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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 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。2013 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。また、今年度は自主研究の成果をサイエンス・イ

ンカレに参加して発表した学生もいた。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。	 

	 一方、今年度で８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 2013」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４名の教員に主にマクロ生物系の講演をしてもらった。それに加えて、マス

コミでノーベル医学生理学賞の 有力日本人候補者にあげられていた東京工業大学フロンティア研究機構の

大隅良典先生に「酵母細胞のオートファジ ーの分子機構とその役割」というタイトルで特別講演もしてい

ただいた。大隅先生は 初、研究費もほとんどない状態で細々とながら、しかし他の研究者が誰も手をつけ

ていなかった酵母の液胞の研究を始めたこと、顕微鏡下で目で確認することで突然変異体を選抜するという

原始的であるが独自性の高い方法で世界中の研究者から注目される研究成果をあげいったことなどを話され
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た。流行を追うよりも、自分が興味をもっている現象を独自の工夫を凝らしながら調べ続けることが、結局

は成功への近道であるという非常に教育的なお話をしてくださった。バイオコンファレンス 2013 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、院生を育てたいと考えている。	 

	 次に 2013 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。まず第一に、得平茂樹准教授（分

子遺伝学研究室）と角川洋子准教授（植物系統分類学研究室）が本コース・専攻に加わったことがあげられ

る。昨年度の 3名に続いて、今年度も若手教員が２名加わってくださったことは、本コース・専攻にとって、

非常に良いことである。さらに、角川准教授は学長裁量枠を 1名いただいて、本学で初めて女性限定の公募

をして採用された教員である。実際にそのような公募をしてみると、非常に多数の優れた応募者があり、角

川准教授はその中から選ばれた。そして、本コース・専攻での女性限定公募が成功したことによって、本学

において現在では女性限定の公募が当たり前のように行われるようになった。さて、本コース・専攻では、

女学生が 7割を占める学年もあるくらい学生・院生に女性の占める割合が高い。それに対して、女性教員の

割合は 1割を少し超える程度であった。女性教員が家庭生活と両立させる形で研究者として活躍している姿

を見せることは重要なことである。一方で、本学の女性教員が育児や介護と研究・教育活動を難なく両立で

きるように支援する体制も強化していかなければならない。それが学生・院生の勉学並びに研究に対する意

欲を高めることにもつながると考えられるからである。	 

	 今年度には、本学の国際化を推進し、本コース・専攻の飛躍につながることが期待される新しいプロジェ

クトも始まった。それは日本語を使えない学部学生（主に留学生）が英語での授業を受けるだけで生命科学

コースを卒業できるようにするというものである。これまでも、本学はアジアを中心に少なからぬ留学生を

受け入れてきた。しかし、他の日本人学生と一緒に授業を受けられる日本語能力があることが条件となって

いた。特に東南アジアの諸国では、高等教育は基本的に英語でなされている。したがって、英語の授業を受

けるだけで卒業できるようにしなければ、アジアからの留学生をこれ以上増やすことは不可能である。生命

科学コースでは、これまで日本語で提供してきた専門科目を内容はそのままに英語でも提供すること、さら

には卒業に必須な教養科目なども英語で提供すること、実習については英語の得意な大学院生を TA としてつ

けることで日本語は使えないが英語は使える学生でも卒業できるようにする計画を松浦克美教授を中心に策

定してきた。そして、その計画を学長にも認めていただき、このプロジェクトを実施するための予算に加え

て、学長裁量枠としてさらに 2名分の教授・准教授のポストをいただけることになった。平成 26 年度に向け

て、英語で優れた授業が行える 2名の教員を新規採用するべく公募の準備を進めているところである。本コ

ースの日本人学生が学部の 1 年次から様々な国からやってきた留学生と英語を使って交流するようになれば、

国際性が高まることはもちろん、多くの良い刺激を受けることになるはずである。このような試みは、他大

学を見てもまだ行われていない先進的なものなので、当然、予期せぬものも含めて様々な困難が待ち構えて

いることであろう。それらを一つ一つ乗り越えて新たな道を切り開いていきたいと考えている。	 

	 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 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。	 

	 2014 年 3 月 31 日	 2013 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、2014 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、2013 年度は 9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 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）、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

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、
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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 終年次に、いずれかの研究室に所属して１年間卒業研究（生物学特別研究）を行う。

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

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

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

	 

7.	 大学院入試選考	 

	 博士前期（修士）課程の一般入試は、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 10 月入学試験が行われる。大学院願書

出願に関する問い合わせは、理工学系事務室教務係（電話 042-677-1111	 内線 3022）で受付けている。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/（Web アドレスは、時々変更される

ことがあります）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（2013 年度）	 
生命デザイン	 

	 

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	 

教授	 久永真市	 	 	 相垣敏郎	 	 加藤潤一	 小柴共一	 川原裕之	 

准教授	 	 	 福田公子	 坂井貴臣	 	 得平茂樹	 岡本龍史	 	 

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	 
佐藤	 裕	 	 	 ○佐藤由紀子	 

○金内太郎	 

○池上啓一	 

○船越政史	 

宮崎翔伍	 	 	 

大学院

博士	 

課程	 

小林弘侑	 

ゴビンダ・シ

ャルマ	 

川村方希*	 

高橋宗聖*	 

下中翔太郎*	 

大沼耕平	 

▲岡山	 唯	 

染谷春香	 

関上由佳	 

	 

●佐藤翔馬	 

権	 秀明	 

Manandhar	 

YASODH*	 

Tran	 Thi	 

Thanh	 Thoa*	 

藤原弘平	 

▲岩舘佑未	 

倉田竜明	 

高木	 光	 

千葉康隆*	 ▲志野優佳	 

	 

大学院

修士	 

課程	 

張クンイ	 

小倉拓也	 

川上有沙	 

高杉俊之	 

福島寛美	 

熊澤	 渉	 

高橋美由紀	 

漆原智己	 

古澤孝太郎	 

金子秀一郎	 

渡辺	 萌	 

石村亮輔*	 

藤田悠紀*	 

栗下大三	 

塩入直也	 

鈴木由季	 

中澤啓一	 

森田千裕	 

山﨑卓哉	 

志村	 智	 

山本謙太郎	 

井並	 頌	 

大橋ひろ乃	 

岡島美怜	 

嶋田直人	 

渡辺一輝	 

大原	 哲	 

崔	 椿	 

段	 晶華	 

劉	 曌	 

相澤研介	 

李	 夜雨	 

江口拓未	 

川口達也	 

萩原	 進	 

北村麻衣子	 

西山英里	 

石川美咲	 

岩崎航大	 

栗尾洋平	 

吉田悠里	 

大西由之佑	 

古田顕尚	 

山本昂宏	 

鈴木洋弥	 

高橋絢子	 

宮川慎也*	 

鈴木理滋	 

高橋俊樹	 

早川万紀子	 

野口あや	 

林下瑞希	 

関	 裕之 
牛尾ちづる 

卒研生	 

高田峻輔	 	 木越あゆみ	 加藤博之	 

荒川茉莉子	 

松村茉梨子	 

家永佳帆織	 安久都卓哉	 

桐野一晟	 

船迫紀之	 

遠藤里茶	 

岡本亜依	 

戸田絵梨香	 

松村岳朗	 

小竹咲也子	 

田中花実	 

土屋悠吾	 

中島健悟	 

保木優梨子	 

渡邉礼華	 

研究生

他	 

●木村妙子	 

☆長谷川成人	 

☆遠藤玉夫	 

☆小松雅明	 

☆雨宮昭南	 

☆岸本健雄	 

★石黒幸一	 

★楯林義隆	 

★石島早苗	 

★上村伊佐緒	 

★根本心一	 

★嶺岸正治	 

☆西駕秀俊	 ☆齋藤	 実	 

☆伊藤嘉浩	 

☆石神昭人	 

★布山喜章	 

★ジョナサ

ンヘドル	 

★木下善仁	 

★村松圭吾	 

★ルーカストリ

ンダージ	 

★マリアフェル

ナンダカタニ	 

△金	 美松	 

☆正井久雄	 

★橋本昌征	 

★行田敦子	 ★嶋田益弥	 

その他	 
中村	 薫	 	 	 比良恵子	 	 本多弘典	 松田経子	 

望月智子	 

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
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進化多様性・環境応答	 
人間健康

科学専攻	 

	 
進化	 

遺伝学	 

神経	 

生物学	 

植物環境	 

応答	 

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	 田村浩一郎	 	 門田明雄	 松浦克美	 	 可知直毅	 	 村上哲明	 	 

准教授	 高橋	 文	 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	 

角川洋子	 
	 

助教	 	 矢沢	 徹	 	 	 草野	 保	 	 清水	 晃	 加藤英寿	 	 

職員	 
	 

	 	 

	 	 	 緒方健二	 	 	 川本秀雄	 	 

特任 RA	 

●Phoung	 Le	 

○宮城竜太郎	 

○瀬戸陽介	 

	 

	 	 	 

○畑	 憲治	 

○谷美津子	 	 

	 

	 

大学院

博士	 

課程	 

吉利	 慶	 

小川佳孝	 

磯部琴葉	 

里村和浩	 

王	 瑞鵬	 

▲岩本榮介	 

粕谷菜月	 

山田沙佳	 

	 

近江泰明	 山本浩平	 

●菅野菜々子	 

広瀬節子	 

諸星	 聖	 

福島俊一	 

菅原弘貴	 

▲橋本晃生	 

Phan	 Quoc	 

Toan	 

	 

●角田智詞	 

	 

久保田宏	 山田香菜子	 

▲中路真嘉	 

下川悟史	 

戸野晶喬	 

武藤敬正	 

大学院

修士	 

課程	 

岩崎祐磨 
宮下孝幸	 

奥渓真人 
久保茂男	 

豊田麻那	 

木村泉美	 

呉	 黎明	 

戸山真仁 
谷田家菜	 

楠	 木綿太	 

畑中	 惟	 

小島素樹	 

西原亜理沙	 

田井雄飛	 

鈴木	 航	 

志賀	 優	 

三浦智世 
村上勇樹	 

西野	 楓	 

松本翔一	 

高岡 愛 
深町美智 
坂部尚隆 
松尾知実	 

久留島宏明	 

矢島拓也	 

川又由仁	 

堀	 清鷹	 

谷島麻美	 

新田竜斗 
大門夢果 
森絵里菜 
明石	 澪 
松本めぐみ 

	 

川上将史	 

田村	 愛	 

細川万智	 

玉田光	 

杉岡裕恒	 

稲垣晶子	 

西井愛裕	 

伊藤美由紀	 

片倉健悟	 

田村晃太郎	 

美野裕佳	 

卒研生	 

秋山礼良	 

市川里紗	 

山本真玄	 

中村	 遥	 

	 石井	 遙	 

木村優希	 

合志真衣	 

藤井	 格	 

堀口航平	 

加藤千鶴	 

神谷直毅	 

藤本夏鈴 
山岸陽子 

	 菊池波輝	 

酒井暢子	 

飯塚佳凛	 

辻村美鶴	 

吉村	 彩	 

田邊祐也	 

萩原向生	 

上堂欄好夏	 

霜田麻奈	 

茂田井文香	 

青木美穂	 

	 佐藤帆波	 	 

研究生

他	 

★北村徳一	 

★小林憲生	 

★松尾隆嗣	 

★矢崎育子	 

★田口正敏	 

★田中浩輔	 

★森	 元	 

☆和田正三	 

★佐藤良勝	 

★坪井秀憲	 

☆花田	 智	 

☆鳩貝太郎	 

★大滝宏代	 

☆嶋田敬三	 

★小川俊夫	 

★永島咲子	 

 中田	 望	 

中村敏枝	 

★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	 

★常木静河	 

★山本	 薫	 

★小栗恵美子	 

★須貝杏子	 

その他	 

	 	 	 梅木由紀子	 	 須田元美	 【牧野標本館】	 

上田京子、古賀芳恵、五味富恵	 

小玉ゆかり、井上美津子、中田章子	 

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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2013 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	 坂井	 

高大連携推進室	 松浦	 

就業力育成／自発活動支援室	 松浦	 

教員養成カリキュラム委員会	 松浦	 

学芸員委員会	 黒川・菅原・江口	 

ＲＩ運営委員会	 川原	 

工作施設運営委員会	 黒川	 

放射線安全部会	 川原	 

環境安全部会	 川原	 

小笠原研究委員会/専門部会	 江口・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	 林	 

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・都市教養学部代議員	 可知	 

自己点検評価委員会	 門田	 

教務委員会	 川原	 

図書委員会	 菅原	 

広報委員会	 鐘ヶ江	 

理工学研究科研究推進室	 加藤(潤)	 

インターンシップ委員会	 門田	 

FD 委員会部会	 林	 
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就職委員	 黒川	 

放射線管理室	 川原・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・黒川	 

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・坂井	 

	 	 	 	 	 	 （学部専門）	 川原	 

	 	 	 	 	 	 （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	 黒川・高鳥・角川	 

	 	 	 	 	 	 	 ２年生	 岡本・横田・古川	 

	 	 	 	 	 	 	 ３年生	 鐘ヶ江・松浦・斉藤	 

	 	 	 	 	 	 	 ４年生	 林・菅原・浅田	 

自主研究担当	 福田・岡本・春田・林・坂井・村上	 

セミナー委員	 林・高鳥・得平	 

放射線委員	 川原・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・鐘ヶ江・黒川・坂井・江口・朝野・横田・高鳥	 

将来計画委員会	 相垣・川原・田村・鈴木・福田・春田・加藤（潤）・清水・村上	 

外部評価準備委員会	 門田・可知・松浦・小柴・久永・川原・林・村上	 

牧野標本館運営委員会	 村上・江口・菅原・加藤（英）・可知・松浦・小柴	 

圃場・温室委員会	 菅原・岡本・門田・黒川・鈴木・朝野・村上	 

動物施設委員会	 久永・黒川・林・朝野・古屋・高鳥・横田・井出	 

学内 GP 担当	 春田・村上・川原・鈴木準・岡本・福田・横田	 

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

生命科学専攻募集対策委員会	 春田・久永・門田・田村・黒川・江口・坂井	 

大学院教育改革担当	 鈴木・相垣・岡本・福田・加藤（潤）	 

学部実習改革担当	 福田・鈴木・春田・江口・角川・横田・門田	 

教職課程・教員研修担当	 松浦・門田・鈴木・岡本・福田・角川・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、佐藤裕（RA）、木村妙子（RA）、小林弘侑（D3）、Govinda	 Sharma	 (D1)、

張クンイ（M2）、小倉拓也（M2）、川上有沙（M2）、熊澤歩（M2）、高杉俊之（M2）、福島寛美（M2）、漆

原智己（M1）、金子秀一郎（M1）、高橋美由紀（M1）、古澤孝太郎（M1）、渡邉萠（M1）、高田峻輔（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）、岸本健雄（客員教授）、雨宮昭南（客員教授）、石黒幸一（客員研究員）、楯林義孝（都医学研、客

員研究員）、根本心一（客員研究員）、上村伊佐緒（客員研究員）、石島早苗（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 活性化サブユニット p35 の分解機構の解析：p35 のユビキチン−プロテアソームによる分解が

Cdk5活性を制御する。ユビキチン化はリジンで起こる。p35リジン欠損変異体(23R)を用いて p35の分解を調

べた。p35−23Rの半減期は p35の 3倍であった。p35が Cdk5と結合している時は，p35WTと 23Rで半減期

に差がなかった。p35は Cdk5との結合によって、分解制御が異なる可能性が示された。（高杉） 

b)  Cdk5の Tyr15のリン酸化と活性化について：Cdk5の Tyr15のリン酸化はさらに活性を上昇させると

報告されていた。しかし、p35 が結合した Cdk5 ではそのリン酸化は観察されなかった。Tyr15のリン酸化酵

素 Fyn は p35 の分解を抑制し、発現量を増加することで Cdk5 活性を上昇させていることが示された、（小林） 

c)  Cdk5-p35 と Cdk5-p39 の活性の違いについて：Cdk5-p35 と Cdk5-p39 の機能分担については判って

いない。p35	 は Cdk5 と強く結合するのに対して、Cdk5-p39	 複合体は不安定である。Cdk5-p35 と同じ強さの

活性を得るには多くの p39 が必要であることが示された．（斎藤）	 

d)	 活性化サブユニット由来ペプチドによる Cdk5 阻害機構の解析：p35の Cdk5活性化領域を含む 125

アミノ酸断片（p35 CIP）が Cdk5活性を阻害することが報告されている。この p35の領域と相同な p39の断

片（p39 CIP）は in vitro、細胞内において p35 CIPと同程度の阻害効果を示した。培養細胞では、p39 CIPは

p35 CIPに比べ発現量が高かった。この違いついて現在検討中である。（川上、斎藤） 

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)	 電位依存性カルシウムチャネル活性制御における Cdk5の役割  : PC12細胞を用いて、脱分極による
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電位依存性カルシウムチャネルからのカルシウム流入を測定したところ、Cdk5は L型, P/Q型, N型電位依存

性カルシウムチャネル活性を分化に依存して、制御していることが明らかとなった。（古澤）  

b)	 胎児脳における神経細胞移動に対する LMTK1 の役割：  LMTK1-KO マウスの大脳皮質錐体細胞で

は、若い時期に樹状突起の本数や長さが増加していた。分化したばかりの神経細胞の移動に注目して解析し

たところ、LMTK1を過剰発現させたマウス脳内では神経細胞移動が遅れる傾向が観察された。（漆原） 

c)	 脊髄小脳失調症 2 型原因タンパク質 Ataxin-2 のリン酸化：脊髄小脳失調症 2 型原因タンパク質

Ataxin-2 の生理的機能はほとんどわかってない。Ataxin-2 の Cdk5 によるリン酸化と分解の解析を行った。

Ataxin-2は 1313アミノ酸からなる大きなタンパク質である。その N末側と中央部が Cdk5によりリン酸化さ

れ、そのリン酸化は分解を制御しているようであった。（浅田） 

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)	 タウオパチー神経変性疾患におけるタウ異常リン酸化の解析：アルツハイマー病を含むタウオパ
チー患者脳内ではタウの異常リン酸化が報告されている。タウオパチー患者脳での異常リン酸化を Phos-tag

を用いて解析した。Phos-Tag	 SDS-PAGE はタウのリン酸化解析に有用であることが培養細胞、マウス脳で検

証され、タウオパチー患者脳でのタウのリン酸化パターンの違いが確認された。(木村) 
b)	 N末または C末領域に変異を持つ FTDP-17 タウのリン酸化解析：FTDP-17（前頭側頭葉型認知症）

におけるタウの異常リン酸化を Phos-tag SDS-PAGEを用いて解析した。FTDP-17タウ変異体を作成し、培養

細胞に発現、リン酸化を調べたところ、変異によりリン酸化が異なることが示唆された。（福島） 
c)	 LMTK1 キナーゼによる APP 代謝制御の解析：アルツハイマー病の原因遺伝子である APPは様々な

プロテアーゼによる切断を受ける。その代謝産物である C末断片とアミロイド β（Aβ）は生理学的、病理学

的に重要であることが知られている。今回、LMTK1 が APP の代謝調節に関わっていることが培養細胞系で

明らかとなった。(佐藤) 

d) アミロイド β（Aβ）産生における CD2APの影響について：エンドサイトーシスに関わる遺伝子 CD2AP

が、アルツハイマー病の危険因子としてが報告された。Aβ 産生における CD2AP の影響を解析すると、Aβ

産生に影響を与えていた。今後、Aβ産生に及ぼす CD2APの役割を明らかにしたい。（金子） 

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をマウスに投与し、行動に対する影響と p35 発現について調べた。

バルプロ酸の慢性投与により、p35 の発現が減少し、うつ様行動が見られた。p39KO マウスで同様の実験を

行っいる。（高橋） 	  

f)	 精神遅滞患者から発見された p35変異体の解析：精神遅滞患者で Cdk5活性化因子 p35の変異が報告

された。しかし、その変異が精神遅滞の要因であるかどうかは検証されていない。そこで、p35 変異体を作

成し、変異型 p35の性質について解析した。しかし、この変異 p35の性質変化は観察されず、たんなる遺伝

子多型ではないかと推察された。(高田)	  

４）その他	 

a)	 小脳プルキンエ細胞の樹状突起発達における Cdk5の役割：Cdk5は大脳皮質神経細胞の樹上突起形

成に関わっている。小脳プルキンエ細胞の樹状突起形成について解析した。Cdk5KO マウス由来の小脳プル

キンエ細胞の形態から、Cdk5 は突起形成、特に分岐の制御に関わっている事が示唆された。（熊澤、この研

究は早稲田大、大島研で行われた） 
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b)	 フローサイトメーターを用いたうつ病モデル動物の解析：うつ病モデル動物（遺伝子改変マウスと

ストレスラット）の未固定凍結脳から細胞核を抽出・染色し、フローサイトメーターを用いて細胞種、細胞

数を解析した。抗うつ効果のある神経成長因子 VGFの KOマウスは、野生型に比べて細胞密度の上昇がみら

れたが、総細胞数に差はなかった。（渡邉、この研究は医学研、楯林研で行われた） 

c)	 メダカ胚心臓が収縮を開始する条件について：メダカ胚収縮性組織の構造変化を光学顕微鏡レベル

で解析した（上村） 
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発生プログラム研究室  
 

1. 構成 
福田公子（准教授），高鳥直士（助教），大沼耕平（D3），岡山 唯（D2），染谷春香（D2），関上由佳（D1），

栗下大三（M2），塩入直也（M2），鈴木由季（M2），中澤啓一（M2），森田千裕（M2），志村 智（M1），

山崎卓哉（M1），山本謙太郎（M1），木越あゆみ（卒研生）, 西駕秀俊（客員教授） 

 

2. 研究紹介 
	 本研究室の研究テーマは、おもに脊索動物の消化管の発生における遺伝子の発現、機能、発現の制御機構

を詳細に解析することで、内胚葉の成立から、管形成、領域化を経て器官形成に至るまでの発生のプログラ

ムを明らかにすることである。研究は、主として以下に述べる１）〜３）の三つの課題の下で行われており、

１）は福田、２）は高鳥、３）は西駕が担当している。 

 

１）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 

昨年度までに，前腸腹側の領域化には，BMPシグナルが重要である事．BMPシグナルは 後方の肝臓領域で

も強く，その前方の胃領域では弱く，さらに前方の肺領域で少し強い事．肝臓領域と胃領域でのBMPシグナル

の調節は，前腸腹側前方に発現するsizzledが関わっている可能性を明らかにした．本年度は，前腸発生にとも

なうBMPシグナルの変化を観察した所，前腸形成初期からBMPシグナルは前腸腹側で強く，特に初期ではBMP

シグナルの強い所と重なる様に見えた．この結果から，前腸形成初期と前腸内胚葉の領域化が起こる時期では

sizzledの機能が異なる可能性が示された．（岡山）また，肝臓，肺が分化する前腸腹側正中に特異的に発現す

る遺伝子を探索したところ，BMP, FGF, Wntシグナルに関わるglypican-3が見つかった．（木越） 

b) 初期胚のBMPシグナルの可視化 

昨年度と同様，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で，ニワトリ初期胚を用い

たBMPシグナルの可視化に挑戦した．本年度はライブイメージングだけでなく，リン酸化smad1/5/8抗体を用い

た定量化も行い，全胚を用いた定量化に成功した．また， BMPのアンタゴニストを多く発現するヘンゼン結

節をBMPシグナルの強い場所に移植すると，抗体によって，その場所のBMPシグナルの低下が確認できた．（山

崎） 

c) アポリポタンパク質APOA1 の発生における機能解析 

脂質運搬の主要因子とされるAPOA1の機能解析を，アフリカツメガエル，Hela細胞を用いて行った．アフリカ

ツメガエル胚にニワトリAPOA1を顕微注入し，BMP4やBMP依存性レポーター遺伝子を同時に注入する事で，

BMPシグナルへの影響を見た．（染谷；東京大学大学院 平良眞規博士との共同研究）APOA1とBMP依存的レ

ポーター遺伝子と同じ割球に注入した場合には，BMPによるレポーター遺伝子の活性を上昇させるが，違う割

球に注入した場合には，レポーター遺伝子の活性をあげない事がわかった．このことから，APOA1は細胞自立

的または，非常に近隣の細胞に働きかけ，BMPシグナルを上昇させる事が示唆された．Hela細胞においては，

BMP4発現プラスミドの導入量が多いとAPOA1によるBMPシグナル増強は見られなくなる事から，このシグナ

ル増強は微弱であると考えられた．また，APOA1を導入すると，Hela細胞の増殖が1.5倍になる事から，APOA1

は他の増殖因子シグナルにも関わる可能性がある．（志村；細胞生化学研究室との共同研究） 

d) CdxAとSox2が両方発現する境界領域の解析 
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CdxAとSox2は相互抑制作用を持つが，境界領域では両方が発現する時期が長く続く．この領域で，同じ細胞

