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はじめに 	 

	 

	 生命科学コース・生命科学専攻の年報は、東京都立大学生物学教室時代の 1982 年から毎年発行され、その

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。2005 年 4 月に東京都立大学から首都大学東京となった

ので、今年 2015 年 4 月でちょうど 10 年になる。過去の年報を括ってみると、約 10 年前は冒頭の頁に激動と

いう文字が躍っていて、教室の構成員達の悪戦苦闘が垣間見える。2014 年度という年は新たな挑戦の準備を

始めた年で、10 年前とは違う意味で激動という言葉を使いたいが、10 年後にはおそらく当たり前のことにな

っていて、何が激動だったのかわからなくなっているかもしれない。	 

	 生命科学コースの英語課程を2015年４月から立ち上げるための準備が、2014年度に具体的に動き出した。

その中心は学長裁量枠の准教授２名の人事であり、英語課程ということで国内外より様々な国籍の多くの方

々から応募があった。選考は電子的な応募を認めるなど今までにない形で、特に候補者には通常行われる研

究についてのセミナー以外に、模擬授業、学生との対話、面接など、全て英語で、候補者１人につきほぼま

る１日人事委員達が行動を共にする形で、６月の土日を含むまるまる４日間かけて行われた。採用する側の

我々にとっても今回の人事は貴重な経験になり、今後この経験が活かされていくものと思われる。選考の結

果、１０月から Shawn	 E.	 McGlynn 准教授（環境微生物学研究室）と安藤香奈絵准教授（神経分子機能研究室）

が着任し、当初英語課程を希望する学生がどのくらいいるのか心配されたが、ふたを開けてみると予想以上

に多く、新任教員が加わったチームによる英語課程がこの４月から動き出している。生命科学コース・生命

科学専攻の特徴の一つは、自由な雰囲気と新しいことに挑戦する積極性であり、今回も精一杯の背伸びかも

しれないがまた一歩前進できたように思う。	 

	 またこの３月、うれしいことに、2015 年 10 月から 5.5 年間の財団法人発酵研究所による寄付講座の設置

が決定し、新しい研究室がスタートすることになった。	 

	 一方、長年にわたって本コース・専攻を支えてくださった小柴共一教授が３月に定年退職された。小柴先

生は東京都立大の修士課程に入学されてから約 41 年間、学生、教員として本学に在籍され、研究面では植物

ホルモンに関する分野で多くの優れた成果を挙げられ、また大学の運営面でも産学公連携などで大きな貢献

をされてきた。 終講義からも、今でも並々ならぬ研究に対する情熱を持って第一線の研究の現場にいらっ

しゃることがよくわかり感銘を受けた。今後益々のご発展をお祈りする次第である。	 

	 今年度で９年目となった専攻内外／大学内外の研究交流を目的とした「首都大バイオコンファレンス 2014」

も、今年度は若手教員が中心になって企画、運営面をいろいろと変えた結果、例年以上に多くの参加者があ

り、活気溢れる研究発表、交流会となった。また東京都医学総合研究所とは、首都大バイオコンファレンス

以外にも東京都医学総合研究所からの呼びかけにより、年末に東京都医学総合研究所において交流セミナー

が開催され、生命科学専攻の教員９名および他専攻の教員４人が研究発表を行った。若手教員達の様々な研

究分野でのエネルギッシュな取り組みに対して関係者から高い評価をいただきうれしく思った。	 	 

	 研究は個人のものであると思うが、様々な年代のしかも多様な分野の研究者達による協調的、積極的な活

動からは、それはそれで研究とは異なる魅力的な何かが生まれているように思う。それが素晴らしい研究を

産み出す、また次の世代の個性的な研究者を育てる土壌になるとよいと思っている。	 

	 

2015 年 3 月 31 日	 2014 年度生命科学コース・専攻長	 加藤潤一	 
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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、2015 年 4 月 1 日現在	 36 名の教員、5名の職員（再雇用

等の職員を含む）、および数名の臨時職員を擁し、	 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、2014 年度は 11 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、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
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が行われている。大学院生には、ティーチングアシスタント制度の他、海外研究集会への派遣制度があり、

毎年数名が生物科学専攻から派遣されており国際的な飛躍の機会となっている。	 

	 

5.	 研究施設と設備	 

	 10 研究室は 8号館の 2〜5階に位置し、2研究室は 9号館の 4階に位置している。動・植物の系統分類学研

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

や各種高圧ガスの集中配管、情報ネットワークシステムなど、基本的な設備が整っている。生命科学専攻に

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

効率よい利用が図られていると共に、研究室間の交流の場ともなっている。また、ラジオアイソトープ（RI）

棟、温室・圃場、動物飼育棟、電子顕微鏡、情報処理施設など、共同利用のための設備が配備されている。8

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

として活用されている。約 60 万冊の蔵書を有する図書情報センターでは、電子ジャーナルを含め 80 あまり

の生物学関連の学術雑誌を閲覧できる。	 

	 

6.	 卒業研究の研究室配属	 

	 学部生は原則として 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（2014 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	 安藤香奈絵	 	 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	 
木村妙子	 

小林弘侑	 

	 ○大沼耕平	 

	 

佐藤由紀子	 

	 

	 

	 

宮崎翔伍	 	 	 

大学院

博士	 

課程	 

ゴビンダ・シャ

ルマ	 

高杉俊之	 

Krishnankutty	 

Ambika	 

川村方希*	 

高橋宗聖*	 

下中翔太郎*	 

樽谷愛理*	 

関上由佳	 

中澤啓一	 

	 

佐藤翔馬	 

権	 秀明	 

Manandhar	 

Yasodh*	 

Tran	 Thi	 

Thanh	 Thoa*	 

井並	 頌	 

大橋ひろ乃	 

岡島美怜	 

Tara	 Bahadur	 

KC	 

Salikolimi	 

Krishnachary	 

藤原弘平	 

▲岩舘佑未	 

倉田竜明	 

高木	 光	 

萩原	 進	 

	 

千葉康隆*	 ●八巻優佳	 

●鈴木理滋	 

高橋俊樹	 

▲野口あや	 

▲林下瑞希	 

	 

大学院

修士	 

課程	 

高橋美由紀	 

漆原智己	 

古澤孝太郎	 

金子秀一郎	 

渡辺	 萌	 

藤田悠紀*	 

高田峻輔	 

池田識人	 

魏	 冉	 

	 

山﨑卓哉	 

志村	 智	 

山本謙太郎	 

木越あゆみ	 

嶋田直人	 

相澤研介	 

渡辺一輝	 

大原	 哲	 

李	 夜雨	 

松村茉梨子

佐藤帆波	 

金	 美松	 

趙	 捷維	 

三輪拓也*	 

石川美咲	 

岩崎航大	 

栗尾洋平	 

桐野一晟	 

船迫紀之	 

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*	 

戸田絵梨香	 

	 

関	 裕之 
牛尾ちづる	 

小竹咲也子	 

土屋悠吾	 

保木優梨子	 

謝	 一銘	 

田中花実	 

渡邉礼華 

卒研生	 

網本	 紫	 

山﨑藍子	 

比佐稔典	 

米澤	 遼	 

高橋路佳	 

	 重森	 侑	 

小原將志	 

名取由加	 

池野茉里奈	 

大沼康平	 

櫻井絵理	 

	 富永賢人	 

渡辺圭佑	 

ハン	 セイ

ケン	 

中野紗佑里	 

吉田侑里子	 

中島一成	 

須川友実子	 

山本昴季	 

戸島麻子	 

研究生

他	 

☆長谷川成人	 

☆遠藤玉夫	 

☆雨宮昭南	 

☆岸本健雄	 

☆松田憲之	 

☆森	 元	 

☆三浦ゆり	 

★石黒幸一	 

★楯林義隆	 

★石島早苗	 

★上村伊佐緒	 

★根本心一	 

	 

☆西駕秀俊	 ☆齋藤	 実	 

☆伊藤嘉浩	 

☆石神昭人	 

★布山喜章	 

★木下善仁	 

★船越政史	 

★村松圭吾	 

★ルーカストリ

ンダージ	 

★金内太郎	 

★マリアフェル

ナンダカタニ	 

	 

☆正井久雄	 

★橋本昌征	 

●陽川	 憲	 ★嶋田益弥	 

中島健悟	 

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)	 、緒方健二(技術系)	 

臨時職員：田中千明・村山美香・高松典子・今井初恵(事務系)、中村愛子	 (大学院 GP 担当)	 

*連携大学院生、☆客員教員、★客員研究員、●特別研究員、△特別研究生、○特任教員/特任研究員、▲研究奨励奨学

生
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進化多様性・環境応答	 
人間健康

科学専攻	 

	 
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	 林	 文男	 可知直毅	 	 村上哲明	 	 

准教授	 高橋	 文	 黒川	 信	 鐘ケ江	 健	 

春田	 伸	 

Shawn	 

E.McGlynn	 

	 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	 
○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	 

里村和浩	 

王	 瑞鵬	 

小川佳孝	 

▲岩本榮介	 

●粕谷菜月	 

	 	 山本浩平	 

広瀬節子	 

諸星	 聖	 

福島俊一	 

Nitu	 Kanwar	 

菅原弘貴	 

●橋本晃生	 

Phan	 Quoc	 

Toan	 

	 

	 久保田宏	 山田香菜子	 

中路真嘉	 

下川悟史	 

戸野晶喬	 

●堀	 清鷹	 

	 

武藤敬正	 

大学院

修士	 

課程	 

岩崎祐磨 
宮下孝幸	 

秋山礼良	 

市川里紗	 

中村	 遥	 

山本真玄	 

奥渓真人 木村泉美	 

木村優希	 

石井	 遙	 

	 

谷田家菜	 

小島素樹	 

西原亜理沙	 

田井雄飛	 

合志真衣	 

堀口航平	 

藤井	 格	 

神谷直毅	 

三浦智世 
村上勇樹	 

西野	 楓	 

松本翔一	 

藤本夏鈴 
山岸陽子 
津吹	 真	 

岡宮久規	 

松尾知実	 

松澤	 琢	 

久留島宏明	 

Phung	 Thi	 

hong	 Luong	 

Rijal	 Satria	 

谷島麻美	 

新田竜斗 
大門夢果 
森絵里菜 
明石	 澪 
松本めぐみ 
飯塚佳凛	 

辻村美鶴	 

吉村	 彩	 

星野佑介	 

細川万智	 

西井愛裕	 

田村晃太郎	 

美野裕佳	 

伊藤美由紀	 

片倉健悟	 

上堂欄好夏	 

小池英晃	 

卒研生	 

須永早紀	 

野呂英伸	 

澤村崇雅	 

鈴木麻理奈	 

清野健司	 

今泉典子	 

越智琴加	 

国広響子	 

富田千景	 

十文字	 淳	 

野口久美子	 

宇野亜由美	 

新井沙和	 

大西美波	 

河合	 繁	 

川村のぞみ	 

前田優華 
橋本裕里 

木村ひかり	 

堀川祐美	 

井樋千絵	 

甘利妃衣	 

鳥井有理香	 

大田峻眞	 

牧野裕氣	 

成田聖珠	 

中嶋玲菜	 

尾崎	 綾	 

森川涼子	 

白壁麗奈	 

石泉篤史	 

平塚未来	 

佐藤奈緒子	 

研究生

他	 

★小林憲生	 

★松尾隆嗣	 

★矢崎育子	 

★田口正敏	 

★田中浩輔	 

	 

☆和田正三	 

★佐藤良勝	 

	 

☆嶋田敬三	 

☆花田	 智	 

☆鳩貝太郎	 

★大滝宏代	 

★菅野菜々子	 

★小川俊夫

★永島咲子	 

 中田	 望	 

中村敏枝	 

★河原崎里子	 

★角田智詞	 

★新津修平	 

山崎健史	 

★林弥生子	 

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	 

★渡邊謙太	 

その他	 

	 近藤日名子	 	 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・松田憲之（都医学総合研究所／神経分子機能研究室）、齊藤実（都医学総合研究所／細胞

遺伝学研究室）、遠藤玉夫・三浦ゆり（都健康長寿医療センター研究所／神経分子機能研究室）、正井久雄（都医学総合研

究所／分子遺伝学研究室）、伊藤嘉浩（理化学研究所／細胞遺伝学研究室）、瀬尾光範（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）、石神昭人（都健康長寿医療センター研究所／細胞遺伝学研究室）	 
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2014 年度生命科学教室関係役員・委員	 
１.	 全学	 

大学教育センター兼務	 松浦	 

研究費評価・配分委員会部会	 加藤(潤)	 

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	 

FD 委員会	 林	 

図書・学術情報部会	 菅原	 

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	 村上	 

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・得平・久永	 

	 	 	 遺伝子組み換え実験安全主任者	 得平	 

	 	 	 遺伝子組み換え実験責任者	 得平・加藤(潤)・門田	 

	 	 	 動物実験管理室	 斉藤・林・加藤(潤)	 

知的財産委員会	 相垣	 

研究推進委員会	 村上	 

産学公連携推進委員会	 村上	 

都連携推進委員会	 村上	 

自己点検・評価委員会	 門田	 

ベンチャー支援審査会	 相垣	 

施設再配置検討委員会	 可知	 

２.	 理工学研究科	 

専攻長・コース長	 加藤(潤)	 

専攻長代理	 村上	 

研究科長・都市教養学部代議員	 可知	 
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自己点検評価委員会	 門田	 

大学院入学志願者選考委員会	 春田	 

教務委員会	 川原	 

基礎教育部会	 坂井	 

図書委員会	 菅原	 

広報委員会	 鐘ヶ江	 

安全委員会	 川原	 

アカハラ・セクハラ相談員	 可知・高橋	 

理工学研究科研究推進室	 村上・可知	 

インターンシップ委員会	 門田	 

FD 委員会部会	 林	 

環境保全施設運営担当	 村上	 

男女共同参画 WG	 高橋	 

人事制度検討 WG	 久永・朝野	 

牧野標本館運営委員会	 村上・可知・松浦・江口	 

国際規制物質管理委員会	 久永	 

就職委員	 黒川	 

会計委員	 得平	 

厚生委員	 朝野	 

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	 得平・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・角川	 

	 	 	 	 	 	 （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	 江口・朝野・高橋	 

	 	 	 	 	 	 	 ２年生	 黒川・高鳥・角川	 
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	 	 	 	 	 	 	 ３年生	 岡本・横田・古川	 

	 	 	 	 	 	 	 ４年生	 鐘ヶ江・松浦・斉藤	 

自主研究担当	 福田・岡本・春田・林・坂井・村上	 

図書委員会	 菅原	 

セミナー委員	 林・高鳥・角川	 

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	 江口・鐘ヶ江・黒川・坂井・朝野・横田・高鳥・田村	 

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

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・岡本・福田・横田	 

生命科学コース募集対策委員会	 松浦・久永・田村・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・鐘ヶ江・黒川・江口・坂井	 

大学院教育改革担当	 鈴木・相垣・岡本・福田・田村	 

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	 

毎週説明会担当	 田村、松浦、久永、鐘ヶ江、福田	 

授業英語化委員会（企画）	 松浦・村上・坂井・福田・田村・加藤（潤）	 

授業英語化委員会（教育課程）	 坂井・門田・川原・浅田・高橋・角川	 

授業英語化委員会（広報入試）	 松浦・鐘ヶ江・岡本・江口・高鳥・黒川	 

授業英語化委員会（学生授業支援）	 福田・林・春田・得平・横田・朝野	 
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神経分子機能研究室	 
 

1.	 構成	 

久永真市、安藤香奈恵、斎藤太郎、浅田明子、木村妙子（RA）、小林弘侑（D3/客員研究員）、Govinda Sharma 

(D2)、高杉俊之（D1）、Ambika Krishnankutty (D1)、漆原智己（M2）、金子秀一郎（M2）、高橋美由紀（M2）、

古澤孝太郎（M2）、渡邉萠（M2）、高田峻輔（M1）、池田識人（M1）、魏冉（M1）、網本紫（卒研）、

高橋路佳（卒研）、比佐稔典（卒研）、米澤遼（卒研）、山崎藍子（卒研）、長谷川成人（都医学研、連携

客員教授）、松田憲之（都医学研、連携客員准教授）、遠藤玉男（都健康長寿医療セ、連携客員教授）、三

浦ゆり（都健康長寿医療セ、連携客員准教授）、岸本健雄（客員教授）、雨宮昭南（客員教授）、森元（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以上の神経

細胞からなり、それらは脳内の特定の場所に位置し、特定の標的となる神経細胞や筋細胞と連絡し、入れ替

わることなく、動物の一生に亘って働き続けている。当研究室では、神経細胞の分化、シナプス活動から細

胞死にいたるまでの様々な役割に関わっているプロテインキナーゼ、サイクリン依存性キナーゼ 5（Cdk5）

の機能と活性制御を中心に、その基質である LMTK1、タウについて生化学、分子生物学的手法を用いて研究

している。10月からは安藤が准教授として加わり、今後はショウジョウバエを用いた神経細胞におけるミト

コンドリアやタウの研究も行っていく予定である。 

１）サイクリン依存性キナーゼ５（Cdk5）の活性制御と生理機能  

	 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および神経機能については不明な点が多い。Cdk5の活性化機構、細胞

内局在、機能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。蛋白質のユビキチン化はリジン残基で起こる。p35のユビキチン化部位を同定するた

めリジン欠損変異体(23R)を作成したが、その変異体もプロテアソームで分解されてしまった。p35の C末側

に存在するデグロン様配列が関与してい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、o35の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唆された。

