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はじめに  

 

 1982 年から毎年発行されている本年報は、首都大学東京 生命科学コース・生命科学専攻の教育ならびに

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。まず年報の冒頭で、本コース・専攻の特徴と今年度に起こったこと

のあらましについて紹介させたいただきたい。 

 本コース・専攻の最大の特徴は、生命科学の多様な分野の研究を行っている教員がそろっていること、す

なわち、教員の多様性が高いことである。遺伝子、細胞（遺伝学、細胞学、生理学、生化学等）から、集団、

種、生態系（生態学、系統分類学、進化生物学等）まで様々なレベルの、そして材料も微生物から、高等動

物、高等植物まで、様々な生物を用いて研究を行っている教員が本コース・専攻にはいる。これだけの教員

の多様性を日常的に深い交流のある一つの学科レベルで維持しているところは、国公立大学を広く見渡して

も他に見あたらない。大きな国立大学等では、確かに多様な専門分野の教員がいる場合もあるが、動物学科、

植物学科、生物化学科、生物物理学科といったように、一つの大学の中でも生物学分野の教員が複数の学科

に分かれてしまい、異なる学科間ではほとんど交流がない状況になっている場合がほとんどだからである。 

 教員の多様性が高いことは、本コース・専攻の学部生・大学院生が生命科学の多様な分野をそれぞれの専

門家から学べることに直結する。そして、実際に生命科学コース・専攻では、そのようなカリキュラムが提

供されている。それに加えて、教員の多様性が高いということは、所属する学部生・大学院生が生命科学の

どのような分野に興味を持ったとしても、それに何らかの接点の見いだせる教員がいる確率が高いというこ

とでもある。生命科学に興味があるが、具体的に自分がどのような研究や勉強をしたいのかがよく分からな

いという人も遠慮せずに大学・大学院の説明会に来ていただければ幸いである。 

 本コース・専攻のもう一つの特徴は、学部生にも大学院生にも自主的に学び、自主的に行動することを推

奨し、カリキュラムの上でも自主研究や企画経営演習といった科目を設置していることである。2009 年度は、

これまでになく多くの学部１年生が生物学自主研究に参加してくれて、熱心に研究活動を始めてくれた。今

年度で 4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 2009」

では、大学院生達が自らの研究のおもしろさを熱く語り合う企画や、学部生をつれてポスター発表会場をガ

イドツアーするような企画をたてて実行してくれた。自主的に学び、活動することが浸透してきたことを私

も実感している。今後も、本コース・専攻では自主的に学び、行動する意欲の高い学生、院生を歓迎したい。 

 本年度に本コース・専攻に起きた大きな変化としては、まず 2009 年度末に、都立大・首都大において長年

にわたり教務委員等として学生・院生の相談役を務めて来られた嶋田敬三教授と、いまテレビ・新聞などで

も話題として取り上げられることの多いヒト iPS 細胞を研究してこられた宮本寛治教授が定年退職されたこ

とである。さらに、温室圃場のお世話をして下さってきた杉山栄徹さんも 2009 度一杯で退職された。一方、

生命科学専攻事務室では、長年、中心的な役割を果たしてきて下さった飛田さんが年度初めに退職され、後

任として井関さんが加わって下さった。2009 年度末には会計検査も行われたが、全く問題を指摘されなかっ

たのは、事務室の皆さんが日常的に会計、物品検収などの業務を適切に行ってきて下さったからである。心

からお礼を申し上げたい。このように本コース・専攻は、事務室、温室圃場、牧野標本館、学生実習室、さ

らには動物飼育担当の職員にも支えられて、研究・教育がスムーズに進められるようになっている。今後も、

その特徴を最大限に活かして、本コース・専攻を発展させていきたいと考えている。 

 2010 年 3 月 31 日  2009 年度生命科学教室主任 村上哲明 



 

－2－ 

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、2009 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、2009 年度は 8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は「はじめに」のところでも述べたように、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、牧野標本館の植物標本庫管理業務、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、本年報の最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、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
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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。 

 

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最終年次に、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最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.se.tmu.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.se.tmu.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。 

 



 

－4－ 

構成員一覧表（2009 年度） 
生命デザイン 進化多様性 

 神経分子 

機能 

発生 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

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 

進化 

遺伝学 

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 
青塚正志 

田村浩一郎 

准教授   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 

 松尾隆嗣 

朝野維起 

 古屋伸久 古川聡子    

職員     井出俊和            

特任 RA 
○遠藤 良 ○生田哲朗 ○津田学 

○村松圭吾 

○池上啓一 

○大森由紀 

岩本 明 

本多弘典 

   ○北條 優 

大学院

博士 

課程 

嶺岸正治 

細川智永 

佐藤 亘 

クロ‐シュ 

シャパサンド 

渕上孝裕 

吉岡 望 

林 義剛 

小林正明 

吉田慶太 

 

金内太郎 

船越政史 

長野慎太郎* 

根岸 洋 

中井康弘 

原田枝里子 

木下善仁 

天野晶子 

山本哲也 

姜 廷和* 

王 偉* 

 内海貴夫 

西村岳志 

△賀川裕貴 

 

  瀬戸陽介 

吉利 慶 

 

大学院

修士 

課程 

木村妙子 

富田裕也 

高野哲也 

松本莉永* 

小林弘侑 

高野圭児 

寺沢雄吉 

三橋真海子 

三宅真央 

大沼耕平 

山澤拓実 

渡辺健太 

 

張 騁 

富岡佐知子 

相澤真悟 

吉野智昭 

大高領介 

中島健太 

中川 淳 

櫻井桃子 

宇井勇太 

許 牧野* 

 

河井真紀子 

葵 安蓉 

酒井 彩 

佐藤晴彦 

樽谷愛理 

藤原弘平 

吉田早織 

工藤聖美* 

柿沼千江子 

荒木千尋 

武内 薫 

 

早川温子 

小林大悟 

内海麻理 

 小川佳孝 

小山あずさ 

菊池 舞 

田辺美知 

磯部琴葉 

里村和浩 

日下陽平 

 

卒研生 

石田愛美 小松城光 

熊谷雄人 

染谷春香 

高橋佑布子 

岡山 唯 

後藤悠太 

吉松 慶 

佐藤翔馬 

ソフィア・ 

ソバティ 

白土裕夢 

 岩舘佑未 

江口拓未 

橋本知佳 

山本崇人 

 

春日麻希 

小原綾乃 

富永真規子 

松本さちこ 

坂口祐介 

森島大智 

俣野由行 

梶塚友美 

松田さとみ 

堤 裕文 

出水俊輔 

玉木悠介 

望月弘子 

柳 友子 

 櫻井児太摩 

阿部祐樹 

落合広明 

粕谷菜月 

竹下真未 

研究生

他 

☆長谷川成人 

☆遠藤玉夫 

☆反町洋之 

★石黒幸一 

★藍澤広行 

★上村伊佐緒 

★根本心一 

★布山喜章 

☆齋藤 実 

☆伊藤嘉浩 

パラビ アナ

ンダ 

 

藤尾克紀 

●山崎大介 

★佐藤由紀子 

許 江楷 

☆正井久雄 ☆駒野照弥 

★行田敦子 

★嶋田益弥  瀬川涼子 

★Curt G. 

 Fiedler 

★高森久樹 

★ 屋富祖昌子 

北村徳一 

★ドロス 

アモロスモヤ. 

その他 
中村 薫  比良恵子  小林真莉恵 松田経子 

斎藤龍子 

   

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) 、安木孝(技術系)、嘱託：杉山栄徹(技術系)  

臨時職員：井関絵美・高松典子・村田佳子・梅本久美(事務系)、中村愛子・内田千賀子(IAGE 担当) 
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進化多様性・環境応答 
人間健康

科学専攻 

 
神経 

生物学 

植物環境 

応答 

微生物分子

機能 

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   嶋田敬三 松浦克美  可知直毅 小林幸正 村上哲明  

准教授 黒川 信 門田明雄  春田 伸 鈴木惟司 鈴木準一郎  菅原 敬  

助教 
矢沢 徹 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  

 川本秀雄  

特任 RA 
  

    
○畑 憲治 

坂本尚子 
   

大学院

博士 

課程 

岡本崇伸 

ニュ-トン 

リュウジ   

 カミジ 

坪井秀憲 

尾関文隆 

 

 加地健太郎 

室井雅代 

戸井裕子 

土屋香織 

武智玲奈 

中田 望 

古川武文 

●萩原陽介 

 

 ●岩崎貴也 

大槻 涼 

常木静河 

 

 

大学院

修士 

課程 

太田雄一朗 

鈴木祐美子 

粕谷雄志 

太田 力 

秦野(生田)

理穂 

黄瀬幸雄 

王 穎真 

杉山由香 

近江泰明 

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) 

前田尚子 

白井衣里香 

宮澤絵里 

松嶋麻由子 

水谷紘菜 

張替鷹介 

角田智詞 

松井萌恵 

鈴木乾也 

新倉和宏 

林 太朗 

小松慎太郎 

久保田宏 

須貝杏子 

山本 薫 

山田香菜子 

渋谷大樹 

小林健人 

中路真嘉 

 

卒研生 

山田沙佳 徳植明日香 

中村美里 

村松里美 

川上 愛 菅野菜々子 

谷田家菜 

小鷹狩遼司 

北山祐一郎 

後藤 陽 

 間島 翔 

五十嵐嶺之 

山根理紗子 

大里沙羅 

佐藤俊一 

佐藤俊介 

山本智恵美 

湯本真由美 

下川悟史 

須藤昌俊 

戸野晶喬 

早川貴大 

研究生

他 

★矢崎育子 

★田口正敏 

★横濱康繼 

★森 元 

★田中浩輔 

☆和田正三 ★時田誠二 

★種山正登志 

★小川俊夫 

永島咲子 

☆花田 智 ★坂本信介 

●Xingyue 
Liu    

白井 剛 

 

中村敏枝 

★鈴木智之 

★河原崎里子 

★中村亮二 

★西谷里美 

★付 新華 ●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 

★杉浦則夫 

★高見いくみ 

★青木京子 

  

その他 

   早瀬典子  須田元美 【牧野標本館・植物系統】 

古賀芳恵、坂井祐子、染谷順子 

米原信子、中田章子、上田京子 

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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2009 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（法人）副センター長 小柴 

都市科学連携機構 副機構長 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 

留学生委員会 福田 

ＲＩ運営委員会 春田 

放射線安全部会 春田 

環境安全部会 川原 

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・加藤(潤)・久永 

   遺伝子組み換え実験安全主任者 加藤(潤) 

   遺伝子組み換え実験責任者 加藤(潤)・門田 

   動物実験管理室（予定） 斉藤・林・村上 

知的財産委員会 相垣・小柴 

図書情報センター委員会 小林 

２. 理工学研究科 

専攻長・コース長 村上 

専攻長代理 松浦 

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 

教務委員会 坂井 

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 田村 

インターンシップ委員会 門田 

FD 委員会部会 岡本 

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 林・清水・鐘ヶ江・松尾・矢沢 

教務委員会 （教養） 門田・川原 

      （学部専門） 坂井 

      （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 福田・草野・加藤(英) 

       ２年生 春田・門田・古川 

       ３年生 坂井・青塚・林 

       ４年生 岡本・嶋田・浅田 

自主研究担当 福田・松浦・岡本・春田・松尾・林 

セミナー委員 春田・川原・菅原 

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 

広報・公開行事担当 川原・岡本・黒川・田村・朝野・坂井 

将来計画委員会 相垣・川原・田村・福田・久永・村上・鈴木(準)・鐘ヶ江・松尾 

外部評価準備委員会 青塚・村上・可知・松浦・小柴・久永・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 田村・久永・春田・黒川・菅原・嶋田・坂井 

大学院教育改革担当 松浦・相垣・鈴木(準)・岡本・福田・加藤（潤） 

教職課程・教員研修担当 松浦・田村・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、遠藤 良（RA）、嶺岸正治（D3）、細川智永（D3）、佐藤 亘（D2）、渕

上孝裕（D1）、クローシュ・シャパサンド（D1）、吉岡 望（D1）、林義剛（D1）、木村妙子（M2）、高野

哲也（M2）、富田裕也（M2）、小林弘侑（M1）、高野圭児（M1）、寺沢雄吉（M1）、三橋真海子（M1）、三

宅真央（M1）、石田愛美（卒研生）、長谷川成人（都精神研、客員教員）、遠藤玉男（都健康長寿研、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（東大農学部，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に位置し，特定の標的となる神経細胞や筋細胞と連絡し、入れ替わる

ことなく，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に関わっているプロテインキナーゼ、サイクリン依存性キナーゼ 5（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．Cdk5

活性は両者のタンパク質量に依存するが，それらの量が Cdk5 より多いか少ないかは議論の分かれているとこ

ろである．どちらが多いかを定量法の開発を含め，検討している。（三橋） 

b) Cdk5 の細胞内局在決定機構の解析： Cdk5 の神経細胞内局在とそれに伴う機能は活性化サブユニッ

ト p35 と p39 によって決められている。局在決定要因の一つとして、活性化サブユニットの自己リン酸化に

着目し、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：Cdk5-p35 は安定であるのに対して、Cdk5-p39 は不

安定であった．p35 と p39 の間で異なっている数アミノ酸を入れ換えると、p39 は安定化し，p35 は不安定に

なった．安定性の違いと活性との関連を in vitro と in vivo で調べている。（斎藤） 

d) 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 のプロテアソームによる

分解で Cdk5 活性は失われ，カルパインによる限定分解で異常活性化される．p35 と p39 の分解が起こる細胞

内領域について調べ，p35 と p39 の膜結合がそれらの分解に重要であることが判った。（嶺岸） 

e) Cdk5 のチロシン 15 のリン酸化と活性化について：Cdk5は p35との結合により活性化され、Cdk5の

Y15 のリン酸化はさらに活性化させると報告されている．しかし，詳細に検討した結果，Cdk5 のチロシン

15のリン酸化は Cdk5単体で起こり，活性化には関わらない可能性が示唆された。（小林） 

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、それらの制御機構は判っていないことが多い．以下の役割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である．Cdk5
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によってリン酸化されるが、その意義は明らかではない．Dab1 のリン酸化型、非リン酸化型を in utero 

electroporation 法によってマウス胎児脳に導入し，神経細胞の移動に対する影響を調べた．（冨田） 

b) Dab1 結合タンパク質 CIN85 の細胞内局在の解析：Dab1 の Cdk5 によるリン酸化に依存して，Dab1 に

結合するタンパク質として CIN85 が単離された。これらのタンパク質の相互作用が細胞内でどのように制御

されるのかを検討している。（渕上） 

c) AATYK1A のリサイクリングエンドソーム輸送制御機構の解析：AATYK1A は脳で高発現する機能未知

のキナーゼである．AATYK1A はリサイクリングエンドソームの輸送を調節していること，および，この活性

は Cdk5-p35 による Ser34 のリン酸化で制御されていることを明らかとした。（高野） 

d) Cdk5 と CaMKII の相互作用の解析：CaMKII と Cdk5 はともにシナプス活動の制御因子である．両者の

相互作用を解析し，CaMKII による p35 の Ser91 のリン酸化を見つけた．このリン酸化の意義について検討中

である．（細川） 

e)  Role of tau phosphorylation on axonal transport: The functional and conformational change of tau protein due to 

its phosphorylation is under investigation. Phosphorylation-mimic Triple D and unphosphorylated Triple A mutant of 

tau were prepared and their effect on inter-microtubule distance has been studied. (Shahpasand) 

f)神経細胞の突起伸長と Cdk5 による微小管の制御: Cdk5 による微小管構造の調節と神経突起の伸長に

ついて調べている．分裂培養細胞に Cdk5/p35 を強制発現すると微小管の分布が乱れ、細胞形態が変化した。

現在、神経細胞を用いて，Cdk5 もしくは p35 の発現抑制が微小管構造を変化させるか検討中である．（寺沢） 

g)シナプス形成における Cdk5/p35 の役割：Cdk5はシナプス形成にも関与していると報告されているが，

詳しくは判っていない．培養神経細胞を用いて，Cdk5 または p35 をノックダウンし，シナプスの形成，形態

に及ぼす影響について調べている。（高野圭） 

３) Cdk5 活性の脱制御と神経細胞死 

 Cdk5 活性の適切な制御機構が破たんし、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。Cdk5 の異常活性化の仕組みとその防御

機構についての研究を行っている。 

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：ストレスなどで細胞内カ

ルシウムが上昇すると，カルパインによる p35 の p25 への切断と Cdk5 の異常活性化が起こることが知られて

いた．しかし，カルシウムは p35 のユビキチン化も促進し，p35 の全分解にも関与することがわかった．（佐

藤） 

b) パーキンソン病モデル細胞死誘導試薬 MPP+による p35 分解促進機構の解析：MPP+で誘導したパー

キンソン病モデル神経細胞死ではp35の分解を介したCdk5のダウンレギュレーションが細胞死の引き金を引

いていた．この結果は Cdk5 が生存活性を持つことを示している。（遠藤） 

c)Pin1 と微小管結合タンパク Tau の相互作用解析:アルツハイマー病やFTDP-17型認知症ではTauの高

リン酸化が見られる．Tau の脱リン酸化制御因子として Pin1 が知られている。Cdk5 によってリン酸化された

Tau に Pin1 が結合すること、FTDP-17 型 Tau は Pin1 との結合が低下していることを明らかにした。（木村） 

d)脊髄小脳変性症の原因たんぱく質 Ataxin-2 の Cdk5 によるリン酸化：Ataxin-2 はポリグルタミン病

の一つである脊髄小脳変性症の原因遺伝子産物である．その機能は判っていない．Ataxin-2 は Cdk5 にっよ

ってリン酸化され，分解が促進されることが示唆された。（三宅） 

e) Cdk5-p35の発現制御と精神疾患との関係：  Cdk5 は神経細胞の興奮を調節する。Cdk5 と精神疾患の

関連を明らかにするために、抗躁剤であるバルプロ酸で神経細胞を処理し、p35 の発現を調べた．バルプロ

酸は p35 の発現量を低下させた．発現調節機構について調べている．（石田）  
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４）その他 

a) 中枢神経系の組織修復と神経再生：損傷後の中枢神経系では、グリア瘢痕と線維性瘢痕が形成され組

織修復に寄与するが、それらは軸索再生を阻害する障壁ともなる。線維性瘢痕形成を抑制すると、切断され

た軸索は損傷部を超えて再生し、血液脳関門も正常に修復されることが判った．（吉岡、都神経研 川野） 

b) 精神疾患ヒト死後脳解析：脳画像法の改良により、大うつ病、双極性障害、統合失調症の脳機能の異

常を検出できるようになった。しかし、死後脳解析はあまり進んでいない。フローサイトメーター法を改良

し，脳組織解析法を確立し、精神疾患ヒト死後脳大脳皮質の解析を行った。(林、都精神研 楯林) 
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antibodies. FEBS lett. 583, 787-791, 2009. 
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－11－ 

12. Yoshioka, N., Hisanaga, S., and Kawano, H. Suppression of the Fibrotic Scar Formation Promotes Axonal 
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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），生田哲朗（特任研究員），小林正明（D3），吉田慶太（D2），山

澤拓実（M1），渡辺健太（M1），岡山 唯（卒研生），熊谷雄人（卒研生），後藤悠太（卒研生），小松城

光（卒研生），染谷春香（卒研生），高橋佑布子（卒研生），上村伊佐緒（客員研究員），根本心一（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，機能，発現の制御機構を詳細に解析し，

脊索動物の発生と進化過程の分子(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

究は主として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．

３）は客員研究員によって行われている．なお，後藤は 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) 新口動物の Hox 遺伝子，ParaHox 遺伝子に関する研究  

 カタユウレイボヤの幼生までの発生過程で発現する七つの Hox 遺伝子のすべてについて，アンチセンスモ

ルフォリノオリゴ（MO）を用いた特異的翻訳阻害による機能解析を行って，Hox1 および Hox10 の機能を明ら

かにしてきた．その中で，尾の末端部で発現する Ci-Hox12 は，尾部末端で発現する Ci-Wnt5と Ci-Fgf8/17/18

の発現を維持することにより，それぞれ尾部末端に特徴的な細胞の形態形成と尾の伸長に関わっていること

を明らかにした．それ以外の遺伝子 Ci-Hox1，2，３，４，５ については，MO による機能阻害で，形態，様々

なマーカー遺伝子の発現に異常は認められなかった．カタユウレイボヤの幼生に至る発生過程での Hox 遺伝

子の機能は限定的であると考えられる（生田）．Hox 遺伝子の消化管における機能の解析を目指して，カタユ

ウレイボヤの消化管形成過程の共焦点顕微鏡を用いた形態学的解析が進められている．画像の解析から，消

化管の前方域と後方域で形成過程に違いが見出された（山澤）． 

 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の内，間接発生型発生をするヒメギボシムシ

Ptychodera flavaの ParaHox 遺伝子群について，１個の BAC クローンに３つのメンバー遺伝子がすべて含ま

れることが分かった．このことから，P. flava の ParaHox 遺伝子群はコンパクトなクラスターとしてゲノム

中に存在することが示唆された（生田）． 

b) ホヤの中枢神経系の領域化遺伝子の転写調節機構の解析 

ホヤの中枢神経系の発生において領域化に関わると想定されている発生遺伝子の前後軸に沿った発現パター

ンは，脊椎動物との間で保存されている．中枢神経系前方での Otx 遺伝子の発現を司るエンハンサーの解析

が開始された（大沼）．神経管後部で発現する Ci-Cdxの 転写調節については，尾芽胚期の中枢神経系と表皮

における発現を司る転写調節領域が約 350 塩基対の範囲にまで絞り込まれている．その中にある転写因子の

結合部位の重要性と保存性に関する解析が開始された（熊谷）． 

c)軸形成関連の発生遺伝子に関する解析 

ホヤの Lhx3 遺伝子の発現について，これまでの断片的な情報が整理され，発現の全体像が明らかにされた（小

林）．ホヤ Lhx3 は，２種の mRNA（アイソフォーム a と b）を持ち，両者は原腸形成を境にして選択的に発現

すること，アイソフォーム a には母性遺伝子としての発現があり，トランススプライシング等の 5’末修飾
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を受けていること，そして，これらの発現の特徴はホヤの中でよく保存されていることが分かった．カタユ

ウレイボヤ Nodal シグナリングを阻害すると，その後の発生で眼点と消化管の形成に異常を生じることが明

らかにされた．また Ci-Nodalの左右非対称な発現を制御する領域が約 250 塩基対にまで狭められた（吉田）． 

 

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) 内胚葉領域化における境界形成の分子機構 

 内胚葉性器官の明確な境界がいつ，どのような機構でできるかに関して知見は少ない．我々は昨年度から

引き続き，食道・胃域内胚葉のマーカーである転写因子 Sox2 と腸域内胚葉マーカーである転写因子 CdxA を

用いて研究を行った．まず，Sox2 と CdxA の体節期での発現パターンを調べたところ，２つは初め重ならず

に発現するが，Sox2 の発現域が後に広がって CdxA と一部重なり，その後明確な境界を形成することが分か

った．また，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は分かっていたが，CdxA

を Sox2 発現域に強制発現すると，Sox2 の発現が抑えられたことから，Sox2 と CdxA の発現の相互抑制が境界

形成に関わることが示唆された（渡辺，福田）． 

b）前腸で発現する sizzled の機能解析 

 前腸腹側内胚葉の前方のみで発現する BMP 阻害因子 sizzled は，前腸全体で強制発現させると肝臓マーカ

ー遺伝子の発現を抑えることは既に明らかにされていた．本年度は sizzled の loss-of-function を知るため

に，siRNA を使って sizzled のノックダウン(KD)を行った．条件検討の結果，2種類の siRNA を混合して使う

と毒性も少なく，KD 効果が高いことが分かった．sizzled KD 前腸では，肝臓マーカーの発現が前腸最後方か

ら心臓の前端レベルまで広がっていた．この結果から，前腸における sizzled は肝臓領域を前腸最後端に限

定する機能を持つことが明らかになった（岡山，福田）． 

c)肝臓形成に関わるアポリポタンパク質 APOA1 の機能および性質の解析 

 前年度肝臓誘導因子として単離したアポリポタンパク質 APOA1 の詳細な解析を行った．まず，APOA1 を様々

な位置の内胚葉に強制発現させたところ，肝臓マーカーは前腸内胚葉，および後腸前方内胚葉では誘導され

たが，後腸後方では誘導されなかった（後藤，福田）．また，アフリカツメガエルを使って実験したところ，

APOA1 は非常に拡散性が高いこと，胚内で 2 段階の修飾を受けていること，wnt シグナルとは関連性が弱い

ことが明らかになった．またアフリカツメガエルの APOA1 は卵黄の多い内胚葉全体と前腎に特異的に発現し

ていることが分かった（染谷，福田；東京大学大学院，平良眞規博士との共同研究）． 

 

