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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少なくないが、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多いからである。 

 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。実際に生命科学コース・専攻では、多様な講義・実習科目が提供されてい

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、自主的に学ぶことを推奨していることで

ある。カリキュラムの上でも、学部生向けには生物学自主研究、そして大学院生向けには企画経営演習とい

った、自分達自身で何をするかを企画・立案する段階から始める科目を設置している。2012年度も、１年生

を含む多くの学部生が生物学自主研究に参加してくれた。更にそれから派生して、本コースの学部生が自主

的にチーム（iGEM TMU）を立ち上げて、教員の支援も受けながら実験や英語による成果発表の準備を進め、

合成生物学（iGEM）のアジア地区の予選大会に参加した。残念ながら今年度もマサチューセッツ工科大学で

開催される本戦には進めなかったものの、銅賞を獲得した。金賞の獲得を目指して、2013年度の iGEM TMU チ

ームが既に活動を始めている。 

 一方、今年度で 7 年目となった専攻内外／大学内外の研究交流を主たる目的とした「首都大バイオコンフ

ァレンス 2012」では、東京都の医学系の研究所（医学総合研究所、健康長寿医療センター研究所）の 4名の

先生方、および生命科学専攻の 2名にミクロ生物系の講演をしていただく一方、兵庫県立大学/兵庫県立人と

自然の博物館の太田英利先生に「琉球列島の陸生動物相と古地理〜特に爬虫類・両生類を中心に」というタ

イトルでマクロ生物系の講演もしていただいた。太田先生のお話では、非常に様々な爬虫類、両生類、さら

には宮古島にかつて棲んでいた巨大なほ乳類（シカなど）の化石まで多岐にわたる動物群について、話題を

提供された。ハブに何度もかまれた話など、フィールワークを主体にしたナチュラリスト研究者ならではの

話題提供をされた。バイオコンファレンス 2012では、さらに大学院生、卒研生達も、ポスター発表を通じて

お互いの研究を紹介し合うことを積極的に行ってくれていた。バイオコンファレンスは、このように生命科

学専攻内外で学生が自主的に交流する場としても、すっかり定着した感がある。本コース・専攻では、この

ように様々な機会を利用して自主的に学び、主体的に行動する意欲の高い学生、院生を歓迎したいと考えて
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いる。 

 最後に、2012年度に本コース・専攻で起きた特筆すべき出来事を紹介したいと思う。まず第一に、高橋文

准教授（進化遺伝学研究室）、江口克之准教授（動物系統分類学研究室）、高鳥直士助教（発生プログラム

研究室）の 3名の若手教員が本コース・専攻に加わったことがあげられる。一昨年の横田直人助教に続いて、

若手教員が 3 名も加わってくださったことは、首都大学東京の発足以来、外部からの若手教員の流入が滞っ

ていた本コース・専攻にとって、非常に良いことであると思う。このお三方には、ぜひ新しい風を起こして

いただきたい。 

 一方で今年度末には、長年にわたって本コース・専攻を支えて来てくださった西駕秀俊教授が定年退職さ

れた。西駕先生は、学部の入試を取り仕切るという大変な役割を長年にわたり担ってきて下さった。単純に

模試の偏差値が高い学生ではなくて、本コースに入学してから大きく伸びる学生を選抜することは、本学で

の教育はもとより、良い研究を行っていく上でも非常に需要である。さらに入学してくる学生自身にとって

も、実は望ましいことである。自分にあわないところに入学して、一番困るのは学生本二だからである。一

方で、大学入試は少しでも誤りや不適切な部分があると、マスコミ等にも大きく取り上げられ、きびしい批

判にさらされることになるので、細心の注意が求められる。逆に、いくら適切に入試を実施し続けたとして

も顕彰されることはない。まさに損な役回りである。このような役割を長年にわたり適切に果たして来て下

さったことに対して、退職されるこの機会にこそ、心からお礼を申し上げたいと思う。また西駕先生は教育

面でも、きれいな画像データをふんだんに取り入れた内容が高度だけれどもわかりやすい発生学の講義を行

うことでも多大な貢献をしてきて下さった。私たち残された教員は、西駕先生の築かれた良い伝統をしっか

り引き継いだ上で、さらに発展を目指したいと思う。 

 定年退職者については、その分の補充人事を事前に進めることができる。さらに生命科学専攻では、特に

研究面で首都大学東京のプレゼンスの向上に大きく貢献していると評価され、学長裁量枠の准教授の定員を

1 名いただけたので、合わせて 2 名分の教員について、公募による人事選考を進めてきた。特に学長裁量枠

の 1 名分は、本学で初めての女性限定の教員公募を行った。最近、本コース・専攻の学生、院生は女性の割

合が高く、過半数を占めるのは普通のことになっている。特に学部学生は、女学生が 7 割を超える年もあっ

たほどである。それに対して、生命科学コースの教授・准教授 22 名のうち、女性教員は平成 24 年度に新た

に加わった高橋文准教授を含めても 2名しかいない。さらに、助教まで含めても女性教員は 4名のみである。

そこで、学長裁量枠は女性限定にする一方で、その専門分野は生命学専攻の強みとなっているゲノム科学、

生物多様性、バイオイメージングのいずれかに関連する分野ということで、生物学・生命科学分野の幅広い

分野を対象にして准教授の公募を行った。その結果、業績的にも非常に優れた多数の応募があった。当初、

女性に限定した教員の公募を行うことに慎重だった本学の他学部、他専攻も、その後、女性限定の教員の公

募を積極的に実施するようになった。我々の提案が本学の人事のあり方を先導した形になっている。2013年

度の初めには、女性教員 1 名を含む新任の准教授 2 名が着任する予定である。さらに女性教員を含む若手教

員が加わることで本コース・専攻がますます発展することを期待している。 

 人事以外の大きな出来事と言えば、日本進化学会の年次大会（第 14回大会）を、田村浩一郎教授が大会準

備委員長、そしてコース長・専攻長の私（村上哲明）が大会委員長として、首都大学東京の南大沢キャンパ

スで開催したことがあげられる。日本進化学会は、進化にかかわる幅広い学問分野（遺伝学、系統分類学、

生態学、発生学、古生物学など）の研究者が専門分野を超えて情報交換をする場を提供することを目指して

1999年に設立された比較的新しい学会である。一方で、先にも述べたように、本コース・専攻には、これら

進化学に関係する幅広い分野の教員、そしてその指導の下で研究している大学院生、卒研生がいる。その意

味で、私たちは日本進化学会の大会のお世話をする上でも最適なグループである。実際に、実行委員長、大

会委員長の所属する進化遺伝学・植物系統分類学研究室以外にも、動物系統分類学、動物生態学、植物生態
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学、環境微生物学研究室などの教員、大学院生、卒研生、さらには学部３年生も力を合わせて大会のお世話

をした。その結果、552名もの参加があり、参加者からも非常に好評な大会となった。さらに、最終日には、

首都大学東京の特色である小笠原諸島（東京都）での生物進化をテーマにした公開講演会「進化の見本：世

界自然遺産小笠原諸島」も開催した。その結果、平日の金曜日の午後に開催したにもかからず、一般参加者

63 名を含む 138 名もの参加があった。このように研究室を超えて協力し合って学会の大会を適切に運営し、

また本コース・専攻での研究成果を他大学・他研究機関の研究者はもとより、一般の方々にも広く知ってい

ただく機会を提供できたことはとても良かったと考えている。本コース・専攻の学生や大学院生が、学会に

参加する立場ではなく、世話する側を体験出できたことも有意義だったと思う。今後も、このような機会を

積極的に作っていきたい。 

 最後に、本コース・専攻は、専攻事務室、温室圃場、牧野標本館、学生実習室、さらにはショウジョウバ

エを含む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。 

 2013年 3月 31日 2012年度生命科学コース・専攻長 村上哲明 
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概要 

 

1. 生命科学コース・生命科学専攻の基本目標 

(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 生命科学コース・生命科学専攻は、2013年 4月 1日現在 34名の教員、3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、 14 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（東京都医学総合研究所、東京都健康長寿医療センター研究所）、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、2012 年度は 10 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。学部（生命科学コース）の入試制度としては、一般選抜の他に、推薦入試（一般推薦、

指定校推薦、東京未来塾特別推薦）、AO入試（ゼミナール入試、科学オリンピック入試）、特別選抜（社会

人入試、帰国子女入試等）がある。生命科学コースの入学定員は 50名であるが、それぞれの入学定員は一般

選抜 28名、ゼミナール入試 14 名、推薦入試 8 名、その他若干名となっており、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、博士後期課程 16 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
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が行われている。大学院生には、ティーチングアシスタント制度の他、海外研究集会への派遣制度があり、

毎年数名が生物科学専攻から派遣されており国際的な飛躍の機会となっている。 

 

5. 研究施設と設備 

 10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。生命科学専攻に

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（RI）

棟、温室・圃場、動物飼育棟、電子顕微鏡、情報処理施設など、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 60 万冊の蔵書を有する図書情報センターでは、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、夏期（通常、8月末〜9月上旬）と冬期（2月中旬）の年 2回行われ

る。一般募集のほか、社会人、留学生を対象とした選考も行われている。博士後期課程の入試は、冬期（通

常、2月上旬）に行われるが、夏期（通常、8月末〜9月上旬）にも社会人、留学生の対象とした 10月入学

試験が行われる（平成 24年度より、対象が一般にも拡大されたｑ）。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）で受付けている。なお、希望者は過去の大学院入試

問題を http://www.biol.se.tmu.ac.jp/exam/ から申し込むことができる。  

 

8. 場所と連絡先 

 首都大学東京のキャンパスは、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

（新宿から橋本行きの特急で 32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 200

ｍ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。生命科学専攻の事務室は、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://www.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（生命科学専攻事務室）、

フ ァ ッ ク ス は 042-677-2559 （ 同 事 務 室 ） 、 生 命 科 学 専 攻 の ウ エ ブ ペ ー ジ の ア ド レ ス は

http://www.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。
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構成員一覧表（2012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 

進化 

遺伝学 

教授 久永真市 西駕秀俊 相垣敏郎   加藤潤一  小柴共一 川原裕之 田村浩一郎 

准教授   福田公子 坂井貴臣 堀内純二郎  岡本龍史   高橋 文 

助教 
斎藤太郎 

浅田明子 

高鳥直士 朝野維起  古屋伸久 古川聡子 横田直人  

職員     井出俊和          

特任 RA 
渕上孝裕 

 

 ○佐藤由紀子 

○金内太郎 

○池上啓一 

○船越政史 

 ○安彦真文  ●Phoung Le 

○宮城竜太郎 

大学院

博士 

課程 

木村妙子 

高野哲也 

小林弘侑 

川村方希* 

高橋宗聖* 

大沼耕平 

▲岡山 唯 

染谷春香 

 

張  騁 

●佐藤翔馬 

権 秀明 

Manandhar 

YASODH* 

姜 廷和* 

相澤真悟* 

パラビ アナ

ンダ* 

藤原弘平 

中西 忍 

▲岩舘佑未 

 

千葉康隆* ▲志野優佳 

 

瀬戸陽介 

吉利 慶 

小川佳孝 

磯部琴葉 

里村和浩 

王 瑞鵬 

大学院

修士 

課程 

土屋幸憲 

山崎麗奈 

田邉和也 

張クンイ 

斉藤哲也 

下中翔太郎 

小倉拓也 

川上有沙 

高杉俊之 

福島寛美 

熊澤 渉 

宮田悠* 

久木恵未* 

石村亮輔* 

関上由佳 

露木翔太 

高橋佑布子 

末吉美佐 

豊田千春 

栗下大三 

塩入直也 

鈴木由季 

中澤啓一 

森田千裕 

白土裕夢 

金木茉樹 

松本望来 

井並 頌 

大橋ひろ乃 

大原 哲 

崔 椿 

勝浦絵里子 

細木麻衣 

山川夏菜 

岡島美怜 

劉 曌 

段 晶華 

江口拓未 

久保田希 

高木 光 

川口達也 

萩原 進 

北村麻衣子 

高尾 翠 

小島 茜 

高岡千弘 

吉田悠里 

江川 博 

田中啓史 

中村文香 

岩崎 茜 

池尻昂史 

鈴木理滋 

高橋俊樹 

野口あや 

早川万紀子 

林下瑞希 

 

岩本榮介 

竹下真未 

鳥居侑史 

西山空人 

橋本英明 

卒研生 

高橋美由紀 

漆原智己 

伊藤有紀 

古澤孝太郎 

山﨑卓哉 

山本謙太郎 

中村瞳 

志村智 

嶋田直人 

渡辺一輝 

安藏まりえ 

相澤研介 

田島卓実 

石川美咲 大西由之佑 
古田顕尚 
山本昂宏 
鈴木洋弥 
宮川慎也 

福田有里 
関 裕之 

牛尾ちづる 
小針孝夫 

岩崎祐磨 
宮下孝幸 

研究生

他 

☆長谷川成人 

☆遠藤玉夫 

☆小松雅明 

★石黒幸一 

★楯林義隆 

★上村伊佐緒 

★根本心一 

☆齋藤 実 

☆伊藤嘉浩 

☆石神昭人★

布山喜章 

★ジョナサン

ヘドル 

★天野晶子 

★村松圭吾 

★ルーカスト

リンダージ 

★津田香代子 

★木下善仁 

☆正井久雄 

★橋本昌征 

☆駒野照弥 

★行田敦子 

★森 稔幸 

 

★嶋田益弥 ★北村徳一 

★小林憲生 

★松尾隆嗣 

その他 
中村 薫 

 

 比良恵子  本多弘典 松田経子 

坂口祐介 

片岡洋子  

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) 、内田清一(技術系) 

臨時職員：井関絵美・高松典子・田中千明・今井初恵(事務系)、中村愛子 (IAGE担当) 

*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、▲研究奨励奨学生
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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 

運動分子生

物学 

教授  門田明雄 松浦克美 松浦克美  可知直毅  村上哲明  

准教授 黒川 信 鐘ケ江 健  春田 伸 林 文男 鈴木準一郎 江口克之 菅原 敬  

助教 矢沢 徹    草野 保  清水 晃 加藤英寿  

職員 
  

    内田清一 

緒方健二  

 川本秀雄  

特任 RA 
 

    
○畑 憲治 

○郡 麻里 
 

○小栗恵美子 
 

大学院

博士 

課程 

ニュ-トン 

リュウジ   

 カミジ 

山田沙佳 

 

尾関文隆 

近江泰明 

 戸井裕子 

山本浩平 

●菅野菜々子 

広瀬節子 

諸星 聖 

菅原弘貴 ●角田智詞 

 

久保田宏 ●須貝杏子 

▲山本 薫 

山田香菜子 

▲中路真嘉 

下川悟史 

戸野晶喬 

本木千春 
大石芳江 

宮武正太 
森下 愛 

大学院

修士 

課程 

秋元優希 豊田麻那 厚海貴裕 

佐藤浩一 

清水隆之 

福島俊一 

畑中 唯 

 

岩田聡実 

川合瑞希 

谷田家菜 

呉 黎明 

戸山真仁 
神藏文佳 
楠 木綿太 

松山龍太 

脇海道卓 

橋本晃生 

鈴木 航 

志賀 優 

高岡 愛 
深町美智 
坂部尚隆 

 

佐藤 光 

久留島宏明 

矢島拓也 

川又由仁 

堀 清鷹 

谷島麻美 

板垣琢磨 
川上将史 

武藤敬正 
杉岡裕恒 
山田健一朗 
荻野慎也 

田村 愛 
細川万智 
玉田 光 

稲垣晶子 

卒研生 

奥渓真人 
久保茂男 

木村泉美  佐藤皐輝 
高須賀元子 
西原亜理沙 

久保雅紀 
三浦智世 
鈴木美咲 
唐澤 敦 
村上勇樹 

松尾知実 松村 賢 

 

新田竜斗 
大門夢果 
森絵里菜 
明石 澪 
駒井優子 
松本めぐみ 
白井貴也 

加賀谷 基 
佐藤俊介 
西井愛裕 

伊藤美由紀 
片倉健悟 
丸尾佳希子 

研究生

他 

★矢崎育子 

★田口正敏 

★横濱康繼 

★田中浩輔 

★森 元 

☆和田正三 

★佐藤良勝 

☆嶋田敬三 

★小川俊夫 

★永島咲子 

☆花田 智 

☆鳩貝太郎 

★大滝宏代 

 

★高橋明子 

白井 剛 

 

中田 望 

中村敏枝 

★西谷里美 

★河原崎里子 

 

★新津修平 加藤朗子 

★加藤僖重 

★山本 明 

★佐伯いく代 

★瀬尾明弘 

  

その他 

  上村明子 梅木由紀子  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（都医学研／病態細胞生物研究室）、齊藤実（都医学研／細胞遺伝学研究室）、遠藤玉夫（都

健康長寿医療センター研究所）、伊藤嘉浩（理化学研／細胞遺伝学研究室）、正井久雄（都臨床研／分子遺伝学研究室）、

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）、小松雅明（都医学研／生体分

子先端研究分野） 
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2012年度生命科学教室関係役員・委員 
 

１. 全学 

都市科学連携機構委員 小柴 

学生委員会 松浦 

基礎教育部会 門田 

高大連携推進室 松浦 

就業力育成／自発活動支援室 松浦 

教育実習委員会 松浦 

学芸員委員会 黒川・菅原・江口 

ＲＩ運営委員会 春田 

工作施設運営委員会 黒川 

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・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 斉藤・林・村上 

知的財産委員会 相垣 

FD委員会 岡本 

２. 理工学研究科 

専攻長・コース長 村上 

専攻長代理 田村 

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 黒川 

教務委員会 坂井 

図書委員会 菅原・可知 

広報委員会 田村・可知 

理工学研究科研究推進室 川原 

インターンシップ委員会 門田 



−9− 

FD委員会部会 岡本 

就職委員 黒川 

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・朝野 

会計委員会 清水・古屋・矢沢・浅田・朝野 

教務委員会 （教養） 門田・川原 

      （学部専門） 坂井 

      （大学院） 鈴木・福田 

      （学部実習） 浅田・加藤(英)・横田・高橋 

担任     １年生 岡本・横田・古川 

       ２年生 鐘ヶ江・松浦・斉藤 

       ３年生 林・菅原・浅田 

       ４年生 福田・草野・加藤(英) 

自主研究担当 福田・岡本・春田・林・坂井・村上 

セミナー委員 林・横田・高鳥 

放射線委員 春田・古屋・斉藤・松浦 

電子情報委員会 田村・江口・草野・加藤(英) 

広報・公開行事担当 菅原・田村・黒川・坂井・江口・朝野・横田・高鳥 

将来計画委員会 相垣・久永・川原・田村・鈴木・福田・春田・清水・村上 

外部評価準備委員会 黒川・青塚・可知・松浦・小柴・久永・林・村上 

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・村上・菅原・岡本・門田・黒川・鈴木・朝野 

動物施設委員会 久永・黒川・林・朝野・古屋・高鳥・井出 

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

生命科学専攻募集対策委員会 田村・久永・門田・春田・黒川・菅原・坂井 

大学院教育改革担当 松浦・相垣・鈴木・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・岡本・福田・清水 
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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、渕上孝裕（RA）、木村妙子（D3）、高野哲也（D3）、小林弘侑（D2）、田

邊和也（M2）、土屋幸憲（M2）、山崎麗奈（M2）、張クンイ（M２）、斉藤哲也（M2）、下中翔太郎（M2）、 

小倉拓也（M1）、川上有沙（M1）、高杉俊之（M1）、福島寛美（M1）、伊藤有紀（卒研）、漆原智己（卒研）、

高橋美由紀（卒研）、古澤孝太郎（卒研）、長谷川成人（都医学研、客員教員）、遠藤玉男（都健康長寿研、

客員教員）、小松雅明（都医学研、客員教員）、石黒幸一（客員研究員）、楯林義孝（都医学研、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脳の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 の細胞内局在決定機構の解析：Cdk5 は主に細胞質に存在するが、一部は核にも局在する。Cdk5 の

局在は活性化サブユニット p35、p39 によって決定されることを既に報告しているが、核局在について検討し、

p39 が p35 よりも核に存在し、それは核外輸送タンパク CRM1 に依存している可能性を見つけた。（浅田） 

b) Cdk5 活性化サブユニットの葉状仮足への局在の解析：Cdk5 活性化サブユニット p35、p39 は細胞膜直下

のアクチン構造にも局在することが知られていたが、その仕組みは判っていなかった。p35、p39 は Rac1 に

誘導される葉状仮足へ局在していることを見つけ、その局在機構と、機能について解析した。（伊藤） 

c) p35,p39 の Cdk5 結合領域ペプチドによる Cdk5 活性の阻害：Cdk5 活性化サブユニット p35 と p39 の Cdk5

との結合領域に由来するペプチドがいずれも Cdk5 を特異的に阻害することを見つけた。p35 と p39 は、結合

領域のアミノ酸配列の違いから Cdk5 との結合の強さが大きく異なるが、いずれのペプチドも同様の阻害活

性を示した。現在、この原因を明らかにするとともに、Cdk5 特異的な阻害に必要なアミノ酸配列の特定を進

めている。（川上、斎藤） 

d)  Cdk5 の Tyr15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 Tyr15の

リン酸化はさらに活性を上昇させると報告されている。しかし、神経細胞で詳細に検討した結果、Tyr15のリ

ン酸化は Cdk5–p35 複合体では見られず、Cdk5 活性の上昇も確認できなかった。他の仕組みによって、活性

制御されているものと考えられた。（小林） 

e) Cdk5 活性化サブユニット p35 の分解機構の解析： p35 のプロテアソーム分解系に注目し，生体内におけ

る Cdk5 の活性制御機構の解析を行った。ユビキチン化されない p35 リジン欠損変異体もプロテアソームで

分解されたが、半減期は野生型 p35 の約２倍となっていた。生体内ではユビキチン非依存的なプロテアソー
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ム分解も Cdk5 活性調節に重要な役割を果たしている可能性がある。（高杉） 

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) Cdk5 による小脳顆粒細胞の突起形成及び細胞移動の制御：Cdk5 活性は大脳皮質において神経細胞の移

動に関わることが数多く報告されているが、小脳顆粒細胞については殆ど解析されていない。小脳顆粒細胞

の移動における Cdk5 活性の役割を調べ、突起形成に抑制的に働くことで移動を制御していることが示唆さ

れた。小脳顆粒細胞の突起形成については Cdk5 下流因子 LMTK1 の関与を認めた。(土屋) 

b) Dab1 結合タンパク質 CIN85 の Reelin シグナルへの関与：Reelin と Dab1 は脳形成期の神経細胞移動に関

わる因子である。Dab1 の細胞内領域の Cdk5 によるリン酸化は、Dab1 とアダプタータンパク質 CIN85 との

相互作用を調節する。CIN85 は Dab1 を介して Reelin 受容体（ApoER2）と共局在を示し、CIN85 の Reelin 受

容体エンドサイトーシスにおける役割が示唆された。（渕上）    

c) LMTK1 による樹状突起形成の制御機構：神経細胞で高発現する LMTK1 という Ser/Thr キナーゼが樹状

突起形成を制御していることを初めて明らかにした。LMTK の樹状突起形成は Rab11A 陽性エンドソーム輸

送を介していること、また LMTK1 のこの活性は Cdk5 によって調節されていることを明らかにした。（高野） 

d) 生体内における LMTK1 と突起形成との関係：培養神経細胞では、活性型 LMTK1 が神経突起形成を制御

することが分かっている。LMTK1-KO マウスの脳をゴルジ染色法により染めて観察したところ、大脳皮質錐

体細胞の樹状突起の本数や長さが増加していることが明らかとなった。（漆原） 

e) Cdk5 依存的な Drebrin のリン酸化とその機能解析：アクチン結合タンパク質である Drebrin が Cdk5 依

存的に Ser142 および Ser342 でリン酸化されることを明らかにした。また、これらのリン酸化はマウス脳に

おいて、神経細胞の移動に重要であることが示唆された。メカニズムについては現在検討中である。（田邉） 

f) 神経興奮における Cdk5 の役割:神経興奮において細胞内への Ca2+流入は重要な役割を果たしている。神経

細胞様に分化させた PC12 細胞を脱分極させ、細胞内への Ca2+流入を観察したところ、Cdk5 活性により Ca2+

流入が抑制された。このことから、Cdk5 が神経興奮において抑制的に働いている可能性が示唆された。（古

澤） 

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) アルツハイマー病 Tau の異常リン酸化における脱リン酸化の役割についての研究: FTDP-17 型認知症で

は、Tauの変異が原因で Tauの異常リン酸化が起こる。Tauの脱リン酸化制御因子 Pin1（Peptidyl-prolyl isomerase）

に着目し、異常リン酸化機構を調べた。Pin1 は Cdk5 によってリン酸化された Tau と結合し、脱リン酸化に

影響を及ぼすことが分かった。（木村） 

b) 異常リン酸化 Tau の Phos-tag SDS-PAGE による解析：各種神経変性疾患における Tau の異常リン酸化パ

ターンの違いを明らかにするために、Phos-tag SDS-PAGE を用いて Tau のリン酸化状態の解析を行った。各

種神経変性疾患モデルマウス脳では、Tau が高度にリン酸化されているのが確認された。（福島） 
c) BACE1 の細胞内輸送に対する LMTK1 キナーゼ活性の役割：BACE1 による APP プロセシングはアルツ

ハイマー病の原因として考えられている。BACE1 は LMTK1 で制御されるリサイクリングエンドソームで輸

送され、それは LMTK1 のキナーゼ活性に依存する可能性が示唆された。(小倉) 

d) 脊髄小脳失調症 2 型原因タンパク質 Ataxin-2 の生理的機能：脊髄小脳失調症 2 型原因タンパク質 Ataxin-2
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の生理的機能はほとんどわかってない。Ataxin-2はCdk5によってリン酸化され、分解されることを見つけた。

Ataxin-2 の断片を作成し、リン酸化の解析を行ったところ、N 末側と中央のリン酸化を認めた。(山﨑) 

e) Cdk5-p35 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投与をマウスで行い、行動に対する影響と p35 発現との関連を調べ

た。バルプロ酸の慢性投与により、p35 の発現が減少すると同時にうつ様行動が見られた。p39KO マウスで

同様の実験を行ったところ、遺伝型によって行動が変化する傾向が見られた。（高橋）   

４）その他 

a)下中と斉藤（哲）は連携客員教員、長谷川と小松（ともに都医学研）、の元でそれぞれ研究を行った。そち

らを参照されたい。 
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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），高鳥直士（助教），大沼耕平（D1），岡山 唯（D1），染谷春香（D1），

末吉美佐（M2），関上由佳（M2），露木翔太（M2），豊田千春（M2），栗下大三（M1），塩入直也（M1），

鈴木由季（M1），中澤啓一（M1），森田千裕（M1），志村 智（卒研生），中村 瞳（卒研生），山崎卓哉（卒

研生），山本謙太郎（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、および進化の分子(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。

本年度から高鳥直士助教が研究室に加わり、新しい研究の展開が始まった。研究は、主として以下に述べる

１）〜３）の三つの課題の下で行われており、１）は西駕が、２）は福田、３）は高鳥が担当している。４）

は客員研究員によって行われている。高鳥は、第 45回日本発生生物学会/第 64回日本細胞生物学会合同年会

において、Young Presenters Award for Excellent Oral Presentationを受賞した。 

 

 

１）脊索動物の基本的発生プログラム 

a) ホヤの Hox遺伝子に関する研究  

 ホヤ綱を構成する二つの目のうち、カタユウレイボヤとは異なる壁性目に属するマボヤでは、カタユウレ

イボヤと同じ９個の Hox 遺伝子が、カタユウレイボヤの場合とは異なって一つの染色体にあることを 2 色の

染色体 FISH により明らかにしてきたが、さらに BAC ライブラリーを用いた染色体歩行を行って、Hox1 を除

く 8個の遺伝子の並び順を、ホヤで初めて明らかにした（関上）。また９個の Hox遺伝子の同定について再検

討したところ、系統樹で高いブートストラップ値で支持されるのは anterior Hox 遺伝子グループ

（Hox1,2,3,4）だけであった。central および posterior グループの遺伝子は、近い将来適切に命名し直さ

れるべきである（関上）。 

b) ホヤの Otx遺伝子および Not遺伝子の転写調節機構の解析 

 ホヤ幼生の中枢神経系の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。中枢神経系前方で発現する Otx 遺伝子については、GFP レポーターの蛍

光を指標にした先行研究で見出されていたマボヤ、カタユウレイボヤの原腸胚期以降の脳胞細胞系譜でのエ

ンハンサーとその活性に重要な転写因子結合部位を、GFP mRNA を指標として調べ直している（大沼）。その

中で、これまで不明であったカタユウレイボヤの尾芽胚期脳胞での発現を再現するエンハンサーを、翻訳開

始点の上流約 2.8-3kb に見出した。さらに、このエンハンサーが後期原腸胚期から初期尾芽胚期まで、脳胞

の系譜で働くことを見出した（大沼）。脊椎動物でオーガナイザー因子の一つとして知られる Not 遺伝子は、

ホヤの発生においては中内胚葉の発生運命の分離に関わる鍵遺伝子であること（Takatori et al., 2010）、

そして最も早く発現する接合子遺伝子の一つであることが分かっている。Not 遺伝子の活性化機構について

解析が行われ、マボヤ、カタユウレイボヤともに翻訳開始点の上流約 0.4 kbp あるいは 0.3kb の中に、接合

子遺伝子としての活性化に必要な領域が含まれること、その中にある転写因子 GATAの結合部位が、突然変異

導入実験により、活性化に重要であることが示された（露木）。 
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c)ホヤの発生における非対称性に関する研究 

 発生の過程でみられる非対称性に関する研究が、ホヤを用いて行われている。カタユウレイボヤでは、尾

芽胚期に左側の表皮で特異的に Nodal 遺伝子が発現する。左側特異的 Nodal シグナリングの新規下流遺伝子

であることが明らかにされた目の形成に必須なホメオボックス遺伝子 Ci-Rx（Yoshida and Saiga, 2010）の

転写調節について、Nodal シグナリングによる負の制御に必要な領域を特定する方法を工夫し、Rx の転写抑

制領域を翻訳開始点の上流 0.7kbにまで狭めた（末吉）。この中には、Ci-Rxの転写を正に制御する転写因子

Onecut、Clox の結合部位の他に、Nodal シグナリングを介在する転写因子 Smad の結合部位があり、突然変

異導入実験からこの Smad結合部位が Nodal シグナリングによる抑制に関わっていることを見出した（末吉）。

またマボヤの Nodal 遺伝子の転写制御機構の解析が開始されており、正常発生における発現が詳細に検討さ

れている（森田）。また、マボヤの卵割期胚の動物半球での細胞分裂における Not 遺伝子の mRNAの非対称分

配が検討された（中村、高鳥）。 

d)カタユウレイボヤの消化管形成過程の解析 

 カタユウレイボヤの消化管形成過程について、共焦点顕微鏡による観察と内胚葉細胞の上皮化に着目した

レンダリングによる解析を行ってきた。幼生尾部にある内胚葉索の細胞を、特異的に標識可能な Kaede 発現

コンストラクトを用いて追跡し（中澤）、食道から肛門に至る管形成過程の概要を明らかにした。食道と胃は、

幼生の後方胴部右側の内胚葉細胞の上皮化、褶曲、融合、分離によって形成されること、これに対して腸は、

内胚葉索の細胞が尾から胴部の左側に移動・集積した後に管となることを明らかにした（中澤）。 

 