内に二つの転写因子が発現するかどうか抗体を用いて調べた．すると，同じ核内に両方のシグナルが見られた

ので，同じ細胞で発現している事がわかった．またSox2だけを発現する領域の細胞はCdxAだけを発現する領

域の細胞より丈が高く，両方を発現する境界領域の細胞は丈が中間型である事がわかった．これが転写因子の

発現によるかどうか，それぞれの領域にSox2, CdxA, Sox2とCdxA両方をそれぞれ強制発現したところ，Sox2は

どこに発現させても細胞の丈を高くする事，Sox2とCdxAを発現させると細胞の丈の高さは変わらない事がわ

かった．（栗下） 

e) Sox2の腸での異所的発現の細胞分化への影響 

Sox2をcdxA発現腸細胞に強制発現すると，胃の分化マーカーを発現するかどうかを解析した．２日胚でSox2

強制発現後，胚を６、９、１２日胚までそだて，発現部分を取り出し，in situ hybridizationで胃，腸のマーカー

遺伝子の発現を確認したところ，胃のマーカーは発現せず，腸マーカーの発現にも影響はなかった．（塩入） 

f) 前腸形成開始に関わる細胞形態解析 

平たいシート状だった内胚葉細胞が，前端から折れ曲がって前腸を作るときに，細胞の形態がどのように変わ

るかをアクチン繊維を染め，切片で観察した．すると，折れ曲がる直前に前腸の折れ曲がりよりも前方の胚背

側の外胚葉の丈が縮み，その後方で外胚葉がドーム状にゆるやかに折れた．この外胚葉ドーム直下の内胚葉は

丈が高くなり，初めて上皮化した．上皮化した内胚葉は扇状にならび，そのbasal側にアクチン凝集が見られた．

そのあと，外胚葉の丈が縮んだところが頭褶，上皮化した内胚葉の中心が前腸の折れ曲がりの中心になること

がわかった．（鈴木） 

g) 魚類の消化管多様性の形成機構の解析 

昨年度成魚の解析をした，前方腸が肥大しているノソブランキウス，腸の太さが一様なメダカの腸の構造を

発生をさかのぼって解析した．ハッチ直後の稚魚では，ノソブランキウス，メダカともに前方腸の肥大が見

られた．また肥大部の腸壁の厚さには違いがあった．ノソブランキウスは成長にともなってさらに前方腸が

肥大し，メダカは肥大がなくなると考えられる．（山本） 

 

２）ホヤ胚を用いた内胚葉成立の分子機構の解析  

a) 胚葉運命分離に必要な細胞極性を作り出す機構の解析 

	 この研究では、内胚葉を作るのに必要な、mRNAの局在を作り出す細胞核の移動を制御する機構、特に細

胞内に極性を作り出す機構に注目して研究を進めている。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。近年の細胞系譜の解析から中胚葉と内胚葉が中内胚葉細胞から作られることがわかってきた。

しかし、中内胚葉細胞の子孫細胞のうち、どれが中胚葉になり、どれが内胚葉になるのか決めている機構の

詳細はほとんどの動物で不明である。我々は、脊索動物のホヤを材料に、中内胚葉細胞の娘細胞の一方が中

胚葉、もう一方が内胚葉になる仕組みを調べている。昨年までの解析により、中・内胚葉運命が異なる細胞

に分離されるには、（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）移動により

Not転写因子をコードする mRNAが中内胚葉細胞の、将来中胚葉になる側に、局在すること、（３）JAK2依

存的に分裂装置が細胞の中心に移動して中内胚葉細胞が等分裂すること、（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わかった（高鳥）。胚の中で決まっ

た方向に胚葉運命を分離するには、核の移動方向を制御することが重要であると考え、核の移動の向きを制

御する機構を調べた結果、Phosphatidylinositol 3-kinase（PI3K）の一つ、p110α が重要であることがわかって

いた（2012 年度）。PI3K は細胞膜直下に存在して、細胞膜内にある リン脂質、Phosphatidylinositol 4,5 

triphosphate（PtdIns(4,5)P2）をリン酸化して Phosphatidylinositol 3,4,5 triphosphate (PtdIns(3,4,5)P3)を作るキナー
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ゼである。PtdIns(3,4,5)P3 は、細胞の生存と成長に関わる重要な細胞内セカンドメッセンジャーであるため、

その量は PI3Kと Phosphate and tensin homologue (PTEN)によって制御されている。今年度の解析により、p110α、

PTEN、PtdIns(4,5)P2、PtdIns(3,4,5)P3のうち、中内胚葉細胞の中で偏りを持って存在しているのは、p110α と

PtdIns(3,4,5)P3であることがわかった。PTENの活性は、中胚葉側と内胚葉側で変わらないことが示唆された。

これらの結果は、PtdIns(3,4,5)P3の生成と分解に関わる因子のうち、基質と分解酵素は偏っておらず、合成酵

素と産物が偏っていることを意味する。p110αとPtdIns(3,4,5)P3の偏りのうち、どちらが重要であるか調べた。

PTENの機能阻害胚では、p110αの局在が変化せず、PtdIns(3,4,5)P3の偏りが失われた。さらに、PTENの機能

阻害胚では核の移動方向が異常になった。また、PtdIns(3,4,5)P3を顕微注入した胚で核の移動方向が異常にな

った。これらの結果は、PtdIns(3,4,5)P3の偏りが核の移動方向を制御することを示唆している。p110α の過剰

発現、機能阻害実験などから、PtdIns(3,4,5)P3の偏りは、合成酵素である p110αの偏りによりもたらされるこ

とが示唆された。昨年度、p110α の中胚葉側への局在が受精直後の卵細胞質再配置によってもたらされるこ

とがわかった。この現象が、中内胚葉細胞での核の移動に影響するか調べるために、薬剤処理により卵細胞

質再配置を阻害した後に、薬剤を洗浄により除去して発生させた胚で細胞核の移動を観察した結果、卵細胞

質再配置が核移動に重要であることが示唆された。昨年度の観察から、p110αの産物である 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ることがわかっていた。これらのうち、どちら

が重要であるか調べるために、時期特異的な薬剤処理により機能を阻害した。どちらの時期の PtdIns(3,4,5)P3

も重要であること、4細胞期の PtdIns(3,4,5)P3が 16細胞期の p110αの局在を制御することを介して、16細胞

期に偏った PtdIns(3,4,5)P3を作り出すことが示唆された。これらの解析により、中・内胚葉運命の分離に至る

までの過程を、受精にまで遡って理解するための枠組みが得られた。（高鳥） 

b) Not遺伝子発現制御機構の解析 

Not遺伝子が発現することは、胚葉運命の分離に必須の現象である。しかし、発現を制御する機構はほとん

どわかっていない。昨年度、露木翔太修士により Not遺伝子の転写を制御する機構が解析された。Not遺伝

子は、16細胞期まで、生殖細胞系列を除く全ての細胞系譜で発現する。この発現が GATAによって制御され

ていることが示唆された。一方、32細胞期には、Notの転写はおさえられる。今年度この仕組みを解析した

結果、Not遺伝子のシス上流域にある、Forkheadと Homeodomain転写因子結合サイトが重要であることが示

唆された。先行研究の結果、すなわち Forkhead転写因子である FoxDと Homeodomain転写因子である Not

のどちらも、32細胞期に Notの発現を抑制することがわかっていること、と一致する結果が得られた。（高

鳥） 
 

3）脊索動物の基本的発生プログラム  

a) ホヤの Otx遺伝子の転写調節機構の解析 

	 中枢神経系の前方の領域化に関わる Otx 遺伝子は、脳胞の系譜で発生を通して連続的に発現する。マボヤ

とカタユウレイボヤの Otx 遺伝子の脳胞細胞系譜でのエンハンサー、その活性に重要な転写因子結合部位、

それらが働く発生段階を GFPの mRNAの検出を指標としたレポーターアッセイにより調べてきた（大沼）。

今年度は、これまで不明だったマボヤの神経胚期に重要な転写因子結合部位がホメオドメイン転写因子結合

部位であることを明らかにした。これらの結果を統合すると、2 種のホヤの脳胞系譜での転写制御に関わる

エンハンサーはそれぞれ複数あり、それらの活性に重要な転写因子結合部位も時期特異的に変化する。脳胞

系譜での Otx遺伝子の発生を通じた連続的な発現の基盤が初めて解明された（大沼）。 

b) 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（以下 Ci）とは異なる目に属するマボヤでは、Ci



−18− 

と同じ９個の Hox 遺伝子が、Ci の場合とは異なって一つの染色体上にある。これまでに、Hox1 を除く８個

の Hox遺伝子について並び順を明らかにしてきた（関上）。今年度は、８個の Hox遺伝子の集まりの両側の

BACクローンと Hox1を含む BACクローンをプローブとして FISHを行い、全９個の Hox遺伝子の染色体上

の並び順をホヤで初めて明らかにした（関上）。 

c)ホヤの発生における非対称性に関する研究 

	 左右非対称性に鍵となる遺伝子 Nodal の左側特異的発現の開始機構は、どの動物種でも未解明である。今

年度は、 近マボヤで報告された神経胚回転と Nodalの発現との関係が検討された（森田）。神経胚期に胚の

回転が始まると左側を下にする胚が増え始める。すると、まず両側で Nodalを発現する胚の割合が 80％程度

にまで増加し、減少する。これに並行して左側だけで Nodal を発現する胚の割合が増え、左側特異的な発現

に至ることが新たに分かった（森田）。 

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は、変態期に形成される。幼生尾部にある内胚葉索の細胞を特異的に標識する

Kaede 発現コンストラクトを用いて追跡することにより、内胚葉索の大部分の細胞は腸となること、そして

その過程の概略が明らかにされた（中澤）。さらに、内胚葉索の各領域が腸のどの領域に寄与するのかが検討

された（中澤）。 
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細胞遺伝学研究室  
 

1. 構成 
相垣敏郎（教授），坂井貴臣（准教授），朝野維起（助教），佐藤翔馬（D2），権秀明（D2），マナンダハ・ヤ

ソダ（D2 連携），トラン・ティ・トア（D1 連携），井並頌（M2），大橋ひろ乃（M2），岡島美怜（M2），劉

曌（M2），崔椿（M2），段晶華（M2），相澤研介（M1），嶋田直人（M1），渡辺一輝（M1），李夜雨（M1），

大原哲（M1），李夜雨（M1），荒川茉莉子（卒研生），家永佳帆織（卒研生），加藤博之（卒研生），松村茉梨

子（卒研生），金美松（研究生），佐藤由紀子（特任研究員），池上啓一（特任研究員），船越政史（特任研究

員），金内太郎（RA），趙捷維（RA），村松圭吾（客員研究員），布山喜章（客員研究員），ルーカス・トリン

ダージ（客員研究員），マリア・フェルナンダ・カタニ（客員研究員），ジョナサン・ヘドル（客員研究員），

木下善仁（客員研究員） 

 

2. 研究紹介 
1）インスリン過剰発現個体の表現型に及ほす栄養条件の影響  

	 ショウジョウバエのインスリン様ペプチド 2（Dilp2）を用いて高インスリン血症のショウジョウバエモデ

ルを生成したところ，生存率が低下し，脂肪体の細胞にオートファジーが生じた．生存率の低下は，PI3K/Akt1

シグナル伝達が関与している事がわかった．オートファジーも生存率の低下も，培地のタンパク質含有量を

相対的に増加させることによって回復した (佐藤由，村松，船越，相垣)． 

2) 寿命延長化合物のスクリーニングと機能解析  

	 低カロリー条件下で寿命延長作用のある低分子化合物を見いだした．LC/MSによる解析により，この化合

物をショウジョウバエに投与すると，ドーパミン及びセロトニンが著しく減少する事がわかった．電気化学

検出器によってオクトパミンを検出するための条件を確立した（佐藤由，権，相垣）． 

3）Effects of Guaraná (Paullinia cupana) on longevity and metabolism 

	 Guaraná is an Amazon fruit consumed by human population is rich in caffeine, theobromine and theophylline, 

catechins, and contains trace concentrations of many other compounds as tannin, proanthocyanidol. Scientific evidence 

showed guaraná biological effects as antioxidant activity, antimicrobial and anti-carcinogenic and antitumoral effects. 

We investigate the underlying molelucar and physiological mechanisms using Drosophila (Cattani, 相垣)． 

4) Evolution of aging 

We have proposed that most species have different aging patterns coded by the genome. This project aims to describe 

the theoretical frame to explain this new perspective and to provide experimental evidence for the theory. While the 

theoretical paper is about to be submitted, our experimental data strongly support the theory. So far as expected in our 

evolutionary model, we have driven increases in lifespan concomitantly with decrease of reproduction rate without 

direct selection for neither (Trindade, 大原，相垣).  

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

	 We identified a mutation in gene Scsα (succinyl-CoA synthetase alpha subunit) increased the resistance to 

desiccation. SCSα is an enzyme involved in the conversion of succinyl-CoA into succinate in the TCA cycle. Also, the 

survival rate under H2O2 increased in Scsα mutant. We are currently generating a null mutant of Scsα by Crispr /Cas9 

system（権，相垣）． 

6) 長鎖 non-coding RNAによる酸化ストレス耐性の制御  
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	 過酸化水素耐性を示すトランスポゾン挿入系統では，挿入地点近傍に全長 2925bpの long non-coding RNA 

が存在し，その発現が低下していることが示唆されている．GAL4/UASシステムを用いた RNAiによりノッ

クダウンを試みたが，発現がほとんど抑制されず，明確な H2O2耐性も見られなかった（荒川，相垣）． 

7) 高脂肪食の影響  

	 高脂肪食がおよぼす生理学的影響を解析するために，ショウジョウバエの幼虫，または成虫のみを高脂肪

食培地で飼育し，中性脂肪量，寿命を測定した．中性脂肪量の増加および寿命の短縮が見られ，次世代への

影響も認められた（加藤，相垣）． 

8) 組織の成長を制御する遺伝子  

	 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は組織サイズを負に制御することを示した．また，LpnはMyc 3’非翻訳領域に結合し，マイクロRNA

による翻訳抑制を促進することを示した（船越，相垣）．	  

9) 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（CN）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．

CN ノックアウト変異体において，運動神経のシナプスに形態異常があること，および成虫心拍に異常が生

じることを見出した．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）． 

10) 生物の自発的活動性を制御する行動遺伝学的機構  

 ショウジョウバエの行動を定量的に解析するためのアッセイ系を確立した．新しい環境に反応して活動性を

高める初期応答機構，および時間経過に伴って落着く活動性の変化を解析し, これらの行動機構には視覚情

報処理が重要であることがわかった（松村，池上，相垣）． 

11) 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 in vivoで解析する系を確立し，Ca2+流入が生じるタイミ

ングを詳細に観察した．Ca2+流入は排卵に伴う機械的刺激によって生じること，また，ほ乳類などとは異な

りショウジョウバエでは受精の有無に関わらず Ca2+流入が生じることが明らかになった（金内，相垣）． 

12) 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  

	 卵活性化に伴うエネルギー代謝制御機構を明らかにするため，野生型未交尾雌の卵巣を解剖して得た未活

性卵と産卵で得た活性化卵の抽出液に含まれる代謝産物をLC-MSで検出し比較した. 活性化後に解糖系初頭

の代謝産物は減少し，TCA 回路末尾の代謝産物と ATP/ADP 比，全遊離アミノ酸は増加した（岡島，金内，

佐藤，相垣）．  

13) 遺伝子発現動態解析法の開発 

	 遺伝子発現動態をhigh-throughputかつnon-invasiveにモニターするための形質転換体(GL)の作成・作業フロー

管理・確立維持の作業スキームを確立し，約100遺伝子についてGL系統を作成・樹立した．発現ベクター作成

の自動化をおよび 適化に取り組んだ．飢餓ストレス下で発現変動が生じることが明らかになっている遺伝子

について，GL系統を使って発現変動が再現されることを確認した．(金内，村松，船越，趙，相垣)． 

14)	 クロマチン修飾遺伝子の発現と機能解析 

	 ショウジョウバエのクロマチン修飾関連遺伝子に注目して，その発現動態を把握できる GFPと Luciferase

を融合する発現レポーターを作成した．また Gal4/UAS システムを用いて，クロマチン修飾関連遺伝子の生

殖系列ノックダウンにより同世代，および次世代の生存率にどの様な影響を与えるかを検索した．（金，李，

権，相垣）． 

15)リポ酸修飾に関わる遺伝子の研究  
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	 リポ酸修飾（リポイル化）関連遺伝子 lipT2，Las，lplA の機能抑制により，ピルビン酸脱水素酵素のリポ

イル化が低下すること，酵素活性が低下することが分かった．発現量が増加しても寿命の短縮，加齢に伴う

体重の減少とトリグリセリド減少が加速された（段，朝野，相垣）． 

16) Effects of mutations in human Aβ42 on neuron degeneration in Drosophila 
	 We used Drosophila as a model organism to investigate the role of two point mutations in human Aβ peptide which 

showed aggregation property of enhanced oligomerization. We generated transgenic lines that express these peptide 

variants and found that they show reduced lifespan and abnormal behavior（崔，朝野，相垣）． 

17) 長期記憶形成にかかわる神経回路の同定  

	 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がその動作原理

は不明である．これまでに同定した長期記憶遺伝子 apterousおよび periodに注目し，長期記憶形成にかかわ

る脳神経を同定した（家永，井並，坂井）． 

18) 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．ハ

エ成虫は熱いプレートの上を歩くとジャンプすることにより侵害熱を忌避する（侵害熱反応）．興味深いこと

に，断頭したハエ成虫においても侵害熱反応が観察されることを明らかにした．さらに，脚の感覚神経で発

現する TRPチャネルがこれらの侵害熱反応にかかわることが示唆された（大橋，坂井）． 

19) 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．長期記

憶形成にかかわる apterous遺伝子の変異体では睡眠時間の現象が観察され，さらに，LNvと呼ばれる神経ク

ラスターの一部で発現する apterousが睡眠制御に関与していることを明らかにした（嶋田，坂井）． 

20) メス性行動を制御する脳神経細胞の同定  

	 成虫脳のインスリン分泌細胞で発現する TRP チャネルがメスの性的受容性（♂を受け入れる度合い）を制

御していることを明らかにした．また，インスリン遺伝子のノックアウト系統メスにおいても性的受容性が

上昇したことから，脳のインスリン分泌細胞から分泌されるインスリンによりメスの性的受容性が制御され

ている可能性が考えられた（渡辺,  坂井）．  

21) 昆虫表皮形成のしくみ  

 昆虫の殻が硬くなる仕組みについて，ラッカーゼ系によるカテコール類の酸化およびその後の反応について

調べている．本年は，ショウジョウバエを中心に Lac2遺伝子の機能解析を行った他，カテコール酸化時に生

じるキノン類の異性化にかかわる因子などについて調べた．（相澤，朝野，相垣）． 
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分子遺伝学研究室  
 
1. 構成 
加藤潤一（教授）、得平茂樹（准教授）、古屋伸久（助教）、藤原弘平（D3）、岩舘佑未（D2）、高木光（D1）、

倉田竜明（D1）、江口拓未（M2）、川口達也（M2）、萩原進（M2）、北村麻衣子（M2）、西山英里（M2 受託

院生）、石川美咲（M1）、岩崎航大（M1）、栗尾洋平（M1）、安久都卓哉（卒研生）、桐野一晟（卒研生）、船

追紀之（卒研生）、宮崎翔伍（RA）、橋本昌征（客員研究員） 

 

2. 研究紹介 
	 本研究室では大腸菌、シアノバクテリアを材料とした分子生物学、遺伝学、ゲノム生物学的研究を行って

いる。大腸菌は分子生物学的にこれまで もよく研究されてきたモデル生物であり、その点を活かして生物

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

目指した研究を進めている。また大腸菌を用いて不和合性群 I プラスミドの接合伝達についても研究を行っ

ている。シアノバクテリアは酸素発生型の光合成を行い、ユニークな特徴を持った種がたくさん存在する非

常に多様な生物群である。そのような特徴・生理機能の発現には、ゲノム上にコードされた情報を時間的・

空間的に厳密に制御しながら発現させる必要がある。そこで細胞分化や代謝の制御、環境ストレス応答を中

心として、ゲノム情報の発現制御機構の解明を目指し研究を行っている。 

 

１）大腸菌の染色体広域欠失変異、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いる。しかし必須遺

伝子群の理解だけで細胞増殖、生存機構の全てを理解できるわけではなく、生育、生存に重要な非必須遺伝

子群の同定、解析が必要である。野生株ではこれらの遺伝子群、特にバイパスがあるために非必須遺伝子に

見える「隠れた必須遺伝子群」、の同定、解析は難しい。しかし当研究室で作製している染色体広域欠失変異、

染色体大規模欠失株を利用すると可能になる。 

a) 定常期におけるギ酸脱水素酵素の関与する生存機構の解析：１つの染色体広域欠失変異の解析から、

嫌気的に培養した時にグルコースが存在すると生育が悪くなり、ギ酸または酢酸を加えると回復するという

大腸菌の生育についての新しい性質を見出し、その時のギ酸と酢酸の利用に関与する遺伝子を同定した。ま

たグルコース、ギ酸存在下の好気的な培養から嫌気的な培養に移した時の生存に重要な、一種の酸化ストレ

ス耐性機構に関与する遺伝子を同定した。（岩舘、船迫、加藤） 

b) 定常期における生存に関与する遺伝子群の同定、解析：当研究室で作製された染色体広域欠失変異株

群の定常期における生存を調べたところ、いくつかの変異株では生存率が低下することがわかった。またこ

れらには野生株との混合培養により影響を受けるものと受けないものがあることもわかった。これらの広域

欠失変異株の２つについて詳細に調べたところ、定常期の生存に関与する遺伝子が複数存在し、生存率の低

下はそれらが同時に欠失した時の合成的な表現型であることが示唆され、複数のシステムによって支えられ

ている定常期の生存機構の存在が示唆された。（萩原、加藤） 

c)合成的な表現型を示す遺伝子群の同定：染色体広域欠失変異を利用すると、たとえば合成致死遺伝子群

を同定することにより、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」を

解析することができる。実際にいくつかの染色体広域欠失変異の解析から、合成的な表現型に関与する遺伝

子群として DNA修復、DNA保護に関与する遺伝子群、鉄イオンの取り込みに関連する遺伝子群などが同定
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された。（北村、安久都、桐野、古屋、加藤） 

d) 染色体大規模欠失株の生育についての解析：生育速度が遅くなった染色体大規模欠失株を長期間継代

培養することによって生育が回復した株が得られたが、その株では新たな２カ所の挿入変異が見つかった。

この結果とマイクロアレイ解析とメタボローム解析とから、NADPH 合成の改善がこの株の生育の回復の原

因である可能性が考えられた。また機能未知の Toxin-Antitoxinシステムも、この株の生育の回復に関与して

いることが示唆された。（高木、橋本、加藤） 

 

２）大腸菌必須遺伝子 yqgFの機能解析  

	 これまでに大腸菌必須遺伝子 yqgFが 16S rRNAのプロセッシングに働くRNaseをコードしていることを明

らかにしてきた。この YqgFタンパク質に存在する天然変性領域（Disordered structure）の変異株を作製し、

変異型 YqgFタンパク質を精製して RNAとの相互作用を調べた結果、この領域には RNAとの相互作用を強

める働きがあることがわかった。また yqgF温度感受性変異株のプロテオーム解析から、翻訳の開始反応だけ

でなく伸長反応にも欠損があることが示唆され、YqgFタンパク質はリボソームのアセンブリ時における不活

性型から活性型への変換に働いている可能性が考えられた。（倉田、橋本、古屋、加藤） 

 