３）電子顕微鏡・画像解析による極体および分裂装置形成過程の解析 

 棘皮動物卵の固定に最適化したプロトコルにより，ウニの第４分裂期胚を電子顕微鏡で観察した結果，これ

まで記載のない細かい粒子の集合体（直径数 µm）を植物極と思われる細胞表面領域に認めた（上村）．卵減数

分裂の制御機構の解析のため，ヒトデ卵の減数分裂再開時から受精，第一卵割までの過程における雌雄の中心

体，核と微小管の動態が電子顕微鏡を用いて調べられている（根本，上村）． 

 

3. 研究発表 

誌上発表 

1. Ikuta, T., Miyamoto, N., Saito Y., Wada, H., Satoh, N. and Saiga, H. (2009) Ambulacrarian 
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2. Ikuta, T., Satoh, N. and Saiga, H. (2010) Limited functions of Hox genes in the larval development 
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3. Katsumoto, K., Fukuda, K., Kimura, W., Shimamura, K., Yasugi, S.and Kume, S. (2009) Origin of 
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and temporal expression of two transcriptional isoforms of Lhx3, a LIM class homeobox gene, during 

embryogenesis of two phylogenetically remote ascidians, Halocynthia roretzi and Ciona intestinalis. 
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5. Matsuura, K., Katsumoto, K., Fukuda, K., Kume, K.and Kume, S. (2009) Conserved origin of the ventral 
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6. Yasuoka, Y., Kobayashi, M., Kurokawa, D., Akasaka, K., Saiga, H. and Taira, M. (2009) Evolutionary 
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gene lhx1 and its ancient metazoan paralog lhx3. Development 136, 2005-2014. 
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regionalization in the chick embryos. 42nd Annual Meeting for the Japanese Society of Developmental 
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(2009) Analysis of the expression of Lhx3 genes in two ascidian species, Halocynthia roretzi and 
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9. Ayumi Nakazaki, Takuya Kojima, Hidetoshi Saiga, Takeo Horie, Yasunori Sasakura, Naoki 
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10. Yuuri Yasuoka, Yuuki Goya, Koji Akasaka, Hidetoshi Saiga, Masanori Taira (2009) Evolutionary 
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17. 福田公子，西駕秀俊 (2009) 発生プログラムの解明を目指して. 首都大バイオコンファレンス 2009, 東
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20. 渡辺健太，福田公子（2009）ニワトリ胚内胚葉において胃／腸の境界形成に関わるSox2とCdxAの相互抑制

作用． Repressive interaction between Sox2 and CdxA is involved in the establishment of stomach 
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その他の出版物 

22. 西駕秀俊 (2010) 新学習指導要領（生物基礎・生物）に期待すること． ニューサポート高校理科 vol 13, 
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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），山本哲也（D3），根岸洋（D3），長野慎太郎（D3 連携），中井康弘（D2），姜延

和（D2連携），天野晶子（D1），木下善仁（D1），原田枝里子（D1），王偉（D1連携），富岡佐知子（M2），

張騁（M2），相澤真悟（M2），桜井桃子（M1），中川淳（M1），吉野智昭（M1），大高領介（M1），中島健

太（M1），宇井勇太（M1），許牧野（M1連携），佐藤翔馬（卒研生），吉松慶（卒研生），ソフィア・ソバテ

イ（卒研生），白土裕夢（卒研生），藤尾克紀（研究生），許江楷（研究生），パラビ・アナンダ（研究生），

村松圭吾（特任研究員），津田学（特任研究員），池上啓一（特任研究員），佐藤由紀子（客員研究員），布山

喜章（客員研究員） 

 

2. 研究紹介 
1）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存在するカルシウム依存性脱リン酸化酵素カルシニューリンをコードする遺

伝子５個中４個について，遺伝子ターゲティングにより機能破壊変異体を作製し，寿命，行動に関する表現

型の解析を行った．その結果，特定のアイソフォームの変異が表現型の異常を引き起すことを見出した（中

井，櫻井，津田，金内，堀内，相垣）． 

 

2）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

子に注目し，変異体の作製，およびその機能解析を行っている．HPLCによって TCA回路の代謝産物を一挙

に定量する測定法を確立し，飢餓状態を含む栄養条件の違いによる代謝の変化を明らかにした．また，TCA

回路の代謝酵素をコードする遺伝子の欠損変異体における代謝産物の定量的解析を中心としたメタボローム

解析システムの開発を進めた．具体的には，クエン酸をイソクエン酸に変換する Aconitaseの RNAi法による

機能低下個体，および遺伝子ターゲティング法による機能欠損変異体をもちいて，エネルギー代謝経路にお

ける本酵素の役割を明らかにした．ショウジョウバエのトランスポゾンである P因子挿入系統（約 2,000）を

用いて，過酸化水素・パラコートに誘導される酸化ストレス耐性変異体のスクリーニングを行った．複数の

耐性系統についてゲノム上の P因子挿入位置を LM-PCR法により決定し，原因遺伝子候補を特定した．抗酸

化機能が予想される漢方薬の抗ストレス作用を評価する為に，Canton-Sの 30℃ストレス下寿命への影響を解

析した．また，Anoxia/Reoxygenation ストレスに対する耐性を評価する系を確立した．ビタミン C 合成に関

わるグルコノラクトナーゼ/SMP30の多面的機能を明らかにするために，大腸菌を用いて大量発現し，精製す

る方法を確立した．それを用いて，その酵素学的特性を解析した．また，ビタミン Cのトランスポーターで

ある SVCT1,2発現の加齢変化に関する解析を行った（木下，張，大高，中島，津田，佐藤，村松，藤尾，松

尾，相澤，天野，相垣）． 

 

3）ショウジョウバエを用いた心臓機能の解析  

 ショウジョウバエ心臓機能の遺伝学的解析を行うために，拍動解析のための標本作製法を検討した．解剖

時に心臓を部分的に切断することにより，筋原性の拍動と神経支配が加わった拍動を切り離し，前者の安定
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した拍動を記録することが可能となった（白土，金内，堀内，村松，相垣） 
 

4）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，遺伝子ターゲティングによる機能破壊変異体の作製と寿命を含めた表現型の解析，および他の遺

伝子との相互作用を解析した（村松，船越，吉野，津田，相垣）． 

 

5）ショウジョウバエを用いた化合物の生物学的機能評価  
 化合物の生物学的機能評価系としてショウジョウバエの寿命に着目し，合成化合物，生物由来の抽出産物

や食品など十数種類のサンプルの寿命に対する効果を調べた．クマザサ由来化合物や乳発酵産物に寿命延長

効果があることを見いだし，現在，そのメカニズムを解析中である．また，乳発酵飲料の機能と嗜好性の関

連を明らかにする事を目的に嗜好性の評価系を構築した（佐藤，村松，津田，相垣）． 

 
6）疾患関連遺伝子の変異体に関する研究  

 アルツハイマー病原因遺伝子の一つであるAPPから産生されるAβのうち oligomerだけを産生する新規突

然変異遺伝子をショウジョウバエに導入し，ショウジョウバエ新規突然変異モデルを作成した．ショウジョ

ウバエモデルの複眼や全身の神経などで APP を強制発現し，Aβoligomer の影響を調べた．その結果，新規

突然変異遺伝子は他の変異型と比べてより強毒性である可能性が示唆された．また、ウィスコット・アルド

リッチ症候群関連遺伝子WASP及びWASP結合蛋白質WIPはアクチンの重合・再編成に関与する． in vitro

でのタンパク質ネットワーク解析でこれらの遺伝子産物との結合が示唆された分子約 100 種について，ショ

ウジョウバエを用いた遺伝学的相互作用を解析した．対応する遺伝子の機能破壊変異体や RNAi 法を用いた

ノックダウン個体の表現型解析により，生体内で相互作用する 4種の遺伝子を特定した（吉松，佐藤，津田，

村松，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
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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）匂い物質結合蛋白質（ＯＢＰ）の進化  

 ショウジョウバエの食性の決定に関わる遺伝子Obp57dとObp57eの発現様式に近縁種間で違いがあること

を明らかにした．この発現様式の多様性はプロモーター領域に存在するシス制御配列の進化によるもので，

このうち 2つのシス制御配列をレポーター実験により特定した（松尾，富岡，原田，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  

 昆虫表皮の硬化・着色に働くラッカーゼが不活性な前駆体として合成されることをこれまでに明らかにし

て来た．ラッカーゼ前駆体の精製標品を用いた活性化因子検出のアッセイ法を確立し，現在は活性化因子の

単離を試みている（朝野，相垣）． 

 

12) Learning and memory in Drosophila  (Junjiro Horiuchi) 

   We have been studying sleep in Drosophila using sra mutants. Although sleep in flies is measured at the adult stage, 

it was not clear when and where sra needs to be expressed for normal sleep. We determined that sra expression is 

required in neurons during the larval and possibly pupal stages for normal adult sleep. Thus sra may be required for 

proper development of neural networks involved in regulating sleep. To identify brain regions where sra/calcineurin 

activity is involved in sleep regulation, we have overexpressed calcineurin using various promoters and identified one 

which inhibits sleep. We are currently identifying brain regions where this promoter is active in order to identify 

anatomical regions involved in sleep regulation. We are also interested in the relationship between sleep and memory 

formation and have been measuring learning and memory in various sra and calcineurin mutants. We have determined 

that disruption of a regulatory subunit of calcineurin, CanB, causes a severe decrease in both learning and memory. On 

the other hand, 50% reductions in sra activity, which do not have a significant effect on sleep, improves memory in flies.  

Thus we believe that calcineurin activity has both positive and negative effects on memory and we are currently 

studying whether these memory effects correlate with sleep effects.   

 

3. 研究発表 
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記憶に必要である (The Drosophila LIM homeobox gene, apterous, is required for long-term courtship memory) 

第 32回日本神経科学大会. 9月. 名古屋 
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13. 朝野維起, 楠本一洋, 相垣敏郎（2009）昆虫が発達させてきたラッカーゼ活性化系に関する研究. 日本動

物学会 80回大会. 9月. 静岡 

14. 朝野維起，楠本一洋，相垣敏郎（2009）昆虫外骨格形成におけるラッカーゼ活性化系. 昆虫ワークショッ

プ 09. 11月. 福岡 

15. 坂井貴臣（2009）高次脳機能におけるショウジョウバエ Pain TRP チャネルの役割. 第 2 回分子高次機能

研究会. 1月. いわき 

16. 津田学 相垣敏郎（2009）Drosophila sex-peptide: functional dissection and evolution. 第 32回日本分子生物

学会. 12月. 横浜 
17. T. Sakai（2009）Functional analysis of Drosophila homologs of schizophrenia-associated genes. 第 32回日本分子

生物学会. 12月. 横浜 

 

招待講演  

1. Matsuo, T (2009) Rapid evolution of two odorant-binding protein genes, Obp57d and Obp57e, in 

Drosophila.Association for Chemoreception Sciences 31st annual meeting, Florida  

2. Matsuo, T (2009) Genetic analysis of two odorant-binding protein genes, Obp57d and Obp57e, in Drosophila; their 

evolution and biological roles. Fifth Asia Pacific Conference on Chemical Ecology, Hawaii  

3. 相垣敏郎 (2009) ショウジョウバエゲノムの改変による寿命遺伝子の探索と解析，日本基礎老化学会 シ

ンポジウム，東京  
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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）、岩本明、本多弘典(RA)、河井真紀子、蔡安蓉、酒井彩(M2)、佐藤晴彦、 

樽谷愛理、藤原弘平、吉田早織 (M1)、岩舘佑未、江口拓未、橋本知佳、山本崇人（卒研） 

 

2. 研究紹介 

 生物の増殖、生存に関する基本的な仕組みの全てを分子レベルで理解すること、さらには生物を自由に作

り変えることを目指して、本研究室では分子生物学的にこれまで最もよく研究されてきた大腸菌を材料とし

て研究を進めている。また不和合性群 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  

 より単純な生命システムを構築し、それを使って野生株では解析が難しい問題を解明することを目指して、

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、複製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、また染色体の約 38%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。 

 今年度はより簡単に染色体を欠失させる新しいシステムを、２つの DNA 組換え系を組み合わせることによ

って構築し、そのシステムを使って染色体上の全８カ所のプロファージ領域などの外来遺伝子群を欠失した

菌株の作製を試みた。まず我々が以前作製した染色体の約 30%の領域を欠失させた大規模欠失株では、すで

に４カ所のプロファージ領域を欠失しているので、その菌株から残る４カ所のプロファージ領域を含む６カ

所の外来遺伝子群を欠失させた染色体大規模欠失株の作製を行った。さらにこの時に使用したファージやプ

ラスミドを利用して、染色体の約 38%の領域を欠失させた大規模欠失株からも６カ所の外来遺伝子群が存在

する領域を欠失させることを試みた。その結果、５カ所の領域を欠失させることにより染色体の約 39.6%の

領域を欠失させた大規模欠失株の作製に成功した。「複数の経路が存在する生育に必須なプロセス」は野生株

では解析が難しいが、染色体大規模欠失株を利用すると多数の遺伝子の欠損により、「複数の経路が存在する

生育に必須なプロセス」は「一つの経路による必須なプロセス」になり、残った一つの経路に関与する遺伝

子は必須遺伝子となることが想定され、関与する遺伝子を同定、解析することができると考えられる。今後、

今回構築した方法を用いてさらに欠失変異を染色体大規模欠失株に導入することにより、野生株では解析の

難しい生育に必須なプロセスを探索、解析していきたい。（佐藤、本多、加藤） 

２）必須遺伝子群の機能解析  

 我々はこれまでに大腸菌の 302 個の全必須遺伝子を同定してきたが、そのほとんどについてはすでに機能

が明らかになっており、まだ機能がよくわかっていないものはあとわずかである。我々はその機能未知必須

遺伝子のいくつかについて解析を行っている。 

a) 機能未知必須遺伝子 yqgFの解析 

 yqgF遺伝子がコードする YqgFタンパク質については、DNA分解酵素である RuvCタンパク質と立体構造

において相同性のあることが NMR による解析により報告されていた。そこでアミノ酸残基のレベルでの相

同性について、RuvCタンパク質の活性に重要なアミノ酸残基に対応する YqgFタンパク質のアミノ酸残基の

突然変異株を作製して調べた結果、YqgFタンパク質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。

また YqgF タンパク質にユニークなドメイン内のアミノ酸残基についても、同様に突然変異株を作製して調

べたところ、このドメインも重要であることが明らかになった。一方これまでの我々の遺伝学的解析から
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YqgFタンパク質が転写に関与することが示唆されていたので、qRT-PCR法により種々の遺伝子の転写につい

て調べたところ、遺伝子内に Rhoタンパク質依存的転写終結配列がある遺伝子の転写が変異株では減少して

いることが明らかになった。さらに Rho タンパク質の阻害剤を用いた実験から、YqgF タンパク質は Rho タ

ンパク質依存的転写終結配列における抗転写終結に働くことがわかった。この点を詳しく調べるために、遺

伝子内に Rho タンパク質依存的転写終結配列がある tnaC 遺伝子について Rho タンパク質依存的転写終結配

列の変異株も作製した。また in vitro転写系を用いた実験により、精製した YqgFタンパク質を加えることに

より転写が促進されることが明らかになった。近年 Rhoタンパク質については、外来遺伝子群の発現を抑え

ることが必須な機能であることが明らかになったが、我々が作製したプロファージ領域などの外来遺伝子群

を欠失した染色体大規模欠失株でも、Rho タンパク質の阻害剤に対して耐性にはなるものの、Rho タンパク

質は生育に必須であること、また YqgFタンパク質も必須であることを確認した。（岩本、河井、酒井、吉田、

本多、古屋、加藤） 

b）機能未知必須遺伝子群 yeaZ, ygjD, yjeEの解析 

 これまでの我々の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ていたので、qRT-PCR

法により種々の遺伝子の転写について調べたところ、rpoS遺伝子の転写量が変異株では増大していることが

明らかになった。また YeaZ, YgjD, YjeEタンパク質のそれぞれを別々に精製することにも成功した。（橋本、

山本、岩本、本多、古屋、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の増殖、定常期における生存について調べ、増殖に重要な遺伝子の探

索を行った。また染色体大規模欠失株の定常期における生存率が培養方法により変化することを見出し、酸

素存在下での生存に関与する新規遺伝子の存在を示唆する結果を得た。（樽谷、岩舘、本多、加藤） 

４）大腸菌をプラットフォームにした光合成機能の再構成  

 近年ゲノムサイエンスの進歩によりバクテリアゲノムの大規模改変が可能になり、染色体大規模欠失株の

作製、さらには異種生物の全ゲノムのクローニングなどが行われるようになった。応用面でもこれらの技術

が新たな産業用宿主の開発などに利用されるようになってきた。しかしこれらのゲノムの大規模な改変、導

入は、ただちに機能と結びつくものにはなっていない。バクテリアの"Synthetic Biology"の次の鍵となる重要

なステップは、このゲノム改変技術の進歩を土台にした生物機能の再構成である。我々はその第一歩として、

光合成のメカニズムをより詳細に理解し、また応用的に有用な新規な宿主を開発することを目指して、光合

成細菌の光合成関連遺伝子群を大腸菌に導入して、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 DNA 断片を連続的にクローニングする我々が構築した新しいシステムを利用して、紅色光合成細菌

Rhodobacter sphaeroidesの光合成関連遺伝子群のクローニングを行った。初めにほぼ R. sphaeroidesの染色体

上に存在する形でクローニングを行ったが、qRT-PCRで調べたところそれらの遺伝子からの転写がほとんど

検出されなかった。そこでクローニングのシステムを改良して、大腸菌のプロモーターや SD 配列にそれら

の遺伝子をつなげた形でのクローニングを行った結果、光合成関連遺伝子の発現が確認できた。光合成の素

過程の中でまずカロテノイド合成についてそのような方法でクローニングを行った結果、カロテノイド合成

が確認され再構成に成功した。異なる種類のカロテノイドの合成にも、他の光合成細菌 Allochromatium 

vinosumの遺伝子をクローニングして導入することにより成功した。次にバクテリオクロロフィル合成に必要

な遺伝子群についても同様な方法でのクローニングを試み、クローニングには成功し遺伝子の発現について

も確認できたが、バクテリオクロロフィル合成は認められなかった。反応の各過程についてチェックをした

ところ、bchD, bchM遺伝子の発現が弱いことがわかり、これらを大腸菌のプロモーターや SD配列につなげ

た形で多コピープラスミドにクローニングすることにより、反応を再構成することに成功した。しかしその



 

－24－ 

後の bchE または acsF による反応が起こっていないことがわかった。そこで他の光合成細菌 Rubrivivax 

gelatinosus の遺伝子を改変し、大腸菌で発現する形で導入したところ、わずかだが反応が進むものが得られ

た。（岩本、藤原、江口、本多、永島賢治（微生物分子機能研究室）、加藤） 

５）細菌プラスミドによる接合伝達の解析  

 細菌に寄生するプラスミドの多くは、接合により自らを他の細菌細胞に移すとともに、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）から、ロ－リン

グサ－クル型 DNA 複製を伴った一本鎖 DNA 伝達が行われる。大腸菌などの腸内細菌に寄生するプラスミド 

R64 は、oriT 領域内に特異的ニックが導入されて DNA伝達が開始される。これまでの遺伝学的解析から、

DNA伝達の終結に必要なシグナルが、ニック部位の上流にある逆向き反復配列構造によって形成されること

が示唆されていたが、合成一本鎖 DNAを用いたゲルシフト分析から、oriT一本差 DNAの逆向き反復配列に

より形成されるヘアピン構造と、oriT ニッケース活性を持つ NikB タンパクとの特異的認識が観察された。

これらの逆向き反復配列はニック部位上流に存在し、DNA伝達の最後尾に位置するため、伝達の最終段階に

おいて、一本鎖状態になった DNAによりヘアピン構造が形成され、DNA伝達の終結のシグナルとして、NikB

に認識されることが示唆された (古屋) 

 

3. 研究発表 

口頭・ポスター発表  

1. 加藤潤一（2009）大腸菌ゲノムの縮小化による最小必須遺伝子群同定の試み．日本遺伝学会第 81 回大会

（松本）． 

2. 古屋伸久、駒野照弥（2009）接合伝達性プラスミド R64 の伝達開始タンパク NikB による開始点認識の様

式．日本遺伝学会第 81 回大会（松本）． 

3. 加藤潤一（2009）大腸菌ゲノムの縮小化と必須遺伝子群の機能解析及び他種ゲノムの導入と機能の再構成．

「細胞を創る」研究会 2.0（東京）． 

4. Atsushi Osawa, Kohei Sakaguchi, Akira Iwamoto, Hirofumi Honda, Kohei Yamazaki, Yuko Taniguchi, Makiko 

Kawai, Aya Sakai, Saori Yoshida, Chika Hashimoto, Takato Yamamoto, Nobuhisa Furuya, and Jun-ichi Kato（2009）

Studies on the functions of the uncharacterized essential genes of E. coli. 第 32回日本分子生物学会年会（横浜）． 

5. Akira Iwamoto, Hirofumi Honda, Kohei Fujiwara, Takumi Eguchi, Kenji V. P. Nagashima, and Jun-ichi Kato（2009）

An attempt to reconstitute photosynthetic reactions of the phototrophic proteobacterium, R. sphaeroides, in E. coli. 