２）鳥類胚における消化器官領域化に関する分子機構の研究 

a）前腸の領域化に関わるBMPシグナルの解析 

 前腸腹側正中からは前方から肺、胃、肝臓内胚葉が並んで領域化する。昨年度までに、これらの領域化には

BMPシグナルが関わり、そのシグナル量のコントロールには細胞外因子である Chordin、Tolloid、sizzled が

関与している可能性を示した。本年度は肺領域での BMPシグナルは、sizzledやchordin の強制発現では変わ

らないことが分かった。しかしドミナントネガティブBMP受容体では下がるので、BMPリガンド以外のリガンド

がBMPシグナルに関わっている可能性ができた（岡山）。また、昨年度までと同様に、胚全体でのBMPシグナル

のインプットを解析するため、luciferaseを使った発光イメージングを行ったが、GFPは定量性が少なく、ノ

ーマライズでは使えないことが明らかになった（山崎；自然科学研究機構 基礎生物学研究所 藤森俊彦博士

との共同研究）。 

b) アポリポタンパク質APOA1 の発生における機能解析 

 脂質代謝に関わるAPOA1の機能解析が継続され、APOA1はBMPシグナルへの感受性をあげ、肝臓領域の分化に

関わるのではないかという可能性を検討した。 HeLa細胞にAPOA1とBMP4を同時導入すると、BMP4のみの時と比

べ、BMPレポーターの発現が上昇した（志村；細胞生化学研究室との共同研究）。また、アフリカツメガエル

でもAPOA1を導入するとMPレポーターの発現の上昇が見られたため（染谷；東京大学大学院 平良眞規博士との

共同研究）、APOA1はBMPシグナルに関与していることが示唆された。 

c) 膵臓分化におけるosteopontinの機能解析 

 膵臓の導管で発現する osteopontin (opn)を２日胚から 10 日胚まで強制発現させたところ、膵臓が小さく

なり、外分泌細胞が減ったが、内分泌細胞の数には影響がなかった。しかし、本来なら導管から離れて膵島

を作るはずの内分泌細胞が導管から離れずにいた。このことから、osteopontin は導管で分化した内分泌細

胞の移動に関わっている可能性がある。（豊田）。 

d) 胃と腸の境界形成の分子機構の解析および異所的胃形成 
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胃と腸の境界の形成に転写因子であるSox2, CdxAの発現をそれぞれの抗体を用いて詳しく調べたところ、同じ

細胞で両者が発現している部位があることが分かった。また、 CdxAはSox2 と共発現している細胞と、そうで

ない細胞で、細胞内局在が異なっている可能性が示唆された（栗下）。また、Sox2を腸領域で異所的に発現さ

せた細胞がどのように分化するのかを解析している（塩入）。 

e) 前腸形成開始に関わる細胞動態および分子機構の解析 

有羊膜類の前腸形成時に折れ曲がる内胚葉の細胞の形の変化を見るために、前腸形成前後のステージ 5 お

よび 6 の胚のアクチンを染めて、観察したところ、前腸形成前は内胚葉細胞の表層ではアクチン表層全体に

散らばっているが、前腸形成時に折れ曲がる部分の内胚葉では、アクチンが細胞膜に局在することが分かっ

た。（鈴木）。 

f)  魚類の消化管多様性の形成機構の解析 

脊椎動物では消化管は、食道、胃、小腸、大腸を持ち、高度に保存されている。一方魚類では無胃魚がいる

など、消化管構成に多様性がある。今回無胃魚と言われるメダカ、それに近縁だが胃のような膨らみを持つ

ノソブランキウスの成魚の消化管構成を調べた。すると、メダカもノソブランキウスも、酸性プロテアーゼ

を分泌する胃腺を持つ胃はなかったが、ノソブランキウスは腸の前方が膨大し、後方には内腔が狭い袋状の

構造を持つことが分かった（山本；東京大学大学院 黒川博士との共同研究）。 

 

３）mRNA非対称分配による中胚葉・内胚葉運命分離機構の解析 

 胚葉形成は、動物の発生の初期に起こる重要なイベントである。中胚葉と内胚葉は中内胚葉細胞から作ら

れることがわかってきた。しかし、中胚葉運命と内胚葉運命を互いに異なる細胞に分離する分子機構は大部

分が不明である。脊索動物のホヤを材料に中・内胚葉運命を分離する機構を調べたところ、（１）中内胚葉細

胞の核が、将来中胚葉細胞を作る側に移動すること、（２）Not転写因子をコードする mRNAが核から放出さ

れること、（３）JAK2依存的に分裂装置が細胞の中心に移動すること、（４）分裂装置の移動の際に、Not mRNA

の局在が Wnt遺伝子依存的に維持されることが重要であることが示唆された。これらの結果を踏まえて、中

内胚葉細胞の中に、将来の中胚葉と内胚葉の位置がどのようにして決められるのか調べた。核の移動の向き

に異常をもたらすような薬剤をスクリーニングしたところ、PI3Kの活性サブユニット、p110αに対する特異

的な機能阻害薬で胚を処理した際に、核が将来の中胚葉側ではなく、細胞の中心に向かって移動することが

わかった。p110α 遺伝子の発現阻害や過剰発現を行った胚でも同様の異常が観察された。p110αと拮抗作用

を持つ PTENの機能を阻害したり、発現を阻害したりした胚でも同様であった。p110α とその産物である

PtdIns(3,4,5)P3の局在を抗体染色により調べたところ、いずれも将来の中胚葉側に局在していた。未受精

卵から中・内胚葉運命が分離するまでの間、p110αの局在を調べた結果、未受精卵で p110α は細胞膜直下

にほぼ均一に存在していること、受精後の卵細胞質再配置とともに p110α が将来の中胚葉側に多く、内胚葉

側に少なくなることがわかった。その後、この違いは運命分離まですべてのステージで観察された。卵細胞

質再配置を阻害した胚では、p110αの局在の変化は観察されなかった。PtdIns(3,4,5)P3は 4細胞期と 16

細胞期の 2回、将来の中胚葉側で多く観察された。核の移動を異常にする条件で p110α、PTENの発現阻害を

行った際に、16細胞期の胚では PtdIns(3,4,5)P3の局在が変化したが、4細胞期の胚では変化が観察できな

かった。また、16細胞期の中内胚葉細胞に PtdIns(3,4,5)P3を注入すると、核の移動が異常になることがわ

かった。これらの結果から、16細胞期に将来の中胚葉側に局在する PI3Kが PIP3を作ることで核が将来の中

胚葉側に移動するのだと示唆された（高鳥）。 

 

４）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 
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卵減数分裂周期の制御機構の解析を目的として、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、および極体形成におけるアクチンと微小管の関わりが電子顕微鏡を

用いて調べられている（根本、上村）。第1減数分裂期に卵内に侵入した精子中心体は中期から後期にかけて、

非対称な星状体を形成する。その形態は、言わば帚星様のもので、侵入側卵表側に向かって極めて長い微小管

を伸ばす、卵の中央側は極めて短い。核は長い微小管束の焦点部分にあり、卵の中央付近に留まっていた。第

２減数分裂では対称的な星状体が形成され、帚星状の星状体は第1減数分裂に特徴的なものである。長い星糸

の先端はほぼ卵表に達していた。この非対称星状体は、微小管の伸長によって精子核を卵中央にまで移動させ

るとともに、減数分裂が完了するまでは、卵の分裂装置・染色体との接触を避けるため、そこに留めるために

働いていると考えられる（根本、上村）。 
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2. 研究紹介 

1）カルシニューリンと神経筋接合部シナプス形成機構 

 カルシニューリンは，神経系の発生やその機能への関与が示唆されている脱リン酸化酵素であるが，その

分子メカニズムはよくわかっていない．ショウジョウバエのカルシニューリン変異体において，運動神経の

シナプスに形態異常があることを発見した．発現解析の結果，異常が見られたアイソフォームは運動神経及

び筋肉に特異的に発現していることが明らかとなった（池上，金内，相垣）． 

2) カルシニューリンと心臓拍動の制御機構 

 カルシニューリン遺伝子の変異体では心臓拍動パターンが異常になる表現型を示す．変異体に野生型遺伝

子を導入すると現型が回復することを示した．また、発現パターンの解析を行い，心臓に投射する神経に発

現していることを明らかにした．心臓の神経性拍動制御にカルシニューリンが関わっている可能性を示唆し

た（白土，池上，金内，相垣）． 

3) カルシニューリンと睡眠，学習と記憶の機構 

 カルシニューリン遺伝子の変異体では睡眠量が極度に減少する．ショウジョウバエ脳内のさまざまな部位

で恒常活性化型カルシニューリンを発現させたところ，記憶や睡眠を制御する領域として知られるキノコ体

において過剰発現たときに，睡眠を減少させることがわかった．また，睡眠と記憶機構の関連が示唆されて

いるが，睡眠に異常を示すカルシニューリン変異体の記憶には影響を与えないことが示唆された（山川，安

蔵，堀内，相垣）． 

4) ストレス応答シグナル因子 POSH 変異体の表現型 

 Plenty of SH3s (POSH) は，哺乳類では JNK シグナル伝達経路の活性化に必須であるとされているが，生体

内の詳細な機能は不明である．POSH 機能欠損変異体(POSH74)の表現型を詳細に解析した．変異体では，精

子形成後期に見られるアクチンコーンの移動の同調性が低下し，翅の表面を覆う毛が野生型に比べて有意に

細くなることを示した．変異体に外来の POSH 遺伝子を導入した個体を作製したところ，いずれの表現型も

野生型と同程度に回復したことから，変異体の表現型は POSH 遺伝子の機能欠失に起因していることを証明

した（松本，池上，相垣）． 

5) The role of metabolic enzymes in desiccation resistance in Drosophila 

 We used Drosophila as a model organism to identify genes involved in the desiccation resistance and try to figure out 
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the correlation between desiccation resistance and metabolism. We found that desiccation resistance was significantly 

increased in flies with mutations in Scsα (succinyl-CoA synthetase alpha subunit), which catalyses the conversion of 

succinyl-CoA into succinate in the TCA cycle. Also, I found the mutation in Scsα increased the survival rate 
under H2O2 treatment. To demonstrate the molecular function of SCSα in these stress resistances, I am in the 
process of generating a null mutant of Scsα by gene targeting（権，相垣）． 

6) ミトコンドリアアコニターゼ欠損による代謝障害 

 エネルギー代謝に関わる遺伝子の異常は，ミトコンドリアの機能不全，神経発達や運動機能の障害等をを

引き起す．ショウジョウバエを用いて，エネルギー代謝経路の変異体を作製して，表現型を解析した．TCA

回路で機能するミトコンドリアアコニターゼ遺伝子の機能破壊，RNAi によるノックダウン個体の表現型を

解析した．高速液体クロマトグラフィー質量分析装置(LC-MS)を用いたメタボロミクス解析により，変異体

では解糖系と TCA 回路の機能が大きく影響をうけていることが示唆された．また，エネルギー貯蔵分子であ

る脂肪の急速な消費を引き起こすこと，酸化ストレス抵抗性の低下，脳の細胞死の増加，成虫の歩行運動活

性の減少，および寿命の短縮が観察された．これらの表現型はヒトのミトコンドリアアコニターゼの変異を

有する患者の症状に一致するものであった（張，木下，佐藤由，相垣）． 

7) エノラーゼ欠損による代謝障害 

 解糖系で機能するエノラーゼ遺伝子の変異体では，酸化ストレスの指標となる酸化型グルタチオンの増加

やメチオニンスルホキシドの増加が観察された．また，筋肉特異的に Eno の発現を抑制すると，寿命の短縮

が見られるともに，クライミングアッセイによる強制運動能力，および自発的な運動能力が有意に低下する

ことを明らかにした．また，メタボローム解析により，変異体モデルにおける代謝異常の実態を明らかにし

た（細木，木下，佐藤由，相垣）． 

8) 長鎖 non-coding RNA による酸化ストレス耐性の制御 

 過酸化水素耐性を示すトランスポゾン挿入変異系統の解析をおこなった．挿入部位近傍にはタンパク質を

コードする遺伝子はアノテーションされていない．定量的リアルタイム PCR を行い，遺伝子間領域の非アノ

テーション転写産物が原因である可能性が示唆された．その産物として，全長 2925bp の long non-coding RNA 

(lncRNA)を同定し，Oxidative stress resistance-associated lncRNA (OxRNA)と命名した．GFP レポーターを用い

た解析により，OxRNA は筋肉および神経系において強く発現されることを明らかにした（勝浦，金内，相垣）． 

9) Nox 遺伝子の操作による活性酸素と寿命の関連 

 NADPH oxidase (Nox) は細胞質の NADPH を還元し，酸素から活性酸素を生成する酵素である．ショウジ

ョウバエ Nox の機能を遺伝学的に操作し，酸化ストレス抵抗性および寿命への影響を解析した．寿命の延長

効果は発現抑制部位および性に依存することを示した．また，そのとき必ずしも酸化ストレス抵抗性の亢進

は認められなかった．LC-MS を用いた代謝産物の定量的解析から，発現抑制により寿命の延長がおこる場合

には，総グルタチオン量が有意に増加しており，酸化ストレス状態にあることが示唆された（金木，佐藤由，

相垣）． 

10) 寿命延長化合物のスクリーニングと機能解析 

 200 種の既知化合物および天然物から構成される化合物ライブラリーから，低カロリー条件で寿命延長作

用のある低分子化合物を見いだした．この化合物は，ショウジョウバエの摂食量および湿重量を増加させ，

運動機能を可逆的に低下させた．LC/MS による解析より，化合物投与によってドーパミンおよびセロトニン

が著しく減少する事を明らかにした（佐藤由，堀内，相垣）． 

11) インスリン過剰発現個体の表現型に及ぼす栄養条件の影響 

 インスリン過剰発現個体(sd>Dilp2)では，成長が早くなるが，生存率の低下，寿命の短縮が認められた．メ
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タボローム解析を行った結果，sd>Dilp2 では TCA サイクルのインバランスおよびアミノ酸プールの減少がお

こることがわかった．培地中のタンパク質成分を増やすことで生存率が回復することから，生体内のアミノ

酸欠乏が sd>Dilp2 の生存率低下の一因となっていることが示唆された（佐藤由，村松，相垣）． 

12) Myc を介した成長と脂肪代謝の制御 

 ショウジョウバエの器官サイズに影響を与える新規遺伝子としてLpnを同定した．遺伝学的相互作用の解析

から，Lpnは癌遺伝子Mycに対して抑制的に作用することを明らかにした．また，Lpnは脂質分解酵素の発現を

誘導し，脂質分解を促進することを示した．Mycの抑制には，マイクロRNAによる翻訳抑制機構が関わってい

ることを明らかにした（船越，相垣）． 

13) 脂質代謝に関わる新規遺伝子 MESR4 の解析 

 脂質代謝異常を示すショウジョウバエ変異体スクリーニングにより同定された，核タンパク質 MESR4 の

機能解析を行った．MESR4 過剰発現体では脂肪細胞内の貯蔵脂質量が減少し，体内の遊離脂肪酸量が増加し

た．また MESR4 の RNAi 変異体では脂肪細胞の貯蔵脂質量が増加していた．さらに MESR4 は脂肪分解酵素

の発現を正に調節することから，脂質蓄積のエピジェネティックな抑制因子であることが示唆された（津田，

堀内，相垣）． 

14) アルツハイマー病モデルの研究 

 アルツハイマー病原因遺伝子の一つである APP の新規突然変異遺伝子の機能を解析するために，ショウジ

ョウバエに導入したトランスジェニッック個体を作製中である（崔，朝野，相垣）． 

15) 代謝酵素のリポ酸修飾経路に関わる遺伝子の研究 

 ピルビン酸脱水素酵素や２オクソグルタル酸脱水素酵素に代表される翻訳後リポ酸修飾（リポイル化）の

分子機構を明らかにするために，関与すると推定される３つの遺伝子ついて，過剰発現個体，および機能破

壊変異体を作製中である（段，朝野，相垣）． 

16) ショウジョウバエの卵活性化における Ca2+シグナルの可視化及びその制御機構 

 ショウジョウバエの卵活性化における Ca2+流入を，新たに蛍光プローブ GCaMP を用いて可視化すること

に成功した．蛍光プローブによる解析では，これまでに作成した発光プローブを用いた手法より簡便且つ高

解像度で解析することが可能になった．この蛍光プローブを発現する系統と変異系統を用いた遺伝学的手法

により，卵活性時の Ca2+流入にかかわる分子機構の詳細な解明を進めている（金内，相垣）． 

17) ショウジョウバエの卵活性化に伴うメタボロームの解析 

 in vitro での活性化が生体内でおこる現象を再現してるかどうかを評価するために，生体内で起こる膜透過

性の変化（bleach assay）や減数分裂の再開，完了（核染色）について，検討した．その結果，in vitro 活性化

系は in vivo での活性化を再現できていないことが分かった（岡島，金内，佐藤由，相垣）． 

18) 組織特異的な遺伝子発現動態のリアルタイムモニタリングシステム 

 Luciferase をレポーターとし，組織特異的に遺伝子発現動態を high-throughput かつ non-invasive にモニター

可能なシステムを開発している．遺伝学的手法を用いてレポーターの発現を組織特異的に限定することを実

現した．同一の遺伝子でも，通常は組織ごとに異なる発現制御を受けている場合が多く，それら組織間の差

異を個体を生かしたままで解析可能となった．レポーターコンストラクトのハイスループット化を進めた（金

内，田島，村松，李，相垣）． 

19) 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行動解析や脳イメージング技術を駆使して長期記憶遺伝子の探索を行っている
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（佐藤翔，井並，相垣，坂井）． 

20) 侵害熱刺激反応の神経機序 

 熱刺激は動物にとって痛みのような不快な感覚であり，このような感覚は種を超えて保存されている．シ

ョウジョウバエが熱いプレートの上を歩くとジャンプする性質（ジャンプレスポンス）を利用し，侵害熱刺

激反応にかかわる情報伝達経路の同定を行っている（大橋，相垣，坂井）． 

21) 長期記憶における睡眠の役割 

 「睡眠による記憶固定化」は学習後の睡眠によって長期間持続する記憶として定着する現象である．その

分子メカニズム解明に向けて，睡眠による記憶固定化にかかわる遺伝子の探索を行っている（嶋田，相垣，

坂井）． 

22) 行動の脳支配 

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

カニズムを知る上で重要である．そこで，ショウジョウバエ雌の性行動や歩行活動の概日リズムに注目，そ

れぞれの行動を制御している神経回路の同定を行っている（渡辺, 相垣, 坂井）． 

23) 昆虫外骨格マトリクスの構築 

 ラッカーゼは様々なフェノール性基質の酸化を触媒する酵素である. 外骨格の硬化および着色におけるラ

ッカーゼの機能を明らかにするべく, ラッカーゼ遺伝子変異体の表現型やノックダウンの影響を調べた. ま

た, レスキュー実験を行うため強制発現系統の作成を行った. これとは別に, バクテリア感染によって蓄積

が誘導される新たな外骨格タンパク質についても解析した（相澤，朝野，相垣）． 
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Sano (2012) A misexpression screen identifies a novel role for MESR4 contributed in Drosophila lipid metabolism．

JDRC10. 10 月．東京 

12.  Eriko Katsuura, Toshiro Aigaki (2012) A non-coding RNA gene that might regulate oxidative stress resistance in 

Drosophila．JDRC10. 10 月．東京 

13.  Miku Matsumoto, Toshiro Aigak (2012) Is the scaffold protein POSH essential for development in Drosophila?  

JDRC10. 10 月．東京 

14.  Keiichi Ikegami, Taro Kaneuchi, Yasuhiro Nakai, Toshiro Aigaki (2012) Calcineurin is required for formation of 

the NMJ and behavior in Drosophila．JDRC10. 10 月．東京 

15.  Mai Hosogi, Toshiro Aigaki (2012) The Drosophila glycolytic gene Enolase encodes two isoforms targeted to 

cyotoplasm and mitochondria．JDRC10. 10 月．東京 

16.  Maki Kanaki, Yukiko Sato, Toshiro Aigaki (2012) The role of NADPH oxidase (dNox) in Drosophila．JDRC10. 10

月．東京 

17.  Misato Okajima, Toshiro Aigaki (2012) Metabolites analysis of egg activation and maturation processes in 

Drosophila．JDRC10. 10 月．東京 

18.  Shoma Sato, Takaomi Sakai (2012) The role of central nervous system-expressed Painless TRP channels in 

Drosophila long-term courtship memory．JDRC10. 10 月．東京 

19.  Shou Inami, Tsunaki Asani, Takaomi Sakai（2012）The role of the LIM-homeobox gene, apterous, in Drosophila 

long-term courtship memory．JDRC10. 10 月．東京 

20.  Hirono Ohashi, and Takaomi Sakai（2012）The role of Painless TRP channels in noxious heat response in 

Drosophila adults．JDRC10. 10 月．東京 

21.  Mai Hosogi, Toshiro Aigaki (2012) The Drosophila Glycolytic Gene Enolase Encodes Two Isoforms Targeted to 

Cyotoplasm and Mitochondria. 第 35 回日本分子生物学会年会．12 月．福岡 

22.  Eriko Katsuura, Ryousuke Ootaka, Toshiro Aigaki (2012) A non-coding RNA Gene That might is Involved 

Regulate in Oxidative Stress Resistance in Drosophila. 第 35 回日本分子生物学会年会．12 月．福岡 

23.  Miku Matsumoto, Manabu Tsuda, Toshiro Aigaki (2012) Is the Scaffold Protein POSH Essential for Development 

in Drosophila. 第 35 回日本分子生物学会年会．12 月．福岡 

24.  Hiromu Shirato, Taro Kaneuchi, Keiichi Ikegami, Yasuhiro Nakai, Toshiro Aigaki (2012) Calcineurin is Required 

for Retrograde Heart Beats in Drosophila. 第 35 回日本分子生物学会年会．12 月．福岡 

25.  Maki Kanaki, Yukiko Sato, Toshiro Aigaki (2012) Reduction of NADPH Oxidase Activity Extends Lifespan in 

Drosophila. 第 35 回日本分子生物学会年会．12 月．福岡 

26.  Keiichi Ikegami, Taro Kaneuchi, Yasuhiro Nakai, Toshiro Aigaki (2012) Defects in NMJ Morphology and 

Behavior in Drosophila Deleted for Calcineurin. 第 35 回日本分子生物学会年会．12 月．福岡 

27.  Masabumi Funakoshi, Keigo Muramatsu , Manabu Tsuda , Toshiro Aigaki (2012) The Myc mRNA-binding 

Protein Lpn Regulates Body Size and Lipid Metabolism. 第 35 回日本分子生物学会年会．12 月．福岡 

28.  Misato Okajima, Taro Kaneuchi, Toshiro Aigaki (2012) Metabolomics of Oocyte Activation in Drosophila. 第 35

回日本分子生物学会年会．12 月．福岡 



−27− 

29.  佐藤 翔馬, 坂井 貴臣（2012）ショウジョウバエ成虫脳で発現する Painless TRP チャネルの求愛長期記

憶における役割. 第 35 回日本分子生物学会年会．12 月．福岡 

 

招待講演 

1. Asano T., “Laccase activation in ecdysis process”, In Symposium “Insect Cuticle”, International Congress of 

Entomology．8 月．大邱 

2. Aigaki ,T. Metabolomic analyses of Drosophila models for human metabolic disorders．スイス連邦工科大学ロー

ザンヌ校．9 月．ローザンヌ 

3. Aigaki, T. Genetic manipulation of fat metabolism and its impact on lifespan in Drosophila．AACL-2012 Seoul 

Symposium: Korea-Japan Joint Conference on Aging, Metabolism and Neurobiology．11 月．韓国ソウル 

4. 朝野 維起 “「生体防御」における外骨格の役割”応用動物昆虫学会第５７回大会．小集会・昆虫免疫夜話．

3 月．藤沢 
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分子遺伝学研究室 
 

1. 構成 

加藤潤一（教授）、古屋伸久（助教）、藤原弘平（D2）、岩舘佑未（D1）、中西忍（D1）、江口拓未（M2）、久

保田希（M2）、高木光（M2）、川口達也（M1）、萩原進（M1）、北村麻衣子（M1）、石川美咲（卒研生） 

 

2. 研究紹介 

 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にして、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、生物を自由に作り変えることを目指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を用いた解析 

 大腸菌では全必須遺伝子が同定され、それらの機能についてもほとんどが解明されてきている。しかし必

須遺伝子群だけが生育に重要なのではなくて、バイパスがあるために野生株では非必須遺伝子に見える「隠

れた必須遺伝子群」も生育に不可欠である。これらの遺伝子群の同定、解析は、野生株では難しいが、当研

究室で作製している染色体大規模欠失株を利用すると、バイパスを欠損している場合にはこれらが必須遺伝

子として見えてくるので可能になる。 

 染色体を大規模に欠失させた株は生育が遅くなるが、長期間継代培養することによって生育が回復した株

が得られることがわかった。生育が回復するメカニズムを明らかにするために、継代培養前後の株の全ゲノ

ム配列を調べたところ、遺伝的な変化は２カ所の挿入変異だけで、遺伝的要因以外の要因が重要であること

がわかった。 

 染色体大規模欠失株で生育に必須になる遺伝子群を同定することにより合成致死遺伝子群の解析を進めた。

その中で、GGDEF ドメインを持つことから diguanylate cyclase と推測されているタンパク質をコードする機

能未知遺伝子群が同定されてきた。また野生株でこれらを過剰生産させると、増殖に影響が見られることも

わかった。diguanylate cyclase により合成される cyclic diGMP はバイオフィルム形成などとの関連が示唆され

ているセカンドメッセンジャーであるが、今回興味深いことに生育にも重要な働きをしている可能性が示唆

されてきた。（高木、久保田、萩原、北村、加藤） 

２）必須遺伝子群の機能解析 

 大腸菌の機能未知必須遺伝子 yqgFについては、この遺伝子がコードする YqgFタンパク質は holliday構造

の解離に働く RuvC タンパク質と立体構造での相同性が高いことが報告されており、我々の研究からも RuvC

タンパク質の活性部位に対応する YqgFタンパク質のアミノ酸残基が、生育に必須な機能に重要であることが

確認されていた。我々は yqgF 温度感受性変異株を単離して、yqgF が転写終結に関与する rho、nusA と機能

的に関連することを遺伝学的に示し、また実際に yqgF温度感受性変異株では遺伝子内または上流に存在する

Rho タンパク質依存性終結配列で野生株とは異なり転写終結が起こることを明らかにしてきた。YqgF タンパ

ク質の転写終結への関与のメカニズムについては、バクテリアにおける翻訳と転写の直接的、機能的な関連

から、YqgF タンパク質がリボソームの機能に関与する可能性を考え、yqgF 温度感受性変異株における rRNA

について調べたところ、16S rRNAのプロセッシングが不完全な前駆体（pre-16S rRNA）が蓄積していること

がわかった。単離した pre-16S rRNAは精製した YqgFタンパク質により in vitroでプロセッシングされなか

ったが、pre-16S rRNAを含むリボソーム画分を用いるとプロセッシングされることがわかった。精製した変

異型 YqgFタンパク質ではプロセッシングが見られなかったことからも、YqgFタンパク質は 16S rRNAのプロ



−29− 

セッシングに関与する RNaseであることが明らかになった。（中西、古屋、加藤） 

３）定常期における生存機構の解析 

 定常期や栄養飢餓やストレスによって発現が誘導されることが知られているユニバーサルプロテイン

UspE の機能について調べた。まず飢餓応答を抑制してアミノ酸飢餓にしたときにアンピシリンを加えると、

野生株では細胞溶解が起こるが、リゾチームの添加や uspE遺伝子破壊株では抑制されることがわかった。ま

た高カリウム塩環境下で野生株は定常期で著しく生菌数が減少したが、マグネシウムの添加や uspE遺伝子破

壊株では抑制されることがわかった。これまでに、リゾチームは外膜の構成成分のひとつのリポ多糖に結合

してアンピシリンによる細胞溶解を抑制すること、リポ多糖同士はマグネシウムイオンを介して結合してい

ることが報告されていることから、UspEは増殖が静止したときの外膜の性質の変換に関わっている可能性が

考えられた。（岩舘、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 

 当研究室では大腸菌で光合成反応を再構成することを目指して、紅色光合成細菌の光合成関連遺伝子群を

クローニングしている。これまで光合成関連遺伝子は、光合成細菌において光合成に欠損を持つ変異体の単

離によって同定されてきたが、それだけでは光合成に必要である遺伝子群は同定できても、それらで十分か

どうかはわからない。光合成関連遺伝子群を大腸菌に導入してそれぞれの素過程を再構成することができれ

ば、導入した光合成関連遺伝子群で十分であることを示すことができる。 

 光合成の最初の素過程であるカロテノイド合成についてはすでに再構成に成功し、次の素過程であるバク

テリオクロロフィル合成について再構成を試みている。Rhodobacters sphaeroidesの光合成関連遺伝子群を

染色体にクローニングした株に、Rubrivivax gelatinosusの光合成関連遺伝子群を、大腸菌のプロモーター、

SD 配列に繋げた形でクローニングした二種類の多コピープラスミドを組み合わせて導入することによって、

バクテリオクロロフィルの中間体である DV-protochlorophyllide から MV-protochlorophyllideを合成させ

ることまで初めて成功した。MV-protochlorophyllideの合成に必須な遺伝子を探索したところ、より上流の

反応に関与することが知られていた bchI, bchD遺伝子が関与していることが明らかになった。 

 MV-protochlorophyllide以降については、嫌気条件下で培養することが必要であることが予想されるため、

嫌気条件下での合成についても検討している。 

 また、光合成反応には、将来、より大腸菌に近い紅色光合成細菌を利用する必要がある可能性も考えて、

大腸菌と同じγ-proteobacteriaである Allochromatium vinosumの光合成関連遺伝子群の解析を行っている。

A. vinosumでは遺伝子の導入ができず詳細な解析ができないので、大腸菌を用いて光合成関連遺伝子群の転

写調節因子の同定、解析を現在進めている。 

 紅色光合成細菌の光合成関連遺伝子群の転写を促進する因子としては大腸菌の Fnrのホモログである FnrL

が知られている。そこで FnrL と相同性を持つ A. vinosum のタンパク質を探索し、大腸菌内で光合成関連遺

伝子群の発現を促進させる因子として、Al.vin 0171および Al.vin 2313を同定することに成功した。Al.vin 

0171 による促進は cAMP 依存性であったので、Fnrと同じ family に属する Crpのホモログと考えられ、光合

成関連遺伝子群が Crp-cAMPによって調節されていることが初めて示唆された。また、Al.vin 2313について

は、DNA 結合ドメインを持たず、興味深いことに大腸菌や A. vinosum の Crp-cAMP 依存的に機能する因子で

あることが明らかになった。（藤原、川口、石川、古屋、加藤） 

５）細菌プラスミドにおける接合伝達開始点の解析 

 細菌プラスミドの多くは、宿主菌に接合能を与え自らを他の細菌に移して寄生域を広げるとともに、遺伝子

の水平伝播を促進して、宿主菌に新たな遺伝子の獲得や再編成の機会をもたらしている。接合伝達性プラスミ

ドの一種である R64 の伝達開始部位 oriT には、特異的ニックを導入する NikB タンパクの認識を補助する 
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NikA タンパクの結合配列が存在している。NikA は ribbon-helix-helix (RHH) 型の DNA 結合タンパクであ

り、NikB による oriT の認識やニックの導入を制御していると考えられる。予想される NikA 四量体は 17 bp 

の ターゲット配列 (repeat A) に結合するが、selex 法による分析から、結合配列の片側に位置する６bp の

コア配列以外は置換しても結合が低下しない配列が多く得られた。そこで、得られた結合配列を oriT コア領

域の repeat A 配列と入れ替えたところ、DNA の伝達頻度の低下や、oriT-NikAB 複合体 (relaxosome) の形

成阻害がみられた。NikA が RHH 型の DNA 結合タンパクなのにも関わらず、結合配列に対称性が見られない

ことから repeat A の配列内の非対称性が NikA の機能に影響することが示唆された。(古屋) 

 

3. 研究発表 

誌上発表 

1. Iwamoto, A., Osawa, A., Kawai, M., Honda, H., Yoshida, S., Furuya, N., and Kato, J. (2012) Mutations in the 

essential Escherichia coli gene, yqgF, and their effects on transcription. J. Mol. Microbiol. Biotechnol. 22: 17-23. 