３）大腸菌をプラットフォームにした光合成機能の再構成  

	 紅色光合成細菌の光合成関連遺伝子群を、大腸菌内で発現する形で導入することにより、大腸菌における

光合成機能の再構成を試みている。現在は光合成反応の素過程のうちのバクテリオクロロフィル合成の再構

成を試みている。β-プロテオバクテリアのである紅色光合成細菌 Rubrivivax gelatinosusの、バクテリオクロロ

フィル合成遺伝子群をクローニングした多コピープラスミドを大腸菌に導入したところ、バクテリオクロロ

フィルの中間体である DV-chlorophyllide aおよび 3-a-hydroxylethyl DV-chlorophylide aと思われる物質の合成

が確認された。また緑色硫黄細菌である Chlorobium tepidumの bciA遺伝子をクローニングしたプラスミドを

導入することによって、chlorophyllide aおよび 3-a-hydroxylethyl chlorophylide aと考えられる産物が検出され

た。さらにシアノバクテリアである Synechocystis sp. PCC6803の chlG遺伝子を導入することで Chlorophyll a

と思われる物質の合成が認められた。（藤原、川口、石川、岩崎、古屋、加藤） 

 

４）シアノバクテリアにおける細胞分化制御機構  

	 糸状性シアノバクテリアAnabaena sp. PCC 7120は、培地中の窒素源が不足するとヘテロシストと呼ばれる細

胞を分化させ窒素固定を行う。酸素発生型の光合成を行うシアノバクテリアが、酸素感受性の窒素固定を光合

成と共存させるために形成する細胞がヘテロシストである。そのため、ヘテロシストでは酸素を発生する光合

成が停止し、逆に酸素を消費する呼吸活性が増加している。また、細胞内への酸素の流入を防ぐため、多糖と

糖脂質からなる2層の膜系を細胞壁の外側に形成する。これらの膜系の形成に関わる遺伝子は同定されている

が、分化過程でその発現がどのように制御されているのかは明らかとなっていない。CRP型転写因子DevHは、

糖脂質層の合成制御に関わることが示唆されている。DevHの機能を解明するため、devHの発現量を自在にコ

ントロールできる株の作製に取り組んだ。これまでに、誘導型プロモーターであるPgifAからdevH遺伝子を発

現する株を作製することができた。今後この株を用いて、DevHの機能解析を進めていく。（栗尾、得平） 

 

５）シアノバクテリアにおける糖代謝制御機構  

a) gnd遺伝子の発現制御：窒素固定反応における窒素ガスのアンモニアへの還元には、NADPHが利用される。

ヘテロシストでは光合成によりNADPHを生産できないため、その生産はペントースリン酸経路に依存してい
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る。Anabaena sp. PCC 7120の6-ホスホグルコン酸脱水素酵素をコードするgnd遺伝子は、窒素欠乏条件下で

mRNAの顕著な蓄積が見られた。その発現は栄養細胞では抑制されており、ヘテロシストでのみ誘導されてい

た。gndのプロモーター領域にはAbrB型の転写因子cyAbrB2が特異的に結合することを、DNAアフィニティー

沈降法とゲルモビリティシフト解析により明らかにした。cyabrB2の発現はヘテロシストでは低下していたこ

とから、cyAbrB2はgnd遺伝子の発現を栄養細胞において抑制する転写因子である可能性が示唆された。続いて、

gnd遺伝子の発現制御におけるcyAbrB2の役割を明らかにするため、Anabaenaを用いてcyabrB2遺伝子破壊株と

過剰発現株を作製した。遺伝子破壊株においては、窒素源存在下でのgnd mRNA量が増加していた。しかし、

その増加量は小さく、窒素欠乏による誘導はcyabrB2破壊株でも見られた。一方、過剰発現株では窒素欠乏条

件下でのgnd発現レベルが低下していた。以上の結果から、cyAbrB2がgndの発現を抑制する転写因子であるこ

とが明らかとなった。cyAbrB2によるgnd遺伝子の発現制御機構を考察する。栄養細胞においては、gndの発現

はcyAbrB2により窒素条件によらず抑制されている。一方、ヘテロシストでは、cyAbrB2の発現量が低下する

ことでgndの発現抑制が解除されると共に、gndの転写を活性化する別の因子が働くことでgndの発現が誘導さ

れる。今後は、gndの発現誘導に関わる因子の同定を進める必要がある。（西山、得平） 

b) スクロース合成の制御機構：Anabaena sp. PCC 7120は、塩や乾燥ストレス条件下で適合溶質としてスク

ロースを細胞内に蓄積する。50 mM NaClによる塩ストレス条件下においては、スクロース含量は20倍以上に増

加した。塩ストレスによるスクロース蓄積の分子機構を解明するため、まずスクロース代謝系遺伝子の発現を

調べた。その結果、スクロースリン酸合成酵素をコードするspsAとスクロース合成酵素をコードするsusA、susB

の発現が塩ストレスにより誘導された。これらの遺伝子の発現は、2個の転写因子OrrAとSigB2により制御され

ていた。orrA遺伝子の破壊により、spsA、susA、susB全ての塩誘導が全く起こらなくなった。また、sigB2遺伝

子破壊株では、これらの遺伝子の塩への初期応答が起こらなかった。orrAとsigB2の発現も塩誘導を示したが、

OrrAはsigB2の発現も制御していた。スクロース合成酵素の発現低下と同様に、orrAとsigB2遺伝子破壊株では

スクロース含量も低下していた。orrA	 破壊株ではNaCl添加後9時間まで常にスクロース含量の低下が起こっ

ていたが、sigB2の破壊による低下は初期のみで3時間以降は野生株と同程度の蓄積を示した。また、orrA過剰

発現株では、spsA、susA、susBの発現量が増加し、それに伴いスクロース含量もコントロール株の2倍に増加し

ていた。以上の結果から、OrrAが塩ストレス条件下でのスクロース合成を制御する転写因子であることが示さ

れた。また、SigB2は、OrrAの制御下で塩ストレスへの初期応答に関与していることが明らかとなった。OrrA

はSigB2を始めとするいくつかの転写因子の塩応答を制御しており、Anabaenaの塩ストレス応答のグローバル

レギュレーターとして働く可能性が示唆されている。（宮崎、得平） 

 

６）細菌プラスミドにおける接合伝達開始タンパクの機能解析  

	 細菌プラスミドの多くは接合伝達能を持ち、自己のコピーを他の細菌に移して寄生域を広げるとともに、外

来遺伝子を受容菌に導入し、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、oriT 特異的ニックを導入する NikB タンパクの認識を補助する 

NikA タンパクの結合配列が存在している。NikA は Ribbon-Helix-Helix 型の DNA 結合タンパクではあるが、

結合配列に対称性が見られないことから repeat A 以外の宿主菌の染色体にも結合する可能性がある。nikA 遺

伝子をクローンした他コピープラスミドベクタ−を持たせた大腸菌を受容菌として用いて、R64 による接合実

験を行ったところ、oriT 配列をゲノム中に挿入した供与菌の染色体が伝達されておこる受容菌中での組換え頻

度に低下が見られた。これらの組換えには oriT 配列は直接関与しないため、受容菌内での NikAタンパクと

染色体 DNA との何らかの相互作用が示唆された。 (古屋) 
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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）、瀬尾光範（連携大学院准教授、理研）、千葉康隆

（D3 連携）、吉田悠里（M2）、大西 由之佑（M1）、鈴木 洋弥（M1）、髙橋 絢子（M1）、古田 顕尚（M1）、
宮川 慎也（M1連携）、山本 昂宏（M1）、遠藤里茶（卒研）、岡本亜依（卒研）、戸田絵梨香（卒研）、松村岳
朗（卒研）、行田敦子（客員研究員） 
 
2. 研究紹介  
本研究室では、植物ホルモンとして知られるオーキシン(IAA)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。昨年度からは、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、北大、新潟大、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、カナダ	 んｖ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、農研機構など、民間や法人等との共同研究契

約締結に基づく応用・開発を視野に入れた研究も進められている。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の生合成と移動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。さらに、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(Matsuda et al, 2011, J Exp 
Bot)。今年度は、トウモロコシの青色光受容体である 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遺伝子は強光でも弱光でも
早い応答で発現が抑制されることを明らかにした。しかし、Zmphot1 タンパク質は強光でリン酸化される
が弱光では変化が観察できなかった。さらに、転写レベルで先端特異的に発現していた NPH3-, PGP-like遺
伝子はタンパク質レベルでも先端特異的に多い可能性が示唆された。（鈴木、岡本亜、小柴；門田、鐘ヶ江

（環境応答）） 
b) 幼葉鞘先端を用いた IAA生合成に関する研究：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。 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
なってきており、PCR 解析により IAA生合成が盛んなトウモロコシ幼葉鞘先端特異的に 3 種の YUCCA 遺
伝子が発現することが確認された。また、10000化合物からのスクリーニングにより選抜された新規の IAA
合成阻害剤(YUCASIN と命名)が、シロイヌナズナ YUCCA1 過剰発現体の IAA 過剰の表現型を野生型に戻
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すこと、さらに大腸菌で発現したシロイヌナズナAtYUC1, 2の酵素活性を低濃度で強く阻害することから、
本阻害剤が YUCCA酵素を標的とすることを明らかにした(Nishimura et al., 2014, Plant J)。本成果は、植物ホ
ルモンオーキシンの生合成を強く阻害する世界で初めての結果である。（鈴木、岡本亜、加藤潤一郎（生命

専攻）、行田、山本、小柴、西村（現、農業生物資源研）、林（岡理大）） 
c) 新規 IAA 流入阻害剤の検討：植物には IAA 輸送タンパク質が多く存在する。シロイヌナズナでは

AUX/LAX family タンパク質が側根形成時やアピカルフックの形成時などの局所的な IAA の分布に関与し
ていることがわかっている。一方、上述したケミカルスクリーニングにより選抜された新規の IAA 流入阻
害剤がシロイヌナズナの側根形成や暗所芽生えのフック形成を阻害することがわかった。この阻害剤の構

造が合成オーキシン 2,4-Dと類似しているため、オーキシン活性の有無を調べた。DR5::GUS変異体を用い
た実験から、既知の流入阻害剤である 1-NOAはオーキシン活性を有するのに対して、この阻害剤を長時間
処理してもオーキシン活性は確認できないことから、新規 IAA 流入阻害剤として今後の研究の進展が期待
される。（鈴木、小柴、西村（現、農業生物資源研）、林（岡理大） 

 
２）1細胞からの ABAの定量  
	 植物ホルモンの生合成や輸送の制御機構を明らかにするためには、細胞レベルでの局所的なホルモンの蓄

積量を正確に定量することが不可欠である。そのため、理研生命システム研究センターの升島博士との共同

研究で、質量分析器を用いた１細胞植物ホルモン定量法の開発に取り組んだ。現在までに、1 孔辺細胞から
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することで、ABAの検出に成功し
ている。今後は内部標準化合物を用いた定量法の確立、ABA以外のホルモンの定量法の確立を進める予定で
ある。（宮川、清水*、小柴、升島*、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  
	 受精により両親のゲノムが出会い、その両親ゲノムの協調的な働きによって受精卵は胚へと発生する。本

研究室では、主に in vitroで配偶子を融合させる実験系（in vitro受精系）を用いて、受精および初期胚発生機
構の解明に向けた研究を進めている。 
a) 受精および初期胚発生機構に関与する分子の同定：昨年度までのオーム解析により、イネ雌性または雄性
配偶子で特異的に発現する遺伝子、および受精後に発現が誘導あるいは抑制される遺伝子が同定された。

今年度はそれらのうちから、生殖もしくは発生機構に関連する可能性が高いと推定される 13 遺伝子への
T-DNA またトランスポゾン挿入変異体のイネ種子を POSTECH、TRIM、農業生物資源研究所から 22 ライ
ン入手した。それら種子を発芽・生育させ、genotypingおよび稔実率調査を行うことにより、生殖または胚
発生過程に異常がある可能性が高い変異体の特定を試みた。また、低稔性の原因遺伝子と考えられた CO2

トランスポーター遺伝子の機能解析を進めた。（髙橋、岡本龍） 
	 	 上記遺伝子群のオルソログ遺伝子をシロイヌナズナで検索し、当該遺伝子に変異をもつシロイヌナズナ

を入手した。その後、稔実率調査、次世代における変異の分離検定、および交配実験などにより、生殖あ

るいは胚発生・胚乳形成に関与すると推定される遺伝子の絞り込みを行い、葉緑体コシャペロニンをコー

ドする遺伝子の胚発生過程における機能の解析を行った。（遠藤、岡本龍） 
b) 核の合一過程の動態観察：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 50個体作製し、核融合過程を観察
した。受精後 5～10 分間で精細胞核はアクチン繊維依存的に卵細胞核と接するようになり、多くの場合、
受精後 30～70分で精細胞核の 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、核融合時、受精卵核内への精細胞核染色糸の拡散が起きる前に、卵細胞核染色糸は精細胞核

内に侵入にすることで精細胞核の肥大化が起こることを明らかにした。（大西、岡本龍） 
c) 実験発生学的手法による核融合過程の解析：受精卵中の精核と卵核はすみやかに融合するが（融合後 30-70
分）、卵細胞同士を融合させた融合細胞内の２つの卵核は、その融合に 16-20時間を要する。しかし、卵細
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胞同士の融合卵に精細胞をさらに融合させると、核融合にかかる時間が訳 8-12時間へと短縮された。また、
イネ葉から調製したプロトプラストと精細胞を融合しても核融合は起こらず、卵細胞と葉プロトプラスト

を融合させた場合には 4～12時間の遅い核融合が観察された。これらのことは、卵細胞には「核融合因子」
が存在し、その働きを促進させる「核融合促進因子」が精細胞側に存在する可能性を示している。現在、

実験個体数を増やしその更なる解明を進めている。（大西、岡本龍） 
d) イネ卵細胞・受精卵への物質導入系の確立：卵付活化や受精卵発生の機構の機構に深く関与する因子を同
定するため、イネ卵細胞および受精卵への物質導入系の確立を試みている。受精卵においては、アガロー

スゲルに包埋したのちに Laser-assisted Thermal-expansion Microinjection 法を用いることで、導入効率（約
100％）及び導入後生存率（約 70％）をそれぞれ向上させることに成功した。卵細胞においては、 PEG-Ca2+ 

法を検討中である。（古田、岡本龍） 
e) イネ配偶子の雌雄不均等融合による倍数性受精卵の作出およびその発生能の解析：受精卵の発生と雌雄ゲ
ノム比の関係性を明らかにするために研究を進めた。野生型または H2B-GFPタンパク質を発現する組換体
イネから単離した雌性配偶子と雄性配偶子を、任意の組み合わせで融合させることにより、雌雄ゲノム比

が異なる倍数性受精卵（3, 4または 6倍体）を作出し、その発生過程を観察した。その結果、雌性ゲノム過
多の倍数性受精卵は正常に発生することが確認された一方、雄性ゲノム過多の倍数性受精卵では初期段階

でその発生に異常がみられたことから、さらに解析を進めている。（戸田、大西、岡本龍） 
f) イネ受精卵と異種卵細胞の融合による交雑細胞（受精卵）の発生：異種ゲノム間の軋轢により、イネ卵細
胞とコムギなどの他種の精細胞を融合させた交雑受精卵は十数から数十細胞胚まで分裂し、その後発生が

停止する。一対の同種雌雄ゲノムと異種の雌性ゲノムを組み合わせることにより異種ゲノム間の軋轢が少

なくなると考え、イネ受精卵にコムギ、トウモロコシ、またはミナトカモジグサの卵細胞をそれぞれ融合

させた。その結果、それぞれの融合細胞で分裂が観察され、イネ-コムギ、イネ-ミナトカモジグサの融合細
胞は胚性カルスにまで成長することが確認された。（松村、岡本龍） 

g) シロイヌナズナ in vitro 受精系の確立：各種マーカーラインや変異体ストックが豊富なシロイヌナズナを
用いた in vitro受精系の開発を、名古屋大学の東山研究室と共同研究として進めている。現在、シロイヌナ
ズナ配偶子の単離法を習得し、次のステップである細胞融合電圧及び、融合時のマンニトール溶液の浸透

圧調整に取り組んでいる。（大西、永原（名大）、東山（名大）、岡本龍） 
 
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過剰発現イネのラインは、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、海外コロンビア(CIAT)（２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による抑制に関わる因子の解析も進めた。その結果、SA 誘
導性の転写因子 WRKY76 が RSOsPR10 の 抑制に働いている可能性が変異体を用いた実験から示された。
（吉田、南＊、西澤＊（＊資源研）） 
さらに、下記のプロモーター解析から、RSOsPR10 遺伝子上流に存在する W-box に本因子が結合するこ

とがゲルシフトにより明らかになった。 
②プロモーター解析を、RSOsPR10遺伝子上流 2 kb、3 kb、4 kbに GUSレポーターを繋いだコンストラクト
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を導入した形質転換イネを用いて進めた。その結果、幼苗を用いた定量 RT-PCRによる発現解析から、3 kb
および 4 kb植物体において GUS遺伝子が JA、および ETに応答して根特異的に誘導されること、また、JA
応答性及び SAによる抑制を制御する配列が上流 2～3kbの領域に存在する可能性が示唆された。さらに、
これらの形質転換体の GUS 染色による発現部位の観察により、JA、ET による強い誘導が根の側根原基お
よび発達中の根端先端組織に見られた。これらの強い誘導性発現は SA同時処理によってほぼ完全に抑制さ
れることが確認された。（吉田、行田、岡本龍、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
E2-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を確立した。その結果、遺伝子上流 3kb付近にある GCC-boxが RSOsPR10遺伝
子の JA による誘導に関与する可能性が示唆された。今後は複数ある GCC-box のどの配列が関与するかを
変異の作成や配列の削除などにより検討していく。（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た。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、岡本龍、小柴） 
 
５）イネの収量を増加する遺伝子の発見  
独法・国際農林水産研究センター、農研機構のグループによるインド型イネ品種での収量増加にかかわる

遺伝子の研究について、特に IAAの関わりでの共同研究を進めた。その成果がアメリカ科学アカデミー誌に
掲載された。（西村（生物研）、小柴、藤田＊、小林他＊（＊国際農林水産研究センター、農研機構） 
 
６）新病害の同定及び植物病原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、近年活発になっている壁面緑化という特殊環境

に用いられる植物ついての病害研究はほとんどなされていない。今年度は壁面緑化の代表的植物であるツタ

の病害に関し検討を行った。また、植物病原担子菌の胞子形成の初期過程である殻融合誘導機構に及ぼす要

因について、植物側の因子に着目して研究を行った。（古川） 
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清水崇史、宮川慎也、升島努、小柴共一、瀬尾光範「一細胞からの植物ホルモン定量分析法の確立」植物化学調節
学会第 47回大会（10月、新潟） 

Suzuki, H., Okamoto, A., Koshiba, T. ”Rapid modification of ZmPHOT1 after blue light stimulation in maize coleoptiles” 日
本植物学会第７７回大会（９月、札幌） 

Suzuki, H., Nishimura, T., Kadota, A., Kanegae, T., Koshiba, T. “Blue light regulation of ZmPHOT1 and ZmPHOT2 gene 
expression and a possible involvement of Zmphot1 on phototropism in maize coleoptiles” 第 55回日本植物生理学
会年会（3月、富山） 

瀬尾光範、升島努、小柴共一「1細胞ホルモン分析による植物環境応答の細胞レベルの解析」2013年度	 新学術領
域研究「植物環境感覚」第 2回班会議	 (3月、京都) 

橋本恵、成川苗子、佐藤繭子、若崎眞由美、岡本龍史、豊岡公徳「電顕アトラス法を用いたシロイヌナズナ根端組
織における ER body様構造体の分布と超微形態解析」植物生理学会	 第 77回大会（3月、富山） 

橋本恵、成川苗子、佐藤繭子、若崎眞由美、岡本龍史、豊岡公徳「シロイヌナズナ根端組織における ERボディ様
構造体の分布と超微形態解析」日本顕微鏡学会第３８回関東支部講演会（3月、東京） 

古田顕尚、岡本龍史「イネ卵細胞・受精卵への物質導入系の確立」日本植物学会第 77回大会（9月、北海道） 

宮川慎也、千葉康隆、菅野裕理、小柴共一、神谷勇治、瀬尾光範「ナズナNRT1/PTRファミリーの植物ホルモン輸送活性」
植物化学調節学会第 47回大会（10月、新潟） 
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山本昂宏、吉田悠里、行田敦子、宮本 皓司、岡田 憲典、小柴共一「イネのストレス応答遺伝子 RSOsPR10 の発現
制御機構の解明」日本植物学会第７７回大会（９月、札幌） 

吉田悠里、行田敦子、山本昂宏、古田顕尚、岡本龍史、小柴共一「イネの根特異的ストレス応答遺伝子 RSOsPR10
のプロモーター解析」日本植物学会第７７回大会（９月、札幌） 

 
授賞  
日本植物生理学会 PCP論文賞 (2014.3.19) 
Nishimura, T., Matano, N., Morishima, T., Kakinuma, C., Hayashi, K., Komano, T.,  Kubo, M., Hasebe, M., Kasahara, 

H., Kamiya, Y., *Koshiba, T. (2012) Identification of indole-3-acetic acid transport inhibitors including compounds 
affecting cellular PIN trafficking by two chemical screening approaches using maize coleoptile systems. Plant Cell 
Physiol. 53: 1671-1682. 	  