第 32回日本分子生物学会年会（横浜）． 

6. 古屋伸久、駒野照弥（2009）接合伝達性プラスミド R64 の NikB リラクセースによる接合伝達開始領域の

DNA ヘアピン構造特異的結合．第 32 回日本分子生物学会年会（横浜）． 

7. 加藤潤一、岩本明、本多弘典、河井真紀子、酒井彩、吉田早織、大澤睦（2010）大腸菌の機能未知必須遺

伝子 yqgFの解析. 第４回日本ゲノム微生物学会年会（福岡）． 

8. 岩本明、本多弘典、藤原 弘平、江口 拓未、永島賢治、加藤潤一（2010）大腸菌をプラットフォームにし

た光合成機能の再構成. 第４回日本ゲノム微生物学会年会（福岡）． 
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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）、内海貴夫（D3）、西村岳志（D3）、柿沼千江子（M2）、

荒木千尋（M2）、武内薫（M1）、梶塚友美（卒研）、春日麻希（卒研）、小原綾乃（卒研）、坂口祐介（卒研）、

富永真規子（卒研）、俣野由行（卒研）、松田さとみ（卒研）、松本さちこ（卒研）、森島大智（卒研）、駒野照

弥(客員教授) 、行田敦子（客員研究員）、池上啓一（客員研究員）、神谷勇治（連携大学院教授（理研）） 

 

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)の生合成の調節機構、および、その輸送、生

理作用（特に屈曲）について研究を進めている。また、被子植物の受精（配偶子の認識と融合）機構および

受精卵の初期発生機構の解析に取り組んでいる。さらに、乾燥などの環境ストレス耐性植物の開発を目指し

た研究も民間企業との共同、農水省からの支援で展開している。材料はトウモロコシ、イネ、シロイヌナズ

ナ等を用い、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、

京大、東北大、名大、奈良先端大、岡山理科大、宇都宮大など、国外ではドイツ、スウェーデン、オランダ、

スペイン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、および、理研（横浜）、基生研、

農水省生物資源研など、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。専攻内では、環境応答研究室の門田明雄准教授との共同研究も行われている。 

１）IAAの生合成と作用機構に関する解析  
IAA（Indole-3-acetic acid）は主要な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

構の詳細についてはまだ明らかになっていない点が多く残されている。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) 重力屈曲および光屈曲における IAA の役割：トウモロコシ幼葉鞘は重力や光に応答して成長速度を変化

させ偏差成長による屈曲を示す。重力屈曲における IAA の役割を調べたところ、幼葉鞘先端で合成された

IAA は基部方向へ輸送され、重力刺激後に伸長域において IAAの偏差分布が形成されること、そしてこの

IAAの分布差がTIR1/AFBs 受容体経路を介した ZmSAUR2 などの IAA応答遺伝子の発現を制御することで

重力屈曲を引き起こしていることを明らかにした（西村、林（岡山理科大））。次に光屈曲における IAA 合

成および輸送機構の制御を明らかにするため、幼葉鞘 2 cm 切片を用いた光屈曲の解析系を確立し、青色光

受容部位と光刺激後の IAA の偏差分布形成を一次正屈曲に着目して調べた。この実験系を用いた幼葉鞘の

光屈曲では、光刺激後約 90 分に最大の屈曲を示すことがわかった。この時の IAA の分布変化を経時的に

観察したところ、刺激後約 20分に先端部 0-3 mm で IAA 偏差分布が形成され、その後に基部組織の偏差分

布が形成されていくことがわかった。光受容部位に関しては、先端 2 mm を遮光した時に著しく屈曲率が

低下し、逆に先端 5 mm のみに照射した時に有意に屈曲が観察されたことから、先端 2 mm 以内が光屈曲

を引き起こすために重要な光受容部位であることが示された（梶塚、松田、門田（環境応答））。 

b) IAA抗体よる 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

組織分布と合成部位を調べるため、IAA の抗体染色をアルカリフォスファターゼ結合二次抗体によるシグ

ナル増幅法を用いて行った。まず抗 IAA 抗体（mouse; monoclonal antibody）の組織化学的検出における特

異性を、二次抗体のシグナルの強さと GC-MS による IAA 定量値を比較することで検討を加えた。その結
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果、この抗 IAA 抗体は IAA を特異的に認識し得ることがわかった。そこで、IAA 輸送阻害剤（NPA）処

理後の IAA の量的変化を観察したところ、幼葉鞘先端 0.5-1.5 mm の領域でシグナルが強くなることが分か

った。この結果は、この領域に IAA を最も活発に合成する細胞（群）が存在することを示唆するものであ

る。これと並行して、別に作成された抗 IAA 抗体による抗体染色の検討、および免疫電顕法による IAA 合

成点における IAA の細胞内局在の解析についても取り組みを進めている。（西村、豊岡（理研）、Balsuka

（Bonn 大学）） 

c) 幼葉鞘先端における IAA 合成活性の検討：幼葉鞘ではトリプトファン（Trp）を前駆体として IAA が合

成されることが確認されている。この IAA 合成活性は幼葉鞘組織を破砕すると消失することがわかった。

この先端部における IAA 合成活性の詳細を明らかにするため、様々な阻害剤や酵素の補因子や安定剤など

の影響について先端切片とその破砕系を用いて検討を加えている（坂口、松本、小柴）。また、IAOx、IAN、

IBA、TNH2、IAM、IPyA、IAAld などの IAA 中間体候補を検出するために LC-MS/MS や GC-MS を用い

た分析を進めている（坂口、西村、笠原（理研））。 

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：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；

Maybridge) 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。IAA 合成量を指標としたスクリーニングでは現在 5,000 

chemicals まで終了しており、IAA 合成量を半分以下に低下させ、シロイヌナズナの成長に影響をあたえる

IAA 合成阻害剤候補を 6種同定した。重力屈曲を指標としたスクリーニングに関しては 10,000 chemicals 全

てが終了し、重力屈曲を抑制する化学物質が 23 種得られた。さらにこれら化合物の IAA 量に与える影響

を見ることで輸送阻害剤候補 4 種と IAA 合成阻害剤候補 18 種に分類することができた。現在、得られた

輸送および IAA 合成阻害剤候補について 13C11
15N2-Trp の取り込み実験や、シロイヌナズナやトウモロコシ

の種子発芽・成長への影響などより詳細な解析を進めている。（柿沼、俣野、森島、駒野） 

 ２) 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。また、有性生殖（配偶子の認識および膜融合）の仕組みは生物種間でかなり異なる

と考えられてきたが、これらの機構が動植物の共通の原理に基づくものであることが近年明らかになってき

ている。本年度より、イネ配偶子の認識および融合機構に関する解析を進めている。 

a) イネ受精卵の不等分裂機構に関する解析：多くの被子植物では、受精卵は異なる発生運命をもつ 2 個の

娘細胞（頂端および基部細胞）からなる 2 細胞胚へと不等分裂し、また、この際に確立される頂端-基部

軸が植物体の軸形成の始まりとされている。イネ 2 細胞胚の頂端または基部細胞で差異的発現を示す遺

伝子の同定に向け、まず、in vitro 受精法により作出したイネ in vitro 受精卵と胚嚢内の受精卵の分裂様式

を詳細に比較した。その結果、イネ in vitro 受精卵は、胚嚢内における受精卵と同様に、細胞質に富む小

さな頂端細胞と液胞が発達した大きな基部細胞からなる 2 細胞胚へと不等分裂することが示された。次

に、2 細胞胚からの頂端細胞および基部細胞の単離法を確立したのち、卵細胞、受精卵、頂端細胞、基部

細胞、2 細胞胚の１細胞マイクロアレイ解析を行った。その結果、「受精卵で発現し、かつ、 2 細胞胚の

頂端細胞でのみ発現する遺伝子」および「受精卵で発現し、かつ、 2 細胞胚の基部細胞でのみ発現する

遺伝子」の候補が同定された。イネ受精卵中では、約 14,000 個の遺伝子が発現しており、そのうちの約 0.5 

- 1% の遺伝子転写産物が、頂端または基部細胞のみで検出された。このことより、特定の mRNA群が受
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精卵中で極性分布している、あるいは 2 細胞胚中の一方の細胞内で分解を受けることが示唆された。（岡

本） 

b) イネ配偶子の認識および融合機構： イネ卵細胞、助細胞、および培養細胞をそれぞれ 20-100細胞用いて、

マイクロアレイ解析を行い、上記の機構に関与する候補分子の同定を試みている。また、候補分子の機能

検定法として、レーザーマイクロインジェクションによる卵細胞・受精卵への物質導入系やカルシウムや

BSAを用いたイネ配偶子融合法の確立を試みている。（岡本） 

c) イネ果実の初期発達過程における分子機構： イネ in vitro結実系を用いた解析結果から、果実成長には小

穂軸・小枝梗が必要であり、小穂軸・小枝梗は子房から輸送される IAA により活性化され、果実成長を

促進する機能を持つことが示唆された。また、開花前後の小穂を用いてトランスクリプトーム解析を行い、

受粉および 2,4-D処理により共通して制御される遺伝子群を選抜した。（内海） 

３）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) 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、特に根の本数・量に大きな差が

観察されている。（武内、寺川（北興）、小柴） 

b) ストレス応答および根特異的発現制御：RSOsPR10 のプロモーター領域におけるシス配列についての解析

を行っている。上流 0.6, 1.9, 3, 4 kb プロモーター::レポーターコンストラクトをイネに導入し、形質転換イ

ネについて発現解析を試みている。0.6、1.9 kb に関しては、組織特異性及びストレス応答性のいずれも観

察されなかった。また、上流 3 kb付近にエチレン応答性シス配列として知られる GCCボックス配列が２個

存在しているので、この配列を変異させたコンストラクトを作成し発現制御の解析を予定している。さら

に、イネ培養細胞を用いた一過的発現系の確立とその系での発現解析を準備している。（富永、行田、岡本） 

c) イネにおける RSOsPR10遺伝子発現の情報伝達に関わる内生因子の特定：ジャスモン酸（JA）の合成欠損

変異体（hebiba, cpm1, cpm2）に塩などのストレス処理を行っても RSOsPR10が正常に誘導されることから、

生体内情報因子として現在はエチレンも候補として想定している。RSOsPR10 誘導時の、エチレン、JA の

合成系、および、これらのホルモンの下流で動くいくつかの遺伝子マーカーの発現制御と比較することに

より、情報伝達に関わる候補因子を特定するとともにサリチル酸による発現抑制の分子機構についても検

討を加える予定である。（武内、富永、小柴） 

d) RSOsPR10 遺伝子の発現制御に関する因子の解析：連携研究者（岡田）が所属する山根教授の研究室にお

いて、bZIP型転写因子 OsTGAP1により RSOsPR10を含む一連のイネ PR10遺伝子群が制御されるというこ

とが分かってきた。OsTGAP1に変異の入った TOS変異体種子および培養細胞を用いて、RSOsPR10の発現

制御について検討を加える。（武内、行田、岡田（東大・農）、駒野） 

e) RSOsPR10 タンパク質と相互作用するタンパク質の探索：農水省生物資源研のグループにより NMR によ

る本分子の立体構造がほぼ明らかになっている。PR10関連タンパク質には、サイトカイニン結合（Fernandes 

et al, JMB 2008）、ABA結合（ABA受容体（Ma et al, Science 2009））などの報告があり、RSOsPR10と低分

子との結合活性に関しても解析を進めている。RSOsPR10タンパク質がリガンドと相互作用すると推定され

る部位（例えば、Val84, Thr103, 等）に、アミノ酸置換変異導入体を作成し、リガンドとの作用、および生

理機能の解析を行う。また、RSOsPR10タンパク質と相互作用するタンパク因子について、抗体を用いたプ

ルダウンアッセイ、またはアフィニティー精製法により探索を進める。（行田、駒野、小柴、山崎（生物資
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源研）） 

４）植物燃料の生産を目指したジャトロファの東京における栽培  
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。昨年度フィリピン（フィリピン大学、フィリピン農業大学他）から入手したジャトロファ種子、苗木に

ついて、（１）本学温室、圃場（２）東京湾埋立地（夢の島公園）、（３）大島などの島嶼での、生育、発芽、

栽培に関する調査栽培を進めた。本学温室内では、初めて開花・結実が確認された。また、他の研究室を含

む数名の協力者により東京圏数か所での生育についても観察を継続している。（春日、小原、駒野、小柴、安

木、杉山） 

５）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。

今年度はツツジ、ショウブ、ギボウシなどに関して、子嚢菌による新病害として病原菌の同定、発生生態な

どの研究を行った。南西諸島の植物病害調査の最終的なまとめを行うとともに、新たな調査に向けての予備

調査を行った。（古川） 

 

3. 研究発表 

誌上発表 
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2. Okamoto, T. (2010) In vitro fertilization system with isolated rice gametes. Methods Mol. Biol. (in press). 

3. Sato, A., Toyooka, K., Okamoto, T. (2010) Asymmetric cell division of rice zygotes located in embryo sac and 

produced by in vitro fertilization. Sex Plant Reprod. (in press).  

4. Takanashi, H., Ohnishi, T., Mogi, M., Okamoto, T., Arimura, S., Tsutsumi N. (2010) Studies of mitochondrial 

morphology and DNA amount in the rice egg cell. Cur. Genet. (in press). 

5. Kobayashi, T., Watanabe, K., Ono, Y., Furukawa, T. (2010) Notes on some plant-inhabiting fungi collected from the 

Nansei Islands (3) Mycoscience (in press). 

6. Motohashi, K., Kobayashi, T., Furukawa, T., Ono, Y. (2010) Notes on some plant-inhabiting fungi collected from the 

Nansei Islands (2) Mycoscience (in press). 

7. Nishimura, T., Nakano, H., Hayashi, K., Niwa, C., Koshiba, T. (2009) Differential downward stream of auxin 

synthesized at the tip has a key role in gravitropic curvature via TIR1/AFBs-mediated auxin signaling pathways. Plant 
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(2009) Biochemical analyses of indole-3-acetaldoxime-dependent auxin biosynthesis in Arabidopsis. Proc. Natl. Acad. 

Sci. USA., 106:5430-5435. 

10. Raab, S., Drechsel, G., Hartung, W., Koshiba, T., Bittner, F., Hoth, S. (2009) Identification of a novel E3 ubiquitin 

ligase that is required for suppression of premature senescence in Arabidopsis. Plant J., 59:39-51. 

国際学会、国内外セミナー・シンポジウム、主な国内学会発表（共同研究を含む全ての発表につい
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てはホームページ（＊）に掲載） 

1. 岡本龍史、佐藤明子、豊岡公徳、内海貴夫 (2010) イネ 2細胞胚の頂端細胞－基部細胞間で差位的発現を示

す遺伝子の同定．第 51 回日本植物生理学会年会（熊本）  

2. Nishimura, T. and Koshiba, T. (2010) Auxin biosynthesis, transport and action in maize coleoptiles - focusing on the 

site of IAA biosynthesis at very tip region. Department Seminar, Inst. Cell. Mol. Bot., Univ. Bonn (Bonn, Germany) 

3. Okamoto, T. (2009) ”Intercellular recognition and allogeneic authentication” (Organizer for international symposium),  

(Nagoya, Japan)  

4. 岡本龍史 (2009) 被子植物における配偶子融合の分子認証機構．シンポジウム「動植物におけるアロ認証

機構」第 82回日本生化学会大会（神戸） 

5. 森島大智、俣野由行、須藤亜衣、中島桃代、西村岳志、駒野照弥、久保稔、長谷部光泰、笠原博幸、神谷

勇治、小柴共一 (2009) トウモロコシ幼葉鞘の重力屈曲反応を用いた indole-3acetic acid (IAA) 生合成

に影響を与える物質のケミカルスクリーニング．植物化学調節学会第 44 回 

6. 富永真規子、武内薫、駒野照弥、岡本龍史、小柴共一（2009）ストレス応答時にイネの根特異的に誘導さ

れる RSOsPR10 の発現制御機構の解析．植物化学調節学会第 44 回大会（仙台） 

7. 柿沼 千江子、西村 岳志、駒野 照弥、久保 稔、長谷部 光泰、笠原 博幸、神谷 勇治、小柴 共一 (2009) 

トウモロコシ幼葉鞘先端における indole-3-acetic acid (IAA) 合成量を指標とした IAA 生合成に影響を与

える物質のケミカルスクリーニング．植物化学調節学会第 44 回大会（仙台） 

8. 坂口祐介、松本さちこ、西村岳志、小柴共一 (2009)トウモロコシ幼葉鞘先端における IAA 合成と細胞・

組織構造との関係性の検討．植物化学調節学会第 44 回大会（仙台） 

9. 松田さとみ、梶塚友美、西村岳志、門田明雄、小柴共一（2009）トウモロコシ幼葉鞘切片を用いた光屈曲

反応実験系の確立. 植物化学調節学会第 44 回大会（仙台） 

10. 西村岳志、中野仁美、林謙一郎、丹羽理陽、小柴共一 (2009)トウモロコシ幼葉鞘の重力屈曲には ZmPIN1 に

より先端から輸送される IAA の偏差分布に伴った TIR1/AFBs を介した遺伝子発現の制御が必要である．植

物化学調節学会第 44 回大会（仙台） 

11. 古川聡子、岸國平 (2009) Mycosphaerella sp. によるインゲンの雲紋病．2009 年度日本植物病理学会（山

形） 

12. 内海貴夫、岡本龍史 (2009) イネ in vitro 結実系を用いた初期果実成長の解析．日本植物学会第 73 回大

会（山形） 

その他の出版物  

  小柴共一、神谷勇治編 「新しい植物ホルモンの科学」（第２版）、講談社 (2010年 3月) 

 

受賞  

 春日麻希、小原綾乃他「ジャトロファは愛とエコ」、第一回夢の島花壇コンクール食虫植物研究会賞 

 

（＊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）、賀川裕貴（D2、特別研究学生（北大・薬））、早川温子（M2）、小林大

悟（M1）、内海麻理（M1）、出水俊輔（卒研生）、堤裕文（卒研生）、柳友子（卒研生）、玉木悠介（卒研生）、

望月弘子（卒研生） 

 

2. 研究紹介  

 当研究室は本学に設立されて２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最近

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最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  
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 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。当研究室は多細胞生物として最初に全ゲノム配列の解読が達成された C.elegansの配列情報を最大限に利

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。当研究室は最近、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最近明らかにした（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。 
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幹細胞再生学研究室 
 

1. 構成 

宮本寛治、中川洋一（M２）、橋本麻衣（連 M２）、松村隆紀（Ｍ２）  

 

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、安全なヒト 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）タンパク質の細胞内取り込みによる iPS細胞作製の検討 （宮本、中川）  

 4 つの遺伝子の組み換え発現ベクターを用いてヒト腎層細胞株（ＨＥＫ２９３細胞）にトラスフェクショ

ン後、培養し、ウエスタンブット法にてタンパク質を確認した。タンパク質を抽出してヒト皮膚細胞などに

取り込ませて核内に移行することが確認された。またコムギ胚無細胞の系を用いて 4 つのタンパク質を合成

してマウス神経幹細胞やヒト皮膚細胞に取りこませてタンパク質が核内に移行していることを確認した。 

２）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） 

 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

てヒト腎臓細胞に感染させてヒト腎臓 iPS 細胞を作製した。できたヒト腎臓 iPS 細胞の生物学的検索を行っ

た。また Oct4遺伝子のみでヒト皮膚細胞、歯根膜や羊膜細胞から iPS様細胞を作製した。ただＡＬＰ染色で

陰性であった。危険因子を少なくするという観点から興味がもてる内容で今後、検討する価値がある。 

３）HIV-1 粒子形成を制御する宿主因子の探索（橋本） 

AIDSの原因ウイルスである HIV-1は複雑なゲノム構造をもつレトロウイルスである。 

HIV-1 の粒子形成のもっとも重要なステップは、構造タンパク質である前駆体 Gag タンパク質（Pr55）が細

胞質で合成後、細胞の形質膜まで輸送されるステップである。細胞膜（形質膜）へ輸送された Gagタンパク

質は、細胞膜にアンカーし多重合化されると HIV-1ウイルス粒子を形成する。興味深いことに、極性を有す

る遊走マクロファージにおいては、HIV-1の粒子産生は細胞の先端（leading edge:先導端）のみにおいて起こ

ることが知られているが、Gag タンパク質の細胞内の特異的な領域への輸送機構や、その配向性を規定する

宿主因子についてはほとんど分かっていない。そこで我々は Gag タンパク質の細胞内輸送を司り、HIV-1 の

粒子産生を制御する宿主因子の同定を試みた。その結果、癌抑制遺伝子産物 APC (adenomatous polyposis coli)

が HIV-1の Gagタンパク質に直接結合していることが明らかとなった 

3. 研究発表  

誌上発表 

１．K. Miyamoto et al.. Induction of pluripotent stem cells from human somatic cells by Oct4 and KLF4.  

(In preparation) 

口頭・ポスター発表  

1. 発現ベクターを利用したタンパク質合成方法によるヒト iPS細胞の作製  

首都大学東京 理工学研究科 生命科学専攻    宮本寛治 

平成 2009年 9月 30日  首都大学東京研究シーズ発表会 2009 

     秋葉原カンファレンスフロア (秋葉原ダイビル５Ｆ) 
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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），北條 優（特任研究員)，瀬戸陽介（D1），吉利 慶（D1），小川佳孝

（M2），菊池 舞（M2），小山あずさ（M2），田辺美知（M2)，磯部琴葉（M1），日下陽平（M1），里村和浩

（M1），阿部祐樹（卒研生），落合広明（卒研生），粕谷菜月（卒研生），櫻井児太摩（卒研生），竹下真未（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），Dolors Amorós Moya（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) 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  
ショウジョウバエを用いて環境中の生物多様性を調査するため，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昨年度より開始した．メタゲノム解析を用いる研究では，昨年度行った

種特異的 PCR法を発展させるため，新たに 8種のショウジョウバエについてチトクロームオキシダーゼ I遺

伝子の塩基配列を決定し，種特異的塩基座の探索を行った．翅脈パターン解析を用いる研究では，9 種のシ

ョウジョウバエ，合計 351個体について翅のデジタルカメラ撮影を行い，翅脈の 12交点間の 10の距離を用

いて判別分析によって種判別を行う方法を開発した．また，その際必要となる，翅画像データの解析のため

のWebアプリケーションプログラムの開発も行った．（北條，川名，小川，田村） 

2) ショウジョウバエ抗菌ペプチドの分子進化  

環境への適応進化の遺伝機構を明らかにすることを目的とし，微生物によって腐敗，発酵した環境に適応

しているショウジョウバエにとって，生体防御の重要な役割を担っている抗菌ペプチド遺伝子の分子進化を

研究している．本年度は，キイロショウジョウバエ亜群における Drosomycin遺伝子群の進化過程を調べた結

果，ゲノム全体の平均的な遺伝子に比べ 10倍以上の速度で遺伝子重複・消失を繰り返すことによって，急速

に多様化してきたことが分かった．一方，メタゲノム解析によって，これらのショウジョウバエ種の消化管

内には，実際に多種多様な細菌・カビが経口感染していることがわかった．また， Drosomycin遺伝子群を持

っていないにも関わらず，カビ耐性の強いクロショウジョウバエの抗菌ペプチドを見つけるため，抗菌ペプ

チド遺伝子を網羅的に探索する実験系を確立した．（小山，瀬戸，Amorós Moya，田村） 

3) アカショウジョウバエの低温耐性の遺伝機構  
アカショウジョウバエは主に東南アジアの熱帯・亜熱帯域に生息するが，1980年代後半から温帯域である

西日本でもその生息が確認されるようになった．本種の温帯への適応に重要であったと考えられる，低温耐

性の遺伝機構について研究している．昨年度に引き続き，アカショウジョウバエの低温耐性を検証する実験

を行ったところ，日本に侵入した集団では，飼育温度より 5℃低い環境下に 3 日程度おくことによって成虫

の低温耐性が向上する順化が確認された．この低温耐性には系統間差異も見出されたが，平均すれば近縁種

と比較して明らかに高いことがわかった．また，交配実験により，低温抵抗性の順化をつかさどる主な遺伝

子は遺伝的に優性で，X染色体と第三染色体が融合した Neo-X染色体上に存在することが示唆された．この

遺伝子の正体を明らかにするため，Differential Display法を用い，順化の前後で発現量が変わる遺伝子を網羅
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的に探索したところ，いくつかの候補遺伝子が検出された．（磯部，阿部，田村） 

4) アカショウジョウバエの Neo-X，Neo-Y染色体における DNAの分子進化  
アカショウジョウバエでは，第 3染色体が X，Y性染色体と融合し，それぞれ Neo-X，Neo-Y染色体と呼

ばれている．ショウジョウバエの雄では組換えが起こらないため，Neo-X，Neo-Y 染色体上の遺伝子につい

て DNA変異を比較すれば，組換えと変異の関係を調べることができる．本年度は，Neo-X・Y染色体上の 1

遺伝子，常染色体上の 2遺伝子について多数の DNA塩基配列を決定し，変異を解析した．（里村，田村） 

5) 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．本年度は，テングショウジョウバエ亜群において見つかった，核転移後に逆

位を起こした numt配列の解析を試みた．（落合，田村） 

6) フタクシショウジョウバエの siren遺伝子における DNA多型解析  
siren遺伝子は，adhとCG11779のドメインシャッフリングによって生じたキメラ遺伝子である．本研究では，

siren遺伝子への自然選択を検証するため，フタクシショウジョウバエとその姉妹種の多数系統についてsiren

遺伝子の塩基配列を決定し，集団遺伝学的解析を行った．その結果，種間・種内においてsiren遺伝子に生じ

た変異は，中立変異から有意に異なるものではなかった．また，sirenタンパク質の構造を予測し，もとにな

ったADHと比較したところ，補酵素との結合箇所が変化していることが示唆された．（櫻井，田村） 

7) 分子系統解析法に関する理論的研究  
系統間の進化速度の違いが遺伝子やゲノムの領域によって異なる現象は heterotachyと呼ばれるが，分子系

統樹推定の精度が損なわれるため，近年，分子系統解析における重要な課題の一つとなっている．そこで，

全ゲノム配列が決定されたショウジョウバエ 12種の 6,698遺伝子の配列データを用い，実際の配列データに

どの程度の heterotachyがあるのか検証した．その結果，約 60％の遺伝子に，確率的要因によって説明できる

程度を超えた heterotachyが生じていることが分かった．また，ショウジョウバエにおいて heterotachyが生じ

る分子進化的要因として，同義コドンの使用頻度の偏りが示唆された．一方，昨年度に引き続き，タンパク

質の立体構造情報を取り入れた分子進化解析法の研究も進めた．（小川，吉利，田村） 

8) MEGA5ソフトウェアの開発   
DNAやタンパク質の配列データを用いて分子進化・比較ゲノム解析を行うためのソフトウェア・システム，

MEGA5 (Molecular Evolutionary Genetics Analysis version 5)，の開発を行った．新たに搭載する最尤法による系

統樹探索，分岐年代推定，祖先配列推定，進化モデル選択などに関するアルゴリズムの開発，理論的研究を

行った．（田村，１Kumar，2Nei：１アリゾナ州立大，2ペンシルバニア州立大） 

9) キノコ食ショウジョウバエ寄生蜂の調査  
東京においてキノコ食ショウジョウバエに寄生するハチの採集調査をおこなった．その結果，11種の寄生

蜂(うち未記載種 10種)が確認され，その多くはキノコ食ショウジョウバエの優占種である D.bizonataを特異

的に利用していた．しかし今回の研究では採集されたショウジョウバエ種の個体数に大きな偏りがあるため，

宿主選択については，飼育系統を用いた実験により確認をする必要がある．(粕谷，1 三井，1 木村，青塚 1

北海道大学環境科学院) 