 

口頭・ポスター発表 

1. 藤原弘平、川口達也、萩原進、古屋伸久、加藤潤一（2012）紅色硫黄光合成細菌 Allochromatium vinosum 

の光合成関連遺伝子群の発現調節因子の同定と解析. 第 35回日本分子生物学会年会（福岡）． 

2. 中西忍、橋本昌征、古屋伸久、加藤潤一（2012）大腸菌の生育に必須な機能未知遺伝子 yqgF の解析. 第

34回日本分子生物学会年会（横浜）． 

3. 川口達也、藤原弘平、石川美咲、古屋伸久、加藤潤一（2012）紅色光合成細菌 Rubrivivax gelatinosus

におけるバクテリオクロロフィル合成を大腸菌で再構成する試み. 第 35回日本分子生物学会年会（福岡）． 

4. 高木光、北村麻衣子、加藤潤一（2012）大腸菌染色体大規模欠失株を用いた合成致死遺伝子群の解析．第

35回日本分子生物学会年会（福岡）． 

5. 久保田希、橋本昌征、岩岡千晶、橋本知佳、加藤潤一（2012）大腸菌染色体大規模欠失株の作製と利用. 第

35回日本分子生物学会年会（福岡）． 

6. 古屋伸久（2012）接合伝達性プラスミド R64 の伝達開始点 oriT に結合する NikA タンパクの配列特異

性とその機能．第 35 回日本分子生物学会年会（福岡） 

7. 古屋伸久（2012）接合伝達性プラスミド R64 の伝達開始点に結合する NikA タンパクの性質．日本遺伝

学会第 84回大会（福岡）． 

8. 中西忍、橋本昌征、古屋伸久、加藤潤一（2013）大腸菌の生育に必須な機能未知遺伝子 yqgF の解析. 第

7回日本ゲノム微生物学会年会（長浜）． 

9. 高木光、久保田希、加藤潤一（2012）大腸菌染色体大規模欠失株の解析とその利用. 第 7回日本ゲノム微

生物学会年会（長浜）． 

10. 川口達也、本多弘典、加藤潤一（2012）紅色光合成細菌 Rubrivivaxgelatinosus におけるバクテリオク

ロロフィル合成を大腸菌で再構成する試み. 第 7回日本ゲノム微生物学会年会（長浜）． 

11. 藤原弘平、川口達也、萩原進、古屋伸久、加藤潤一（2012）紅色硫黄光合成細菌 Allochromatium vinosum 

の光合成関連遺伝子群の発現調節因子の同定と解析. 第 7回日本ゲノム微生物学会年会（長浜）． 

12. 岩舘佑未、加藤潤一（2012）大腸菌の定常期の生育に関わるユニバーサルストレスプロテインの機能解

析. 第 7回日本ゲノム微生物学会年会（長浜）． 
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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）、神谷勇治（連携大学院教授、理研）、安彦真文（特

任研究員）、千葉康隆（D2連携）、小島茜（M2）、高尾翠（M2）、高岡千弘（M2）、吉田悠里（M1）、大西由之佑

（卒研）、鈴木洋弥（卒研）、古田顕尚（卒研）、宮川慎也（卒研）、山本昂宏（卒研）、駒野照弥（客員教授）、

行田敦子（客員研究員）、森稔幸（客員研究員） 

 

2. 研究紹介  

本研究室では、植物ホルモンとして知られるオーキシン(IAA)の生合成の調節機構、および、その輸送、生

理作用（特に光屈曲）について研究を進めている。今年度は、乾燥応答などに重要な働きをする ABA につ

いても理研(連携)のグループとの共同研究も始めた。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、筑波大、京大、東北大、名大、奈良先端大、岡山理科大、宇都宮大、群馬大など、国外ではドイツ、

スウェーデン、オランダ、スペイン、アメリカ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、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、分子遺伝学研究室、環境応答研究室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) 光屈曲における IAA の役割：植物が光に応答して屈曲する光屈曲という現象は、IAA の生理作用として

広く知られている。これまでの研究により、トウモロコシの幼葉鞘では先端で青色光を受容した後に IAA の
偏差分布が先端特異的に形成されることによって光屈曲が生じることを明らかにしてきた。そして、光受

容と IAA 偏差分布の形成に関連する因子を特定するため、幼葉鞘先端で特異的に発現している遺伝子を探

索したところ、シロイヌナズナを用いた研究により光屈曲反応に重要な役割を担っているとされる NPH3、
PGP 遺伝子のオーソログである NPH3-like および PGP-like 遺伝子が特定された。今年度は、トウモロコシ

の光屈曲に作用する青色光受容体として期待される ZmPHOT1 について、転写レベルおよびタンパク質レ

ベルで、青色光照射後の量的・質的変化の解析を試みた。その結果、ZmPHOT1 遺伝子が強光によって発現

制御されることを明らかにした。更に、ZmPHOT1 タンパク質の検出に有効だと考えられる抗体の探索に成

功した。今後は、免疫組織化学法などによる抗体検出や一過的発現系による遺伝子導入などにより、青色

光照射前後における ZmPHOT1 タンパク質や関連因子（NPH3-, PGP-like タンパク質）の量や局在の変化の

解析を試みる予定である。（小島、鈴木、小柴；門田、鐘ヶ江（環境応答）） 
b) 幼葉鞘先端における IAA 合成遺伝子の探索と IAA 合成阻害剤の発見：トウモロコシ幼葉鞘ではその先端

でトリプトファン（Trp）から IAA が合成される。最近、植物におけるオーキシンの合成酵素遺伝子として

YUCCA の関与が明確になってきているが、PCR 解析により少なくとも 3 種の YUCCA 遺伝子が幼葉鞘先

端特異意的に発現することが確認された。一方、これまでの研究室でのケミカルスクリーニングにより選

抜された新規の IAA合成阻害剤（幼葉鞘の IAA 合成活性を最大で約 80% 阻害）が、シロイヌナズナYUCCA1 
過剰発現体の表現型を回復させる活性を有することから、YUCCA タンパクをターゲットとしている可能
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性が示された。そこで、シロイヌナズナ（AtYUC1, 2）およびトウモロコシ(SPI1, YUC-like 2, 3) YUC の大

腸菌での発現を進めた。その結果、発現タンパク質を活性を有する状態で得ることに成功した。この YUC
酵素はインドール-3-ピルビン酸を基質として IAA を生成する活性を有することが明らかになり、上記阻害

剤が in vitro で本酵素活性を強く抑制することが明確になった。（高岡、加藤潤一郎（生命専攻）、鈴木、行

田、山本、小柴、西村（現、農業生物資源研）、林（岡理大）） 
 
２）ABAの輸送体の同定と 1細胞からの ABAの定量 
シロイヌナズナの NRT1/PTR ファミリーの ABA輸送体を、酵母 two-hybrid 系を利用した ABA受容体複合体

再構築系による輸送活性検出法により検討した。また、植物体内での ABA の蓄積量を細胞レベルで明らかに

するため、1 細胞から ABA を定量する技術の開発に取り組んだ(理研(大阪)、升島教授の協力)。現在、孔辺

細胞から質量分析用ナノスプレーチップにより吸引補足した成分を、直接イオン化させオービトラップ型質

量分析器に導入し、ABAを検出することを試みている。（宮川、小柴、瀬尾(理研)） 

 
３) 被子植物の受精および初期胚発生機構の解析 
a) イネ配偶子および受精卵のトランスクリプトーム解析：イネ卵細胞（31〜111細胞、4反復）、精細胞（約

3,000 細胞、2 反復）、受精卵（30〜33 細胞、3 反復）、花粉（3 反復）について、トランスクリプトーム解

析を行った。それら結果のクラスタリングおよび相関性解析を行ったところ、各細胞（組織）の反復実験

間において高い再現性がみられた。これらのデータ解析により、卵細胞および精細胞に特異的に発現する

遺伝子がそれぞれ 14 および 19 個同定できた。また、受精卵中で受精後に発現が誘導または抑制される遺

伝子群も同定された。（安彦、岡本） 

b) イネ配偶子のプロテオーム解析：500個のイネ卵細胞を SDS-PAGEで展開・銀染色したのち、ゲルを 15断

片に分け、それぞれトリプシン処理後にオービトラップ型 MS/MS で解析した。精細胞（約 3 万個）につい

ても同様に解析した。それらの結果、2,138および 2,179種のタンパク質が卵細胞および精細胞でぞれぞれ

検出され、さらに、卵細胞および精細胞で特異的に発現しているタンパク質の同定にも成功した。（岡本、

安彦、磯辺（分子化学専攻）、田岡（分子化学専攻）） 

c) 配偶子融合に関与する分子の同定：上記のトランスクリプトーム解析により選抜された遺伝子とプロテオ

ーム解析データから選抜されたタンパク質をコードする遺伝子（55 遺伝子）について、イネ TOS17 レトロ

トランスポゾン挿入変異体を農業生物資源研究所から入手した。それら種子を発芽・生育させ、稔実率を

詳細に調べたところ、受精過程または胚発生に異常がある可能性が高い変異体が 6 ライン得られた。昨年

得られた CO2トランスポーターをコードする遺伝子への挿入変異体と共に、これらの変異体において受精過

程のどのステップに異常があるのか、雌雄どちらに異常があるのか特定を進めている。さらに、プロテオ

ーム解析により得られた、配偶子特異的発現を示すタンパク質をコードするイネ遺伝子に対するシロイヌ

ナズナオルソログ遺伝子を調べ、20 ラインの T-DNA 挿入変異体種子を入手した。それら変異体より稔実率

が低下しているラインを選抜した。（安彦、古田、大西、岡本） 

d) 同一花粉内の 2個の精細胞間における異質性の検討 

 胚嚢内に放出される 2個の精細胞が異質であるのか、または同質であるのかという点を明らかにするため、

1つの花粉から放出された 2個の精細胞をそれぞれ単離したのち、単一細胞トランスクリプトーム解析を行

い、2 個の精細胞ペア間で発現に違いがある遺伝子の同定を試みた。4 ペア（4 反復）について統計解析を

行ったところ、4 ペア中 3ペア間で発現量が 10 倍以上もしくは 4ペア中 4ペアで発現量が 5倍以上異なる

遺伝子が 45 個見つかった。これらの遺伝子について定量 PCR により発現解析を行った結果、27 遺伝子に

ついてはペア間での発現差が確認された。（安彦、岡本） 

e) 核の合一過程の動態観察：前年度作製されたヒストン H2B-GFPまたは H2B-RFPタンパク質を発現する形質

転換イネから単離した配偶子を用いて、in vitro 配偶子融合法（受精法）により受精卵を作製し、蛍光顕

微鏡で核融合過程を観察した。受精後 20～40 分間で精細胞核は卵細胞核と接するようになり、受精後 40
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～120分で精細胞の GFPシグナルが卵細胞核内に拡散していく様子（核融合が進行）が観察された。さらに、

共焦点レーザー顕微鏡（LSM）で観察を行い、核融合過程の詳細な動態観察に成功した。（大西、岡本） 

f) 実験発生学的手法による核融合過程の解析：先行研究では、2 つの卵細胞同士を in vitro 受精により細

胞融合させた場合には核の合一が起こらないとされていた。しかしながら、卵細胞同士の融合細胞を融合

後 24 時間程度マンニトール溶液内で培養を行ったところ、2 つの卵細胞核が融合することを見い出した。

さらにその後、受精卵培養液内に移し、培養を続けたところ、48 時間程で核の分裂が観察されたが、正常

な個体発生には至らなかった。一方、2つ以上の卵細胞同士が細胞質融合した細胞に、さらに精細胞を細胞

質融合させたところ、細胞内全ての核が融合し、正常に個体（3倍体・4倍体）まで発生することが確認さ

れた。現在、核の合一過程及び、発生過程に必要な精・卵細胞特異的な核融合・発生因子の探索を進めて

いる。（大西、岡本） 

g)イネ卵細胞・受精卵へのマイクロインジェクション法による物質導入系の確立：従来の油圧式の 10倍の圧

力を生み出すことができるレーザーを用いた LTM 法、電圧を加えることで微振動を生み出して細胞膜およ

び細胞壁への貫通力を向上させるピエゾ素子を併用して用いることで、イネ卵細胞および受精卵への物質

導入系としてのマイクロインジェクション法の確立を目指し条件検討を進めている。（古田、岡本） 

 

４）イネの環境ストレス耐性に関わるタンパク質（RSOsPR10）の発現調節と機能解析 
塩や乾燥ストレス、傷害、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等の生理機能について解析を進めている。 
a) 過剰発現体イネの生育評価：これまでの研究により RSOsPR10 過剰発イネのラインは、ポットで生育した

成体で野生型よりも高い乾燥耐性を持つこと明らかになっている。自然環境下での生育特性を明らかにす

るため、本年度は、海外（韓国（３年目）およびコロンビア(CIAT)（１年目））の隔離圃場での生育試験を

進めた。（寺川（北興）、高辻（生物資源研）、石谷（CIAT）、小柴） 
b) RSOsPR10 発現調節機構の解析： 
①RSOsPR10 発現に関わる内生因子としてストレス応答性ホルモンであるジャスモン酸(JA)およびエチレン

(ET)と、それらを介する情報伝達経路について検討を加え、転写因子 OsERF1 が発現誘導に関与する可能性

が示されてきた。一方、RSOsPR10 の JA 処理による誘導がサリチル酸(SA)処理によってほぼ完全に抑制

される事が確認されており、本年度は特に SA を介したその抑制に関わる因子の解析も進めた。SA の下流

で働くと考えられる転写因子 WRKY45 の変異体イネと、さらに、SA シグナル経路の主要因子とされてい

る NPR1 の変異体イネを用いて、RSOsPR10 遺伝子の発現への影響を調べたところ関連性は見られなかっ

たが、転写因子WRKY76 の過剰発現体でRSOsPR10の JA による誘導が強く抑制された。そのため、WRKY76
が RSOsPR10 の SA による抑制に関与していることが強く示唆された。現在、RSOsPR10 発現抑制への直

接の関与を明らかにするため、ゲルシフトなどにより WRKY76 の RSOsPR10 プロモーター領域への結合

能の検討を進めている。（高尾、山本、行田、小柴、高辻（生物資源研）） 
②RSOsPR10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。RSOsPR10遺伝子上流 2 kb、

3 kb、4 kb の領域に GUS レポーターを繋いだコンストラクトを導入した形質転換イネをしてきた。4 kb-GUS
植物体の幼苗での定量 RT-PCR による発現解析によって、GUS 遺伝子が塩ストレス、乾燥、JA、および ET
に応答して根特異的に誘導されることが確認された。また、2 kb 及び 4 kb 植物体の解析から、JA 応答性及

び SA による抑制を制御する配列は、RSOsPR10 上流 2 kb から 4 kb の間に存在する可能性が示唆されてい

る。さらに、4 kb 植物体を GUS 組織染色したところ、JA、ET、乾燥、および塩処理による強い誘導が根の

側根原基および発達中の根端分裂組織に見られた。（吉田、岡本、小柴） 
③RSOsPR10 遺伝子上流 4 kb 内には、ERF 因子の結合配列である GCC-box や JA 応答性のシス配列である

E-box 等の転写制御に関する配列が多数存在している。これらの配列の RSOsPR10 遺伝子の発現への関与を

詳細に検討するため、パーティクルガンを用いて、プロモーター：LUC レポーター融合遺伝子を導入した

イネ根での一過的発現系の確立を目指している。本年度は、様々な条件検討を行い主に 4 kb プロモータ領
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域-LUC 融合遺伝子を導入したイネ根の JA 処理により、LUC 遺伝子の発現が確認された。現在、種々の上

流領域を LUC レポーター遺伝子と連結したコンストラクトを作成し発現活性測定を試みている。（山本、

行田） 
c) RSOsPR10 タンパク質の生理的機能の推定：様々なストレスによって誘導される RSOsPR10 の生理的機能

を調べるため、ストレス応答ホルモンである JA によるイネの根の成長との関連性を検討している。予備的

な結果ではあるが、イネ野生型植物に JA 処理したところ、根の乾燥重量が未処理植物と比較して有意に増

加した。このことから本タンパク質が根の成長を介した環境ストレス耐性獲得に関与していることが考え

られる。（吉田、岡本、小柴） 
 
５）新病害の同定及び病原糸状菌のライフサイクルの解析 
植物の新病害の研究は活発に行われており報告も多いが、既知の病気とされている病害の中にも、その発

生源・越冬場所について研究が不十分なものが多数ある。今年度はラッカセイの病害に関し、種子伝性の可

能性の検討を行った。（古川）また、植物病原子嚢菌の分生子および子嚢殻分化誘導機構に及ぼす外的要因に

ついて、植物側の因子に着目して研究を行った。（古川、安彦、岡本） 
 

６）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。2008 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）都内数か所、（４）小笠原などの

島嶼、での生育、発芽、栽培に関する調査栽培を進めてきたが、東京の戸外での冬越しは極めて難しことが

明らかになった。このため、昨年度より我国で古来から用いられて来た燃料植物であるシナアブラギリの本

学および夢の島公園での生育調査を進めている。（駒野、小柴） 
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Yoshida, Y., Gyohda, A., Tominaga, M., Takao, M., Komano, T., Terakawa, T., Okamoto, T., Koshiba, T. (2012) JA 
induced RSOsPR10 expression is abundantly in developing lateral roots in rice seedlings. Plant Biology Congress 
(Freiburg, Germany)  

Watanabe, A, Shimoyama, T, Kuribayashi, M, Okamoto, T, Takahashi, M. (2012) The importance of metals during 
fertilization in plants. International symposium on the mechanisms of sexual reproduction in animals and plants 
(Nagoya, Japan). 

 
国内学会等での発表 

岡本龍史 「被子植物における配偶子融合の分子認証機構の解明」科研費新学術領域「動植物アロ認証」第
5回班会議（6月、下田） 

千葉康隆、菅野裕理、小柴共一、神谷勇治、瀬尾光範「シロイヌナズナにおけるジベレリン輸送体の探索
と機能解析」植物化学調節学会第 47回大会（ポスター賞受賞）（10月、山形） 

高尾翠、山本昂宏、吉田悠里、行田敦子、西村岳志、駒野照弥、岡本龍史、寺川輝彦、高辻博志、南栄一、
小柴共一「サリチル酸関連遺伝子変異体イネを用いた RSOsPR10遺伝子発現の抑制機構の解析」植物
化学調節学会第 47回大会（10月、山形） 

告船真一、西村岳志、笠原博幸、酒井達也、神谷勇治、野崎 浩、小柴共一、林謙一郎「YUCCAを標的とす
る IAA 合成阻害剤の構造活性相関」植物化学調節学会第 47回大会（10月、山形） 

中村昌一，福永紫穂，青山卓史，古谷将彦，西村岳志，小柴共一，野崎浩，林謙一郎「オーキシン分布の
可視化に関する研究」植物化学調節学会第 47回大会（10月、山形） 

寺川輝彦、吉田悠里、長谷川久和、行田敦子、小柴共一「イネの根特異的ストレス応答 RSOsPR10遺

伝子の発現解析と過剰発現イネの特性」日本育種学会秋季大会（9月、京都） 

 
特許 
植物ホルモン・オーキシンの新規合成阻害剤と農園芸での利用  特願 2012-51502 

  発明者：小柴共一、西村岳志 

  出願人：首都大学東京 
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取材協力 
 NHK E テレ、10min ボックス・理科２分野「生殖」、 2013 年 1 月 25 日放送 
 

＊その他、国内セミナー、講演会などで計６件の発表を行った。それらの詳細は研究室ホームページ

（http://www.biol.se.tmu.ac.jp/labo.asp?ID=horcel）に掲載されている。 



−37− 

細胞生化学研究室 
 

1. 構成 

川原裕之（教授）、横田直人（助教）、嶋田益弥（博士研究員）、志野優佳（D1）、江川博（M2）、田中啓史（M2）、

池尻昂史（M2）、岩崎茜（M2）、中村文香（M2）、鈴木理滋（M1）、野口あや（M1）、林下瑞希（M1）、高橋俊樹

（M1）、早川万紀子（M1）、関裕之（卒研生）、牛尾ちづる（卒研生）、福田有里（卒研生）、小針孝夫（卒研生） 

  

2. 研究紹介  

 当研究室が本専攻に設立されて５年目を迎えた。「細胞内タンパク質の代謝機構とその生物学的意義」をキ

ーコンセプトに、細胞内でのタンパク質運命決定のメカニズムを探る基礎研究から、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。当研究室では、現在、上記コンセプトに合

致する３つのテーマ、１）新合成ポリペプチドの品質管理機構、２）膜貫通タンパク質を介した新しい情報

伝達系、３）新しい zinc-finger タンパク質による細胞周期制御機構、を主なターゲットに研究を進めている。

加えて、本年度から、各テーマにおける個々の遺伝子機能を詳細に解析するために、４）新しい遺伝子組換

え系の確立を新規プロジェクトとして採用・開始した。これらの研究の概要と現状について記載する。 

 

１）BAG6 を介した新合成ポリペプチドの品質管理機構 

BAG6 は、ヒト MHC（主要組織適合抗原複合体）遺伝子座にコードされるユビキチン様タンパク質である。

その機能は長らく不明であったが、我々は最近、BAG6 が不良構造をもつタンパク質の疎水性領域を認識し、

これらをプロテアソーム依存的分解系へ輸送する新因子であることを見いだした。BAG6 の主な顧客はリボ

ソームから放出された直後の新合成ポリペプチドであり、BAG6 はそれらの凝集を防ぎつつ、代謝的安定性

を規定する。BAG6 は細胞内で複合体を形成して機能する。最近、BAG6 会合タンパク質群の全貌が浮かび

上がりつつある。これら BAG6 会合タンパク質の一部には、膜タンパク質のアッセンブリに必要な因子とし

て酵母で遺伝学的に同定されたものを含んでいる。BAG6 複合体が、新合成タンパク質の正常なアッセンブ

リを促すと同時に、正常な構造をとり損なった場合の分解系への誘導、および凝集体の形成防止に機能して

いる可能性が、現在、浮かび上がりつつある。新合成不良タンパク質の認識・分解系は抗原提示（免疫応答）

や神経変性疾患の防御に極めて重要であるが、その分子メカニズムには未だ不明な点が多い。BAG6 複合体

の全貌解明を起点に、新合成ポリペプチドの品質管理に関わる全く新しい機構を提案することを目指して研

究を進めている。 

 

２）膜貫通タンパク質 Pacthed1 を介した新しい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、ヒト細胞の増殖抑制経路と一部類似することに注目し、ヒト

細胞の増殖と分化を調節する新しい機構を提案しようとしている。我々はこれまで、ユビキチン依存的タン

パク質分解系が線虫の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明らかにした。線虫

Caenorhabditis 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タンパク質である 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。ヒトにおける類似経路は、Sonic 

Hedgehog による細胞外情報を 12 回膜貫通レセプタータンパク質 Patched1 が受容し、線虫 TRA-1 のヒトホモ

ログ GLI の転写活性制御に至るシステムである。我々は、線虫 TRA-2 の C 末端細胞質ドメインがプロセシ

ングを受け核内で機能しうるという知見を受け、Patched1 タンパク質の C 末端細胞質ドメインの新機能に焦
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点を絞り、解析を進めた。今年度、Patched1 の C 末端細胞質ドメインに起こる翻訳後修飾について新しい知

見を得て、これが C 末端細胞質ドメインのプロセシングを制御しうることを見いだした。同時に、細胞質ド

メインの核移行とそれに伴う転写活性化について幾つかの新しい知見を得た。また、Patched1 細胞質ドメイ

ンと結合する新しいタンパク質が、Sonic Hedgehog 依存的な幹細胞分化を調節しうることを初めて見いだし、

細胞機能制御の新しい機構を提案しようとしている。 

 

３）CCCH 型 zinc-finger タンパク質による細胞周期制御機構 

 当研究室では、線虫 C. elegans の多重 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、卵減数分裂の進行に必須の役割を果たす新規 CCCH

型 zinc-finger タンパク質ファミリーMOE/OMA を同定し、機能解析を行ってきた。このタンパク質群は線虫

の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、MOE

タンパク質群は卵減数分裂の脱出過程で特異的なユビキチン依存的タンパク質分解を受けていることを見い

だしてきた（Shimada et al. Genes Cell 2002, 2006）。一方、これまで哺乳類においては、CCCH 型 zinc-finger

タンパク質の細胞周期における役割については、解明が進んでいなかった。そこで，ヒト CCCH 型 zinc-finger

タンパク質（Tis11 ファミリータンパク質）の細胞周期への関与に着目した研究も一昨年度より進めている。

その結果、細胞周期各ステージ人工停止させた HeLa 細胞において、同タンパク質の発現量が変化すること，

並びにその分解がユビキチン-プロテアソーム系で行われていることを明らかにした。また，このタンパク質

の分解制御機構にリン酸化が関与することを示唆する新たな知見も得た。引き続き、ヒトをはじめとした脊

椎動物の細胞分裂に、CCCH 型 zinc-finger タンパク質群がどのような役割を果たしているかについて、その

作用するタイミングや標的因子を明らかにしていく計画である。 

 

４）新しい遺伝子組換え系の確立 

上記テーマにおける各課題を解決するためには、個々の遺伝子の機能を明らかにする必要がある。これま

では、siRNA による目的遺伝子のノックダウンを手段の一つとして用い、機能解明を目指してきた。しかし、

この手法は、対象の遺伝子の発現を完全に消すことが出来ないこと、異なる標的に対して効果を発揮してい

る可能性が排除しきれないこと等の問題を抱えており，より厳密な解析を求める上で、遺伝子組換えによる

遺伝子機能破壊法を行うことが求められていた。一方で，従来の遺伝子相同組換え技術は非常に効率が悪い

という問題点を抱えていた．そこで、人工遺伝子産物 TALEN（TALE Nuclease）を用いた効率的遺伝子破壊

（組換え）系の確立を一昨年度より進めている。今年度、膜貫通タンパク質 Pacthed1 を介した新しい情報伝

達経路の解明を目指した研究に応用するために，Patched1 遺伝子を標的とした TALEN を作製した。また，

外来遺伝子を恒常的に発現させることを目的として、AAVS1 領域をターゲットとした TALEN の作製も行っ

た。引き続き，本技術の最適化を進め、Pacthed1 を介した新しい情報伝達経路の解明ならびにユビキチン依

存的タンパク質分解系に関連する細胞の増殖・分化・恒常性維持機構の解明を目指す。 

 

3. 研究発表 

欧文論文 

1. Kawahara, H., Minami, R. and Yokota, N. (2013)  

JB Review: BAG6/BAT3: Emerging roles in quality control for nascent polypeptides. 