（小林） 

c)	 神経分化における Cdk5の役割：神経芽細胞腫 SH-SY5Yをレチノイン酸刺激すると神経突起を伸長し

て神経細胞様に分化する。神経分化における Cdk5の機能を調べる目的で、p35または p25を発現誘導できる

SH-SY5Y細胞株を作製した。p25発現細胞株ではレチノイン酸刺激しても突起伸長が見られず、Cdk5が分化

刺激の情報伝達系を制御している可能性が示唆された。（斎藤、比佐） 

d)	 神経突起伸長における Cdk5 の役割: 神経突起の伸長には膜成分の供給も必要である。膜輸送を制御

する因子に Rab GTPaseがある。Rab8はエンドソーム輸送を制御している。Cdk5-p35が Rab8の GEFである
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GRABをリン酸化し、Rab8依存的な軸索伸長を制御することを明らかにした。（古澤）  

e)	 活性化サブユニット p35と p39の細胞内局在： Cdk5は活性化サブユニット p35と p39によって局在

が決められており、二つのサブユニットの細胞内局在は異なっている。p35は核近傍に、p39は細胞膜に強い

局在を示す。局在が異なる仕組みについて検討している。（浅田） 

f)  Cdk5 によるアクチンフィラメントの制御：  アクチンフィラメントの束からなる糸状仮足の形成は

Cdc42低分子量 GTPaseによって制御されている。Cdk5活性化サブユニット p39は Cdc42で形成される糸状

仮足に局在を示した。Cdk5は Cdc42活性を負に制御していた。（山﨑） 

 

２）LMTK1の神経機能に関する研究  

	 LMTK1は神経細胞で高発現する機能未知の新規キナーゼである。当研究室では LMTK1を p35結合タンパ

ク質および Cdk5の基質として見つけ、神経突起形成に関わることを明らかにしている。LMTK1のより詳細

な機能解析を行っている。 

a) Regulation of recycling endosome trafficking by LMTK1: LMTK1A regulates neurite outgrowth through 

Rab11-dependent endosome transport. To identify yet unknown substrataes, mass spectrometric analysis of 

LMTK1-binding proteins was performed. Further, immunofluorescent studies showed that the kinase activity of 

LMTK1A is required for the recycling vesicles to invade into the cortical actin-rich region. (Sharma) 

b) 大脳皮質新生ニューロンにおける LMTK1の役割：脳形成時には新生神経細胞の移動が見られる。神

経細胞の移動には突起の伸長・退縮が伴う。LMTK1による膜輸送制御が神経細胞移動にどのように関わって

いるかを調べた。マウス胎児大脳皮質の神経細胞に LMTK1Aを過剰発現させると、細胞移動の遅れが観察さ

れた。（漆原） 

c）LMTK1ノックアウトマウスの脳組織の観察：LMTK1 KOマウスの脳構造を観察した。成体 KOマウ

スでは脳構造に異常は見られなかったが、幼少期の小脳プルキンエ細胞層が乱れているように見られた。一

方、電子顕微鏡で脳梁の軸索を観察したが、野生型との違いは見られなかった。（高橋路佳） 

d)	 BACE1 の細胞内局在における LMTK1 の役割：BACE1はアミロイドβ（Aβ）生成に関わる APP切

断酵素である。LMTK1の活性に依存して、BACE1の細胞内局在が変化することが示された。（池田） 

 

３) 神経変性疾患および精神疾患に関する研究  

	 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とその関連因子が神経変性疾患

や精神疾患にどのように関与ているかを研究している。 

a)	 Cdk5-p35 と精神疾患との関係：抗てんかん薬であるバルプロ酸はマウス脳の p35 の発現を減少させ、

Cdk5活性を低下させ、うつ様行動を引き起こした。うつ様行動が Cdk5を介している可能性をより明確にす

るため、p39KOマウスで同様の実験を行った。p39KOマウスは野生型に比べ、不安・うつ様行動が軽減して

いた。（高橋美由紀） 

b)	 バルプロ酸の大脳皮質層構造形成に対する影響：バルプロ酸を妊婦が服用すると生まれてくる子の

自閉症発症リスクが高まることが知られている。その原因として大脳皮質層構造の形成（Cdk5依存的）にバ

ルプロ酸が影響していると仮定し、バルプロ酸投与時における脳形成異常を観察している。(高田)	  

c) 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：アルツハイマー病などタウオパチー

患者脳では異常リン酸化タウの凝集が知られているが、リン酸化の定量的解析は少ない。Phos-tag SDS-PAGE

を応用し、脳内には非リン酸化タウがかなり多く存在すること、また可溶性タウでは高リン酸化が起こって
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いないことを見つけた。(木村) 

d)	 GSK3βによる Tauの主要リン酸化部位の解析：タウの異常リン酸化には Cdk5と GSK3βが主に関与

していると考えられている。GSK3β によるタウのリン酸化を Phos-Tag SDS-PAGE により解析した。リン酸

化部位と CDK5によるプライミングリン酸化の有無によってリン酸化レベルが異なっていた。(米澤)	   

e) Quantitative study on cellular activation of GSK3β: Activity of GSK3β is regulated by autophosphorylation at 

Tyr216 and inhibitory phosphorylation at Ser9. Insulin suppresses GSK3β by phosphorylation at Ser9. We were able to 

measure the inactive form of GSK3β quantitatively in insulin-treated cultured cells using Phos-tag SDS-PAGE. 

(Krishnankutty) 

f) アミロイド β（Aβ）産生における CD2APの関与：エンドサイトーシスに関わるタンパク質 CD2APは

アルツハイマー病の危険因子である。APPのエンドサイトーシスにおける CD2APの関与を解析した。CD2AP

は c-Cblを介して APPと結合しているようであった。CD2APは N末に３つの SH3と C末に coiled-coil領域

を持つ．どの領域がエンドサイトーシスに関与するかを明らかにするため、欠損変異体を作成している。（金

子、魏冉） 

	  

４）その他  

a) 電子顕微鏡による分裂期ウニ卵微細構造の観察：グルタルアルデヒドダイマー固定法により、第４分

裂期のウニ卵を観察したところ、植物極に移動した核の近傍に存在する中心粒と表面をつなげている構造を

はじめて認めることができた。（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（特任研究員），関上由佳（D2），中澤啓一（D1），志

村 智（M2），山崎卓哉（M2），山本謙太郎（M2），木越あゆみ（M1），池野茉里奈（卒研生），小原將

志（卒研生），重森	 郁（卒研生），名取由加（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，脊椎動物および脊索動物の消化管の発生に重要な現象である，内胚葉の分化と

成立，管形成，領域化がどのような機構で起こるのかを，分子レベル，細胞レベルおよび組織レベルで明ら

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シグナルの解析の定量化 

昨年度までも前腸内胚葉のBMPシグナルの強度解析を行っていたが，本年度は共焦点顕微鏡を用いてリン酸化

smad1/5/8抗体による蛍光免疫染色による細胞レベルでのBMPシグナル解析に挑む為，whole mount, transverse 

section, longitudinal sectionの３種類の解析を行った．whole mountでの解析では，前腸を切開して前腸腹側内胚

葉の蛍光写真をZ方向にとったが，組織が波打っているため，カバーガラスからはなれた所にある細胞核の染

色が弱くなってしまうことと，それを補正するよい標準がないため，本解析には向いていないことが分かった．

また，transverse sectionでは１つの切片内での解析はできるので，前腸の正中と前腸の側方でのBMPシグナルの

強さを比べることができた．しかし，前後方向の解析をするには，切片ごとのばらつきを補正する必要があり，

この標準も得られなかった． 後にlongitudinal sectionを用いた解析では，前腸腹側内胚葉のBMPシグナルは前

方から後方へいくほど強くなり，特にAPOA1が発現する肝臓領域で強いという勾配が見られた（志村）． 

b）初期胚のBMPシグナルの可視化，定量化 

脊椎動物胚では，シグナル分子の強度が分化に重要であることが知られているが，発生中の胚では，細胞は移

動や分裂のためにその位置を変えること，シグナル分子の発生源や運搬の変化によってシグナルの強度自体が

かわることなどから，細胞分化とシグナルの関係を知るには，１つの細胞に注目し，その細胞が分化するまで

にどのようなシグナルをどのくらい受けたかを調べる必要がある．この目的の為，BMPシグナルに注目し，胚

内でそのシグナル強度をライブで観察できる実験系を確立した．BMPシグナルに応答した遺伝子発現に重要な

BRE配列にレポーターとしてエメラルドルシフェラーゼを連結したコンストラクトを作成し，初期胚の胚盤葉

上層に導入した．内部標準としてCMVプロモーターの下流にEGFPを繋げたコンストラクトを胚に共導入し，

培養後，胚にルシフェリンを添加し，EM CCDカメラでルシフェラーゼ発光およびEGFP蛍光を検出した．

pSMAD抗体染色で観察されたBMPシグナルの強さと，発光による強度は，胚の中心部では一致した．また，

胚の発光，蛍光は時間を追って何度も測定することができた．さらに，細胞標識を組み合わせて，標的にした

細胞におけるBMPシグナル強度を追跡することも可能であることが示された．しかし，胚の周辺では細胞分裂

速度が早いことなどからコンストラクトの導入が安定せず，BMPシグナルの定量はできなかった（山崎，自然

科学研究機構 基礎生物学研究所，藤森俊彦博士との共同研究）． 

c) アポリポタンパク質APOA1 の肝臓発生における機能解析 
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肝臓の初期マーカー遺伝子であるHexの発現は発生初期には前腸全体で見られるが，前腸が出来上がるstage 10

頃には既に予定肝臓領域に限局する．しかしHexの発現がこの時期に前腸後端に限局する機構はまだ解明され

ていない．我々は，Hexと同様stage 10頃に肝臓領域に発現するApolipoprotein A-I (APOA1)に注目している．

APOA1は成体ではHDLを形成し末梢の余剰コレステロールを肝臓へ輸送することで脂質の代謝に関わること

が報告されている．また昨年までに，発生時のAPOA1はHexの発現に必要不可欠であることが解明された．本

年度，APOA1がどのようにHexの発現を調節しているのかを解明した．予定肝臓領域におけるHexの発現はBMP

シグナルによって正に制御されること，またHDLが血管でBMPシグナルを上昇させるという報告から，APOA1

はBMPシグナルを正に調節することで，前腸後端でBMPシグナルを強め，Hexの発現を前腸後端に限局すると

いう仮説を立てた．まず，APOA1がBMPシグナルを強めるかどうかを，培養細胞を使って解析した．BMP応

答性のルシフェラーゼレポーターをHeLa細胞に導入し，APOA1によってBMPシグナルの上昇が見られるか，

ルシフェラーゼアッセイで解析した．BMPリガンドとAPOA1を同時に強制発現させた細胞では，BMPリガン

ドのみを発現させた細胞に比べてレポーター活性が約1.5倍上昇した．またAPOA1とレポーターをそれぞれ別

の細胞に導入した場合にはBMPシグナルが増強されなかったことから，APOA1の機能は細胞自律的であると

考えられる．以上の結果から，APOA1は細胞自律的にBMPシグナルを増強することが分かった（志村；細胞

生化学研究室との共同研究）． 

d) 消化管形成時の胚盤葉下層の寄与と機能 

消化管上皮は内胚葉からできる．内胚葉は原腸陥入時に胚の背側から も腹側に陥入後，広がり，すでに腹側

にある胚盤葉下層を押しのけて広がってゆくとされている．押しのけられた下層は胚体外内胚葉となり，消化

管上皮には寄与しないと言われている．しかし， 近マウス胚で，少数の臓側内胚葉(ニワトリ胚でいう胚盤

葉下層)が押しのけられずに残り，消化管上皮に寄与していることが明らかになった．ニワトリでも胚盤葉下

層の細胞が消化管上皮に寄与するのか調べるため，スペインIBBTECのBertocchini博士との共同研究を行い，

GFPニワトリ胚を用いて実験を行った．内胚葉が陥入する前（ステージ2または3）にWT胚の下層を全て除去

し，そこに同じ発生段階のGFP胚の下層を移植した．移植後1日培養すると，GFP蛍光を示す細胞がパッチ状に

WT胚の内胚葉層に混ざっている様子が観察された．また，将来消化管となる前腸にもGFP細胞が見られた．

このことから，ニワトリ胚でも胚盤葉下層細胞は消化管上皮に寄与することが示唆された．次に，この胚盤葉

下層は消化管形成に必須なのかどうかを調べた．ステージ2または3のWT胚の下層を除去し，そのまま培養し

ところ，前腸が形成され，2日胚までは消化管形成が正常に起こることが分かった．このことから，胚盤葉下

層は消化管に寄与するものの，消化管形成には必須ではないことが考えられる（池野）． 

g) 魚類の消化管多様性の形成機構の解析 

多くの脊椎動物では，消化管の構成，消化器官の種類は類似しており，口側から食道，胃，小腸，大腸と続

く．一方魚類は多様な消化管を持つものがいることが知られ，胃のないものや幽門垂を持つものなどがいる．

この多様性がどのようにできてくるのかを調べるために，なるべく近縁で，消化管の構造のちがう２種の魚

を見つけ，発生中の消化管構造を比較した．使用したメダカは胃がなく，ノソブランキウスは胃のような膨

らみを持つとされる．まず，ノソブランキウス成体で消化管構造を切片で観察した所，胃のような膨らみは

酸性プロテアーゼ抗体に反応せず，絨毛構造を持っていたため，腸の膨らみであることがわかった．また，

この腸の前方部にある膨らみ（腸膨大部）はメダカと比べ，絨毛の丈が高く，密であることが分かった．そ

こで次に発生を追って，腸の形態および組織構築をしらべ，２種の魚の腸前方部の違いがいつ生まれるのか

を明らかにした．まず，絨毛の発達をみると，どちらの魚も孵化後に発達が始まるが，メダカでは稚魚にな

るとそれ以上丈が伸びず，内腔がおおきくになるのに比べ，ノソブランキウスではその後も丈，密度ともに

発達をつづけ，成魚では大きな違いになることが分かった．また，メダカもノソブランキウスも，その発生
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段階でも前方腸の方が後方より大きいことが分かったが，ノソブランキウスは成魚になった後にもその発達

が続くことが示唆された（山本；東京大学黒川大輔博士との共同研究）． 

 

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（高鳥）	 

	 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.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．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．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．

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，PtdIns(3,4,5)P3の偏りが核の移動方向を

制御するのに直接重要であることが示唆されている．これまでの解析により，PtdIns(3,4,5)P3の偏りは，p110

αの偏りに依存することが示唆されている．今年度は，p110αの偏りを作り出す機構に注目して解析を進め

た．PtdIns(3,4,5)P3を免疫染色法により検出した結果から，p110αは 4 細胞期と 16 細胞期の 2 回，将来の

中胚葉側で活性化されることが示唆されていた．p110α	 mRNA の翻訳を阻害することで，4 細胞期に

PtdIns(3,4,5)P3が作られるには母性 p110αタンパク質，１６細胞期に PtdIns(3,4,5)P3が作られるには胚性

p110αタンパク質がそれぞれ重要であることが示唆された．昨年度明らかになった，４細胞期の

PtdIns(3,4,5)P3が１６細胞期の p110αの局在に重要であるという結果とあわせて考えると，母性 p110αタ

ンパク質の活性が胚性 p110αタンパク質の局在を制御している可能性が高い．また，昨年度観察した，受精

直後の p110αの局在変化が母性タンパク質の局在の変化である可能性が高いこともわかった．昨年度までの

結果とあわせて，中・内胚葉方向の決定に至る過程が次のようなものであると考える．１）母性 p110αが受

精後の卵細胞質再配置により中胚葉側に偏る．２）４細胞期に母性 p110αが活性化され，予定中胚葉領域に

PtdIns(3,4,5)P3が作られる．３）４細胞期の PtdIns(3,4,5)P3によって引き起こされる細胞膜直下の変化を

目印に，胚性の p110αタンパク質が中胚葉領域に局在する．４）１６細胞期に胚性 p110αが活性化され，

PtdIns(3,4,5)P3を作り出す．５）これに向かって，核が移動する．これらの結果は，中・内胚葉運命を分離

させるに至る，胚内の極性を作り出す機構を理解する上で，枠組みとなる重要なものであると考える．しか
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し，以下のような課題も残された．１）４細胞期に活性化される p110αは全体の一部で，予定中胚葉領域に

あるものだけである．これはなぜかわかっていない．２）４細胞期の PtdIns(3,4,5)P3 がどのようにして胚

性の p110αを局在させるのかわかっていない．３）１６細胞期に中胚葉側に作られる PtdIns(3,4,5)P3がど

のようにして核を中胚葉側へと移動させるのかわかっていない．この 後の疑問を解くべく，次に紹介する

研究に着手した．	 

b)	 中・内胚葉方向に沿って核を移動させる機構の解析（高鳥）	 

昨年度までの結果から，核の移動には微小管が重要であることがわかっている．しかし，核が移動する過程

で微小管がどのように配向しているのかわかっていない．また，微小管配向のどの部分が核移動に重要で，

p110αによって制御されているのかもわかっていない．これらの疑問を解決するためには，ホヤ胚で微小管

配向を等方的に観察する方法が必要である．解像度の高い共焦点顕微鏡観察に加えて，マウント法を工夫す

ることで同一胚を複数方向から観察して，情報を統合することが必要である．また，中内胚細胞は直径が 100

μm 近く，共焦点顕微鏡で全体を観察できる限界に近い z方向の大きさがあるため，胚を十分に透徹するこ

とが必要である．様々なマウント剤を開発し，また試すことで，屈折率とマウント剤中での胚の操作性の両

方を満たすマウント剤を得ることができた．ホヤ胚で免疫染色法により微小管を観察する方法は，既にいく

つかの報告がある．この方法を改めて吟味したところ，artifact を生じることがわかり，細胞内の微小管の

解析には適さないことがわかった．そこで改めて，胚に対するダメージが少なく，感度の高い方法を探索し，

十分であると考える，固定から免疫染色に至るまでの方法を見出すことができた．	 

	 この方法を用いて，微小管を観察した結果，中内胚葉細胞内に，従来報告されていない構造を見出した．

この構造は核の移動に重要であると考えられる位置にあった．この構造の細胞内での向きと位置は，p110α

依存的であった．今後は，この構造が核移動に重要であるか，さらに調べるとともに，この構造が何である

か，そして p110αがこの構造の向きと位置を制御する仕組みを調べることをとおして，p110α依存的に核が

移動する仕組みを明らかにしていきたい． 

 

３）脊索動物の基本的発生プログラム  

a) 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

その過程の概略を明らかにしてきた．今年度は，内胚葉，内胚葉索の各細胞が腸の形成にどのように寄与す

るのかを解明する目的で，核などを特異的に検出する発現コンストラクトの作製が試行された（中澤）．	 

	 

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

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，全９個の Hox 遺伝

子の染色体上の並び順を調べてきたが，Hox1 を除く８個の Hox 遺伝子の並びの中に，マボヤゲノムデータベ

ースの中で塩基配列データの信頼性が低い箇所に依存するデータが含まれていた．この点について，新しい

FISH 法を導入し，検討を開始した（関上）．	 

 

c) 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．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を，マボヤとカタユウレイボヤの Otx遺伝子の脳胞細
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胞系譜でのエンハンサー，それぞれ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レポーター

GFP の mRNA の検出を指標としたアッセイによって調べてきた．そして 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ること，それらの活性に重要な転写因子結合部位は時期特異的に

変化することを明らかにしてきた（大沼）．今年度は，内在性 Otx	 mRNA の検出に蛍光 in	 situ	 hybridization

法を導入し，さらに一次転写物の検出法の検討を行った（大沼，高鳥）． 
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ュナチャリ・サルコリミ（D1連携），タラ・バハドゥール（D1連携），相澤研介（M2），嶋田直人（M2），

渡辺一輝（M2），大原哲（M2），松村茉梨子（M1），金美松（M1），佐藤帆浪（M1），趙捷維（M1），三輪

拓也（M1 連携），櫻井絵里（卒研生），大沼康平（卒研生），佐藤由紀子（特任研究員），金内太郎（客員研

究員），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），タイス・デーラー・アルガーブ（客員研究員）ジョナサン・ヘドル

（客員研究員），船越政史（客員研究員），木下善仁（客員研究員） 

 

2. 研究紹介 
1) Abnormal behavior associated with a mutation in serotonin transporter in Drosophila 

  The neurotransmitter serotonin has been implicated in behavior and many neuropsychiatric disorders. However, its 

precise role in behavioral functions is not well understood. We investigated the behavioral phenotypes of Drosophila 

flies bearing a transposon insertion in thr SerT locus encoding the sole homolog of serotonin transporter. The mutants 

were hyperactive and showed reduced amount of sleep. We are currently generating a null mutation on SerT using 

CRISPR/Cas9 system (松村，金内，村松，坂井，相垣). 