10) ヒョウモンショウジョウバエ亜属 2 種の核型および行動の比較  

ヒョウモンショウジョウバエ(Drosophila busckii)は，全世界に分布する人家性のハエであるが，長い間近縁

種が見つからず，1亜属 1種の状態が続いていた．しかし，Toda(1986)によってミャンマーの森林で近縁な 2

種が発見された．ベトナムでの採集調査により，これら 2 種のうち D. linearidentata を採集して飼育するこ
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とができたため，核型，交尾行動などを D. busckiiと比較した．その結果，核型，翅の形態，求愛行動に違い

が見られた．(高森，青塚) 

11）D. prolongata雄の前肢発達  
D. prolongata雄では大きく発達した前肢を用いた闘争行動が観察され，それらは性選択によって獲得された

と考えられる．本種雄の闘争相手認識について検討した結果，体表炭化水素を指標にして同種を認識し，闘争

を仕掛けているという可能性が示唆された．（菊池，高森，青塚） 

12）Genus Colocasiomyia, の分布および寄主植物の調査  
ベトナムを中心に，サトイモ科植物の花に生息するショウジョウバエ科の一属，Genus Colocasiomyia, の分

布および寄主植物の調査を行った．その結果，ベトナムは，複数の種のハエが複数の寄主植物を互いに利用

しあう熱帯の様式から，特定の種が特定の寄主花を利用するという種特異性の高い琉球列島への移行帯に当

たることが強く示唆された．さらに，この強い種特異性を維持する機構として，花が花粉媒介者である本属

のハエに報酬的資源を提供していることも明らかとなった．（屋富祖，青塚） 

13）キノコショウジョウバエ属，フサショウジョウバエ属の系統解析 

キノコショウジョウバエ属，フサショウジョウバエ属は 2 亜属 124 種，6 亜属 160 種からなるグループで

ある．これら２属についての詳細な分子系統学的研究が未だ行われておらず，系統学的位置は不明瞭なまま

残されている．本研究ではこの 2属に含まれる種の採集と，28SリボソームRNAを用いた系統解析を行った．

(日下，青塚) 

14) The Evolution of Simultaneous Hermaphroditism in the Hippolytidae 
Simultaneous hermaphroditism is rare among decapods, but ubiquitous all species of the genus Lysmata, and recently 

confirmed in the genera Exhippolysmata and Lysmatella. We are using a multigene strategy to examine phylogenetic 

relationships, and so far have included 16S mtDNA and 28S nDNA from many Lysmata species and several hippolytid 

genera. Reconstructed phylogenies from both data sets support a previous morphological separation of the genus 

Lysmata into two subtaxa, and suggest a branch point for the evolution of simultaneous hermaphroditism. （Curt Fiedler，

瀬川，青塚） 

15) ホンヤドカリの地域分化  
ホンヤドカリ(Pagurus filholi)の北海道集団と房総半島集団の間で繁殖時期や繁殖行動，オスの闘争行動に

明確な差異があることが判明している．これらの差異が，遺伝的構成の違いを反映しているかを明らかにす

るため，ホンヤドカリのミトコンドリア DNA上の COⅠ遺伝子領域（623bp）の塩基配列を指標に，12地点

166 個体のホンヤドカリについて遺伝的構成を検討した．その結果，地域集団間に有意な遺伝的分化は見ら

れず，繁殖時期や繁殖行動，オスの闘争行動の差異は生息環境によって変動すると考えられた．（竹下，瀬川，

１朝倉，青塚 1千葉県立中央博物館） 
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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）、ニュートン リュージ カミジ(D1)、秦野(生田)

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

穎真（M1）、山田沙佳（卒研生）、矢崎育子（客員研究員）、田中浩輔（客員研究員）、森 元（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、主に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、およびそれら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、トゲアメフラシ、モノア

ラガイ）や甲殻類（オオグソクムシ、イセエビ）、棘皮動物（マナマコ）、原索動物（マボヤ）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。キンギョ網膜細胞のイ

オンチャンネル・イオンポンプ機構やマウス大脳基底核による運動制御機構、メダカ胚循環系の機能分化な

ど、脊椎動物を用いた研究も進めた。 

 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継続し

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：モノアラガイ(Lymnaea stagnalis)において食道を下向性に伝わる蠕動運動

は、消化管神経系内のニューロンを逆に上向性に伝わるインパルスのバースト活動が形成していた。この一

見矛盾した現象は、運動ニューロンの発火から収縮までの時間差が、食道の上側に対して下側が長い事によ

って実現している事が分った。そこで、運動ニューロンの発火から収縮までの時間差が消化管筋肉の性質に

よって決まっているのか、運動ニューロンの性質によるのかを調べた。クラーレ投与により運動ニューロン

による収縮を阻害した状態で、ニューロンの発火から収縮までの部位による時間差が生成されなくなるとい

う結果が得られた。この事からこの時間差は運動ニューロンの性質により決められているものと結論付けら

れた。この成果の発表は、『日本比較生理生化学会 第 31 回大会 発表論文賞』として表彰された。（岡本）  

 アメフラシ(Aplysia)の消化管において、後砂嚢上のニューロン群の同期した発火によるバースト活動が、

後砂嚢自身の収縮を引き起こす事が明らかにされている。この同期した発火は、上部のそ嚢にまで伝わるがそ

の生理学的意義については不明であった。そ嚢の内腔圧を上昇させることで、バースト活動が強化されそ嚢に

蠕動運動が発現した。蠕動は、後砂嚢とほぼ同時に上部で開始し、徐々に下部へと伝わった。後砂嚢の収縮は

消化管内容物をそ嚢側に押し上げ、そ嚢の収縮は後砂嚢側に押し下げることが観察された。この２種類の運動

によって、消化管内容物は、そ嚢と後砂嚢の間に位置する咀嚼歯を持つ前砂嚢内を往復し、より細かく砕かれ
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ることになる。後砂嚢の収縮とそ嚢の下向性蠕動は、同一のバースト活動に起原を持つことにより連関し、効

率の良い消化運動を形成していることが示された。（粕谷） 

 アメフラシの消化管運動の中枢として口球神経節が知られている一方、腹部神経節からの支配も示唆され

ているが詳細は不明である。貯精嚢神経は右腹部神経節（壁神経節）から出てすぐに、貯精嚢への分枝と胃

食道動脈上を走行する分枝に分岐した。後者は消化管に至った後、動脈の分岐に沿って上下に分岐するが、

下部おいて小分枝が動脈を離れ消化管上にまで延びているのが観察された。鰓神経などで記録されるポンプ

運動を惹起する周期的活動と同調した数種類のインパルスが貯精嚢神経でも記録された。消化管に対してポ

ンプ運動のリズムと対応した神経支配が存在する可能性が示された。（山田） 

 b) 生殖神経節の機能：アメフラシの生殖器官上には約 60 個のニューロンからなる生殖神経節が存在す

る。この神経節は生殖器官のみでなく呼吸器官である鰓へも神経を伸ばすが、その機能は全く不明であった。

電気生理学及び組織学的にこの神経節内の回路を調べた。神経節内には上向性、下向性や両方向性など多様

なニューロンが含まれ、生殖器官へ軸索を伸ばすニューロンに興奮性、鰓へ軸索を伸ばすニューロンに抑制

性入力を同時に送る介在ニューロンも存在した。生殖器官へ軸索を伸ばすあるニューロンに対して中枢から

興奮性、鰓から興奮及び抑制性入力が収束していた。生殖神経節は生殖器官とともに鰓の制御にも関わる。

生殖器官支配においては、中枢および鰓からの入力を統合する機構があると考えられた。また、これらの入

力を担う候補神経伝達物質を蛍光組織化学および免疫細胞化学法により調べた。カテコールアミンは鰓から

の入力に、5HT および FMRFamide は中枢および鰓からの入力に関わる可能性が示された。（太田 雄一朗） 

  c) 神経束上のニューロン細胞体：フレリトゲアメフラシ(Bursatella leachii)の生殖神経主幹上にニ

ューロン細胞体の存在が報告された(渡邉,2007)。ニューロン細胞体の一般的な存在場所である中枢神経節や

末梢器官ではない、両者を結ぶ中間的な場所である神経束の主幹上に存在する例は生殖神経に特異的であっ

た。このニューロンの特徴を形態学的及び電気生理学的手法を用いて調べ、その活動や回路を明らかにする

ことを目的に実験を進めた。その結果、このニューロン群に関し、単独で存在するものもあるが、多くのも

のは 2~20 個ほどが集合してクラスターを形成しており、同じクラスター内にも軸索伸長方向、神経伝達物

質、活動パターンやシナプス入力が異なるニューロンが混在するという特徴を明らかにした。神経伝達物質

に関しては、GABA、モノアミン類、FMRFamide の存在を示した。また、中枢側および末梢側に対する入出力

回路とともに、クラスター内及びクラスター間のニューロン同士にも興奮および抑制の複雑なシナプス回路

が内在していることが明らかになった。 (鈴木) 

 d) 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。 

 

２）甲殻類、棘皮動物等を用いた研究 

 a) 動物モデル研究（甲殻類心臓調節神経活動と心拍変動）に基づく実用化研究が進展した。健康状態の

定量化を目指して、心拍ゆらぎ解析からある指数を算出する新技法の産学共同研究を行い、特許が出願され

た。これは本研究で都合第 4番目となる。その成果は主に国際会議で発表した。（矢澤） 

 b) マナマコ(Stichopus japonicus)、マボヤ(Halocynthia roretzi)の消化管神経系：塩化カ

リウム注射によって脱腸させて得たマナマコの消化管標本を用いて、グリオキシル酸処理によってモノアミ

ン作動性ニューロンの検出を試みた。食道から descending small intestine 前部までに陽性反応を示す細胞

体や神経繊維が検出され、その密度は消化管の上部ほど高かった。神経繊維は消化管の長軸方向に平行に走

行するものが多く観察された。免疫細胞化学的にセロトニン免疫陽性反応は検出されなかった。このことか

ら、食道と descending small intestine 前部に存在するモノアミン作動性ニューロンは、カテコールアミン
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作動性ニューロンと判断した。凍結切片での観察から、それらは体腔上皮と筋層の間に存在することがわか

った。（黄瀬）マボヤの消化管神経系をメチレンブルー染色で観察するとともに、グリオキシル酸蛍光組織化

学法によってモノアミン作動性ニューロンの分布を明らかにした。（王） 

 

３）脊椎動物を用いた研究  
 a) 網膜細胞のイオンチャンネル、イオンポンプ：キンギョ網膜双極細胞には、一過性外向き電流（IA）

が存在しないと考えられてきた（Kaneko & Tachibana, 1985）。その後の研究では、OFF 型双極細胞には IA

を担うチャネル蛋白質が発現していることが示されたが、ON 型では確認されなかった（Yazulla & Studholme, 

1998; Yazulla & Studholme, 1999）。本研究では、パッチクランプ法を用いて、キンギョの ON 型双極細胞に

も一過性外向き電流が存在することを示した。また、免疫組織化学的手法を用いて、それを担うチャネル蛋

白質が Kv4.3 であることを同定し、さらには樹状突起の先端に局在していることを示した。今後は、そのチ

ャネルが果たす機能的役割を解析し、さらには、網膜外網状層ネットワークにおける情報処理の解析を行う。

（ニュートン） 

 水平細胞におけるプロトンポンプの局在を免疫細胞化学的に証明するとともに、プロトンポンプの作用の

結果生じる pH 変化を HEPES 緩衝液によって制御し、光応答反応への影響を細胞内電位記録により調べた。そ

の結果、水平細胞から視細胞への負帰還に水平細胞のプロトンポンプが関与している事が示唆された。（秦野） 

 b) 大脳基底核におけるドーパミンによる運動制御：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ニューロン活動を覚醒条件下で記録するシステムを確立し実験を進めた。

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や D1 受容体レス

キューマウスを用い、大脳基底核の自発活動および大脳皮質の電気刺激に対する活動を覚醒条件下で記録し

た。D1 受容体を介したドーパミン神経伝達は線条体から淡蒼球内節に投射するニューロンに対して興奮性に、

また D2 受容体を介したドーパミン神経伝達は線条体から淡蒼球外節に投射するニューロンに対して抑制性

に作用していることが明らかになった。（太田 力）。 

 c) 脊椎動物（メダカ）胚循環系の機能分化を明らかにするための一つのアプローチとして実験的に胚心臓

構築を阻害し、その結果を顕微鏡ビデオカメラで追跡記録することを行った。また、メダカ胚循環系の包括

的理解のために画像をホームページ（http://www7b.biglobe.ne.jp/oryziasmori/）で公表している。（森） 

 

４）その他  
 a) 東京都島しょ農林水産総合センターからの受託研究「テングサ藻場の再生・保全に及ぼす海洋

環境および食害生物の影響調査」：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、お茶の水女子大学などと共同で海藻食動物相の影響調

査や安定同位体比分析による沿岸栄養塩の起源分析、マクサの分子系統学的解析などによりテングサの激減

の原因究明と藻場再生のための共同研究を実施している。（横濱） 
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 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

保全のための基礎研究として、年間を通じて生殖巣の組織学的観察を行った結果、生殖期は従来予想されてい

た夏期から秋期ではなく、12月下旬であることが判明した。また、人工受精から変態後の稚貝の飼育まで、餌

料培養法を含め各種の手法を確立し当初の目的を達成した。（矢崎）。 
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植物環境応答研究室  
 
1. 構成 
門田明雄、鐘ヶ江健、坪井秀憲（D3）、尾関文隆（D1）、杉山由香（M2）、近江泰明（M1）、徳植明日香

（卒研生）、中村美里（卒研生）、村松里美（卒研生） 

 

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、細胞生物学、生理学、分子生物学などの技術を用いて解析してい

る。 

 

シロイヌナズナの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発現株等のアクチン可視化株を用いた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が、この運動性減少・

固定化にも葉緑体アクチンフィラメントの分布の変化、量的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葉緑体アクチンフィラメントによる運動調節機構を光受容体であるフォトトロピン変異

株、その他の光定位運動変異体等を用いて調べている。（門田、末次＊、和田＊ ＊九大） 

ゼニゴケ葉緑体光定位運動の運動機構の解析  
 ゼニゴケの葉状体細胞を用い、葉緑体光定位運動の運動機構の解析を継続して行っている。青色微光束照

射により誘導される集合反応、逃避反応では、葉緑体の運動方向前端側に葉緑体アクチンフィラメントが偏

在し、運動メカニズムへの関与が示唆される。葉緑体アクチンフィラメントの偏在は tdTomato-talin 発現株

だけでなく Lifeact-tdTomato 発現株でも観察される。葉緑体アクチンフィラメントは葉緑体上で活発に変化

し、Time-laps 画像の解析および阻害剤（cytochalasin D, latrunculin B）による一過的消失処理後の観察から、

形成時には葉緑体周縁部から中央部に向かい伸長することが観察された。青色強光微光束の部分照射による

葉緑体の逃避運動と葉緑体アクチンフィラメント偏在の定量解析を行ったところ、微光束照射領域に近い葉

緑体ほど運動速度が大きく、葉緑体の移動とともに速度が減少すること、また 葉緑体アクチンフィラメント

の偏在の程度も照射領域からの距離に依存して変化することが見いだされた。従って、運動速度と葉緑体ア

クチンフィラメント偏在との間に対応関係があることが示唆される。（尾関、石崎*、鐘ヶ江、河内*、門田  *

京大） 

ヒメツリガネゴケの赤色光による葉緑体光定位運動にともなう細胞骨格の変化とその役割  
 ヒメツリガネゴケのフォトトロピン依存の葉緑体光定位運動には、運動系としてアクチンフィラメントと

微小管の両者が重複して働いており、光定位した葉緑体表面にはアクチンのメッシュワーク構造が形成され

る。葉緑体光定位運動はフィトクロムにより赤色光でも誘導され、運動系としては微小管のみが用いられる

ことが報告されている。ヒメツリガネゴケのアクチン、微小管の可視化株( tdTomato-talin、GFP-tublin )を用い

て、赤色光誘導による葉緑体光定位運動にともなう細胞骨格の変化、特に青色光反応で見られるようなアク

チンメッシュワーク構造が形成されるかどうか調べている。（近江、門田） 

ヒメツリガネゴケの葉緑体光定位運動における CHUP1 タンパク質の役割 
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 シロイヌナズナにおける解析から、アクチン依存の葉緑体運動には葉緑体アクチンフィラメントが働いて

おり、この葉緑体アクチンフィラメントの形成には葉緑体外包膜上の CHUP1 が重要な働きを持つ。そこで、

ヒメツリガネゴケの CHUP1相同遺伝子の N 末端側に GFPを融合したコンストラクトを td Tomato-talin によ

るアクチン可視化株に導入し、CHUP1 と葉緑体アクチンフィラメントの関係を調べている。まず、GFP 蛍光が

強く観察される 2 ラインを用いて葉緑体定位運動を調べた結果、弱光反応、強光反応ともに大きな変化は認

められなかった。GFP-CHUP1 は葉緑体上で顆粒状に観察され、強青色光の微光束照射により葉緑体逃避運動

を誘導すると、この顆粒は葉緑体とともに移動する。引き続き動画撮影により、CHUP1 と葉緑体アクチンフ

ィラメントの関係を解析している。（中村、笠原＊、門田 ＊立命館大） 

ホウライシダ前葉体の赤色光による neo1に依存しない葉緑体と核の光定位運動  
 ホウライシダ前葉体細胞の赤色光による葉緑体光定位運動は neochrome1 (neo1)を光受容体とし、光の方

向に依存した運動であることが知られている。しかし、neo1 を欠失した変異体においても、赤色光下で葉緑

体定位運動が起こる。neo1 変異体の葉緑体は赤色光の方向に依存しない運動を示し、細胞側面(dark 

position)から細胞表面(light position)へ定位運動を示す。この光定位運動は光合成阻害剤で阻害され、ま

た、暗所下でも培地への glucose, sucrose 添加により誘導されることから光合成に依存した反応である。野

性株では核も neo1 を受容体とする光定位運動を示すことが知られている。そこで、neo1 変異体での赤色光

による核の光定位運動を調べた。その結果、核も葉緑体と同様の光合成に依存した光定位運動を示すことが

わかった。従って、ホウライシダ前葉体細胞の赤色光による葉緑体と核の光定位運動には、neo1 による光方

向に依存した指向的な運動とともに光合成に依存する無指向的な運動が関与することが明らかとなった。（杉

山、門田） 

ホウライシダ前葉体細胞における葉緑体逃避反応の詳細な解析  
 葉緑体運動機構の解明には運動様式の詳細な解析が必要である。そこでホウライシダ前葉体細胞を用いて、

逃避反応を詳細に解析した。暗順応させた細胞の中央部に残っている一つの葉緑体全体に光が当たるように、

直径 15 µm、10 W m-２以上の様々な光強度の青色微光束を短時間（15 秒~60 秒）照射した。葉緑体は照射開

始後約 3 分以内に微光束照射部位からの逃避を開始し、微光束の照射域外にまで逃避した。微光束照射終了

後も数分間逃げ続け、逃避停止後は微光束照射部位へ向かう動きを示した。葉緑体が逃避し続ける時間や、

最初の位置から逃げた距離、逃避速度は照射した総光量に比例した。また葉緑体の逃避方向は、ほぼ葉緑体

が強光から最短距離で逃げられる方向であった。葉緑体の約半分に強光微光束を照射すると葉緑体は照射さ

れていない側へ逃避する。同じ葉緑体の異なった部位に連続して光照射をした場合、葉緑体が逃避開始する

までの時間や移動速度には、葉緑体全体に強光微光束を照射した場合と同じ傾向が見られた。その際、葉緑

体はほとんど回転せず違う方向へと動き始めた。以上のことから逃避反応をする場合、葉緑体は細胞内のど

の方向へも動くことができ、動きに関する極性はないことがわかった。（坪井、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  
 昨年度に引き続き、葉緑体光定位運動における信号の伝達速度を調べた。今年度はモデル植物であるシロ

イヌナズナの葉肉細胞で同様の実験を行い、信号の伝達速度は約 0.7 µm/min 程度と推測された。この値はホ

ウライシダ前葉体細胞と大差はなかった。このことから植物では一般的に、葉緑体光定位運動における信号

伝達は同じ機構を用いている事が示唆された。（坪井、和田＊ ＊九大） 

ホウライシダにおける DNAi による新規遺伝子サイレンシング機構の解明 

 遺伝子サイレンシングは、機能未知遺伝子の機能解析にとって、非常に有効な遺伝子発現制御技術である。

ホウライシダでは、目的遺伝子の一部を DNA 断片として細胞に導入すると、RNAi と同様に目的遺伝子の発現

を抑制でき、DNA 干渉 (DNAi) と呼んでいる。葉緑体光定位運動に関わる PHY3遺伝子を用いて、DNAi による
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遺伝子サイレンシング機構を解析した。DNAi を行ったシダでは、PHY3 の遺伝子発現は抑制され、phy3 依存

の葉緑体光定位運動も制限された。また、この効果は次世代でも確認された。DNA のメチル化は世代を超え

て保存される。メチル化したシトシンを特異的に切断するヌクレアーゼとメチル化シトシン感受性の制限酵

素を用いた PCR 解析を行ったところ、DNAi を行ったシダの PHY3 遺伝子がメチル化されていた。また、次世

代でもメチル化は確認された。したがって、DNAi による遺伝子サイレンシングは目的遺伝子のメチル化を介

して引き起こされ、次世代に引き継がれる可能性が高いことが示された。（須藤＊、坪井、和田＊ ＊九大） 

ホウライシダ原糸体の細胞分裂とテトラピロールシグナルとの関係  
 植物細胞では、葉緑体から核遺伝子の発現調節をするレトログレードシグナルとしてクロロフィル生合成

中間体であるMg-protoporphyrin Ⅸ（Mg-protoⅨ）、Mg-protoporphrin Ⅸ monomethyl ester（Mg-protoⅨ ME）

などが知られている。これらテトラピロール分子は、紅藻シゾン（Cyanidioschyzon merolae）やタバコ培養細

胞において光による細胞周期調節のシグナルとして機能することが報告されている。ホウライシダ原糸体細

胞の分裂も光質によって厳密に制御されており、この細胞周期調節にテトラピロールシグナルが関与するか

どうかを検証した。Mg-protoⅨ添加培地での原糸体細胞の分裂には顕著な影響は見られなかったが、Mg-proto

ⅨとMg-protoⅨ MEを細胞内に蓄積する効果があるとされる Fe-キレート剤 Dipyridyl（DP）に対しては、濃

度依存的な細胞周期進行遅延の効果が見られた。Mg-protoⅨが原糸体細胞に取り込まれ難いとすれば、DPに

よって細胞内に蓄積されたテトラピロール分子がホウライシダ原糸体細胞周期の抑制的シグナルとして機能

している可能性が考えられる。（徳植、村松、鐘ヶ江） 

ホウライシダ ESTデータベース AcESTの整備  
 ホウライシダ（Adiantum capillus-veneris L.）EST（Expression Sequence Tag）30,540配列を、INSD（International 

Nucleotide Sequence Database; DDBJ/GenBank/EMBL）に公開（BP911435 -BP921854, DK943491-DK96361）し

ている。これらの EST配列情報は、文部科学省統合データベースプロジェクトの一環である TogoDBシステ

ムを利用してデータベースを構築し、AcEST（Adiantum capillus-veneris EST database）として公開している

（http://togodb.dbcls.jp/acest/）。今年度は UniProt Knowledgebaseの TrEMBL/Swiss-Protに対する BlastX結果、

Contig 情報へのリンクなどのサービスを提供するように改良した。また、機能アノテーションの追加を随時

行っている。さらに、ライフサイエンス統合データベースセンター（DBCLS）の「生命科学系データベース

アーカイブ（http://dbarchive.lifesciencedb.jp/index.html）」よりデータのダウンロードサービスを可能にした。

（鐘ヶ江） 
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新聞掲載： 

 朝日新聞 2009年 8月 11日付け科学面に「葉緑体に新たな運動機構」として、 Kadota, A. et al. (2009), Proc. 