J. Biochem. 153, 147-160. doi: 10.1093/jb/mvs149 

 



−39− 

口頭発表 

2. Kozawa, H., Kobayashi, T., Endo, A., Tanno, H., Nakamura, N., Bolotbyek, A., Yamamoto, A., Kawahara, H., and 

Komada, M. (2012) A deubiquitinating enzyme family protein USP18 is implicated in elimination of misfolded 

proteins by the proteasome. Joint Meeting of The 45th Annual Meeting of the Japanese Society of Developmental 

Biologists & The 64th Annual Meeting of the Japan Society for Cell Biology May 28 − May 31, Kobe 

International Conference Center 

3. 川原裕之、南亮介、横田直人「易凝集性タンパク質の品質管理におけるBAG6複合体の役割 BAG6 is 

essential for selective elimination of aggregatin-prone proteins.」第１２回 日本蛋白質科学会 年会ワークショ

ップ「in vivo 蛋白質科学：構造形成と分解」平成２４年６月２１日 名古屋国際会議場 

4. 鈴木理滋、横田直人、川原裕之「新合成タンパク質の品質管理におけるBAG6結合タンパク質UBQLN4の役割」 

第１２回 日本蛋白質科学会、平成２４年６月２１日 名古屋国際会議場 

5. 志野優佳、賀川裕貴、川原裕之「ヒトヘッジホッグレセプターPatched1はC末端細胞質ドメインでプロセ

シングを受ける」第１２回 日本蛋白質科学会、平成２４年６月２１日 名古屋国際会議場 

6. 川原裕之、横田直人「ユビキチン識別タンパク質複合体による新合成ポリペプチド鎖の品質管理」平成２

４年度発足 新学術領域研究「ユビキチンネオバイオロジー：拡大するタンパク質制御システム」Kick-off

シンポジウム平成２４年９月２６日 京大医学部 

7. 林下瑞希、横田直人、川原裕之 (2012)「BAG6 新奇スプライシングバリアントの同定と解析」第３５回

日本分子生物学会年会、１２月１１日〜１４日、福岡国際会議場 

8. 野口あや、川原裕之、横田直人(2012)「細胞周期制御におけるヒト Tis11b,Tis11d の機能解析」第３５回

日本分子生物学会年会、１２月１１日〜１４日、福岡国際会議場 

9. 江川博、賀川裕貴、川原裕之 (2012)「Protein Kinase C による Patched1 細胞内領域のリン酸化とその意義」

第３５回日本分子生物学会年会、１２月１１日〜１４日、福岡国際会議場 

10. 川原裕之 (2012)「BAG6-プロテアソーム複合体を介した易凝集性タンパク質の品質管理」 

第８５回日本生化学会大会シンポジウム「プロテアソーム：タンパク質分解の分子基盤と疾患・バイオ

ロジー」オーガナイザー、村田茂穂、川原裕之 第８５回日本生化学会大会 2012年 12月 14日、福岡

国際会議場 

11. 岩崎茜、川原裕之 (2012)「新規 Patched1 結合タンパク質を介した Shh 情報伝達経路の調節機構」 

第８５回日本生化学会大会 2012年 12月 14日-16日、福岡国際会議場 

12. 田中啓史、川原裕之 (2012)「BAG6/Scythe/BAT3 による新合成不良タンパク質の識別機構」 

第８５回日本生化学会大会 2012年 12月 14日-16日、福岡国際会議場 

13. 池尻昂史、横田直人、川原裕之 (2012)「免疫応答における BAG6 タンパク質の意義」 

第８５回日本生化学会大会 2012年 12月 14日-16日、福岡国際会議場 

14. 中村文香、川原裕之 (2012)「BAG6 による核内タンパク質代謝を定量するシステムの開発」 

第８５回日本生化学会大会 2012年 12月 14日-16日、福岡国際会議場 

15. 高杉俊之, 嶺岸 正治, 小林 弘侑, 斎藤 太郎, 浅田 明子, 川原 裕之, 久永 眞市(2012)「Cdk5活性化サ

ブユニットp35はユビキチン非依存的にプロテアソーム分解される」第８５回日本生化学会大会 2012年

12月14日-16日、岡国際会議場 

16. Bolotbyek Avliush, 小澤 勇人, 遠藤 彬則, 丹野 秀崇, 中村 信大, 山本 章嗣, 川原 裕之, 駒田 雅

之「脱ユビキチン化酵素USP18はユビキチン化された変性タンパク質によるアグリソーム形成に関与する」

第８５回日本生化学会大会 2012年12月14日-16日、福岡国際会議場 
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17. 川原裕之、南亮介、横田直人（2013）新合成ポリペプチドの品質管理を担うBAG6複合体- その構造解明に

向けて - 2013年1月7日（月）加速器研究機構（筑波）構造生物学研究センター 

18. 横田直人、川原裕之「哺乳類Getタンパク質群の機能から探る，BAG6の細胞恒常性維持機構」科研費新学

術領域研究「ユビキチンネオバイオロジー」第1回領域班会議 平成25年1月29日（火）-30日（水）淡路

夢舞台  

19. 鈴木理滋、横田直人、川原裕之 「UBQLN4による新合成タンパク質の品質管理」科研費新学術領域研究

「ユビキチンネオバイオロジー」第 1 回領域班会議 平成 25 年 1 月 29 日（火）-30 日（水）淡路夢舞

台 

20. 高橋俊樹、横田直人、川原裕之「１２回膜貫通タンパク質 Patched1 のアッセンブリと品質管理メカニ

ズム」科研費新学術領域研究「ユビキチンネオバイオロジー」第 1回領域班会議 平成 25年 1月 29日

（火）-30日（水）淡路夢舞台 

21. 野口あや、川原裕之、横田直人 「Tis11B と Tis11D の細胞周期依存的なリン酸化と分解制御」科研費

新学術領域研究「ユビキチンネオバイオロジー」第 1 回領域班会議 平成 25 年 1 月 29 日（火）-30 日

（水）淡路夢舞台 

22. 林下瑞希、横田直人、川原裕之 「BAG6 と相互作用する新奇タンパク質の探索-質量分析からのアプロ

ーチ」科研費新学術領域研究「ユビキチンネオバイオロジー」第 1回領域班会議 平成 25年 1月 29日

（火）-30日（水）淡路夢舞台 
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進化遺伝学研究室  

 
1. 構成  
田村浩一郎（教授），高橋 文（准教授），Phuong Le（外国人特別研究員），宮城竜太郎（特任研究員），瀬戸

陽介（D4），山口 慶（D3），小川佳孝（D3），磯部琴葉（D2），里村和浩（D2），王 瑞鵬（D2），竹下真未（M2），

岩本栄介（M2），鳥居侑史（M2），西山空人（M2），橋本英明（M2），岩崎祐磨（卒研生），宮下孝幸（卒研

生），北村徳一（客員研究員），松尾隆嗣（客員研究員），小林憲夫（客員研究員） 

 
2. 研究紹介  
本研究室では，適応進化，種分化の遺伝機構の解明を目指し，ショウジョウバエを材料としてゲノムレベ

ルの研究を行っている．また，それらの基盤となる分子進化・分子系統解析のための理論的研究や解析ソフ

トウェアの開発も行っている． 

 

1）ショウジョウバエ抗菌ペプチドの分子進化 

微生物によって腐敗，発酵したものを食物とするショウジョウバエの適応進化の遺伝機構を明らかにする

ことを目的とし，微生物に対する生体防御に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． 

クロショウジョウバエ（Drosophila virilis）はキイロショウジョウバエ（D. melanogaster）に比べ，強いカ

ビ耐性を示す．このようなカビ耐性の違いをもたらしている遺伝的要因を明らかにするため，クロショウジ

ョウバエとキイロショウジョウバエの間で，カビの感染に応答する免疫遺伝子の比較トランスクリプトーム

解析を行った．その結果，カビの感染に応答する抗菌ペプチドや免疫誘導性分子の遺伝子発現は種間で大き

く異なることが明らかとなった．また，これまでに報告の無い抗菌ペプチドの候補遺伝子を同定することが

できた．この候補遺伝子の中には，全ゲノム配列が明らかとなっている 12 種のショウジョウバエにおいて，

クロショウジョウバエとその近縁種にのみ存在する遺伝子も見つかった．（瀬戸，田村） 

キイロショウジョウバエ種群の抗菌ペプチド遺伝子の中で， Drosomycin 遺伝子群は主要な役割を担ってい

る．その中で，特にコピー数の種間変異が著しい Dro3 について， D. eugracilis の幼虫と成虫での発現パタ

ーンを調べた．その結果，Dro3 の発現パターンはコピー間で異なることが示唆された．（宮下，田村） 

食物に含まれる微生物は，抗菌ペプチドによってショウジョウバエの消化管内で調整されると言われてい

る．そこで，キャンパス内で採集した D. rufa の嗉囊，腸管中の微生物ゲノムから 16SrRNA 遺伝子を PCR 増

幅し，消化過程で腸内細菌叢がどのように変化しているか調べた．その結果，嗉囊と腸管における微生物叢

はそれぞれで異なっており，摂食した食物中の微生物は，消化過程でコントロールされている事が示唆され

た．（西山，田村） 

2）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熱帯・亜熱帯に生息していたが，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．25℃で維持しているアカショウジョウバエの成虫は，20℃で順化すると低温耐性

が向上するとともに呼吸量が増加することがわかっている．そこで，順化により発現量が増加する遺伝子お

よび減少する遺伝子について，キイロショウジョウバエにおいて発現量を変化させて低温耐性を測定した．

その結果，合計 4 遺伝子について発現量を変化させた変異体で低温耐性が向上することがわかった．（磯部，
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高橋，田村）また，低温耐性に関わると考えられる 3 候補遺伝子の集団内変異を調べた結果，desat2 遺伝子

および Pepck 遺伝子において自然選択を受けた痕跡が認められ，温帯への適応に関与した可能性が示唆され

た．さらに，Pepck 遺伝子に関しては，Pepck タンパク質のアミノ酸配列ではなく，遺伝子の転写を制御する

領域が自然選択の対象となったことが予想された．（鳥居，里村，田村） 

3）アカショウジョウバエの Neo-X，Neo-Y 染色体における遺伝的多様性 
アカショウジョウバエの Neo-X，Neo-Y 染色体は，近縁種では常染色体である第 3 染色体が X，Y 染色体

とそれぞれ結合したものである．これらの染色体における遺伝的多様性を 27 遺伝子の塩基配列解析および次

世代シーケンサーを用いた網羅的 SNP 解析によって調べ，性染色体の進化における組換え抑制が遺伝的多様

性におよぼす影響を検証した．その結果，Neo-X，Neo-Y 間の遺伝的分化は相同な常染色体間の分化より大

きいこと，Neo-Y 染色体上の遺伝子の多様度は他の染色体上の遺伝子と比べて高いことが分かった．これら

の結果は，Neo-X，Neo-Y 染色体間の組換えは Neo-X，Neo-Y 染色体の形成直後は起こっていたが，その後

抑制された歴史を反映していると考えられる．（里村，橋本，田村） 

4）トラフショウジョウバエ亜群における種分化遺伝子の探索 
トラフショウジョウバエ亜群に属する種には，独特の求愛歌によって姉妹種との間に生殖的隔離が生じて

いる種がある．これらの種の種分化機構を明らかにするため，種分化の原動力となった遺伝子を，次世代シ

ーケンサーを用いた網羅的解析によって探索する研究を行っている．（王，田村） 

5）ショウジョウバエ亜属 quinalia 群の分子系統解析 
ショウジョウバエ属(genus Drosophila)の中で，まだあまり解析が進んでいないショウジョウバエ亜属

(subgenus Drosophila)の quinalia 群に属するショウジョウバエ 8 種を用いた分子系統解析を行った．quinalia

群に比較的近縁な immigrans種群に属するD. albomicansの配列データをもとに多くの遺伝子について PCRプ

ライマーを設計した結果，quinalia 種群内で共有する 6 遺伝子の増幅に成功し，それらの配列データを用い

て分子系統樹の推定を行った．（岩崎，田村）  
6）Heterotachy を考慮した複数遺伝子系統解析法の開発 
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 と呼ばれている．これ

までの研究から分子系統樹推定の精度が heterotachy によって損なわれることが示唆されており，複数の遺伝

子を分子系統解析に用いるようになった近年では，heterotachy の問題は分子系統解析における重要な課題の

一つとなっている．そこで昨年度に引き続き，ショウジョウバエや哺乳類の相同遺伝子の配列データを用い

て，heterotachy の検出および heterotachy に頑健な系統樹推定法の開発を行っている．（小川，田村） 

7）異質な進化パターンを示す配列の除外による系統推定精度改良法の開発 

分子系統解析では，塩基配列やアミノ酸配列の置換パターンが一定であるという仮定を満たさない場合，

推定精度が低下する可能性がある．そこで，置換パターンが他と異なる配列が含まれる場合，そのような配

列を除外することによって推定精度を改善する方法を開発した．コンピュータシミュレーションおよびショ

ウジョウバエ 12 種のゲノム配列データを用いて本研究で開発した方法を検証したところ，推定精度の向上が

確認された．（岩本，田村）  

8）新しい分岐年代推定法の開発  
DNA・タンパク質の配列データを用いた分子進化・分子系統解析において，特に配列数が非常に多い巨大

系統樹にも適用可能な分岐年代推定法を新たに開発・公表した．（田村，１Kumar，：１アリゾナ州立大） 

9）コロモジラミの分断化されたミトコンドリアゲノムにおける複製と転写 

コロモジラミ (Pediculus humanus) の mtDNA は，18 種類の 3kb 未満の小さな分子に分かれ，それぞれ 1～3

遺伝子があることが知られている．そこで，それらの転写，複製機構を研究している．本年度は，RT-PCR と
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5’-RACE 法を用いて転写産物を分析したところ，各遺伝子の mRNA は，分子全体にわたる転写産物から tRNA

の切除または RNA 修飾因子による修飾を受けることによって生成されることが分かった．（Le，田村） 

10）キイロショウジョウバエの体色変異に関わる遺伝子の発現解析 
 キイロショウジョウバエ(Drosophila melanogaster) 種内の体色の濃淡はメラニン生合成系であるドーパミ

ンの代謝系に関わる酵素をコードする ebony 遺伝子の発現変異によることがわかっている．この遺伝子は，

神経系でも発現しており，その発現変異は行動にも影響も与えると予想される．このような多面発現を制御

する発現制御領域の進化を調べるため，48.48 Access Array System（Fluidigm）及び 454 GS junior（Roche）を

用い，アレル毎の遺伝子発現量を高精度で定量する実験系の構築を開始した．本年度は，メラニン生合成系

の遺伝子及び内標遺伝子の合計 10 遺伝子について，アクセスアレイを用いた cDNA サンプルからの増幅を

行った．（宮城，高橋） 

11）キイロショウジョウバエ集団内アレルサンプルを用いたトランスクリプトーム解析 
次世代シークエンサーの普及により，集団内のゲノム DNA 塩基配列を用いた集団ゲノミックスが可能と

なったが，集団内の遺伝子発現変異に関する知見はまだ限定的である．本研究では，キイロショウジョウバ

エ自然集団由来のアレルサンプルについて，その発現変異を調べるため，標準系統に掛け合わせたヘテロの

状態で発現量を定量した．本年度も昨年度に引き続き，雌雄別々に，頭部と胸腹部の RNA サンプルを抽出

した後，HiSeq2000 による RNAseq を行った．キイロショウジョウバエにおける X 染色体の遺伝的変異量は，

常染色体よりも小さいことが知られているが，本年度の解析結果から，X 染色体の遺伝子発現量のばらつき

も常染色体より小さいことが明らかとなった．また，性に偏りのある発現をする遺伝子については，雌雄の

偏りに対してそれぞれ特徴のある発現変異パターンが観察された．(１長田，高橋：１遺伝研) 

12）キイロショウジョウバエ求愛・交尾行動の動画解析 
キイロショウジョウバエは，交配に至るまでにかなり複雑な求愛，交尾行動をとり，雌雄間で求愛歌やフ

ェロモンを介した一連のシグナルのやり取りを行うことが知られている．このような行動を実体顕微鏡付き

の高速ビデオカメラ(500 コマ/秒)によって撮影することで，特に交尾(copulation)直前の雌雄の動きや生殖器の

動きに着目して分析を進めた．本年度は，実験，撮影条件の検討といくつかの系統について，行動のビデオ

画像を取得した．（高橋） 

 
3. 研究発表 
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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)，ニュートン リュージ カミジ(D3)，山田沙佳(D1)，秋元優希(M2), 奥

溪真人(卒研生), 久保茂男(卒研生)，矢崎育子(客員研究員)，田中浩輔(客員研究員)，横濱康継(客員研究員)，

森元（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ながら様々な運動

や行動をテーマとして研究を進めている。特に、消化器官系や呼吸循環系、生殖器官系などの自律運動系の

中枢および末梢神経系や内分泌系による調節機構、およびそれらと体性運動との連関機構の解析を進めてい

る。比較生理学的視点から、実験動物として軟体動物(アメフラシ、アマクサアメフラシ、フレリトゲアメフ

ラシ、モノアラガイ、ムラサキイガイ)や甲殻類(オオグソクムシ、イセエビ)などを用いている。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。 

 

１）軟体動物を用いた研究 

 a）摂食行動と消化管の神経支配機構：消化管に内在する神経ネットワークである消化管神経系(腸管神経

系)は多種類の数多くのニューロンから構成され、動物界の種の広範にわたり普遍的に存在しており、系統

進化的に最初にニューロンを分化させた刺胞動物の「散在神経系」に起原するとも考えられている。神経系

の中枢化が進んだ三胚葉動物群において、消化管神経系は中枢神経系と連関しながらも運動、分泌、吸収な

どの生理機能の自律的制御を担っている。一方、動物の消化管の構造と機能は体制や食性等に応じて多様に

分化しており、個々の消化管においても部域特異的な大きな変化が起きている。従って、消化管神経系の構

造と機能も進化の過程で普遍的特性を保存するとともに多様な分化を遂げているものと推測される。消化管

神経系についてこれまで哺乳類と軟体動物の中のモデル動物で研究が行なわれているが、ニューロンレベル

でのアプローチが、技術的な困難さなどから多く行なわれていない事もあって、系統進化的視点からそれを

広く解析する試みは殆ど行なわれていない。我々は、消化管神経系の自律的な神経機構を明らかにするとと

もに、それと中枢神経系との連関機構にも注目して研究を進めている。 

 食性や消化管のつくりが異なる３種の軟体動物腹足類（有肺類モノアラガイ、後鰓類アメフラシ、トゲア

メフラシ）において消化管自律運動は、その運動リズムがいずれも消化管神経系に内在するニューロン群の

ペースメーカーを起源とする神経原性運動であることを示した。消化管神経系の末梢ニューロンはいずれの

種でもそ嚢から砂嚢上に多く分布していた。一方、ペースメーカーニューロン群はモノアラガイとトゲアメ

フラシではそ嚢上に、アメフラシでは後砂嚢上に局在しており、消化管のつくりや運動様式の種間の相違と

関連があると考えられた。 (黒川) 

 アメフラシの消化管に対する中枢神経支配は、口球神経節によるものがよく知られているが、腹部神経節

からの神経支配も示唆されている。本研究では、腹部神経節からの神経支配の存在を明らかにするとともに、

消化管神経支配にかかわる神経伝達物質について調べた。腹部神経節から消化管へと伸びている貯精嚢神経
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は貯精嚢方向と消化管方向へと二本に分岐し、消化管へ伸びる分枝は更に分岐を繰り返しながら胃食道動脈

に沿って走行した。この分枝は後砂嚢上で消化管筋層へと直接伸びることを発見した。貯精嚢神経分枝の逆

行染色により、腹部神経節の左半球尾部側と右半球左寄り中央部に複数個の細胞体から成る細胞体群が観察

された。消化管神経系ニューロン群の神経活動と砂嚢及びそ嚢運動の機械曲線の同時誘導から、ニューロン

群で周期的なバースト活動が記録され、それに伴って起こる神経原性の自律運動と、神経活動に依らずに起

こる筋原性の運動が区別された。候補神経伝達物質であるセロトニンと FMRFamide の投与実験では、両者と

も神経活動と神経原性の運動を抑制したが、筋原性運動は FMRFamide 投与でのみ抑制された。筋原性運動の

ペースメーカーがある後砂嚢への限定投与では、神経活動とそれによる神経原性運動のみを抑制したことか

ら、セロトニンと FMRFamide は消化管神経系の活動を抑制し、それが起こす自律運動を抑制する作用がある

ことが示唆された。 (山田) 

モノアラガイの消化管神経支配の研究では、口球神経節内のニューロンが食道前方から食道上へ軸索を伸

ばし、食道の下向性蠕動運動の調節を行っていることが明らかとなっている。一方、食道の蠕動運動のリズ

ムの起原となるニューロン群（ペースメーカー）は食道後方のそ嚢上に存在し、そこから上向する神経活動

によって逆向きの蠕動運動が生成される。しかし食道に対する中枢（口球神経節）と末梢（そ嚢上のニュー

ロン群）神経系による二重神経支配の生理機能は不明である。本研究では、電気生理学的手法と組織学的手

法を用いて、口球神経節とそ嚢上のニューロン群の活動をニューロンレベルで記録することで、食道の神経

支配における中枢と末梢神経系の連関を調べ、二重神経支配の役割を明らかにすることを目的とした。中枢

神経の刺激実験の結果は、中枢神経系から消化管神経系のペースメーカーへの興奮性神経支配の存在を示唆

した。一方、中枢神経系を切除した後も末梢神経系の活動に顕著な変化は認められなかったことは、解剖標

本では中枢神経系内のニューロンの自発活動の活性が低下しているためと考えられた。（秋元） 

ムラサキイガイ(Mytilus galloprovincialis)の摂食活動様式は繊毛粘液摂食と呼ばれ、その過程には、水

中の懸濁物（粒子）を捕食（口の中に入れる）するまでに 2 段階の選択が存在する。ムラサキイガイは鰓に

粘液を分泌しており、そこに絡まった粒子を繊毛運動によって前方へ運ぶ。このとき、粒子の一部は外套膜

を経由して後方から排出される（＝1回目の選択）。一方、排出されなかった粒子は口元まで運ばれ、そこに

存在する 2対の唇弁が粒子を捕食するか捕食せずに排出するかを選択する（=2回目の選択）。鰓繊毛運動は、

内臓神経節に存在するドーパミン作動性の抑制性ニューロンとセロトニン作動性の興奮性ニューロンが、鰓

神経を経由して支配していることがわかっているが、唇弁で粒子の選択が行なわれるメカニズムについては、

唇弁に存在すると考えられる感覚受容器が関与していることが示唆されているものの、詳細は明らかになっ

ていない。抗セロトニン抗体を用いた免疫組織化学によって、唇弁の表面付近にセロトニン含有ニューロン

が存在することが明らかになった。吸引電極を用いた細胞外誘導では、唇弁に運動ニューロンが存在し、脳

神経節からの信号を受けて筋肉を動かしていることが示唆された。（奥溪） 

 

b）雄性生殖器官の神経支配機構：モノアラガイは雌雄同体で、雄役と雌役が決定された後、一連の定型行

動である交尾が行われる。そのうち脳、足、側、体壁神経節の右側の神経節が雄役の性行動における包皮の

神経制御に関わっていることが知られている。包皮上に付属する陰茎牽引筋(penis retractor muscle)は右

側脳神経節内からのびる陰茎神経(penis nerve)から支配されており、さらに陰茎神経は逆行染色により中枢

神経節内の５つのニューロン群の軸索を含むことが分かっている。とりわけ３つのニューロン群は形態学的

に同定されており、電気生理学的実験では、包皮の反転に関連する電気的信号が観察されている。そこで本

研究では、一連の性行動のメカニズム、特に包皮の反転に引き続いて陰茎が突出し、挿入、射精に至るプロ

セスについて包皮、陰茎牽引筋、陰茎神経５つのニューロン群がどのようなインパルスを出し、生殖器官に
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影響を与えているのかを調べる為に、吸引電極を用いた細胞外誘導を行い、ニューロン活動と包皮牽引筋の

活動などとの同時記録を進めている。（久保） 

 

 c）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

沿岸での分布の調査を進めるとともに、生理学的特徴を調べている。(黒川) 

 

２）節足動物、棘皮動物等を用いた研究 

 a）甲殻類の行動観察・同時心電図記録を行った。心電図の解析から DFA法により Fearや Stressを数値化

した。その手法を人に応用できることを示した。（矢澤） 

 

 b）甲殻類心臓の神経支配機構：甲殻類の自律神経系による内臓器官の支配機構を調べている。十脚類クル

マエビを用い、直腸の神経支配を解剖学的及び電気生理学的に調べた。腹部第６神経節から伸びる神経が、

直腸上を前方に走行していることがわかった。この直腸神経刺激は直腸に律動的収縮を惹起した。直腸単離

標本に候補神経伝達物質を投与すると、アセチルコリン、ドーパミン及びグルタミン酸が興奮効果を持つこ

とがわかった。この効果はＴＴＸ投与中でも観察され、これらの物質が直腸筋を直接作用することがわかっ

た。したがって、アセチルコリン、ドーパミン及びグルタミン酸が興奮性神経伝達物質の有力な候補である

ことが示唆された。(田中・黒川)  

 

３）脊椎動物を用いた研究 

 網膜水平細胞の反対色信号生成機構：キンギョ網膜外網状層では、水平細胞から錐体視細胞への抑制性入

力により、網膜細胞の中心周辺拮抗型受容野や水平細胞における反対色応答が形成される。近年、その抑制

性機構には水平細胞から放出されるプロトン(H+)が関与していることが示唆され、H+負帰還説が提唱された。

H+負帰還の関与はこれまで比較的記録や解析が容易な H2 型 HC への入力としては示されてきたが、色情報処

理の全体を理解するには H3 型 HCへの入力の実験的結果を得た上で、それを含む H1〜H3型 HCすべてのデー

タを統合したモデルの構築が必須であった。本研究は、初めて H3 型 HC への入力解析が行われ、H+負帰還説

が強く支持されたことにより、反対色信号生成の主要因は従来広く信じられてきた GABAではなく H+による抑

制性伝達であることを示した。電気生理学的な実験結果に対して数理モデルを構築しシミュレーション解析

することで、硬骨魚類網膜での色情報処理で知られる反対色信号生成メカニズムへの H+負帰還の関与を実証

した。(ニュートン) 

 

４）その他 

 東京都島しょ農林水産総合センターからの受託研究「漁場の評価と生産性向上対策事業に関わる調査研

究」：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。島しょ農林水産総合センター(旧水産試験場)や国立環境研究所

などと共同で安定同位体比分析による沿岸栄養塩の起源分析やプロトプラストを用いた核型分析などにより

テングサ等の海藻激減の原因究明と藻場再生のための共同研究を継続している。(黒川・横濱) 
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口頭・ポスター発表 
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期調査と人工飼育のための基礎研究. 日本動物学会第 83回大会 (大阪) 

森元,上村伊佐緒,黒川信（2012）偶発的に出現したメダカ双胚で観察された風船状収縮性組織（疑似胚心臓）. 
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SfN. 

黒川信,山田沙佳（2013）消化管自律運動の比較生理学. 日本動物学会関東支部第 65回大会 (東京) 

高木賢司,三田純子,山田由里愛,田中浩輔,黒川信（2013）甲殻類クルマエビ( Marsupenaeus japonicus ) 直

腸の神経支配. 日本動物学会関東支部第 65回大会 (東京) 

 

国際会議での発表 

Yazawa, T., Katsuyama, T. (2012) Time series analysis of heartbeat-interval at the subjects ranging 

from crustacean animal to human. 5TH Int. Conf. Eng. Tech. Innov. (July, Orlando, USA) 
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その他の講演等 

黒川信 (2012)  企画展「東京の大自然と生命科学研究」特別講演会：東京の海の実験動物たち．東京の大自

然と生命科学研究 (10月南大沢) 

矢沢徹(2012) 心臓はこころを映し出す窓. Special Lecture, DVx Inc. (11月東京） 

 

その他の出版物 

黒川信（2012）研究者が教える動物飼育（共著）第１巻「ミミズ」「ヤドカリ」 共立出版 

Yazawa, T., Shimoda, Y., Hutapea, A. M. (2012) Quantification of athlete's heart condition: Detrended 

fluctuation analysis. IAENG Transactions on Engineering Technologies - Special Edition of the World 

Congress on Engineering and Computer Science 2011, Chap 20, pp. 1-15. Springer, New York. 
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植物環境応答研究室 
 
1. 構成 
門田明雄、鐘ヶ江健、尾関文隆（D3）、近江泰明（D2）、豊田麻那（M1）、木村泉美（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。 

 

ゼニゴケの青色光による葉緑体光定位運動の機構解析 
 ゼニゴケの tdTomato-talin 発現株を用いた観察から、シロイヌナズナやヒメツリガネゴケと同様にゼニゴ

ケ葉状体細胞においても、葉緑体表面の短い葉緑体アクチンフィラメント（cp-actin filament）が青色光によ

る葉緑体光定位運動に働くことが明らかになっている。cp-actin filament は新生、伸長、束化、分枝、切断、

短縮、消失といった活発な動態を示す。cp-actin filament は葉緑体周縁部を起点として新生、伸長し、強青色

光下ではこれが抑制され、弱青色光下では逆に促進されることにより葉緑体上で偏在する。偏在した方向に

葉緑体は運動し、集合運動、逃避運動が起こる。偏在の程度と葉緑体の運動速度の間には対応関係がある。

青色光照射時の cp-actin filament 構造変化の速さ、偏在の程度と葉緑体運動開始までの速さ、運動速度の関係

を定量的に調べるため、動態の解析を進めている。（尾関、石崎*、鐘ヶ江、河内*、門田 *京大） 

 

ゼニゴケの赤色光による無指向的な葉緑体光定位運動時のアクチンフィラメントの変化 
 ゼニゴケ葉状体細胞の葉緑体光定位運動では青色光による光方向に依存した指向的な運動とともに、赤色

光による光方向に依存しない運動が認められる。葉緑体は細胞内で常に細胞側面あるいは底面(dark position)

から細胞表面(light position)へ移動し、運動方向が赤色光の入射方向に依存しないことがこの反応の特徴であ

る。ゼニゴケの tdTomato-talin 発現株を使用して、この無指向的な葉緑体運動時のアクチンフィラメントの

役割を調べている。光合成阻害剤 DCMU を添加することにより、赤色光による葉緑体光定位運動は阻害され、

この無指向的な葉緑体光定位運動が光合成依存の運動であることが示唆された。暗所下で dark position にあ

る葉緑体上にはほとんど cp-actin filament が認められないが、赤色光 24 時間照射により細胞表面に移動した

葉緑体には多くの cp-actin filament が存在することがわかった。現在、葉緑体の移動にともなうアクチンフィ

ラメント構造の経時的変化を調べている。（豊田、門田） 

 

ヒメツリガネゴケ葉緑体光定位運動におけるアクチンメッシュワーク構造の解析 

 ヒメツリガネゴケでは、青色光または赤色光によって葉緑体光定位運動が起こる。青色光葉緑体光定位運

動の運動系としては細胞骨格である微小管とアクチンフィラメントが用いられ、また赤色光葉緑体光定位運

動の運動系としては微小管が用いられる。葉緑体光定位運動によって光定位した葉緑体上では、cp-actin 

filament のメッシュワーク構造が形成され、葉緑体運動を抑制するアンカーリングとして働くと考えられて

いる。このアクチンメッシュワーク構造は、青色光や赤色光による葉緑体光定位運動での運動系の違いに関

わらず、両方の光反応によって葉緑体が光定位した際に形成されることがわかっている。しかし、アクチン
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メッシュワーク構造の機能については詳しくわかっていない。そこで、青色光による葉緑体光定位運動時の

アクチンメッシュワーク構造形成から消失までの過程を解析し、葉緑体光定位運動時の個々の葉緑体表面上

におけるアクチン構造の経時変化と葉緑体の運動性について調べている。（近江、門田） 

 