2) Generation and characterization of Scsα mutants in Drosophila 

	 Scsα (succinyl-CoA synthetase alpha subunit) is an enzyme in TCA cycle and its deficiency in humans is known to 

cause severe metabolic disease. We identified a transposon insertion in the Scsα locus in Drosophila and also generated 

a null mutant using Crispr/Cas9 system. Unlike the mutations in humans, Drosophila Scsα mutants showed normal 

viability, suggesting a mechanism that overcomes the lack of Scsα（権，佐藤由，村松，相垣）． 

3) Effects of consecutive diet restriction on longevity and other traits 

	 Diet restriction is known to extend lifespan in many ornganisms, and it has been thought to be a physiological 

adaptation to survive deleterious enviromnment. From an evolutionary point of view, it is intriguing to see how animal’s 

physiology changes after consecutive diet restriction. We established Drosophila populations that have been maintained 

on a poor medium over many generations, and found significant changes in development, growth, fecundity, mating 

duration, and lifespan (大原, Trindade, 相垣).  

4) Investigating Mitochondrial Respiratory Chain Disorders (MRCD) in Drosophila 

  Mitochondrial respiratory chain disorders (MRCD) are rare diseases that affect multiple organs with varying severity. 

We established Drosophila models of MRCD through knocking down the orthologs of 13 human MRCD candidate 

genes identified in Saitama Medical University. We used the Gal4/UAS system-mediated transgenic RNAi to produce 

knockdown (KD) flies for each candidate gene, and analyzed MRCD-related phenotypes. MRCD11-KD flies exhibited 

remarkable phenotypes: reduced body size and severe defects in locomotor activity, respiratory dysfunction and short 

lifespan. (大沼，佐藤由，相垣) 

5) 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, 
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catechins, and contains trace concentrations of many other compounds as tannin, proanthocyanidol. To gain mechanistic 

insight of its biological effects, we used Drosophila as a model system. We investigate the effects of Guaraná on 

oxidative resistance, locomotor activity, sleep, gene expression profile and toxicity caused by methyl mercury (Cattani, 

Algarve, Trindade, 相垣)．	  

6) ショウジョウバエ卵細胞における遺伝子の発現解析  

	 飢餓条件はさまざまな遺伝子発現の変化を引き起こすことが知られている．しかし，細胞種による応答性

の違いについては不明である．生殖細胞における飢餓応答遺伝子の発現を測定するために，レポーター遺伝

子が生殖細胞でのみ機能するコンストラクトを構築し，測定条件を検討した．Myc遺伝子の発現を制御する

因子 Lpnの変異体では Mycレポーターの活性が有意に低下することを確認した（佐藤帆，金，櫻井，金内，

村松，相垣）． 

7) ショウジョウバエ卵細胞におけるヒストン脱アセチル化酵素 SIR2 の機能解析	 

	 ヒストン修飾酵素はクロマチン構造の変化を介して遺伝子発現を制御する．Sir2（ヒトでは SIRT1）は NAD

依存性脱アセチル化酵素であり，NAD を増大させる飢餓条件で活性化されることから，親世代の環境の環境

要因のメディエーターであるともいえる．しかし，クロマチン修飾関連遺伝子の具体的な機能についてはよ

く知られていない．私たちは，Sir2 変異体が卵活性化に異常を示すことを見出した．現在，その表現型を詳

細に解析中である（金，権，相垣）． 

8) 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  

	 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,	 IP3Rが関与することを明らかにした．C2+流にかかわるチャンネルを同定するために，

候補チャンネル分子のスクリーニングを行っている（金内，岡島，相垣）． 

9) 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，卵活性化前後での代謝産物の変動を LC-MS

で検出し比較した.活性化に伴って解糖系や TCA回路の代謝産物，および ATP/ADP値が増大した．また，活

性化前に高濃度で存在したトレハロースが活性化後に急激に減少することがわかった（岡島，金内，佐藤由，

相垣）．  

10) 寿命延長化合物のスクリーニング  

	 独自開発のショウジョウバエ寿命測定容器を使って，延長作用のある低分子化合物のスクリーニングを行

った．これまでに少なくとも２種類の化合物を同定した．LC/MSによる代謝産物の分析を行い，多変量解析

を行ったところ，これらの化合物の作用が全くことなることが示唆された．（佐藤由，権，村松，相垣）．	  

11) ショウジョウバエ記憶中枢における神経可塑性の分子細胞基盤  

ショウジョウバエの嗅覚２次ニューロンである触角葉を電気刺激すると，神経伝達を介してキノコ体ニュ

ーロンを発火させることができる．我々はハエ摘出脳を利用した Ca2+イメージング解析法を確立し，触角葉

を繰り返し刺激すると，その後，キノコ体の Ca2+反応が低下することを見出した．この神経活動依存的な Ca2+

反応の低下は記憶の変異体では見られないことから，ハエの学習記憶の細胞モデルとして利用できる可能性

が考えられた（佐藤翔・坂井）． 

12) 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
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る脳神経を同定し，様々な神経ペプチド発現細胞の関与を明らかにした（井並，坂井）． 

13) 侵害刺激反応の神経機序  

	 侵害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．

神経ペプチドである leucokininおよびその受容体の変異体では侵害熱反応が低下することを見出した．また，

侵害化学刺激としてワサビを利用し，ワサビ忌避行動をビデオトラッキングシステムにより解析する方法を

確立した．（大橋，坂井）． 

14) 光依存的な覚醒制御にかかわる分子神経機構  

	 ショウジョウバエ apterous 遺伝子は転写因子である LIM ホメオボックスタンパク質をコードしている．

我々は，ハエの覚醒を制御する l-LNvsとよばれる神経クラスターに apterousが発現していることを確認した．

また，l-LNvs特異的に apterousの発現を抑制すると覚醒の促進が見られたが，この覚醒促進現象は恒暗条件

下では確認されなかった．したがって，Aptersou は光依存的な覚醒を抑制する遺伝子の発現調節に関与する

ことが示唆された（嶋田，坂井）． 

15) メスの配偶者選択を制御する脳神経細胞の同定  

	 以下に示すメスの配偶者選択の実験系を確立した：野生型のオス（翅有オス）と翅を切った野生型オス（翅

無オス）と野生型メスの 3 匹を観察容器に入れると，メスは主に「翅有オス」を選んで交尾する．インスリ

ン分泌細胞の機能阻害により配偶者選択が消失することが明らかになった．しかし，インスリンのノックア

ウト変異体メスでは配偶者選択に異常が見られなかった．よって．インスリン分泌細胞から放出されるイン

スリン以外の情報伝達物質がメスの配偶者選択を制御している可能性が考えられた（渡辺,  坂井）．  

16) 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昆虫 lac2遺伝子に共通して存在する複数のアイソフォーム

について調べた他，カテコール酸化後の反応系について調べた．（相澤，朝野，相垣）． 

 

 

3. 研究発表 
 

誌上発表  

1. Tsuda-Sakurai K, Seong KH, Horiuchi J, Aigaki T, Tsuda M. (2015) Identification of a novel role for Drosophila 

MESR4 in lipid metabolism. Genes Cells. Jan 30. doi: 10.1111/gtc.12221. 

2. Kaneuchi T, Sartain CV, Takeo S, Horner VL, Buehner NA, Aigaki T, Wolfner MF. (2015) Calcium waves occur as 

Drosophila oocytes activate. Proc Natl Acad Sci U S A. 112:791-6. doi: 10.1073/pnas.1420589112.  

3. Manandhar Y, Bahadur KC, Wang W, Uzawa T, Aigaki T, Ito Y. (2015) In vitro selection of a peptide aptamer that 

changes fluorescence in response to verotoxin. Biotechnol Lett. 37:619-25. doi: 10.1007/s10529-014-1719-7. 

4. Akiyoshi R, Kaneuch T, Aigaki T, Suzuki H. (2014) Bioluminescence imaging to track real-time armadillo promoter 

activity in live Drosophila embryos. Anal Bioanal Chem. 406:5703-13. doi: 10.1007/s00216-014-8000-8.  

5. Sato-Miyata Y, Muramatsu K, Funakoshi M, Tsuda M, Aigaki1 T. (2014) Overexpression of dilp2 causes 

nutrient-dependent semi-lethality in Drosophila. Front. Physiol. doi: 10.3389/fphys.2014.00147. 

6. Nakayama M, Ishibashi T, Ishikawa HO, Sato H, Usui T, Okuda T, Yashiro H, Ishikawa H, Taikou Y, Minami A, 

Kato K, Taki M, Aigaki T, Gunji W, Ohtsu M, Murakami Y, Tanuma S, Tsuboi A, Adachi M, Kuroda J, Sasamura T, 

Yamakawa T, Matsuno K. (2014) A gain-of-function screen to identify genes that reduce lifespan in the adult of 



−23− 

Drosophila melanogaster. BMC Genet. 15: 46 (14 pages). doi: 10.1186/1471-2156-15-46. 

7. Ohashi, H. and Sakai, T. (2015) Novel behavioral assay of wasabi avoidance in Drosophila using a video tracking 

system. Appl. Entmol. Zool. 50: 137-142. (doi: 10.1007/s13355-014-0302-y). 

8. Sato S., Kitamoto T., and Sakai T. (2014) Modulation of innate and learned sexual behaviors by the TRP channel 

Painless expressed in the fruit fly brain: behavioral genetic analysis and its implication. Frontiers in Behavioral 

Neuroscience 8: Article 400 (doi: 10.3389/fnbeh.2014.00400). 

9. Asano T., Taoka M., Yamauchi, Y., Everroad R. C., Seto Y., Isobe T., Kamo M., Chosa N. (2014) Re-examination of 

a a-chymotrypsin-solubilized laccase in the pupal cuticle of the silkworm, Bombyx mori: insights into the regulation 

system for laccase activation during the ecdysis process. Insect Biochem and Mol Biol, 55, 61-69. 

10. Maesaki R., Satoh R., Taoka M., Kanaba T., Asano T., Fujita C., Fujiwara T., Ito Y., Isobe T., Hakoshima T., 

Maenaka K. and Mishima M. (2014) Efficient and cost effective production of active-form human PKB using 

silkworm larvae. Scientific reports 4: 6016. 

11. Kaneuchi T., Wolfner, M. and Aigaki, T. (2015) A calcium rise occurs as activating Drosophila eggs move through 

the female. Mol Reprod & Dev, Visions, in press. 

 

 

口頭・ポスター発表  

1. Lucas Trindade & Toshiro Aigaki (2014) A centenary dilemma: Is aging programmed or non-programmed?. 第 11

回日本ショウジョウバエ研究会(JDRC). 6月 4-6. 金沢 

2. Toshiro Aigaki, Taro Kaneuchi, Keigo Muramatsu, and Masabumi Funakoshi. (2014) Cell type specific analysis of 

gene expression in Drosophila. 第 11回日本ショウジョウバエ研究会(JDRC). 6月. 金沢 

3. Misato Okajima, Taro Kaneuchi, Yukiko Sato and Toshiro Aigaki (2014) Metabolomic analysis of egg activation in 

Drosophila. 第 11回日本ショウジョウバエ研究会(JDRC). 6月 4-6. 金沢 

4. Mariko Matsumura, Keiichi Ikegami, Toshiro Aigaki. (2014) Analyzing spontaneous locomotor activity in 

Drosophila. 第 11回日本ショウジョウバエ研究会(JDRC). 6月 4-6. 金沢 

5. Maria Fernanda Manica-Cattani, Lucas Siqueira Trindade, Thais Algarve, Ivana Beatrice Mânica da Cruz, Toshiro 

Aigaki. (2014) Guaraná confers paraquat resistance in Drosophila. 第 11回日本ショウジョウバエ研究会(JDRC). 

6月 4-6. 金沢 

6. 松村茉梨子，相垣敏郎．(2014)ショウジョウバエ活動性の解析：セロトニントランスポーターの役割．第

37回日本分子生物学会年会．11月 25-27．横浜 

7. Sato S., Ueno K., and Sakai T. (2014) cAMP signaling is involved in activity-dependent reduction of calcium 

responses in Drosophila mushroom body. Neuroscience2014 (Annual meeting of Society for Neuroscience), 

Washington DC, 2014/11/15-19 

8. Sato S., Ueno K., and Sakai T. (2014) Activity-dependent reduction of Ca2+ responses through AL-MB synaptic 

transmission in the isolated Drosophila brain. Neuroscience2014 （第 37回日本神経科学大会）9月 11-13. 横浜 

9. Inami S., Asano T., and Sakai T. (2014) Mapping brain neurons involved in apterous-dependent long-term memory 

in Drosophila. Neuroscience2014 （第 37回日本神経科学大会）9月 11-13. 横浜 

10. Ohashi H. and Sakai T. (2014) Appropriate starvation reduces noxious heat responses in Drosophila adults. 

Neuroscience2014(第 37回日本神経科学大会). 9月 11-13. 横浜 

11. Shimada N. Inami S., and Sakai T. (2014) Expression of the Drosophila LIM-Homeobox gene, apterous, in 



−24− 

PDF-producing neurons is required for Drosophila sleep. Neuroscience2014(第 37回日本神経科学大会). 9月

11-13. 横浜 

12. Watanabe K. and Sakai T. (2014) Insulin-like peptides are involved in the regulation of sexual receptivity in 

Drosophila virgin females. Neuroscience2014(第 37回日本神経科学大会). 9月 11-13. 横浜 

13. Ohashi H. and Sakai T. (2014) Novel behavioral assay of noxious heat responses in Drosophila using decapitated 

flies. 11th international congress of Neuroethology (ICN2014), Sapporo, 2014/7/28-8/2 

14. Watanabe K. and Sakai T. (2014) The painless gene is involved in female mate choice in Drosophila. 

11th international congress of Neuroethology (ICN2014), Sapporo, 2014/7/28-8/2 

15. Asano T., Taoka M., Shinkawa T., Yamauchi Y., Isobe T. and Satoh D. (2014) A cuticle protein with unique motifs 

in the silkworm, Bombyx mori. 7th international symposium of Molecular Insect Science, アムステルダム, 6月 

16. 相澤研介, 相垣敏郎, 朝野維起 キイロショウジョウバエラッカーゼの機能解析. 日本動物学会. 第 85回

大会. 9月 16-18. 仙台 

17. 朝野維起, 相澤研介（2014）ラッカーゼ前駆体の種間比較．日本動物学会. 第 85回大会. 9月. 仙台 

18. 朝野維起（2015）外骨格形成の仕組みと昆虫の進化. 応用動物昆虫学会. 第 59回年次大会. 	 	 3月. 山

形 

 

招待講演  

1. Toshiro Aigaki (2014) Egg activation in Drosophila: Calcium imaging and metabolomic analysis. 
International Conference on Insect Reproductive Molecules. Cornell University, Ithaca, NY.  July 7-9, 
2014 

2. Toshiro Aigaki (2014) A novel technique for live gene expression analysis in Drosophila: proof of 
concept and application to aging research. 7th Asian Aging Core for Longevity Conference in Jeju, 
Korea. Sep 21-23, 2014 

3. Toshiro Aigaki (2014). Genomic studies using Drosophila melanogaster as an experimental model. IV 
Cycle of Biogenomic and I Symposium ofApplied Genomics to Pharmacology, Toxicology and Nutrition. 
Santa Maria, Brazil, 29-30 October 2014 

4. Toshiro Aigaki (2014). Drosophila as a model of human diseases. The 1st workshop on Aging and 
Longevity in Amazon. Nov. 7, Manaus, Brazil 

5. Toshiro Aigaki (2015) International Symposium "Asian Aging Core for Longevity (AACL) 2006- 2015, 
10 years and Beyond” (Japan-Korea Joint Seminars on Aging, Brain, and Neurodegeneration). Osaka, 
March 10-13, 2015,  

6. 相垣敏郎 (2015) AACL市民公開講演会	 脳・老・学・入門:健やか脳を考える.「短命か長命か?:ハエから学
ぶ 寿命制御の分子基盤」. 国際奈良学セミナーハウス. 奈良. 3月11日， 