 
＊その他、国内セミナー、講演会などで発表を行った。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。 
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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（D2）、鈴木理滋（M2）、野口あや

（M2）、林下瑞希（M2）、高橋俊樹（M2）、早川万紀子（M2）、関裕之（M1）、牛尾ちづる（M1）、田中花実

（卒研生）、土屋悠吾（卒研生）、保木優梨子（卒研生）、小竹咲也子（卒研生）、渡邉礼華（卒研生）、中島健

悟 （卒研生） 

	  

2. 研究紹介  
	 当研究室は、「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 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。 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
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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

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 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 
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口頭発表  

2. Kawahara, H. (2013) BAG6 is essential for selective elimination of aggregation-prone defective proteins. 
"The Ubiquitin-Proteasome System: From Basic Mechanisms to Pathophysiological Roles", 35th Naito 
Conference 第３５回内藤カンファレンス	 平成２５年７月２２-２５日	 ガトーキングダム札幌 

3. 川原裕之（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 -」物構研

談話会	 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 

4. 川原 裕之 (2013) 日本生化学会シンポジウム講演	 「BAG6複合体による新しい新合成ポリペプチドの品

質管理機構	 BAG6 complex regulates the biogenesis of aggregation-prone membrane proteins.」第８６回 日本

生化学会 年会	 平成２５年９月１１-１３日	 パシフィコ横浜 

5. 野口 あや, 川原 裕之, 横田 直人 (2013) 「Tis11B/Dのリン酸化依存的な局在変化と分解制御機構	 The 

localization and degradation of Tis11B/D are dependent on their phosphorylation state.」  第８６回 日本生化学

会 年会	 平成２５年９月１１-１３日	 パシフィコ横浜 

6. 鈴木 理滋, 福田 有里, 横田 直人, 川原 裕之(2013) 「UBQLN4によるタンパク質品質管理機構The 

function of UBQLN4 in protein quality control 」	 第８６回 日本生化学会 年会	 平成２５年９月１１-１３

日	 パシフィコ横浜 

7. 鈴木 理滋, 福田 有里, 横田 直人, 川原 裕之(2013) 「UBQLN4によるタンパク質品質管理機構The 

function of UBQLN4 in protein quality control 」	 第８６回 日本生化学会 年会	 平成２５年９月１１-１３

日	 パシフィコ横浜 

8. 林下 瑞希, 横田 直人, 川原 裕之	 (2013) 「新規BAG6複合体構成因子の同定と解析	 Analysis of novel 

BAG6 interacting proteins 」	 第８６回 日本生化学会 年会	 平成２５年９月１１-１３日	 パシフィコ横

浜 

9. 高橋 俊樹, 川原 裕之	 (2013) 「SAP18を介した Patched 1新規機能の解析	 A novel function of Patched1 

mediated by SAP18」第８６回 日本生化学会 年会	 平成２５年９月１１-１３日	 パシフィコ横浜 

10. 八巻 優佳,八田 知久,賀川 裕貴,佐伯 泰,夏目 徹,田中 啓二,川原 裕之 (2013)「ヘッシホック受容体

Patched 1と相互作用するユヒキチン化酵素群の同定とその機能解析」	 第３６回 日本分子生物学会 年

会	 平成２５年１２月３-６日	 神戸ポートアイランド 

11. 早川 万紀子,八田 知久,岩崎 茜,佐伯 泰,夏目 徹,田中 啓二,川原 裕之 (2013) 「Shh シクナルに依存的

な選択的スフライシンク制御機構の解明」	 第３６回 日本分子生物学会 年会	 平成２５年１２月３-

６日	 神戸ポートアイランド 

12. 賀川 裕貴,藤田 康平,重見 善平,渡部 匡史,川原 裕之,藤室 雅弘 (2013)「カホシ肉腫関連ヘルヘスウイル

ス(KSHV)はSonic hedgehog(Shh)シクナル伝達経路を介して、感染細胞の生活環を調節している」第３６回 

日本分子生物学会 年会	 平成２５年１２月３-６日	 神戸ポートアイランド 

13. 林下瑞希(2013)「ERAD における新規 BAG6 結合タンパク質の機能解析」バイオカンファレンス２０１

３、首都大	 平成２５年１１月８日 

14. 高橋俊樹(2013)「SAP18 による新規ヘッジホッグシグナル制御機構の探索」バイオカンファレンス２０

１３、首都大	 平成２５年１１月８日 

15. 川原裕之(2013)「UBAドメイン蛋白質を介したシグナル配列不良型膜蛋白質の代謝調節」科研費新学術領

域研究「ユビキチンネオバイオロジー」第２回領域班会議	 平成26年12月11日-13日, 熱海ニューフジヤホ

テル 
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16. 横田直人(2013)新学術若手シンポジウム「BAG6複合体による，膜タンパク質代謝に関する研究」科研費

新学術領域研究「ユビキチンネオバイオロジー」第２回領域班会議	 平成26年12月11日-13日, 熱海ニュー

フジヤホテル 

17. 野口	 あや(2013)新学術若手シンポジウム「RNA結合タンパク質ZFP36L2はリン酸化を介して代謝と活性

が制御される」科研費新学術領域研究「ユビキチンネオバイオロジー」第２回領域班会議	 平成26年12

月11日-13日, 熱海ニューフジヤホテル 

18. 鈴木	 理滋(2013)「UBQLN4複合体が司る膜タンパク質の新しい品質管理機構」科研費新学術領域研究「ユ

ビキチンネオバイオロジー」第２回領域班会議	 平成26年12月11日-13日, 熱海ニューフジヤホテル 

19. 林下	 瑞希(2013)「タンパク質品質管理における新規BAG6結合タンパク質の同定と機能解析」科研費新

学術領域研究「ユビキチンネオバイオロジー」第２回領域班会議	 平成26年12月11日-13日, 熱海ニューフ

ジヤホテル 

20. 牛尾ちづる(2013)「BAG6-Ubl4a複合体の動態に及ぼすポリグルタミン凝集体形成の影響解明」科研費新学

術領域研究「ユビキチンネオバイオロジー」第２回領域班会議	 平成26年12月11日-13日, 熱海ニューフジ

ヤホテル 

21. 八巻優佳(2013)「E3リガーゼZYG11Bによる細胞分化制御に関わる研究」科研費新学術領域研究「ユビキ

チンネオバイオロジー」第２回領域班会議	 平成26年12月11日-13日, 熱海ニューフジヤホテル 

22. 関	 裕之(2013)「TALEN法を用いた12回膜貫通タンパク質Patched1欠損細胞株の確立」科研費新学術領域

研究「ユビキチンネオバイオロジー」第２回領域班会議	 平成26年12月11日-13日, 熱海ニューフジヤホテ

ル 

23. 高橋	 俊樹(2013)「ユビキチンフォールドタンパク質SAP18によるヘッジホッグシグナルの制御機構」科

研費新学術領域研究「ユビキチンネオバイオロジー」第２回領域班会議	 平成26年12月11日-13日, 熱海ニ

ューフジヤホテル 
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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（D5/特任研究員），山口 慶（D4），小川佳孝（D4），磯部琴葉（D3），里村和浩（D3），王 瑞鵬（D3），

岩本栄介（D1），粕谷菜月（D1），岩崎祐磨（M1），宮下孝幸（M1），秋山礼良（卒研生），市川里紗（卒研

生），中村 遥（卒研生），山本真玄（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

ため，微生物に対する生体防御に重要な役割を担う抗菌ペプチドの分子進化についての研究を行っている． 

キイロショウジョウバエ種群の主要な抗菌ペプチドである Drosomycinをコードする遺伝子群の中で，特に

コピー数の種間変異が著しい Dro3 について， D. melanogaster, D. suzukii, D. eugracilis, D. lutescens, D. 

takahashiiの 5種を用い, 成虫での発現パターンを調べた．その結果，Dro3の発現パターンは種間, コピー間

で異なることが明らかとなった．（宮下，田村）また，高いコピー数変異の原因を探るため，遺伝子重複と転

移因子との関連を調べたが，それらの間に有意な相関はみられなかった．（市川，田村） 

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い，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が 2 種間で

大きく異なることを明らかにした．また，クロショウジョウバエのゲノム中に，これまで知られていない抗

菌ペプチド遺伝子が存在する可能性を見出した．（瀬戸，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元来，熱帯・亜熱帯に生息していたが，1980年代後半から温帯である西日本でも

生息が確認されるようになった．本種の温帯への環境適応の要因と考えられる，低温耐性の遺伝機構につい

て研究している．25℃で飼育したアカショウジョウバエを 20℃で順化すると低温耐性が向上するとことがわ

かっている．そこで RNA-seq法を用い，低温順化によって発現量が変化する遺伝子を網羅的に探索し，得ら

れた遺伝子をキイロショウジョウバエの GAL4/UAS・GAL4/RNAi系を用いて過剰発現・ノックダウンした．

その結果，Sdrの過剰発現および CG14153のノックダウンによって，キイロショウジョウバエでも低温耐性

が向上することが分かった．一方，キイロショウジョウバエも低温順化によって低温耐性は向上するが，こ

れらの遺伝子の発現量は変化しなかった．これらの結果から，Sdrと CG14153は，アカショウジョウバエと

キイロショウジョウバエのどちらの種においても低温耐性を向上させるはたらきがあるが，低温順化による

低温耐性向上にかかわる遺伝子は 2 種間で異なることが分かった．（磯部，高橋，田村）また，いろいろな

地域集団について Pepck 遺伝子の上流領域の塩基配列を比較解析したところ，日本の集団では自然選択によ

って変異が減少し，特定の配列に偏っていることが示唆された．（中村，田村） 
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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，常染色体が X，Y 染色体と結合してできたもので，常

染色体由来の部分を調べれば，性染色体の進化の初期段階が分かる．そこで，これらの染色体における遺伝

的多様性を 27遺伝子の塩基配列を用いて解析した結果，Neo-Y染色体上の遺伝子の多様度が予想される以上

に高いことが分かり，Neo-X，Neo-Y 染色体間の組換えが Neo-X，Neo-Y 染色体の形成後もある程度続き，

その後抑制された歴史を反映していると考えられた．（里村，田村） 

4）ショウジョウバエの分子系統解析  
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)に属するショウジョウバエの系統関係について，次世代 DNAシーケンサーを活用し，

多数の遺伝子を用いた解析を行っている．本年度は quinalia 群に属する D. funebris，D. annulipes，D. 

maculinotata，や Scaptomyza graminumの cDNAの配列を網羅的に決定し，それらを既存のゲノムデータに加

えた配列アライメントの作製を行った．（岩崎，瀬戸，田村）  
5）分子系統解析に関する理論的研究およびバイオインフォマティクス  
	 分子系統解析の方法理論に関して，コンピュータシミュレーションを用いた検証や，新たな方法理論の開

発を行っている．また，それらを実装した分子進化・分子系統解析ソフトウェアの開発も行っている． 

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と呼ばれているが，特

に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，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，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，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）また，分子系統樹推定では，塩基

配列やアミノ酸配列の置換パターンの一定性が仮定される．そのため，置換パターンが他と異なる配列が含

まれる場合，推定精度は低下する．そこで，そのような配列を特定し，除外することによって推定精度を改

善する方法について研究している．（岩本，田村） さらに，本年度から，多重配列アライメントを必要とし

ない系統解析法の研究を開始した．（山本，田村） 

分子進化・分子系統解析のためのソフトウェア，MEGA6，を開発し，公表した．本バージョンでは，昨年

度に開発，公表した，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実装した．（田

村，１Kumar，：１アリゾナ州立大学） 

6）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，複製機構を研究した．本年度は，LM-PCR 法を

用いて複製の開始点を決定した．（Le，田村） 

7）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の自然集団では体色に変異（濃淡）が見られるが，色素分子の代謝酵素をコード

する ebony の発現変異がこれらの体色変異を生み出す要因であることがわかっている．色素分子の代謝には

ebony以外にも多くの代謝酵素が関与するため，キイロショウジョウバエの体色変異には ebony以外の遺伝子

が関与する可能性も考えられる．本研究では，キイロショウジョウバエの体色変異に関わる遺伝子とその発

現変異の制御機構を分子レベルで明らかにするため，cis 制御された遺伝子発現量（cis 発現量）を高精度で

定量する実験系を構築し，自然集団由来 DGRP 系統における代謝酵素 4 遺伝子の cis 発現量と体色変異の間

で相関解析を行った．その結果，cis制御された ebonyの発現変異が DGRP系統における体色多型を生み出す

主な要因であることが明らかになった．一方，ebony 以外の遺伝子は体色変異には関与していないことも明

らかになった．（宮城，高橋） 
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8）キイロショウジョウバエ体色変異と関連する生態学的要因の解析  
キイロショウジョウバエの体色変異に関連し，いくつかの先行研究において，体色と標高，体色と緯度と

の間に正の相関関係が見られることが示されている．本研究では，緯度・標高の変化と関連していると考え

られるいくつかの環境要因の中から温度に注目した．ebony 遺伝子はキイロショウジョウバエの体色の濃淡

に深く関わっていると考えられている．Actin5C-GAL4 と UAS-ebony-IR を掛け合わせて全身で ebony 遺伝子

がノックダウンされた F1と遺伝的バックグラウンドの等しいコントロール個体の低温耐性を比較した結果，

ebony遺伝子をノックダウンした体色の濃い個体では，コントロールよりも低温下（1℃24時間）での生存率

が高いことが明らかとなった．（秋山，高橋） 

9）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．昨年度までに，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 を行っており，本年度はそのデータ解析を進めた．その結果，遺伝子発現変異に対するシス

変異の割合を推定することができた．また，性に偏りのある発現をする遺伝子については，雌雄の発現制御

の違いなど，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国立

遺伝学研究所) 

10）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

動きに着目して行動のビデオ画像を取得した．（高橋） 

11）ショウジョウバエと寄生蜂間の軍拡競争に関する遺伝学的解析  
ショウジョウバエと寄生蜂間の軍拡競争に関わる遺伝的要因を明らかのしていくことを目標に，本年度は

ショウジョウバエに寄生することが知られているAsobara japonicaやLeptopilina heterotomaなど複数種の寄生

蜂をキイロショウジョウバエの野生型系統 Canton-Sを含む様々なショウジョウバエに寄生させ，寄生率の違

いを比較した．その結果，同じ寄生蜂に対してキイロショウジョウバエの近縁種間や，キイロショウジョウ

バエの異なる系統間で寄生率が異なることが明らかになった．また，その要因の一つとして蜂が寄生するシ

ョウジョウバエ種を選択している可能性があることが明らかとなった．（粕谷，高橋）  

 
3. 研究発表 
 
誌上発表   
Tamura K, Stecher G, Peterson D, Filipski A, Kumar S. (2013) MEGA6: Molecular Evolutionary Genetics Analysis 

version 6.0. Mol Biol. Evol. 30:2725-2729.  

Seto Y, Tamura K. (2013) Extensive Differences in Antifungal Immune Response in Two Drosophila Species Revealed 

by Comparative Transcriptome Analysis. Int. J. Genomics 2013:Article ID 542139. 

Ohta S, Seto Y, Tamura K, Ishikawa Y, Matsuo T. (2013) Identification of odorant-binding protein genes expressed in 

the antennae and the legs of the onion fly, Delia antiqua (Diptera: Anthomyiidae). Applied Entomology and Zoology, 
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瀬戸陽介，田村浩一郎（2013）ショウジョウバエにおける抗真菌免疫応答の比較トランスクリプトーム解析	 
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磯部琴葉，高橋文，田村浩一郎（2013）Gal4-UASを用いたアカショウジョウバエの低温耐性候補遺伝子の機能
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岩本榮介，田村浩一郎（2013）置換パターンの異質性が引き起こす系統推定精度の低下と配列の除外による解
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の集団遺伝学的解析	 日本遺伝学会第85回大会（横浜） 

宮城竜太郎, 長田直樹, 高橋文 (2013) ショウジョウバエ自然集団内アレルサンプルにおけるドーパミン合
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術領域研究「ゲノム・遺伝子相関」平成 25年度若手の会（千歳） 
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−46− 

神経生物学研究室  
 
1．構成 
黒川	 信(准教授)，矢澤	 徹(助教)，山田沙佳(D2)，奥溪真人(M1), 久保茂男(M1)，矢崎育子(客員研究員)，

田中浩輔(客員研究員)，森元（客員研究員)，田口正敏(客員研究員) 

 

2．研究紹介 
	 神経生物学研究室では動物行動の生理機構を解明するために、主にアメフラシやオオグソクムシなどの海

産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による調節機構を調べ、摂食や生殖

などの行動の神経機構の解析を進めている。比較生理学的視点から、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、クルマエビ、イ

セエビ)などを実験動物として用いている。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。 

	 また、東京都島しょ農林水産総合センター、国立環境研究所等と連携して、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 2004年 8月から継続している。 

 

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)は数多くの多様な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 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すでに明らかにしている。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いた。従来の実験

では、消化管を部位毎に摘出し、特定の部位に注目して神経支配を調べて来たのに対し、本年度は、新たに

導入した運動画像解析システムを用いて、消化管系全体標本で神経活動と各部位の運動を同時記録する系を

確立した。これにより食道、そ嚢、前砂嚢、後砂嚢、腸にそれぞれ数点ずつ置いた自動追尾ポイント間の距

離変化を計測することで 部位間の連動運動が解析可能となった。その結果、アメフラシでは、ペースメーカ

ーに起原する自律運動は後砂嚢で発現しそ嚢に伝播するのに対し、トゲアメフラシではそれはそ嚢で発現し
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た後、後砂嚢に伝播していることが明らかになった。(黒川) 

 

	 アメフラシの消化管に対する神経支配ではセロトニン作動性の神経支配の存在が知られている。しかしそ

の由来について、消化管神経系にセロトニン作動性のニューロン細胞体が存在しない事から、中枢神経系由

来であると考えられているものの、中枢のどの神経節にニューロン細胞体があるのかが永く不明である。消

化管へは口球神経節から伸びる食道神経による神経支配がよく調べられているが、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ている。腹部神経節から出る貯精嚢神経は貯精嚢と胃食道動脈へ

向かう２本に分岐し、後者はさらに分岐を繰り返しながら胃食道動脈に沿って走行し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。そのうちセロトニン免疫陽性反応を示した複

数のニューロンが消化管の外来性神経支配を担う候補ニューロンと考えられた。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。セ

ロトニンと FMRFamide の投与実験では、セロトニンは末梢ニューロンの抑制を介して神経原性運動を抑制

した。FMRFamideは末梢ニューロンには影響せず、神経原性運動の収縮力を増強した。 (山田・黒川) 

 

ムラサキイガイ(Mytilus galloprovincialis)の摂食様式は繊毛粘液摂食と呼ばれ、鰓の繊毛運動による粒子輸

送と唇弁を用いた粒子選別が関わる。鰓の繊毛運動は、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、鰓神経を経由して神経支配していることが知られてい

る。一方、唇弁に関してはその筋肉や繊毛の制御および粒子選択の仕組みなどについてその詳細は殆ど明ら

かになっていない。唇弁の神経支配を明らかにするために、まずグリオキシル酸蛍光組織化学法によりモノ

アミン検出を行ったところ、唇弁の前後軸に沿って多数のモノアミン神経繊維束が走行し、稀に直径約 10μm

の細胞体様構造も存在することがわかった。唇弁上の襞にはその神経繊維束からバリコースを伴う神経プロ

セスが伸び、襞上部には細胞体様構造が存在した。抗セロトニン抗体による免疫細胞化学的実験では、唇弁

の前後軸に沿った神経繊維束や襞に存在するバリコースを伴う神経プロセスが免疫陽性を示した。また、唇

弁基部には、免疫陽性を示す複雑なネットワーク構造も観察された。しかし、細胞体様構造には免疫陽性反

応は見られなかった。唇弁には中枢神経系由来の外来性セロトニン作動性神経支配があり、またドーパミン

作動性の末梢ニューロンが内在すると考えられた。（奥溪・黒川） 

 

b）生殖行動の神経支配：雌雄同体のモノアラガイの交尾では、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。雄の交尾行動の中で、包皮を反転させ陰茎を突出させる行動に関わる神経の探索

を行なった。包皮に付属する陰茎牽引筋は右側脳神経節から伸びる陰茎神経により支配されている。本研究

では、陰茎神経の３本の主分枝のインパルス活動の細胞外誘導と包皮、牽引筋の運動の同時記録により、神

経支配機構の解析を進めた。（久保・黒川） 

 

	 c）アメフラシの比較行動生理学：アメフラシ類のなかには、巨大アメフラシ；ゾウアメフラシ(Aplysia 

gigantea)や泳ぐアメフラシ；ショウワアメフラシ(A. extraordinaria)など、近年になって初めて日本沿岸での分

布が確認された特徴的な種がいる。また世界的な広い分布が知られているアマクサアメフラシ(A. juliana)と考

えられてきた個体の中に遺伝的にも形態学的、行動学的にも異なる個体が含まれていることを発見した。こ
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れらのアメフラシ類の日本沿岸での分布調査を進めるとともに、行動生理学的特徴を調べている。(黒川) 

 
２）節足動物等を用いた研究  

	 a）甲殻類および昆虫を動物モデルとして使用し心拍調節の研究をした。モデルの心電図の DFA解析によ

り Fearや Stressが数値化できることを明らかにした。その手法がヒトにも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の研究を継続した。十
脚類クルマエビを用い、消化管の神経支配を解剖学的及び電気生理学的に調べた。消化管は胸部の胃、腹部

を貫く小腸、および尾部の直腸に分けられたこの中で腹部第６神経節伸びる神経が、直腸に沿って前方に走

行していることが観察された。この直腸神経への頻回刺激は、直腸に律動的収縮を惹起した。しかし、刺激

頻度と律動収縮頻度は１対１には対応せず、直腸筋の収縮が惹起されたものと考えられた。直腸単離標本に

おいて、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。一方弛緩効果を示す物質は発見できなかった。これらの興奮効果は 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。さらにアトロピンが直腸神経刺激を抑制するこ

とがわかった。したがって、直腸神経には、コリン作動性の直腸興奮性神経繊維が含まれることが示唆され

た。 (田中・黒川)	  

 
３）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) 
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植物環境応答研究室  
 
1. 構成 
門田明雄、鐘ヶ江健、近江泰明（D3）、豊田麻那（M2）、木村泉美（M1）、石井 遥（卒研生）、木村優希（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。 

 

ゼニゴケの赤色光による無指向的な葉緑体光定位運動と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。この赤色光による定位運動では、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。経時的に調べたところ、赤色光照射 2-8時間で細胞表面の葉緑体数が大きく増加し、24時間まで緩

やかに増加することがわかった。遠赤色光との同時照射によっても、この赤色光による運動は阻害されない

が、光合成阻害剤 DCMUの添加により阻害され、この無指向的な葉緑体光定位運動が光合成依存の反応であ

ることが示唆された。暗所下では葉緑体上にはほとんど cp-actin filamentが認められないが、赤色光を 2-4時

間照射すると葉緑体上に cp-actin filament が形成される。このことから、葉緑体の移動に cp-actin filamentが

役割を持つことが考えられる。細胞質のアクチンフィラメントでは赤色光照射により、アクチンフィラメン

トの束化が示唆された。（豊田、門田） 

 

ヒメツリガネゴケの葉緑体光定位運動でのアクチンフィラメント構造変化を解析する実験

系の再検討  
葉緑体光定位運動とアクチンフィラメント構造変化(アクチンメッシュワーク形成)の定量的な関係を調べ

ることを目的に、実験系の再検討を行った。5 分間隔のインターバル撮影で合計 3 時間から 5 時間程度の

透過光画像とアクチン蛍光画像を撮影し、画像解析に耐えうる実験系を検討したが、 適な実験系を見つけ

ることができていない。今後は、観察用細胞の培養方法、観察用試料の作製方法、蛍光顕微鏡の観察方法な

どの問題点の解決とさらなる検討が必要である。(近江、門田) 

 

ヒメツリガネゴケ葉緑体運動時の葉緑体アクチンフィラメント形成と CHUP1顆粒の関係  
	 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。ヒメツリガネゴケの GFP-CHUP1、tdTomato-talin発現株を用いた解析から、CHUP1

は葉緑体周縁部に顆粒状に存在すること、青色微光束照射により葉緑体の逃避運動、集合反応を誘導すると、

光定位した葉緑体上に多くの 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
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部分と一致する。定位部分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

ため、ヒメツリガネゴケにおいてもCHUP1顆粒が cp-actin filamentの形成に働くことが強く示唆されている。

そこで、青色光微光束照射下で、CHUP1顆粒と cp-actin filamentの同時観察を行い、葉緑体光定位運動時に

CHUP1顆粒から cp-actin filamentが形成されるかどうかを調べている。（石井、笠原*、門田	 *立命館大） 

 

ヒメツリガネゴケ  フォトトロピンの機能及び局在解析  
	 ヒメツリガネゴケでは 4つのフォトトロピン遺伝子 (PHOTA1, PHOTA2, PHOTB1, PHOTB2) が単離されて

おり、それぞれの遺伝子の変異体を用いて様々な解析が行われている。しかし、個々の遺伝子機能解析には

3重変異体が必要であり、 PHOTA1 を除いて解析ができていない。また、ヒメツリガネゴケ原糸体は青色光

照射により分枝を形成するため、青色光誘導の光屈性反応を解析することが困難である。そのため、ヒメツ

リガネゴケのフォトトロピンが青色光依存の光屈性反応を制御する光受容体として機能しているかどうかは

不明である。そこで、本研究では青色光による分枝形成の光屈性への影響を回避できる系として、シロイヌ

ナズナのフォトトロピン欠失変異体 (phot1-5 phot2-1) にヒメツリガネゴケの 4つのフォトトロピン遺伝子そ

れぞれを導入することで、個々の遺伝子機能を解明することを目指している。形質転換した植物体を用いて

青色光誘導の光屈性反応を解析した結果、PHOTA2, PHOTB1, PHOTB2 を発現させた形質転換体で光屈性反

応を回復する傾向が示された。また、それぞれのフォトトロピン分子の細胞内局在部位を解析したところ、

暗所で培養した植物体において 4 つのフォトトロピン分子それぞれの細胞膜近傍への局在が観察された。今

後、導入した遺伝子のタンパク質レベルでの発現量の確認とともに、それぞれのフォトトロピンが制御する

反応の光強度依存性を調べて行く予定である。（木村（優）、鐘ヶ江） 

 
フィトクロム 3の細胞内における局在部位の解明  
	 ホウライシダで発見されたフィトクロム３はシダ植物がもつ特殊な光受容体であり、植物の代表的な赤色

光受容体であるフィトクロムの N末端部分に青色光受容体フォトトロピンの全長が融合した構造をもつ。フ

ィトクロム 3 は、一般的な植物では青色光でしか誘導されない葉緑体光定位運動や光屈性を、青色光だけで

なく赤色光依存でも誘導することができる光受容体である。本研究ではこの特徴的な光受容体におけるシグ

ナル伝達機構の解明の第一歩として、細胞内におけるフィトクロム３の局在部位を明らかにすることを目的

としている。ホウライシダでは安定した形質転換法が確立していないため、モデル植物のシロイヌナズナ内

で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発現させることにより、フィトクロム 3の局在

部位の解明を行なっている。さらにシロイヌナズナのフィトクロムやフォトトロピンでは細胞内局在部位が

光照射の影響を受けることから、フィトクロムとフォトトロピンの両方の構造をもつフィトクロム 3 も光照

射依存的に局在部位を変動させるかについて観察を行なっている。（木村（泉）、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 (PHY-CBD) が配置した構造を持つ。PHY3を構成する N末端、