Natl. Acad. Sci. USA 106: 13106-13111の内容が紹介される。 
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微生物分子機能研究室  
 
1. 構成 
嶋田敬三（教授），永島賢治（助教），増田裕一（M2），坂本ゆう（M2）, 中山陽介（M2），茂呂 宰 (M2)，

川上 愛（卒研），永島咲子（研究生），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）である場合もある．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変えるべく
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多くのアミノ酸置換変異株を作成してきた． B. viridisの反応中心では４つのヘムがスペシャルペア側から高

電位ヘム(ヘム 1, +430ｍV), 低電位ヘム(ヘム 2, +32ｍV), 高電位ヘム(ヘム 3, +310ｍV), 低電位ヘム(ヘム 4, 

-60ｍV)の順で並んでいる. これらのヘムの Em 値は, ヘム近傍のアミノ酸の電荷によって調整されているこ

とが知られている. 先行研究ではヘム近傍のアミノ酸置換により高電位ヘムを低電位ヘムに変えた変異株が

作製され, 電子伝達速度が大きく変化することが確認されている. しかし,低電位ヘムを高電位ヘムに変えた

変異株の研究は行われていなかった. そこで, 低電位へムが高電位ヘムになることを目的としてヘム 4 近傍

の Leuを Argに置換した L96R株, ヘム 2近傍の Ileを Argに置換した I266R株を用いて, Em値を求め機能評

価を行った. 今回, Em値を求めるため, 従来の酸化還元滴定法に加え新たに電気化学的測定法を導入した. こ

の測定法では酸化還元滴定法では測定できない高電位領域もポテンショスタットを用いて測定することがで

きる. 測定用に光路長 350μmの特殊なキュベットを設計・作製し, 標準物質である馬チトクロム cの Em値を

求めた. その結果, 既知値とほぼ同値を示したためこの方法も酸化還元滴定法と平衡して用い変異株の各ヘ

ムの Em値を測定した. 野生株と比べ L96R株ではヘム 4が 278ｍＶ上昇, I266R株ではヘム 2が 47ｍＶ上昇

していた. それと同時に他のヘムの Em値も若干変化していた. これらの変異株の嫌気光合成条件下での生育

を測定した結果, L96R株は野生株より生育が遅かったが, I266R株では早くなっていた. チトクロム c2と膜

での電子授受反応を測定する再構成実験を行った結果, I266Rのチトクロム c2からの電子授受が早くなってい

たが, L96Rでは電子授受がほぼ観測されなかった. これらの結果は, アミノ酸置換による電荷の変化が c表面

の荷電状態にも影響し、チトクロム c2からの電子伝達速度に影響したと解釈された. （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があるが、２ヘム型のチトクロム c4も働くことが明らかとな

った．HiPIPと既知の二つのチトクロム c8を欠落させた３重破壊株は光合成条件下で野生株の約 1/4の生育速

度を示すが，さらにチトクロム c4を欠落させた４重破壊株では約 1/10の生育速度となった．この４重破壊株

にチトクロム c4遺伝子をプラスミドに乗せて戻した株は３重破壊株と同様の生育を示したことから，上記の

ことが確認された．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．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ているのではないかと推測している．（永島 K、 Vermeglio (CEA/Cadarache)） 

Rvi.gelatinosusの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)および

低電位(LP)チトクロム c8をいずれも欠く４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．この生育回復株では可溶性の c 型チトクロムが大量に発

現していたが，この新規チトクロムは酸化還元電位が 280 mV であり光合成反応中心複合体への電子伝達活

性が認められた．アミノ酸配列は Rvi. gelatinosusのチトクロム c8、さらに緑膿菌において亜硝酸還元酵素へ

の電子供与体として知られる NirM産物と高い相同性を示した（それぞれ 65％と 59％）．緑膿菌の NirM遺伝

子は亜硝酸還元酵素遺伝子群より成る nirSMCFDLGHJENオペロンの中にあり，今回 Rvi. gelatinosusにおいて

も nirSMCFDLGHJNのオペロン構造が塩基配列から推定された．Rvi. gelatinosusはこれまで硝酸還元能が認

められないために亜硝酸還元活性については調べられてこなかったが，硝酸還元酵素を除く脱窒関連遺伝子

群と推定される配列がゲノム中に保存されていたことから，亜硝酸存在下の暗中での生育を調べたところ野

生株・変異株共に亜硝酸呼吸による生育が認められた．これらの結果より、新規チトクロム c8を NirM と同

定した。この新規チトクロム c8 (NirM)と Rvi. gelatinosusの持つ既知の 2種類のチトクロム c8は他の光合成細

菌のチトクロム c8と非光合成細菌の NirM を含む分子系統樹においてひとつのクラスターを形成した．従っ

て Rvi. gelatinosusの持つ 3種のチトクロム c8は Rhodocyclaceae科に分岐した後に遺伝子重複によって生じた

ことが考えられた．このうち、既知の 2種類のチトクロム c8は他の遺伝子とオペロン構造を形成せず単独で
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存在すること，NirMは非光合成細菌では亜硝酸還元酵素への電子供与体としてより普遍的に存在することか

ら，NirMが Rvi. gelatinosusのチトクロム c8の起源であることが示唆された．Rvi. gelatinosusの光合成反応中

心や色素合成に関わる遺伝子は遺伝子水平伝播によってプロテオバクテリア門の αサブグループに属する細

菌からもたらされたことが系統解析から示されているが，NirMは Rvi. gelatinosusが光合成能を得るときに光

合成の電子伝達を補うようになり，やがて遺伝子重複によって生じたものの一部が光合成での電子伝達によ

り適したものへと進化していったと考えられた．（永島 S，永島 K） 

 紅色光合成細菌の光合成電子伝達経路は紅色光合成細菌の光合成電子伝達経路は循環的であるだけでなく

NADHなどへの電子の流出、イオウ化合物や有機物からの電子の供給がある．光合成反応中心に電子を渡し

うる電子伝達タンパクが複数存在する種があり，これらの中には循環的電子伝達経路への電子の出入りに関

わるものがある場合が知られている．Rvi. gelatinosusでは HiPIP，HP(High Potential) cyt c8，LP(Low Potential) cyt 

c8，cyt c4，nirMの 5種類が光合成反応中心への電子供与体として機能しうることが示されているが，これら

がそれぞれ独自の役割を持つかどうか検討した．野生株では硫化水素を添加することにより誘導期が短くな

り，またチオ硫酸，亜硫酸から c型チトクロムへの電子伝達が確認されたが，3重欠損株（HiPIP、HP cyt c8、

LP cyt c8欠損）ではこの現象は見られなかったことから，3種の中のいずれかの電子伝達タンパクがイオウ化

合物からの電子受容に関与することが示唆された．また本菌は亜硝酸呼吸能に加えてトリメチルアミンオキ

シド(TMAO)，ジメチルスルフォオキシド(DMSO)呼吸でも生育することが確認された．さらに野生株では逆

に亜硝酸から c型チトクロムへの電子伝達の可能性も示された．これに HP cyt c8、LP cyt c8、cyt c4のいずれ

かのチトクロムがこの電子伝達に関与していることも示唆された．（茂呂，永島 K） 

２）光合成細菌遺伝子の機能解析  

 Rvi. gelatinosus は、光化学反応中心への電子供与体を多数持っているのみならず，光合成機能自体も遺伝

子の水平移動に由来すると推測されており，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

象として興味深い．このことを背景に現在 R. gelatinosusの全ゲノム解析を進めている．これまでのところ３

０を超える数の c 型チトクロムの存在が示唆されており，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基盤機構 NITE）） 

 BLUF(sensors of blue-light using FAD) はフラビンアデニンジヌクレオチド(FAD) を発色団としてもつ青色

光受容体であり，近年相次いで報告されている．代表的な BLUFとして紅色細菌 Rhodobacter sphaeroides の

光合成遺伝子の発現制御因子 AppA (activation of phoropigment and puc expression) がある． Rubrivivax 

gelatinosus のゲノム中にもAppA と高い相同性を示すORFが複数見出されたが，そのひとつ(BLUF12370) の

欠損株を作成してその機能を明らかにすることを目的として、この領域を持つプラスミド作成を行った．（川

上，永島 K） 

 紅色光合成細菌 Rhodobacter sphaeroides， Rvi. gelatinosus，Allochromatium vinosumの各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．大腸菌抽出液の HPLC分析とスペクトル解析を行

い，カロテノイド合成においては最終産物のスフェロイデンやスピリロキサンチンの蓄積を，バクテリオク

ロロフィル合成においては中間産物であるMg-モノメチルクロロフィライドの蓄積を観察している．（永島 K、

岩本(分子遺伝)、加藤(分子遺伝)） 

 海洋性の紅色光合成細菌 Rhodovulum(Rvu.) sulfidophilum では，光合成反応中心への電子供与体として多く

の紅色光合成細菌に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．チトクロム c2mが進化的にどのように生じたかを Rvu. sulfidofilum の近縁種におけるチトクロム c2

およびチトクロム c2mのアミノ酸配列を比較することにより推定した．Rvu. sulfidofilum のチトクロム c2遺伝

子周辺の塩基配列に基づくプローブを用いて Rhodovulum 属の 4 種の細菌のチトクロム c2遺伝子配列は得ら
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れたが、同様の手法によってはチトクロム c2m遺伝子配列は得られなかった．このことはチトクロム c2m遺伝

子周辺の塩基配列は同じ Rhodovulum属の中でも相同性が低いことを示唆した。Rvu. sulfidofilum を含む 5種

の Rhodovulum 属のチトクロム c2および Rvu. sulfidofilum チトクロム c2mのチトクロムドメイン，Rhodovulum

属の近縁属のチトクロム c2 についてアミノ酸配列に基づいた系統樹を作成したところ，チトクロム c2m は

Rhodovulum属が他の属と分岐してまもなく，かつ Rhodovulum属内で Rvu. sulfidofilum と他の種が分岐する以

前に生じたことが示唆された．（坂本，永島 K） 

３）緑色光合成細菌の光捕集系とエネルギー移動の調節  

 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，CsmAタンパクおよび FMOタンパクというバクテリオクロロフィルａを持つ２つのタンパク

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 Chlorobaculum (Chlorobium) 

tepidumを用いて浸透圧ショックを用いる温和な方法で細胞を破砕し，バクテリオクロロフィル cからバクテ

リオクロロフィルａへのエネルギー移動効率を高く保ったクロロソーム標品を得る方法を確立しているが，

今年度はさらに浸透圧ショックに先立ち長時間(40-48h)低温処理を加えることによりクロロソーム膜中の 10

種類のタンパクは失われていないが、FMO タンパクはほとんど含まれていない標品が得られることが

SDS-PAGE および低温(80K)吸収スペクトルにより確認することができた．(時田，嶋田，松浦（環境微生物

学研究室)） 
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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）、戸井裕

子（D3）、大滝宏代（D1）、西谷真一（M2）、山本浩平（M2）、菅野菜々子（M1）、後藤陽（M1）、原

なつみ（M1）、諸星聖（M1）、松川健宏（B4）、溝口啓太（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. 嫌気下における物質・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

物マット内部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.-like）、発酵性細菌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、酸素の届かない嫌気下に発達した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、硫酸還元菌が消費していると考えられた。同マットから発酵条件

で生育する従属栄養細菌を分離したところ、Fervidobacterium属細菌（Fervidobacterium  gondwanenseに近縁）

の分離に成功した。本菌の純粋培養により発酵生育時に水素を発生することが確認できた。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た。 

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。この微生物群集では電子（還元力）が有機化合物・水素・硫化水素を電子伝達体として循環しており、

光エネルギーの供給によって電子が高電位にポンプアップされるため、群集内での電子の再利用と保持が可

能になっていると考えられる。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
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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. 好気性細菌と嫌気性細菌との相互作用による硫黄循環  

長野県中房温泉の 70℃域には、硫黄酸化細菌を中心とする硫黄芝が発達している。硫黄芝では、酸素を必

要とする硫黄酸化細菌と偏性嫌気性である硫酸還元細菌が互いのバランスを保って集塊を形成しており、二

種間には硫黄の授受を介した関係が成立していると予想される。本研究では、硫黄芝の実験室内での安定な

培養を試み、この二種の細菌の関係を明らかにすることを目的とした。 

中房温泉から採取した硫黄芝を硫黄源として硫化水素、チオ硫酸塩、硫酸塩を含む人工温泉水中で培養し、

硫化水素濃度を経時的にメチレンブルー吸光光度法を用いて測定した。気相を窒素ガスに置換して嫌気的に

培養すると、２週間にわたって硫化水素の発生が続いた。その後、乳酸ナトリウムを添加することで、硫化

水素の発生はさらに３週間続いた。このようにこれらの条件は、環境中での存在比の低い硫酸還元菌の活性

を維持するのに有効であったと考えられる。さらに、培養条件の違いによる硫黄酸化細菌と硫酸還元菌の細

胞比率の変化を解析し、種構成および活性の調節に関して、知見を集めている。（原、大滝、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光合成細菌を通常環境中から探索している。こ

れまでに探索条件の検討を行い、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℃・静置条件で集積培養・分離を進めた。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、微好気条件に適応したと思われる光合成細菌２種を単離した。それら

は 16S rRNA遺伝子塩基配列から、紅色光合成細菌 Rubrivivax gelatinosusおよび 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。振とう好気

条件において低栄養培地を用いた時の生育速度は、両分離株とも標準株よりも良好な生育を示し、その傾向

は R. gelatinosus近縁株に顕著であった。さらに、この二つの分離株についての生理学的特徴を解析するとと

もに、対象とする環境を拡大して探索を続ける。（戸井、松浦） 

2-b. 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、アルファプロテオバクテリアに属する紅色光合成細菌

の飢餓条件における生残性に対する光の影響を解析した。 

活発に増殖している Rhodospillirum rubrum、Rhodobacter sphaeroides、Rhodopseudomonas palustrisの細胞を

炭素源飢餓条件に置くと、光照射下では約一ヶ月にわたって生菌数の大きな低下は見られないが、暗条件下

では生菌数が顕著に低下することがわかった。暗条件における生存率の低下は R. rubrumで最も顕著であり、

試験した３種のなかでも系統的に異なる R. palustrisは、他に比べて長く生存性を維持していた。 

一方、定常期まで増殖した R. palustrisを飢餓下に移したところ、暗条件でも生菌数の顕著な低下は観察さ

れなかった。R. palustrisについて生細胞内の ATP量を測定したところ、上記の試験したすべての条件におい

ての生細胞内 ATP量はほぼ一定であった。このことから生残性を維持するには ATPが関与していると考えら

れた。また、活発に増殖中の細胞は光により細胞内 ATP量を維持するが、定常期細胞は光に依存しなくても

ATPを維持できたことから、増殖の状態によって飢餓に対する応答が異なると示唆された。（菅野、春田、松

浦） 
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2-c. 光合成細菌の細胞集塊形成  

微生物は、自然環境中でしばしば高密度の多細胞からなる集塊を形成している。緑色糸状性光合成細菌

Chloroflexus aggregans は温泉熱水中に発達する微生物マットの主要構成種のひとつであり、光照射下におい

て滑走運動により集塊を形成するという性質が知られているが、環境条件での集塊性や微生物マット形成へ

の寄与は調べられていない。本研究では、C. aggregansの集塊形成条件を探った。 

炭素源・温度などの条件を変えて C. aggregansを培養したが、試験した条件においてガラス表面への明確

な細胞集塊の付着は観察されなかった。ただし、微生物マットから新たに分離した緑色糸状性光合成細菌に

高い集塊形成性が観察され、さらに C. aggregansと共培養すると集塊形成速度が上がることがわかった。ま

た培地の炭素源濃度を高くすると集塊形成速度が大きく低下した。実環境に模した条件をさらに詳細に検討

し、微生物マットのような高度な構造体形成の機構を探っていく予定である。（諸星、松浦、春田） 

2-d. 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。これは脱窒光合成細菌の単離方法が確立されていないことが原因であると考えられる。本

研究では、脱窒光合成細菌を効率的に探索する方法を検討した。 

脱窒光合成細菌として Rhodobacter sphaeroides forma sp. denitrificans、脱窒を行わない光合成細菌として

Rhodobacter sphaeroides 2.4.1、光合成を行わない脱窒細菌として Paracoccus denitrificansを用いて、脱窒光合

成細菌が有利に増殖できる条件を探った。脱窒光合成細菌と光合成細菌の光合成による生育速度に大きな違

いはなかった。また光合成条件で培地に硝酸を添加しても脱窒光合成細菌の倍加時間に変化はなかった。一

方、暗条件・脱窒条件で脱窒細菌の倍加時間は脱窒光合成細菌の 5分の 1と、脱窒光合成細菌の脱窒による

生育速度は低かった。次に脱窒光合成細菌と脱窒細菌を混合し、異なる条件で培養してそれぞれの菌数を測

定した。二種の細菌をほぼ同量接種したときは、脱窒光合成細菌の生育は確認できるものの、48時間培養し

た後の脱窒光合成細菌の菌数は脱窒細菌の 20分の 1であった。一方、脱窒細菌の接種量を脱窒光合成細菌の

10000分の 1に減らすと、脱窒光合成細菌の生育量は大きくなり、48時間培養後には脱窒細菌の菌数を約 10

倍上回った。これらから脱窒光合成細菌を効率的に探索するためには明条件で培養し十分に脱窒細菌を減ら

したのち、暗・脱窒条件に変更して培養するというサイクルを繰り返すことが良いと考えられた。（松川、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. 海洋性光合成細菌に着目した嫌気的な安息香酸の生分解  

単環芳香族化合物の微生物による嫌気的な分解は、地球上に豊富に存在する植物遺体の物質循環および石

油由来成分による汚染除去に重要な過程である。安息香酸は多くの芳香族化合物分解の代謝中間物として知

られ、芳香族化合物分解の指標物質である。これまで嫌気的安息香酸分解は硫酸還元菌、硝酸還元菌や紅色

光合成細菌の一部で報告されているが、海洋環境における光依存的な分解は知られていない。 

東京湾岸の底泥を採取し、安息香酸を唯一の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。

継代培養を繰り返し、安息香酸を炭素源として増殖する培養系を得ることに成功した。培養液の吸収スペク

トルから紅色光合成細菌の存在が示唆された。また 16S rRNA 遺伝子を対象としたクローンライブラリー解

析から、主要構成種が３種検出され、それぞれ Marichromatium sp.、Shewanella sp.、Marinobacterium sp.に近

縁であると考えられた。分離培養の結果、これらに該当する３株を得ることができた。Marichromatium 属細

菌は紅色光合成細菌であり、その培養液の吸収スペクトルは元の培養系と一致した。分離した細菌はどれも

嫌気的な安息香酸分解能を示さなかった。しかし紅色光合成細菌Marichromatium sp.近縁株と他の二種を混合
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して培養したところ、光依存的に安息香酸を炭素源として利用することが確認できた。単独では分解できな

い安息香酸を、光合成細菌を軸としたこれら細菌の共同作用によって利用していると考えられる。（西谷、松

浦、春田） 

3-b. 河川における芳香族化合物の分解  

生物は一般に利用する栄養源に対して選択性を示し、より利用しやすい有機物を優先的に代謝することが

知られている。しかし河床のように有機物供給が少なく、またその供給量や有機物の種類が変動しやすい環

境でも、そのような生物が有利になっているのだろうか。本研究では、河床から分離した細菌を対象に有機

物の選択性を解析し、環境中での動態を考察した。 

これまでに当研究室で多摩川上流域の河床から分離した好気性芳香族化合物フェノール分解細菌３株を用

いて、前培養条件や培養基質の増殖に対する影響を評価した。培養基質としてグルコースとフェノールを共

添加した場合、前培養に用いた有機物に関わらず、グルコースの利用が先に始まり、遅れてフェノールの分

解も始まった。これまで知られている多くの細菌では、グルコースのようなエネルギー効率の良い基質が枯

渇するまで他の有機物の利用が起こらないといったように利用基質に対して厳密な制御が働いているが、本

研究で試験した河床由来の３株については共通してその厳密性は低かった。またグルコースのみを基質とし

たときに比べ、フェノール存在下ではグルコースの利用速度は減少しており、フェノールによるグルコース

の利用抑制が観察された。 

これらの結果から河床から分離したフェノール分解細菌はフェノールとグルコースを同時に代謝でき、利

用しやすい基質がある場合でも、効率の悪い基質も積極的に利用していると考えられる。基質に対して強い

選択性を示さず多様な有機物を利用するといった性質は、河川のように流動性の高い環境で、微量の栄養源

を獲得して生存するのに適しているのではないだろうか。（溝口、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。本研

究では、国内に自生するヤハズソウの根粒から細菌を分離し、複数の遺伝子塩基配列を解析して、その多様

性や分布に関する知見を得ることを目的とした。 

八王子市内から採取した 7個体のヤハズソウから 12個の根粒を、また千葉市内から採取した 2個体のヤハ

ズソウから 4個の根粒を得た。根粒は表面を殺菌した後、根粒内の細菌を定法により分離した。16S rRNA遺

伝子の配列から分離した 66株すべては、Bradyrhizobium属細菌と考えられた。中国国内に自生するヤハズソ

ウからは Bradyrhizobium 属を含む複数の属の根粒細菌が分離されたとする過去の報告とは異なっており、ヤ

ハズソウの分布域の拡大や土壌の違いを考える上で興味深い結果である。 

ついで、16S rRNA遺伝子と 23S rRNA遺伝子に挟まれた内部転写スペーサー（ITS）領域の塩基配列を決

定し、系統解析した。分離株は Bradyrhizobium japonicumに高い相同性を示す株と Bradyrhizobium elkaniiに高

い相同性を示す株に分けられた。系統樹を作成したが、系統分化と採取環境との明確な関連性は見出せなか

った。ダイズ等から分離されている Bradyrhizobium 属細菌の配列情報を加えて系統解析すると、ヤハズソウ

の根粒細菌に特異的と判断できる配列はなく、宿主植物を問わず各地から検出されている根粒菌の多様な遺

伝子型が今回調査した限られた地域の土壌に生育していると考えられた。（山本、春田、松浦） 
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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まなければならない。可溶性窒素濃度が低い環境における微

細藻類の生存戦略に興味がもたれる。高等植物では根に共生する根粒菌から窒素を獲得する系が知られてい

る。本研究では、窒素源を単独では獲得できない環境における微細藻類の生存性およびその機構を明らかに

することを目的とした。 

硝酸態窒素濃度の低い河川の礫を採取し、可溶性窒素成分を含まない培地を用い光合成独立栄養条件で集

積培養した。微細藻類の安定な生育が確認できた集積系を選択していった。得られた集積系から光合成生物

を分離しそれぞれの SSU rRNA遺伝子塩基配列を解析したところ、窒素固定能を有する Nostoc sp. KK-01に

近縁なシアノバクテリアのほかに、単細胞緑藻（Podohedriella falcata に近縁）と糸状緑藻（Chaetophora 

incrassataに近縁）が共存していると考えられた。得られた単細胞緑藻または糸状緑藻とシアノバクテリアを

混合培養すると、無窒素培地においても緑藻の増殖が確認できた。また混合培養実験の結果から、シアノバ

クテリアも緑藻による生育促進を受けていることが示唆されており、今後、両者の相互作用機構の解明に取

り組んでいく。（後藤、松浦、春田） 
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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）、土屋香織（D3）、武智玲奈（D2）、前田尚子（M2）、

白井衣里香（M1）、宮澤絵里（M1）、白井 剛（研究生）、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が、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 2009 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 

 昆虫類では、一般的にメスが多数回交尾を行うため、卵の受精をめぐって複数のオスの精子が競争する現

象がおこる（精子競争）。カワトンボ類では、そのリスクを下げるため、オスが交尾のときにメスが貯えてい

る精子をあらかじめ掻き出した後に自分の精子を渡す(精子置換)。しかし、オスの交尾器やメスの精子貯蔵

器官（交尾嚢と受精嚢）の形態はカワトンボ類の種ごとに違い、部分的にしか精子を掻き出せない種も知ら

れている。精子置換の研究はこれまで主にオスの交尾器の形態的進化の面から行われてきたが、今回、メス

の精子貯蔵器官の構造だけでなく、蛍光染色法を用いて精子の生存率を測定することによって、その機能に

ついても明らかにした。さらにメスの精子貯蔵器官とオスの精子掻き出し器官の機能的相互作用について、

野外で外科的手法を用いて調査した。その結果、カワトンボのメスでは、オスによる完全な精子の掻きだし

が不可能なほど一つの大きな交尾嚢が発達していた。一方、ミヤマカワトンボでは、完全な精子置換を防ぐ

ための器官として交尾嚢の奥にある Y 字状の受精嚢が発達していたが、オスはさらに左右非対称な交尾器の

発達により、片方の受精嚢の精子の掻きだしを可能にしていた(12,13)。 

日本には、Mnais 属のトンボ類として、ニホンカワトンボとアサヒナカワトンボの 2 種が生息する。しか

し、日本中の多くの個体の DNA 解析を行った結果、伊豆半島から神奈川県および山梨県南東部にかけて、こ

の地域に固有の塩基配列タイプをもつ個体群（伊豆個体群）が見いだされた。伊豆半島を中心とするこの地

域では、調査した ITS1 領域 223 塩基のうち 132 番目と 156 番目に変異があり、そこが TA となっているもの

がニホンカワトンボ、CA となっているものがアサヒナカワトンボ、TG となっているものが伊豆個体群であっ

た。これら 3 者は側所的分布を示す傾向があった。オス成虫の外部形態（頭幅、前翅長、縁紋長、縁紋幅）

および幼虫の尾鰓の形態は、伊豆個体群では中間的となり、かつ変異幅が大きい。伊豆個体群のこうした特

徴は、hybrid swarm と呼ばれる集団の特徴に良く一致する。hybrid swarm は、2種の交雑によって生まれた

個体が生き残り、それらの間で交配が繰り返されてできあがる集団である。形態的にはそれぞれの種の中間

的特徴を有し、変異幅が大きい。雑種個体に妊性があり、かつ戻し交配が避けられるような環境に長期的に

置かれると、それは元の種とは独自の進化をとげる。伊豆半島はかつて少し沖合の島として存在し、その後

半島が形成されたと考えられている。そこに一度ニホンカワトンボとアサヒナカワトンボの交雑個体が隔離

分布し、半島化とともにその分布域が北部に拡大したものが伊豆個体群ではないかと推定された(3)。 
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2）脊椎動物を対象にした研究 