7. 相垣敏郎 (2014) モデル生物ショウジョウバエの価値．関西学院大学．2月25日．兵庫県三田市 
8. 相垣敏郎 (2014) 第87回日本生化学会大会．男女共同参画推進ランチョンワークショップ 「Research 

Workforce への女性の参画促進:応募する気・採る気にさせるには」10月17日．京都国際会議場 
9. 相垣敏郎 (2014) 首都大学東京ダイバーシティ推進室フォーラム．「文化的多様性を持つ構成員に対する
支援体制の整備に向けて」. 国際交流会館. 12月12日 

10. Tsunaki Asano (2014) Construction of insect cuticle through oxidation reactions of phenolic compounds 
by laccase system. Annual meeting of Korean Society of Applied Biological Chemistry, 6月, 釜山 



−25− 

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（D4）、岩舘佑未（D3）、高木光（D2）、

倉田竜明（D2）、萩原進（D1）、石川美咲（M2）、岩崎航大（M2）、栗尾洋平（M2）、桐野一晟（M1）、船追

紀之（M1）、富永賢人（卒研生）、范星妍（卒研生）、渡辺圭佑（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、生存に関連する非必須遺

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) 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、継代培養前後の株の全ゲノム塩基配列を決定したところ、

継代培養後の株に新たな２カ所の挿入変異（pntA::IS, sibE::IS）が同定された。pntA::IS変異の解析とマイクロ

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（ibsE-sibE）もこの株の生育の回復に関与していること

が示唆され、この Toxin-Antitoxinシステムおよびそのファミリーを破壊した菌株を作製して調べたところ、

これらは酸化ストレス耐性に関与することが明らかになった。（橋本、富永、高木、加藤）	 

b)合成的な表現型を示す遺伝子群の同定：大腸菌の野生株に導入できる染色体広域欠失変異の中で、染

色体大規模欠失株には導入できない染色体広域欠失変異の一つについて原因遺伝子を同定したところ、DNA

修復に関与する遺伝子 nfo が同定された。さらに染色体大規模欠失株群を利用して合成致死に関与する他の

染色体広域欠失変異およびその原因遺伝子を同定したところ、DNA 修復に関与する別の遺伝子 xthA が同定

された。この合成致死に関連する遺伝子を、染色体ライブラリーを用いて探索したところ、多コピーサプレ

ッサーとして、DNA polymerase IIIの chiサブユニットをコードする遺伝子 holCと機能未知遺伝子 yoaAが同

定された。yoaA遺伝子の欠失変異と、xthA遺伝子との二重変異株では、MMS感受性が増大していることが

わかったので、yoaA遺伝子は DNA修復に関与することが明らかになった。この yoaA遺伝子がコードするタ
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ンパク質は、DNA helicaseドメインを持ち、また DNA polymerase IIIの chiサブユニットと相互作用すること

がタンパク質間相互作用データベースで示されているので、YoaAタンパク質がフリーの DNA polymerase III

の chiサブユニットと複合体を形成して DNA修復に働く可能性が考えられる。（渡辺、富永、加藤） 

c) 定常期における生存に関与する遺伝子群の同定、解析：これまでに野生株のゲノムの４０％以上を欠

失させた大腸菌染色体大規模欠失株の作製に成功しているが、この株で残っている染色体領域には、特に生

育に重要な遺伝子群が存在している可能性を考えて、この領域の広域欠失変異群について調べた。その結果、

合成致死を引き起こす広域欠失変異が見つかり、その中に存在する原因遺伝子を調べた結果、新規機能未知

遺伝子群 yciE,F,Gが同定された。これらの遺伝子の破壊株を作製してさらに調べてみると、これらの遺伝子

群を含む複数の遺伝子が同時に欠失することによる合成致死ではあるが、興味深いことに単純な合成致死で

はなく、細胞の状態によって致死／生存が変化することがわかってきた。またコロニー形成能を細胞密度に

よって変化させる広域欠失変異も見つかり、部分欠失変異を作製して調べたところ、この表現型は鉄の取り

込みに関わる３つの遺伝子と、universal stress proteinの一つをコードする uspG遺伝子が同時に欠失すること

による合成的な表現型であることがわかってきた。（萩原、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関与することを明らかにしてきた。YqgF

は 16S	 rRNA 前駆体の 5’末端側を切断するが、一般的な条件ではリボソームに取り込まれた 16S	 rRNA のみ

を基質とする点が特徴的である。先行研究での RACE 法による 16S	 rRNA 前駆体の切断部位の解析では定量性

などに問題があったため、primer	 extension 法による解析を行ったところ、16S	 rRNA 前駆体の 5’末端側の

ほぼ mature	 end までのプロセッシングが YqgF により起きることが明らかになった。さらにこの領域のプロ

セッシングに関与するとされている RNase	 III,	 G との関連を遺伝学的に調べたところ、YqgF によるプロセ

ッシングには少なくとも RNase	 III,	 G は関与しないことが明らかになった。また YqgF によるプロセッシン

グの反応条件を検討した結果、これまで基質とはならなかった精製 16S	 rRNA が、Mn2+イオン存在下では YqgF

により分解されることがわかり、YqgF が RNase であることが明らかになった。以上の結果と、以前のプロテ

オーム解析で yqgF 高温感受性変異株において翻訳の伸長に欠損があることが示唆されたことを合わせて考

えると、YqgF は in	 vivo でのリボソームの形成過程の 後の段階で、RNase	 III,	 G とは独立して 16S	 rRNA

前駆体の 5’末端側を切断することによって不活性型から活性型に変換するスイッチとして働いている可能

性が考えられる。（倉田、橋本、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	 

	 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

成機能の再構成を目指して、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

ィル合成遺伝子群と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多コピープ

ラスミドを作製して大腸菌に導入することにより、バクテリオクロロフィルの中間体であるクロロフィライ

ド a の合成が確認された。この菌株を用いて培養方法についての検討を行ったところ、MgSO4、MgCl2を培地

に比較的高濃度加えることによって、クロロフィライド aなどの中間体の蓄積量が増大することがわかった。	 

	 またバクテリオクロロフィルa合成は大腸菌のヘムの合成中間体であるプロトポルフィリンIXを基質とす

るが、ヘム合成経路に関与する遺伝子群の過剰発現株または高温感受性機能欠損株を用いて解析を行ったと

ころ、hemF,N 遺伝子がヘム合成経路における律速段階であることがわかった。また機能未知遺伝子 hemX,Y
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について、hemE,	 hemY または hemE,	 hemX,	 hemY 高温感受性欠失株では、hemE 高温感受性欠失株に比べて

Uroporphyrin 量が少ないことがわかった。（岩崎、石川、藤原、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。窒素固定反応を触媒する酵素であるニトロゲナーゼは、非常に酸素感受性が高

く、嫌気的な環境下でのみ働くことができる。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同時に行う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。これまでの研究において、窒素欠乏シ

グナルがヘテロシスト分化を誘導する分子機構を明らかにしてきた。しかし、ヘテロシスト分化へと細胞運命

が決定した細胞において、細胞内を嫌気的にし、そして窒素固定酵素ニトロゲナーゼの発現を誘導する細胞分

化後期の制御機構はいまだ明らかになっていなかった。我々は細胞分化後期の制御機構を解明するため、ヘテ

ロシスト分化の後期に発現する転写因子に注目し研究を進めた。 

a)  ヘテロシスト分化過程でのシグマ因子SigC, SigEによる遺伝子発現制御  
	 RNAポリメラーゼのシグマ因子はプロモーター配列の認識に関わり、転写開始を制御する転写制御因子であ

る。ヘテロシストにおいては、3個のシグマ因子SigC, SigE, SigGが高発現していることが知られている。これ

らの遺伝子破壊株を作製し、その遺伝子発現とヘテロシスト分化への影響を調べた。トランスクリプトーム解

析を行い、各遺伝子破壊株におけるヘテロシスト分化過程での遺伝子発現を野生株と比較した。その結果、sigC

破壊株とsigE破壊株において、ヘテロシスト外膜にある多糖層の合成に関わる遺伝子の発現量が低下している

ことが明らかとなった。ヘテロシスト分化は通常窒素欠乏後24時間で完了するが、sigC破壊株においては分化

の進行が遅れることも明らかとなった。一方、sigG遺伝子のヘテロシスト分化制御との関係をトランスクリプ

トーム解析からは明らかにすることはできなかった。以上の結果から、SigCとSigEはヘテロシストの形成に重

要な遺伝子の発現を制御する転写因子であり、またその機能には部分的な重なりがあることが示された。ヘテ

ロシスト分化には非常に多くの遺伝子が関与しており、その発現を時間的、空間的に厳密に制御する必要があ

る。転写因子の機能重複は、より厳密に遺伝子発現を制御するシステムとして働くことが知られており、重複

した機能を持つSigCとSigEによりヘテロシスト分化過程での遺伝子発現が厳密に制御されていることが明ら

かとなった。（宮崎、得平） 

b)  ヘテロシスト分化過程における転写因子DevHの機能解析  
	 ヘテロシスト内の嫌気的な環境の構築に関わる遺伝子はこれまでに数多く同定されているが、その発現制御

機構は分かっていなかった。CRP型転写因子DevHは、嫌気的な環境の構築に必要なヘテロシスト外膜の糖脂質

層の合成制御に関わることが示唆されている。そこで、devH遺伝子の発現抑制株とDevH組換えタンパク質を

作製し、その機能解析を行った。その結果、DevHは糖脂質層の形成に必須の遺伝子あるhglEの発現を直接制御

する転写因子であることが明らかとなった。また、DevHはニトロゲナーゼ遺伝子群の発現を制御するpatB遺伝

子の発現も制御していた。さらにRNA-seq解析を行い、devH遺伝子の発現抑制により糖脂質層の形成に関わる

ほとんどの遺伝子とヘテロシスト内の酸素除去に働く呼吸系の遺伝子の発現が低下することが示された。以上

の結果から、DevHはヘテロシスト内を嫌気的な環境にし、ニトロゲナーゼの発現誘導を制御する転写制御因

子であることが示された。（栗尾、得平） 

 

５）シアノバクテリアにおける乾燥耐性の分子機構  
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	 シアノバクテリアは非常に多様な生物群であり、その棲息域は海や湖沼なでの水圏から土壌、砂漠などの陸

域にまで拡がっている。それぞれの種が様々な環境適応能力を発揮し、それぞれの生育環境に適応している。

AnabaenaやNostoc属のシアノバクテリアには、土壌に棲息するものが知られている。それらの陸棲シアノバク

テリアは非常に高い乾燥耐性能を持ち、100年以上の乾燥状態にも耐えることが報告されている。様々な生物

において、乾燥耐性には適合溶質と呼ばれる低分子化合物を蓄積することが重要であることが知られている。

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。これま

での研究により、塩ストレス条件下でのスクロースの合成は二成分制御系のレスポンスレギュレーターOrrAに

より制御されていることを明らかにしてきた。しかし、orrA遺伝子の破壊株では塩ストレス耐性に影響は見ら

れず、その生理的重要性が明らかではなかった。スクロースは適合溶質として乾燥ストレスへの耐性により重

要であることが知られているため、orrA遺伝子の乾燥ストレス耐性への寄与を評価した。まず、乾燥ストレス

条件下でのスクロース含量を定量したところ、orrA遺伝子破壊株では乾燥条件下でもスクロース含量が野生株

より低下していることが明らかとなった。そこで、orrA遺伝子破壊株の乾燥耐性を評価した。その結果、orrA

遺伝子破壊株は、環境中の水分が完全に蒸発すると同時に死滅してしまうことが明らかとなった。したがって、

orrAは乾燥耐性に必須の遺伝子であることが示された。今後はorrA遺伝子のどのような機能が乾燥耐性に関与

しているのかを明らかにしていく。（范、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  

	 染色体外因子として細菌に寄生する環状DNAであるプラスミドには、細菌に接合伝達能を与える遺伝子群を

持つものが数多く存在し、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、宿主菌に新たな遺伝子

の獲得やゲノム再編成の機会をもたらしている。腸内細菌由来のプラスミド 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 oriT 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、NikB は共に接合伝達に必須であり、それぞれ ACGGTA、ATCCTG という認識配列のコアを oriT 

小領域に持つ。両認識配列を隔てている１２塩基の配列を、ランダムに置換した変異ライブラリを作成し、

その oriT 機能を解析したところ、１２塩基の介在配列は厳密に野生型である必要は無いが、何らかの配列状

の条件を満たさないと oriT として機能しないことが判明した。また、NikA の認識については、認識配列と

の十分な結合が観察されない場合でも oriT として機能しうる事が明らかとなった。 (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理研連携）、大西 由之佑（M2）、鈴木 洋弥（M2）、髙橋 絢子（M2）、古田 顕尚（M2）、宮川 慎也（M2
理研連携）、山本 昂宏（M2）、戸田絵梨香（M1）、須川友実子（卒研）、中島一成（卒研）、中野紗佑里（卒
研）、吉田侑里子（卒研）、陽川憲（学振特別研究員）、Fabrissin Isabelle（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。一昨年度からは、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、宇都宮大など、国外ではドイツ、

スウェーデン、オランダ、スペイン、アメリカなどの研究グループと共同研究を進めている。また、北興化

学工業、基生研、農水省生物資源研、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、IAA の生合成と移動
に焦点をあて、主にトウモロコシを材料として光屈曲、重力屈曲の分子・細胞機構に関する研究を進めてい

る。 
a) 幼葉鞘の光屈曲における先端特異的青色光受容機構と IAA ：植物の光屈曲は 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、また、幼葉鞘先端で特異的に発現し

ている遺伝子として NPH3-like および PGP-like 遺伝子が特定された。今年度は、トウモロコシの青色光受
容体である Zmphot1 について、主に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たが、Zmphot1タンパク質のリ
ン酸化は強光照射でのみ観察された。また、NPH3-, PGP-likeタンパク質の先端特異的な分布も確認された。
さらに、パーティクルボンバードメント法によるタマネギ表皮細胞への遺伝子導入により、Zmphot1 と
NPH3-likeタンパク質の細胞内局在を調べたところ、両タンパク質が細胞膜近傍で結合した状態で分布する
ことが示された。（鈴木、小柴、門田、鐘ヶ江（環境応答）） 

b) オーキシンの長距離輸送と根での IAA合成：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。これまでその下方への移動は幼葉鞘のみで観察してきたが、今年度は中胚軸、幼葉、
および根を含めた長距離輸送について検討した。その結果、幼葉鞘で安定同位体標識 Trp から作られた標
識 IAAは、中胚軸までは移動が検出できたが、幼葉や根では検出されなかった。根には比較的多くの IAA
が含まれるが、その IAAは幼葉鞘以外から供給されている可能性が強く示された。そこで、IAA合成の鍵
酵素 YUCCA をコードする遺伝子群の根での発現を RT-PCR で調べたところ、先端部で発現するいくつか
の遺伝子が検出された。このため根の先端における IAA 合成の可能性が考えられる。現在、根に標識 Trp
を与え、一定時間後に検出される標識 IAA の検出を試みている（吉田、Fabrissin、陽川、Baluska（ドイツ
ボン大学）、鈴木、小柴） 
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c) 根の光依存性重力屈曲と IAA：トウモロコシを含むいくつかの植物の根は光依存性の重力屈曲を示すこと
が古くから知られている。この時の光感受は根先端の根冠で行われることを、トウモロコシ幼根を用いた

実験で再確認した。また、この際根の先端の IAA量の増加が検出された。根冠の除去により先端部の IAA
量の増加が確認されなくなることから、根冠がトウモロコシ根の外部光環境感受を介して IAA量を変化さ
せることが示唆された。シロイヌナズナでは重力屈曲に IAAの濃度勾配が関係していると考えられている
ので、トウモロコシの根に IAAの合成や輸送に関する様々な阻害剤を処理しその影響を観察した。その結
果、IAA生合成阻害剤の yucasin (YS) と L-kynurenine (Kyn)、IAA流入阻害剤の 1-NOAと 7-B3が光依存性
重力屈曲を阻害した。また、YSと Kynの同時処理によって IAA量が非照射時よりも大幅に減少すること
から、光照射により IAA新規合成が促進される可能性が示唆された。以上の結果から、根冠での光受容を
介した根端部での IAA 量の増加（合成）が光依存性重力屈曲に必要であることが考えられる。（中野、
Fabrissin、陽川、Baluska、鈴木、小柴） 

 
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。特に乾燥に応答して大きく増

加することが知られるアブシシン酸(ABA)に注目し、葉裏側の主葉脈付近表皮細胞から質量分析用ナノスプレ

ーチップにより吸引補足した成分を直接イオン化させ四重極型質量分析器に導入し ABA を検出することに試

みた。その結果、乾燥処理による内生 ABA 量の増加が一細胞レベルで検出可能であることが示された。（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、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 14 遺伝子への T-DNA またトラン
スポゾン挿入変異体 24ラインについて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。それらのうち、受精後に強く誘導され、ホモ変異体の稔実率が野生

型と比較すると低い傾向がみられた oswox5, oswrky19 および osmapk3 ついて解析を進めた。各ホモ変異体
における当該遺伝子の発現を調べたところ、wrky19および mapk3においては、当該遺伝子の発現量の大幅
な低下がみられ、wox5の変異体は null mutantであることが確認された。さらにこれら 3つの遺伝子の受精
卵発生への影響を調べる為に、各変異体ホモライン同士を人工交配し、多重変異体ラインの作製を行った。

（髙橋、岡本） 
b) 核の合一過程の動態観察：イネ配偶子の核クロマチンと核膜をそれぞれ蛍光タンパク質で標識し、これら
配偶子を in vitroで融合させた融合卵内の核動態観察を行うことで、核合一過程の解析を行った。細胞膜融
合後、精核はアクチンフィラメントを介して卵核へと移動した。両核の接近後、卵核クロマチンが精核内

部へ侵入することで精核の体積が増加し、その後、核融合の進行に伴って精核クロマチンが脱凝集し、そ

の終了によって核の合一が完了した。これら観察の結果に基づき、被子植物の核合一過程を 8 つのステー
ジに分類し、各ステージの融合卵における遺伝子発現解析を行ったところ、精細胞内の転写産物と受精卵