C 末端各ドメインの特性を解明するため、PHY-CBD と phot 領域をシロイヌナズナの相当するドメインと

置換した改変 PHY3遺伝子を構築している。ドメイン置換する PHY-CBDは PHYAおよび PHYB由来のもの

を、photは phot1由来のものを用い、シロイヌナズナ phot欠失変異体に導入して機能相補実験を進める予定

である。（鐘ヶ江） 
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ホウライシダ ESTデータベース AcESTを用いた比較ゲノム解析  
	 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。今年度は植物遺伝子の

パブリックデータベースを利用した比較ゲノム解析を開始した。発生・形態形成・植物ホルモン・二次代謝

生合成経路、光シグナル伝達関連因子などの個別の事象に着目した解析に加え、シダ植物ならではの隠花植

物と顕花植物、維管束植物と非維管束植物という視点からの比較も行っており、シダ植物に特徴的な遺伝子

の探索を進めている。すでに幾つかの興味深い遺伝子がピックアップされており、今後各遺伝子機能の解析

を進めていく予定である。（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） 
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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）、山本浩平（D4）、菅野菜々子（D3）、広瀬節子（D2）、諸星聖（D2）、福島俊一（D1）、

楠木綿太（M2）、畑中惟（M2）、小島素樹（M1）、田井雄飛（M1）、西原亜理沙（M1）、加藤千鶴（B4）、

神谷直毅（B4）、合志真衣（B4）、藤井格（B4）、堀口航平（B4）、坂庭眞吾（共同研究員） 

 

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）細菌の生存戦略  
1-a. 紅色光合成細菌の飢餓生残性とエネルギー供給  

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を用いた実験により、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。また、生残性を種間で比較した結果、

特に Rhodopseudomonas palustrisは暗所でも飢餓に対して耐性が高いことを示してきた。そこで、R. palustris

を対象に明条件と暗条件における飢餓生残状態を特徴づけるため、細胞内代謝産物および転写産物を網羅的

に解析した。 

R. palustris CGA009を光従属栄養的に培養し、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、その時点から明条件と暗条件にわけた。まだ高い生残性を維持している飢餓５日目に細胞を集

菌し、代謝産物解析（メタボローム解析）とマイクロアレイによる網羅的転写解析を行った。代謝産物解析

の結果、12 種類のアミノ酸が明条件で顕著に蓄積していた。暗条件下ではグルタミン酸、アスパラギン酸、

リシンの 3種が明条件よりも多く検出された。解糖系および TCA回路のほとんどの代謝産物が暗条件下の細

胞で多かった。転写解析でもアミノ酸やタンパク質生合成関連の発現遺伝子数が明条件で多い傾向にあった。

一方、暗条件下では、無機イオンの輸送や代謝に関わる遺伝子の転写が特徴的であった。 

炭素源飢餓による非増殖条件で生存性を維持しているとき、細菌の生合成・転写状態は細胞のエネルギー

状態によって異なることが明らかになった。明暗条件における代謝産物量の違いから、光照射があると中央

代謝成分の含量を下げ、生合成系に代謝が偏ると考えられた。この違いは、転写解析の結果からも支持され

た。ATP供給量が高いときには、タンパク質の分解・再合成が活発に進み、ATP供給量が限定的になると低

コストで生存性を維持していることが示唆される。（菅野、春田、松浦） 

 

1-b. Bradyrhizobium属細菌の光合成色素発現特性  
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Bradyrhizobium 属細菌のなかには、光合成色素を有する株が知られている。ただし、光合成によるエネル

ギーだけでは生育できず、好気従属栄養的に生育する。本研究では、このような Bradyrhizobium 属細菌につ

いて、その光エネルギーの利用性を解明することを目的とし、今年度は複数の分離株を用いて光合成色素の

発現条件を検討した。 

ゲノム配列が既知の Bradyrhizobium sp.ORS278株、Bradyrhizobium sp. BTAi1株、Bradyrhizobium sp. S23321

株、Bradyrhizobium oligotrophicum S58を用いて、比較した。既報の生育条件を参考に「好気振とう、16h/8h

明暗サイクル、光源・白熱球、27℃」で培養し、培養液の吸収スペクトルを解析した。S23321株を除く三株

（ORS278株、BTAi1株、S58株）においてバクテリオクロロフィル aにあたる 875 nm付近の吸収ピークを

検出することができた。また、この発現は恒暗条件や恒明条件ではほとんどみられなかった。ただし、酸素

供給が制限される条件では、光照射条件の影響は受けにくくなった。次に、白熱球の代わりに LEDを光源と

して用いて培養を試みたところ、740 nmの連続光照射条件で ORS278株および S58株において、光合成色素

の発現を確認することができた。以上の条件をもとに、光照射および光合成色素の発現が、生育速度や生残

性に与える影響を解析している。（田井、松浦、春田） 

 

1-c. 紅色光合成細菌の脱窒能が亜硝酸による生育阻害に与える影響  

亜硝酸は環境中において微生物の代謝で生産されるが、反応性が高く毒性があることが知られている。脱

窒は、硝酸や亜硝酸などの酸化的無機窒素化合物を窒素ガスにまで還元する嫌気呼吸である。紅色光合成細

菌には、光合成だけでなく、脱窒能を併せ持つものが知られている。本研究では脱窒能と亜硝酸の毒性との

関係を明らかにするため、脱窒特性の異なる紅色光合成細菌（Rhodobacter sphaeroides IL106株、S株、2.4.1

株）を用いて、亜硝酸に対する感受性の違いを解析した。IL106 株および S 株は、硝酸から窒素ガスまで脱

窒するが、IL106株は S株に比べ脱窒活性が高い。2.4.1株は、亜硝酸還元酵素および亜酸化窒素還元酵素を

欠いている株である。 

紅色光合成細菌三株について、嫌気・光照射下・30℃の光合成条件下で生育試験を行い、生育に与える亜

硝酸の影響を評価した。その結果、IL106株が も亜硝酸に対する感受性が高く、2 mM亜硝酸の添加でも生

育抑制がみられた。この時、IL106 株の培養液中の亜硝酸濃度を定量したところ、培養時間とともに減少し

ていることが分かった。一方、好気・暗条件で培養したところ、2 mM 亜硝酸による生育抑制はみられず、

亜硝酸濃度の減少もほとんどなかった。 

以上の結果から、R. sphaeroides において、亜硝酸よりも亜硝酸の還元産物である一酸化窒素（NO）が大

きく毒性に関わっていると示唆された。好気条件では、脱窒関連遺伝子の発現が抑制されているため、亜硝

酸還元が進まず、2 mM亜硝酸による影響を受けにくかったと考えられる。ただし、10 mM亜硝酸では亜硝

酸還元酵素にかかわらず、生育抑制を受けたことから、高濃度では別の毒性機構が働いていると予想される。

（畑中、春田、松浦） 

 

1-d. 緑色糸状性光合成細菌 Chloroflexus aggregansの高温耐性  

C. aggregans は、長野県中房温泉において、60～70℃の温泉微生物マットの優占種であることが知られて

いる。これまで本菌の増殖上限温度は 70℃と報告されているが、中房温泉の 77℃の温泉水より採集した試

料を 55℃で培養したところ、C．aggregansの増殖が確認されたことから、増殖はできないが、生残できる温

度は 77℃を超えることが予想された。そこで本研究では、C．aggregansの高温耐性を評価した。 

C．aggregansを 55℃、光従属栄養条件で嫌気的に培養し、定常期に達した培養液を 80℃または 85℃で 24

時間熱処理した。その後、生残性を 55℃での増殖の有無で判断した。その結果、85℃処理では増殖が見られ
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なかったが、80℃処理では増殖が確認できた。また、指数増殖期の培養液を熱処理した場合には、いずれの

温度でも増殖が見られなかった。 

以上の結果から、C．aggregans において、増殖上限温度を超える 80℃、24 時間の高温条件でも増殖能を

失わず生残している細胞が存在することがわかった。C．aggregansの生育場所では、温泉水の流量に応じて

温度が変動するが、本研究で見出した本菌の高温耐性は、温度が変動する環境に対応する性質であると考え

られる。（坂庭、春田、松浦） 

 

1-e. 緑色糸状性光合成細菌 Chloroflexus aggregansの滑走運動機構  

C. aggregans は、約 3 ㎛の細胞が直列につながった糸状体を形成している。糸状体は長軸方向に、物体表

面を滑るように動く滑走運動を行う。これまでの研究で、この運動は、酸素濃度や光によって影響を受ける

ことを見出している。本菌の運動性は、環境中での生存戦略に寄与していることが示唆されている。しかし、

運動機構は未知である。本研究では、細胞表面の運動器官の探索を行った。 

C. aggregansのゲノム情報を解析したところ、Ⅳ型線毛に関すると思われる遺伝子が見出された。本菌の

細胞を化学固定し走査型電子顕微鏡で観察したところ、細胞表面に特徴的な構造は確認できなかった。しか

し、化学固定ではなく、細胞を液体窒素で瞬間凍結させて観察したところ、細胞表面の一部に直径 3 nm程度

の構造体が見出された。細胞表面タンパク質を分取し、運動器官の同定を進めている。さらに、運動器官に

関わることが予想される遺伝子の役割を明らかにするため、C. aggregans の遺伝子組み換え系の構築に取り

組んでいる。（福島、松浦、春田） 

 

1-f. 緑色糸状性光合成細菌 Chloroflexus aggregansの炭素源利用性  

C. aggregans は炭酸固定経路に関する遺伝子を持つことが知られており、温泉微生物マット中で光合成に

よって獲得したエネルギーを利用して炭酸固定し、他の共存細菌に有機物を供給していると考えられている。

ただし、C. aggregans の純粋培養株を用いた実験では、二酸化炭素や他の有機炭素源の利用特性はまだ詳し

く分かっていない。当研究室の先行研究において、C. aggregans の炭酸固定には、酢酸の共添加が必要であ

ることが示唆されている。そこで、本研究では、各種有機酸が C. aggregansの生育にどのような影響を与え

るのかを評価した。 

炭素源として有機酸を添加した培地に C. aggregansを接種し、光照射条件、55℃で培養した。培養過程に

おいて経時的に培養液の吸収スペクトルを測定し、バクテリオクロロフィル cの吸収（740 nm）を定量した。

クエン酸を添加した培地では、有機酸なしの培地と同様に培養期間を通して生育は確認されなかった。コハ

ク酸、酪酸、酢酸、またはピルビン酸を入れた培地では生育が確認され、培養約 10日で 740 nmの吸収が

大となった。ただし、酢酸やピルビン酸を添加した培地では、培養 5 日目まではコハク酸などと同様の生育

を示したが、光強度が高い場合、培養 8日以降に吸収が低下していく様子が観察された。 

以上から、C. aggregans の炭素源利用性を確認することができた。また、酢酸やピルビン酸を利用した生

育において、その生育は光強度によって影響を受ける様子が観察された。これらの条件をもとに C. aggregans

の炭酸固定特性を評価している。（合志、春田、松浦） 

 

1-g. 好熱糸状性シアノバクテリアの生理的・形態的特徴  

温泉流水中にシアノバクテリアが一次生産者として繁茂している様子が観察される。好熱性シアノバクテ

リアとして、単細胞性の”Thermosynechococcus” sp.が広く世界中の温泉から見出されている。一方、近年、宮

城県の 60℃の温泉流水中から、複数の細胞が連なり糸状体を形成するシアノバクテリアが検出された。本菌
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は、窒素化合物を含まない条件でも生育することから、窒素固定能を有することが示唆されている。本研究

では、この好熱糸状性シアノバクテリアの生理特性および培養条件がその形態に与える影響を明らかにする

ことを目的とした。 

長野県中房温泉において、温泉流水中に発達する緑色の微生物マットを採取し、窒素化合物を含まない培

地で培養した（55℃、蛍光灯 10～45μmol/m2/sec）。採取した 23試料のうち、四つの試料で宮城県の温泉から

見出されていたのと同様の糸状性シアノバクテリアの生育が見られた。顕微鏡観察の結果、糸状体を形成し

ている細胞は均一ではなく、なかに異質細胞が観察され、窒素固定能を有するヘテロシストであると考えら

れた。アセチレン還元法を用いて、ニトロゲナーゼ活性を確認することができた。増殖過程における細胞形

態の変化を観察したところ、常にすべての細胞が糸状体を形成しているのではなく、一部の細胞は遊離して

単細胞となっている様子が見られた。本菌は、生育条件によって形態を変化させていると考えられ、窒素固

定活性も環境変化に合わせて制御されていると予想される。（藤井、松浦、春田） 

 

２）紅色光合成細菌の多様性  
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バクテリオクロロフィルを持つ絶対好気性の従属栄養細菌である。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、

河川に生息する好気性光合成細菌の遺伝学的・生理学的多様性を調べ、その生態を明らかにすることを目的

としている。 

多摩川上流青梅市の川底の石の上部に付着しているバイオフィルムを採取し、寒天平板培地に塗布して、

暗所・好気条件で培養した。分離したコロニーの吸収スペクトルを調べ、光捕集タンパク質に結合したバク

テリオクロロフィルの吸収ピークが検出される株を選抜した。いずれの分離株も嫌気条件では増殖しなかっ

たことから、好気性光合成細菌であると確認された。分離した 34株について、16S rRNA遺伝子塩基配列を

解析したところ、11のグループに分けられた。すべてプロテオバクテリアに属し、既知配列との相同性は 95

～100%であった。11グループのうち、一つのグループの分離株は、1L中に有機物を 2.5 g含む液体培地では

増殖せず、有機物濃度を 1/5 にした低栄養培地で増殖した。また、どちらの培地でも増殖したグループの中

で七つのグループは、低栄養培地で増殖したときのほうが、バクテリオクロロフィルを多く生産した。 

本研究で河床バイオフィルムには多系統の好気性光合成細菌が存在することが明らかになった。なかには

既知種との相同性が低く、新種と推定されるものがあった。また、分離株の間で、増殖や光合成色素の生産

に対する培地の有機物濃度の影響が異なっていたことから、貧栄養条件への適応においても多様であると考

えられた。（広瀬、春田、松浦） 

 

2-b. 河床礫に生息する好気性光合成細菌の低栄養条件での探索  

これまでの研究によって、多摩川上流（東京都青梅市）の河床礫から低栄養性の好気性光合成細菌が報告

されていた。本研究では青梅市よりさらに上流で、人間活動による栄養源の流入がより少ない河川を対象に、

有機物濃度が低い条件で生育する好気性光合成細菌の多様性を調べることを目的とした。 

多摩川の支流にあたる東京都奥多摩町棚沢地区を流れる西川（北緯：35度 49分 7.311秒、東経：139度 7

分 26.366秒）から、河床礫上に発達したバイオフィルムを採取した。本採取地点は、青梅市からおよそ 20 km

上流に位置しており、これより上流には民家が 1 軒あるのみで、農場や牧場等もない。採取した試料を段階

的に希釈し、低有機物濃度の寒天培地（1L中に有機物を 0.25 g含む）に接種して、好気・暗条件で培養した。
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得られたコロニーの吸収スペクトルを解析した結果、バクテリオクロロフィルに特有の 850 nm付近に吸収ピ

ークを有する株が 14株得られた。これらをコロニー形状及びバクテリオクロロフィルとカロテノイドの吸収

ピークで分類したところ、9 グループに分けることができた。以上から、多様な好気性光合成細菌が生息し

ていると考えられた。また、分離株について、16S rRNA遺伝子の塩基配列を解析した結果、4株がベータプ

ロテオバクテリアに分類された。青梅市を流れる河床礫の好気性光合成細菌の多様性を調べたこれまでの報

告では、ベータプロテオバクテリアの検出頻度は限られていたが、それとは異なる結果である。さらに、分

離株には新規性が高いと考えられる株も含まれていた。このように場所は異なっても河床礫には、多様な好

気性光合成細菌が生育していることが明らかになった。その種構成は、場所によって異なり、有機物濃度や

日照時間等によって影響を受けていると予想される。（加藤、広瀬、春田、松浦） 

 

2-c. 脱窒能を有する紅色光合成細菌の都市水圏からの探索  

紅色光合成細菌は土壌や水圏などから広く分離されており、嫌気的条件下で光合成によりエネルギーを獲

得する。一部の種では脱窒も行うことが報告されているが、脱窒を行う紅色光合成細菌は、主に汚水処理施

設などの富栄養化環境から見つかっており、自然環境中での生態については詳しく調べられていない。当研

究室の先行研究で自然環境中から脱窒紅色光合成細菌の単離を試みたところ、亜硝酸から脱窒するが、硝酸

からは脱窒できない株が得られている。そこで本研究では自然環境中からの分離例が少ない、硝酸から窒素

ガスに脱窒する紅色光合成細菌を分離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にあるひょうたん池から底泥を採集した。まず嫌気光照射条件、30℃で

液体培養した。4 回の継代培養の後、硝酸を入れた培地に移し、嫌気・暗所で培養した。しかし、寒天培地

に塗布しても目的の光合成細菌は得られなかったことから、亜硝酸を入れた液体培地で培養し、次いで硝酸

培地で培養することで、亜硝酸非利用性の細菌および亜硝酸しか利用できない細菌を排除することを試みた。

その結果、寒天培地で赤色コロニーを得ることができた。コロニーを純化後、硝酸液体培地で培養したとこ

ろ、硝酸非添加培地に比べ生育が良いこと、または、生育に伴い窒素と考えられるガスが発生すること、を

観察した。生育の良かった 1株について 16S rRNA遺伝子塩基配列解析を行ったところ、Rubrivivax gelatinosus

と 98%の相同性を示した。R. gelatinosusについて亜硝酸からの脱窒を行う株は報告されているが、硝酸から

脱窒を行う株は初めての報告である。（堀口、松浦、春田） 

 

３）細菌と他生物との生物間相互作用  
3-a. 外来性プロテアーゼによる緑色糸状性光合成細菌の細胞凝集性促進メカニズム  

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。これまでの研究で、微生物マット

で C. aggregansと共存している細菌を分離し、それらが分泌する菌体外プロテアーゼに C. aggregansの凝集

体形成速度を促進する効果があることを見出している。本研究ではプロテアーゼが C. aggregansの細胞凝集

を促進する機構の解明を目指している。 

Bacillus licheniformis由来のプロテアーゼを用いて、C. aggregansの細胞を 55℃、100分間処理した。顕微

鏡観察し、多くの細胞は形態を維持していることを確認した。反応液から遠心分離と限外濾過により細胞お

よび添加したプロテアーゼを除去し、低分子化合物を含む画分を得た。この画分にも細胞凝集性促進効果が

検出され、その効果は 100℃、10分の熱処理でも失われなかった。さらに、ゲルろ過クロマトグラフィーで

分画し、得た活性画分を SDS-PAGEで解析したところ、分子量 3,000以下に複数のペプチドバンドが検出さ

れた。一方、C. aggregansの細胞を超音波で破砕した液には細胞凝集促進作用は見られなかった。 
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以上の結果から、C. aggregans 細胞のプロテアーゼ処理によって遊離した低分子物質に、細胞凝集促進作

用があると考えられた。プロテアーゼは C. aggregansの細胞表層タンパク質を分解し、そこから遊離したペ

プチドがその促進作用を担っている可能性が考えられる。（諸星、松浦、春田） 

 

3-b. 緑色糸状性光合成細菌 Chloroflexus aggregansが優占する微生物生態系の硫黄循環  

長野県中房温泉の 65℃域の温泉流水中に発達している微生物マットには、緑色糸状性光合成細菌 C. 

aggregansが優占化している。本菌は、酸素非発生型の光合成により、硫化水素を嫌気的に酸化することが知

られている。本研究では、微生物マットにおいて、硫化水素がどのような物質に変換されているかについて

明らかにすることを目的とした。 

純粋分離されている C. aggregansを人工温泉水に懸濁し、65℃・光照射下で嫌気的に培養した。その結果、

培養時間とともに人工温泉中の硫化水素濃度が減少することが確認された。しかし、硫酸濃度の上昇は見ら

れなかった。温泉から採取した微生物マットを用いて、同様に試験したところ、硫化水素濃度の減少が観察

され、それに伴う硫酸濃度の上昇が確認された。一方、暗条件で微生物マットを培養した場合は、硫化水素

濃度の減少および硫酸濃度の上昇は起こらなかった。 

以上から、微生物マットでは、硫化水素は硫酸にまで酸化されるが、それには C. aggregans単独ではなく、

他細菌の作用も関与していると考えられた。C. aggregansを顕微鏡で観察すると、結晶性の物質が確認され、

単体硫黄と予想された。そのため、微生物マットで検出された硫酸は、C. aggregansが生成した単体硫黄を、

別の微生物が嫌気的に変換したのではないかと考えられた。（神谷、春田、松浦） 

 

3-c. 温泉微生物生態系におけるセルロース利用細菌  

長野県中房温泉の 70～80℃域の温泉流水中に発達している微生物マットには、光合成生物は見られず、硫

黄酸化や水素酸化で生育する好気性細菌 Sulfurihydrogenibium 属細菌が主要な一次生産者となっている。

Sulfurihydrogenibium 属細菌には、セルロースを合成するものが知られ、本微生物マットの形状維持にセルロ

ースが寄与している可能性が示唆されている。一方、温泉地から採取した微生物マットを嫌気的に培養する

と、マットの形状が崩れることが観察されたことから、嫌気的にセルロースを分解する微生物の存在が予想

された。そこで、本研究では、本微生物マットの炭素循環を解明する目的で、セルロース利用性の嫌気性細

菌の検出を試みた。 

中房温泉の 70～80℃域から微生物マットを採取し、粉末セルロースまたは濾紙片を唯一の炭素源とした液

体培地を用い、気相を窒素ガスに置換して 70℃で培養した。培養約 2週間で粉末セルロースおよび濾紙片が

減少している様子が確認された。そこで、これらを同じ培地を用いて 3 回継代培養した後、寒天培地で純化

を試みた。易分解有機物を炭素源とした培地で、生育速度の異なる二種類のコロニーを得ることができた。

これら分離株のセルロース分解活性を調べ、同定解析を進めるとともに、微生物マットにおける存在量およ

び存在量に与える酸素供給量の影響を解析している。（小島、松浦、春田） 

 

3-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、東京湾の底泥から採取した二

種細菌 Marichromatium sp. P株と Marinobacterium sp. O株を組み合わせることで，安息香酸を嫌気条件，チオ

硫酸存在下で光依存的に利用できる二種細菌混合系を報告している。P 株は紅色光合成細菌で、チオ硫酸を
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電子源とした光独立栄養生育をするが、安息香酸の利用性はない。O 株は好気条件では安息香酸を利用でき

るが、嫌気条件での生育は知られていない。本研究では，この両者の関係を明らかにすることを目的とした。 

二種混合系の培養過程で生成される硫黄化合物を解析したところ，テトラチオン酸と硫酸が検出された。

これらは、P株の光合成によるチオ硫酸の酸化産物と考えられた。そこで O株の嫌気条件での生育を評価し

たところ、テトラチオン酸添加による生育が観察された。次に、チオ硫酸の代わりにテトラチオン酸を添加

して二種混合系を培養したところ生育が観察され。この培養液の吸収スペクトル解析から、培養過程でバク

テリオクロロフィル aに特徴的な吸収ピークの増大が見られたことから、P株も生育したと確認できた。 

以上から、混合系において、P 株はチオ硫酸を利用して光合成生育し、チオ硫酸が硫酸まで酸化される過

程の中間物質であるテトラチオン酸を O株が電子受容体として利用していると考えられた。O株は安息香酸

を炭素源として生育し、P株は O株による安息香酸の分解産物を炭素源として利用していると予想される。

これらの結果は、紅色光合成細菌が他細菌の嫌気呼吸を補助できることを示しており、嫌気環境における物

質循環に対して，紅色光合成細菌が種間相互作用を通して幅広く寄与している可能性が示唆される。（楠、松

浦、春田） 

 

3-e. 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

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、好気性窒素固定細菌が窒素欠乏条件で緑藻の生育

を支えることが可能であるかを検証した。 

河川礫より分離した緑藻 Scenedesmus sp.、Chlamydomonas sp.とこれまでよく実験材料として利用されてい

る Chlamydomonas reinhaldtii、Chlorella vulgarisに対して、好気性窒素固定細菌を添加した共培養実験を行っ

た。好気性窒素固定細菌として Azotobacter vinelandiiと Azomonas agilisの 2種を使用した。これら好気性窒

素固定細菌は、有機炭素源を好気的に利用し、窒素固定条件で生育するが、増殖の至適酸素濃度に違いがあ

ることが観察されている。緑藻と細菌をそれぞれ単独で培養し、細胞を集菌して、充分に洗浄後、有機物を

炭素源として有機物を含み、可溶性窒素化合物を添加しない培地に接種した。複数の組合せを試行している

が、A. agilisと共培養することで Chlamydomonas sp.の有意な増殖が観察されている。顕微鏡観察の結果、共

培養時の緑藻の細胞周辺には窒素固定細菌の細胞が付着している様子が見られた。授受している物質や共培

養系での生育に与える因子の同定を進めている。（西原、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（D2）、橋本晃生（D1）、Phan Quoc Toan（D1、10月より）、鈴

