体群生態学会 英文誌編集委員 

可知直毅 国際環境研究協会 Global Environmental Research＆地球環境研究編集委員 

可知直毅 東京都 小笠原国立公園聟島列島植生回復事業検討会委員 

可知直毅 東京都 小笠原兄島・弟島ノヤギ排除検討会委員 

可知直毅 東京都 小笠原国立公園兄島植生回復調査検討会委員 

可知直毅 東京都 小笠原支庁小笠原国立公園媒島植生復元測量調査・設計検討委員会委員 

可知直毅 環境省 小笠原地域自然再生事業クマネズミ対策業務検討会検討委員 

可知直毅 環境省 小笠原世界自然遺産候補地科学委員会委員 

可知直毅 環境省 生物多様性企業活動ガイドライン検討会座長 

可知直毅 林野庁 小笠原諸島森林生態系保護地域保全管理委員会アドバイザー 

可知直毅 林野庁 外来植物（アカギ・モクマオウ）駆除対策委員会座長 

可知直毅 大学評価・学位授与機構 国立大学教育研究評価委員会専門委員 
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鈴木準一郎 日本生態学会 大規模長期生態学専門委員会 委員 

鈴木準一郎 日本生態学会 野外安全管理委員会 委員 

小林幸正 日本節足動物発生学会・会長、編集委員長、将来計画委員長、学会賞選考 委員長 

清水 晃 自然史学連合・日本昆虫学会 代表 

村上哲明 日本植物学会 会務担当理事 

村上哲明 日本植物分類学会 評議員 

菅原 敬 植物分類学関連学会連絡会・日本分類学会連合担当委員 

加藤英寿 日本植物学会 ホームページ委員 

加藤英寿 林野庁小笠原諸島森林生態系保護地域保全管理委員会アドバイザー 

加藤英寿 林野庁外来植物（アカギ・モクマオウ）駆除対策委員会委員 

加藤英寿 東京都における保護上重要な野生生物の種に関する検討会・専門部会(植物)委員 

 

 

 

研究集会の開催など 
首都大学東京・東京都 公開シンポジウム「東京都小笠原村字硫黄島南硫黄」、都民ホール・都政ギャラリ

ー、2008 年 6 月 1 日 

首都大学東京・東京都 「南硫黄島自然環境調査現地報告会」、父島地域福祉センター、2008 年 10 月 5〜6

日 

首都大学東京・東京都 「南硫黄島自然環境調査現地報告会」、母島村民会館、2008 年 10 月 7〜8 日 

日本生態学会関東地区会・首都大学東京共催 「遺伝資源の宝庫としての小笠原諸島」、首都大学東京秋葉

原サテライトキャンパス、2009 年 1 月 10 日 

可知直毅 日本生態学会第 56 回大会自由集会「小笠原の世界遺産申請に向けての外来種研究の現状と研究

者の社会的責任」企画者、岩手県立大学、2009 年 3 月 17 日 

可知直毅 日本生態学会第 56 回大会自由集会 「生態学者よ、街に出よ！Part5 企業環境報告書を読む：生

物多様性企業活動ガイドラインとの連動」企画者、岩手県立大学、2009 年 3 月 17 日 

可知直毅 日本生態学会第 56 回大会フォーラム「若手のための学位取得後の多様なキャリアパス支援」企

画者、岩手県立大学、2009 年 3 月 21 日 

林文男 日本進化学会第 10 回大会ワークショップ「速い進化と遅い進化：進化の加速機構」企画者，東京

大学駒場キャンパス，2008 年 8 月 24 日 

林文男・可知直毅 日本生態学会関東地区会 2008 年度シンポジウム「遺伝資源の宝庫としての小笠原諸島」

企画者，秋葉原ダイビル，2009 年 1 月 10 日 

 



 

−93− 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  首都大学東京（東京都立大学）理工学研究科 

        生命科学年報 2008 

───────────────────────── 

発行所 首都大学東京 理工学研究科 生命科学教室 

                （編集 加藤英寿） 

      〒192-0397 東京都八王子市南大沢 1-1 

           TEL 042（677）1111（代表） 

発行年月日          平成 21 年 3 月 31 日 

印刷所          株式会社 相模プリント 

───────────────────────── 

 