内で新規合成される転写産物が、それぞれ核合一過程の初期と終期の融合卵において検出された。この解

析結果から、受精卵ゲノム由来の新規遺伝子発現は核合一の終期以降に起こることが示唆され、さらに、

精細胞由来の転写産物が融合直後の融合卵において翻訳されている可能性が示された。（大西、岡本） 
c) 実験発生学的手法による核合一過程の解析：精細胞と卵細胞を融合させた受精卵内では、融合後 4時間以
内に核の合一が完了する。我々は 2つの卵細胞を融合させた細胞内においても、約 20時間後には 2つの卵
核が合一することを見出した。さらに興味深いことに、卵細胞同士を融合させた細胞にさらに精細胞を融
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合させると、核合一の進行が速くなり、約 12時間で融合細胞内の 3つの核が 1つに合一した。また、体細
胞については、葉プロトプラスト同士の融合細胞を用いた予備的な実験において、融合後 24時間までの観
察内では核合一が見られなかった。これら結果は、卵細胞が精核以外の核とも核合一を行う機構を保持す

ること、および精細胞の融合により核合一の進行が促進されることを強く示唆しており、すなわち、雌雄

配偶子内に核の合一を制御する因子が存在する可能性を示している。今後、これら想定された核合一制御

機構の解明に取り組んでいく。（大西、岡本） 
d) マイクロインジェクション法によるイネ卵細胞および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。卵細胞・受精卵を低融点アガロースゲル中に包埋することで固定し、Laser-assisted Thermal-expansion 
Microinjection 法を用いてインジェクションを行うことで、導入効率をほぼ 100％とすることができた。導
入した細胞の生存率（導入 2日後）は、卵細胞で 35％、受精卵で 63％であった。卵付活化を人為的に起こ
すために、卵細胞へイネ精細胞抽出液、ホヤ精子抽出液、および CaCl2 の導入を試みたが、核・細胞分裂
の誘導には至らなかった。しかし、イネ卵細胞内の推定 pHよりも高い pHの緩衝液 (HEPES, pH7.0) の導
入時に卵細胞の分裂・増殖が観察され、それらは植物体にまで培養・再分化することができた。今後は、

細胞内 pHの上昇が卵付活化を引き起こす要因であるかの確証を得るための解析を行う。（古田、岡本） 
e) イネ in vitro 受精系による多精受精卵の作出とその発生：被子植物の多精拒否機構および多精受精卵の発
生機構を明らかにするため、卵細胞に 2 個の精細胞を電気融合した多精受精卵を作出し、その発生観察を
行った。その結果、作出した多精受精卵の約半数が植物体へと発生および再分化すること、また、それら

の初期発生機構（核融合および第一分裂）は 2倍体と同様に進行することが示された。（戸田、大西、岡本） 
f) イネ受精卵発生過程における雌雄ゲノムの機能発現機構：in vitro受精系を用いた倍数性受精卵の作出とそ
の発生観察により、雌性ゲノム過多の倍数性受精卵が正常に発生する一方で、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。雌雄ゲノムの量的バランスと受精卵中発生機構には密接

な相関があると考えられたことから、受精卵中で雌または雄ゲノムアリルに特異的に由来する転写産物の

検出する目的で、2倍体受精卵および倍数性受精卵のトランスクリプトーム解析に向けた予備実験を進めて
いる。（戸田、大西、岡本） 

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（東山研究室）との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（名大）は本研究室で再現でき、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） 
h) イネ核合一過程におけるアクチンを介した核移動機構の解析：微小管重合の阻害剤であるオリザリンで処
理された融合卵内では核の合一は正常に進行したのに対し、アクチン重合阻害剤であるラトランクリン B
で処理された融合卵内では精核の卵核への移動が停止し、精核は卵核と融合できないことが示された。精

核の卵核への移動とアクチンフィラメント（AFs）の関連性をより明確にするために、融合卵内における
AFs と核の動態解析を進めた。卵細胞・融合卵の AFs 構造をタイムラプス撮影したのち、AFs の構造変化
を定量的に解析した結果、細胞内全域に広がったメッシュ状の AFs 束（アクチンメッシュ）が卵核方向へ
と移動・集約することが示された。さらに、AFs と精核膜の局在解析によりそれらの一部が共局在するこ
とが示され、この結果は、精核とアクチンメッシュが相互作用している可能性を強く示唆している。現在、

卵細胞内におけるアクチンメッシュの集約機構の解析を進めている。（大西、岡本） 
i) イネ卵細胞の活性化に伴う細胞周期制御機構の解析：イネ卵細胞がどの細胞周期ステージにあるのか特定
し、さらに精細胞との融合後、融合卵・受精卵のどの発生過程において細胞周期が再開するのかという点

を明らかにすることを目的とし、研究を進めている。イネ卵細胞内における細胞周期制御関連タンパク質

をコードする遺伝子群の発現解析から、イネ卵細胞では OsKRP2 が細胞周期を制御していることが示唆さ
れた。現在、OsKRP2がどの周期を制御しているのかについてさらに解析を進めている。(須川、岡本)	 

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

の発現および環境耐性獲得等の生理機能について解析を進めている。 
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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、昨年度に引き続き、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： 
① RSOsPR10発現誘導に関わる転写因子としてこれまでに、ジャスモン酸（JA）/エチレン（ET）応答性 OsERF1
の関与する可能性が示されてきた。OsERF1 以外の RSOsPR10 の発現調節に関与する因子の検討のために、
2.9 kb promoter::LUC (2.9K)をレポーターとし、候補転写因子コンストラクトを、パーティクルボンバード
メント法によりイネの根に共導入するエフェクターアッセイを行った。RSOsPR10の JA誘導に関わる因子
の候補として、グループⅨcに属する ERF因子を中心に検討を加えたところ、OsERF87が RSOsPR10遺伝
子を顕著に誘導する新規の転写因子として同定された。さらに、OsERF87-GFP融合タンパクを発現させる
コンストラクトをタマネギ表皮細胞にパーティクルボンバードメント法により導入したところ、OsERF87
の核局在が確認され、核内で転写因子として RSOsPR10の主要な誘導因子として働くことが示唆された。（中
島、山本、小柴） 
② RSOsPR10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 2.7~2.9 kb付近にある 4つの 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。（山本、小柴） 
③ RSOsPR10 の J A 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こ
とが確認されており、抑制に関わる因子とし OsWRKY76の関与が示されている。そこでパーティクルボン
バードメント法を用いて OsWRKY76 を発現するコンストラクトと 2.9K を共導入したところ、強い抑制が
確認された。上述のように誘導因子である OsERF87遺伝子の共導入は 2.9Kの発現を大きく増加させるが、
これに OsWRKY76をさらに共導入するとその増加も強く抑制された。（中島、山本、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。その内容は昨年度アメリカ科学アカデミ
ー誌に掲載されたが、国内外での評価が高く 2014年農水省の１０大成果としてプレス発表された。（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。昨年度に引き続き、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） 
 
3. 研究発表 
誌上発表  
Chiba, Y., Shimizu, T., Miyakawa, S., Kanno, Y., Koshiba, T., Kamiya, Y., Seo, M. (2015) Identification of Arabidopsis 

thaliana NRT1/PTR FAMILY (NPF) proteins capable of transporting plant hormones. J. Plant Res., in press 
Ohnishi, Y., Hoshino, R., Okamoto, T. (2014) Dynamics of male and female chromatin during karyogamy in rice zygotes. 

Plant Physiol., 165: 1533-1543. 
Ohnishi, Y., Okamoto, T. (2015) Karyogamy in rice zygotes: Actin filament-dependent migration of sperm nucleus, 

chromatin dynamics, and de novo gene expression. Plant Signal. Behav., DOI:10.4161/15592324.2014.989021 
Ohnishi, Y., Okamoto, T. (2015) Microscopic observation, three-dimensional reconstruction, and volume measurements 

of sperm nuclei. Bio-protcol, in press 
Suzuki, H., Matano, N., Nishimura, T., Koshiba, T. (2014) A 2,4-dichlorophenoxyacetic acid analog screened using a 
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maize coleoptile system potentially inhibits indole-3-acetic acid influx in Arabidopsis thaliana. Plant Signal. Behav., 
9: e29077. 

Shimizu, T., Miyakawa, S., Esaki, T., Mizuno, H., Masujima, T., Koshiba, T., Seo, M. (2015) Live single cell plant 
hormone analysis by video-mass spectrometry. Plant Cell Physiol., in press 

Suzuki, H., Okamoto, A., Kojima, A., Nishimura, T., Takano, M., Kagawa, T., Kadota, A., Kanegae, T., Koshiba, T. 
(2014) Blue-light regulation of ZmPHOT1 and ZmPHOT2 gene expression and the possible involvement of 
Zmphot1 in phototropism in maize coleoptiles. Planta, 240: 251-261.  

Yokawa, K., Koshiba, T., Baluška, F. (2014) Light-dependent control of redox balance and auxin biosynthesis in plants. 
Plant Signal. Behav., 9: e29522. 

Yokawa, K., Baluška, F. (2014) Pectins, ROS Homeostasis and UV-B Responses in Plant Roots. Phytochem. (in press) 
Yokawa, K., Fasano, R., Kagenishi, T. Baluška, F. (2014) Light as stress factor to plant roots – case of root halotropism. 

Front. Plant Sci. 5: 718. 
Yoshikawa, T., Ito, M., Sumikura, T., Nakayama, A., Nishimura, T., Kitano, H., Yamaguchi, I., Koshiba, T., Hibara, K., 

Nagato, Y., Itoh, J. (2014) The rice FISH BONE gene encodes a tryptophan aminotransferase, which affects 
pleiotropic auxin-related processes. Plant J., 78: 927-936.  

 
著書  
Endo, A., Okamoto, M., Koshiba, T. (2014) Abscisic acid biosynthetic and catabolic pathways. In “Abscisic Acid: 

Metabolism, Transport and Signaling”, Ed., Da-Peng Zhang, Springer, p.21-45. 
井川智子、東山哲也、岡本龍史 (2014)「第７章：被子植物の受精２：花粉管の伸長とガイダンス、配偶子の融
合、核の合一」、動植物の受精学：共通機構と多様性、澤田均編、化学同人、pp103-118. 

 
国際学会・セミナーでの発表  
Koshiba, T., Suzuki, H., Nishimura, T. (2014) A potent inhibitor of auxin biosynthesis, yucasin, exhibits severe IAA 

deficient effects in Arabidopsis and maize seedlings. XII France-Japan Workshop on Plant Science 2014 Plant 
Responses to Environment (Tokyo, Japan) [Invited] 

Nishimura, T., Hayashi, K., Suzuki, H., Koshiba, T. (2014) YUCASIN is a potent inhibitor of auxin biosynthesis in plants. 
Plant Biology (Portland, USA) 

Nishimura, T., Hayashi, K., Suzuki, H., Koshiba, T. (2014) Identification of inhibitor for IAA biosynthetic enzyme, 
YUCCA plant Flavin monooxygenases. The 38th Naito Conference Molecule-based biological systems (Sapporo, 
Japan)  

Ohnishi, T., Abiko, M., Okamoto, T. (2014) Relationship between karyogamy progression and onset of de novo gene 
expression in rice zygotes produced by in vitro. 23rd International Congress on Sexual Plant Reproduction (Port, 
Portgul)  

Suzuki, H., Koshiba, T. (2014) Tip specific photoperception causing phototropism in maize coleoptile. Plant Biology 
(Portland, USA)  

Suzuki, H., Matano, N., Nishimura, T., Koshiba, T. (2014) A 2,4-D analog exhibits an inhibition on auxins influx in 
Arabidopsis thaliana. 41st Annual Meeting of the Plant Growth Regulation Society of America (San Francisco, 
USA) [Oral]  

Suzuki, H., Okamoto, T., Seo, M., Koshiba, T. (2015) Tip specific blue-light perception and IAA biosynthesis in maize 
coleoptiles; in relation to first positive phototropism. The 2nd International Symposium on Plant Environmental 
Sensing (Tokyo, Japan) [Oral, poster]  

Toda, E., Ohnishi, T., Okamoto, T. (2014) Dynamics of male and female chromatin during karyogamy in rice zygotes. 
23rd International Congress on Sexual Plant Reproduction (Port, Portgul) 

 
国内学会等での発表  
大西由之佑、安彦真文、岡本龍史「イネ受精卵中の核合一過程の動態と受精誘導性遺伝子の新規発現」日本植

物学会第 78回大会 （9月、神奈川） 
大西由之佑、岡本龍史「イネ受精卵における核合一機構の解析“融合細胞内でのアクチンメッシュの核方向へ

の集約に伴った核移動”」新学術領域「ゲノム・遺伝子相関」H26年度若手の会（10月、神奈川） 
大西由之佑、岡本龍史「イネの受精卵における核合一の動態：アクチン繊維依存的な核の移動」第 37 回日本
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分子生物学会（11月、神奈川） 
岡本龍史「同種および異種配偶子の雌雄不均等融合により作出した受精卵の発生能」新学術領域「ゲノム・遺

伝子相関」H26年度班会議（6月、東京） 
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」2014年度	 新学

術領域「植物環境感覚」第 3回班会議	 (7月、仙台) 
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」2014年度	 新学

術領域「植物環境感覚」第 4回班会議	 (3月、京都) 
鈴木洋弥「トウモロコシ幼葉鞘における光屈曲メカニズムの解明に向けて」生命デザインセミナー（8 月、首

都大） 
鈴木洋弥，小柴共一「トウモロコシ幼葉鞘の先端特異的な青色光受容と光屈曲における Zmphot1の役割」植物

化学調節学会	 第 49回大会（10月、京都） 
戸田絵梨香、岡本龍史「イネ雌雄配偶子の不均等融合により作出された倍数性受精卵の発生能」新学術領域「ゲ

ノム・遺伝子相関」H26年度若手の会（10月、神奈川） 
Toda, E., Ohnishi, Y., Okamoto, T., “Development of polyspermic rice zygotes produced in vitro” 第 56回日本植物生

理学会年会（3月、東京） 
中島一成、山本昂宏「イネの根特異的ストレス応答遺伝子 RSOsPR10 の発現制御機構の解明」バイオカンフ

ァレンス 2014 （11月、首都大） 
中野紗佑里、陽川憲、Fabrissin Isabelle、鈴木洋弥、František Baluška、小柴共一「トウモロコシ黄化芽生えの根

端部の IAA量と光の影響」植物化学調節学会	 第 49回大会（10月、京都） 
中野紗佑里、吉田侑里子、鈴木洋弥「トウモロコシ黄化芽生えの根端部の IAA量と光の影響」バイオカンファ

レンス 2014（11月、首都大） 
古田顕尚、岡本龍史「イネ卵細胞および受精卵への物質導入系の確立」植物化学調節学会第 49回大会（10月、

京都） 
古田顕尚、岡本龍史「イネ卵細胞および受精卵への物質導入系の確立」新学術領域「ゲノム・遺伝子相関」H26

年度若手の会（10月、神奈川） 
古田顕尚、岡本龍史「イネ卵細胞および受精卵への物質導入系の確立」首都大学東京バイオコンファレンス 2014

（11月、東京） 
宮川慎也「アブシシン酸（ABA）の一細胞定量分析法の開発」新学術領域「植物の環境感覚」H26年度第 5回

若手の会（10月、山形） 
宮川慎也、清水崇史、升島努、小柴共一、瀬尾光範「アブシシン酸（ABA）の一細胞定量分析法の開発」植物

化学調節学会第 49回大会（10月、京都） 
宮川慎也「アブシシン酸（ABA）の一細胞定量分析法の開発」生命デザインセミナー（2月、首都大） 
山本昂宏、中島一成、行田敦子、吉田悠里、横谷尚起、西村岳志、寺川輝彦、岡本龍史、南栄一、西澤洋子、

小柴共一「イネの根特異的ストレス応答遺伝子 RSOsPR10 の発現調節機構の解明」植物化学調節学会第
49回大会（10月、京都） 

吉田侑里子、鈴木洋弥、陽川憲、František Baluška、小柴共一「トウモロコシ芽生えにおける IAAの生合成と
長距離輸送」植物化学調節学会	 第 49回大会（10月、京都） 

 
授賞  
植物化学調節学会第 49回大会ポスター賞（10月、京都）宮川慎也、清水崇史、升島努、小柴共一、瀬尾光範

「アブシシン酸（ABA）の一細胞定量分析法の開発」 
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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（D3）、鈴木理滋（D1）、野口あや

（D1）、林下瑞希（D1）、高橋俊樹（D1）、関裕之（M2）、牛尾ちづる（M2）、田中花実（M1）、土屋悠吾（M1）、

保木優梨子（M1）、小竹咲也子（M1）、渡邉礼華（M1）、中島健悟（M1）、謝一銘（M1）、山本昂季（卒研生）、

戸島麻子（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。 
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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），宮城竜太郎（特任研究員），瀬戸陽介（特任研究員），山口 慶（D5），

小川佳孝（D5），里村和浩（D4），王 瑞鵬（D4），岩本栄介（D2），粕谷菜月（D2），岩崎祐磨（M2），宮下

孝幸（M2），秋山礼良（M1），市川里紗（M1），中村 遥（M1），山本真玄（M1），澤村崇雅（卒研生），鈴木

麻理奈（卒研生），須永早紀（卒研生）， 清野健司（卒研生），野呂英伸（卒研生） 

 
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次世代 DNA

シーケンサーを活用した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．教員の田村，高橋は生命情報研究センタ

ーにも所属している． 

 

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微生物環境への適応進化の遺伝機構

を明らかにするため，生体防御に主要な役割を担う抗菌ペプチド遺伝子の進化に関する研究を行っている． 

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，アオカビ摂食時の発現パターンを Drs, Dro5と比較した結果，Dro3が単一コピーの