ヒメツリガネゴケの葉緑体光定位運動にとなう CHUP1 顆粒の動態 

 シロイヌナズナを用いた解析から、葉緑体光定位運動には葉緑体上に特異的に存在する cp-actin filament が

関与し、新規の運動メカニズムが存在することがわかっている。CHUP1 は葉緑体外包膜上に存在する機能未

知のタンパク質で、chup1 変異体では cp-actin filament が形成されないことから、その形成に重要な働きを持

つと考えられている。そこでヒメツリガネゴケの相同遺伝子 CHUP1A に GFP を融合した GFP-CHUP1 を

tdTomato-talin によるアクチン可視化株に導入し、CHUP1 と cp-actin filament の動態を調べている。GFP-CHUP1

は葉緑体周縁部に顆粒状に観察され、また細胞膜に面する側にあり、液胞膜側には存在しない。青色微光束

照射により葉緑体の逃避運動、集合運動を誘導すると、いずれの場合も、細胞内で定位した葉緑体上には多

くの CHUP1 顆粒が形成され、その領域は cp-actin filament のメッシュワークの形成部位と一致する。定位部

位以外の葉緑体上では CHUP1 顆粒が減少・消失し、cp-actin filament も見られない。CHUP1 顆粒が cp-actin 

filament の形成に働くことを強く示唆されるため、CHUP1 顆粒と cp-actin filament の同時観察によるお互いの

位置関係を調べている。（門田、笠原* *立命館大） 

 
フィトクロム 3の細胞内における局在部位の解明 

 フィトクロム 3 はホウライシダで発見された受容体で、一般的な植物の光受容体とは異なり赤色光と青色

光の両方を吸収し生理反応を誘導することができる。しかし、光を受容してから生理反応を誘導するまでの

詳しいシグナル伝達経路は明らかでない。そこで本研究では、シグナル伝達経路の解明の第一歩としてフィ

トクロム 3の存在部位を明らかにすることを目的とした。これまでの生理学的研究から、フィトクロム 3 は

細胞膜付近に配向した細胞内局在を示すことが予想された。現時点でホウライシダでは形質転換法が確立し

ていないため、ホウライシダのフィトクロム 3と GFP を融合した遺伝子を、シロイヌナズナのフォトトロピ

ン欠損変異体(phot1-5 phot2-1) に導入することで、フィトクロム 3の局在部位を観察した。その結果、フィ

トクロム 3 は暗所において予測された細胞膜近傍の他に、細胞質と核に存在することが明らかとなった。こ

のように細胞内の至る所に存在する光受容体の存在は、植物において今までに例がない。今後は、光を照射

した後にフィトクロム 3 の局在部位がどのように変化するかを明らかにすることで、シグナル伝達経路のさ

らなる解明を目指している。（木村、門田、鐘ヶ江） 

 
シダ植物固有の光受容体フィトクロム 3（PHY3）の機能解析 
 ホウライシダで発見された PHY3 光受容体は、青色光受容体フォトトロピン（phot）の N 末端側に、赤色

光/ 遠赤色光受容体フィトクロムの光受容部位が配置した構造を持つ。シロイヌナズナ phot 欠失変異体を用

いた PHY3 機能解析系によるこれまでの研究で、PHY3 は外界の赤色光と青色光の両方のシグナルを受容し

て光屈性反応を誘導する、フィトクロムとフォトトロピンの機能を併せ持つ二重機能性の光受容体であるこ

とを示してきた。ホウライシダ原糸体では、青色光によって誘導される光屈性反応の一部が、遠赤色光照射

で打ち消されるフィトクロム依存の青色光反応であることが示されている。そこで、このフィトクロム依存

の青色光反応が PHY3 によって制御される現象かどうかを検証するため、青色光と遠赤色光の同時照射実験

を行い光屈性反応に対する遠赤色光の効果を調べている。（鐘ヶ江） 
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ホウライシダ EST データベース AcEST の更新 
 シダ植物のゲノム情報リソースとしてホウライシダ EST データベース AcEST (http://togodb.dbcls.jo/acest/) 

を 2009 年に公開し、逐次マニュアルキュレーションによる情報の更新を進めている。今年度はこれまでの提

供情報に加え、KAAS パイプラインによる KEGG Orthology 情報の表示と KEGG pathway への参照リンク、

BlastX 検索による Best Hit 情報の表示という新たな項目を加えた。また、AcEST に対する web-Blast 検索サー

ビス用プログラムを最新版  (wwwblast-2.2.26) にバージョンアップし、AcEST データに加えワラビ 

(Pteridium) とイヌカタヒバ (Selaginella) EST データ配列の検索も可能にした。Best Hit 情報を表示する BlastX

検索の対象として、モデル植物でゲノム情報解析が最も進んでいるシロイヌナズナ (Arabidopsis: TAIR10)、

コケ植物でゲノム解析の進んでいるヒメツリガネゴケ (Physcomitrella)、真性シダ植物に最も近縁でゲノム解

読が行われているイヌカタヒバの３植物種のデータ配列を用い、比較ゲノム的視点からの解析も進めている。

（鐘ヶ江*、鐘ヶ江 *ライフサイエンス統合データベースセンター） 

 

 

3. 研究発表 
誌上発表 

1. Sato, Y. and A. Kadota (2012) Fluorescence time-lapse imaging system equipped with a microbeam irradiator 

revealed a unique actin-based mechanism for chloroplast movement. Plant Morphology 24: 19-22 

 

口頭・ポスター発表 

1. 中村美里、 笠原賢洋、 門田明雄 (2012) ヒメツリガネゴケの葉緑体光定位運動にともなう CHUP1 の動態 

日本植物学会第 76 回大会（姫路） 

2. 近江泰明、門田明雄 (2012) ヒメツリガネゴケのフィトクロム依存葉緑体光定位運動時のアクチンフィラ

メント変化解析にともなう問題点 首都大バイオコンファレンス 2012（八王子） 

3. 豊田麻那、 門田明雄 (2012) 赤色光による無指向的な葉緑体光運動時のアクチンフィラメントの変化 首

都大バイオコンファレンス 2012（八王子） 

4. 木村泉美、門田明雄、鐘ヶ江健 (2012) フィトクロム３の細胞内における局在部位の解明 首都大バイオ

コンファレンス 2012（八王子） 

5. 鐘ヶ江弘美、鐘ヶ江健 (2013) シダ EST データベース AcEST の構築 第 54 回日本植物生理学会年会（岡

山） 
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微生物分子機能研究室 
 
1. 構成 
松浦克美（教授：兼任）、厚海貴裕（M2）、佐藤浩一（M2）、清水隆之（M2）、福島俊一（M2）、畑中 惟

（M1）、嶋田敬三（客員教員）、永島咲子（客員研究員）、小川俊夫（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、光合成を初めとするエネルギー代謝の仕組みや電子伝達

反応の分子機構を研究している。また、光合成色素の生合成や機能、環境条件に応じたエネルギー代謝系遺

伝子の発現調節機構、エネルギー代謝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や環境問題への貢献も目指している。 

 なお、本研究室は 2013 年 3 月末をもって，環境微生物学研究室に統合された。 

１） 紅色光合成細菌の光合成器官の光と酸素による発現調節 

 紅色光合成細菌は複数の光受容体タンパク質を利用して光合成色素合成の発現調節を行っていると考えら

れている。BLUF（blue-light using flavin）タンパク質は多くの細菌や藻類で広く保存されており、フラビンを

発色団としてもつ近年注目されている光受容体タンパク質である。BLUFタンパク質は紅色光合成細菌 αプロ

テオバクテリアRba. sphaeroides で研究が進んでいるが，近年、当研究室の行ったRvi. gelatinosus の全ゲノムア

ノテーションの結果、BLUF様タンパク質が3つ推定された。Rvi. Gelatinosusの野生株に青色光を照射した所、

青色光下での生長は暗条件下に比べ、わずかに減少が見られ、さらに細胞あたりの光合成器官の発現量が0.8

倍程に抑制されていた。このことから、本菌は青色光による光成長阻害と光合成器官の発現調節がなされてい

ると示唆された。次に既知のBLUFタンパク質と相同性の高いORF12370に注目し、大腸菌で強制発現・精製し

た所、BLUFタンパク質に特徴的に見られる吸収スペクトルが得られた。そこで、ORF12370の生理機能を調べ

るために、欠損株を作製して異なる培養条件による野生株との表現型の違いを調べた。培養実験の結果、欠損

株の生長及び光合成器官の発現量は野生株と同程度であった。したがって、青色光下における影響をORF12370

は担っていないと考えられ、現段階では先に述べた光成長阻害と光合成器官発現調節の生理機能をその他の

BLUF様タンパク質が担っていると示唆された。（佐藤，清水，永島（神奈川大），嶋田，松浦） 

 紅色光合成細菌で酸素呼吸能を持つものでは、好気条件下で光合成器官の合成が抑制される。現在知られて

いる制御機構では、酸化還元状態を検知して機能する転写因子PpsRが好気条件下で光合成遺伝子に対するリプ

レッサーとして機能することで制御を行っている。PpsRは紅色光合成細菌で広く保存されているが、その研究

は Rhodobacter属を中心としたαプロテオバクテリアに属する紅色光合成細菌でのみ行われている。そこで、α

プロテオバクテリアとは系統的に離れたβプロテオバクテリアに属する Rubrivivax gelatinosusの PpsRについて

遺伝子欠損株の解析とプロモータ領域への結合様式および結合強度の解析を行うことで、系統的に離れた種間

で保存されている機構と種特異的な機構を調べた。ppsR遺伝子欠損株の解析において、好気培養した

Rvi.gelatinosus の細胞内膜の吸収スペクトルの解析から、野生株がほとんど光合成器官を合成していないのに

対し、欠損株では光合成培養した時と同レベルの合成量を示した。これより、PpsRはやはり好気条件下で光合

成遺伝子に対するリプレッサーであることが示唆された。また、2種類の光合成遺伝子（pucB,crtI）プロモータ

領域への結合領域をFootprint分析法で解析したところ、既知のPpsRと同様の結合様式を示した。一方、ゲルシ

フト分析法によるプロモータ領域への結合強度の解析において、pucB, crtIプロモータ領域に対する結合強度を

酸化条件下と還元条件下で比較したところ、pucBプロモータに対しては酸化条件下の方が結合強度は有意に大
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きかった。しかし、crtIプロモータに対しては有意差がなかった。Rhodobacter属のPpsRはcrt,pucプロモータに

対して、酸化条件下の方が結合強度は有意に大きい。つまり、Rvi.gelatinosusの場合、PpsRが酸化還元による光

合成遺伝子の転写調節に関わっている事は同じだが、PpsRの酸化還元を検知した結合能力はプロモータによっ

て異なると考えられる。これらの結果から、PpsRの作用様式には種特異性が存在することが考えられた。光合

成能が水平伝播によって獲得されたためにこの種特異性が生じたと考えられる。（清水，Z. Cheng（インディア

ナ大），増田（東工大），嶋田，松浦，C. Bauer（インディアナ大）） 

２）紅色光合成細菌の電子伝達タンパク質の機能 

 紅色光合成細菌の一番重要な光合成反応は、バクテリオクロロフィルを結合した反応中心タンパク質複

合体において進行する。多くの紅色光合成細菌の反応中心複合体には 4 つのサブユニットが存在し、L, M, H

サブユニット及び反応中心結合型チトクロムサブユニットから成る。特殊なチトクロムサブユニットを持つ

紅色光合成細菌の一種、Rhodovulum sulfidophilum においてチトクロムサブユニットの欠損株を作成し、その

性質を調べた。この株は野生株に比べ、長いラグフェーズの後 3 倍程度遅い成長速度で光合成成長した。こ

の一度成長した菌株をさらに植え継ぐと、ラグフェーズは短くなり、成長速度も野生株ほどではないが速く

なった。光補集色素複合体の合成量を調べてみると、変異株では相対的に低下していた。このことから成長

速度ばかりでなく、光補集色素複合体の合成にも変異株の影響があることが示唆された。（厚海，永島（神奈

川大），嶋田，松浦） 

３）紅色光合成細菌の脱窒能と亜硝酸耐性の関係 

  紅色光合成細菌の中には、エネルギー獲得の手段として脱窒能を持つものがある。脱窒は硝酸を亜硝酸、

一酸化窒素、一酸化二窒素、そして窒素ガスへと還元する細菌の嫌気呼吸のひとつである。中間に生じる亜

硝酸や一酸化窒素は反応性が高く毒性があるが、細菌の脱窒能とこれらの窒素酸化物に対する耐性の関係は

あまり調べられていない。そこで、紅色光合成細菌を用いて菌株あるいは細菌種によって亜硝酸が生育に与

える影響の差異を調べた。近縁でありながら脱窒能の異なる光合成細菌 Rhodobacter sphaeroides f. sp. 

denitrificans 106G 株と Rhodobacter sphaeroides S 株の亜硝酸塩に対する耐性を調べたところ、脱窒能の弱い S

株の方が耐性が強いことが解った．亜硝酸の毒性は亜硝酸還元酵素の有無あるいは活性とは関係ない可能性、

または亜硝酸還元酵素の存在が亜硝酸耐性を低下させている可能性が考えられた。（畑中，嶋田，松浦） 

４）緑色糸状性細菌の運動と酸素濃度との関係 

 緑色糸状性細菌 Chloroflexus aggregansは嫌気的な環境では光合成、好気的な環境では酸素呼吸により生育す

る。また運動性を有しており、本菌の細胞は物体表面を滑るように動く。酸素濃度勾配下で C. aggregansがど

のように振る舞うかを観察するため、運動性を発揮できる軟寒天培地に細胞を混釈し、暗条件下で培養を行っ

た。培養後、寒天表面および好気と嫌気の境界領域で菌体量が増加し、境界の上下で菌体量が減少しているこ

とが明らかになった。培地内の総菌体量が培養前後でほぼ変わっていなかったため、菌体の分布変化は運動に

よるものだと考えられた。C. aggregansのどのような運動の性質が、酸素に対する菌体の分布変化をもたらし

たのかについて、二つの仮説を立てた。1. 酸素に対する正の走気性を持つ、2. 酸素濃度が高くなると運動速

度が上昇する。これらの仮説によって実験結果が説明できるかを、数理モデルを使って検証した。定性的シミ

ュレーションを行った結果、1の条件だけでは好気側の菌体量増加と嫌気側の減少が見られたが、境界周辺で

の特異的な増加は見られなかった。対して2の条件だけでは境界上の菌体量増加と境界好気側での菌体量減少

が見られたが、好気領域での菌体量増加は見られなかった。しかし、1と2の二つの条件を導入した数理モデル

を構築しシミュレーションを行ったところ、境界周辺で菌体量が増加すること、好気表面で菌体量が増加する

ことが確認できた。以上より、C. aggregansは、酸素濃度の高い領域に移動するばかりでなく、好気と嫌気領
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域の境界付近に集合する性質があることが明らかになった。（福島，大滝（環境微生物学研），諸星（環境微生

物学研），松浦，春田（環境微生物学研）） 

 
3. 研究発表 
口頭・ポスター発表 

1.  福島俊一，大滝宏代，松浦克美，春田伸 「好気環境と嫌気環境が存在している下での糸状性光合成細

菌の適応と運動」  第 20 回光合成の色素系と反応中心に関するセミナー (2012 年 7 月，大坂) 

2.  畑中 惟，松浦克美 「光合成細菌の脱窒能と亜硝酸耐性の関係の検討」 第 20 回光合成の色素系と反

応中心に関するセミナー (2012 年 7 月，大坂) 

3.  福島俊一，大滝宏代，松浦克美，春田 伸 「通性嫌気性光合成細菌 Chloroflexus aggregans の光による

酸素応答の変化」 第 28回日本微生物生態学会大会（2012 年 9 月，豊橋） 

4.  清水隆之，Zhuo Cheng，増田真二，松浦克美，Carl E. Bauer 「紅色光合成細菌 Rubrivivax gelatinosus に

おける光合成遺伝子の酸化還元による転写調節」 第 54 回日本植物生理学会（2013 年 3 月、岡山） 
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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・客員教授）、大滝宏代

（客員研究員）、戸井裕子（D3）、山本浩平（D3）、菅野菜々子（D2）、広瀬節子（D1）、諸星聖（D1）、

岩田聡実（M2）、川合瑞希（M2）、神藏文佳（M1）、楠木綿太（M1）、呉黎明（M1）、戸山真仁（M1）、

佐藤皐輝（B4）、高須賀元子（B4）、西原亜理沙（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・生態学的特性の解析を通して、（微生物）生態系の成立機

構およびその機能の解明を目指している。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）光合成細菌と他細菌との相互作用に関する研究 
1-a. 緑色糸状性光合成細菌の滑走運動に対する共存細菌の促進作用 

緑色糸状性光合成細菌 Chloroflexus aggregans は温泉水中に発達する微生物マットに広く観察され、光照射

下において滑走運動により集合体を形成するという性質が知られている。本研究では、C. aggregans の滑走運

動が他細菌によって受ける影響を評価した。 

C. aggregans の存在する 55℃域の微生物マットから好気従属栄養条件で生育するプロテアーゼ生産菌が得

られた。本菌は、C. aggregans の細胞を栄養源として生育できることが示され、C. aggregans の捕食者と考え

られた。ただし、これまでの研究で C. aggregans の滑走運動による集合体形成はプロテアーゼ存在下で促進

されることを報告している。そこで、プロテアーゼが運動の方向性に与える影響を評価した。、C. aggregans

の細胞を軟寒天培地に懸濁して試験管に入れ、その上からプロテアーゼを含む軟寒天培地を重層した。55℃、

光照射下で培養したところ、プロテアーゼ層に近い部分の C. aggregans の細胞密度が減少し、プロテアーゼ

層から離れた部分の細胞密度が上昇した。プロテアーゼを添加しない系では、この現象は見られない。この

結果から、C. aggregans はプロテアーゼを感知し、反対方向に移動すると考えられた。 

本研究により、プロテアーゼに対する逃避行動が存在することがわかった。細菌界において捕食に対する

逃避行動を示した初めての例である。（諸星、松浦、春田） 

1-b. 緑色糸状性光合成細菌の光独立栄養条件での生育特性 

これまでの研究により、緑色糸状性光合成細菌 Chloroflexus aggregans は光照射条件で独立栄養生育するこ

とが示唆されているが、未だに培養株の独立栄養生育は示されていない。そこで本研究では、C. aggregans

が光独立栄養的に生育する条件を明らかにすることを目的とし、微生物マットに存在する他の従属栄養細菌

が、C. aggregans の生育に与える影響を解析した。 

長野県中房温泉の 65℃域に発達する微生物マットを採取し、55℃、嫌気的に光独立栄養条件で培養した。

20 回以上継代培養しても、C. aggregans の生育が確認できた。本系において、C. aggregans の生育には光照射



−57− 

と硫化水素が必要であることが分かった。ただし、単離した C. aggregans は同条件では生育しなかった。そ

こで微生物マットから集積培養してきた C. aggregans の培養液に混在する細菌を分離し、その共存効果を検

証した。得られた Thermovorax 属細菌と C. aggregans との二者共培養実験を行ったところ、光独立栄養条件

で C. aggregans の生育を確認することができた。Thermovorax 属細菌の発酵代謝が C. aggregans の独立栄養生

育を助けたものと考えられた。 

本研究により、C. aggregans は従属栄養細菌の存在下で光独立栄養的に生育することが示された。本研究は、

酸素非発生型光合成細菌と従属栄養細菌の新しい種間関係の報告である。（岩田、大滝、花田、松浦、春田） 

1-c. 単細胞性シアノバクテリアの細胞凝集に対する共存従属栄養細菌の促進作用 

単細胞性シアノバクテリア”Thermosynechococcus” sp.は、広く温泉地に分布する好熱性菌である。単離し

た”Thermosynechococcus” sp.には、細胞凝集性は見られないが、環境中では、しばしば多くの細胞が凝集した

微生物集塊（微生物マット）を形成している様子が観察される。本研究では、”Thermosynechococcus” sp.の細

胞凝集に影響を与える共存細菌を探索し、その作用を明らかにすることを目的とした。 

”Thermosynechococcus” sp.が優占種として存在する長野県中房温泉の微生物マットから、好気従属栄養細菌

を単離した。得た単離株それぞれについて”Thermosynechococcus” sp.の培養液に添加し、その作用を評価した

ところ、顕著な細胞凝集を引き起こす株を見いだすことに成功した。16S rRNA 遺伝子塩基配列を解析した結

果、効果があった株は既知種との相同性が低く Flavobacteriales 目に属する新種と考えられた。本株を単独で

培養したときには、細胞の凝集は観察されない。共培養によって形成した細胞凝集体を顕微鏡観察するとシ

アノバクテリア細胞と本株の細胞が混在している様子が観察され、二種細胞が共凝集していると考えられた。 

”Thermosynechococcus” sp.の細胞と共凝集体を形成する従属栄養細菌を同一環境から単離することに成功

した。本研究は、好熱・単細胞性シアノバクテリアが主要構成種であり主たる一次生産者である微生物マッ

トの形成において、従属栄養細菌との種間相互作用が寄与している可能性を示唆するものである。（川合、松

浦、春田） 

1-d. 紅色光合成細菌と非光合成細菌との共培養による嫌気的安息香酸分解 

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。これまでの当研究室の研究から、紅色光合成細菌 Marichromatium

属細菌と非光合成細菌 Marinobacterium 属細菌を含む混合系が、嫌気光照射条件において安息香酸依存的に生

育することが示されている。本研究ではこれら二種細菌の共存効果を明らかにすることを目的としている。 

紅色光合成細菌 Marichromatium 属細菌は、酸素に対する感受性が高いことが分かった。また単独では安息

香酸を利用できないことから、炭素源は共培養相手から得ていると考えられた。一方、非光合成細菌

Marinobacterium 属細菌は好気条件で生育し、炭素源として安息香酸だけでなく、酢酸、コハク酸、クエン酸

を利用でき、グルコースは利用できないことが分かった。しかし本菌も嫌気条件では安息香酸を利用できな

い。本菌が嫌気的に生育する条件を探るため、炭素源と電子受容体の組合せを検討し、その生育を解析して

いる。（楠、松浦、春田） 

 

２）光合成細菌の環境中での多様性に関する研究 
2-a. 河床礫における好気性光合成細菌の多様性 

好気性光合成細菌は海洋環境では全細菌数のかなりの部分を占めることや、エネルギーの流れや炭素循環

において重要な役割を果たしていることがわかってきているが、淡水における研究はあまり進んでいない。

そこで本研究では、河川における好気性光合成細菌の多様性を調査した。 
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多摩川上流の河床礫からバイオフィルムを採取し、平板培地を用いて光合成細菌を分離した。得られた 32

株について、好気および嫌気条件での生育を評価したところ、31 株が好気性光合成細菌であると考えられた。

16S rRNA 遺伝子塩基配列を解析した結果、分離菌は 13 のグループに分かれ、それらはアルファプロテオバ

クテリアのα-1、α-2、α-3、α-4 サブクラス、ベータプロテオバクテリアに属する多様な系統に分かれた。

また、分離菌の中には既知の好気性光合成細菌と系統的に離れた新規性の高い細菌も含まれていた。生育に

適した培地の有機物濃度や光合成色素の生産性にも違いが見られた。 

以上から、河床礫には系統的に多岐にわたる多様な好気性光合成細菌が存在することが明らかになった。

それぞれの生育特性や生理的性質の違いも見いだされ、河床礫のバイオフィルムの微環境が多様性に富んで

いることを示していると考えられる。（広瀬、春田、松浦） 

2-b. 盤洲干潟の土壌に生息する光合成細菌の調査 

盤洲干潟は、東京湾最大の干潟であり潮間帯特有の機能を有するため、豊かな地形的特性、立地条件、好

気・嫌気的条件、水質浄化作用を持つ。この干潟に関して、動物の生態系や底生生物による物質循環など環

境保全に関する研究が多くされているが、干潟の水質浄化作用に関連性があるとみられる酸素非発生型光合

成細菌については未だ研究されていない。そこで本研究では、環境変動（好気／嫌気、塩分濃度、有機物濃

度等の変化）の大きい盤洲干潟において、酸素非発生型光合成細菌を検出することを目的とした。 

盤洲干潟において、陸地から 5 m 地点と 100 m 地点の離れた 2 地点について、垂直に 5 cm の深さまで土壌

をすくい取った。採取した土壌を光従属栄養条件で 30℃、嫌気的に培養した。5 m 地点では、培養した 20

本の試験管中、15 本の試験管で、100 m 地点では、20 本中、7 本の試験管でバクテリオクロロフィルが検出

された。これらの培養液を 4 回継代培養し、5 m 地点から 14 本、100 m 地点から 4 本の培養系を得た。これ

らから光合成細菌を単離し、それぞれの培養液の吸収スペクトルを解析した結果、複数の種が存在すると考

えられ、採取地点による違いも示唆された。16S rRNA 遺伝子の塩基配列を解析したところ、両地点から得ら

れた光合成細菌はMarichoromatium属細菌と考えられ、100 m地点のみから得られた光合成細菌はRhodobacter

属細菌と考えられた。 

環境条件の変化が大きい干潟には、広く他の環境でも検出される紅色光合成細菌が複数種生息することが

明らかになった。また陸からの距離によって紅色光合成細菌の分布が異なることが示唆された。（高須賀、春

田、松浦） 

 

３）細菌の飢餓生残性に対する光エネルギーの利用に関する研究 
3-a. 紅色光合成細菌の飢餓生残性に対する光の影響 

紅色光合成細菌は水圏や土壌に広く分布しているが、これには栄養塩飢餓生残戦略が寄与していると考え

られる。これまでの研究で、いくつかの種の紅色光合成細菌は炭素源飢餓条件下でも光があれば細胞内 ATP

と生残性を長期間維持できることがわかっている。そこで、生残性に対する光の影響を明らかにするために、

Rhodopseudomonas palustris を用いて飢餓条件における中央炭素代謝の代謝産物とリン脂質の脂肪酸組成を解

析し、光照射による変化を調べた。 

R. palustris CGA009 を光従属栄養的に増殖させ、培地中から炭素源が枯渇して増殖が停止したところから

飢餓状態とし、その時点から明暗条件にわけた。飢餓５日目、明暗条件下の細胞を集菌し、細胞内代謝産物

をただちに抽出して、CE-MS 解析および GC-MS 解析を行った。結果、飢餓明条件での代謝産物では暗条件

よりも明らかに高レベルの ATP 量とアミノ酸量が検出された。暗条件下での代謝産物では解糖系に関与する

代謝産物が明条件よりも高レベルに検出された。また全脂肪酸のうちの飽和脂肪酸の割合は、飢餓直後では

16.5%であるのに対し、飢餓５日目において明条件では 26.5%、暗条件では 18.3%であった。 
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以上より、飢餓条件下でも光があると ATP とアミノ酸合成が促されており、細胞内代謝の再構成のための

タンパク質合成に寄与している可能性が示唆された。細胞膜を構成する脂肪酸の組成によって細胞膜の流動

性が変わることが知られており、今回観察された飽和脂肪酸の量比の変化は飢餓条件下での生残性に関与し

ている可能性が考えられた。（菅野、春田、松浦） 

3-b. プロテオロドプシンを有する海洋性細菌の飢餓生残性 

プロテオロドプシン（Proteorhodopsin, PR）は、光駆動型のプロトンポンプで、光によって膜を介したプロ

トン濃度勾配を形成する。海洋表層ではおよそ 13~80%の海洋細菌がプロテオロドプシン遺伝子を持つこと

が近年、報告された。本研究では、特に飢餓生残性に注目し、プロテオロドプシンの生理的役割を解明する

ことを目的とした。 

相模原湾から分離された Flavobacterium 属細菌 PC-19 を被験菌とした。本菌は、プロテオロドプシンを有

するが、光エネルギー依存的な増殖は観察されていない。本菌の増殖特性を知るため、ペプトンおよび酵母

エキスを含む液体培地を用い、好気、20℃で増殖試験を行った結果、倍加時間 4 h で生育することが分かっ

た。このとき、光照射の影響は観察されていない。これらの検討を踏まえ、プロテオロドプシンの発現条件

およびその機能性を炭素源飢餓条件で解析し、その生残性に与える影響を解析している。（呉、菅野、春田、

松浦） 

 
４）窒素化合物を介した微生物の種間相互作用 
4-a. 亜硝酸を介した 2 種細菌による脱窒 

脱窒は、地球上の窒素循環を支える細菌の嫌気的代謝であり、硝酸から亜硝酸、一酸化窒素、亜酸化窒素、、

窒素ガスへとに還元される一連の反応である。硝酸から窒素ガスまで還元できる硝酸脱窒菌がいる一方、硝

酸還元能を持たず、亜硝酸から窒素ガスまでの反応を行う亜硝酸脱窒細菌が見出されている。亜硝酸は、土

壌等における濃度が硝酸やアンモニアに比べ一般的に非常に低く、また高濃度では生物に毒性を示すため、

亜硝酸脱窒菌の生態はほとんど調べられていない。当研究室の先行研究では、池の底泥から亜硝酸脱窒菌を

分離した際、同一環境から硝酸を還元するが亜硝酸を還元できない硝酸還元菌（不完全脱窒菌）を見いだし

ており、硝酸還元菌による亜硝酸の供給が亜硝酸脱窒菌の生育を支えている可能性が示唆された。そこで本

研究では、分離した亜硝酸脱窒菌と硝酸還元菌を共培養し、両菌および窒素化合物の動態を明らかにするこ

とを目的とした。 

首都大学東京南大沢キャンパス内のひょうたん池から、Alcaligenes 属細菌を単離し、硝酸は利用できず亜

硝酸依存的に生育し窒素ガスを生成することを確認した。この亜硝酸脱窒菌を用いて、硝酸還元菌である

Achromobacter 属細菌と硝酸を含む培地で共培養したところ、硝酸の減少に伴う硝酸還元菌の増殖に続いて、

亜硝酸脱窒菌の増殖がみられた。共培養系において亜硝酸の蓄積は見られず、硝酸還元菌によって生成され

た亜硝酸はすぐに亜硝酸脱窒菌によって消費されたと考えられた。また、硝酸還元菌の増殖量は単独培養時

に比べ、共培養条件で高くなっていた。単独培養条件では、培養液中に蓄積した亜硝酸によって生育が抑制

されるが、共培養系では亜硝酸脱窒菌によって亜硝酸の毒性が効果的に除去されたと考えられた。 

本研究で、亜硝酸脱窒菌は硝酸還元菌が生成した亜硝酸を逐次消費して増殖できることが示された。毒性

のため培地中に高濃度の亜硝酸を添加することができず、亜硝酸脱窒菌の報告例は限られている。しかし、

本研究で見出した硝酸還元菌によって亜硝酸を供給する系を利用すれば、より効果的に亜硝酸脱窒菌を発

見・培養できると考えられ、亜硝酸脱窒菌の生態解明に迫ることができると期待される。（佐藤、春田、松浦） 

4-b. 窒素固定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
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きず、アンモニア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。本研究では、窒素欠乏条件で緑藻の生育を支えることのできる