木 航（M2）、志賀 優（M2）、村上勇樹（M1）、三浦智世（M1）、松本翔一（M1）、西野 楓（M1）、藤本夏

鈴（卒研生）、山岸陽子（卒研生） 

 

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、 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、2013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) 爬虫類 

	 オガサワラヤモリは、熱帯・亜熱帯の太平洋およびインド洋の島々に広く分布するヤモリの一種である。

この種はメスのみの単為生殖を行うことが知られている。そのため、漂流や人為的な移入によって分布が拡

大している。日本国内では、小笠原諸島・琉球列島・大東諸島に分布している。小笠原諸島において、どの

ようなクローンが分布しているのかを知るために、北之島・聟島・兄島・父島・西島・母島・平島・硫黄島

でヤモリの尾部の先端のみを採取し，マイクロサテライト解析を行った。4 遺伝子座を解析した結果、遺伝

的に異なる 2つのクローンが見出された。また、一方のクローンは 大で 2つの対立遺伝子が、もう一つの

クローンは 大で 3つの対立遺伝子が検出されたため、それぞれ 2倍体と 3倍体であると推定された。これ

らは背面の黒斑パターンも異なり、小笠原諸島ではこれら２つのクローンが広く分布していることが明らか

となった（16）。 

	 

(b) 両生類	 

	 2010 年に 12 年ぶりに改定された東京都版レッドリスト（本土部）の改定作業では、対象種の定性的およ

び定量的な生息状況データに基づき、レッドリストカテゴリーの再評価が行われた。その際、検討会の委員

として改定版 RDB 種選定の取りまとめにあたったほか、東京都のカエル類の野外調査および文献調査を行

い、カテゴリー決定のための資料作りを行った。2010年度版 RDBでは、ランクと決定概要のみが記載され、

その根拠となった科学的データについては、掲載されていない。そこで、今回の改定で明らかとなった都内

のカエル類の生息状況の現状について報告すると共に今後の課題について議論した（2）。 

	 トウキョウサンショウウオは、群馬県を除く関東地方と福島県のみに分布する日本固有の止水性サンショ

ウウオである。本種は移動分散能力が乏しく、限られた環境にしか生息していないため、その分布域の中に

は絶滅の可能性が高い地域個体群が含まれている。とりわけ都市近郊では、開発の影響を強く受け、個体数

の減少および孤立集団の増加が懸念されている。そこで、遺伝的要素を加味した将来的保全に向けて、現時

点での本種の集団遺伝構造と遺伝的多様性を明らかにするため、16 の地域集団に関して、ミトコンドリア
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DNAの cytb領域（650塩基）と、核 DNAであるマイクロサテライト領域（5遺伝子座）を用いた解析を行

った。cytb に基づく系統解析の結果、福島および茨城県に分布する北部集団とそれより南に分布する南部集

団が明確に区別された。しかし、それぞれの集団内部での遺伝的なまとまりは見いだせなかった。マイクロ

サテライト解析では、北部集団と南部集団の分離はやはり明確であり、さらに南部集団内での西多摩集団（東

京都）の遺伝的異質性が明らかとなった。16の地域集団について、ミトコンドリア DNAと核 DNAに基づく

遺伝的多様性を比較した結果、両者の間には正の相関が認められた。しかし、ミトコンドリア DNA の多様

性の集団間の違いは核 DNA のそれよりも顕著であり、メスに対するボトルネック効果が強く作用したと考

えられる集団が存在した（20）。 

	 都市部の孤立した緑地で 存続しているヤマアカガ エル個体群について、繁殖活動および 生活史初期

の個体群動態を把握するために野外調査を 2011 年から 2013 年にかけて行った。メスについては卵塊調査

から、オスについては音声の自動録音を用いて繁殖活動を記録し、気象要因との関係を解析した。その結果、

メスは 1 日の気温幅が 大きく、風が 強く、日照時間が 短い日に繁殖活動が 活発になる傾向が 、オ

スは暖かく風の強い日に繁殖活動が 活発になる傾向が 認められた。卵および幼生期における生残過程に

ついても調査し、総産卵数は毎年 40000〜110000、 孵化個体数は 29000〜70000、変態個体数は 2800〜4900

で あった。卵から幼生期を通じ ての生残率の平均値は 3.8%で あった（18, 19）。 

	 アズマヒキガエルについて、キャンパス内での非繁殖期の空間分布を個体識別法によって調査した。繁殖

池からの 大分散距離は 600 m、平均分散距離はオスで 168 m、メスで 210 m、幼体で 174 mであった。頭胴

長と分散距離の関係をみると、メスでは有意な正の相関が検出され、大きなメスほど繁殖池から遠くへ移動

していると考えられた。その生態学的意義については、今後、生息環境利用と関連させて明らかにしたい（15）。 

 

(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（甲虫目）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。このように、カンタリジンを介して相互に作用しあう生物群集を「カンタリジン世界」と称し、

この群集の特性を明らかにした。そこには、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、図 1参照）、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 種の節足動物が含まれていた。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（3）。 

	 カマキリ類のオスは左右非対称な交尾器を持つことが 知られている。交尾のときには、メスの体の上に

オスが 乗り、オスは腹部をメスの腹部の横側を通して下方に曲げ て、交尾器を接続させる。東京近郊て

゙採集したカマキリ類に関して、いず れの種においても、オスの交尾器には左右非対称な 3 個の硬化した

鉤状突起が 認められたが 、メスの尾部の構造は左右対称で あった。鉤状突起の交尾時のメスへの作用

部位を同定するために、それぞ れの突起の先端部に蛍光ビ ーズ を塗布したオスをメスと交配させ、そ

の後にメスの尾部を蛍光実体顕微鏡下で 観察した結果、オスの長い方の突起は、メスの右側の亜生殖板に、

短い方の突起は左側の亜生殖板に位置していた。つまり、これらの鉤状の突起を使って、亜生殖板の中央に

埋め込まれている産卵管を持ち上げ 、生殖腔を開けてから交尾に至ることが 明らかとなった。交尾を経

験したオスだ けで なく、交尾未経験のオスも、試行錯誤することなく右側から下方へと腹部を曲げ て

交尾に成功した。つまり、この交尾行動は学習によって獲得されるわけで はなく、生得的な行動で ある

と考えられた（21）。 
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(3) その他  
	 以上のほか、カジカガエルの音声分析、カミキリ類の繁殖行動、ミナミカワトンボ類の交尾行動、アキヤ

マアカザトウムシの集合性、ハエトリグモ類の産卵行動などの調査・研究が行われた。 
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図 1．カンタリジンという化学物

質を介した生物群集の一員であ

るヌカカ Atrichopogon insularis 

のメス（体長 1 mm程度） 
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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（D3）、坂部尚隆（M2）、高岡愛（M2）、深町美智（M2）、 

松尾知実（M1）、中村敏枝（研究生）、中田望（研究生）、畑憲治（特任研究員、10月〜） 

 

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）欧州の半自然草原構成種からなる人工個体群・群集にイタドリ移入と地上部撹乱がお

よぼす影響の定量的評価  
	 	 日本在来の草本であるイタドリ（Fallopia japonica）は、欧州の半自然草原などの撹乱されやすい場所に

移入しており、その影響の大きさから「世界の侵略的外来種ワースト 100」の 1 種である。同種の防除のた

めに、その生態的特性の詳細な理解が望まれる。本研究では、イタドリが移入先におよぼす影響の定量的な

評価のため、仮説「地上部撹乱とイタドリ移入により、欧州の半自然草原の構成種群集の物質生産や物質分

配は変化し、その変化は群集の種構成で異なる」を栽培実験により検討した。実験 1 では、地上部撹乱とイ

タドリ移入が草本群集の重量に影響するという予測を検討した。実験 2 では、物質分配の変化が、地上部撹

乱とイタドリ移入が草本個体群の地上部-地下部比に影響するという予測を検討した。 

	 実験１の結果では、群集の収量は地上部撹乱とイタドリ移入により有意に変化し、その変化は構成種によ

っても有意に異なった。また、イタドリを除いた収量は、地上部撹乱とイタドリ移入により有意に変化した。

さらに、それらの変化も構成種により有意に異なった。実験 2の結果では、群集収量の地上部-地下部比は移

入処理により有意に変化した。また、その変化は構成種によっても有意に異なった。イタドリを除いた収量

の地上部-地下部比も、イタドリ移入により変化した。また、その変化も構成種により有意に異なった。以上

より、地上部の撹乱とイタドリの移入は、欧州原産の草本群集の収量と地上部-地下部比を変化させ、その変

化は群集の構成種で異なる事が明らかになった。（坂部尚隆	 修士論文） 

 

２）海洋島における海鳥の営巣の影響：土壌の化学特性を通じた植物の成長への効果  
	 海洋島では、海鳥の営巣行動が土壌の化学特性を変化させることが知られている。営巣地と非営巣地を比

較した先行研究から、海鳥の営巣によって、土壌の化学特性が変化し植物のバイオマスが増加する可能性が

示唆されてきた。しかし、土壌の化学特性の変化を介して海鳥の営巣がもたらす植物の一次生産の変化を直

接的に検討した研究は知られていない。 
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	 海鳥の営巣が見られる小笠原諸島媒島の北西部のある範囲で、網羅的に土壌を採取し、土壌採取地点を中

心に半径 5 m以内の海鳥の営巣密度と も近い巣までの距離を記録した。採取した土壌の、全炭素量、全窒

素量、有効態リン酸量、pHを測定した。また採集した土壌を用いて、ギョウギシバを一定期間栽培し、その

乾燥重量を求めた。これらパラメータの関係を一般化線形モデルにより解析した。 

	 海鳥の営巣が見られた場所の土壌や海鳥の巣までの距離が近い場所の土壌で栽培したギョウギシバの収量

は大きかった。一方、海鳥の営巣密度とギョウギシバの収量には有意な関係は見られなかった。海鳥の営巣

と有効態リン酸量、pHとの間には有意な関係が見られたが、全窒素量、全炭素量との間には見られなかった。

有効態リン酸量とギョウギシバの収量の関係は有意とは限らなかった。 

	 以上の結果から、海鳥の営巣は、土壌の化学特性を変化させ、植物の成長を促進する可能性が示唆された。

しかし、土壌の栄養塩量の増加は常に植物の成長を促進するとは限らず、また、リン酸量の増加に伴う土壌

pHの低下による植物の成長抑制も顕著には認められなかった。この結果は、これまで一般的に想定されてき

た、海鳥の営巣による土壌の化学特性の変化を介した植物の成長への影響が単純ではないことを意味する。

(高岡愛：修士論文) 

 

３）被食を受けた植物が受けなかった隣接個体の成長に及ぼす影響を変化させる要因の検

討  
	 すべての植物は被食される可能性がある。しかし被食された個体の隣に被食を受けない個体（非被食個体）

が存在することも多い。隣接する非被食個体と被食個体の間には、多様な相互作用が存在し、それを介して

両者の成長が変化する可能性がある。そこで本研究では、非被食個体の個体重に被食個体が及ぼす影響とそ

れを変化させる要因を栽培実験により検討した。また、個体間相互作用の影響を評価するため、「仕切」を設

けた実験も行った。実験では、一鉢に２本の地下茎を植え、一方を「操作個体」、他方を「評価個体」とした。

実験１では、操作個体の被食、評価個体と操作個体の遺伝子型の異同、評価個体の遺伝子型を３要因として

設定した。実験２では、操作個体の被食、栄養塩量、仕切の有無を３要因として設定した。 

	 実験１では、被食の有意な効果が見られた。また、評価個体の個体重は、その遺伝子型により有意に異な

った。操作個体と評価個体の遺伝子型が同じ場合には、操作個体が被食されると評価個体の個体重は有意に

小さくなった。一方、異なる場合には、被食による有意な変化は見られなかった。実験２では、栄養塩量に

よる有意な効果が見られた。しかし、被食や仕切による有意な効果は見られなかった。そこで栄養塩量別に

解析すると、貧栄養でのみ操作個体の個体重と被食の交互作用が見られた。以上より、隣接する非被食個体

の成長に被食個体の被食は影響すると考えられる。また、隣接する 2 個体の遺伝子型の異同や栄養塩量は、

被食をうけない個体の成長に隣接する個体の被食が及ぼす影響を変化させる要因となり得る事が示唆された。

(深町美智：修士論文) 

 

４）植物の生残と成長におよぼす地下部の根食と環境不均質性の影響の実験生態学的研究  
植物の生残や成長への根の摂食（根食）の影響は大きいと考えられる。しかし、先行研究の数は多いとは言

えず、根食の影響の強さも報告により大きく異なる。そこで、根食者の垂直分布や、土壌水分および栄養の

不均質性が、根食昆虫（根食者）の植物への影響をどのように変化させるかを実験的に評価した。根食者が

土壌上層のみに分布すると、植物の多くは枯死し、生残した植物の個体重も極めて小さかった。根食者の移

動が自由な場合にも枯死は見られたことから、多くの根食者は土壌表層に分布し、根元を根食された植物は

枯死しやすいと考えられる。また、少量の水でも毎日給水すると、根食者は土壌表層に分布したと考えられ、

植物の成長は大きく減少し、一部が枯死した。一方、数日おき日に給水すると、土壌表面が乾燥し、根食者
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は深い土壌に移動したと考えられ、植物はダメージを受けなかった。さらに、土壌栄養塩が空間的に不均質

に分布する時、栄養塩が多い土壌へ可塑的に多くの根を伸ばす種のみが、根食者のダメージを受けた。植物

の根系の形状によっても地下部食植の影響は変化した。根の形態を問わず、若い生育段階で根食されると、

枯死する植物が多くなった。生育段階の全てでひげ根状の種では、個体重は根食により減少したが、生育後

期には主根状の種では変化しなかった。植物への根食者の影響は、根食者の垂直分布や根の形状、土壌水分

や栄養の不均質性により、大きく変化することが明らかとなった。（角田智詞・博士論文） 

 

５）伊勢湾台風による大規模撹乱後に更新したモミ属林の構造の空間的ばらつき  
	 大規模な撹乱後に一斉に更新した森林は、構造が単調で均質になると考えられがちである。しかし、様々

な確率的要因によって一斉更新林の構造にも大きなばらつきが生じうる。本研究は、1959年の伊勢湾台風に

よる大規模な風倒があった場所で一斉に更新したシラビソ・オオシラビソ林の現在の森林構造の空間的不均

質性を明らかにした。北八ヶ岳縞枯山南西斜面の伊勢湾台風風倒跡地に 50m四方の調査区を４区設置し、調

査区内の 10m四方区画単位での森林構造のばらつきを評価した。幹密度、胸高断面積合計、平均幹直径、区

画内での幹の空間的配置といった森林構造統計量は調査区間、区画間で大きくばらついていた。胸高断面積

合計や平均幹直径は幹密度と相関があったが、同じ密度でも区画内での幹の空間的配置が集中分布である方

が小さかった。幹密度や個体の局所的空間配置は、台風による撹乱があったときにすでに定着していた稚樹

の不均質性を反映していると考えられ、それが現在の森林構造の空間的ばらつきに寄与していることが示唆

された。（鈴木智之・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 
・2013年 6月 1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。 

・2013年 6月 22日と 7月 27日の「いなぎインターカレッジプロフェッサー講座」（稲城市）で、可知が講

師をつとめた。 

・2013年 7月 14日の大学説明会オープンラボで研究室紹介「繋がる生態学」のポスター展示発表を行った。 

・2013年 7月 26日に文京女子大学附属高等学校 SSHグローバル環境科学講座の生徒 27名を対象に、小笠原

研究施設で高岡が講義を行った。 

・2013年8月15日に、生命科学専攻GP企画Special Seminar of Ecology: "Chemical defenses and phenotypic responses 

against enemies in plants and animals"で角田が、Tsunoda, T. (2013) Belowground herbivory under fluctuating water 

environment. および Tsunoda, T., Krosse, S. & van Dam, N. (2013) Underappreciated belowground herbivory: 

experimental studies on the optimal defense theory of a whole plant. の講演を行った。 

・2013年 8月 17日の大学説明会オープンラボで研究室紹介「繋がる生態学」のポスター展示発表を行った。 

・2013年 11月 2日に SSH清真学園高等学校・中学校学習会で、可知が講師を務めた。 

・2013 年 11 月 3 日の大学祭・理工学系オープンラボで研究室紹介「繋がる生態学」のポスター展示発表を

行った。 

・2013年 11月 8日に行われた『首都大バイオコンファレンス 2013』に参加し、鈴木が口頭発表「ササやタ

ケの一斉開花現象〜分かってきたこと、まだ分からない事〜」をした。また、坂部・可知・鈴木が「草本個

体群収量へのイタドリ移入と地上部撹乱の影響は、種の形態的特性により異なるか？」を、高岡・鈴木・可
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知が「海鳥営巣地からの距離が近いと植物の成長は促進される？」を、深町・可知・鈴木が「隣接個体への

被食による植物の成長変化メカニズムの検討」を、松尾・可知・鈴木が「資源量や撹乱による有性・栄養繁

殖への物質分配の変化は、クローナル成長の個体特性によって異なるか」をポスター発表した。 

・2013年 11月 9日の第 21回機械材料・材料加工技術講演会特別講演会で可知が講師をつとめた。 

・2013年 11月 17日の夢の島熱帯植物館 25周年記念講演会で可知が講師をつとめた。 

・2013年 12月 8日の小笠原諸島返還 45周年記念連続講演会「小笠原の自然」基調講演で可知が講師をつと

めた。 

・2014年 3月 7日に、カナダの Saint Mary's Universityの Dr. Jeremy T. Lundholmが客員研究員として来日し、

鈴木と共同研究を行った。 

・2014年 3月 16日に日本生態学会第 61回大会 (広島)で、フォーラム「生態学者よ、街に出よ！	 Part 10」

を可知が主催した。 

・2014年 3月 17日に日本生態学会第 61回大会 (広島)で、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、ポスターを掲示した。 

・2014年 3月 17日に日本生態学会第 61回大会 (広島)で、ランチョンフォーラム「Ecological Researchの国

際発進力強化の取組み」を可知が共同で主催した。 

 

4. 研究発表 
誌上発表  

Takayama, K., Kudoh, H. & Kachi, N. (2013) Loss of seed Buoyancy in Hibiscus glaber on the Oceanic Bonin Islands. 

Pacific Science 67: 591-597 

Suzuki, S.N., Kachi, N. & Suzuki, J-I. (2013) Spatial variation in local stand structure in an Abies forest, 45 years after a 

large disturbance by the Isewan typhoon. Journal of Forest Research 18: 139-148  

Nishitani, S., Nakamula, T. & Kachi, N. (2013) Nitrogen uptake during the leafless period in juvenile plants of a 

winter-green perennial herb Lycoris radiata var. radiata (Amaryllidaceae). Botany 91: 715-121 

Suzuki, R. O. & Kachi, N. (2013) Effects of local densities and abiotic microenvironments on reproductive outputs of a 

biennial, Lysimachia mauritiana var. rubida. Plant Species Biology DOI: 10.1111/1442-1984.12010 

 

その他の出版物  

可知直毅 (2013) 海と時間の恵み：小笠原. エコロジー講座 6「世界遺産の自然の恵み」（日本生態学会編	 増

澤武弘・澤田	 均・小南陽亮責任編集）: 30-43 文一総合出版 

畑 憲治・可知直毅 (2013) 父島におけるトクサバモクマオウのリターの分解過程. 小笠原研究年報 36: 11-17 

 

国際学会での発表  

Tsunoda, T., Kachi, N. & Suzuki, J-I. (2013) The indirect effects on plant growth of the amounts and temporal patterns 

of water supply through bellowground herbivory. 11th INTECOL Congress 18-23 August (London) 

Nakata, N. & Kachi, N. (2013) Is N2- fixation really beneficial for biomass production of N2-fixing plants?. 11th 

INTECOL Congress 18-23 August (London) 

 

その他、日本生態学会第 61回大会（広島）などで計 13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（D2）、久留島宏明（M2）、矢島拓也（M2）、菊地波輝（卒研生）、竹中舞子

（卒研生）、酒井暢子（卒研生）、新津修平（客員研究員）、山﨑健史（客員研究員） 

 

2. 研究紹介  
本研究室は、動物の中で も種類数が多く、きわめて多様性に富む節足動物を主な研究対象としている。

伝統的な記載的分類学のほかに、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、節足動物の

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昆虫

綱膜翅目と鱗翅目、クモ綱クモ目である。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。 

 

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	 	 ユーラシア大陸東端から日本にかけて分布するヒゲクモバチ属

Dipogonヤドリヒゲクモバチ亜属 Nipponodipogon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亜属の定義を行い、新種を含む日本産種について記載し、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) 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	 	 ナミヒメクモバチ日本集団には、

大顎が黄白色で、顔面の黄白色紋が触角孔の上部まで広がるシロハ型と、大顎が黒色で、顔面の黄白

色紋が触角孔の上部まで広がらないクロハ型の 2 型が存在することが知られる。一方で、メスにおい

てはこれらの型の間で外部形態に明瞭な差異がなく、区別することは困難である。この 2 型を別種と

する説もあるが、学名の適用が適切でなく、分類は現在も混乱している。本研究ではシロハ型とクロ

ハ型に加え、韓国産の個体を用いて交配実験を行い、外部形態のみでは判断の難しい各集団の分化の

程度を配偶行動の比較から評価した。また、ミトコンドリア DNA（MtDNA）の COI 領域を用いた分

子系統解析により、各集団の遺伝的な独立性についても検討した。507個体の未交尾成虫を用いた 936

例の交配実験の結果、明確な行動的隔離を示すシロハ型、クロハ型、韓国 1 型、韓国 2 型および沖縄

型という５つの型が存在することが明らかとなった。また、分子系統解析の結果、それらの型はそれ

ぞれ独立した遺伝的なまとまりを形成することが示唆された。これらの結果から、ナミヒメクモバチ

は形態的には区別の難しい複数の生物学的種（隠蔽種）からなる隠蔽種群であると考えられた。（久留

島） 

C) 東南アジア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、環境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、Zootaxa誌に投稿した。（江口） 

昨年度末に実施したベトナム中部での野外調査では、これまでマレーシア熱帯からのみ知られていた
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トゲオオズアリ種群（Pheidole quadricuspis group）を発見した。形態比較およびMtDNA の COI領域

の塩基配列の比較から、本種群に属する既知種のいずれとも明瞭に異なる新種であることが判明した

（投稿準備中）。（江口） 

D) アジアの人工環境におけるアリ類の分類学的再検討、生活史特性の解明	 	 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

昨年度より開始した（科研費基盤 B海外申請中）。パイロットスタディーとして、貿易に伴い分布を

拡大していると考えられているナンヨウテンコクオオズアリ(Pheidole sp. cf. parva)を対象とし、

MtDNA の COI 領域の塩基配列に基づく分子系統解析を行った。その結果、形態学的特徴により１種

と見なされていたものの中に、塩基配列が平均７％異なる 2つの明瞭な型が存在することがわかった。

これらは隠蔽種であると考えられ、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。研究結果は学術誌上で発表した。（江口） 

E) 日本産アリ類の多様性に関する研究	 	 昨年度より寺山守氏、久保田敏氏とともに「日本産アリ類図

鑑」（朝倉出版）の執筆を進め、現在は出版に向けた 終段階である。（江口） 

日本産アリ類の分類学的研究はかなり進んでいるが、国内に広域分布し、我々に身近な半自然環境や

人工環境に生息する普通種において、形態学的には識別困難な隠蔽種の発見が相次いでいる。その一

例として、アメイロアリ（Nylanderia flavipes）が挙げられる。本種に関しては以前から色彩変異が大

きいことや、非常に多様な環境に生息することから、複数の隠蔽種からなる種群ではないかと疑われ

ていた。そこで、MtDNA の COI 領域の塩基配列に基づく系統解析を行った。暫定的な結果として、

北海道から西日本まで分布する系統、九州のみに分布する系統、九州南部の海岸砂丘に生息する系統、

そして関東に生息する系統が明確に識別できた。関東の系統は北米産の種と配列が 99％一致しており、

移入種である可能性が示唆された。今後は、採集地点を増やすとともに、核遺伝子を含めて解析を続

ける予定である。（江口・酒井） 

関東の里山環境におけるアリ類の分布を明らかにするため、南大沢キャンパス内で定量および定性サ

ンプリングを行った。松木日向緑地内の常緑広葉樹からなるパッチでは、落葉層や土中で営巣・活動

する比較的稀な種（カドフシアリ、キイロカドフシアリ、イトウカギバラアリ）の生息が確認でき、

キャンパス全体からは現在のところ 40種が確認できた。（竹中・江口） 

F) アリ科の幕状骨（頭部内骨格）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、幕状骨前腕のねじれに