種では，幼虫でも成虫でも Dro3の発現量は Drs, Dro5よりも低いが，複数コピーある種ではいずれかのコピ

ーの発現量が Drs, Dro5より高く，主要な役割を担う遺伝子がコピー数増加と共に Drs，Dro5から Dro3に代

わったことが示唆された．（宮下，田村）一方，Dro3のコピー数が多い D. lutescens種内 15系統について Dro2, 

Dro3, Dro4, Dro5を含むゲノム領域の DNA長を調べたところ，長さが大きく異なる 3種類の変異があること，

それらはいずれも Dro3の周辺にあることが分かり，Dro3周辺領域は特に挿入・欠失，重複などの変異性が

高いことが示唆された．今後，Dro3のコピー数など変異の詳細を調べる予定である．（市川，田村） 

キイロショウジョウバエでは，腸内細菌叢のバランスが崩れると寿命が短くなることが知られている．こ

のこから，腸内細菌叢のバランスは抗菌ペプチドなどの免疫機構によって調節されていると考えられる．こ

の仮説を検証するため，カビ摂食時の腸内細菌叢の変化をメタゲノム解析によって調べた．その結果，カビ

摂食時による腸内細菌叢の変化が観察された．今後，抗菌ペプチド遺伝子の発現と腸内細菌叢の変化との関

連を調べていく予定である．（清野，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．昨年度までに行われた先行研究において，低温順化したハエとしないハエについて RNAseq

を用いてトランスクリプトームを比較したところ，代謝に関係するいくつかの遺伝子の発現量が低温順化に

よって上昇することが分かった．そこで代謝に関係する 11遺伝子について，集団ごとの多様性を解析した結

果，西日本集団において 2遺伝子の塩基性多様度が低いことが分かった．また，11遺伝子中，候補遺伝子と

して有力な pepck に関しては，コード領域上流の配列を決定し集団間で比較したところ，西日本集団中で保
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存されている領域を見つけた．今後，低温耐性との関連を調べる予定である．（中村，田村） 

先行研究で有力な候補遺伝子とされていた pepckに関して， UASと連結した組換え DNAをキイロショウ

ジョウバエに導入し，UAS-pepck系統を作製した．この遺伝子導入系統を用い，GAL4/UAS システムによっ

て pepckを強制発現し，その低温耐性への影響の検証を試みた．（鈴木，瀬戸，田村）また，低温順化によっ

て発現量が上昇する sdr，pepckから予想される体液中の糖分の上昇を検証するため，順化したハエ，しない

ハエについてグルコースおよびトレハロースの含有量を比較したところ，いずれも順化しないハエの方が高

く，含有糖量の上昇によって低温耐性が強化されるわけではないことが分かった．（野呂，田村） 

3）アカショウジョウバエの Neo-X，Neo-Y染色体における遺伝的多様性  
Y染色体は，その進化過程で X染色体との減数分裂組換えが抑制され，多様性が低下していく．ショウジ

ョウバエのように雄で組換えが起こらない生物では，Y 染色体の組換え抑制は，Y 染色体の形成と同時に起

こるはずである．アカショウジョウバエの Neo-Y染色体は，常染色体が Y染色体と結合してできたため，組

換えがなければ多様性は非常に低いことが予想される．しかし，実際に Neo-X，Neo-Y染色体間で相同な 27

遺伝子を比較してみたところ，多様性にほとんど差はなかった．交配実験，集団遺伝学的解析から，この結

果は Neo-Y染色体が過去には組換えを起こしていたことが原因であると示唆された．（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

(Drosophila亜属)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 7 種 (D. tripunctata, D. bizonata, D. 

orientacea, D. sternopleuralis, D. cardini, D. guarani, D. angularis ) の cDNAの配列を網羅的に決定し，それらを

既存のショウジョウバエ 12 種ゲノムデータに加えた多重配列アライメントを作製し分子系統解析を行った．

その結果，新大陸産の 3種は単系統群になることが分かった．また，quinalia群に属する種群は 1,000～2,500

万年前の間に分岐したと推定された．（岩崎，田村）  
	 近年の分子系統解析から，形態学的に Drosophila 亜属の immigrans-Hirtodrosophila 系統に分類されている

D. annulipesと D. maculinotataは，むしろハワイ産ショウジョウバエに近縁であるという可能性が示唆されて

いる．そこで，上記 2種を含む immigrans-Hirtodrosophila系統に属するショウジョウバエ 10種，ハワイ産シ

ョウジョウバエの姉妹群とされている Scaptomyza属の S. graminumについて，次世代シーケンサーを用いて

cDNA の配列を網羅的に決定し，既存のショウジョウバエ 13 種ゲノムデータと合わせて系統解析を行った．

その結果，immigrans種群に属する D. annulipesと D. curviceps は immigrans種群の他の種よりもハワイ産シ

ョウジョウバエに近縁であることが分かった．（瀬戸，田村，１戸田：１北海道大学） 

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，新たな方法理論の開発やコンピュータシミュレーションを用いた検証

実験を行っている．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た．（小川，田村）また，一般に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が種間で一定であることが仮定される．そのため，いくつかの種で置

換パターンが他種と異なる遺伝子が含まれる場合，推定精度は低下する．そこで，そのような遺伝子を特定

し，除外することによって推定精度を改善する方法を開発した．（岩本，田村） 

分子進化・分子系統解析のためのソフトウェア（MEGA）の開発を行っている．現在，64 bit版のMEGA7
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を開発しているところである．また，今年度は遺伝性疾患の原因遺伝子を予想するために特化したMEGA-MD

を公表した．（田村，１Kumar：１テンプル大学） 

6）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系統における全体的な体色濃淡の

多型を生み出す主な要因であることが明らかになった．また，ebonyのみならず tanの cis発現量と腹部の黒

い縞模様の幅との間に関連性が見つかり，体色多型の形成には複数のメラニン合成系遺伝子の cis領域の進化

が関与してきたことが示唆された。さらに，これら二つの遺伝子の周辺領域の DNA 塩基配列解析を行った

ところ，ebony遺伝子の cis制御領域内の多数の塩基多型がこの遺伝子の発現に関与していることが．示唆さ

れた。（宮城，高橋） 

また，キイロショウジョウバエの体色は，生育温度による影響を受けることが知られており，生育温度が

高いと体色は明るく，生育温度が低いと体色が暗くなる。そこで，蛹の時の生育温度を 20℃，25℃，29℃に

した後，羽化直後の成虫について，ebony を含むメラニン合成経路に携わる 5個の遺伝子の発現量を qRT-PCR

を用いて解析した。この結果，black，tan においてはいくつかの系統において，高温で育てるほど遺伝子の

発現量が低下した。一方，yellow，ebonyにおいては，いくつかの系統において，高温で育てるほど発現量が

上昇した。pale については発現量に有意な差は見られなかった。また，体色について羽化後 3 日～5 日ほど

経った個体の写真を撮影した結果，これまでの知見通り低温で生育させた個体のほうが体色は暗くなったが，

系統間でその体色の変化の具合が異なっていた。こうした結果より，自然集団中には，生育温度に対する体

色の濃さ及び体色の色素形成に関与する複数の遺伝子の発現量の変化に遺伝的な変異があることがわかった。

（須永，高橋） 

7）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と湿度に注目した．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乾燥耐性を比較し

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乾燥下（Rh~2%）での

生存時間が先行研究とは異なり短いことが明らかとなった。ノックダウン個体はコントロールに比べ生存中

の脱水速度（ug/h）が速いことも明らかになった。これは，ebony	 遺伝子のノックダウンによりクチクラの

構造が変化する可能性を示唆しているため，成虫の凍結切片による断面観察も進めている。（秋山，宮城，高

橋） 

8）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
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状態で発現量を定量した．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

から得られた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，雌雄間の発現量の相関を見ることによって，雌

雄の発現制御の違いなどに関する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) 

9）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

引き続き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

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り，ビデオ撮影による解析を進めている．（粕谷，高橋） 

10）飢餓において発現の減少が見られる fit遺伝子の機能解析	 
雌のショウジョウバエ成虫の頭部脂肪体で雌特異的に発現する fit遺伝子は，先行研究により飢餓に晒した

際に発現が大きく現象することが知られている。そのため，この遺伝子は飢餓の際に雌の生殖を抑える機能

に関与しているのではないかと考え，卵巣成長への影響を調べた。まず，GAL4-UASシステムによる誘導型

RNAi を利用して全身でこの遺伝子をノックダウンし，個体の体重，卵巣の形状と大きさの３要素について

観察・計測し，成長の度合いを調べた。その結果，体重に大きな差が出なかったにも関わらず，卵巣成長の

大きさは小さくなり，形状にも変化があった。このことから，fit遺伝子は卵巣成長に関わる機能を持つこと

が強く示唆された。（澤村，高橋）	 
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神経生物学研究室	 
	 

1．構成	 

黒川	 信(准教授)，矢澤	 徹(助教)，奥溪真人(M2),	 今泉典子(卒研生)，越智琴加(卒研生)，国広響子(卒研

生)，富田千景(卒研生)，矢崎育子(客員研究員)，田中浩輔(客員研究員)，田口正敏(客員研究員)	 

	 

2．研究紹介	 

	 本研究室では動物の運動や行動、学習の仕組みを解明するために、主に水産無脊椎動物、アメフラシやモ

ノアラガイ、オオグソクムシなどを実験材料に用いながら様々なテーマで研究を進めている。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るとともに、それに関わる学習についても調べている。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。	 

	 大島、八丈島海域の「磯焼け」に代表される深刻な沿岸環境変化の原因究明と回復を目指した東京都島し

ょ農林水産総合センター等との連携研究を 2004 年から継続している。	 

	 

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する。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を自律的に制御している。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あまり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。	 

	 後鰓類のアメフラシとトゲアメフラシの食性はそれぞれ海藻食、付着藻類食と異なり、また消化管構造は

前者のそ嚢が後者より著しく大きいなどの違いがある。消化管自律運動のリズムは両者とも消化管神経系に

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であることをすでに示した。ペースメーカー

ニューロン群は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。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し、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	 部位間の連動運動を解析し

た。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上向的に伝播した。これ

に対し、トゲアメフラシではそれはそ嚢で発現した後、後砂嚢に下向的に伝播していることを示した	 (黒川)	 。	 

	 アメフラシの消化管に対する中枢神経支配は、口球神経節により食道神経を介して行われていることが知

られており、その機能も明らかにされている。一方、腹部神経節からも貯精嚢神経の分枝および囲心嚢神経

の分枝が消化管に対して神経支配していることが示唆されているが、神経の走行経路や機能は未だ不明であ

る。これらの神経分枝をメチレンブルーで生体染色し、顕微解剖学的観察を行ったところ、貯精嚢神経の分

枝が胃食道動脈上を経由してそ嚢に至り、細かな分岐を繰り返して網状構造を形成していることが分かった。
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またグリオキシル酸蛍光染色によるモノアミン検出によって貯精嚢神経の分枝がモノアミン作動性ニューロ

ンの軸索を含むことが明らかになった。アメフラシは腹部神経節からそ嚢に対してモノアミン作動性ニュー

ロンによる神経支配を行っていると考えられた（今泉・黒川）。	 

	 

	 b)摂食・摂食忌避行動と連合学習：アメフラシの成体は柔らかい葉体であるアオサを好んで摂食し、固

いテングサに対しては摂食忌避行動を示す。成体での摂食ないし摂食忌避行動には、海藻の味刺激で切り替

わる中枢神経回路が関与することが明らかにされている。しかし、海藻との接触では味覚の化学刺激ととも

に、海藻の硬さや表面構造などの機械的性質が刺激となりうると考えられる。化学刺激と機械刺激の連合学

習の結果、成体では味刺激に対する摂食ないし忌避反応が生じている可能性が考えられた。そこで本研究で

は、若い個体を用いて、2 種類の硬さと海藻成分を組み合わせて与えたときの反応を調べた。実験には、ア

オサ葉体、アオサシート(アオサ抽出液を浸透させたさらし布)、テングサ葉体、粉砕テングサ入り寒天、の

4 種の試料を用いた。その結果、柔らかいアオサ葉体とともに粉砕テングサ入り寒天は摂食し、硬いテング

サ葉体とともにアオサシートとは摂食しようと試行をしたが、 終的に摂食しなかった。これらのことから

アメフラシの摂食忌避には化学刺激と機械的刺激との連合学習が関与している可能性が示唆されたので、今

後、組合せ刺激を繰り返し与える実験などを進める。（富田・黒川）	 

	 

c)二枚貝の繊毛粘液摂食：二枚貝の摂食活動様式は繊毛粘液摂食と呼ばれ、鰓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っている。繊毛粘液摂食における唇弁の筋肉及び繊毛運動の機能とその制御

機構を解明するため、ムラサキイガイ(Mytilus	 galloprovincialis)	 を材料に、行動観察と組織学、候補神

経伝達物質の投与実験を行った。片側の貝殻を除去した標本を用いた観察では、捕食性粒子（デンプン、う

ま味調味料）と非捕食性粒子（ガラスビーズ）のいずれも鰓繊毛運動により唇弁に到達した。しかし、それ

ぞれの懸濁液を摘出した唇弁上に投与したところ、輸送経路が異なっていた。光学顕微鏡下での観察により、

唇弁上での粒子輸送を担う繊毛群は、分布領域や繊毛打の方向に基づいて、摂食ないし排除に関わるものに

分類できた。また、神経伝達物質投与実験の結果、セロトニン及びドーパミンは、排除に関わる複数の繊毛

群に対して興奮性作用を持つことが明らかになった。これらの結果から、ムラサキイガイの繊毛粘液摂食に

関して、唇弁上の個々の繊毛群に対するモノアミン作動性ニューロンの特異的支配が、捕食か排出かの選択

を含む唇弁の制御に関与している可能性が示唆された。日本動物学会関東支部第 67 回大会での発表で 優秀

賞を受賞した（奥溪・黒川）。	 

	 

	 d)生殖行動と学習	 雌雄同体のモノアラガイ（Lymnaea	 stagnalis）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。これは遺伝的にプログラムされた種特異的な行動であり、次

の 6つの構成要素から成る。①mounting（相手の殻に登る）、②circling（殻の上を旋回する）、③positioning

（位置を定める）、④partial	 eversion（陰茎鞘の部分的な外転）⑤total	 eversion（陰茎鞘の全体的な外転）

⑥intromission（挿入）。モノアラガイは同種内に左右両方の巻型が存在するという特徴を持つ。巻型異型間

では、貝殻の巻型だけでなく体構造や生殖孔の位置も逆転しているため、同一巻型間で定型的に発現する生

殖行動では困難になる。このため、巻型異型は通常生殖的隔離の要因となりうる。しかし、低い確率で巻型

異型間の交尾が成立する場合があるために、同種内に巻型異型が維持されることになる。本研究では、巻型

異型間の生殖行動やその所要時間、成功率の変化を調べることで、遺伝的に固定的であると考えられてきた

生殖行動における学習の効果について検討した。（越智・黒川）	 
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	 e）平衡感覚入力と神経活動：モノアラガイは水槽の底面を腹這いに移動する行動に加え、しばしば水

面下を仰向けに這う逆さま移動行動を行う。姿勢変化に伴う平衡感覚入力はこのような行動の変化に関与し、

中枢神経の様々な活動に変化をもたらすものと考えられる。モノアラガイの平衡感覚器は足神経節に付随し

ており、中枢神経系摘出標本を用いた実験では神経節の置き方によって感覚入力が変化していると考えられ

る。標本を通常位（腹這いの向き）や逆位（仰向けの向き）に置き、様々な中枢神経から自発活動を細胞外

記録して比較したところ標本反転に伴う一過性と持続性の変化が記録された。このことは、平衡感覚入力が

中枢神経系の自発活動に広範に影響していることを示している（国広・黒川）。	 

	 

２）節足動物等を用いた研究	 

	 a）甲殻類等の動物モデルで心拍調節の研究を行なった。心電図の mDFA 解析により Fear や Stress の数値

化に成功し、さらにその手法はヒトにも応用できることを示した。mDFA	 について American	 Society	 of	 

Mechanical	 Engineers 出版より今年（2015）出版されるモノグラフ原稿を脱稿した（矢澤）。	 

	 

	 b）甲殻類直腸運動の神経支配機構：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、消化管とくに直腸の神経支配とその中枢回路を解剖学的及び電気生理学的に調べ

た。腹部第 6神経節（AG6）から１本の神経が直腸に伸びており（直腸神経）、この神経刺激は、直腸運動を

惹起したことから、直腸興奮ニューロン軸索を含んでいることがわかった。そこで、この直腸神経から、DiI

や Co2+の逆行性注入を行い、直腸を支配する中枢ニューロン回路の形態学的同定を試みた。その結果、AG6

内に少なくとも 2個のニューロン細胞体が染色され、これらが直腸興奮性ニューロン細胞体の有力な候補細

胞体と考えられた。また別の 2本の線維が、そのまま神経節内を通過し、前方の縦連合神経に伸びていた。

次に電気生理学的に調べた。直腸神経から神経インパルスを誘導しつつ、AG6 の前方縦連合神経刺激の効果

を調べた。刺激により、潜時と大きさの異なる 3種類のインパルスが惹起された。その中で、少なくとも１

つは、刺激パルスと１対１に対応せず、また、Ca2+-free	 saline の灌流投与により消失したことから、この

神経節内でシナプスを介していることが示唆された。また、2つのインパルスは、Ca2+-free	 saline 投与でも

消失せず刺激パルスに常に一定の潜時で、１対１に対応した。これらの結果から、まず前方縦連合神経内に

含まれる線維のうち少なくとも２本は、直腸神経へダイレクトに伸びる線維であることが示唆された。また、

別の一本の線維は、AG6 内で、直腸興奮候補ニューロンにシナプスし、直腸神経内にインパスルを惹起する

ことが示唆された（田中・黒川)。	 	 

	 

３）その他	 

	 東京都との連携研究「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)などと共同で沿岸海水の栄養塩濃度分析など

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)。	 

	 

3．研究発表	 

誌上発表	 
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Yazaki,	 I.,	 Tsurugaya,	 T.,	 Santella,	 L.,	 Chun,	 J.T.,	 Amore,	 G.,	 Kusunoki,S.,	 Asada,	 A.,	 Togo,	 T.	 and	 

Akasaka,	 K.	 (2014)	 Ca2+	 influx-linked	 protein	 C	 activity	 regulates	 the	 β-catenin	 localization,	 

micromere	 induction	 signaling	 and	 the	 oral-aboral	 axis	 formation	 in	 early	 sea	 urchin	 embryos.	 Zygote	 

1-21	 	 

Yazawa,	 T.	 (2015)	 Quantifying	 Stress	 Using	 mDFA	 of	 Heartbeats.	 IMCIC-2015,	 Vol.	 1,	 pp178-180.	 	 