アカネズミは海洋島である伊豆諸島にも生息しているが、いつ何処からどのようにして各島へ移入したの

かは明らかではない。伊豆諸島（大島、新島、神津島、三宅島）および本州（4 地点）のアカネズミ 8 集団

に関して、ミトコンドリア DNA の D-loop 領域約 300 塩基対に基づく集団遺伝学的解析を行った結果、三宅島

と新島ではそれぞれに独自のハプロタイプが得られ、大島でも固有のハプロタイプ群が得られた。一方、本

州側の 4 地点で得られたアカネズミでは、よく混ざり合った集団が形成されており、神津島の個体もこの本

州側の集団とほとんど区別できないことが示された。以上より、移入のイベントは各島独自で起こっており、

三宅島と新島では最も古い時代に、大島が次に古く、神津島には最近になって移入したことが示唆された(8)。 

生物の新しい環境への分布拡大の成否には、侵入先の生物・非生物的環境条件に加え、侵入種の生活史や

侵入プロセスが関係する。水などのマトリクスの流動に伴い移動する短命の生物では多数の個体の同時侵入

が、一方、個体の侵入が独立に起こる長寿の生物では個体の長期生存が必要となる。一般に動物の分布理論

では、生息地が有限な場合、優位個体による中心部の占有と劣位個体の周辺部への分散を仮定する。しかし、

後者の動物では分布拡大の最前線に競争力の高い個体が存在すると効率が良い。そこで分布拡大能力が高い

アカネズミの断片化された生息地での分散パターンをモデルに、動物の分布拡大と個体の質との関係性につ

いて解析を進めている。 

ガビチョウは近年関東地方で増加している移入鳥類(特定外来種)である。大きな声で特徴的なさえずりを

発することで知られている。これまでの調査から、ガビチョウのさえずりには (i) さえずる時間帯や期間が

長く、繁殖期以外にもさえずる、(ii) 音声構造が複雑で、他種のさえずりの模倣も含まれる、(iii) さえず

りの機能により構造が変化する、といった特徴が示唆されている。今年度はこれらの特徴を定量的に明らか

にするため、大学構内に生息する個体群を対象にさえずりの録音と解析を行った。 

 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、現在長期データの解析が行われている。 

 林床植物には有毒植物であると同時に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鳥などの種子散布者に知らしめる信号として使われていると考えら

れる。有毒性林床植物の果実食者は誰かという問題は植物側の繁殖戦略や植物と動物の相互作用について興

味ある問題を提供する。しかしそれらについての研究は意外と少ない。そこで、そのような林床植物の果実

食者（種子散布者）の探索が行なわれている。 

 小笠原諸島は近年世界遺産候補地と挙げられるなど、東京都の貴重な自然生態系を有する地域で、本研究

室でも長年にわたりこの地を調査対象地域とした様々な研究が行なわれてきている。太平洋地域に広く分布

するヘビメトカゲの一種オガサワラトカゲは小笠原諸島に生息する小笠原産固有種である。2002 年以来本種

の集団遺伝構造を調べてきたが、今年度、南硫黄島や南鳥島を含む小笠原諸島のほぼ全域をカバーする地域

個体群の遺伝解析結果が発表された。その結果、例えば、小笠原諸島各列島の集団は列島間で独自の複数の

ハプロタイプを持つ個体から構成された遺伝的に固有の地域集団であることなどが明らかになった(1)。また

小笠原に生息する移入種のグリーンアノールの分子系統解析による出自個体群の推定(2)、絶滅危惧種オガサ

ワラカワラヒワの母島における観察個体数の長期的動向の検討なども行なわれた(17)。 

 神奈川県山北町において1992年から1994年まで3シーズン、アズマヒキガエル（Bufo japonicus formosus）

の繁殖個体群の体サイズと年齢構成を調査した。繁殖個体の頭胴長には、有意な年次変動は検出できなかっ

た。オスは平均 125.8mm、メスは 134.2 mm で頭胴長に有意な性差が見られた。指骨に形成された年輪を用い

て年齢を推定したところ、繁殖個体の年齢は１～8歳であった。年輪の成長パターンより、オスは 1～4歳（平
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均 2.4 歳）、メスは 2～4 歳（平均 2.7 歳）で繁殖を始めると推定された。オスの方が性成熟が有意に早く、

この繁殖開始年齢の違いが体サイズの性的二形の大きな原因であると考えられた(4)。 

IC レコーダーを用いてカエル類の繁殖活動モニタリングと繁殖活動と環境要因との関係が調べられてい

る。繁殖期にカエル類のオスが鳴き声を使用するのを利用し、IC レコーダーで自動録音した音声データを使

用して解析されている。現在、音声活動に影響を与える環境要因として気温や降雨量、風力などの気象条件

をとりあげているが、今後は飛行機の通過音、救急車両のサイレンなどの人工音などの有無による影響調査

も予定されている。 
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植物生態学研究室  
 
1. 構成 
可知直毅、鈴木準一郎、古川武文(D4)、中田望（D4）、萩原陽介（D2）、張替鷹介（M2）、松嶋麻由子（M2）、

水谷紘菜（M2）、鈴木乾也（M1）、角田智詞（M1）、松井萠恵（M1）、五十嵐嶺之（卒研生）、 

間島翔（卒研生）、山根理紗子（卒研生）中村敏枝（研究生）、畑憲治（客員研究員、9月より特任研究員）、

鈴木智之（客員研究員）、 

 

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://www.biol.se.tmu.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）クズを用いた屋上緑化を例題とする環境教育プログラムの開発  
 学校教育では総合的な学習の時間等を利用して環境教育が行なわれており、その題材の一つに屋上緑化が

ある。しかし、そこでは外来種の芝やセダムが多用されており、在来生態系保全の観点から再考が必要であ

る。また、高校生向けの環境教育プログラムは例が少ない。そこで、本研究では、在来種のクズ（Pueraria lobata）

を材料とする屋上緑化を例題に、高等学校での総合学習の題材となる環境教育プログラムを開発した。 

 6 回分の授業に相当する教材を作成した。授業毎に一つのテーマを設定し、それに関連する複数の課題を

も提示した。また教師用の授業展開シートと生徒配布シートを指導案の様式で作成した。 

 このプログラムでは、多種多様な環境問題を生徒が自発的に学び、環境保全の重要性を理解するとともに、

植物の生物学的特性や栽培手法も学習できる。また、教員に向けては、多角的な視点からの環境教育の重要

性を訴えている。（五十嵐嶺之・卒業研究） 

２）オオムギとクサヨシの種間競争に地下部の浸水の深さと期間が与える影響の検討  
 生物体の一部または全体を破壊する外力である攪乱は、生物間の相互作用を変化させる要因のひとつであ

る。水は資源である一方で、攪乱要因ともなりうる。そこで「攪乱の大きさによって、耐湿性の異なる２種

間の競争は変化する」という仮説を栽培実験により検討した。 

 クサヨシ（Phalaris arundinacea）とオオムギ（Hordeum vulgare）を単植と混植で栽培し、浸水の２つの深

さ（浅い・深い）と２つの浸水期間（長い・短い）を設定した。クサヨシの収量は浸水が深いと大きく、オ

オムギの収量は浸水期間が長く深さが浅いと大きかった。またクサヨシの地下部への物質分配は、浸水期間

が短いと競争がない時に大きく、浸水期間が長いと競争があるときに大きかった。オオムギの地下部への物

質分配は、浸水の期間の長さや深さにかかわらず、競争がない方が大きかった。以上から、クサヨシ・オオ

ムギの成長と競争は浸水条件によって変化することが示された。（間島翔・卒業研究） 
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３）土壌中の物理的障害物のサイズ・形がホソムギの個体成長に与える影響  
  土壌中の石などの物理的障害物の存在は、植物成長に影響を与えると考えられ、一定量の石等の存在は

植物の成長を増大させると言われている。また障害物のサイズや形も影響すると予想される。そこで「物理

的障害物のサイズと形は植物の成長に影響を与える」という仮説を、ホソムギ（Lolium perenne）を用い栽培

実験により検討した。 

 実験条件として、障害物のサイズ、形、栄養塩濃度の 3 要因を設定した。障害物のサイズの効果は認めら

れなかった。しかし、形の効果は有意に認められ、障害物の形が平面状の場合に、球状ときよりも地下部へ

の物質分配が減少した。また、根の分枝数は貧栄養条件下で、障害物が平面状の時に多くなる傾向が認めら

れた。以上より、植物が遭遇する障害物が平面状だと、栄養塩獲得効率が向上し、より少ない地下部への物

質分配によって同じ程度のバイオマスの地上部を維持できると考えられた。（山根理紗子・卒業研究） 

４）クローナル植物 Glechoma hederaceaの成長に水，栄養塩および光の空間分布が及ぼす影
響の実験生態学的解析  
 水や栄養塩、光などの資源分布の不均質性がクローナル植物の成長にもたらす影響が注目されている。し

かし、それら資源分布の影響を同時に評価した研究はこれまで行なわれていないため、カキドオシ(Glechoma 

hederacea)を用いた栽培実験で検討した。 

 まず、水と栄養塩の分布の効果を同時に評価した。その結果、資源が不均質に分布するときに収量が大き

い傾向があった。また水と栄養塩が同時に不均質に分布する場合でも、水と栄養塩が異なる場所で豊富な場

合よりも両資源が同所的に存在する場合に収量が高くなった。これは、潜在的に利用できる資源の総量が同

じであっても、複数の資源が同所的に存在することで効率的な資源吸収が可能となることを示唆している。 

 また、水、栄養塩、光の３資源を操作し、それぞれの組み合わせの影響を調べた。その結果、資源分布様

式によって植物の収量に違いが見られた。各資源分布の影響は独立でなく、相互に影響を与えていることが

分かった。さらに、両実験で地下資源が乏しい場で根量が増える反応が見られた。これはこれまでの知見と

異なる結果であり、複数の資源を操作した条件下では異なる反応が現れる可能性を示唆する。（張替鷹介・修

士論文） 

５）栄養塩の空間分布様式がクローナル植物カキドオシの個体間相互作用に与える影響  
 野外では、栄養塩など植物の資源は空間的に不均質なパッチ状に分布している。また、植物が利用できる

資源の総量に加え、栄養塩分布の不均質性や栄養塩パッチのスケール、パッチ間のコントラストが植物の成

長に影響を与えることが知られている。しかし、そのような栄養塩分布様式がクローナル植物の競争に及ぼ

す影響に関する知見はない。そこで、栄養塩分布様式がクローナル植物の個体間相互作用に影響を与えると

いう仮説を検討するため、葉の斑により外見から区分できるカキドオシ２個体を用いた栽培実験を行った。 

 異なる栄養塩分布の栽培容器に各個体の親ラメットを移植し一定期間ビニールハウス内で栽培した後に刈

り取り植物体の重量を測定した。実験の結果、容器あたりの収量は資源が均質に分布する条件で有意に大き

く、競争の強さは資源が不均質に分布する条件で小さかった。パッチスケールとコントラストは 2 個体の競

争関係に影響を及ぼし、斑なし個体重はパッチスケールに、斑あり個体重はコントラストによって変化した。

栄養塩量は資源が不均質に分布する条件での競争関係に影響を及ぼさなかった。 

 以上より、栄養塩分布の不均質性と、不均質性のスケール、コントラストがカキドオシの種内競争に影響

することが明らかになった。さらに、遺伝的個体によって反応する不均質性のパターンが異なることが示さ

れた。（松嶋麻由子・修士論文） 
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６）植物の近隣個体間でみられる自己・非自己認識の仕組みと影響の実験生態学的検討  
 近年、近隣に生育する個体が自らと遺伝的に同じか否かを識別する自己・非自己認識能力を有し、成長を

変化させる植物が報告された。この認識は資源をめぐる競争に影響を与える要因として考えられる。本研究

では、自己・非自己認識の機構と競争に及ぼす影響を検討するため、ナスを用いた栽培実験を行った。 

 隣接する２個体間の地上部を接木により交換し、隣の個体の地上部が自らの根と遺伝的に同一になるよう

な処理を設け、交換しなかった場合と比較した。収量と物質分配には差はなかったが、交換した処理では２

個体の重量差が小さくなった。また、２個体間の間に仕切りを設けた栽培実験においては、上記の結果は根

が接触する場合のみで生じた。この結果から、自己・非自己認識の機構には地上部と根の接触が関与し、個

体全体で制御されることが示唆された。また、遺伝的に同一だと識別した場合に２個体の重量差が小さくな

ったことから、自己の認識が競争の緩和に関与する可能性が考えられる。（水谷紘菜・修士論文） 

７）縞枯林における森林構造の分散要因の時系列に伴う変化  
 森林の構造は、台風などの撹乱によって破壊され、再び成熟した森林へと発達して行く過程で大きく変化

する。一方、同じときに撹乱を受けた場所でも、その構造は大きくばらつく。このような森林構造の時間的

変化と空間的ばらつきを明らかにすることが、森林の動態の複雑性を理解する上で重要である。 

 この研究では、発達段階の異なる森林を同時に観察できる北八ヶ岳の縞枯れ林において、異なる３つの発

達段階で複数の調査区を設け、森林構造のばらつきが発達段階によってどのように変わるかを明らかにした。

ベイズ統計的手法による解析の結果、森林構造は異なるスケール（連続する同齢の林分内と異なる同齢の林

分間）で階層的にばらつき、かつそのばらつき方は発達段階に伴い変化していた。この研究は、ばらつきの

階層性を明示して、森林発達に伴う森林構造のばらつきの大きさの動態を明らかにした初めての研究である。

(鈴木智之・原著論文) 

８）父島の外来木本種モクマオウが優占する森林に林床における在来植物の群集構造  
 小笠原諸島において、外来木本種であるモクマオウが優占する林分と在来種が優占する林分の比較を行な

った。モクマオウが優占する林分の林床における在来木本種の定着・リターの堆積・種子散布の現状を定量

的な情報に基づいて把握するために、林床における在来木本種の種構成、リターの堆積量、種子散布量につ

いて、モクマオウが優占する林分とモクマオウが優占していない林分の間で比較した。その結果、モクマオ

ウが優占する林分では在来木本種の稚樹が欠如しており、その要因として在来木本種の種子散布による加入

の欠如やリターの堆積による在来木本種の種子の発芽、実生の成長の阻害などが考えられることが示唆され

た。(畑憲治・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://www.biol.se.tmu.ac.jp/plantecol/)に

紹介されている。 

 

3. 各種活動 
 
・ 2009 年 4 月 19 日に開催された第 97 回日本医学物理学会学術大会学術交流セミナーで可知が講師を務め

た。 

・ 2009 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展示を行った（タイトル：植物

のフシギ～試験に出ない Ecology～）。 

・ 2009年 9月 30日~10月 15日に、角田らが、首都大学南大沢キャンパス緑地にて、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、緑地観察会を、青少年相談
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センター中学生支援教室「大地」を対象に実施した。観察会に先立って事前授業も行なった。 

 

・ 2009 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展示を行った（タ

イトル：植物のフシギ～試験に出ない Ecology～）。 

・ 2009年 11月 6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「外

来木本種モクマオウが小笠原固有の木本種の定着に及ぼす影響」、萩原・可知・鈴木準一郎「水分供給の時間

的不均一性が植物成長におよぼす影響の種間比較」、張替・可知・鈴木準一郎「栄養塩と水が空間的に不均質

に分布する環境におけるクローナル植物カキドオシの成長」、 鈴木乾也・可知・鈴木準一郎「根への攪乱が

浮水植物群集の種構成に及ぼす影響の実験生態学的検討」、角田・可知・鈴木準一郎「植物と地下部植食者の

種間相互作用に対する土壌栄養塩の間接的効果」、松井・可知・鈴木準一郎「栄養塩パッチの出現が植物の成

長に及ぼす影響は、植物の生育段階により異なるか？」のポスター発表を行った。 

・ 2009年 11月 24日~12月 19日に、角田らが、首都大学南大沢キャンパス緑地にて、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、緑地観察会『生物多様性研

究の最前線』を、都立国立高校・都立立川高校・都立富士高校の生物科学に興味を持つ有志の生徒を対象に

実施した。観察会に先立って国立高校において事前授業も行なった。 

・ 2009 年 12 月 19 日に開催された一般公開シンポジウム「南の島のエイリアン：小笠原・沖縄の外来種管

理」で可知が講演した。 

・ 2010年 2月 27日に、日本生態学会関東地区会（可知・林）と生命科学専攻大学院 GPとの共催で「第 30 

回（2010 年）関東地区会生態学関係修士論文発表会」を主催した。 

・ 2010年 3月 4日に、父島において小笠原研究委員会（可知）が東京都小笠原支庁とともに公開講演会「エ

コツーリズムと小笠原の植物研究最前線」を主催した。 

・ 2010年 3月 5日に、母島において小笠原研究委員会（可知）が母島観光協会とともに 2009年度小笠原関

係修士論文報告会「小笠原の植物研究最前線」を主催した。 

・ 2010年 3月 14日に、国際交流会館において可知が島嶼共生系学際研究環第２回ワークショップを主催し

た。 

 

 

4. 研究発表 
誌上発表  

Kagaya, M., Tani, T. & Kachi, N. (2009) Variation in flowering size and age of a facultative biennial species Aster 

kantoensis (Compositae) in response to nutrient availability. American Journal of Botany 96: 1808-1813 

Suzuki, S. N., Kachi, N. & Suzuki, J-I. (2009) Changes in variance components of forest structure along a 

chronosequence in a wave-regenerated forest. Ecological Research 24: 1371-1380 

Hata, K., Kato, H. & Kachi, N. (2009) Community structure of saplings of native woody species under forests 

dominated by an alien woody species, Casuarina equisetifolia, on Chichijima Island. Ogasawara Research 34: 33-50 

Suzuki, R. O., Numata, S., Okuda, T., Nur Supardi MD Noor & Kachi, N.(2009) Growth strategies differentiate the 

spatial patterns of 11 dipterocarp species coexisting in a Malaysian tropical rain forest. Journal of Plant Research 122: 

81-93 

尾見康博・文野 洋・可知直毅 (2009) 子どもたちが地域の自然環境を知る方法：小笠原の子どもたちの学

び方. 野外文化教育 7: 31-41 
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その他の出版物  

畑 憲治・可知直毅 (2009) 小笠原諸島における野生化ヤギ排除後の外来木本植物ギンネムの侵入. 地球環境

研究 14: 65-72  

可知直毅 (2009) 序文：小笠原における外来種対策とその生態系影響. 地球環境研究 14: 1 国際環境研究協会 

可知直毅 (2009) 生物 II（高等学校理科用教科書）東京書籍 

 

国際学会での発表  

Suzuki, S. N., Kachi, N., Suzuki, J-I. (2009) Changes in variance components of forest structure along a 

chronosequence in a wave-regenerated forest. 10th International Congress of Ecology (Brisbane, Australia) 

Ohbayashi, T., Takeuchi, K., Ohochi, U., Sato, H., Ono, T., Chiba, S. & Kachi, N. (2009) “DEEP IMPACT” on 

biodiversity: The invasion of a land snail predator (flatworm), Platydemus manokwari on Chichijima Island in the 

Ogasawara (Bonin) Islands, Japan. International Biodiversity Day Symposium (Tokyo) 

 

その他、日本生態学会第 56回大会（東京）などで計 16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://www.biol.se.tmu.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（M2）、新倉和宏（M2）、久保田宏（M1）、大里沙羅（卒研

生）、佐藤俊一（卒研生）、佐藤俊介（卒研生）、付 新華（客員研究員、９月まで） 

 

2. 研究紹介  

本研究室は動物の中で最も種類数が多く、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、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）、アリ類、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。本年度は、オキナワオオミズスマシ Dineutus 

mellyi（ミズスマシ科）、アオオサムシ Carabus insulicola（オサムシ科）、およびオオイチモジシマゲンゴ

ロウ Hydaticus pacificus（ゲンゴロウ科）について、主に胚の外部形態の変化を詳細に観察し、記載した。

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

属するガムシ Hydrophilus acuminatus（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。 

オキナワオオミズスマシとヘビトンボの幼虫は、ともに腹部体節に長い気管鰓をもつが、胚発生の比較か

ら両者の気管鰓は同じ様式で形成されることがわかり、相同な構造であることが強く示唆された。しかし、

これらの気管鰓は、従来言われているような胸脚と相同な構造ではないことが、発生過程の観察から明らか

になった。また、興味深いことに、オキナワオオミズスマシの卵には、ヘビトンボの卵門突起と似た卵門突

起があることが確認された。（小松・小林） 

さらに、陸生のアオオサムシでは、発生中期の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。

（新倉・小林） 

多食亜目のガムシの幼虫は水生で、その右側の大顎は長く、左側は短い。この非対称性は、本種の主要な

餌となる右巻きの貝を効率良く捕食するために進化したことが、実験的に示されているが、非対称性の発生

プロセスは明らかではない。そこで、本種の胚における大顎の形態変化を詳細に調べたところ、発生中期の

比較的早い時期から、左右の大顎の形態に差が生じることが確認された。（佐藤俊一・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。昨年度までの研究
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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、日本産ベニボタル科の 13 属 26 種について、走査型電

子顕微鏡観察により、触角感覚子の形態、種類、およびその分布を明らかにした。その結果、次の７種類の

感覚子を確認した。それらは、毛状感覚子（type I～IV）、有孔長毛状感覚子、無孔長毛状感覚子 I、無孔長

毛状感覚子 II（typeα、β、γ）、円錐状感覚子、鐘状感覚子、窩状感覚子である。この内、毛状感覚子と

無孔長毛状感覚子 II 以外の５種類の感覚子は、観察した全ての種で確認された。毛状感覚子の type II～IV

および無孔長毛状感覚子 II の typeα、β、γの分布は種および雌雄間で異なり、これはフェロモンを用い

たコミュニケーションなどに関わっていることが推定された。（林） 

このベニボタル科については、面河山岳博物館と愛媛大学ミュージアムに収蔵されている標本の調査、お

よび過去の文献上の記録を整理することにより、四国の石槌山系から 19 属 35 種のベニボタル科甲虫の分布

を確認し、分布記録としてまとめた。また、日本産ベニボタル科について属までの検索表と作成した。（林、

矢野真志（面河山岳博物館）） 

２）膜翅目昆虫の生物多様性に関する研究 

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

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多数の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集積した。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過程

を推定し，社会性の進化と形態・行動形質との関連について論じた。（清水） 

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） 

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. の行動に関する調査研究を行った。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。また、本亜属の労働寄生行動に関連した形態形質の特殊化も

明らかにした。（清水） 

D）ナミヒメクモバチ Auplopus carbonarius 日本生息集団の遺伝的、形態的解析：分類の困難であったナ

ミヒメクモバチ種群の日本各地の個体について、ミトコンドリア DNA の COI 領域を解析した結果、従来分類

学的に認められてきたシロハ型とクロハ型の２系統に分かれることがわかった。また，両型個体の多数の形

態形質を測定し、主成分分析を行った結果、それぞれの型は形態的に別集団を形成することがわかった。さ

らに、両型個体の日本における分布を調べたところ、両型は少なくとも本州で同所的に分布することもわか

った。以上のことから、シロハ型とクロハ型は種レベルにまで分化している可能性が示唆された。（大里・清

水） 

E）クモバチ科の触角感覚子の比較形態学的研究：クモバチ科の様々な属種の触角感覚子を、走査型電子顕

微鏡（SEM）を用いて観察し、それらの種類，形態，分布などを明らかにした。「追い剥ぎ－托卵型」の労働寄

生性を示すヤドリクモバチ亜科のメス，オスと、他のすべての亜科のオスは、円錐状感覚子 A を持たず、触

覚毛のみを持ち、一方、ヤドリクモバチ亜科以外のすべての亜科のメスは、触覚毛をもたず、円錐状感覚子

A を持つことがわかった。クモバチ科に近縁とされるコツチバチ科やアリバチ科（外群）のメスも円錐状感

覚子 Aを持つことから、ヤドリクモバチ亜科のメスが進化史上、新たに触覚毛を獲得したことが示唆された。

また、これらの感覚子の科内分布から、円錐状感覚子 A は獲物（各種クモ類）の探索に、触覚毛はクモバチ

科のメスの探索に関与することが推測された。また、「空き巣狙い－托卵型」の労働寄生性種であるツヤムネ

ジワクモバチ（ムカシクモバチ亜科）やヒゲブトクモバチ（ナミクモバチ亜科）のメスの触角に円錐状感覚
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子 A が特に高密度に分布することから、この感覚子が寄主の巣内に蓄えられた獲物の探索に関与することが

推定された。（佐藤俊介・清水） 

F）アリ科の頭部幕状骨（内骨格）の比較形態学的研究：アリ科やその近縁群の各種で幕状骨の微細構造を

比較し、アリ科に特有の構造を明らかにした。また、ハリアリ亜科の一部で見られる竜骨の欠如や、ヤマア

リ群の一部で見られる幕状骨背腕部の欠如の進化過程を、既存の系統仮説に基づいて推定した。（久保田） 

３） 鱗翅目昆虫の系統分類学的研究 

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

類で最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 遺伝子の塩基配列データを得た。また系統樹の末端部の信頼性を高めるため、林文

男博士の協力を得て、ミトコンドリアの CO1 の塩基配列の解析も行った。これらの新たな配列データの導入

により、上記の５グループの単系統性および系統関係について再検討している。（小林・林文男（動物生態）・

鈴木浩文（オリンパス）・宇津木望（東大）・橋本里志（名古屋市）・G. W. Gibbs（Victoria 大学）・D. C. Lees

（イギリス）） 

 

3. 研究発表  

誌上発表  

1. Hashimoto, N. & Kobayashi, Y. 2009: Morphology of sternum V glands in the three caddisfly species, Stenopsyche 

marmorata, Eubasilissa regina, and Nemotaulius admorsus (Insecta: Trichoptera). Entomological Science, 12: 

298-307. 