ついて調べた。幕状骨前腕にねじれが見られることは網翅目で報告されているが、アリ科でもねじれ

が起きていることがわかった。しかし、アリ科でのねじれの向きは網翅目のそれとは反対であった（久

保田）。 

G) ハナバチと花との相互適応に関する研究	 	 コガタホオナガヒメハナバチ（ヒメハナバチ科）はウグ

イスカグラ（スイカズラ科）の花蜜と花粉を専門的に集める狭食性のハナバチである。このハチの頭

部（特に口吻）の構造や訪花行動とウグイスカグラの花形態や花蜜分泌量・花粉量を精査した。その

結果、ハチの頭部と口吻を合わせた長さは、花の筒状部の長さとほぼ一致することがわかった。また、

伸長した口吻先端部は独特な毛管構造を示し、少量しか分泌されない花蜜を効率よく摂取できること

がわかった。ウグイスカグラには 10種あまりの昆虫が訪花し、数種のハナバチが有効な送粉者である

ことが確かめられた。そのなかもコガタホオナガヒメハナバチとウグイスカグラは 1 対 1 対応に近い
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相互適応を示し、両者が共進化してきた可能性が十分に考えられた（清水・矢島）。 

H) マルハナバチの花色と蜜との関連づけ学習	 	 未学習クロマルハナバチが花色と蜜とを関連づけて学

習するのか、また学習条件の変化に応じて再学習が起こるのかを検証した。園芸植物であるペチュニ

ア属同品種の白花、青花、赤花を用い、網室内で実験を行った。これらのうち 2 色の花を用い、一方

にだけショ糖液を与えて報酬花とし、未学習のワーカーを訪花させた。その結果、累積訪花回数の増

加に伴い、報酬花選択率が上昇した。これは、クロマルハナバチが花色と蜜を関連づけて学習した結

果と考えられる。次に同じ花を用いて、報酬花を切り替える実験を行った。白花と赤花を用い、はじ

めの 15回は白花のみを報酬花として訪花させ、その後報酬花を逆転させ、赤花のみを報酬花として訪

花させた。切り換え直後は報酬花（赤花）への選択率が低いが、累積訪花回数の増加に伴い、徐々に

選択率が上昇していくことがわかった。これは、クロマルハナバチが報酬花の花色を再学習したため

と考えられる。このような柔軟性を持った学習行動は、時々刻々と蜜量が変化する野外において、よ

り効率的に蜜を集めることを可能にしていると考えられる。（矢島） 

I) アゲハヒメバチ属の系統分類学的、生物地理学的研究	 	 アゲハヒメバチ属はヒメバチ科ヒメバチ亜

科に属する寄生蜂で、旧北区および東洋区から 9 種が知られているが、分類学的な検討が不十分であ

る。日本産本属についても隠蔽種が存在する可能性が指摘されていた。本研究ではまず日本各地の標

本を比較した結果、北海道から屋久島までの各地に分布する型（アゲハヒメバチに相当）と八重山諸

島（西表島、石垣島）に分布する型が形態学的に識別できた。MtDNA の COI 領域に基づく分子系統

解析によっても、これらの 2 つの型が明瞭に区別されたため、これらが互いに独立した種であること

が支持された。八重山諸島産の不明種の系統分類学的位置付けを明らかにするため、韓国産のチョウ

センアゲハヒメバチ及び台湾産のタイワンアケバヒメバチを含めて形態形質の検討および MtDNA の

COI 領域に基づく分子系統解析を行ったところ、不明種はチョウセンアゲハヒメバチと同定された。

台湾よりも地理的に離れた韓国の個体群と系統的に近いことは、本属の分布拡大パターンを考える上

で興味深く、東アジアの複雑な地史と関連している可能性が考えられる。（菊地） 

 

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  

早春に成虫期をむかえるフユシャクガ類の一種、フチグロトゲエダシャクでは、寒さの適応の結果、メス

成虫において飛翔能力を無くし、性的二型による翅の退行化現象が見られる。今回我々は、フチグロトゲエ

ダシャクにおけるメス特異的な翅退縮は、エクジステロイドが引き金となって予定細胞死が生じる現象であ

ることを解明した。切片による TUNEL法の解析では、退縮過程のメス翅膜上皮に、DNAの断片化を標識し

た多数のシグナルが観察された。このことは、アポトーシスに特徴的な DNA断片化が退縮過程の翅膜中で

生じていることを示していた。また、メスにおける組織形態の変化については、これまで光学顕微鏡レベル

では解析できなかった細胞の微細構造について透過型電子顕微鏡を用いて観察を行った。これらの観察の結

果、翅退縮に見られる予定細胞死には、アポトーシスとオートファジー性細胞死の両方が生じることにより

退縮する現象であることが明らかとなった。（新津ら） 

 

3) アリ擬態クモ類の系統分類学的および生態学的研究  

形態的なアリ擬態は様々な節足動物で知られており，クモ類では少なくとも 15回独立に進化してきたとさ

れている。特にアリグモ属（ハエトリグモ科）は行動的にもアリに非常に良く似ており，これまで多くの行

動学的研究がおこなわれアリ擬態のメリットが明らかになっている。アリグモ属は，種ごとに擬態モデルと

なるアリとの関係が異なる。例えば，あるアリグモ種は特定のアリ種のみに擬態し，また別のアリグモ種は
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形態的な変異があり，複数種のアリに擬態するものもいる。このような多様なアリ擬態関係が，アリグモ属

の系統の中でどのように進化してきたのかは興味深いテーマであり，基礎研究としてアリグモ属の分類体系

の構築は非常に重要である。 

	 東南アジアの熱帯はアリグモ属がもっとも多様な地域で，これまでに約 130種が記録されている。私は

これまでに台湾，タイ，シンガポール，ボルネオ島（マレーシア），スマトラ島，ジャワ島，バリ島，フロー

レス島で採集調査をおこない，新種記載やシノニムの整理など包括的な分類体系の再検討をおこなってきた。

本研究により，以前に比べ格段に正確な種の同定ができるようになり，アリグモ属とアリ類の多様な擬態関

係が明らかになりつつある。 

 
4) 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、学外研究者と共同で作業を進めた（江口・清水）。 

B) 都市環境化学研究科の沼田真也准教授が代表を務める高度研究プロジェクト「アジア大都市圏の自然

環境における生物多様性保全と持続的利用に関する研究」の研究分担者として、東京都に産するアリ

類の標本データベース構築作業を進めた（江口）。 

C) 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)。 
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区生態学関係修士論文発表会（千代田区） 

12. 久留島宏明・清水晃・西本裕（神戸女学院大・人間科学）・佐山勝彦（森林総研・北海道）・松本和馬（森
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林総研・東北）・加藤学（山田養蜂）・渡邊謙太（沖縄高専）（2013）「ナミヒメクモバチ（クモバチ科）

日本集団の配偶行動解析」日本昆虫学会第 73回大会（札幌市） 

13. 清水 晃・西本裕・遠藤知二・牧野俊一・岡部貴美子・佐山勝彦・松本和馬（2013）「竹筒トラップ法を

用いたクモバチ(ベッコウバチ) 科の托卵寄生種の探索」日本昆虫学会第 73回大会（札幌） 

14. 新津修平・林文男（2013）「分子系統解析によるミノガ類の翅形質の退行的進化パターン」昆虫 DNA

研究会第 10回研究集会（東京） 

15. 新津修平・栂浩平・富塚茂和・前川清人・町田龍一郎・上遠岳彦（2013）「フチグロトゲエダシャクに

おける雌の 翅の退縮はステロイド誘導性予定細胞死によって生じる」日本節足動物発生学会第 49回大

会 (つくば市) 

16. 新津修平（2014）「東京周辺におけるオオミノガの生息状況」日本鱗翅学会関東支部春の集い（東京） 

17. 矢島卓也・清水	 晃「花色と蜜とを関連づけたクロマルハナバチの学習行動」日本昆虫学会関東支部第

50回大会（厚木） 

 



−74− 

植物系統分類学研究室	 
	 

1.	 構成	 

村上哲明、菅原	 敬、角川洋子、加藤英寿、山田香菜子(D3)、中路真嘉(D3)、下川悟史(D2)、戸野晶喬(D2)、

川又由仁(M2)	 、谷島麻美(M2)、堀清鷹(M2)、明石澪(M1)、門夢果(M1)、新田竜斗(M1)、松本めぐみ(M1)、森

絵里菜(M1)、飯塚佳凛(卒研生)、辻村美鶴(卒研生)、吉村彩(卒研生)、田邊祐也(卒研生)、萩原向生(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 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、形態が単純なハナヤスリ科のシダ植物の分子系統学的研究、

日本列島の暖温帯域における主要樹種であるシイ類の核 DNA 領域のマーカーを用いた分子植物地理学的研究

等を行った。さらに，DNA の塩基配列の違いによって以前，認識していたシマオオタニワタリ類の隠蔽種（形

態では識別できないが，生殖的に隔離されている別の生物学的種）の 1 つであるヤエヤマオオタニワタリに

ついて，小笠原諸島では胞子が風で散布されるだけでなく，オガサワラオオコウモリに葉ごと食べられ、糞

といっしょに未消化の胞子が散布される可能性があることも明らかにした（村上）。	 

	 シダ植物のゼンマイ類について、伊豆半島や神津島、八丈島の個体群の遺伝子型を決定し、神津島には伊

豆諸島では今まで報告がなかった渓流沿い植物ヤシャゼンマイとの雑種が分布し、天上山の風衝地に適応し

ている個体があることが明らかになった（村上・角川・加藤）。	 

	 シダ植物のシマオオタニワタリ類を台湾と日本で比較し、オオタニワタリでは遺伝的な分化がある可能性

が示唆された（村上・角川・山田）。	 

	 被子植物を対象とした分類・系統学的研究を進めた。奄美群島及び西表島に分布するカンアオイ属植物に

ついては継続的に分類学的再検討を進めた（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

周辺域に分布するボチョウジ属（アカネ科）、アオガンピ属（ジンチョウゲ科）等の分子系統解析を進め、小

笠原固有種の系統的位置の解明に努めた。小笠原固有種ムニンハナガサノキについては、その起源と性表現

の進化についての知見を論文としてまとめた（菅原・小栗）。	 

	 外部形態に著しい地理的分化が見られるツクバネウツギ属植物を対象として、主に東北地方南部において

分布や生育状況を調査するとともに、形態比較や分子系統学的解析を行った（加藤、加藤朗）。	 

	 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
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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	 

	 渓流沿い植物ヤシャゼンマイにおいて細葉形質以外の適応的な形態形質の探索を行ない、同じ葉長の場合、

近縁種のゼンマイよりも葉柄が太いことが明らかになった（飯塚）。また、葉柄形質と相関のみられた分子マ

ーカーの解析を行ない、他の形質と遺伝相関がある可能性が示唆された(角川)。	 

	 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

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、静岡県城ヶ崎にて野外

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昨年度に引き続き行った（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、花色変化す

る株と白色品種の株を用いて野外で送粉者の訪花数を比較した。その結果、送粉者は花色変化する株へ有意

に多く訪花することが分かった。つまり、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ことが示唆された（下川）。	 

	 琉球列島に分布する植物の性表現の実態、そしてそれと密接に関連する送粉様式について、ボチョウジ属、

ミズガンピ属、ボロボロノキ属等を対象に調査を行なった。特にシラタマカズラについては、二型花柱性が

維持されていることを論文としてまとめた（菅原）。	 

	 花の形や向き、花筒長などが異なるスイカズラ属植物を対象に、その分子系統樹を構築し、花筒長と花の

相称性の２形質の進化について考察した。また、花筒長や花の向き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。その結果、特定の昆虫に送粉を依存した種と、さまざまな昆虫が訪花

する種の 2つのタイプが確認された（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。さらに、同属の近縁種間において、種分化に関

わる遺伝子の進化遺伝学的解析を行った。（明石）	 

	 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 マーカーによる多型解析、およびプロイディアナライザー

による倍数性解析を行っている。また開花期調査も行い、3型間に開花期のずれがないことも確認した。	 (新

田)。シロテツ属とトベラ属植物についても 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

虫の観察を行った（大門）。	 

	 伊豆大島の紅葉しない可能性があるというオオモミジについて、日本本土のオオモミジとの葉緑体 DNA の

比較とインターバルカメラによる紅葉の経過観察を行った。その結果、伊豆大島のオオモミジは千葉や埼玉

に分布する珍しい遺伝子型であること、伊豆大島のオオモミジは個体によっては紅葉しない個体もあること

が示唆された（戸野）。	 

	 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	 
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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、平井久美子、高橋宗聖（首都大学東京、生命科

学 D2）、下中翔太郎（首都大学東京、生命科学 D1）、藤田悠紀 (首都大学東京、生命科学M1)、森啓 (客員

研究員, 大阪市立大教授)、久永眞市 (客員研究員, 首都大学東京教授) 

 

2. 研究紹介 
	 当研究室ではアルツハイマー病、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 TDP-43のプリオン様性質  
	 培養細胞系を用いて、ALSや前頭側頭葉変性症(FTLD)の患者脳、脊髄に蓄積する異常 TDP-43が培養細胞

内に発現する正常 TDP-43 を異常型に変換する能力を有していることを証明した。またプリオン病の”strain”

のように、ALSや FTLD の病型によって区別される異常型 TDP-43が存在し、自身と同じ異常型に変換する

ことを明らかにした（野中、増田、亀谷、長谷川）。 

２）異常 αシヌクレインの脳内伝播  
	 精製 αシヌクレインを試験管内で線維化した後、野生型マウスの脳に投与すると、内在性のマウス αシヌ

クレインが異常型に変換され、患者脳の病変が再現されること、さらにそれが線維連絡に沿って広がること

が示された。患者脳不溶性画分をマウス脳に投与しても同様の結果が観察され、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）アルツハイマー病(AD)患者脳のタウの解析  
	 ADに蓄積する 4リピート(4R)タウは Asp279が脱アミド化を受けていること、このため RD4抗体の反応が

影響を受けること、さらに新規 4Rタウ抗体はこれを区別せずに認識すること、AD患者脳には 3Rタウと 4R

タウが逆平行 βシート構造をとって線維化して蓄積していることを示した(長谷川、高橋、亀谷、野中、鈴掛)。 

４）この他、アルツハイマー病におけるタウと APP の関係の解析(高橋)、TDP-43 の蓄積に必要な領域の解

析(下中)、αシヌクレインの線維化を抑制する薬剤の探索(藤田)などの研究を行っている。 

 
3. 研究発表 
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2. 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 136:1128-38, 2013. 

3. Dan A, et al: Extensive deamidation at asparagine residue 279 accounts for weak immunoreactivity of tau 

with RD4 antibody in Alzheimer’s disease brain. Acta Neuropathol Comm 1: 54, 2013. 

4. Mann DMA, et al: Dipeptide repeat proteins are present in the p62 positive inclusions in patients with 

Frontotemporal Lobar Degeneration and Motor Neuron Disease associated with expansions in C9ORF72. Acta 

Neuropathol Comm 1: 68, 2013. 
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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（参事研究員・プロジェクトリーダー）、堀内純二郎（主席研究員）、上野耕平（主席研究員）、

松野元美（主席研究員）、宮下知之（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)	 取り出した脳を利用した学習記憶機構の解析  
	 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と記憶痕跡を形成すること

ができる。 新のイメージング解析系を利用してカルシウム動態、シナプス伝達、細胞内でのたん

ぱく動態を調べ、例えば学習記憶過程でドーパミン神経がどのようなタイミングやメカニズムでド

ーパミンを放出するか？学習や記憶の形成に伴って、どのような神経活動が経時的に起こるかなど

を明らかにすることで学習記憶に関わる神経回路を同定するとともに、その動作原理を明らかにす

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 (堀内、松野、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).  

その他の出版物  

1. 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). 

2. 平野恭敬・齊藤 実 (2013). ショウジョウバエにおいて空腹な状態は CRTC を活性化させ長期記憶の形

成を促進する. ライフサイエンス  新着論文レビュー  
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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、津元裕樹、山田健之、櫻井洋子、川村方希（首都大学東京大学

院 D3）、辛欣（東京大学大学院 D3） 

 

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糖

鎖修飾に焦点を当て、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。 

	 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、糖鎖異常は筋ジストロフィーの原因

となる。中国で初めて見いだされた糖鎖異常筋ジストロフィー患者の遺伝子変異を明らかにした。O-マンノ

ース型糖鎖はリン酸ジエステル結合を含むが、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 の糖鎖修飾が制御されること、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、細胞接着糖鎖である HNK-1 糖鎖の主要なものは O-マンノース型糖鎖上にあること、を明らか

にした。今後 O-マンノース型糖鎖の合成経路の解明は、生理的な役割や病態解明のみならず治療法開発への

糸口となることが期待される。 

	 細胞内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が明らかになった。さらに、ATMの活性化及び不活化に O-GlcNAc

レベルの変化が関連していることを明らかにした。 

 

3. 研究発表 
誌上発表  

1. 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. 

2. Miura, Y., et al. O-GlcNAc modification affects the ATM-mediated DNA damage response. Biochim. Biophys. Acta, 

1820, 1678-1685, 2012. 

3. 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. 

4. Jiao, H., et al. Novel POMGnT1 mutations cause muscle-eye-brain disease in Chinese patients. Mol. Genet. 

Genomics, 288, 297-308, 2013. 

5. Ogawa, M., et al. GTDC2 modifies O-mannosylated α-dystroglycan in the endoplasmic reticulum to generate 

N-acetyl-glucosamine epitopes reactive with CTD110.6 antibody Biochem. Biophys. Res. Commun., 440, 88-93, 

2013. 

6. Morise, J., et al. Structural and biochemical characterization of O-mannose-linked human natural killer-1 glycan 

expressed on phosphacan in developing mouse brains. Glycobiology, 24, 314-324, 2014. 
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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）、斎藤哲也（東京大学大学院新領域創成科学研究科	 博士課程）、永野敦嗣（新潟大学大学院医歯学

研究科	 博士課程）、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. Ichimura, Y et al., Mol. Cell, Phosphorylation of p62 activates the Keap1-Nrf2 pathway during selective autophagy, 

2013, 51, 618-631. 

2. Mizushima, N & Komatsu, M. Cell, Autophagy: Renovation of Cells and Tissues, 2011, 147, 728-741. 

3. Takamura, A et al., Genes Dev., Autophagy-deficient mice develop multiple liver tumors, 2011, 25, 795-80

0. 

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,
山崎 聡志,小祝 孝太郎(以上ポストドク);Yang Chi-Chun,松嶋 夢叶,山川 栞（以上東大新領域創成科学研究科大
学院生;関 由美香（専門学校学生 研修生）;覚正 直子,深津 理乃(研究技術員);皆川 明子(事務補助員);斎藤 友
貴(技術補助員); 山田正之,船越陽子,谷山智香,宇野修司,尾田真子,前澤創(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、 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。 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、複製システムの起源と進化	 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。さらに、大腸菌からヒトに至る複製様式を比較検討し、ゲノム複製開始の共通の基本メカニズム

を発見、解明し、その起源と進化について明らかにする。 
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. 近の研究発表（主なもののみ） 
Masai, H. Cell Cycle (2014) in press; Masai, H. J. Mol. Biol. 425, 4663 (2013); Matsumoto, S. and Masai, H. Biochem. Soc. Trans. 41, 1712 (2013); 
Yamada et al. Genes and Development, 27, 2459 (2013); Jeffery et al. Nucl. Acids. Res. 41, 8475 (2013); You et al. PLoS ONE 8, e72408 (2013); 
Yamazaki, S. et al. Trend in Genetics 29, 449 (2013); Yamazaki, S. et al. EMBO J. 31, 3167 (2012); Hayano, M. et al. Genes and Development, 
26,137 (2012); Moriyama, K. et al. J. Biol. Chem. 287, 23977 (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 (2012); Barkley, L.R. et al. Mol. Biol. Cell. 23, 1943 (2012); Suzuki, T. et al. J. Biol. Chem. 287, 40256 
(2012); Hayano et al. Mol. Cell. Biol. 31, 2380 (2011); Matsumoto et al. J. Cell Biol. 195, 387 (2011); Kitamura et al. J. Biol. Chem. 286, 23031 
(2011); Tanaka, T. et al. J. Biol. Chem. 285, 39609 (2010); Furuya, K et al. Mol. Cell 40, 606 (2010); Day, T.A. et al. J. Cell Biol. 191, 953 (2010); 
Matsumoto et al. Cell Cycle 9, 4627 (2010); Masai, H. et al. Annual Rev. Biochem. 79, 89 (2010); Masai, H. et al. BioEssays 32, 687 (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）、Yasodha Manandhar（D2）、Tran Thoa Thi Thanh（D1） 

 

2. 研究紹介 
	 当研究室では、化学的手法と生物工学的手法を融合させた新しい生命科学技術の方法論の確立を目指して

います。方法論として、コンビナトリアル・ケミストリー、進化分子工学、高分子工学、ハイブリッド材料

工学、遺伝子・タンパク質工学、微細加工技術、ナノテクノロジーなどの手法を用い、新しい材料を生み出

し、その性能を評価するとともに、再生医療、人工臓器材料、ドラッグ・デリバリー・システム、ナノメデ

ィシン、分子イメージング、バイオチップ、バイオエレクトロニクス、人工酵素、人工抗体への応用展開を

図っています。 

１）再生医学   
	 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 
口頭・ポスター発表   

1. Yasodha Manandhar, Takanori Uzawa, Toshiro Aigaki, and Yoshihiro Ito, “In vitro selection of peptide aptamer 

binding to reduced ferredoxin, Polymer Science, 2013/12/2 (Wako) 

2. Thi Thanh Thoa Tran, Takanori Uzawa, Toshiro Aigaki, and Yoshihiro Ito, “Selection of RNA aptamer against 

Ru(bpy)3
2+”, Discovery evening BSI, RIKEN, 2013/11/22 (Wako) 

3. Yasodha Manandhar, Takanori Uzawa, Toshiro Aigaki, and Yoshihiro Ito, “In vitro selection of peptide aptamer 

binding to reduced ferredoxin”, The 51st Annual Meeting of the Biophysical Society of Japan, 2013/10/28-30 

(Kyoto) 

4. Thi Thanh Thoa Tran, Takanori Uzawa, Toshiro Aigaki, and Yoshihiro Ito, “Selection of RNA aptamer binding to 

a photoredox catalyst - Ru(bpy)3
2+”, The 51st Annual Meeting of the Biophysical Society of Japan, 2013/10/28-30 

(Kyoto) 

5. Yasodha Manandhar, Takanori Uzawa , Toshiro Aigaki, and Yoshihiro Ito,“In vitro selection of peptide aptamer 

binding to reduced ferredoxin”, Noyori summer school, 2013/09/06-07 (Kobe) 
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連携大学院  瀬尾研究室  

（独）理化学研究所、環境資源科学センター(CSRS)、適応制御研究チーム 
 
1. 構成 
瀬尾光範、清水崇史、木下温子、Eunjoo Seo、菅野裕理、千葉康隆（首都大院生）、宮川慎也（首都大院生） 
 
2. 研究紹介 
	 種子休眠、発芽、ストレス応答に代表される植物の適応反応の制御機構を明らかにする研究を行っています。

これらの生理作用に重要な役割を果たすことが知られているアブシシン酸、ジベレリン、ジャスモン酸などの

植物ホルモンに着目し、 近は特に輸送体の同定に重点を置いて研究を進めています。また、植物ホルモンの

生理機能を明らかにするためには、その生体内での量を正確に測定することが重要です。LC-MS/MSを用いた
高感度ホルモン分析に関しては世界トップレベルの技術を有しており、国内外の多くの共同研究により関連し

た研究分野の発展に大きく貢献しています。 近では、理研・生命システム研究センターの升島努チームリー

ダーと、ホルモン機構研究室の小柴共一教授との共同研究により、１細胞レベルでの局所的なホルモン量を分

析するプラットフォームの確立を目指しています。さらには、ペプチドホルモンや近年新たな低分子化合物植

物ホルモンとしての機能が明らかになったストリゴラクトンの情報伝達系に関する研究も進め、植物の適応反

応に関する総合的な理解を目指しています。 
1)植物ホルモン輸送体の同定  
	 これまでに多くの植物ホルモンに関して、生合成、分解、受容、情報伝達に関与する因子が同定

されていますが、オーキシン以外の植物ホルモンに関しては輸送の生理的な意味や制御機構はほと

んど明らかになっていません。私たちは、植物の乾燥に応答した気孔の閉鎖に必要な植物ホルモンである
アブシシン酸の受容体と、PP2Cタンパク質ホスファターゼのABA依存的な相互作用を検出する酵母two-hybrid
系を利用することにより、機能的なABA輸送体のスクリーニング系を開発しました(Kanno et al. 2012, PNAS)。
この系を応用することにより、ジベレリンやジャスモン酸などの植物ホルモンの輸送体をスクリーニングする

実験系を同様に確立しました。すでにジベレリン、ジャスモン酸に対する輸送活性を有するタンパク質を複数

同定し、その機能解析を進めています。 
2) 植物ホルモン一斉分析  
	 LC-MS/MSを用いた分析により、ジベレリン（２０種類程度）、ジャスモン酸類（７種類）、アブシシン酸関
連代謝物（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（IAA）、サリチ
ル酸を様々な植物材料から高感度に分析しています。例えば、アブシシン酸に関しては、シロイヌナズナの種

子一粒からでも正確に定量が可能です。 
3) １細胞からのホルモン分析  
	 顕微鏡下で、ナノスプレーチップと呼ばれる微細なキャピラリーを用いて細胞の内容物を分取し、直接質量

分析することにより植物ホルモンを定量する技術開発に取り組んでいます。これまでに、アブシシン酸を1つ
の孔辺細胞から検出することに成功しています。 
 
3. 研究発表  
誌上発表	 （一部のみ）  

Léran, S., Varala, K., Boyer, J.C., Chiurazzi, M., Crawford, N., Daniel-Vedèle, F., David, L., Dickstein, R., Fernandez, E., 

Forde, B., Gassmann, W., Geiger, D., Gojon, A., Gong, J.M., Halkier, B.A., Harris, J.M., Hedrich, R., Limami, A.M., 

Rentsch, D., Seo, M., Tsay, Y.F., Zhang, M., Coruzzi, G., Lacombe, B. (2014) A unified nomenclature of NITRATE 

TRANSPORTER 1/PEPTIDE TRANSPORTER family members in plants. Trends Plant Sci. 19: 5-9. 