窒素固定細菌の探索を目的とした。 

多摩川上流の河床礫からバイオフィルムを採取し、窒素化合物を欠いた独立栄養培地を用いて光照射下で

継代培養を繰り返した。その結果、緑藻類が安定して生育する培養系が得られた。顕微鏡観察の結果、得ら

れたすべての培養系に Chaetopeltis 属と考えられる糸状性微細緑藻を確認することができた。培養系の多くに

ヘテロシスト形成性シアノバクテリアが緑藻と共存している様子が観察された。シアノバクテリアが検出さ

れなかった培養系から細菌を単離したところ、好気性窒素固定細菌を得ることができた。本菌を緑藻の培養

液に添加すると、窒素化合物制限下での緑藻の生育促進が観察された。共培養時の緑藻の細胞周辺には好気

性窒素固定細菌の細胞の付着が見られた。 

先行研究では、ヘテロシスト形成性シアノバクテリアの共存によって窒素化合物欠乏下でも緑藻が生育で

きることが報告されていたが、本研究では緑藻の生育促進効果がある好気性窒素固定細菌を見いだすことに

成功した。このような種間関係は、緑藻の自然界での分布や生態だけでなく、植物と窒素固定細菌の共生関

係の進化を考えるうえでも意義深い。（西原、松浦、春田） 

 
５）細菌の地理的分布と種分化に関する研究 
5-a. マメ科野草に共生する根粒菌の分布と多様性 

ヤハズソウ（Kummerowia striata）はマメ科ハギ属の一年生草本で、東アジアに広く自生しており、国内で

も北海道から沖縄まで広く分布しているマメ科野草である。痩せた土壌や乾燥した土壌でも生育することが

でき、沿道や河原などでよく見られる。本研究では、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する。 

首都大学東京南大沢キャンパスにおいて、2 m 四方の限定された場所から 12 個体のヤハズソウを採集し、

それらから 85 根粒を採取した。破砕した根粒から細菌を単離し、16S-23S internal transcribed spacer (ITS)領域

の遺伝子塩基配列を解析したところ、48 株は Bradyrhizobium 属細菌に近縁であり、3 株は Rhizobium 属細菌

に近縁であると考えられた。これらを相同率 96％でクラスター分けすると、大きく 5 つのクラスターに分け

られた。ヤハズソウの同一個体から複数のクラスターに属する細菌が共生していることが明らかになり、根

粒細菌の分布は、根粒間の距離や土壌の深度に関連性は見られなかった。根粒細菌は土壌において、十数 cm

の間でもランダムに多様な系統が分布していると考えられた。この傾向は、これまでに解析してきた他の地

域（千葉県松戸市、千葉県市川市、東京都八王子市）での解析結果とも一致しており、地域性は見られず、

狭い地域において Bradyrhizobium 属細菌の種分化が起こっていると考えられた。（山本、春田、松浦） 

5-b. 好熱性シアノバクテリアの遺伝学的多様性 

好熱性シアノバクテリアは、地理的に隔離された陸上温泉に広く分布するが、分離例が少なく、遺伝学的

な多様性は充分知られていない。日本各地の好熱性のシアノバクテリアについて、各種分子マーカーによる

系統分類に加え、その生育特性の違いを明らかにすることを目的とした。 

宮城県鬼首温泉、長野県中房温泉、和歌山県湯の峰温泉、鹿児島県丸尾温泉から 50℃で生育する好熱性の

シアノバクテリアを分離した。分子系統解析の結果、いずれも”Thermosynechococcus” sp.と考えられ、単細胞

性で窒素固定能は見られなかった。16S-23S rRNA 遺伝子 ITS 領域および光合成反応中心をコードする psaA

遺伝子の解析では、地域ごとに配列の違いが確認され、特に宮城系統は他と異なることが分かった。硫化水

素に対する感受性を比較したところ、和歌山系統および鹿児島系統は、3 mM 硫化水素存在下でも生育を示

すのに対し、長野系統と宮城系統では 0.3 mM 硫化水素でも生育抑制が観察され、3 mM 硫化水素存在下では
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生育しなかった。これらは採取地の温泉水に含まれる硫化水素濃度と部分的に関連性が見られる。 

以上から、国内の陸上温泉には、地域によって系統および性質の異なる好熱性シアノバクテリアが分布し

ていると考えられた。（神藏、松浦、春田） 
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動物生態学研究室 
 
1. 構成 
林 文男（教員）、草野 保（教員）、菅原弘貴（D1）、橋本晃生（M2）、松山龍太（M2）、脇海道 卓（M2）、

鈴木 航（M1）、志賀 優（M1）、村上勇樹（卒研生）、鈴木美咲（卒研生）、唐澤 敦（卒研生）、三浦智世（卒

研生）、久保雅紀（卒研生）、白井 剛（研究生）、高橋明子（客員研究員、9 月まで） 

 

2. 研究紹介 
 動物生態学研究室では、小型哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、魚類、昆虫類、ダニ類など様々な動物につ

いて、生態、行動、進化、保全の研究を行っている。研究手法に関しては、野外調査や野外における操作実

験はもちろん、飼育下での実験、分子マーカーを用いた解析、分子系統樹の作製、蛍光染色による顕微鏡観

察など、最新のものを取り込んでいる。皆で議論しながら、各自が自由に研究できる雰囲気を大切にしてい

る。以下に、2012 年度に実施された研究の一部を紹介する。 

 

(1) 脊椎動物を対象にした研究 
(a) 哺乳類 

ヒミズは食虫目モグラ科の日本固有の哺乳類である。森林やその周辺に生息しており、林床の腐葉土層にトン

ネルシステムを作って、主に昆虫類やミミズ類などを捕食している。ヒミズはトンネルシステムに依存的な生活を

しているため、野外での直接行動観察は不可能である。そこで、石こうで作った飼育容器内で 8 日間にわたりビデ

オ撮影を行った。その結果、ヒミズは活動と休息を頻繁に繰り返していることが分かった。休息に利用していた場

所は主に一番奥の巣穴であった。また、糞を溜めていた場所は、入口の外部が最も多かった。全体として、採食や

糞をする際はトンネルの外を頻繁に活用しており、休息や貯食をする際はトンネル内を活用していることが分かっ

た。ヒミズの天敵と考えられるフクロウの音声を聞かせたり、ヘビ類の呈示を行なったが、とくに顕著な反応は見

いだせなかった（17）。 

(b) 鳥類 

 集団営巣を行なうサギ類のコロニーサイズを制限する密度依存プロセスを明らかにするためには、コロニ

ーが作られてから長期にわたる調査が必要である。東京近郊にあるアオサギ単独のコロニーにおいて、その

創設期から 16 年間に渡って、個々の巣の繁殖成功度を測定した結果、繁殖つがい数の増加にともない、各つ

がいの造巣から巣立ちまでの期間が長くなること、一巣あたりの巣立ち雛数が減少することが明らかとなっ

た。繁殖は、毎年、初春から開始されるが、繁殖つがい数が多いと繁殖開始時期が早まり、また、営巣開始

の早いつがいほど造巣から孵化までの期間が長くなる傾向が認められた。繁殖期初期には、その年の新規繁

殖個体や他のコロニーからの移住個体などとの相互作用が頻繁になり、育雛開始が遅延するのではないかと

推定された（9）。 

(c) 両生類 

 両生類は我々の身近に生息する種も多く、昔から顔なじみの仲間が多いにもかかわらず、その生息状況や

生態については必ずしも充分把握されているわけではない。今回、文献情報と著者自身が長年に渡って集め

た生息記録及び協力者からの情報を整理し、八王子市内の爬虫両生類の生物相と生息状況をまとめた。東京

都には、両生類が有尾目 4 種、無尾目 13 種が生息する。八王子市では、その内小笠原の外来種であるオオヒ

キガエルと奥多摩の山地渓流で繁殖するハコネサンショウウオ以外がすべて記録されている。山地と平野部
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から続く台地が接し、多くの丘陵部を擁する八王子市では、関東地方で見られる両生類のほとんどを市内で

観察できる。両生類爬虫類の各種について、今回の解析結果から分かった市内の生息状況と詳細な分布を報

告した（26）。 

 

(2) 無脊椎動物を対象とした研究 
 カンタリジンは、テルペノイドに属する昆虫由来の有毒な有機化合物の一種で、ツチハンミョウ科および

カミキリモドキ科（コウチュウ目）の防御物質として生産される。一方、カンタリジンには特定の分類群の

昆虫が誘引されるという報告がある。カンタリジンを含んだトラップを関東地方の山林に仕掛けた結果、ア

リモドキ科、テントウムシダマシ科、アカハネムシ科、コガネムシ科（以上、甲虫目）、ヌカカ科（ハエ目）、

アリ科（ハチ目）、トゲアカザトウムシ科（ザトウムシ目）に属する、合計 8 種の節足動物が誘引された。こ

れらの節足動物がカンタリジンに誘引される機構として、カンタリジンあるいはその類似物質を出すものを

摂食すること、カンタリジン類似の集合フェロモンを使用すること、カンタリジンを防御物質として利用す

ることの３つが推測された（13）。 

昆虫類の中には、オスの大顎や角の発達といった性的二型が見られることが多い。オス特有の形質は性選

択形質の一つであると考えられる。昆虫が幼虫から成虫に変態する時、オスにとって大顎や角を発達させる

ためには、資源やエネルギーの分配の点から、他の形質を犠牲にする可能性が高い。ヘビトンボ類のうち、

ヘビトンボ亜科では、オスの大顎が著しく伸長する種や、頭部側面がうちわのように突出する種がいること

が知られている。一方、同じくヘビトンボ亜科では、交尾の時にオスからメスへ婚姻贈呈が行なわれる種が

知られている。オスは体内に大きな付属腺を発達させ、そこで合成された物質を使って、交尾の時にメスの

腹部に大きなゼリー状の精包を付着させる。交尾後、メスはこの精包を食べ、栄養として利用する。婚姻贈

呈も性選択形質の一つであるため、ヘビトンボ亜科のオスにとっては、大顎などの発達と婚姻贈呈という２

つのコストがかかる選択を迫られることになる。そこで、世界中のヘビトンボ亜科すべての属について調べ

てみると、これらが両立する種はいなかった。また、分子系統樹上でこれらは何回も進化したと考えられた。

つまり、大顎などの発達と婚姻贈呈はトレードオフの関係になっており、一方が発達すると他方が退行する

傾向がある（24）。 

 伊豆諸島には、オオムカデ（Scolopendra subspinipes）の亜種とされるアオズムカデ（S. subspinipes japonica）

とトビズムカデ（S. subspinipes mutilans）が分布している。これらの体型を比較した結果、アオズムカデは、

トビズムカデに比べて小型で、やや細長い体型と比較的小さいな顎肢を有していた。一方、日本各地から得

られた標本を用いてミトコンドリア DNA の塩基配列に基づく系統解析を行なった結果、アオズムカデとト

ビズムカデには種レベルの差異が認められ、日本産オオムカデ属としては、オオムカデ、アオズムカデ、ト

ビズムカデ、タイワンオオムカデの 4 種が区別された（21）。 

 

(3) その他 
 以上のほか、オオイタサンショウウオとトウキョウサンショウウオの集団遺伝学的解析のためのマイクロ

サテライト用プライマーの開発、ヤマアカガエルの卵および幼生期の死亡率の推定、カマキリ類の交尾器の

形態と交尾行動の関連性、単為生殖を行なうオガサワラヤモリのマイクロサテライト解析に基づくクローン

の識別、オサムシ類の精子形成過程、長野県におけるカンタリジンに誘引される昆虫群集の季節変化、ヒキ

ガエルの繁殖後の分散と非繁殖期の行動、アブラゼミ成虫の物質収支などに関する研究が行われた。 
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口頭・ポスター発表 
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子市, 東京（印刷中）. 

 

沖縄島以南に生息するタイワンオオムカデ 
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植物生態学研究室 

 
1. 構成 
可知直毅、鈴木準一郎、角田智詞（D2）、坂部尚隆（M1）、高岡愛（M1）、深町美智（M1）、 

松尾知実（卒研生）、中村敏枝（研究生）、中田望（研究生）、郡麻里（特任研究員）、 

畑憲治（特任研究員） 

 

2. 研究紹介 
 本研究室では、高等植物の生態現象をさまざまな時間的・空間的スケールで多角的にとらえることをめざ

している。そのために、フェノロジー観察、植生調査、個体群統計、成長解析、野外実験、栽培実験、数理・

統計モデル、分子マーカーを用いた遺伝的解析、生理的特性の測定などの手段を用いて、キャンパス内の温

室や圃場や人工気象室、小笠原の海岸草原や乾性低木林、八ヶ岳の針葉樹林、多摩川河川敷、富士山、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、卒業研究および誌上発表した論文に

ついて研究課題と概要を紹介する。 

 

１）ヨモギの資源分配は、同所的に生育する競争個体によって変化するか 
 植物は、成長や代謝や繁殖に、獲得した資源を分配する。資源量の変化や生育環境の撹乱などにより、資

源分配は変化する。また野外では、植物は他個体と共に生育し、個体間には競争が見られる。つまり、ある

個体が獲得できる資源量は、競争により変化する。 

 本研究は、地下茎により栄養繁殖を行うヨモギを、同種または他種と同所的に栽培し、競争個体による資

源分配の変化を定量的に明らかにした。他種には、ホソムギ、ヘラオオバコ、アカツメクサを用いた。ヨモ

ギと競争個体を 1 個体ずつ、計 2 個体を 1 鉢に栽培した。また、ヨモギ 1 個体のみでも栽培した。播種から

83 日間栽培し、ヨモギと競争個体の地上部の高さを計測した後、個体別に刈り取った。 

 ヨモギ 1 個体のみで栽培した場合に比べ、競争個体と栽培したヨモギでは、個体重が有意に小さかった。

ヨモギ 2 個体で栽培した場合の個体重が最も小さかった。他種と栽培したヨモギでは、個体重に種間で有意

な差は見られなかった。親ラメットの地上部重量と根重量には、単独で栽培したヨモギでは負の相関が、競

争個体と栽培したヨモギでは正の相関が存在する傾向が見られた。親ラメットの地上部と根を合わせた重量

と、娘ラメットと地下茎を合わせた重量は、ヨモギと栽培したヨモギのみ、正の相関が見られた。単独また

は他種と栽培すると、相関関係が認められなかった。 

 以上より、ヨモギは同所的に生育する個体の有無や種によって、資源分配を変化させることがわかった。

種内競争下では、親ラメットが大きいと栄養繁殖に多くを分配する一方で、他種との競争下ではその傾向が

見られなかった。本研究で種内競争と種間競争の間に見られた栄養繁殖への分配の違いは、競争下では栄養

繁殖を行う個体の頻度が高くなるという先行研究の知見とは異なっている。種内競争と種間競争で分配に違

いが生じた理由を、今後明らかにする必要がある。(松尾知実・卒業研究) 
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２）外来木本種トクサバモクマオウのリターの分解速度は在来木本種と変わらないが、リターの分

解に伴う窒素の放出量は大きい 
 小笠原諸島の在来森林群集にに侵入した外来木本種トクサバモクマオウのリターの分解速度と分解に伴う

リターからの窒素の放出量に対するリタータイプと森林の環境の効果を野外実験によって評価した。トクサ

バモクマオウのリターの分解速度は、在来木本種のそれよりも有意に速かった。トクサバモクマオウが優占

する森林に設置したリターの分解速度は、在来林に設置したリターよりも有意に遅かった。その結果、自然

条件下では、トクサバモクマオウと在来木本種のリターの分解速度に差は見られなかった。これは、リター

の分解速度に違いがなくとも、それは異なる原因に由来することを示唆する。一方、トクサバモクマオウの

リターからの窒素の放出量は、在来木本種よりも有意に大きかった。これは、トクサバモクマオウの侵入は、

リターの分解を介して、生態系内の窒素循環に影響する可能性があることを示唆する。（畑憲治・原著論文） 

 

３）亜熱帯島嶼における外来木本種トクサバモクマオウが優占する森林において在来木本種の実生

は定着できる 
 小笠原諸島の在来森林群集に侵入した外来木本種トクサバモクマオウのリターの堆積が、在来低木種シャ

リンバイの初期定着に及ぼす影響を野外実験から明らかにした。トクサバモクマオウが優占する森林におい

て播種したシャリンバイの種子の約 70%が発芽し、在来木本種が優占する森林におけるシャリンバイの発芽

率と差が見られなかった。これは、シャリンバイは、種子の供給があればトクサバモクマオウが優占する森

林において定着可能であることを示唆する。（畑憲治・原著論文） 

 

４）縞枯れ林における局所的空間構造のばらつき 
 森林が大きな撹乱によって破壊されると、次世代の個体が一斉に更新する。その過程で、優勢な個体がま

わりの個体を被圧し、被圧された個体は成長が低下し次第に枯死していく。そのため、森林発達の過程では、

大きな個体のまわりに被圧された小さな個体が分布した状態（局所的階層性の発達）を経て、被圧された個

体が次第に枯死し生存個体の間に一様な間隔が空く（個体間間隔の一様化）という空間構造の変化がみられ

ると考えられている。この研究では、異なる時期に撹乱を受け、様々な発達段階が同時に見られる北八ヶ岳

の縞枯れ林において、空間的構造の変化が場所によってどのようにばらつくかを明らかにした。成長を始め

た時期が同じでも個体密度の違いによって、局所的階層性の発達が顕著な場所もあれば、ほとんど見られな

い場所もあった。このような森林構造の発達の大きなばらつきは、初期条件（最初に定着する個体の密度や

配置）やその後の確率論的なイベントが、森林発達に大きく影響することを示唆している。（鈴木智之・原著

論文） 

 

５）水分供給の時間的不均質性・栄養塩量・個体群密度が草本植物の成長におよぼす影響 
 水分供給の時間的不均質性は草本群集の生産に影響を及ぼすとともに栄養塩量や種内競争とも相互作用す

る。水分供給の時間的不均質性に対する応答を、群集において解明するには、群集を構成する個々の種の反

応を、栄養塩量や個体群密度との相互作用を考慮しつつ、評価する必要がある。そこで、ホソムギ、ギョウ

ギシバ、ヨモギ、シロツメクサの個体群を、水分供給の時間的不均質性と栄養塩量と密度の様々な組み合わ

せの下で栽培し比較した。時間的に均質な給水により 4 種すべてで成長が増加した。ホソムギとギョウギシ

バでは、時間的に均質な給水で根のバイオマスが増加したが、統計的に有意とは言えなかった。シロツメク

サの根では、とくに高密度下で顕著な反応が見られた。時間的に均質な給水で成長が大きい傾向が、草本個

体群では共通して認められたが、水分供給の不均質性の影響の強さ、不均質性と栄養塩量や密度との相互作
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用は種間で異なった。（萩原陽介・原著論文） 

 

６）水分供給の時間的不均質性と栄養塩量が及ぼす個体重成長への影響は、植物個体群における相

対的な個体サイズの順位に依存する 
 水分供給の総量が同一であっても、供給の時間的様式によって、植物の個体重成長は異なる。このような

水分供給の時間的不均質性に関する研究の大半は、個体群全体の挙動に注目し、個々の個体の挙動について

の知見は限られている。また、水分供給の時間的不均質性の影響は、栄養塩量によっても変化する。そこで、

個体群中の個体に、水分供給の時間的不均質性と栄養塩量がどのように影響するかを明らかにした。一鉢に

植えた 6 個体のシソ（Perilla frutescens）を様々な水分供給の頻度と栄養塩量の組み合わせの下で栽培した。

少量の水分が毎日供給される処理で、鉢の植物収量と個々の個体重が、より多い水分が数日おきに供給され

る処理よりも大きくなった。このような水分供給の不均質性と栄養塩量の交互作用は、各個体群（鉢）の大

型の個体では有意に認められたが、小さな個体では認められなかった。水分供給の不均質性は、すべての個

体の成長に影響したが、その現れ方は個体群内での個体サイズの順位によって異なっていた。水分供給の不

均質性が植物に及ぼす影響を明らかにするには、収量のような個体群全体を表すパラメータに加え、個々の

植物の特性を表すパラメータにも注目する必要がある。（萩原陽介・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 
・2012 年 3 月 22 日〜4 月 4 日まで日本学術振興会外国人招へい研究者（短期）として、カナダの Saint Mary's 

University の Dr. Jeremy T. Lundholm が滞在した。 

・2012 年 5 月 22 日の首都大学東京オープンユニバーシテイーPRI 講座「世界自然遺産小笠原を知る」で、可

知が講師をつとめた。 

・2012 年 7 月 14 日の文京女子大学附属高等学校 SSH グローバル環境科学講座で、可知が講師をつとめた。 

・2012 年 7 月 16 日と 8 月 18 日の大学説明会の理工学系オー プンラボで研究室紹介「つながる生態学：い

まを生きる生物たちの絆」のポスター展示発表を行った。 

・2012 年 8 月 1 日の高校生物教員のためのリカレント生物学講座で、畑が「小笠原諸島へのヤギおよびギン

ネムの侵入と保全生態学」について講演した。 

・2012 年 8 月 14・15 日の「高校生物教員のための生物実験指導法講座 2012-2」で、鈴木が「植物の個体・

個体群の定量解析実習」を行った。 

・2012 年 10 月 7 日の小笠原ビジターセンター公開講演会で、畑が「ノヤギを駆除すれば生態系は回復する

のか？：「物質循環」から見た媒島の植生変化」について講演した。 

・2012 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「つながる生態学」のポスター展

示発表を行った。 

・2012 年 11 月 9 日に行われた『首都大バイオコンファレンス 2012』に参加し、坂部・可知・鈴木「地上部

撹乱とイタドリ移入が収量におよぼす影響は、欧州産草本群集の構成種 によって異なるか？」、高岡・鈴木・

可知「ヤギ駆除後の海洋島において、海鳥の営巣型による土壌の違いが植物の成長に及ぼす影響」、深町・可



−70− 

知・鈴木「植物個体が隣接する同種他個体の遺伝子型と食害から受ける影響」、松尾・可知・鈴木「ヨモギ

(Artemisia indica var. maximowiczii)は、同所的に生育する他種によって、資源分配を変化させるか？」のポス

ター発表を行った。 

・2013 年 3 月 6 日に日本生態学会第 60 回大会 (静岡)で、ランチョンフォーラム「野外調査に初めて行く人

のための安全講習」を鈴木が主催した。 

・2013 年 3 月 9 日に日本生態学会第 60 回大会 (静岡)で、ランチョンフォーラム「査読（peer review）をする

側、される側」を可知が主催した。 

 

4. 研究発表 
誌上発表 

Hagiwara, Y., Kachi, N. & Suzuki, J-I. (2012) Effects of temporal heterogeneity of water supply and nutrient levels on 

plant biomass growth depend on the plant's relative size within its population. Ecological Research 27: 1079-1086  

Hata, K., Kato, H. & Kachi, N. (2012) Leaf litter of the invasive Casuarina equisetifolia decomposes at the same rate as 

that of native woody species on oceanic islands but releases more nitrogen. Weed Reseach 52: 542-550 

Suzuki, S.N., Kachi, N. & Suzuki, J-I. (2012) Variability of local spatial structure in a wave-regenerated Abies forest. 

Ecological Research 27: 893-902  

Shahpasand, K., Uemura, I., Saito, T., Asano, T., Hata, K., Shibata, K., Toyoshima, Y., Hasegawa, M. & Hisanaga, S-I. 

(2012) Regulation of Mitochondrial Transport and Inter-Microtubule Spacing by Tau Phosphorylation at the Sites 

Hyperphosphorylated in Alzheimer’s Disease. Journal of Neuroscience 32: 2430-2441 

Suzuki, R.O., Numata, S., Okuda, T., Nur Supardi MD. Noor, Abdul Rahman Kassim & Kachi, N. (2012) Species 

associations among dipterocarp species co-occurring in a Malaysian tropical rain forest. Journal of Tropical 

Ecology 28: 281-289 

Hata, K. Kato, H. & Kachi, N. (2012) Seedlings of a native shrub can establish under forests dominated by an alien tree, 

Casuarina equisetifolia, on subtropical oceanic islands. Journal of Forest Research 17: 208-212  

Hagiwara, Y., Kachi, N. & Suzuki, J-I. (2012) Combined effects between temporal heterogeneity of water supply, 

nutrient level, and population density on biomass of four broadly distributed herbaceous species. Journal of Plant 

Research 125: 77-83 

Suzuki, R.O. & Suzuki, S.N. (2012) Morphological adaptation of a palatable plant to long-term grazing can shift 

interactions with an unpalatable plant from facilitative to competitive. Plant Ecology, 213: 175-183 

 

その他の出版物 

小林まや・可知直毅 (2012) 島嶼共生系学際研究環 2010 年度活動報告. 日本島嶼学会年報 13: 145-158  

可知直毅 (2012) 世界自然遺産小笠原諸島の自然、文化と観光：順応的な自然の保全とルールを楽しむ観光

の在り方. 観光文化 214: 7-11 （公財）日本交通公社 

高岡 愛・畑 憲治・郡 麻里・可知直毅 (2012) ヤギ駆除後の媒島の土壌で栽培した植物の成長に影響す

る環境要因. 小笠原県有年報 35: 29-37 首都大学東京小笠原研究委員会 

畑 憲治・可知直毅 (2012) ヤギ駆除後の聟島列島媒島における草地植生の 9 年間の変化. 小笠原研究年報 

35: 23-28 首都大学東京小笠原研究委員会 

可知直毅 (2012) 生態学から見た小笠原. 日本の「国境問題」 別冊「環」19: 332-337 藤原書店 
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国際学会での発表 

Tsunoda, T., Kachi, N. & Suzuki, J-I. (2012) The same specis and abundance of a belowground herbivore cause 

different plant damages depending on its vertical distribution. Joint Meeting of the British Ecological Society, the 

Biochemical Society and the Society for Experimental Biology: Aboveground-belowground interactions: 

technologies and new approaches (London) 

Nakata, N. & Kachi, N. (2012) Variations in N2-fixation and nitrate absorption among 13 wild accessions of a 

nitrogen-fixing plant, Lotus japonicus, in rsponse to soil nitrogen availability. 10th European Nitrogen Fixation 

Conference (Munich, Germany) 

Suzuki, J-I. & Tsunoda, T. (2012) Does genet structure of a clonal forb,  Fallopia japonica, affect its invasiveness? The 

10th Clonal Plant Workshop; Ecological Consequences of Plant Clonality under Global Change (Beijing, China) 

 

その他、日本生態学会第 60 回大会（静岡）などで計 10 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  

江口克之、清水 晃、久保田宏（D1）、佐藤 光（M2）、久留島宏明（M1）、矢島拓也（M1）、松村賢（卒研生）、

新津修平（客員研究員） 

 

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分類群は膜翅目と鱗翅

目である。また、昆虫標本類（約 10万点）の保管・管理や新たな標本の収集も行っている。現在は高等膜翅

類（ハチ類）の標本整理が継続的に行われている。 

 

1) 膜翅目昆虫の生物多様性に関する研究 

A) クモバチ科の系統分類学的研究：東南アジアから台湾、日本にかけて分布するキバネトゲアシクモバ

チ属 Platydialepis の日本産種に関する分類学的再検討を行った。まず既知種の形態学的特徴に基づい

て、本属の定義を行い、日本産種 2 種について記載し（そのうち 1 種は新種）、生態・行動的知見を加

え、それらの分布上の特徴について論議した（清水）。 

B) ベトナムに産するアリ類の分類学的、多様性生物学的研究：ベトナムは東南アジア熱帯多雨林と東ア

ジア温帯林、亜寒帯林をつなぐ「緑の回廊」と捉えることができ、その起伏に富んだ地形と複雑な気

象条件は多様な陸上生態系を生み出している。しかし、東アジア（日本、台湾）やマレー地域と比べ

ると様々な動物群で種相の解明度が低い。そこで、指標生物としても注目されているアリ類を対象に

分類学的再検討を進めている。本年度は、「Generic Synopsis of the Formicidae of Vietnam (Insecta: 

Hymenoptera): Part II」の執筆を行い、間もなく Zootaxa誌に投稿予定である（江口）。 

C) アジアの人工環境におけるアリ相の解明：東南アジアの人工環境（農地、住宅地、都市など）に生息

し、将来的に日本への移入種となり得るアリ類を網羅的に探索し、移入アリ類の監視・水際防除体制

の高度化のための基礎生態情報を収集することを目指した共同研究を開始した（科研費基盤 B 海外申

請中）。パイロットスタディーとして、オーストラリア西部の島に到着した貨物に紛れ込んでいたナ

ンヨウテンコクオオズアリの DNA barcoding を行った。その結果、従来、形態学的特徴により１種と

見なされていたものの中に、CO1部分配列（657bp）において平均７％異なる 2つの明瞭なクラスター

が存在することがわかった。また、一方は西大西洋沿岸、もう一方はインド洋沿岸に分布し、いずれ

も人為的に分散されていることが示唆された（江口）。 

D) アリ科の頭部内骨格（幕状骨）の比較形態学的研究：修士論文（2012 年 2 月提出）では、アリ科全体

（14 亜科 8 種）と他のハチ類（5 科 5 種）の幕状骨を走査型電子顕微鏡（SEM）で観察し、各分類群

の特徴を明らかにし、幕状骨の形態進化のプロセスを推定したが、これに引き続き、クロオオアリ

（Camponotus japonicus）の女王、オス、そして様々な大きさのワーカーの幕状骨を調べた。その結

果、カーストが異なっていても、幕状骨の形態にはほとんど差がないことが分かった。さらに、ヤマ

アリ亜科ケアリ属（Lasius 属）の４亜属４種について、ワーカーの幕状骨を調べた結果、亜属が異な
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っていても、その形態は同様で、属内で安定していることが示された（久保田）。 

E) クモバチ科デイ器官（Day’s organ）の比較形態学的研究：デイ器官とは、クモバチ科オスの腹部節間

膜および背板に存在する微小孔とそれに付属する器官をいう。ある種のフェロモンを産生、放出する

構造と考えられているが、その詳細な形態学的研究はいまだ発表されていない。SEM を用いてこの器

官の微細構造を調べ、各種、各分類群の特徴を明らかにした。さらに組織切片の光学顕微鏡・透過型

電子顕微鏡観察によって、節間膜の内側に接する 1 細胞が分泌細胞の一般的特徴（大きな細胞や核、

多数のミトコンドリアやリボソーム）を示すことがわかり、この器官の分泌機能が強く示唆された（佐

藤）。 

F) ナミヒメクモバチ（クモバチ科）日本集団における交尾行動解析：シロハヒメクモバチ（シロハ型）

とクロハヒメクモバチ（クロハ型）はオス頭部の白班サイズでしか区別することのできない、きわめ

て近縁な分類群である。竹筒トラップ法で羽化させた未交尾個体を用い、同型どうし、異型どうしで

交尾実験を行ったところ、同型間では高率で交尾が成立するのに対して、異型間では交尾がまったく

起こらないことがわかった。両型それぞれのオス、メスの交尾行動にも明らかな違いが見られ、両型

の間には行動的隔離が存在することが明らかになった。さらに多数の地域集団サンプルを得るため、

北海道、東北、北陸、関東、中国、九州、沖縄、そして韓国で竹筒トラップを設置し、越冬個体（前

蛹）を得た。これらは春に羽化させて、交配実験に用いる予定である。このうち韓国の個体は、ユー

ラシア大陸産種と日本産両型との分類学的関係を明らかにする上で特に重要である（久留島）。 

G) 送粉昆虫の行動・生態学的研究：昨年に引き続き、ウグイスカグラ（スイカズラ科）の訪花昆虫に関

する野外調査を行い、花およびハチ類の各部計測、蜜量、訪花行動などのデータに基づいて、ウグイ

スカグラとコガタホオナガヒメハナバチ（ヒメハナバチ科）の密接な関係を明らかにした（清水・矢

島）。また、開花後、花色が白から赤に変化するハコネウツギ（スイカズラ科）の訪花昆虫に関する野

外調査を継続した。本年は特にハコネウツギの花色変化の生態的意義を、もっとも重要な送粉者であ

るコマルハナバチ（ミツバチ科）の訪花行動の観点から調べた。その結果、白花と赤花の両方をつけ

た株の方が、白花のみをつけた株（赤色に変化した古い花を落とすと考えられる）よりもコマルハナ

バチの訪花数が有意に多いことがわかり、同一株上の白花と赤花の存在がコマルハナバチに対する広

告・誘因効果を高めることが示唆された（矢島）。 

H) ハチ目におけるオス交尾器の比較形態学的研究：オスの交尾器形態をハチ目全体にわたって比較し、

分類群ごとの特徴を明らかにするとともに、いくつかの形質については、分子系統仮説に基づいて、

進化過程を推定した。さらに、種内体サイズ変異の大きいクモバチ科 4 種を用いて、交尾器サイズと

体サイズを測定し、両者の相関分析を行った。その結果、前者が後者に対して負のアロメトリーを示

し、交尾器サイズは体サイズの変化に対して一定性を保ち、交尾成功率の低下を防いでいることが示

唆された（松村）。 

 

2) 鱗翅目昆虫の系統分類学的および比較内分泌学的研究 

日本を含む世界のミノガ類の分子系統学的ならびに進化史的研究を行った。世界のミノガ類は約 1300種類

が知られており、日本産ミノガ類（約 30種）においても約 85％以上の種で雌成虫の翅が退化している。雌

成虫の翅退化の度合いは多様であり、様々な退行的な段階が知られている。これらの雌成虫は、有翅有脚型

（雌雄の蛹は有翅）、無翅有脚型（雌蛹は痕跡翅）、無翅無脚型（雌蛹は完全な無翅）の順に退行化が生じる

ことが進化仮説として挙げられている。本研究では、アジアを中心とした北半球に産するミノガ科の分子系
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統樹を作成すると共に、ミノガ科内の翅退化プロセスを解明し、作成した系統樹上に退化プロセスのパター

ンをマッピングすることにより、どのようなプロセスを経て段階的な進化が生じたのか、それとも異なった

系統で独立に複数回にわたり退行化が起こったのかを解明することを目的とした。今回我々は、日本産とヨ

ーロッパミノガ科 24 種を用いて，ミノガ科の NJ 法に基づく分子系統樹を作成した。分子系統解析には，核

DNA の 28S rRNA の D1, D2 領域，ミトコンドリア DNA の COI 領域の計 1500 bp の分子マーカーを用いた。

その後、作成した分子系統樹（ＮＪ法）の分岐図上に翅退化パターンをマッピングし、ミノガ科全体で翅の

退行化がどのように進化していったのかについて推定した。解析の結果、以下の事が示唆された；（１）有翅

型から無翅型への進化が生じたことが推察された。すなわち、系統樹のベーサルクレードは有翅型であるこ

とが解析の結果、推定された（２）無翅有脚型から無翅無脚型へ段階的な進化が生じたことが推定された。

すなわち無翅無脚型がミノガ科の中でもっとも派生的な形態であることが推察された（３）無翅無脚型であ

る二つの亜科 (Oiketicinae 亜科と Epichnopteriginae 亜科) は、分子系統解析の結果、独立に無翅無脚型へと退

行的進化したことが推察された。一方、発生過程の解析の結果、これらの 2 つの亜科は、それぞれ異なった

退縮パターンを持つことが明らかとなった。（新津）。 

 
3) その他 

A) 石川良輔首都大名誉教授が在任中に採集・収集し、本学に寄贈したオサムシ科標本のデータベース構

築のため、学外研究者を含めたワーキング・グループを結成した（江口・清水）。 

B) 長崎大学熱帯医学研究所との共同研究として、霊長類 T 細胞白血病ウイルスの進化に関する研究を継

続した(江口)。 

 

3. 研究発表  

誌上発表  

1. Bui, T. V., Eguchi, K. & Yamane, Sk. Revision of the ant genus Myrmoteras of the Indochinese 
Peninsula (Hymenoptera: Formicidae: Formicinae). Zootaxa. (In press.) 