2. 林太朗・矢野真志, 2010: 石槌山系のベニボタル科（コウチュウ目）, 付・日本産ベニボタル科の属までの

絵解き検索. 面河山岳博物館研究報告, 4: 1-13. 

3. Niikura, K., Kobayashi, Y., Hirasawa, K. & Inoda, T. 2009: A preliminary note on the embryonic development of a 

Diving Beetle, Hydaticus pacificus Aubé, (Insecta: Coleoptera, Dytiscidae). Proceedings of Arthropodan 

Embryological Society of Japan, 44: 41-43. 
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の系統学的意義. 日本昆虫学会第 69回大会（津） 

6. 清水晃・高橋秀男・新津修平・大里沙羅, 2009: ウグイスカグラヒメハナバチ（ハナバチ上科：ヒメハナバ

チ科）の訪花行動と形態適応. 日本昆虫学会第 69回大会（津） 

その他の出版物 

7. 清水 晃, 2009: クモバチ（ベッコウバチ）科における捕食寄生．昆虫と自然 44: 20–24． 
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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)、岩崎貴也(D3)、大槻 涼(D2)、常木静河(D1)、

須貝杏子(M2)、山本 薫(M2)、山田香菜子(M1)、渋谷大樹(M1)、中路真嘉(M1)、下川悟史(卒研生)、須藤昌俊

(卒研生)、戸野昌喬(卒研生)、山本智恵美(卒研生)、湯本真由美(卒研生)、加藤朗子(研究生)、常 朝陽（外

国人客員研究員） 

 

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 の塩基配列情報を最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。シダ植物のゼンマイ類については、渓流沿いに生育するヤシャ

ゼンマイのもつ環境適応的な細葉の遺伝的背景を探る研究も行った。一方、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（シギゾウムシ類など）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（村上）。 

 被子植物を対象とした分類・系統学的研究、ならびに花形態や性表現の多様性と送粉昆虫との関連、その

進化に関する研究を進めた。特に南西諸島のカンアオイ属植物については、奄美群島域内での分化と地理的

分布との関連を探る研究を積極的進めた（菅原）。 

 ツリバナという温帯林の普通種について東日本における種内遺伝構造を詳細に調べたところ、日本海側集

団と太平洋側集団は葉緑体 DNA、核 DNA の両方で強く遺伝的に分化していることが分かった。これは最終氷

期に日本列島の温帯林が日本海側と太平洋側に分断化されていたことに起因すると思われる。また、日本海

側から太平洋側への片方向の遺伝子流動や、気候の違いによる遺伝的障壁の存在も示唆され、それが東日本

全体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）。 

クスノキ科クロモジ属に属するダンコウバイについて葉緑体 DNA の遺伝構造を調べた。その結果、中～低

頻度ハプロタイプには東日本、近畿、中国四国、九州と四つの明瞭な遺伝構造が見られたことから、それぞ

れは異なる歴史過程を経てきたことが示唆された。またダンコウバイと近縁種との間に浸透交雑が起こって

いないかを葉緑体 DNA を用いて調べた結果、浸透交雑は起こっていないことが確認できた (戸野) 。 

 

２）種分化・多様性に関する研究 
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 日本産ハナガサノキ属やボチョウジ属諸種における性表現多様性の実態について調査し、その進化プロセ

スや要因を考察した。また小笠原固有種オオシラタマカズラの繁殖特性、特に不和合性の有無や野外での結

果・結実率について調査した（菅原、湯本）。 

 カエデ属ハナノキ節植物（ハナノキ、アメリカハナノキ、ギンヨウカエデ）の種内変異および種間での遺

伝的分化状況を把握した。葉緑体 DNA の遺伝子間領域を解析した結果、ハナノキからは 2 種類のハプロタイ

プが検出され、他の 2種と遺伝的に大きく分化していた。一方、アメリカハナノキからは 19 のハプロタイプ

が検出され、強い地理的構造が認められた。ギンヨウカエデは、アメリカハナノキと分布域が大きく重複す

るにもかかわらず、ハプロタイプ数が 7 と少なく、かつアメリカハナノキと 5 種類のハプロタイプを共有し

ていることが明らかにされた（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、伊豆諸島の維管束植物相調査を

開始した。また、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、HP（http://wwwmakdb.shizen.metro-u.ac.jp/makino/home.php）で公開している

（加藤英）。 

 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、マイクロサテライトマーカーを用いた集団遺伝学的解析を行った（常木）。 

 小笠原に植栽されているセンダンを用いて、小笠原と他地域のセンダンを比較した。その結果、小笠原の

センダンは他地域のものとは遺伝的にも形態的にも分化しており、また両者の間には生殖的隔離機構が成立

している可能性が強く示唆された（須貝）。 

 シダ植物の無配生殖種が、減数したうえで近縁な有性生殖種と交雑するという交雑サイクル仮説を検証す

るために、ベニシダ類の 2 倍体有性生殖型と 3 倍体無配生殖型を材料にして、これら両生殖型の集団の細胞

学的・遺伝学的解析および人工交配実験を行った。神奈川県神武寺と伊豆大島における混生集団の解析から

は、交雑サイクルが自然界で起こっているときに期待される状況が観察された。また、人工交配実験の結果、

両生殖型が交雑することが示された（山本薫）。 

 花形質(形状や色、向きなど)の多様性に富むスイカズラ属植物の分子系統樹を構築し、花筒長と花の相称

性の２形質の変化について考察した。また、花形態が異なるスイカズラ属 5 種について、訪花昆虫相に違い

があるのか調査した結果、特定の昆虫が訪花する花を持つ種と、さまざまな昆虫が訪花する種の 2 つのタイ

プの傾向が見られた（中路）。 

 関東近郊のカンアオイ属植物について、その送粉様式を解明するため、訪花生物の調査を行った。また、

カンアオイ属植物の繁殖に対して訪花生物がどの程度貢献するのかを評価するため、結果・結実率の調査開

開始した（澁谷）。 

 タニウツギ属植物における分子系統学的研究と花弁で起こる花色変化のメカニズムについて研究を行った。

その結果、花弁の花色変化はアントシアニン（特に cyanidin3-O-galactosid）量の増加が原因であると考え

られる（下川）。 

 

3. 研究発表 
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H., Boufford, D. E. and N. Murakami. (2009) Adaptive evolution of rbcL in Conocephalum (Hepaticae, 

bryophytes). Gene 441: 169-175. 

Nishide, M., K. Saito, H. Kato and T. Sugawara (2009) Functional androdioecy in Morinda umbellata 

subsp. boninensis (Rubiaceae), endemic to the Bonin (Ogasawara) Islands.  Acta Phytotaxonomica 

et Geobotanica 60: 61-70.  

Saeki, I. (2010) Juvenile sprouting ability of the endangered maple, Acer pycnanthum. Landsc. Ecol. 

Eng. 6: 1-9 

Saeki, I. and N. Murakami. (2009) Chloroplast DNA phylogeography of the endangered Japanese red maple 
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青木京子・上野真義・津村義彦・加藤 真・村上哲明（2010）表皮組織および EST-SSR 多型解析からみたシイ

の遺伝的分化.日本植物分類学会第 9回大会（愛知） 

岩崎貴也（2009）植物系統地理から生態学へのアプローチ．日本生態学会関東地区会シンポジウム（東京） 

岩崎貴也・瀬尾明弘・村上哲明（2009）ツリバナにおける日本海側-太平洋側の遺伝的分化 ～葉緑体 DNA

と核 SSR マーカーの比較～.日本植物学会第 73 回大会（山形） 

岩崎貴也・戸野昌喬・瀬尾明弘・村上哲明（2010）国境の長いトンネルを抜けると雪国はプロタイプなのか

～三国峠におけるツリバナの種内遺伝構造について～.日本植物分類学会第 9回大会（愛知）［口頭発表

賞受賞］ 

大槻涼・佐藤博俊・村上哲明（2010）pgiC 遺伝子の分離に基づくヤブソテツ類の同祖染色体対合の頻度.日

本植物分類学会第 9回大会（愛知） 

大槻涼・佐藤康・村上哲明（2009）イズヤブソテツについて.日本植物学会第 73 回大会（山形） 

角川（谷田辺）洋子・堤千絵・常木静河・平山裕美子・篠原渉・村上哲明・加藤雅啓（2010）ゼンマイ類に

おける連鎖地図と細葉形質に関する相関解析.日本植物分類学会第 9回大会（愛知） 

佐伯いく代 (2010) 生物多様性保全のための生態系管理 －世界に一つだけの場所を失わないために－ ア

ジア視点の国際生態リスクマネジメント公開シンポジウム．横浜国立大学（神奈川） 

佐伯いく代・Chris W. Dick・Burton V. Barnes・村上哲明 (2010)  カエデ属ハナノキ節植物の比較系統地

理： 隔離分布、気候変動、およびハビタットの違いが与えるインパクト．日本生態学会（東京） 

佐伯いく代・村上哲明（2009）遺伝的多様性を守るための保全単位（CU）の設定：希少樹種ハナノキを例と

して．日本景観生態学会（新潟） 

佐伯いく代・村上哲明（2010）エコロジカルニッチモデリングを用いた分子系統地理情報の解析-カエデ属ハ

ナノキ節植物を例として-.日本植物分類学会第 9回大会（愛知） 

佐伯いく代・村上哲明・C.W.Dick・B.V.Barnes (2009)日本と北アメリカに隔離分布するハナノキ節植物（カ

エデ属）の比較系統地理.種生物学会第 41 回シンポジウム（八王子） 

下川悟史・岩科司・村上哲明（2010）タニウツギ属植物における花色変化の色素分析と分子系統解析.日本植

物分類学会第 9回大会（愛知） 

須貝杏子・加藤朗子・村上哲明・加藤英寿（2010）小笠原小笠原産固有種オオハマギキョウの網羅的遺伝解

析.日本生態学会第 57 回大会（東京） 

須貝杏子・森啓悟・村上哲明・加藤英寿（2010）植栽による攪乱の検討～小笠原諸島父島のセンダンにおけ

る事例～.日本植物分類学会第 9回大会（愛知） 

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種内レベルの遺伝的攪乱の

検討.日本緑化工学会第 40 回大会（淡路）［ポスター賞受賞］ 

須貝杏子・森啓悟・村上哲明・加藤英寿（2009）遺伝的攪乱の検討から明らかになったこと～小笠原の自生/

植栽センダンを用いて～.種生物学会第 41 回シンポジウム（八王子） 

須貝杏子・森啓悟（首都大・理工）・村上哲明・加藤英寿（2009）小笠原諸島におけるセンダンの種分化の可

能性と遺伝的攪乱の検討.日本植物学会第 73 回大会（山形） 

菅原敬・小早川三輪・西出真人・清水晃（2009）ハナガサノキ（アカネ科）2 亜種の性表現と送粉様式の比

較．日本植物学会第 73 回大会（山形）． 

菅原敬・渡邊謙太・湯本真由美・常木静河（2010）日本産ボチョウジ属（アカネ科）植物における繁殖様式

の多様化．日本植物分類学会第 9回大会（愛知）． 
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瀬尾明弘・村上哲明・湯本貴和（2010）分子情報を用いて明らかとなった日本列島における生物集団の遺伝

構造とその変遷.日本植物分類学会第 9回大会（愛知） 

常木静河・村上哲明・加藤英寿（2009）小笠原産タブノキ属植物の適応放散的種分化について.種生物学会第

41 回シンポジウム（八王子） 

常木静河・村上哲明・加藤英寿（2010）小笠原産タブノキ属植物における生態的種分化の検討.日本植物分類

学会第 9回大会（愛知） 

戸野昌喬・岩崎貴也・瀬尾明弘・村上哲明（2010）ダンコウバイ（クスノキ科）の植物地理学的研究.日本植

物分類学会第 9回大会（愛知） 

中路真嘉・菅原敬（2010）スイカズラ属(Lonicera)植物の送粉様式について. 日本生態学会第 57 回大会（東

京） 

中路真嘉・菅原敬（2010）日本産スイカズラ属植物の花形態と訪花昆虫との関連性. 日本植物分類学会第 9

回大会(愛知) ［ポスター賞受賞］ 

村上哲明（2009）進化・多様性研究の材料としてのシダ植物の特性とおもしろさ.種生物学会第 41 回シンポ

ジウム（八王子） 

山田香菜子・角川（谷田辺）洋子・加藤朗子・加藤英寿・村上哲明（2009）小笠原産ヤエヤマオオタニワタ

リは琉球産のものと別種か？.日本植物学会第 73 回大会（山形） 

山本薫・大槻涼・海老原淳・林蘇娟・角川（谷田辺）洋子・村上哲明（2009）ベニシダ類の無配生殖型と有

性生殖型が混生する伊豆大島集団の解析.日本植物学会第 73 回大会（山形） 

山本薫・大槻涼・角川（谷田辺）洋子・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

型と有性生殖型との交雑.種生物学会第 41 回シンポジウム（八王子） 

山本薫・小川信正・大槻涼・中路真嘉・加藤英寿・菅原敬・村上哲明（2010）伊豆大島における有性生殖型

ハチジョウベニシダと無配生殖型ベニシダ類の分布.日本植物分類学会第 9回大会（愛知） 

山本薫・角川（谷田辺）洋子・海老原淳・林蘇娟・村上哲明（2010）3 倍体無配生殖型ベニシダと 2 倍体有

性生殖型ハチジョウベニシダの人工交配実験.日本植物分類学会第 9回大会（愛知） 

 

その他 

岩崎貴也・村上哲明（2009）植物の系統地理学的アプローチから：日本列島の温帯林構成樹種についての分

子植物地理学的研究．（日本生態学会関東地区会会報）58: 14-17 

若松昭秀・釜谷美則・菅原 敬（2009）加住南丘陵におけるカンアオイ属の分布と植生．工学院大学研究報

告第 107 号：9-16． 

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 32:11-26． 

加藤英寿（2009）「2007 年南硫黄島自然環境調査」（60 分映像）．［京都大学総合博物館学術映像コンペティシ

ョン入選］ 
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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、辻浩史 (筑波大院、人間総合科学研究科 D２)、團彩帆 (東

京理科大大学院、理工学研究科 M1)、小室文明 (東京理科大、理工学部 4年)、熊田誠 (東京理科大、理工学

部 4年)、森啓 (客員研究員, 大阪市立大教授)、久永眞市 (客員研究員, 首都大学東京教授) 

 

2. 研究紹介 
 当研究室では認知症や筋萎縮性側索硬化症(ALS)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）認知症 , ALSの原因分子 TDP-43の細胞内蓄積モデルの構築  
 ALS や前頭側頭葉変性症患者の脳脊髄における TDP-43 蓄積を再現する培養細胞モデルを構築した(野中, 

長谷川)。またその細胞モデルを用いて TDP-43の蓄積を抑制する化合物を見出した(山下, 野中, 長谷川)。 

２）αシヌクレインの線維化と低分子化合物による線維化阻害機構  
 パーキンソン病の原因分子αシヌクレインがプロテアソームを阻害することを示し、その検出系を構築し

た(野中, 長谷川)。線維化したαシヌクレインが正常αシヌクレインの構造や性質を変え、異常構造や性質を

伝播させる可能性を示した (米谷、長谷川)。凝集阻害剤存在下で形成したαシヌクレイン二量体の NMR 解

析, 蛋白化学解析を行い、αシヌクレインは N末端を介して二量体を形成すること、化合物はその N末端に

結合して線維化を阻害することを明らかにした（山口, 増田, 長谷川）。 

 

3. 研究発表 
誌上発表  

1. Yamaguchi Y, Masuda M, Sasakawa H, Nonaka T, Hanashima S, Hisanaga SI, Kato K, Hasegawa M. 

Characterization of inhibitor-bound alpha-synuclein dimer: J Mol Biol 395: 445-56, 2010. 

2. Nonaka T, Kametani1 F, Arai T, Akiyama H, Hasegawa M. Truncation and pathogenic mutations facilitate the 

formation of intracellular aggregates of TDP-43. Hum Mol Genet 18: 3353-3364, 2009.  

3. Nonaka T, Hasegawa M. A cellular model to monitor proteasome dysfunction by alpha-synuclein. Biochemistry 48: 

8014-22, 2009. 

4. Yamashita M, Nonaka T, Arai T, Kametani F, Buchman VL, Ninkina N, Bachurin SO, Akiyama H, Goedert M, 

Hasegawa M. Methylene blue and dimebon inhibit aggregation of TDP-43 in cellular models. FEBS Lett 583: 2419-24, 

2009.  

5. Yotsumoto K, Saito T, Asada A, Oikawa T, Kimura T, Uchida C, Ishiguro K, Uchida T, Hasegawa M, Hisanaga SI. 

Effect of PIN1 or microtubule binding on dephosphorylation of FTDP-17 mutant TAU. J Biol Chem 284: 16840-7, 

2009. 

6. Yonetani M, Nonaka T, Masuda M, Inukai Y, Oikawa T, Hisanaga S, Hasegawa M. Conversion of wild-type 

alpha-synuclein into mutant-type fibrils and its propagation in the presence of A30P mutant. J Biol Chem 284: 7940 

-7950, 2009. 

7. 長谷川成人 企画/編集: 概論-因子から解明される神経変性疾患の分子基盤. 実験医学 27: 1318-1323, 2009. 
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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）、平野恭敬（PD）、

山崎大介（PD）、長野慎太郎（D3）、佐伯真二郎（D1） 

 

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  
 なぜ間隔を開けて学習すると記憶の定着が良いのか(長期記憶が形成され易いのか？)また覚えているはず

のことがどうして思い出せないのか?(思い出せる記憶と思い出せない記憶の違いは何か?)。行動心理学で見つ

かっていることをショウジョウバエで解析し、その分子メカニズムを明らかにする (宮下、平野恭敬、齊藤)  

 学習記憶におけるグリア細胞の役割を細胞接着因子 Klg の働きから明らかにする。特に長期記憶学習に伴

うグリア細胞の形態的、機能的変化に Klgがどのように関わっているのかを調べている(松野、長野、齊藤)。 

 学習記憶過程での機能分子の動態を取り出した脳のイメージング解析系で調べている。この系では学習時

に刺激される脳領域を、取り出したショウジョウバエの脳に対して与え神経の活性や細胞内情報伝達系にど

のような変化が現れるか、遺伝子コード型蛍光プローブを用いて解析している（上野、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、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. 

口頭・ポスター発表 

Matsuno M, Horiuchi J, Tully T, Saitoe M. (2009) The Drosophila CAM Klingon is required for memory consolidation 

via neuron-glia interaction 第 32回日本分子生物学会年会シンポジウム｢神経回路を基盤とするシステム分子

行動学｣ (横浜 2009.12.9) 

その他 4件 

その他の出版物 

上野耕平、齊藤 実 (2010)  記憶学習の精緻な理解に向けてのモデル動物：ハエ 生体の科学 61, 17-23.. 
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連携大学院遠藤研究室  

（地独）東京都健康長寿医療センター研究所、老化機構研究チーム 
 
1. 構成 
遠藤玉夫、三浦ゆり、萬谷 博、櫻井洋子、赤阪啓子、林 昌美、松本莉永（首都大学東京神経分子機能研

究室 M2） 

 

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カテプシン Dの細胞質への蓄積

が起きることを明らかにした。この過程にはプロテアソームが関与していた。以上より、加齢に伴うカテプ

シン Dの細胞質への蓄積機構の一端を解明した。 

２）筋形成維持に関連する糖鎖機能  
 筋ジストロフィー原因遺伝子 POMT2 の新たな変異をみいだした。筋ジストロフィー原因遺伝子産物であ

る POMT1と POMT2の N型糖鎖は、酵素活性発現に必須であ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、および糖鎖の異常な蓄積が起こり、肺気腫との関連性が示唆された。 

４）アルツハイマー病における糖鎖変化の解析  
 アルツハイマー病では糖転移酵素 GnT-IIIの遺伝子発現が上昇していた。そこで培養神経細胞に GnT-IIIを

発現させると、Aβ産生の減少が観察された。糖鎖改変により Aβの産生を抑制できる可能性が示唆された。 

 

3. 研究発表 
誌上発表  

1. Yanagisawa, A., et al. POMT2 intragenic deletions and splicing abnormalities causing congenital muscular dystrophy 

with mental retardation. Eur. J. Med. Genet., 52, 201-206, 2009. 

2. Akasaka-Manya, K., et al. Protective effect of N-glycan bisecting GlcNAc residues on β-amyloid production in 

Alzheimer’s disease. Glycobiology, 20, 99-106, 2010.  

3. Miura, Y., et al. Translocation of lysosomal cathepsin D caused by oxidative stress or proteasome inhibition in 

primary cultured neurons and astrocytes. Biol. Pharm. Bull., 33, 22-28, 2010.  

4. Endo T. Akira Kobata: A man, who established the structural basis for glycobiology of N-linked sugar chains. J. 

Biochem., 147, 9-17, 2010. 

5. Manya, H., et al. Role of N-glycans in maintaining the activity of protein O-mannosyltransferases POMT1 and 

POMT2. J. Biochem., 147, 337-344, 2010. 

6. Sato, Y and Endo, T. Alteration of brain glycoproteins during aging. Geriatr. Gerontol. Int., in press. 

7. Manya, H., et al. Klotho protein deficiency and aging. Geriatr. Gerontol. Int., in press.  

8. Miura, Y., and Endo, T. Survival responses to oxidative stress and aging. Geriatr. Gerontol. Int., in press. 
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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、松岡 邦枝、礪波 一夫、北村 ふじ子、高谷 恵美、松下 剛、田尾 あすみ、

照屋 眞樹子 

 

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滑脳症や神経線維腫などの病

態の診断や治療には、その標的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、

カルパイン及び関連分子の多数の遺伝子改変マウスを用いて、カルパイン不全で発症する疾患の分子メカニ

ズムを解明すると同時に、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、最終的にはカ

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. Yamada, M., Yoshida, Y., Mori, D., Takitoh, T., Kengaku, M., Umeshima, H., Takao, K., Miyakawa, T., Sato, M., 

Sorimachi, H., Wynshaw-Boris, A., and Hirotsune, S. (2009) Inhibition of calpain increases LIS1(PAFAH1B1) and 

partially rescues in vivo phenotypes in a mouse model of lissencephaly. Nat. Med., 15, 1202-1207. 