Tarumoto,	 T.,	 Yazawa,	 T.,	 Kitajima,	 H.	 (2015)	 Alternans	 in	 a	 mathematical	 crustacean	 cardiac	 model.	 	 

RISP	 International	 Workshop	 on	 Nonlinear	 Circuits,	 Communications	 and	 Signal	 Processing	 (NCSP'15),	 

pp.	 611-614.	 

	 

口頭・ポスター発表	 

黒川信,	 奥溪真人,	 田中浩輔（2014）Comparative	 physiology	 of	 the	 autonomous	 movements	 of	 the	 

gastrointestinal	 tract	 in	 mollusks.	 The	 11th	 International	 Congress	 of	 Neuroethology	 (ICN)	 and	 

The	 36th	 Annual	 Meeting	 of	 the	 Japanese	 Society	 for	 Comparative	 Physiology	 and	 Biochemistry（札

幌）	 

田中浩輔,	 伊藤慎,	 黒川信（2014）Neural	 control	 of	 the	 rectum	 in	 the	 penaeid	 shrimp,	 Marsupenaeus	 

japonicus.	 The	 11th	 International	 Congress	 of	 Neuroethology	 (ICN)	 and	 The	 36th	 Annual	 Meeting	 of	 

the	 Japanese	 Society	 for	 Comparative	 Physiology	 and	 Biochemistry（札幌）	 

Yazawa,	 T.	 and	 Kitajima,	 H.	 (2014)	 Alternans-Arrhythmia:	 A	 Simulation	 Study	 Based	 on	 Invertebrate	 

Heart	 Neurobiology.	 	 The	 5th	 International	 Multi-Conference	 on	 Complexity,	 Informatics	 and	 

Cybernetics,	 IMCIC,	 March	 4-7,	 Orlando,	 FL,	 USA.	 	 	 

Yazawa,	 T.	 and	 Kitajima,	 H.	 (2014)	 Neurobiology	 of	 alternans	 arrhythmia:	 A	 simulation	 study	 of	 the	 

heart	 of	 animal	 models.”	 NWP-1,	 July	 17-23,	 Nizhnij	 Novgorod,	 Russia.	 	 

Yazawa,	 T.	 (2014)	 Quantification	 of	 stress	 by	 detrended	 fluctuation	 analysis	 of	 heartbeats,	 both	 in	 

the	 lobsters	 and	 humans.	 NWP-1 招待講演,	 July	 17-23,	 Nizhnij	 Novgorod,	 Russia.	 

Yazawa,	 T.	 (2014)	 A	 stress-quantification	 gadget:	 mDFA	 of	 heartbeats,	 from	 crustacean	 animal	 models	 

to	 humans.	 	 24th	 Annual	 Conference	 of	 the	 Society	 for	 Chaos	 Theory	 in	 Psychology	 and	 Life	 Sciences.	 

July	 31	 through	 August	 2,	 Milwaukee,	 Wisconsin,	 USA.	 

Yazawa,	 T.	 (2014)	 A	 stressquantification	 gadget:	 Detrended	 fluctuation	 analysis	 of	 heartbeats,	 from	 

crustacean	 animal	 models	 to	 humans.	 Society	 for	 Neuroscience,	 November	 15,	 Washington	 DC,	 USA.	 

奥溪真人,	 黒川信（2015）	 ムラサキイガイ(Mytilus	 galloprovincialis)の繊毛粘液摂食における粒子選別

機構の解析.	 日本動物学会関東支部第 67 回大会	 (東京)	 	 

Yazawa,	 T.	 (2015)	 Quantifying	 Stress	 Using	 mDFA	 of	 Heartbeats.	 IMCIC-2015,	 March	 13,	 Orlando,	 FL,	 

USA.	 

	 

その他の出版物	 

Yazawa,	 T.	 (2015)	 Quantifying	 Stress	 in	 Crabs	 and	 Humans	 using	 Modified	 DFA.	 	 Biomedical	 Engineering,	 

Intech,	 26 ページ	 (in	 press).	 

	 

その他の教育・研究活動	 

黒川信（2014）「伊豆諸島などにおける多様な教育活動〜首都大学東京の取組〜」第 5回伊豆大島シンポジウ
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ム（東京）	 

黒川信（2014）「アメフラシの脳科学〜脳・神経は何のためにあるのか〜」	 第67回八丈島民大学講座（東京）	 

黒川信（2014）「海の砂漠化〜なぜ問題なの？どう問題なの？なぜ起こるの？〜」出前授業：「社会を知り考

える」キックオフ講演会（東京都立小山台高等学校）	 
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植物環境応答研究室  
 
1. 構成 
門田明雄、鐘ヶ江健、木村泉美（M2）、石井 遥（M1）、木村優希（M1）、宇野亜由美（卒研生）、十文字淳

（卒研生）、野口久美子（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。 

 

ヒメツリガネゴケ原糸体細胞における cp-actin filament形成と CHUP1顆粒  
	 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が関与することが知られている。シロ

イヌナズナにおいて 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役割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、原糸体細胞において CHUP1は葉緑体上で点状に

存在し、青色光微光束照射により逃避反応、集合反応を誘導すると定位した葉緑体上に多くの CHUP1 顆粒

が形成され、cp-actin filamentのメッシュワーク形成位置と一致する。葉緑体定位部位以外では CHUP1 顆粒

は減少し、cp-actin filamentが見られないことから、ヒメツリガネゴケにおいても CHUP1が cp-actin filament

の形成に働くことが強く示唆されている。本研究では CHUP1と cp-actin filamentの同時観察を行い、実際に

CHUP1顆粒から cp-actin filamentが伸長するかどうか、観察を行った。その結果、葉緑体上で CHUP1顆粒付

近からの cp-actin filamentの伸長と考えられる画像が得られた。（石井、笠原*、門田	 *立命館大） 

 
ヒメツリガネゴケでの赤色光による葉緑体光定位運動時におけるアクチンフィラメント構

造の変化  
	 ヒメツリガネゴケでは葉緑体光定位運動時にアクチンフィラメントと微小管の 2 種類の細胞骨格が働くこ

とが知られている。フォトトロピン依存の青色光による葉緑体光定位運動では、光定位後、葉緑体上にアク

チンフィラメントのメッシュワーク構造が形成されることが分かっている。これに対し、フィトクロム依存

の赤色光による葉緑体運動では葉緑体の移動に微小管のみが働くことが分かっているが、アクチンフィラメ

ントがどのような構造変化、働きをするのかは分かっていない。本研究では、tdTomato-talinを導入したアク

チンフィラメント可視化株を用いて、赤色光依存の葉緑体光定位運動においても、青色光反応時と同様に、

葉緑体上にアクチンフィラメントのメッシュワーク構造の形成が見られるか否かを調べている。(十文字、門

田) 

 
ゼニゴケ葉状体細胞の赤色光による葉緑体光定位運動  
	 ゼニゴケ葉状体細胞の葉緑体光定位運動において、青色光では入射方向に依存する運動が、赤色光では入

射方向に依存しない運動が引き起こされることが知られている。この赤色光誘導の葉緑体光定位運動は光合

成依存の反応であることが明らかとなっている。光合成速度は光強度に依存することから、葉緑体光定位運
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動でも光強度に応じた反応の変化が生じるのではないかと考え、経時的に観察を行った。1 Wm-2、10 Wm-2、

30 Wm-2 の各光強度で細胞表面に移動する葉緑体数を計測した結果、光強度に依存した光定位運動の大きな

変化は認められなかった。葉緑体光定位運動を誘導する光合成系は CO2固定とは異なり、かなり弱い光強度

で飽和する可能性が考えられる。（宇野、門田） 

 

ホウライシダの光受容体フィトクロム３の細胞内における局在機構の解明  
	 様々な光受容体のなかでもシダ植物がもつ光受容体フィトクロム 3 (phy3) は、赤色光受容体フィトクロム

の光感知部位に青色光受容体フォトトロピンの全長が融合した、非常に特徴的な構造をもつ。phy3の生理機

能としては、青色光および高等植物にはない赤色光に対する光屈曲や葉緑体光定位運動を制御することが知

られている。高等植物においては、細胞膜に局在するフォトトロピンが青色光に依存したこれらの生理反応

を制御するため、同様に phy3も膜に局在する光受容体であると考えられてきた。しかし、シロイヌナズナの

フォトトロピンでは細胞膜への局在に C末端側ドメインの数アミノ酸配列が重要であることが示されている

のに対し、phy3 ではその配列は保存されていない。そこで本研究では phy3 がもつ主要なドメイン（赤色光

受容部位・青色光受容部位・キナーゼドメイン部位）のうち、どのドメインが phy3の細胞内局在を制御して

いるのかを明らかにすることを目的とした。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シ

ロイヌナズナをホスト植物とし、各ドメインの C 末端側に GFP を融合した欠失 phy3:GFP を、CaMV35S プ

ロモーターで発現させた形質転換体を作製した。共焦点顕微鏡や細胞分画法を用いて、形質転換シロイヌナ

ズナにおける欠失 phy3:GFPの細胞内局在を明らかにしている。（木村（泉）、鐘ヶ江） 

 
ホウライシダ光受容体フィトクロム 3による遺伝子発現変動の解明  
	 ホウライシダにおいて発見された光受容体フィトクロム 3は、赤色光・遠赤色光受容体フィトクロムの N

末端部位と青色光受容体フォトトロピンの全長が融合したキメラタンパク質である。現在までにフィトクロ

ム 3 は赤色光・青色光に応答して光屈性反応、葉緑体光定位運動を制御することが明らかになっている。本

研究では、赤色・青色それぞれの光を感知できる特殊な光受容体フィトクロム 3 が遺伝子の発現制御に関与

するかどうかを明らかにすることを目的として実験を行っている。ホウライシダでは全ゲノム配列が解読さ

れておらず、また安定な形質転換法が確立していないため、マイクロアレイを用いた網羅的な遺伝子の発現

解析を行うことが難しいほか、遺伝子の機能解析も困難である。そこで、モデル植物のシロイヌナズナにフ

ィトクロム 3を発現させた形質転換体を作製することで、フィトクロム 3の光応答により発現が変動する遺

伝子があるかどうか解析する予定である。（木村（優）、鐘ヶ江） 

 

ホウライシダ  クリプトクロムの機能解析  
	 ホウライシダでは 5つのクリプトクロム遺伝子 (AcCRY1, AcCRY2, AcCRY3, AcCRY4, AcCRY5) が単離され

ている。しかし、ホウライシダでは安定した形質転換法が確立されていないことや、クリプトクロム遺伝子

欠失変異体が単離されていないことから、それらの遺伝子機能は解明されていない。そこで、本研究ではシ

ロイヌナズナのクリプトクロム欠失変異体 (cry1cry2) にホウライシダのクリプトクロム遺伝子を導入し、機

能を解析することを目指している。5 つのクリプトクロム遺伝子のうち、シロイヌナズナのクリプトクロム 

(At cry1, At cry2) と暗所における細胞内局在部位が類似しているホウライシダのクリプトクロム 3 (Ac cry3) 

と 4 (Ac cry4) の遺伝子を形質転換した。今後、形質転換した植物体を用いてシロイヌナズナのクリプトクロ

ムと機能的に相補するかどうか、新たな表現型を示すかどうかなどを観察していく予定である。（野口、鐘ヶ

江） 
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シダ植物オントロジー  (FO) の開発  
	 シダ植物は陸上植物の進化の過程を解明するにあたって重要な生物である。今後次世代シーケンサーによ

る多様なシダ植物のゲノム解析や RNA-seqデータ、さらには大量のオミックス実験データが増加することが

予想される。しかしながら植物の統一的な語彙として世界標準的である Plant Ontology (PO) には、シダ植物

特有の語彙が含まれない場合や定義が異なる場合が見られる。そのため、比較ゲノム解析に不可欠な横断的

検索システムを構築することが現実的には不可能な状況である。そこで、シダの情報を検索可能な統一語彙

で記述するために、シダ植物オントロジー (FO: Fern Ontology) の開発・整備に着手している。（鐘ケ江*、川

島**、藤枝***、中村***、岡本**、鐘ヶ江	 *東京大、**ライフサイエンス統合データベースセンター、***

遺伝研） 

 

3. 研究発表 
誌上発表  

1. Suzuki, H., Okamoto, A., Kojima, A., Nishimura, T., Takano, M., Kagawa, T., Kadota, A., Kanegae, T. and Koshiba, 

T. (2014) Blue-light regulation of ZmPHOT1 and ZmPHOT2 gene expression and the possible involvement of 
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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）、McGlynn, S.（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）、菅野菜々子（客員研究員）、山本浩平（D4）、広瀬節子（D3）、

諸星聖（D3）、福島俊一（D2）、小島素樹（M2）、田井雄飛（M2）、西原亜理沙（M2）、神谷直毅（M1）、

合志真衣（M1）、藤井格（M1）、堀口航平（M1）、新井沙和（B4）、大西美波（B4）、河合繁（B4）、

川村のぞみ（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

圏、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に関与する遺伝子の探索  

紅色光合成細菌 Rhodopseudomonas palustris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、光照射条件では暗条件では、飢餓生残性や代謝状態

が異なることを示している。今年度は、飢餓条件において、特徴的に転写される遺伝子の特定を目指した。 

活発に指数増殖している細胞と、炭素源が枯渇し飢餓状態に移行した直後の細胞、および炭素源飢餓状態

で５日目明条件および暗条件に置いた細胞から RNA を抽出し、マイクロアレイ解析した。その結果、アミ

ノ酸、脂質および二次代謝に関わる遺伝子において、増殖期から飢餓状態に移行すると、転写量が減少する

遺伝子よりも、転写量が増加する遺伝子が多かった。また、飢餓状態でも明条件と暗条件で違いが見られ、

これらの条件で特異的に高発現している遺伝子もあった。飢餓明条件では、飢餓直後や暗条件よりも 10倍以

上、増殖期よりも 50倍以上発現している遺伝子が 14遺伝子あり、それらには、飢餓誘導性の転写因子やス

トレス応答遺伝子として知られるものが含まれていた。一方、飢餓暗条件で他の条件よりも 3 倍以上発現し

ている遺伝子が、DNA保護・複製に関わる遺伝子を含め、7遺伝子見つかった。 

これらの遺伝子が飢餓条件下での生残性維持に関与していると考え、特に飢餓暗条件下で高発現していた

遺伝子に注目し、欠損株を作成してその機能解析を進めている。（菅野、春田、松浦） 

 

1-b. 紅色光合成細菌の増殖過程における熱感受性の変化  

活発に分裂している増殖期の細胞に比べ、増殖が定常期に入った細胞は、様々なストレスに耐性があると

言われる。本研究では、熱ストレスに注目し、土壌細菌の一つである紅色光合成細菌 Rhodopseudomonas 

palustris CGA009を対象に、増殖期と定常期でストレス耐性が異なるのかを解析した。 

R. palustrisを光従属栄養条件で培養し、暗所嫌気条件で、50℃、10分間処理して、生残性をコロニー形成
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数（CFU）で評価した。増殖期および定常期の細胞を回収し、新鮮な培地に懸濁して熱処理すると、それぞ

れの熱感受性に大きな違いは見られなかった。一方、培養液をそのまま熱処理したところ、定常期の細胞の

ほうが感受性が高く、大きく CFUが低下した。次に、培養液から遠心分離によって、細胞と上清を分け、増

殖期の細胞を定常期の培養上清に再懸濁し熱処理したところ、CFUが大きく低下することが分かった。この

ことから定常期の上清には熱処理に感受性にする因子が含まれると考えた。定常期の培養上清を限外濾過に

よって分画したところ、その因子は分子量 30KDa 以下であると考えられた。以上から、増殖の定常期には、

熱ストレスに対して感受性を増加させ、自身の生菌数を低下させる物質を生成していると考えられた。（大西、

松浦、春田） 

 

1-c. 紅色光合成細菌の浸透圧ストレス感受性を変化させる因子の探索  

土壌では、水分含量が減少すると塩濃度が上昇することから、土壌細菌は浸透圧ストレスを受けていると

考えられる。本研究では、土壌から広く見つかる紅色光合成細菌 Rhodopseudomonas palustrisの浸透圧ストレ

スに対する抵抗性を明らかにすることを目的とした。 

R. palustris を光従属栄養条件で培養した。指数増殖期および増殖の定常期の細胞に対して、終濃度 2.5 M

になるように NaClを添加し、30℃、暗条件で 60分間置いた後、生菌数をコロニー形成数（CFU）で評価し

た。NaCl添加によって、定常期の細胞では CFUが 24%になったのに対し、増殖期では 1.5%になった。次に、

光照射の影響を評価するため、培地の炭素源濃度を限定して培養し、増殖期に炭素源飢餓状態になった細胞

懸濁液に 0.7 M NaClストレスを与え、明所と暗所での生残性を比較した。その結果、明所では、CFUが 11%

に低下したのに対し、暗所では 24%であった。以上から、活発に分裂する細胞や分裂していなくても光合成

によるエネルギー生産をしている細胞は浸透圧ストレスに対する抵抗性が低くなると考えられた。（新井、松

浦、春田） 

 