2. Hirata, A., Tachikawa, Y., Hashimoto, K., Sakai, H., Kaneko, A., Suzuki, J., Eguchi, K., Shigematsu, 
K., Nikami, H. & Yanai, T. (2013): Spontaneous T/NK-cell Lymphoma associated with Simian 
Lymphocryptovirus in a Japanese Macaque (Macaca fuscata). Journal of Comparative Pathology, 
148: 43-46. 

3. Otani, M., Honda, N., Xia, P.C., Eguchi, K., Ichikawa, T., Watanabe, T., Yamaguchi, K., Nakano, K. 
& Yamamoto, T. 2012: Distribution of two subgroups of human T-lymphotropic virus type 1 
(HTLV-1) in endemic Japan. Tropical Medicine and Health, 40: 55-58. 

4. Otani, M., Eguchi, K., Ichikawa, T., Takano, K.T., Watanabe, T., Yamaguchi K., Nakao, K., & 
Yamamoto, T. 2012: Phylogeography of Human T-lymphotropic Virus Type 1 (HTLV-1) Lineages 
Endemic to Japan. Tropical Medicine and Health, 40: 117-124. 

5. Shimizu, A. &Wahis, R. 2013: Systematic studies on the Pompilidae occurring in Japan: Genus 
Platydialepis Haupt (Hymenoptera: Pompilidae:Pepsinae). Entomological Science, 16: 10 pp. (In 
press.) 

6. Terayama, Mamoru, Chung-Chi Lin & Katsuyuki Eguchi. 2012 Additions to Knowledge of the Ant Fauna of 

Taiwan (Hymenoptera, Formicidae, Solenopsidini): Genera Anillomyrma and Carebara. Japanese Journal of 

Systematic Entomology, 18: 1-6. 
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7. Watanabe, K., Shimizu, A. & Sugawara, T. 2013. Dioecy derived from distyly and pollination in 
Psychotria rubra (Rubiaceae) occurring in the Ryukyu Islands, Japan. Plant Species Biology, 28. 
(In press.) 

8. 清水典之, 大草伸治, 清水 晃. 2012. 水中に潜るオオモンクロクモバチ. つねきばち, (22): 45-46. 
 

口頭・ポスター発表 

9. Kurushima, H. ＆  Shimizu, A. (2012) “Analyses of the mating behavior of the Japanaerse 

Auplopuscarbonarius species-complex (Hymenoptera, Pompilidae).” XXIV International Congress 
of Entomology (Daegu, Korea), Poster: PS1M030. 

10. Shimizu, A. (2012) “Brood parasitism in two species of spider wasps (Hymenoptera: Pompilidae: 
Dipogon), with notes on a novel reproductive strategy.” XXIV International Congress of Entomology 
(Daegu, Korea), Poster: PS3M326. 

11. Niitsu, S. (2012) “A developmental approach to the evolution of female wing regression in bagworm moths 
(Lepidoptera, Psychidae). XXIV International Congress of Entomology (Daegu, Korea), Poster session. 

12. Niitsu, S. (2012) “Female-specific wing regression triggered by 20-hydroxyecdysone during pupal-adult 

transformation in the winter geometrid moth Nyssiodes lefuarius (Lepidoptera, Geometridae).” XXIV 
International Congress of Entomology (Daegu, Korea), General oral session. 

13. 清水晃（2012）「分類形質のもつ意味 − クモバチ科の場合」日本昆虫学会第 72 回大会（町田）. 

14. 矢島卓也・清水 晃「ハコネウツギ（スイカズラ科）の訪花昆虫とその行動」日本昆虫学会第 72 回大

会（町田）. 

15. 久留島宏明・清水 晃「ナミヒメクモバチ日本集団の配偶行動解析」日本昆虫学会第 72 回大会（町田）. 

16. 新津修平 (2012)「フチグロトゲエダシャクにおける成虫分化時の雌特異的な翅退縮はエクジステロイ

ドによって誘導される」日本昆虫学会第 72 回大会（町田）. 

17. 新津修平 (2012)「誰でも簡単に採れるミノムシ採集法」日本鱗翅学会関東支部秋の集い（東京）． 

18. 新津修平 (2013)「ミノガ科のメスに見られる翅退縮パターンの進化」日本鱗翅学会関東支部春の集い

（東京）． 
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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、小栗恵美子（特任研究員）、須貝杏子(D3)、山本 薫(D3)、山田香菜子(D2)、

中路真嘉(D2)、下川悟史(D1)、戸野晶喬(D1)、川又由仁(M2) 、谷島麻美(M1)、堀清鷹(M1)、明石澪(卒研生)、

駒井優子(卒研生) 、白井貴也(卒研生)、大門夢果(卒研生)、新田竜斗(卒研生)、松本めぐみ(卒研生)、森絵

里菜(卒研生)、加藤朗子(研究生) 

 

2. 研究紹介 

 本研究室では、主に維管束植物を対象とした系統分類学的研究及びこれと密接に関連する植物地理学的、

進化生物学的研究を行っている。そのために肉眼レベルから走査電顕レベルにいたる形態の比較、染色体の

比較解析、DNA 塩基配列・マイクロサテライトマーカーの解析、昆虫と植物の相互作用の解析など、様々な

手法を駆使している。また、広い視野にたって植物の多様性を捉えるため、国内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ている。な

お、牧野標本館は本研究室が主体となって管理運営を行っている。 

 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（村上）。 

 被子植物を対象とした分類・系統学的研究を進めた。奄美群島に分布するカンアオイ属植物については分

類学的再検討を進め、新たな分類群を記載した（菅原）。 

 小笠原諸島の植物相の起源と進化を解明するための分子植物地理学的研究を行った。今年度は日本および

周辺域に分布するジンチョウゲ科アオガンピ属植物の分子系統解析を行い、日本に生育するアオガンピとム

ニンアオガンピ（小笠原固有種）の系統的位置を明らかにし、ムニンアオガンピの起源地を推定した。また、

アカネ科ヤエヤマアオキ属については、小笠原固有植物ムニンハナガサノキの起源と性表現の進化に関する

研究を専門誌に投稿した（小栗・菅原）。 

 東西で異なる歴史を経てきた温帯林集団の交雑帯について研究を行った。遺伝構造から交雑帯の位置を推

定した所、6 種中 4 種で兵庫県付近に共通して分布していた。そして交雑帯には分布不適地、標高、アカマ

ツ林の分布が有意に関係していることが分かり、これらの要因が交雑帯形成に関わっている可能性が示唆さ

れた（戸野) 。 

２）種分化・多様性に関する研究 

 無配生殖種ベニシダ（オシダ属）の遺伝的多様性獲得機構を検証するために、ベニシダ類の集団遺伝学的

解析、胞子の培養、人工交配実験を行った。その結果、ベニシダは近縁な有性生殖種ハチジョウベニシダと

の交雑によって遺伝的変異を獲得していることが示唆された（山本）。 

 日本の南西諸島産および小笠原諸島産シマオオタニワタリ類の人工交配実験を昨年度に引き続き行った。

また、マレーシアで採集したシマオオタニワタリ類の配偶体を用いて、精子の動きを光学顕微鏡下で観察し
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た。（山田） 

 オニヤブソテツ（無配生殖型）とヒメオニヤブソテツ（有性生殖型）を対象とし、野外分布調査を行った。

また、両者の雑種個体から生じた子孫の生殖型がどのような比率で生じるのかを調べる為、雑種個体の胞子

の培養を行った（森）。 

 ハコネウツギ(タニウツギ属)における花色変化が送粉者に与える影響を明らかにするために、野外調査を

行った。その結果、主要な送粉昆虫であるコマルハナバチとジャコウアゲハは、花色変化前の花に好んで訪

花することが分かった。また、花色変化を起こし 2 色の花を持つことにより、送粉者へのディスプレイ効果

を高めている可能性が示唆された（下川）。 

 性表現と密接に関連する送粉様式について調査を行なった。特にボチョウジについては、二型花柱性から

雌雄異株性へ進化していることを論文としてまとめた（菅原）。ウマスズクサ属については開花フェノロジー

と送粉様式との関連について調査した（白井・菅原）。 

 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）。 

 チャルメルソウ属植物において、ある特定の送粉者の誘引物質と考えられる花香成分の生合成経路に関わ

る候補遺伝子について分子系統解析を用いた研究を行った。（明石） 

 小笠原諸島の固有植物を対象として、遺伝マーカーの開発及び集団遺伝構造の解析を進めている。小笠原

固有木本種シマホルトノキについて EST-SSR マーカーを用いた集団遺伝学的解析を行なった結果、シマホル

トノキの種内には 3 つの遺伝的なグループが含まれることが明らかになった。そのうちの 2 つのグループは

父島列島内に混在し、両者の間に開花時期のずれや生育環境の違いがみられた。（須貝）。また、形態的、生

態的に 3 型への分化が認められている小笠原固有のヒメフトモモ(フトモモ属)において、3 型間に遺伝的分

化があるかどうかを探るため、SSR マーカーの開発を行った。また解析する材料の集団サンプリングを小笠

原諸島の父島、母島、兄島で行った。SSR マーカー候補は 1000 以上得られ、また Fragment 解析の結果から

ヒメフトモモには種内倍数性がある可能性が示唆された(新田)。その他、トベラ属植物などについても SSR

マーカーと葉緑体 DNA多型の解析を進めている（加藤朗）。 

 小笠原諸島の父島でセイヨウミツバチが小笠原在来の植物に与える影響を調べることを目的とし、訪花昆

虫の観察を父島と聟島・媒島で行った。また、父島でヤロードを材料にしてセイヨウミツバチによる結実が

どの程度かを調べる実験を行った（大門）。 

 東京都植物誌の編纂に向けて、都内各地で植物相調査を行った。また、植物標本の画像データベース化に

取り組み、HP（http://wwwmakino.shizen.se.tmu.ac.jp/database.htm）で公開している（加藤英） 

 

3. 研究発表 

誌上発表 

Iwasaki, T., Aoki, K., Seo, A. and N. Murakami. (2012) Comparative phylogeography of four component species of 

deciduous broad-leaved forests in Japan basedon chloroplast DNA variation. J. Plant Res. 125:207-221. 

Katoh, S., Ohi-Toma, T., Murakami, N. and H. Kato (2012) Development of microsatellite markers from four 

Pittosporum taxa (Pittosporaceae) endemic to the Ogasawara (Bonin) Islands with cross-amplification in 

Ogasawara Pittosporum and P. tobira. Conservation Genet. Resour. 5:185–190. 

Nakato, N., Ootsuki, R., Murakami, N. and S. Masuyama. (2012) Two types of partial fertility in a diploid population of 
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the fern Thelypteris decursive-pinnata (Thelypteridaceae). J. Plant Res. 125: 465-474. 

Oguri, E., Yamaguchi, T., Tsubota, H., Deguchi, H. and Murakami, N. (2013) Geographical origin of Leucobryum 

boninense Sull. & Lesq. (Leucobryaceae, Musci) endemic to the Bonin Islands, Japan.  Eco. Evol. DOI: 

10.1002/ece3.492. 

Ootsuki, R., Sato S., Nakato N. and N. Murakami. (2012) Evidence of genetic segregation in the apogamous fern 

species Cyrtomium fortunei (Dryopteridaceae). J. Plant Res. 125: 605-612. 

Sugawara, T. (2012) A taxonomic study of Asarum celsum and its allied plants (Aristolochiaceae) distributed in 

Amami-oshima Island, southwestern Kyushu, Japan. Acta Phytotaxonomica et Geobotanica 62: 61-68.  

Watanabe, K., A. Shimizu and T. Sugawara (2013) Dioecy derived from distyly and pollination in Psychotria rubra 

(Rubiaceae) occurring in the Ryukyu Islands, Japan. Plant Species Biol. (in press). 

 

 

口頭・ポスター発表 

［学会発表］ 

下川悟史・村上哲明（2012）ハコネウツギにおける花色変化の生物学的意義の解明．日本進化学会第 14回大

会（東京, 2012.8.21-9.24） 

常木静河・加藤英寿・吉田圭一郎・村上哲明．野外集団における自然選択の検出～小笠原産タブノキ属植物

を材料として～．日本進化学会第 14回大会（東京, 2012.8.21-9.24） 

青木京子・上野真義・津村義彦・村上哲明・加藤真（2012）シイ類の葉緑体 SSR 多型にもとづく遺伝的分化

の地理的パターン」日本植物学会第 76回大会（姫路, 2012.9.15-9.17） 

下川悟史・岩科司・村上哲明（2012）タニウツギ属植物における花色変化の機構と系統的位置．日本植物学

会第 76回大会（姫路, 2012.9.15-9.17） 

瀬尾明弘・村上哲明（2012）日本列島における複数の植物・動物種の遺伝的分化の地理的パターンの比較．

日本植物学会第 76回大会（姫路, 2012.9.15-9.17） 

中路真嘉・池田博・Rita Chhetry・菅原敬（2012）ヒマラヤ高山帯に適応したセーター植物 Saussurea 

laminamaensis Kitam.（キク科）の送粉生態学的調査．第 44回種生物学シンポジウム（滋賀, 2012.12.7-9）  

渡邊謙太・T.Y.A. Yang・菅原敬（2012）琉球列島及び台湾７集団におけるナガミボチョウジの雌雄性．第

44回種生物学シンポジウム（滋賀, 2012.12.7-9）  

須貝杏子・鈴木節子・永光輝義・村上哲明・加藤英寿・吉丸博志（2013）シマホルトノキにおける生育環境

に応じた遺伝構造と分化維持要因．日本生態学会第 60回大会（静岡, 2013.3.5-9） 

鈴木節子・永光輝義・須貝杏子・加藤英寿・吉丸博志（2013）小笠原諸島に広域に分布するタコノキの遺伝

構造．日本生態学会第 60回大会（静岡, 2013.3.5-9） 

堀清鷹・戸野晶喬・冨士本和人・海老原淳・綿野泰行・村上哲明（2013）DNA 情報に基づく日本産イタチシ

ダ複合体 Dryopteris varia complex の分類学的再検討．日本植物分類学会第 12 回大会（千葉, 

2013.3.14-17） 

山本薫・駒井優子・加藤早百合・川東正幸・渡邊眞紀子・村上哲明（2013）伊豆大島における無配生殖種ベ

ニシダと有性生殖種ハチジョウベニシダの分布を決める環境要因．日本植物分類学会第 12 回大会（千

葉, 2013.3.14-3.17） 

須貝杏子・鈴木節子・永光輝義・村上哲明・加藤英寿・吉丸博志（2013）小笠原諸島父島列島におけるシマ

ホルトノキの生育環境に対応した遺伝的分化．日本植物分類学会第 12回大会（千葉, 2013.3.14-3.17） 
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戸野晶喬・岩崎貴也・瀬尾明弘・伊藤元己・村上哲明（2013）東西で異なる歴史を経てきた温帯林集団の交

雑帯について―遺伝解析と地理情報システム解析による形成要因の推定―．日本植物分類学会第 12 回

大会（千葉, 2013.3.14-3.17） 

下川悟史・村上 哲明（2013）ハコネウツギ (Weigela coraeensis)における花色変化の受粉と結実への影響．

日本植物分類学会第 12回大会（千葉, 2013.3.14-3.17） 

宇野邦彦・濱崎恭美・村上哲明・加藤英寿・海老原淳（2013）さく葉標本から抽出された DNAの断片化評価．

日本植物分類学会第 12回大会（千葉, 2013.3.14-3.17） 

村上哲明・濱田朗子・伊藤元己（2013）ABS 問題と海外での植物調査・採集，日本国内への標本の持ち込み

における注意点．日本植物分類学会第 12回大会（千葉, 2013.3.14-3.17） 

瀬尾明弘・篠原渉・村上哲明・堀田 満（2013）日本産セリは少なくとも 2種にわかれる．日本植物分類学会

第 12回大会（千葉, 2013.3.14-3.17）［2013年度日本植物分類学会大会発表賞（ポスター発表賞）受賞］ 

小栗恵美子・菅原敬・横山潤・村上哲明（2013）日本及び周辺域に分布するアオガンピ属植物の系統解析．

日本植物分類学会第 12回大会（千葉, 2013.3.14-3.17） 

山田香菜子・角川（谷田辺）洋子・加藤英寿・村上哲明（2013）シマオオタニワタリ類の受精と胞子体の発

生．日本植物分類学会第 12回大会（千葉, 2013.3.14-3.17） 

中路真嘉・菅原敬（2013）スイカズラ属植物の系統と花形質の進化．日本植物分類学会第 12 回大会（千葉,  

2013.3.14-3.17） 
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連携大学院 長谷川研究室 

東京都医学総合研究所、病態細胞生物研究室 
 
1. 構成 
長谷川成人、野中隆、亀谷富由樹、山下万貴子、鈴掛雅美、高橋宗聖（首都大学東京、生命科学 D1）、宮田

悠（首都大学東京、生命科学 M2）、下中翔太郎（首都大学東京、生命科学 M2）、藤田悠紀 (東京理科大、

理工学研究科 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)、辻浩

史（研究協力員, 筑波大学医学部講師） 

 

2. 研究紹介 
 当研究室ではアルツハイマー病、レビー小体型認知症、ALS などの神経変性疾患の発症、及び進行の分子

機構の解明と治療を目標に研究に取り組んでいる。以下に今年度の成果の概略を紹介する。 

１）神経変性疾患患者脳に蓄積する異常蛋白質の生化学解析 
 変性疾患脳、脊髄に蓄積する細胞内異常蛋白質が、細胞から細胞へ伝播することによって病変が広がり、

病気が進行するという「異常蛋白伝播仮説」を提唱し、その検証を行っている。本年度は ALS や前頭側頭葉

変性症の患者脳、脊髄に蓄積するTDP-43を生化学的に解析し、疾患ごとに異常TDP-43の構造が異なること、

一人の患者では脳のどの部位にも同じ異常が起こっていることを多数例の解析から示し、実際の患者脳にお

いて異常構造の脳内伝播が起こっている可能性を提示した。（辻, 野中、亀谷、山下、長谷川）。 

２）神経変性疾患の病態を再現する新規動物モデル 
 線維化したαシヌクレインを遺伝子改変してない野生型マウスの脳に投与すると、マウス脳に発現する内

在性マウスαシヌクレインが異常構造に変換され、レビー小体型認知症やパーキンソン病の患者脳でみられ

る異常リン酸化αシヌクレインの蓄積病理が再現された。異常病変は時間経過とともに線維連絡に沿って広

がることが観察された。レビー小体型認知症患者脳の不溶性画分をマウス脳に投与しても同様の結果が得ら

れ、異常αシヌクレインがプリオン様の構造変化をおこすことで病変が脳内に伝播することが実証された（鈴

掛, 野中, 長谷川）。 

 

3. 研究発表 
誌上発表 

1. Masuda-Suzukake M, Nonaka T, Hosokawa M, Oikawa T, Arai T, Akiyama H, Mann D, Hasegawa M, Prion-like 

spreading of pathological alpha-synuclein in brain. Brain in press. 

2. Hosokawa M, Arai1 T, Masuda-Suzukake M, Nonaka T, Yamashita M, Akiyama H, Hasegawa M (2012) Methylene 

blue reduced abnormal tau accumulation in P301L tau transgenic mice. PLoS One 2012; 7(12): e52389 

3. Tsuji1 H, Arai T, Kametani F, Nonaka T, Yamashita M, Suzukake M, Hosokawa M, Yoshida M, Hatsuta H, Takao M, 

Saito Y, Murayama M, Akiyama H, Hasegawa M, Mann DMA, Tamaoka A (2012). Molecular analysis and 

biochemical classification of TDP-43 proteinopathy. Brain 135; 3380–3391. 

4. Wang Y, Shi M, Chung KA, Zabetian CP, Leverenz JB, Berg D, Srulijes K, Trojanowski JQ, Lee VMY, Siderowf 

AD, Hurtig H, Litvan I, Schiess MC, Peskind E, Masuda M, Hasegawa M, Lin X, Pan C, Galasko D, Goldstein DS, 

Jensen PH, Yang H, Cain KC, Zhang J (2012). Phosphorylated alpha-synuclein in Parkinson’s disease. Sci Transl 

Med. 4: 121ra20. 
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連携大学院 齊藤研究室 
（公財）東京都医学総合研究所、運動感覚システム研究分野・学習記憶プロジェクト 

 

1. 構成 
齊藤 実（プロジェクトリーダー）、宮下知之（研究員）、上野耕平（研究員）、松野元美（研究員）、長

野慎太郎（研究員） 

 

2. 研究紹介 
 学習記憶や、年をとることによる記憶力の低下、物忘れを、遺伝子・分子の働きにより理解するため、シ

ョウジョウバエで、先端の分子遺伝学とイメージング利用した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?)。行動心理学で観察

される現象を分子・遺伝子の働きとしてショウジョウバエを使って明らかにする (宮下、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)。 

２) 取り出した脳の学習記憶 
 最新のイメージング技術を駆使し、ショウジョウバエが学習しているときの神経回路の活動を解

析すると共に、単離培養したショウジョウバエ脳に学習のときと同じ刺激を与えることで記憶が形

成されるか、どのような仕組みで形成されるか解析する（上野、長野、齊藤）。 
３）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、ショウジョウバエで見

つかった原理は哺乳類にも当てはまるか？マウス・ラットを用いて検証を行っている (長野、齊藤)。 

 

3. 研究発表 
誌上発表 

1.  Hirano Y, Masuda T, Naganos S, Matsuno M, Ueno K, Miyashita T, Horiuchi J, Saitoe M. Fasting Launches CRTC 

to Facilitate Long-term Memory Formation in Drosophila. Science 339, 443-446 (2013). 

2.  Ueno K, Naganos S, Hirano Y, Horiuchi J, Saitoe M. Long-term enhancement of synaptic transmission between 

antennal lobe and mushroom body in cultured Drosophila brain. J Physiol 591, 287-302 (2013).  

3.  Miyashita T, Oda Y, Horiuchi J, Yin JC, Morimoto T, Saitoe M. Mg2+ block of Drosophila NMDA receptors is 

required for long-term memory formation and CREB-dependent gene expression. Neuron 74, 887-898 (2012). 

4.  Hirano Y, Kuriyama Y, Miyashita T, Horiuchi J, Saitoe M. Reactive oxygen species are not involved in the onset of 

age-related memory impairment in Drosophila. Genes, Brain and Behavior 11, 79-86 (2012). 

その他の出版物 

平野恭敬、齊藤 実. 記憶改善に向けた新たな進展：軽度の空腹状態は長期記憶形成を促進する 細胞

工学 32, 452-453 (2013). 
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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、赤阪啓子、櫻井洋子、林 昌美、川村方希（首都大学東京大学院 D2）、辛

欣（東京大学大学院 D2） 

 

2. 研究紹介 
 本研究室は、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病態の解明に向けてアプローチしている。 

１）筋ジストロフィーに関する研究 
 α-ジストログリカン（α-DG）は、細胞膜上でラミニンなどの細胞外基質分子と結合する接着分子である。

α-DG 上の O-マンノース型糖鎖がラミニンなどとの結合に重要であり、その糖鎖付加不全は精神発達遅滞を

伴う筋ジストロフィーの原因となる。O-マンノース型糖鎖はリン酸ジエステル結合を含むことが推定されて

いるが、硫酸転移酵素がリン酸含有糖鎖合成に関与すること、硫酸基の転移により α-DG の糖鎖付加を制御

すること、肺と精巣ではリン酸ジエステル結合を含む糖鎖が形成されないこと、が明らかになった。今後こ

のユニークな糖鎖の合成経路の解明は、病態解明、さらに治療法開発への糸口となることが期待される。 

２）酸化ストレス応答に関する研究 
 タンパク質の翻訳後修飾のひとつに、O-結合型 N-アセチルグルコサミン(O-GlcNAc)修飾がある。我々は

O-GlcNAc 修飾の酸化ストレス応答における役割を解明することを目指している。DNA 損傷応答の中心因子

である ATM (ataxia telangiectasia mutated)が O-GlcNAc 修飾タンパク質であり、O-GlcNAc 転移酵素などの

O-GlcNAc 関連酵素と相互作用することを明らかにした。さらに、ATM の活性化及び不活化に O-GlcNAc の

変動が影響を及ぼすことが明らかになった。 

 

3. 研究発表 
誌上発表 

1. St-Pierre, C., et al. Host-soluble galectin-1 promotes HIV-1 replication through a direct interaction with glycans of 

viral GP120 and host CD4. J. Virol., 85, 11742-11751, 2011. 

2. Miura, Y., et al. Proteomic analysis of plasma proteins in Japanese semisuper centenarians. Exp. Gerontol., 46, 81-85, 

2011. 

3. Kuga, A., et al. Absence of post-phosphoryl modification in dystroglycanopathy mouse models and wild-type tissues 

expressing a non-laminin binding form of alpha-dystroglycan. J. Biol. Chem., 287, 9560-9567, 2012. 

4. Avşar-Ban, E., et al. Functional and heterologous gene expression of human protein O-linked mannose 

β-1,2-N-acetylglucosaminyltransferase 1 using zebrafish. J. Biosci. Bioeng., 114, 237-239, 2012. 

5. Miura, Y., et al. O-GlcNAc modification affects the ATM-mediated DNA damage response. Biochim. Biophys. Acta, 

1820, 1678-1685, 2012. 

6. Nakagawa, N., et al. Human natural killer-1 sulfotransferase (HNK-1ST)-induced sulfate-transfer regulates 

laminin-binding glycans on α-dystroglycan. J. Biol. Chem., 287, 30823-30832, 2012. 
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連携大学院 小松研究室 

（公財）東京都医学総合研究所 生体分子先端研究分野 蛋白質リサイクルプロジェクト 
 
1. 構成 
小松雅明（副参事研究員）、一村義信（研究員）、曽 友深（研究員）、蔭山 俊（研究員）、河野亜華（技

術員）、楊印杰（技術員）、長谷川洵（東京大学大学院新領域創成科学研究科 修士課程）、斎藤哲也（首

都大学東京大学院理工学研究科 修士課程）、久木恵未（首都大学東京大学院理工学研究科 修士課程）、

石村亮輔（首都大学東京大学院理工学研究科 修士課程）、坂口美穂（お茶の水女子大学大学院人間文化創

成科学研究科 修士課程） 

 

2. 研究紹介 
 細胞は「タンパク質の分解」と「分解産物であるアミノ酸からの新生タンパク質合成」を絶えず繰り返して

おり、きわめて動的なリサイクルシステム〈循環＝再生処理システム〉を構成している。このシステム無く

しては、細胞の恒常性維持、そして個体としての健康を維持することは不可能である。このリサイクルシス

テムの主役であるオートファジー（Self-eating: 自食作用）は、栄養素の確保や細胞内に生じた不良品・不

用品の効率的な除去のために積極的に作動される自己タンパク質分解経路である。オートファジーは、細胞

質の単膜構造体・隔離膜が伸長しオルガネラを含む細胞質成分を取り囲んだ脂質二重膜構造体（オートファ

ゴソーム）が形成される過程と、オートファゴソームがリソソームと融合し、その内容物がリソソーム内の

消化酵素により構成成分（タンパク質の場合、アミノ酸）に分解される過程からなる。 

 この分解系は、細胞質をランダムにオートファゴソームが取り囲み分解する非選択的な分解経路であると考

えられてきた。しかし、私達のマウス遺伝学を駆使した一連の研究から、壊すべきタンパク質やオルガネラ

を厳密に選別する選択的なオートファジーが生理的に重要であり、その破綻が様々なヒト疾病の発症原因と

なること明らかになった。即ち、オートファジーは生命活動の作動原理や多彩な病態生理学的機能に密接に

関係しており、健康を守るための重要な生体監視システムであることが判明したのである。私達の研究室で

は、選択的オートファジーの分子機構の解明と共に、オートファジー選択的基質群の遺伝子改変マウスを用

いて選択的オートファジーの病態生理的意義の解明を目指している。 

 

3. 研究発表 
1. Mizushima, N & Komatsu, M. Cell, Autophagy: Renovation of Cells and Tissues, 2011, 147, 728-741. 