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（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]）;工藤 聖美（東京首都大学大学院生[修士課程]）;鈴木 正浩, 古

市 真樹（以上東京理科大学大学院生[修士課程]）;菊地 佑太（専門学校学生 研修生）;伊藤さゆり,覚正 直

子（研究技術員）;深津理乃（研究補助員；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、最近の研究から、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 5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、複製プログラムを規定する

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 複製障害は、がん化や老化のもっとも直接的な原因と

なる。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、複製ストレス応答の分子機構を解析する。 

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。最近、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） 
Masai, H. et al. (2010) "Eukaryotic DNA replication; where, when and how?" Annual Rev. Biochem. In press; Masai, H. et al. (2010) 
"Stalled replication forks: Making ends meet for recognition and stabilization." BioEssays, In press (Review); Shimmoto, S. et al. 
(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 14, 669-682.; Tanaka, H. et al. (2010) Replisome progression complex links DNA replication to sister 
chromatid cohesion in Xenopus egg extracts. Genes to Cells 14, 949-963.; Yoshizawa-Sugata, N., and Masai, H. (2009) "Roles of 
human AND-1 in chromosome transactions in S phase." J. Biol. Chem. 284, 20718-20728.; Sawa, M., and Masai, H. (2009) "Drug 
Design with Cdc7 kinase, a potential novel cancer therapy target." Drug Design, Development and Therapy 2, 255-264. ; Kim, J-M. 
et al. (2008) "Cdc7 kinase is required for Claspin phosphorylation in DNA replication checkpoint." Oncogene 27, 3475-3482.; 
Sasanuma, H., et al. (2008) "Cdc7-dependent phosphorylation of Mer2 facilitates initiation of yeast meiotic recombination." Genes & 
Dev. 22, 398-410.; Sakaue-Sawano, A. et al. (2008) "Spatio-temporal dynamics of multicellular cell cycle progression." Cell 132, 
487-498. Featured on the cover of the issue; Kakusho, N. et al. (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.; Ito, S. et al. (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）、姜 廷和（D2）、王偉（D1）、許牧野（M1） 

 

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   
 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、発生学に大きな影響をあたるとともに、再生医療への大き

な足掛かりとなりました。当研究室では、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

化学的手法と進化分子工学手法を融合してこれまでになかった全く新しい機能性分子に関する研究を行って

います。 

 

3. 研究発表 
誌上発表  

1. 伊藤嘉浩、「生体分子の固定化による機能性材料の創成―細胞成長因子の固定化は隔靴掻痒か？‐」、バイ

オマテリアル、28(1)、9-17 (2010) 

2. 伊藤嘉浩、北嶋隆、「幹細胞培養用人工フィーダーの設計」、再生医療、8(2), 34-42 (2009) 

3. 伊藤嘉浩、北嶋隆、阿部洋、「細胞制御材料と再生医療」、高分子、58(3), 129-132  (2009) 

口頭・ポスター発表  

1. 伊藤嘉浩、「結合性成長因子タンパク質の設計と合成」、物質材料研究機構セミナー、つくば、2010 年 1

月 

その他の出版物 

1. 伊藤嘉浩、「マイクロアレイによる生体の相互作用解析」、「シングルセル解析の最前線」神原秀記、松永

是、植田充美監修、シーエムシー出版、p.175-185 (2010) 

2. 櫻木誠、伊藤嘉浩、「シグナル分子固定化」、「ますます重要になる細胞周辺環境の科学技術―細胞の

生存、増殖、機能のコントロールから再生医療まで」、田畑泰彦編集、メディカルドウ、p.278-282 (2009) 



 

－82－ 

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、増口潔、杉山真樹、田中慧太（農工大学生）、Bart Lyman(VIB院生)、 Henrik 

Stotz (JSPS招聘研究者) 

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 
 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PNASに論文が受理されました。現在はさらに化学的に不安定な生合成中間体のLC-MSによる分

析方法の確立を進めています。 

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） 

Yoshimoto, K., Jikumaru, Y., Kamiya, Y., Kusano, M., Consonni, C., Panstruga, R., Ohsumi, Y., Shirasu, K. (2009) Plant 
autophagy negatively regulates cell death by controlling NPR1-dependent salicylic acid signaling during senesence and 
innate immune response. Plant Cell 21, 2914-2927 
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 106, 5430-5435 
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 
口頭・ポスター発表 

軸丸裕介、花田篤志、杉山真樹、笠原博幸、瀬尾光範、山口信次郎、神谷勇治（理研 PSC）LC-ESI-MS/MS に
よるブラシノステロイド分析法の構築 植物化学調節学会 2009年仙台大会 
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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。さらに、2008 年度から植物系統分類学研究室が

科学研究費基盤研究(A)「ユビキタスジェノタイピングによる生物多様性ホットスポットの包括的生物保全」

（代表者：井鷺裕司）の中で小笠原の植物を分担している。小笠原を主な調査地として 2009 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、博士課程１名（植物系統分類）、

修士１名（植物系統分類）、卒研生２名（植物系統分類）、研究生１名（植物系統分類）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
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れている。2009年度の施設利用者数は延べ 150名、延べ利用日数は 982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。 

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。2009 年度は、No.33 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。2009 年度には No.35 として、小笠原の外来木本種モクマオウのリターフォー

ル、兄島乾性低木林における水文気候、小笠原諸島産菌類リストに関する報文が掲載された。 

 また、2008 年度から小笠原をフィールドにした修士論文の研究成果を島民に紹介する修士論文報告会を父

島と母島で開催している。 
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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、最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、2010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 390,096点、コケ類標本 37,233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。 

 牧野標本館を最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。2009年度には、浅野一男氏から寄贈された 1,137点を始め、成城みつ池を

育てる会 76点、三池田修氏 17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。 

2009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(400点)、国内受入 2件(600点)、国外発送 3件(600点)、国外受入 3件(691点)。 

標本貸出：国外 1件、国内 2件。来訪研究者(のべ人数)：国内 320人、国外 1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」

（ http://wwwmakino.shizen.metro-u.ac.jp/database.htm ） と 「 海 洋 島 植 物 標 本 デ ー タ ベ ー ス 」

（http://wwwmakdb.shizen.metro-u.ac.jp/makino/home.php）をインターネットで公開している。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、小笠原諸島産の植物標本など、貴重

な植物標本の画像やラベル情報を閲覧できる。 

 その他、2009年度には、7月 25日に南大沢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

親子植物標本作成教室」を開催した。この植物標本作製教室は、牧野標本館設立 50 周年の前年である 2007

年度に記念事業の一環として始まったものである。牧野標本館の教員、職員（標本貼りのパートの方々を含

む）、院生・学生が力を合わせて行っている事業でもあるので、今後も継続していきたいと考えている。 
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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     

  2005 年  43         32                            36                 506 

    2006 年    31         32                            43                1312 

    2007 年  23         25                            48                 382 

    2008 年  26         11                            33                 341 

  2009 年    14         10                            44                 363 
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教育・研究関連資料  
 

学位取得者  
修士（理学）  
２００９年度９月修了  
秦野 理穂 網膜水平細胞における V-ATPaseの局在と光応答特性の電気生理学的研究 

 主査：黒川信   副査：川原裕之・山田雅弘（理化学研究所） 

２００９年度３月修了  
相澤 真悟 加齢指標タンパク質 30（SMP30）のヒトにおける機能解明‐ヒト SMP30組換えタンパク

質の作製とデヒドロアスコルビン酸分解活性の検討‐ 

 主査：相垣敏郎   副査：坂井貴臣・福田公子・石神昭人（東邦大学） 

太田 力 大脳基底核内情報伝達におけるドーパミン受容体の機能～遺伝子改変マウスにおける覚

醒下神経活動の解析～ 

 主査：黒川信    副査：久永眞市・山田雅弘（理化学研究所） 

             ・知見聡美（自然科学研究機構） 

太田 雄一朗 アメフラシの生殖神経節による生殖器官と鰓の連関的支配 

 主査：黒川信    副査：久永眞市・鈴木惟司・田中浩輔（杏林大学） 

小川 佳孝 ショウジョウバエゲノム配列データを用いたヘテロタキーの解析 

 主査：田村浩一郎  副査：青塚正志・村上哲明 

柿沼 千江子 トウモロコシ幼葉鞘先端の IAA生合成に影響を与える化合物の探索 

 主査：小柴共一   副査：岡本龍史・門田明雄 

粕谷 雄志 アメフラシ消化管運動の部域間連関とその神経制御 

 主査：黒川信    副査：久永眞市・嶋田敬三・田中浩輔（杏林大学） 

河井 真紀子 大腸菌の生育に必須な YqgF タンパク質の機能解析 

 主査：加藤潤一   副査：小柴共一・正井久雄 

菊池 舞 Drosophila prolongata 雄に特異的な前肢発達と闘争行動 

 主査：青塚正志   副査：田村浩一郎・鈴木惟司 

木村 妙子 Peptidyl-prolyl isomerase Pin1 と微小管結合タンパク質 Tauの相互作用解析（英文） 

 主査：久永眞市   副査：川原裕之・門田明雄 

小松 慎太郎 オキナワオオミズスマシの比較発生学的研究（鞘翅目，食肉亜目）：胚外部形態の特徴と

その系統学的意義 

 主査：小林幸正   副査：鈴木惟司・菅原敬 

小山 あずさ キイロショウジョウバエ種群における抗菌ペプチド遺伝子 Dro2、Dro3、Dro4、Dro5の分

子進化 

 主査：田村浩一郎  副査：青塚正志・相垣敏郎 

酒井 彩 大腸菌の必須遺伝子群と外来遺伝子群との機能的関連に関する研究 

 主査：加藤潤一   副査：嶋田敬三・坂井貴臣 
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坂本 ゆう 紅色細菌 Rhodovulum 属における光合成反応中心への電子伝達チトクロム c の多様性と

進化（英文） 

 主査：嶋田敬三   副査：松浦克美・春田伸 

須貝 杏子 小笠原諸島におけるセンダンの遺伝的攪乱の可能性と種分化 

 主査：村上哲明   副査：可知直毅・田村浩一郎 

杉山 由香 ホウライシダ前葉体のネオクロム１に依存せず光合成に依存した葉緑体と核の光定位運

動（英文） 

 主査：門田明雄   副査：嶋田敬三・小柴共一 

鈴木 祐美子 フレリトゲアメフラシにおける特異な生殖神経上ニューロンの神経機構 

 主査：黒川信    副査：久永眞市・鈴木惟司・田中浩輔（杏林大学） 

髙野 哲也 AATYK1A のリサイクリングエンドソーム輸送活性は Cdk5-p35 によって制御される（英

文） 

 主査：久永眞市   副査：岡本龍史・川原裕之 

田辺 美知 Drosophila suzukii のサクランボへの産卵を可能にしている要因について 

 主査：青塚正志   副査：田村浩一郎・鈴木惟司 

張 騁 ショウジョウバエ Aconitase 機能の遺伝学解析（英文） 

 主査：相垣敏郎   副査：坂井貴臣・松浦克美 

富岡 佐知子 キイロショウジョウバエ Obp57d および Obp57e 遺伝子の発現制御配列 

 主査：相垣敏郎   副査：坂井貴臣・西駕秀俊 

冨田 裕也 In utero electroporation法を用いた Dab1の機能解析 

 主査：久永眞市   副査：西駕秀俊・福田公子 

中川 洋一 コムギ無細胞系で合成されたリプログラミングタンパク質の直接的導入による iPS細胞樹

立の試み 

 主査：松浦克美   副査：久永眞市・西駕秀俊・梁明秀（横浜市立大学） 

中山 陽介 紅色光合成細菌の光化学反応中心結合型チトクロム cの持つ 4つのヘムの電位測定系の確

立（英文） 

 主査：嶋田敬三   副査：松浦克美・門田明雄 

新倉 和宏 アオオサムシおよびオオイチモンジシマゲンゴロウの比較発生学的研究（鞘翅目，食肉亜

目）：胚外部形態の変化とその特徴 

 主査：小林幸正   副査：鈴木惟司・菅原敬 

西谷 真一 海洋性光合成細菌を含む微生物複合系による安息香酸分解（英文） 

 主査：春田伸    副査：松浦克美・嶋田敬三・花田智 

橋本 麻衣 HIV-1粒子形成を制御する宿主因子の探索 

 主査：松浦克美   副査：久永眞市・西駕秀俊・梁明秀（横浜市立大学） 

早川 温子 II型ユビキチン様タンパク質の細胞内タンパク質分解における機能の解析 

 主査：川原裕之   副査：久永眞市・小柴共一 

林 太朗   ベニボタル科（昆虫綱・コウチュウ目）における触角感覚子の比較形態学的研究 

 主査：小林幸正   副査：鈴木惟司・菅原敬 
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張替 鷹介 クローナル植物 Glechoma hederaceaの成長に水，栄養塩および光の空間分布が及ぼす影響

の実験生態学的解析（英文） 

 主査：鈴木準一郎  副査：可知直毅・村上哲明 

松嶋 麻由子 栄養塩の空間分布様式がクローナル植物カキドオシの個体間相互作用に与える影響（英

文） 

 主査：鈴木準一郎  副査：可知直毅・鈴木惟司 

松村 隆紀 ヒト腎由来細胞からの iPS細胞の樹立 

 主査：松浦克美   副査：久永眞市・西駕秀俊・梁明秀（横浜市立大学） 

松本 莉永 筋ジストロフィー症モデルマウスを用いた O-マンノース型糖鎖修飾機構の解析 

 主査：久永眞市   副査：相垣敏郎・堀内純二郎・遠藤玉夫 

水谷 紘菜 植物の近隣個体間でみられる自己・非自己認識の仕組みと影響の実験生態学的検討（英文） 

 主査：鈴木準一郎  副査：可知直毅・岡本龍史 

茂呂 宰 紅色光合成細菌 Rubrivivax gelatinosusのペリプラズム空間に存在する複数の電子伝達タン

パクの生理的役割（英文） 

 主査：嶋田敬三   副査：松浦克美・春田伸 

山本 薫 ベニシダ類の無配生殖型と有性生殖型の混生集団についての遺伝学的・細胞学的解析 

 主査：村上哲明   副査：青塚正志・鈴木準一郎 

山本 浩平 日本の野生マメ科植物ヤハズソウ根粒から分離された細菌の系統解析（英文） 

 主査：松浦克美   副査：嶋田敬三・春田伸・花田智 

 

 

博士（理学）  
２００９年度９月修了  
遠藤 良 パーキンソン病モデル神経細胞死における Cdk5の役割（英文） 
 主査：久永眞市   副査：川原裕之・堀内純二郎 

  

２００９年度３月修了  
岡本 崇伸 モノアラガイ消化管系支配における消化管神経系の機能（英文） 

 主査：黒川信    副査：久永眞市・山田雅弘（理化学研究所）  

岩崎 貴也 日本列島における温帯林構成樹種の分子植物地理学的研究（英文） 

 主査：村上哲明   副査：青塚正志・菅原敬 

小林 正明 系統的に離れた２種のホヤにおける Lhx3遺伝子の発現と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 

西村 岳志 トウモロコシ幼葉鞘における重力屈曲に伴うオーキシンの量的・動的制御の解析（英文） 

 主査：小柴共一   副査：岡本龍史・門田明雄 

細川 智永 シナプス可塑性関連キナーゼ Cdk5 と CaMKII の相互作用及び Cdk5 活性化サブユニット

p35の生体内リン酸化の解析（英文） 

 主査：久永眞市   副査：黒川信・坂井貴臣 

土屋 香織 カワトンボ類における精子置換の機構と雌雄の生殖器の進化（英文） 

  主査：鈴木惟司   副査：青塚正志・小林幸正 
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2009 年度 生命科学教室セミナー 
 

第 1回(09/04/24) 

 In-cell NMR による生きた細胞の中の蛋白質の立体構造決定 

  伊藤 隆（首都大 分子物質化学 有機構造生物化学） 

第 2回(09/05/15) 

 メスとオスの起源をボルボックスの仲間から探る -オス特異的遺伝子 “OTOKOGI”の発見- 

  野崎 久義（東京大学大学院理学系研究科 生命科学専攻） 

第 3回(09/06/05) 

 ケミカルフェノタイピングの技術開発 

  菊地 淳（理化学研究所） 

第 4回(09/06/12) 

 シロアリはなぜ木だけを食べて生きられるのか？ 

  本郷 裕一（東京工業大学生命理工学研究科） 

第 5回(09/07/10) 

 窒素及び硫黄を輸送するトランスポーターの制御 

  高橋 秀樹（横浜市立大学、理化学研究所） 

第 6回(09/07/17) 

 動物界の反鏡像ルールとエピジェネティクス 

  浅見 崇比呂（信州大学理学部） 

第 7回(09/09/07) 

 動物における模様の形成、そのメカニズムと進化 ショウジョウバエの翅の模様を例に 

  越川 滋行（ウィスコンシン大学マディソン校 分子生物学研究所） 

第 8回(09/09/29) 

 生態系のバランスの崩壊：シカ問題を考える 

  宮下 直（東京大学大学院農学生命科学研究科） 

第 9回(09/10/16) 

 形質置換によるトンボ類の色彩の進化 

  林 文男（首都大 生命科学 動物生態学） 

第 10 回(09/10/16) 

 葉緑体の運動機構 

  門田 明雄（首都大 生命科学 植物環境応答） 

第 11 回(09/11/13) 

 “動く遺伝子”トランスポゾンのゲノム戦略と制御機構 

  伊藤 秀臣（ジュネーブ大学 植物遺伝学） 

第 12 回(09/11/13) 

 プロテオミクス研究の最近の進歩 

  礒辺 俊明（首都大 分子物質化学 生物化学） 

第 13 回(09/12/18) 
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 フェノール分解菌の実験室進化と生存戦略 

  新井 博之（東京大学大学院農学生命科学研究科） 

第 14 回(10/01/20) 

 How ecologically relevant stressors alter the process of memory formation 

  Ken Lukowiak（Hotchkiss Brain Institute, University of Calgary） 

第 15 回(10/03/12) 

 基礎医学教育研究３０年をふりかえって 

  宮本 寛治（首都大 生命科学 幹細胞再生学） 

第 16 回(10/03/12) 

 光合成細菌という研究材料 

  嶋田 敬三（首都大 生命科学 微生物分子機能） 

 

首都大バイオコンファレンス 2009 
 

11 月 6 日（木曜日）首都大学東京南大沢キャンパスにおいて、研究交流会「首都大バイオコンファレンス

2009」が開催された。この研究交流会では、大学院生を主体とする若手研究者が、多様な研究分野の様々な

研究者と交流し、また自身の研究を幅広い生命科学分野の研究者にアピールし、討論することを目的として

いる。東京都神経科学総合研究所、東京都精神医学総合研究所、東京都臨床医学総合研究所、東京都健康長

寿医療センター研究所にも参加・協力いただいた。 

午前中には、大学院生の自主企画による討論会が開催され、特に院生同士の活発な交流が進んだ。午後は、

原島文雄本学学長および村上哲明生命科学専攻長の挨拶にはじまり、和田正三先生（九州大学特任教授、東

京都立大学名誉教授）による基調講演「葉緑体光定位運動の過去、現在、そして将来」があった。続いて、

東京都の 4 研究所および首都大学東京生命科学専攻から講演があり、活発な質疑が行われた。さらに、講演

会に続いて行われたポスター発表会では、本学生命科学専攻の学生、教員だけでなく、東京都の４研究所か

ら多分野にわたる演題が９９題あり、多様な交流が達成された。学生、教員、研究員など約２５０名の参加

者によって、終了時刻まで活発な討論が続けられた。 
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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 

久永眞市 日本細胞生物学会 評議員 

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 

西駕秀俊 東京都教職員研修センター研修・研究評価委員会委員 

福田公子 日本発生生物学会運営委員 

福田公子 日本分子生物学会男女共同参画連絡委員 

福田公子 日本発生生物学会高校教員研修，講師 

福田公子 「女子中高生夏の学校 2009」企画委員 

福田公子 「日中韓女性科学技術指導者フォーラム」企画運営委員 

相垣敏郎 日野自動車グリーンファンド 評議員 

小柴共一 植物生長調節学会評議員 

小柴共一 日本植物学会誌編集員会 （J Plant Res, Editorial Board） 

岡本龍史 日本植物学会 選挙管理委員 

青塚正志 日本動物分類学会 編集委員 

田村浩一郎 国際学術誌 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(2009)、事務幹事長(2010) 、Web 担当幹事 

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 

松浦克美 国際光合成学会 理事 

松浦克美 国際原核光合成生物シンポジウム 常任委員 

松浦克美 国際生物学オリンピック 2009 筑波大会 組織委員会副委員長 

松浦克美 中央教育審議会 初等中等教育分科会 高等学校理科専門部会委員 

松浦克美 文部科学省 高等学校学習指導要領解説 理科編 作成協力者 

松浦克美 日本学術振興会 組織的な大学院教育改革推進プログラム委員会 理工農系審査部会委員 

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・評議員、英文誌編集幹事 

春田 伸 環境バイオテクノロジー学会・理事 

鈴木惟司 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 

鈴木惟司 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 

鈴木惟司 環境省 環境省希少野生動植物種保存推進員 

鈴木惟司 農水省関東森林管理局 希少野生動物種保護管理対策委員会委員 

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 

草野 保 八王子市史編集専門部会自然部会委員 

草野 保 日の出町歴史文化基本構想等策定委員会委員 
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草野 保 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委員 

草野 保 ダム事業における環境評価手法検討委員会委員（国土交通省）  

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 将来計画専門委員長、関東地区会長、大会運営委員 会広報部会長、第 57 回大会

実行委員 

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 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 小笠原国立公園兄島・弟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 環境省 環境省希少野生動植物種保存推進員 

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 林野庁国有森林生態系の修復事業にかかる事前モニタリング検討委員会座長 

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 委員長 

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 日本植物分類学会 学会賞選考委員長・編集委員 

菅原 敬 教科用図書検定調査審議会第 10 部会委員 

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 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 

加藤英寿 環境省 環境省希少野生動植物種保存推進員 

 

 

研究集会の開催など 
久永眞市 Organizer of Joint meeting of Japan-US Joint seminar and 2nd International Symposium on 

Cdk5. Tokyo, Japan, June 26-27, 2009 

久永眞市，第 52 回日本神経化学会大会シンポジウム「シナプス可塑性・記憶形成におけるプロテインキナー

ゼの役割̶新たな展開」企画者．伊香保，2009 年 6 月 23 日 

相垣敏郎  Organizer of the Workshop "Biomedical research in Drosophila", The 9th Japanese Drosophila 

Research Conference, Shizuoka, July 8, 2009 

相垣敏郎 第 32 回日本分子生物学会ワークショップ 「昆虫の多様性と進化」企画者、横浜、2009 年 12 月

10 日 

黒川 信 日本動物学会関東支部公開講演会「東京に生きる動物たちに学ぶ」、早稲田大学西早 稲田キャン
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パス、2009 年 7 月 18 日 

岡本龍史 Organizing Committee member of "International symposium on Intercellular Recognition and 

Allogeneic Authentication”, Nagoya, Japan, Jan. 15, 2010. 

春田 伸 日本微生物生態学会 2009 年度大会シンポジウム「微生物の野生の姿に迫る－環境適応とそのメカ

ニズム」企画者、広島大学、2009 年 11 月 23 日 

林 文男・可知直毅 日本生態学会関東地区会・首都大学東京共催 「若手研究者が描く生態学の未来像」

企画者、首都大学東京国際交流会館、2009 年 11 月 7 日 

可知直毅・林 文男 日本生態学会関東地区会・首都大学生命科学専攻大学院GP共催 「第30 回（2010 年）

関東地区会生態学関係修士論文発表会」企画者、首都大学東京国際交流会館、2009 年 11 月 7 日 

可知直毅 島嶼共生系学際研究環第２回ワークショップ「島をモデルにした学際研究をめざして」企画者、

首都大学東京国際交流会館、2010 年 3 月 14 日 

可知直毅 日本生態学会第 57 回大会自由集会「保全事業がすすむ小笠原で研究者が直面する予想外の課題」

企画者、東京大学駒場キャンパス、2010 年 3 月 15 日 

可知直毅 日本生態学会第 56 回大会シンポジウム「企業と生物多様性：生態学と企業の協働をめざして」企

画者、東京大学駒場キャンパス、2010 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 

村上哲明 第 41 回種生物学シンポジウム 実行委員長、八王子大学セミナーハウス、2009 年 12 月 11 日-13

日 

村上哲明 第 41 回種生物学シンポジウム「シダの種生物学」企画者、八王子大学セミナーハウス、2009 年

12 月 12 日 

村上哲明 第１回シダの無配生殖研究・作戦会議 企画者、名古屋大学・博物館・講義室、2010 年 3 月 29

日 
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