Kanno, Y., Kamiya, Y. and Seo, M. (2013) Nitrate does not compete with abscisic acid as a substrate of 

AtNPF4.6/NRT1.2/AIT1 in Arabidopsis. Plant Signal. Behav. 8: e26624. 

Yano, R., Takebayashi, Y., Nambara, E., Kamiya, Y. and Seo, M. (2013) Combining association mapping and 

transcriptomics identify HD2B histone deacetylase as a genetic factor associated with seed dormancy in Arabidopsis 

thaliana. Plant J. 74: 815-828. 
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連携大学院 石神研究室  
東京都健康長寿医療センター研究所	 老化制御研究チーム	 分子老化制御 
 
1. 構成 
石神 昭人（リーダー）、近藤 嘉高（研究員）、加賀美 弥生（研究員）、半田 節子（研究員）、天野 晶子

（非常勤研究員）、岸本 祐樹（連携大学院生）、高橋 経太（連携大学院性）、増冨 裕文（連携大学院生） 

 

2. 研究紹介 
１）加齢指標タンパク質 SMP30の機能解明  
加齢に伴い私たちの身体機能は低下し、様々な故障も増加します。このような加齢現象の背後には身体を

構成する様々な分子や臓器機能の変化が存在します。私たちは、加齢に伴い発現が変化する種々の遺伝子群

やタンパク質群を解析することにより、高齢者が有する身体機能の不全を早期に、しかも正確に検知し、抑

制するための方法論の開発を目指しています。今までの研究から、加齢に伴い減少する生体分子、加齢指標

タンパク質 SMP30を発見し、老化における重要性を明らかにしてきました。 

２)	 老化とビタミン C 
	 近の研究から、SMP30はビタミン C生合成に必須の酵素、グルコノラクトナーゼ（GNL）であることが

わかりました。SMP30/GNL遺伝子を欠損したマウスは、ヒトと同様にビタミン Cを体内で合成できません。

また、ビタミン Cが不足したマウスは、寿命が短く、早期に死亡します。私たちは、コラーゲン繊維の構築

や活性酸素種の消去など、多様な働きをもつといわれるビタミン Cの生理機能をひとつひとつ明らかにする

ことにより、ビタミン Cの抗老化作用を解明していきます。 

３）シトルリン化分子と老年病態  
	 タンパク質の修飾は、情報伝達、遺伝子発現、細胞分化や老化に深く関わっています。特に、タンパク質

中のアルギニンがシトルリンに変わるシトルリン化反応は、タンパク質が本来持っている電荷や高次構造に

著しい変化をもたらします。タンパク質シトルリン化反応は、ペプチジルアルギニンデイミナーゼ（PAD）

という酵素により触媒されます。今までの研究から、アルツハイマー型認知症患者の脳ではシトルリン化タ

ンパク質が早期に出現し、病状の進行程度に応じて、その量が増加することを明らかにしてきました。私た

ちは、シトルリン化タンパク質や PADを指標とした臨床検査診断薬を開発し、認知症や老年病などの早期診

断薬になりうるか研究を行っています。 

 

3. 研究発表 
誌上発表  

3.  Amano, A. et al. : Age-related changes of dopamine, noradrenaline, and adrenaline in adrenal glands of mice. 

Geriatr. Gerontol. Int. 13, 490–496 (2013)  

4.  Kishimoto, Y. et al. : Insufficient ascorbic acid intake during gestation induces abnormal cardiac dilation in 

fetal and neonatal SMP30/GNL knockout mice. Pediatr. Res. 73, 578-84 (2013) 

5.  Ishigami, A. et al. : Two novel sandwich ELISAs identify PAD4 levels and PAD4 autoantibodies in patients 

with rheumatoid arthritis. Mod Rheumatol. 23, 794-803 (2013) 

6.  天野晶子、石神昭人 : ビタミンCとナトリウム依存性ビタミンCトランスポーター（SVCT）の遺伝子多

型. ビタミン 87: 492-496 (2013) 
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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 年からは基盤研究(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）が、2013 年

度からは、科学研究費基盤(A)「外来生物駆除後の海洋島の生態系変化：環境不均質性を考慮した管理シナリ

オの提案」（代表者：可知直毅）の研究が実施されている。小笠原諸島を調査地として 2013 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（動物生態）、

修士６名（植物系統分類４・植物生態１・動物生態１）、卒研生１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  
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	 小笠原返還後間もない 1971年度から、東

京都総務局所管の総合調査室を借用して都

立大学父島研究室が開設され、本学の小笠

原研究の拠点として活用されてきた。この

研究室は 1990 年度末に正式に都立大学に

移管され、1991年度に全面改築を行い、1992

年 3月末に完工した。施設の敷地面積は 770

ｍ2、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。2013年度

の施設利用者数は延べ 156 名、延べ利用日数は 1162 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。2013 年度は、No.37 として 7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。2013 年度には No.40 として、トクサバモクマオウ駆除前後の土壌含水量の変

化に関する報文および小笠原諸島の占領と返還をめぐる国務省と軍部の対立に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、 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、2014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 415,725点、コケ類標本 41,118点、地衣類標本 1,163点、海藻標本 24,518点、菌類 150点、その

他未整理標本約 10万点に達している。総標本点数や特に学術的価値が高いタイプ標本数では、国内で東京大

学、国立科学博物館、京都大学につぐレベルにあり、国際記号 MAK として認知されたハーバリウムの一つ

である。 

	 牧野標本館を も特色づける標本には、牧野博士が発表した新種などのタイプ標本約 800 点があり、日本

産植物の分類学的研究に欠くことのできない資料である。牧野博士自身やその研究協力者により、全国から

まんべんなく収集された標本は、植物の自然分布の証拠としてなくてはならないものである。絶滅に瀕し、

現在では見ることが困難な植物も多数含まれ、貴重な研究資料となっている。このほか、共立薬科大学から

寄贈された故桜井久一博士のコケ類標本 2万点、故東道太郎氏寄贈の藻類標本約 1万点、ロシアのコマロフ

植物研究所標本館(ｻﾝｸﾄ・ﾍﾟﾃﾙﾌﾞﾙｸﾞ市)から交換標本として贈られてきたシーボル氏採集の標本約 2,500 点な

ども当館の特色ある標本である。2013年度には、浅野一男氏から寄贈された 5,792点を始め、佐々木あや子

氏 747点、山崎厚氏 397点、東京大学総合研究博物館 511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 3件、国内受入 1件、国外発送 0件、国外受入 0件。 

標本貸出：国外 1件、国内 3件。来訪研究者（のべ人数）：国内 235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検索・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	 	 	 	 	 

	 2009 年	 14	 10	 44	 363	 

	 2010 年	 20	 19	 41	 372	 

	 2011 年	 13	 13	 43	 323	 

	 2012 年	 17	 16	 41	 377	 

	 2013 年	 20	 18	 45	 419	 
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教育・研究関連資料  
学位取得者  
修士（理学）  
２０１３年度９月修了  
張	 君煒 神経突起伸長と成長円錐形成における LMTK1Aの役割について（英文） 

 主査：久永眞市 副査：門田明雄・福田公子 

 

２０１３年度３月修了  
石村	 亮輔 細菌感染による p62を介した Nrf2活性化機構の解明 

 主査：久永眞市 副査：相垣敏郎・川原裕之・小松雅明 

井並	 頌 ショウジョウバエ長期記憶に必須な apterous遺伝子発現ニューロンの同定 

 主査：坂井貴臣 副査：相垣敏郎・久永眞市 

大橋	 ひろ乃 侵害熱反応の分子生理機構解明に向けた断頭バエによる新規行動アッセイ系の確立 

 主査：坂井貴臣 副査：相垣敏郎・高橋文 

岡島	 美怜 ショウジョウバエ卵活性化のメタボローム解析（英文） 

 主査：相垣敏郎 副査：福田公子・坂井貴臣 

小倉	 拓也 βセクレターゼ BACE1の細胞内局在における脳キナーゼ LMTK1の働き 

 主査：久永眞市 副査：黒川信・岡本龍史 

川上	 有沙 活性化サブユニット由来ペプチドによる Cdk5活性阻害機構の解析 

 主査：久永眞市 副査：小柴共一・加藤潤一 

川口	 達也 『光合成大腸菌』の作製に向けた合成生物学的研究〜バクテリオクロロフィル合成におけ

る中間体MV-Protochlorophyllideの合成〜 

 主査：加藤潤一 副査：松浦克美・相垣敏郎・得平茂樹 

北村	 麻衣子 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探索 

 主査：加藤潤一 副査：岡本龍史・春田伸 

楠	 木綿太 細菌混合系による光依存的な嫌気的安息香酸分解とその機構 

 主査：春田伸 d 副査：松浦克美・得平茂樹 

熊澤	 歩 小脳プルキンエ細胞の樹状突起発達における Cdk5の役割	 (英文) 

 主査：久永眞市 副査：坂井貴臣・福田公子・大島登志男 

栗下	 大三 胃・十二指腸境界付近での Sox2, CdxA発現解析（英文） 

 主査：福田公子 副査：相垣敏郎・加藤潤一・西駕秀俊 

久留島	 宏明 ナミヒメクモバチ複合種群（膜翅目・クモバチ科）の種分化解析 

 主査：江口克之 副査：林文男・菅原敬 

崔	 椿 ショウジョウバエを用いたヒト Aβ42変異の神経変性におよぼす影響 

 主査：相垣敏郎 副査：久永真市・坂井貴臣 

坂部	 尚隆 欧州の半自然草原構成種からなる人工個体群・群集にイタドリ移入と地上部撹乱がおよぼ

す影響の定量的評価 

 主査：鈴木準一郎 副査：可知直毅・林文男 
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塩入	 直也 内胚葉領域特異的遺伝子の異所的発現による消化管上皮細胞分化への影響 

 主査：福田公子 副査：久永眞市・坂井貴臣・西駕秀俊 

志賀	 優 孤立した緑地におけるヤマアカガエルの繁殖活動と変態上陸期までの生残過程 

 主査：林文男  副査：黒川信・江口克之 

鈴木	 航 カマキリ類のオスの交尾器の左右非対称性とその特異な交尾行動 

 主査：林文男  副査：黒川信・江口克之 

鈴木	 由季 ニワトリ胚の前腸形成時の細胞形態 

 主査：福田公子 副査：川原裕之・岡本龍史・西駕秀俊 

鈴木	 理滋 UBQLN4が司るタンパク質の新しい品質管理機構 

 主査：川原裕之 副査：小柴共一・岡本龍史 

 岡	 愛 海洋島における海鳥の営巣の影響：土壌の化学特性を通じた植物の成長への効果 

 主査：可知直毅 副査：鈴木準一郎・菅原敬 

 杉	 俊之 Cdk5活性化調節因子 p35のプロテアソームによる新たな分解系の研究 

 主査：久永眞市 副査：川原裕之・得平茂樹 

高橋	 俊樹 Patched1結合タンパク質 SAP18の同定とヘッジホッグ経路における役割の解明 

 主査：川原裕之 副査：門田明雄・福田公子 

段	 晶華 ショウジョウバエのエネルギー代謝におけるリポイル化関連遺伝子の役割（英文） 

 主査：相垣敏郎 副査：加藤潤一・坂井貴臣 

豊田	 麻那 ゼニゴケ細胞での赤色光による葉緑体光定位運動とアクチンフィラメントの変化 

 主査：門田明雄 副査：春田伸・岡本龍史 

中澤	 啓一 カタユウレイボヤにおける消化管形成過程の解析：内胚葉索細胞からの腸管形成（英文） 

 主査：福田公子 副査：久永眞市・坂井貴臣・西駕秀俊 

野口	 あや ZFP36ファミリータンパク質のリン酸化を介した細胞周期依存的な分解制御 

 主査：川原裕之 副査：久永眞市・加藤潤一 

萩原	 進 大腸菌の染色体広域欠失変異を用いた生育に重要な遺伝子群の解析 

 主査：加藤潤一 副査：田村浩一郎・川原裕之・ 

畑中	 惟 紅色光合成細菌による脱窒能と亜硝酸生育阻害 

 主査：松浦克美 副査：門田明雄・春田伸 

早川	 万紀子 Sonic hedgehog受容体 Patched1を介したスプライシング制御機構の解明 

 主査：川原裕之 副査：小柴共一・福田公子 

林下	 瑞希 BAG6複合体構成因子の同定と機能解析 

 主査：川原裕之 副査：久永眞市・岡本龍史 

深町	 美智 被食を受けた植物が受けなかった隣接個体の成長に及ぼす影響を変化させる要因の検討 

 主査：鈴木準一郎 副査：可知直毅・林文男 

福島	 寛美 N末または C末領域に変異を持つ FTDP-17 Tauのリン酸化解析（英文） 

 主査：久永眞市 副査：相垣敏郎・門田明雄 

堀	 清鷹 イタチシダ類（オシダ科）における無配生殖種と有性生殖種の交雑による網状進化 

 主査：村上哲明 副査：田村浩一郎・江口克之 

森田	 千裕 マボヤの発生における左右非対称な Nodal遺伝子発現と神経胚の回転との関係（英文） 

 主査：福田公子 副査：相垣敏郎・岡本龍史・西駕秀俊 
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矢島	 拓也 花色と蜜とを関連づけたクロマルハナバチ（膜翅目・ミツバチ科）の学習行動 

 主査：江口克之 副査：林文男・菅原敬 

吉田	 悠里 イネの根特異的ストレス応答タンパク質 RSOsPR10 の発現制御機構および生理機能の検

討 

 主査：小柴共一 副査：岡本龍史・鈴木準一郎・瀬尾光範 

 

博士（理学）  
２０１３年度５月取得  
須貝	 杏子 シマホルトノキにおける生育環境に対応した遺伝構造とその維持要因の解明（英文） 

 主査：村上哲明 副査：可知直毅・菅原敬 

 

２０１３年度９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 

 

２０１３年度３月修了  
磯部	 琴葉 アカショウジョウバエの低温耐性に関する遺伝学的解析（英文） 

  主査：田村浩一郎 副査：相垣敏郎・高橋文 

大沼	 耕平 系統的に離れた 2種のホヤにおける Otx遺伝子の転写制御機構の比較解析（英文） 

  主査：福田公子 副査：川原裕之・得平茂樹・西駕秀俊 

角田	 智詞 植物の生残と成長におよぼす地下部の根食と環境不均質性の影響の実験生態学的研（英文） 

 主査：鈴木準一郎 副査：可知直毅・林文男 
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2013 年度	 生命科学教室セミナー	 
 

第 1回 (2013/04/26) 

	 シアノバクテリアにおける細胞分化の制御メカニズム 

	 	 得平茂樹（分子遺伝学研究室） 

第 2回 (2013/05/10) 

	 陸上植物における種分化研究－シダ植物を材料として 

	 	 角川洋子（植物系統分類学研究室） 

第 3回 (2013/05/31) 

	 RNAseq か?マイクロアレイか?～ トランスクリプトーム解析研究の現状と今後 

	 	 坊農秀雅（ライフサイエンス統合データベースセンター） 

第 4回 (2013/06/07) 

	 Dynamic regulation of neurofilament length by a cycle of severing and end-to-end annealing 

	 	 内田敦子（オハイオ州立大学ワクスナーメディカルセンター神経科学部門） 

第 5回 (2013/06/28) 

	 Candidate genes contribute to behavioral isolation revealed by comparative genomic approach 

	 	 Chau-Ti Ting（Department of Life Science, Institute of Ecology and Evolutionary Biology & Institute of Zoology, 

National Taiwan University） 

第 6回 (2013/08/30) 

	 植物で初めて同定された窒素代謝を制御する転写因子 

	 	 今村壮輔（東京工業大学 資源化学研究所 生物資源部門） 

第 7回 (2013/10/25) 

	 Structural studies of bacterial proteins: Bacillus subtilis HmoB and Pseudomonas aeruginosa PA2196 

	 	 Jungwoo Choe（Department of Biological Science, University of Seoul） 

第 8回 (2013/11/08) 

	 バイオコンファレンス 2013特別講演「酵母細胞のオートファジーの分子機構とその役割」 

	 	 大隅良典（東京工業大学フロンティア研究機構） 

第 9回 (2013/11/08) 

	 バイオコンファレンス 2013「講演会」 

	 	 ８名の講演者（東京都健康長寿医療センター研究所／東京都医学総合研究所／首都大学東京） 

第 10回 (2013/11/22) 

	 ミトコンドリア品質管理の観点からパーキンソン病を理解する 

	 	 松田憲之（東京都医学総合研究所	 蛋白質代謝研究室） 

第 11回 (2013/12/13) 

	 生態系をひもとく数学・生物学・社会学 

	 	 二又裕之・斎藤保久・中丸麻由子（静岡大学工学研究科物質工学・島根大学総合理工学部数理情報・東

京工業大学社会理工学研究科） 

第 12回 (2014/01/16) 

	 老化や病気に関わるタンパク質を調べる-プロテオーム研究でわかること- 
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	 	 三浦ゆり（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） 

第 13回 (2014/01/17) 

	 エピジェネティック制御機構の進化 

	 	 鈴木美穂（基礎生物学研究所） 

第 14回 (2014/02/06) 

	 酵母の研究から見えてきたオートファジーの分子メカニズム 

	 	 中戸川 仁（東京工業大学フロンティア研究機構） 

 

	 

	 

首都大バイオコンファレンス 2013	 
	 

11 月 8 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 2013」

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、可知直毅理工学研究科長の挨拶の後、大隅良典先生（東京工業大学フロ

ンティア研究機構）の特別講演「酵母細胞のオートファジーの分子機構とその役割」があった。続いて、遠

藤玉夫先生（都健康長寿医療センター研究所）の「糖鎖科学研究の動向」、原田高幸先生（都医学総合研究

所・視覚病態プロジェクト）の「網膜変性疾患の病態解明」、小池	 智先生（都医学総合研究所・ウイルス感

染プロジェクト）の「ウイルス感染症研究マウスモデルの開発」、星	 英司先生（都医学総合研究所・前頭葉

機能プロジェクト）の「行動制御を司る前頭葉のしくみ」、菅原	 敬先生（首都大学東京・生命科学専攻）の

「小笠原諸島固有植物の性表現とその進化」、鈴木準一郎先生（首都大学東京・生命科学専攻）の「ササや

タケの一斉開花現象	 〜分かってきたこと、まだ分からないこと〜」、高鳥直士先生（首都大学東京・生命

科学専攻）の「胚葉運命を分離する核移動を制御する機構の解析」、林	 文男先生（首都大学東京・生命科学

専攻）の「ニホンリスとオニグルミの共進化」の講演があった。これらの講演の後、大学院生や研究員らに

よるポスター発表が行われた。64 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 185 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、国際委員会委員、プログラム委員	 

久永眞市	 日本細胞生物学会	 評議員 

久永眞市	 国際神経化学会	 理事	 

久永眞市	 Frontier	 in	 Molecular	 Neurosicence,	 Topics	 Editor	 

福田公子	 国立女性教育会館運営委員	 

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 

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（-2013）、副会長（2014-） 

田村浩一郎 日本遺伝学会 評議員、調査委員	 

田村浩一郎	 国際生物学賞審査委員会	 委員 

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	 環境微生物系学会合同大会 2014 準備委員	 

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	 種生物学会	 幹事	 

可知直毅	 日本島嶼学会	 理事	 

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	 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	 

可知直毅	 経団連	 生物多様性民案参画パートナーシップアドバイザリーボードメンバー	 

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	 あきる野市生物多様性地域戦略策定検討委員会委員 

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	 日本分類学会連合	 庶務幹事	 

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検討委員	 

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	 
	 

久永眞市	 第８6 回日本生化学会大会シンポジウム「メンブレントラフィックの新局面：多様な細胞現象と

の連携による生理機能の制御」共同オーガナイザー	 2013 年 9 月 13 日	 横浜パシフィコ	 

得平茂樹	 18th International Congress on Nitrogen Fixation, Organizing Committee, Miyazaki, 2013年 10月 14－18

日 

岡本龍史	 第 36 回日本分子生物学会年会ワークショップ「アロ認証から生殖タクティクスへ：動植物域を超

えた生殖戦略」	 オーガナイザー	 2013 年 12 月 4 日	 神戸国際会議場	 

田村浩一郎 Organizer	 of	 "NIG	 Conference:	 Molecular	 Evolution	 at	 All	 Fields	 of	 Biology",	 Mishima,	 
Japan,	 November	 8,	 2013. 

高橋	 文	 日本遺伝学会第 84 回大会ワークショップ「異なるゲノム間の軋轢と協調	 ～相互作用のゲノミク

ス～」企画者，慶応大学日吉キャンパス，2013 年 9 月 21 日	 

高橋	 文	 Organizing	 committee	 of	 “SMBE	 Satellite	 Meeting/NIG	 International	 Symposium:	 The	 Causes	 

of	 Genome	 Evolution”,	 Toray	 Conference	 Center,	 Mishima,	 March	 14	 -	 March	 17,	 2014.	 

春田	 伸	 5th	 Taiwan-Korea-Japan	 International	 Symposium	 on	 Microbial	 Ecology,	 Symposium	 "Approaches	 

to	 microbial	 ecological	 theory",	 Organizer,	 Taipei	 (Taiwan),	 November	 1,	 2013	 
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春田	 伸	 第 29 回日本微生物生態学会大会「微生物生態系の「しなやかさ」に迫る」	 企画者、鹿児島、2013

年 11 月 23 日	 

春田	 伸	 H25 年度ミニ研究環「システム工学を導入した進化生態学研究」主催研究会「生態系をひもとく

数学・生物学・社会学」企画者、首都大学東京南大沢キャンパス、2013 年 12 月 13 日	 
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