2. Takamura, A et al., Genes Dev., Autophagy-deficient mice develop multiple liver tumors, 2011, 25, 795-800. 

3. Inami Y et al., J. Cell Biol., Persistent activation of Nrf2 through p62 in hepatocellular carcinoma, 2011, 1

93, 275-284. 

4. Komatsu, M., et al., Nature Cell Biology, The selective autophagy substrate p62 activates the stress responsive 

transcription factor Nrf2 through Keap1-inactivation, 2010, 12, 213-223. 

5. Komatsu, M., et al., Cell, Homeostatic levels of p62 control cytoplasmic inclusion body formation in 

autophagy-deficient mice, 2007, 131, 1149-1163. 

6. Komatsu, M., et al., Nature, Loss of autophagy in the central nervous system causes neurodegeneration in mice, 2006, 

441, 880-884. 
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連携大学院 正井研究室 

（公財）東京都医学総合研究所、ゲノム医科学研究分野、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, 加納 豊(以上研究員); 伊

藤 さゆり, 早野 元詞, 山崎 聡志(以上ポストドク), Yang Chi-Chun,岩崎 理紗（以上東大新領域創成科学研

究科大学院生;鈴木 正浩（以上東京理科大学大学院生）;長尾綾香（専門学校学生 研修生）;覚正 直子, 深津 

理乃(研究技術員);関 由美香（研究補助員）;船越 陽子, 谷山 智香,後藤 英介(以上協力研究員) 

2. 研究紹介 

染色体 DNA複製は、正確に、高速に、秩序正しく起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。最近、核内染色体の局在や高次構築(クロ

マチンループング)を制御する因子 Rif1を発見し、これが複製タイミングを含む種々の染色体ダイナミクスを

制御する重要な因子である可能性が示唆された。 

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、幹細胞制御や生物周期と複製制御の関連 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或いは病態を呈するかを解明するため、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。又、複製、チェックポイン

ト因子の遺伝的、発生工学的解析を介して、発生•分化における機能、胚性幹細胞の未分化性の維持における

機能、概日サイクルや代謝サイクルなど他の生物周期制御への関与等、生物学的に重要な問題に取り組む。 

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. 最近の研究発表（主なもののみ） 
Yamazaki, S. et al. Trend in Genetics in press (Review, 2013); Yamazaki, S. et al. EMBO J. 31, 3167-3177 (2012); 
Hayano, M. et al. Genes and Development, 26,137-150 (2012); Moriyama, K. et al. J. Biol. Chem. 287, 23977-23994 
(2012); Ito, S. et al. PLoS One, 7, e36372 (2012); Oda, M. et al. PLoS One 7, e42375. (2012); Miyoshi, T. et al. Mol. 
Cell 47, 722-733. (2012); Barkley, L.R. et al. Mol. Biol. Cell. 23, 1943-1954 (2012); Suzuki, T. et al. J. Biol. Chem. 287, 
40256-40265. (2012); Hayano et al. Mol. Cell. Biol. 31, 2380-2389 (2011); Matsumoto et al. J. Cell Biol. 195, 
387-401(2011); Kitamura et al. J. Biol. Chem. 286, 23031-23043 (2011); Tanaka, T. et al. J. Biol. Chem. 285, 
39609-39622 (2010); Furuya, K et al. Mol. Cell 40, 606-618 (2010); Day, T.A. et al. J. Cell Biol. 191, 953-966 (2010); 
Matsumoto et al. Cell Cycle 9, 4627-4637 (2010); Masai, H. et al. Annual Rev. Biochem. 79, 89-130 (Review, 2010).; 
Masai, H. et al. BioEssays 32, 687-697 (Review, 2010)   
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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）、Pallavi Ananda KADENGODLU（D3）、Yasodha Manandhar（D1）、Tran Thoa Thi Thanh

（研究生） 

 

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、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センシング機能や触媒機能をもつ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. Pallavi Ananda Kadengodlu, Takehisa Hebishima, Shin-nosuke Takeshima, Mika Ito, Mingzhe Liu, 

Hiroshi Abe, Yoko Aida, Toshiro Aigaki, and Yoshihiro Ito, "Positively but not negatively charged 

cholesterol–recombinant human gelatins foster the cellular uptake of proteins and murine immune 

reactions," Int. J. Nanomed., 7, 5437-5450 (2012) 

口頭・ポスター発表  

1. 森次望美、田代英夫、伊藤嘉浩、「アレルゲン・マイクロアレイによる多項目同時アレルギー診断」,

東京バイオマーカー・イノベーション技術研究組合 TOBIRA研究フォーラム第 2回研究フォーラム、2013

年 2月 5日（東京） 

その他の出版物 

1. 伊藤嘉浩、川添直輝、「材料の生体機能化」、「ここまで来た人工骨・関節 -バイオマテリアルから再生医

工学へ- 」立石哲也編著、米田出版、p.107-120(2012) 
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連携大学院 神谷研究室 

（独）理化学研究所、植物科学研究センター(PSC)、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、木下温子、竹林裕美子、田中慧太（学生）、千葉康隆（首都大院生) 

 

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。 

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。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、阻害剤の候補を見つけました。 

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。化学的に不安定な生合成中間体の

indole-3-pyruvic acid をLC-MS/MSによる分析方法を確立し、主要なIAAがトリプトファンアミノ転移酵素と

YUCCAフラビンモノオキシゲネースによって生合成されることを明らかにしました。大腸菌でYUCCA遺伝子を発

現し、その機能を明らかにしました。これにより７０年間不明であったIAAの生合成経路の主要な部分が解明

されました。 

 理研PSC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あります。これらの２つのチームは独立したチームですが、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://labs.psc.riken.jp/grrt/ 

 

3. 研究発表  

誌上発表 （一部のみ） 

Kanno, Y., Hanada, A., Chiba, Y., Ichikawa, T., Nakazawa, M., Matsui, M., Koshiba, T., Kamiya, Y., Seo, M. (2012) 

Identification of an abscisic acid transporter by functional screening using the receptor complex as a sensor.  Proc. 

Natl. Acad. Sci., USA 109: 9653-9658 

Kinoshita, N., Wang, H., Kasahara, H., Liu, J., MacPherson, C., Machida, Y., Kamiya, Y., Hannah, M.A. Chua, N.H. 

(2012) IAA-Ala Resistant3 (IAR3), a new evolutionarily conserved target of miR167, mediates Arabidopsis root 

architecture changes during high osmotic stress. Plant Cell 24: 3590-3602 

Nelissen, H., Rymen, B., Jikumaru, Y., demuynck, K., Lijsebettens, M.V., Kamiya, Y., Inze, D., Beemster, G.T.S. (2012) 
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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。

進化の実験場と言われる特異な自然をもつため、2011 年 6 月にユネスコにより日本で４番目の世界自然遺産

地として登録された。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、東京東京都

立大および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小笠原に生息・分布する生物を対象にした研究を行ってき

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系管理課の経費の一部

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 2009 年度には、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」を実施した。また、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。さらに、2010年度からは、科学研究

費基盤(A)「海洋島における外来生物の駆除が生態系の物質循環に与えるインパクト」（代表者：可知直毅）

および基盤研究(A)（海外学術）「小笠原諸島の植物相の起源を分子植物地理学的にさぐる」（代表者：村上

哲明）の研究が実施されている。小笠原諸島を調査地として 2012年度に実施された生物系の研究として、各

教員やと特任研究員・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３名（植物系統分

類１・植物生態１）、卒研生３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
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設され、本学の小笠原研究の拠点として活

用されてきた。この研究室は 1990 年度末に

正式に都立大学に移管され、1991 年度に全

面改築を行い、1992 年 3 月末に完工した。

施設の敷地面積は 770ｍ2、建物の延べ床面

積は 547ｍ2で、実験室、標本作製室、資料

室、セミナー室、展示ホールなどを備えて

いる。2007 年度に全面改修を行い、2008 年

度に東京都から本学に移管された。施設の

管理業務は、南大沢キャンパス理系管理課

の理工学系庶務係が担当している。従来か

ら本学の研究者との共同研究の場合には他

大学の研究者もこの施設を利用している。

その人数もかなり多数にのぼっており、海外の研究者も含め、研究交流の場としても活用されている。2012

年度の施設利用者数は延べ 259名、延べ利用日数は 1293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のホームページ（http://www.tmu-ogasawara.jp）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。2012年度は、No.36として 8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。2012年度には No.39として、日米関係における小笠原返還交渉の意義関する

報文が掲載された。なお、2009年度以後の小笠原研究年報と Ogasawara Researchは、首都大学東京の機関

リポジトリ「みやこどり」（http://www.repository.lib.tmu.ac.jp/dspace/）で PDF版が公開されている。 

 

 

 
小笠原研究施設外観 
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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、2013 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 406,788 点、コケ類標本 40,989 点、地衣類標本 1,154 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。2012 年度には、浅野一男氏から寄贈された 2753 点を始め、酒井藤夫氏 858

点、頌栄短期大学 300 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。 

2012 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 0 件、国内受入 0 件、国外発送 0 件、国外受入 2 件 (280 点)。 

標本貸出：国外 0 件、国内 4 件。来訪研究者(のべ人数)：国内 339 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.se.tmu.ac.jp/database.htm）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、伊豆・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、(株)日本ヴォーグ社との産学連携で「原色植物標本キット」を監修・開発し、同社から一般向け

に販売されている。このキットを使うことで、さく葉標本の素早い乾燥が可能になり、標本の退色を少なく

することが出来るようになった。このような植物標本の普及を通して、地域の生物多様性への関心をさらに

高めるため、当館のスタッフが各地に赴き、講演会や植物標本作製教室を実施している。 
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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     

 2008年  26  11 33 341 

 2009年  14  10 44 363 

 2010年  20  19 41 372 

 2011年  13  13 43 323 

    2012 年      17           16             41               377 
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教育・研究関連資料 
 

学位取得者 
修士（理学） 
２０１２年度３月修了 
白土 裕夢 カルシニューリンによるショウジョウバエ心臓の拍動制御 

 主査：相垣敏郎 副査：黒川信・坂井貴臣 

秋元 優希 モノアラガイ食道の中枢および末梢神経系による二重神経支配 

 主査：黒川信  副査：林文男・福田公子 

厚海 貴裕 紅色光合成細菌 Rhodovulum sulfidophilum の反応中心結合型チトクロムサブユニットが 

光合成器官に与える影響（英文） 

 主査：松浦克美 副査：春田伸・村上哲明・門田明雄 

池尻 昂史 免疫応答における BAG6 の機能に関する研究 

 主査：川原裕之 副査：西駕秀俊・岡本龍史 

岩﨑 茜 p32 を介した新しい Sonic hedgehog 依存性細胞分化の制御機構 

 主査：川原裕之 副査：小柴共一・福田公子 

岩田 聡実 緑色糸状性光合成細菌 Chloroflexus aggregans は共存する従属栄養細菌の存在下で 

光独立栄養的に生育する（英文） 

 主査：春田伸  副査：松浦克美・岡本龍史・花田智 

岩本 榮介 異質な進化パターンを示す配列の除外による系統推定精度改良法の開発 

 主査：田村浩一郎 副査：村上哲明・高橋文 

江川 博 Protein Kinase C を介した Patched1 細胞質ドメインのリン酸化とその意義（英文） 

 主査：川原裕之 副査：相垣敏郎・久永眞市 

勝浦 絵里子 長鎖 non-coding RNA による酸化ストレス耐性の制御 

 主査：相垣敏郎 副査：加藤潤一・坂井貴臣 

金木 茉樹 ショウジョウバエ Nox 遺伝子の操作による活性酸素と寿命の関連解析 

 主査：相垣敏郎 副査：西駕秀俊・坂井貴臣 

川合 瑞希 単細胞性シアノバクテリア Thermosynechococcus  sp.の細胞凝集に対する 

共存従属栄養細菌の促進作用（英文） 

 主査：春田伸  副査：松浦克美・鈴木準一郎・花田智 

久保田 希 大腸菌染色体大規模欠失株の増殖と酸化ストレス耐性に関する研究 

 主査：加藤潤一 副査：西駕秀俊・田村浩一郎 

小島 茜 トウモロコシ幼葉鞘における青色光による光屈曲の分子機構に関する研究 

 主査：小柴共一 副査：岡本龍史・鐘ヶ江健 

斉藤 哲也 オートファジー欠損マウスを用いたメタボローム解析 

 主査：久永眞市 副査：相垣敏郎・川原裕之・小松雅明 
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佐藤 浩一 紅色光合成細菌 Rubrivivax gelatinosus における光合成器官形成に対する 

青色光の影響（英文） 

 主査：松浦克美 副査：春田伸・村上哲明・加藤潤一 

佐藤 光 クモバチ科デイ器官（Day's organ）の比較形態学的研究 

 主査：江口克之 副査：林文男・菅原敬 

清水 隆之 紅色光合成細菌における酸素障害回避に関わる好気条件下での光合成遺伝子の 

転写制御（英文） 

 主査：松浦克美 副査：春田伸・村上哲明・加藤潤一 

下中 翔太郎 TDP-43 の C 末端断片の凝集に関わる配列の同定 

 主査：久永眞市 副査：加藤潤一・黒川信・長谷川成人 

末吉 美佐 カタユウレイボヤの発生における Rx 遺伝子の Nodal signaling による転写抑制（英文） 

 主査：西駕秀俊 副査：久永眞市・福田公子 

関上 由佳 マボヤにおける Hox 遺伝子のクラスター構造と発現の解析（英文） 

 主査：西駕秀俊 副査：田村浩一郎・福田公子 

髙尾 翠 イネの根における RSOsPR10 遺伝子発現誘導のサリチル酸による抑制 

 主査：小柴共一 副査：岡本龍史・鈴木準一郎 

高岡 千弘 大腸菌発現系を用いたシロイヌナズナ YUCCA タンパク質の解析 

 主査：小柴共一 副査：岡本龍史・門田明雄 

高木 光 大腸菌における cyclic-di-GMP 関連遺伝子群の細胞増殖に関する機能についての解析 

 主査：加藤潤一 副査：松浦克美・岡本龍史 

田中 啓史 BAG6 による構造不良タンパク質識別メカニズムの解明 

 主査：川原裕之 副査：小柴共一・久永眞市 

田邉 和也 Cdk5 による Drebrin のリン酸化とその機能解析（英文） 

 主査：久永眞市 副査：門田明雄・坂井貴臣 

土屋 幸憲 Cdk5 による小脳顆粒細胞の突起形成及び細胞移動の制御（英文） 

 主査：久永眞市 副査：西駕秀俊・福田公子 

露木 翔太 ホヤの初期発生における Not 遺伝子の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 

豊田 千春 Osteopontin の膵臓分化に関わる機能解析（英文） 

 主査：福田公子 副査：西駕秀俊・川原裕之 

鳥居 侑史 集団遺伝学的手法を用いたアカショウジョウバエ温帯適応の検証 

 主査：田村浩一郎 副査：村上哲明・高橋文 

中村 文香 核内タンパク質の品質管理を評価する定量法の確立 

 主査：川原裕之 副査：久永眞市・岡本龍史 

西山 空人 腸内細菌叢メタゲノム解析によるショウジョウバエ食物適応の検証 

 主査：田村浩一郎 副査：高橋文・春田伸 

橋本 晃生 節足動物の行動に対するカンタリジン（テルペノイド）の多機能性（英文） 

 主査：林文男  副査：可知直毅・鈴木準一郎 

橋本 英明 次世代シーケンス技術による遺伝的多様性に及ぼす組換えの影響の検証 

 主査：田村浩一郎 副査：相垣敏郎・高橋文 
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久木 恵未 オートファジー選択的基質 p62 と mTOR キナーゼ複合体の相互作用解析 

 主査：久永眞市 副査：川原裕之・福田公子・小松雅明 

福島 俊一 光合成滑走細菌 Chloroflexus aggregans における嫌気環境と好気環境を通した 

運動性の解析（英文） 

 主査：松浦克美 副査：門田明雄・春田伸・花田智 

細木 麻衣 ショウジョウバエ解糖系遺伝子 Enolase の機能低下が引き起こす表現型の解析 

 主査：相垣敏郎 副査：福田公子・坂井貴臣 

松本 望来 ストレス応答シグナル因子 POSH 変異体の表現型解析 

 主査：相垣敏郎 副査：川原裕之・坂井貴臣 

松山 龍太 ヒミズ（食虫目：モグラ科）の生活様式と天敵に対する反応性 

 主査：林文男  副査：可知直毅・黒川信 

宮田 悠 タウタンパク質のシード依存性凝集に関する検討 

 主査：久永眞市 副査：相垣敏郎・岡本龍史・長谷川成人 

山川 夏菜 ショウジョウバエの脳のキノコ体におけるカルシニューリンと MEF2 の活性は睡眠を 

制御する（英文） 

 主査：相垣敏郎 副査：加藤 潤一・坂井貴臣 

山﨑 麗奈 脊髄小脳失調症２型原因タンパク質 Ataxin-2 の生理的機能解析 

 主査：久永眞市 副査：川原裕之・加藤潤一 

𦚰海道 卓 伊豆諸島におけるオオムカデ属の形態的多様性と遺伝的多様性 

 主査：林文男  副査：可知直毅・田村浩一郎 

 

 

 

博士（理学） 
２０１２年度９月修了 
姜 廷和 無機材料への成長因子の固定化（英文） 

 主査：相垣敏郎    副査：堀内純二郎・伊藤嘉浩 

 

２０１２年度３月修了 
瀬戸 陽介 クロショウジョウバエにおけるカビ感染応答に関する 

比較トランスクリプトーム解析（英文） 

 主査：田村浩一郎 副査：相垣敏郎・高橋文 

相澤 真悟 加齢指標蛋白質３０（SMP30）のＸ線結晶構造解析及びデヒドロアスコルビン酸（DHA）

分解活性の検討（英文） 

 主査：相垣敏郎 副査：加藤潤一・石神昭人 

木村 妙子 アルツハイマー病 Tau の異常リン酸化における脱リン酸化の役割について（英文） 

 主査：久永眞市 副査：川原裕之・長谷川成人 

髙野 哲也 新規キナーゼ LMTK1/AATYK1 による神経突起形成の制御機構の解析（英文） 

 主査：久永眞市 副査：西駕秀俊・岡本龍史 
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張 騁 ショウジョウバエを用いた先天性アコニターゼ欠損障害に関する遺伝学的研究（英文） 

 主査：相垣敏郎 副査：西駕秀俊・坂井貴臣 

カデンゴドゥル パラピ アナンダ 

タンパク質や核酸の細胞内取り込みのための修飾ゼラチン高分子ミセルの 

開発と評価（英文） 

 主査：相垣敏郎 副査：久永眞市・伊藤嘉浩 

山本 薫 有性生殖種ハチジョウベニシダとの交雑による無配生殖種ベニシダの遺伝的多様化（英文） 

 主査：村上哲明 副査：林文男・菅原敬 

 
２０１２年度１２月取得 
カミジ ニュートン リュウジ 

プロトンフィードバック機構に基づくキンギョ網膜外網状層の反対色信号生成 

メカニズムに関する研究（英文） 

 主査：黒川信  副査：西駕秀俊・山田雅弘・田中浩輔（杏林大学） 

 
２０１２年度３月取得 
渕上 孝裕 マルチアダプタータンパク質 CIN85 による脳形成シグナル Reelin/Dab1 カスケード 

制御機構の解析（英文）  

 主査：久永眞市 副査：川原裕之・福田公子 

坂本 信介 行動干渉によるアカネズミの社会構造の時間的・空間的変化（英文） 

 主査：林文男  副査：可知直毅・江口克之 

白井 剛 アオサギの繁殖コロニーの長期変動と各個体の行動・繁殖履歴（英文） 

 主査：林文男  副査：可知直毅・黒川信 
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2012年度 生命科学教室セミナー 
 

第 1 回（2012/04/04） 

 Plant community ecology in shallow soils: Biodiversity and ecosystem functioning 

  Jeremy T. Lundholm（Saint Mary’s University, Canada） 

第 2 回（2012/04/27） 

 ショウジョウバエにおけるゲノム進化と種分化の研究 

  高橋 文（首都大学東京・進化遺伝学研究室） 

第 3 回（2012/05/11） 

 中胚葉運命と内胚葉運命の分離機構の研究 

  高鳥直士（首都大学東京・発生プログラム研究室） 

第 4 回（2012/05/18） 

 東南アジアに産するアリ類の分類学的、生物地理学的研究の成果と今後の展開 

  江口克之（首都大学東京・動物系統分類学研究室） 

第 5 回（2012/05/25） 

 ノンコーディング RNA 転写に共役した新規クロマチン再編成機構 

  廣田耕志（首都大学東京・理工学研究科・分子物質化学専攻生物化学） 

第 6 回（2012/06/22） 

 安定同位体を用いた脂質代謝フローの解析 

  佐藤直樹（東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻生命環境科学系） 

第 7 回（2012/06/29） 

 生物の老化や寿命は遺伝的にプログラムされているか？ 

  Lucas Trindade（理化学研究所研究員／首都大学東京細胞遺伝学研究室客員研究員） 

第 8 回（2012/07/05） 

 病原性大腸菌のゲノム解析からみた細菌の進化・多様化と可動性遺伝因子の役割 

  林 哲也（宮崎大学フロンティア科学実験総合センター） 

第 9 回（2012/07/13） 

 病原体を媒介するハエのバイオロジー 

  嘉糠洋陸（東京慈恵会医科大学・医学部・熱帯医学講座・教授） 

第 10 回（2012/07/20） 

 博士研究者がリードするバイオ企業の研究開発：進化論に基づく育種技術で有用な生物をつくる 

  堀内貴之（株式会社ネオ・モルガン研究所・研究開発本部主席研究員所長） 

第 11 回（2012/08/10） 

 マウス精子形成を支える幹細胞の集団動態 

  吉田松生（基礎生物学研究所・生殖細胞研究部門・教授） 

第 12 回（2012/08/27） 

 海洋島固有植物の遺伝的多様性と進化：種分化様式の違いに着目した解析 

  高山浩司（ウィーン大学・植物系統進化学科・日本学術振興会海外特別研究員） 

第 13 回（2012/10/19） 
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 拮抗的共進化：カワトンボ類のオスの交尾器の左右非対称性 

  林 文男（首都大学東京・動物生態学研究室） 

第 14 回（2012/11/09） 

 琉球列島の陸生動物相と古地理～特に爬虫類・両生類を中心に 

  太田英利（兵庫県立大学自然・環境科学研究所／兵庫県立人と自然の博物館） 

第 15 回（2012/11/09） 

 バイオコンファレンス 2012 講演会 

  東京都医学総合研究所，東京都健康長寿医療センター研究所，首都大学東京生命科学専攻 

第 16 回（2012/11/28） 

 Ubiquitin deficiency and neurodegenerative diseases 

  Kwon-Yul Ryu（Department of Life Science, University of Seoul） 

第 17 回（2012/12/07） 

 受精における精子－卵認識の分子機構とその進化 

  成瀬正啓（防衛省技術研究本部・防衛技官） 

第 18 回（2013/01/25） 

 光受容体の機能多様化が導くヴィクトリア湖シクリッドの種多様性 

  宮城竜太郎（首都大学東京・進化遺伝学研究室） 

第 19 回（2013/3/22） 

 [最終講義] 巡り巡って：ホヤから脊索動物の基本的な発生プログラムを探る 

  西駕秀俊（首都大学東京・発生プログラム研究室） 

 

 

首都大バイオコンファレンス 2012 
 

11月 9日（金）、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 2012」

が開催された。この研究交流会では、生命科学専攻の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、また自身の研究を生命科学分野の他の分野の研究者に幅広くアピールし、相互に

討論することを目的としている。東京都医学総合研究所、東京都健康長寿医療センター研究所、本学人間健

康科学研究科ヘルスプロモーションサイエンス学域、分子物質化学専攻の方々にも参加・協力いただいた。 

 交流会は午後 1 時から開催され、岡部豊理工学研究科長の挨拶の後、太田英利先生（兵庫県立大学／兵庫

県立人と自然の博物館）の特別講演「琉球列島の陸生動物相と古地理〜特に爬虫類・両生類を中心に」があ

った。続いて、小松雅明先生（都医学総合研究所）の「自分を食べるしくみ〜オートファジーによる細胞刷

新」、神村圭亮先生（都医学総合研究所）の「シナプス形成におけるプロテオグリカンの機能」、楯林義孝

先生（都医学総合研究所）の「精神疾患の死後脳研究〜なぜ今エキサイティングか？」、遠藤昌吾先生（都

健康長寿医療センター研究所）の「マウスも怖かった！〜東日本大震災が引き起こしたマウスの行動変化」、

安彦真文先生（首都大）の「植物の受精と初期発生〜イネ in vitro 受精系を用いた解析」、春田 伸（首都

大）の「細菌の巧みな生存戦略〜戦う、耐える、寄り添う」の講演があった。初めての試みとして、今年度

は１時間に 12 件のポスター発表の内容を宣伝してもらうというポスターフラッシュも行なった。68 件のポ

スター発表会では、軽食をとりながら様々な分野の研究者との交流が行われた。参加者は 200名であった。 
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学会活動など 
 

久永眞市 日本神経化学会 評議員 

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 

福田公子 日本発生生物学会運営委員 

相垣敏郎 日本基礎老化学会 評議員 

小柴共一 植物生長調節学会評議員 

小柴共一 日本植物学会誌編集員会 （J Plant Res, Editorial Board） 

小柴共一 東京都中小企業振興公社 製品開発促進会議委員 

小柴共一 農業・食品産業技術総合研究機構 新技術・新分野創出事業専門委員 

田村浩一郎 国際学術誌 Molecular Biology and Evolution, Associate Editor 

田村浩一郎 日本進化学会 評議員、Web 担当幹事 

田村浩一郎 日本遺伝学会 評議員 

髙橋 文 日本遺伝学会 評議員、男女共同参画推進特別委員 

髙橋 文 日本進化学会 男女共同参画担当 

黒川 信 日本比較生理生化学会 編集委員長、評議員 

黒川 信 NEDO 海洋エネルギー発電システム実証研究:神津島波力発電関係者協議会委員 

黒川 信 都立新宿高校・都立大島海洋国際高校学校運営連絡協議会委員 

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 日本微生物生態学会・評議員 

春田 伸 Microbes and Environments Senior Editor 

春田 伸 環境バイオテクノロジー学会・理事 

可知直毅 日本生態学会 英文誌編集委員長、常任委員、全国委員、大会企画委員 

可知直毅 日本植物学会 学会賞選考委員 

可知直毅 種生物学会 幹事 

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 Journal of Marine and Island Culture 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座長 

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座長 

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・設計検討委員会座長 

可知直毅 東京都 小笠原父島ノヤギ排除検討会座長 

可知直毅 環境省 小笠原世界自然遺産地科学委員会委員 

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検討委員会座長 

鈴木準一郎 日本生物多様性財団 科学顧問委員 

鈴木準一郎 日本生態学会 野外安全管理委員会 委員長 
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鈴木準一郎 日本生態学会国際学術誌 Ecological Research  Managing Editor 

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 神奈川県環境科学センター 河川モニタリング調査に係わるアドバイザー 

江口克之 国際学術誌 Myrmecological News Editorial Advisory Board 

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 評議員・編集委員 

村上哲明 日本シダ学会 代表 

村上哲明 東京都植物研究会 会長 

村上哲明 日本分類学会連合 副代表 

村上哲明 日本植物学会 評議員 

村上哲明 日本進化学会 評議員 

村上哲明 種生物学会 幹事 

菅原 敬 種生物学会 幹事 

菅原 敬 八王子市文化財審議委員会委員 

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 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 

加藤英寿 東京都神代植物公園植物多様性センターアドバイザリー会議委員 

 

 

研究集会の開催など 
 

川原裕之 第８５回日本生化学会大会シンポジウム「プロテアソーム：タンパク質分解の分子基盤と疾患・

バイオロジー」オーガナイザー  2012 年 12 月 14 日、福岡国際会議場

岡本龍史 International Symposium on the Mechanisms of Sexual Reproduction in Animals and Plants、

Orgnizing Committee、Nagoya、2012年 11月 12-16日 

田村浩一郎 日本進化学会第 14 回大会準備委員長、国際シンポジウム「Phylogenetics」企画者、首都大学東

京、2012 年 8 月 21-24 日 

田村浩一郎 日本遺伝学会第 84 回大会ワークショップ「ショウジョウバエの進化・集団遺伝学」企画者、九

州大学、2012 年 9 月 24 日 

高橋 文 日本進化学会第 14回大会準備委員，首都大学東京，2012年 8月 21-24日 

春田 伸 日本進化学会第 14回大会準備委員，首都大学東京，2012年 8月 21-24日 

林 文男 日本進化学会 第 14 回大会準備委員，首都大学東京，2012 年 8 月 21-24 日 

林 文男 日本進化学会第 14 回大会シンポジウム「進化的トレードオフ」企画者，首都大学東京，2012 年 8

月 21 日 

可知直毅 公開講演会「進化の見本：世界自然遺産小笠原諸島」（日本進化学会主催）、企画責任者、首都

大学東京南大沢キャンパス、2012 年 8 月 24 日 
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可知直毅 首都大学東京オープンユニバーシテイーPRI 講座「世界視線遺産小笠原を知る」、企画者、首都

大学東京飯田橋キャンパス、2012 年度春・夏学期 

可知直毅 日本進化学会第 14回大会準備委員，首都大学東京，2012年 8月 21-24日 

江口克之 日本進化学会第 14回大会準備委員，首都大学東京，2012年 8月 21-24日 

清水 晃 日本進化学会第 14回大会準備委員，首都大学東京，2012年 8月 21-24日 

村上哲明 日本進化学会第 14回大会委員長，首都大学東京，2012年 8月 21-24日 

加藤英寿 日本進化学会第 14回大会準備委員，首都大学東京，2012年 8月 21-24日 
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