1-d. 光合成窒素固定細菌 Bradyrhizobium属細菌の光合成色素発現特性  

Bradyrhizobium 属細菌には、好気従属栄養的に増殖し、多くが窒素固定能を示す。一部の株では光合成色

素としてバクテリオクロロフィルを有することが知られているが、光エネルギー依存的な増殖はなく、補助

的な役割が推察されている。ただし、バクテリオクロロフィルを生産する株でも、その生産に必要な条件は

充分に調べられていない。そこで本研究では、Bradyrhizobium sp. ORS278株について、バクテリオクロロフ

ィル生産に与える光照射と明暗サイクルの影響を評価し、また生産したバクテリオクロロフィルの安定性に

与える環境因子を評価した。 

ORS278 株を寒天平板培地を用いて好気的に 30℃で培養し、生育した細胞を回収して菌体あたりのバクテ

リオクロロフィル量を定量した。光源として白熱灯を用いて、恒明、明暗 12 時間：12 時間、明暗 8 時間：

16時間、明暗 4時間：20時間、恒暗の 5条件で 10日間培養した。恒明や恒暗条件と比べて、明暗サイクル

で培養した細胞では、2 倍以上のバクテリオクロロフィルを検出したが、暗時間の割合とバクテリオクロロ

フィル量に相関性は見られなかった。次いで、バクテリオクロロフィルの産生を確認した細胞について、暗

所・嫌気、または明所・嫌気の条件でバクテリオクロロフィル含量の変化を測定した。その結果、どちらの

条件でも経時的なバクテリオクロロフィル含量の低下が見られたが、暗条件のほうが顕著だった。以上の結

果より、Bradyrhizobium sp. ORS278株において明暗サイクルがバクテリオクロロフィル生産に有効であり、

明暗時間の比率は生産量に顕著な影響はないものの、明条件のほうが生産したバクテリオクロロフィルが安

定であると考えられた。（田井、松浦、春田） 
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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。 

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、ネガティブ染色および急速凍結レプリカ法を用いて電子顕微鏡観察したところ、平均直径 17.8 nm

の繊維状の構造体が菌体表面から伸びていることが確認できた。一細胞あたり数本の繊維が観察され、10 μm

以上になる長い繊維も見られた。この繊維は細胞間隙の近傍に局在している傾向があった。また、細胞懸濁

液を激しく撹拌すると観察されなくなったことから、この繊維状の構造体を細胞から分取できると考え、精

製して、構成する分子の同定を進める。（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（3-ヒドロキシプロピオン酸回路）に関する遺伝子セット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

素を炭素源とした増殖特性はまだ詳しく分かっていない。そこで、独立栄養条件での C. aggregansの生育に

必要な因子の探索を進めた。 

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。

そのため、照射する光強度の影響を評価した。光従属栄養的に生育した C. aggregansを、主要炭素源として

重炭酸のみを添加した培地に接種して、嫌気条件で、55℃で培養し、経時的に培養液の吸光度（660 nm）を

測定した。これまで、10 µmol/sec・m2（ハロゲンランプ）の強光条件では、吸光度の増加がほとんど見られ

ていなかったが、2 µmol/sec・m2にした条件では、約 10 日間の培養で 10 倍以上の吸光度の上昇を再現的に

確認することができた。以上より、C. aggregans の独立栄養条件での生育には、光強度の調整が重要である

ことが分かった。（合志、松浦、春田） 

 

1-g. 好熱単細胞性シアノバクテリア  ”Thermosynechococcus” sp. の高温耐性  

”Thermosynechococcus” sp.は温泉から広く見つかる好熱・単細胞性のシアノバクテリアである。その生育環

境がよく調べられている長野県中房温泉では、50～62℃の温度域の温泉水流水中に本菌が優占化する微生物

マットを観察することができる。また、分離した”Thermosynechococcus” sp. NK55a株は 50～60℃で活発な増

殖を示すことが知られている。本研究では、”Thermosynechococcus” sp.の生育や生存に対する温度の影響を評

価した。 

まず、”Thermosynechococcus” sp. NK55a株の耐熱性を調べるため、細胞を 5分間熱処理（55℃～90℃）し、

再増殖が可能かどうかを評価した。その結果、生育の見られていない 65℃の処理でも再増殖したが、70℃以

上の処理では、安定な増殖は見られなかった。中房温泉の 65℃以上の温度域から微生物マットを採取して

55℃で培養したところ、79℃から採取した試料からもシアノバクテリアが検出された。ただし、65℃で培養

した場合、シアノバクテリアの生育を確認できる試料は得られなかった。これらの実験か

ら、”Thermosynechococcus” sp.は環境中では、増殖できない温度でもその生残性を維持している可能性が考え

られた。（川村、松浦、春田） 
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1-h. 好熱糸状性シアノバクテリアの生理的・形態的特徴  

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系統、生理特性および生態を明らかにする

ことを目的とした。 

16S rRNA遺伝子塩基配列をもとに系統解析を行った結果、本シアノバクテリアは、Chlorogroeopsis sp.近縁

であるが、これまでに報告されている中温性株とは、明確に異なるクラスターを形成すると考えられた。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、異質細胞も観察され、窒素固定能を有するヘ

テロシストであると考えられた。興味深いことに、窒素固定条件で培養した細胞を、窒素化合物添加培地に

接種し培養したところ、糸状性から単細胞性へ変化することがわかった。また、これらの細胞には運動性が

あり、電子顕微鏡観察の結果、細胞表面に繊毛様の構造体を見出すことができた。 

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、55℃、光照射・独立栄養

条件で培養したところ、一部の試料から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。現在、これら異なる地域から得られた株間の比較を含め、その生理学的特性を解析し

ている。（藤井、松浦、春田） 

 

1-i. Origin of life research 

I am continuing research at TMU directed at investigating hydrothermal vent chimneys and their potential as 

cradles for the origin of life. I make chimney analogs in the lab and investigate their structure and chemical reactivity, 

focusing on amino acid and pyrophosphate formation. (McGlynn) 

 

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、

人為的栄養源の流入の少ない河川上流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。特に今年度は、青梅市を流れる多摩川の河床礫から分離した

好気性光合成細菌について、その生理的特徴づけを進めた。 

分離した 28株は、16S rRNA遺伝子塩基配列の解析結果から、いずれもプロテオバクテリアに属し、8つ

の系統に分けられた。このうち 4系統は、アルファプロテオバクテリアのα1サブクラス、α4サブクラスお

よびベータプロテオバクテリアに属する新規性の高い細菌と考えられた。温度や培地の濃度を変えて単離菌

の生育を調べた。通常使用する有機物濃度の培地では生育せず、低濃度培地でのみ生育した株があり、これ

らは低栄養の環境に適応していることが推測された。またバクテリオクロロフィル含量が株ごとに大きく異

なるなど、単離菌は系統のみでなく生理的にも多様であることが推測された。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し、既知種との相同性が低く、新種と考えられるものも多く検出された。また、

分離株の間で、増殖に対する培地の有機物濃度の影響が異なるなどの生理的性質の違いも明らかになった。

（広瀬、春田、花田、松浦） 
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2-b. 脱窒能を有する紅色光合成細菌の探索とその性質解析  

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。一部の種では硝酸または亜硝酸から脱窒することが報告されているが、脱窒する紅色光合成細菌の

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。そこで、自然環境から探索するとともに得られた

光合成細菌の性質を解析した。 

脱窒する光合成細菌の効率的な検出のため培養方法の検討を行った。採取した試料を光嫌気従属栄養条件

で培養を繰り返した。このとき、発酵で生育する細菌の増殖を抑制するため、炭素源の種類および量を制限

した。その後、光合成細菌を含む集積培養系から、脱窒能をもつ紅色光合成細菌を得た。得られた 3 株はい

ずれも亜硝酸から脱窒するものの、硝酸添加条件での嫌気生育は示さなかった。 

これまでに得られていた亜硝酸脱窒光合成細菌 3 株について、光従属栄養生育に対する亜硝酸の影響を評

価した。亜硝酸 2 mM、5 mM、10 mMを含む培地で培養したところ、どれも 2 mMでは影響が見られないも

のの、5 mM 以上で抑制作用が見られた。ただし、その抑制の様子は、増殖速度が遅くなる、指数増殖に入

るまでの時間が長くなる、など、試験した 3 株で異なった。亜硝酸を脱窒する光合成細菌の環境での分布に

ついて、今後さらに対象環境を広げて解析し、それらの亜硝酸の利用性や耐性機構について明らかにしてい

く。（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が緑色糸状性光合成細菌の運動性に与える影響  

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の運動性を

変化させる機構の解明を目指している。 

運動の方向性に対するプロテアーゼの影響を評価するために、試験管に、寒天培地、C. aggregansを懸濁・

封入した寒天培地、プロテアーゼを含む寒天培地を順に重層して、C. aggregans の移動を観察した。プロテ

アーゼ層に近接した細胞は一部、溶菌するものの、時間経過に伴って、C. aggregans の細胞がプロテアーゼ

層から離れるように底面側に移動することが観察された。C. aggregans細胞の運動を顕微鏡観察したところ、

プロテアーゼを添加することで方向転換の頻度が上昇する様子が観察された。また、C. aggregans 細胞のプ

ロテアーゼ処理による遊離産物の解析から、C. aggregans の細胞表層タンパク質の分解物が運動性に作用し

ている可能性が考えられた。 

プロテアーゼ生産菌は、C. aggregansの細胞を溶菌・捕食して、生育することが観察されている。一方で、

低濃度のプロテアーゼ存在下では、C. aggregans は、プロテアーゼを感知し、捕食から逃避することが明ら

かになった。（諸星、松浦、春田） 

 

3-b. Sulfur disproportionation supported by anoxygenic photosynthetic bacterium Chloroflexus aggregans 

through its sulfide oxidation 

Hot spring microbial mats we analyzed were dominated by green filamentous photosynthetic bacteria, Chloroflexus 

aggregans which anaerobically utilized sulfide as an electron donor and produced sulfur globule. However, the 

microbial mats anaerobically oxidized sulfide to sulfate. Elemental sulfur disproportionation is an anaerobic metabolism 

which utilizes elemental sulfur to produce sulfate and sulfide. This study tried to evaluate how sulfur dispropotionation 
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contributed to sulfur consumption and sulfide supply for photosynthetic bacteria in the microbial communities. 

C. aggregans-dominating hot spring microbial mats were anaerobicaly incubated with sulfide as the sole sulfur and 

electron source. Sulfide concentration decreased with increase in sulfate concentration only in the light. This sulfate 

production was suppressed by the addition of molybdate, an inhibitor of ATP sulfurylase indicating sulfur 

dispropotionation involved in sulfate production. In order to confirm the existence of sulfur disproportionating bacteria, 

the mats were repeatedly cultivated in elemental sulfur disproportionating medium containing ferrihydrate as abiotic 

sulfide remover. Sulfide production was detected during the cultivation. 

These results indicated C. aggregans acted as biotic sulfide scavenger in the microbial mats to help sulfur 

disproportionation. This is a novel co-metabolism of sulfur dispropotionation and photosynthetic sulfide oxidation to 

sulfur resulting in sulfate production from sulfide.（神谷、松浦、春田） 

 

3-c. 好気性硫黄酸化細菌が優占する温泉微生物生態系の硫黄循環  

微生物群集の成立や維持を理解するうえで、エネルギーがどのようにやりとりされているかを特に電子の

流れに注目して解明することが重要である。長野県中房温泉（弱アルカリ硫黄泉）の 65−70°Cの流水中には

好気性硫黄酸化細菌 Sulfurihydrogenibium sp.を一次生産者とする二つの色の異なる微生物群集が観察される。

一つは硫黄粒（S0）が析出している「硫黄芝」で、もう一つは S0を含まず透明−灰色をした「ストリーマー」

である。本研究ではこれら微生物群集における嫌気的な硫黄化合物の代謝を探索し、群集内の電子の流れの

全体像を明らかにすることを目的とした。 

採取した微生物群集を、嫌気・70°C で培養して継時的に物質の生成や消費を解析した。硫黄芝について

S2−の生成と SO4
2−の消費を確認した。硫酸還元活性の阻害剤であるモリブデン酸を添加して培養したところ、

S2−の生成が観察された。ストリーマーでも S2−生成を確認したが、モリブデン酸を添加すると、硫黄芝と異

なり S2−は生成しなくなった。ただし、モリブデン酸と S0を添加して培養すると S2−が生成した。ストリーマ

ーを培養した時の気相からは水素ガスが検出され、またストリーマーの硫酸還元速度は水素添加により上昇

した。一方、硫黄芝ではグルコースを添加して人工温泉水で培養すると水素の生成が見られるものの、有機

物を含まない人工温泉水では水素の生成は認められなかった。 

以上の結果から、色の異なる両群集には単体硫黄の有無にかかわらず硫黄還元菌と硫酸還元菌が含まれて

いると考えられ、これらの細菌は電子供与体として水素を利用していることが示唆された。また、硫黄芝で

は S2−の酸化速度が早く、S0の嫌気的消費が遅いため S0が析出していると考えられた。両群集のいずれでも

Sulfurihydrogenibium 属細菌の炭酸固定によって生成した有機物から発酵細菌が水素を生成し、その水素を使

って硫黄還元菌や硫酸還元菌が S2−を生成していると考えられ、S2−は再度、Sulfurihydrogenibium 属細菌によ

って利用されるという電子循環が起こっていると考えられた。（小島、松浦、春田） 

 

3-d. 好熱単細胞性シアノバクテリア  ”Thermosynechococcus” sp. の細胞凝集形成性  

50℃以上の温泉流水中には、”Thermosynechococcus” sp.を主要構成種とする微生物マットが観察される。こ

の微生物マットは、しばしば石などの固体に付着している。ただし、純粋分離した”Thermosynechococcus” sp.

は、単細胞性で細胞凝集は示さず、ガラス表面への付着性もない。本研究では、”Thermosynechococcus” sp.

の微生物マットの細胞凝集性および固体表面への付着性を明らかにすることを目的とした。 

長野県中房温泉から採取した微生物マットを独立栄養培地を用いて光照射条件で培養すると、ガラス表面

に付着して生育する様子が観察された。この付着部を採取して、同じ条件で培養を続けたところ、10回の継

代後も同様の付着性が見られた。培養容器において付着している菌体量と浮遊している菌体量をクリスタル
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バイオレット染色法を用いて定量したところ、付着量が全体の 90%以上であった。付着している菌体集塊を

顕微鏡観察すると、”Thermosynechococcus” sp.と考えられる単細胞性のシアノバクテリアに混じって、数種の

細菌細胞が共存している様子が観察された。数種の他菌の共存は 16S rRNA遺伝子を対象にした PCR T-RFLP

解析でも確認している。これらは従属栄養細菌であると予想され、その共存によって、シアノバクテリアを

中心とする細胞同士の凝集およびガラス表面への付着が起こっている可能性が高い。（河合、松浦、春田） 

 

3-e. 好気性窒素固定細菌と緑藻の相互作用  

窒素ガスを窒素源として利用できる生物は一部の原核生物に限られており、多くの生物は硝酸やアンモニ

ア、アミノ酸などの窒素化合物を生育に必要とする。しかし、可溶性窒素化合物が限られた河川上流の河床

礫上のバイオフィルムには、真核光合成生物である緑藻が繁茂している様子が観察される。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。 

多摩川上流の河底礫バイオフィルムを採取し、窒素化合物を含まない寒天平板培地に塗布して、光照射・

好気条件で培養した。継代培養しても、安定した生育が確認できる緑色コロニーを得ることができた。顕微

鏡観察の結果、この緑色コロニーには単細胞性緑藻を中心に細菌細胞が観察された。光独立栄養条件および

好気従属栄養・窒素固定条件で分離培養したところ、Desmodesmus komarekii（18S rRNA遺伝子、97.7%相同）

に近縁な緑藻と、Sphingomonas panni（16S rRNA遺伝子、99.2%相同）および Arcicella rosea（99.8%相同）に

近縁な二種の細菌が得られた。窒素化合物を含まない寒天平板培地に分離株を共接種し培養したところ、

Sphingomonas sp.では緑藻の生育を抑制したが、Arcicella sp.では緑藻の生育を支持した。ここで得られた共生

系は、緑藻から有機炭素源を受け取り、細菌が窒素固定産物を供給する栄養共生系と考えられた。本研究の

成果は、窒素化合物欠乏環境での緑藻の生存戦略に新たな知見をもたらすと考えられる。（西原、松浦、春田） 

 

3-f. Cell-cell interactions in microbial communities 

I am studying hot spring microbial ecology focusing on direct cell-cell interactions and metabolic relationships. I 

apply advanced light, electron microscopy, and isotope labeling techniques to investigate cellular relationships in that 

system. In a separate system, we recently obtained evidence for direct syntrophic cell-cell electron transfer during 

anaerobic methane oxidation, and I plan to characterize some of the proteins that may be involved in this process. 

(McGlynn) 
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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（D3）、橋本晃生（D2）、Phan Quoc Toan（D2）、村上勇樹（M2）、

三浦智世（M2）、松本翔一（M2）、西野 楓（M2）、藤本夏鈴（M1）、山岸陽子（M1）、津吹	 真（M1）、岡

宮久規（M1、10月より）、前田優華（卒研生）、橋本裕里（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、2014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 

	 小笠原諸島には無性生殖種（すべてメス個体）であるオガサワラヤモリと有性生殖種であるホオグロヤモ

リが分布している。調査は、９島（北之島，聟島，嫁島，兄島，西島，父島，母島，平島，硫黄島）で行い、

オガサワラヤモリ 322 個体、ホオグロヤモリ 123 個体について、尾の先端から DNA を抽出し、オガサワラ

ヤモリに対しては４遺伝子座、ホオグロヤモリに対しては５遺伝子座についてマイクロサテライト DNA 解

析を行った。その結果、無性生殖種であるオガサワラヤモリは調査した９島すべてから見つかった。本種に

は２種類のクローンタイプが存在し、それらは倍数性も異なっていた。２倍体のものをクローン１、３倍体

のものをクローン２とした。両クローンとも広く分布していたが、クローン１は、有人島ではおもに人家を

はじめとする人工物上にみられ、こういった環境がない無人島では木の表面や岩影などで見られた。一方、

クローン２は、有人島、無人島ともに自然環境下でのみ見られた。有性生殖種であるホオグロヤモリについ

ては、調査した９島のうち４島でしか見つからなかった。また、島嶼間で集団遺伝構造が異なっており、と

くに兄島では遺伝的多様性が低くなっていた。このように、有性生殖種であるホオグロヤモリの方が移動分

散に関して制限されている傾向があった（6）。 

	 

(b) 両生類	 

	 カジカガエル（図 1）は日本の固有種であり、繁殖期が４月下旬から８月下旬まで続く。また、本州、四

国、九州に広く分布しているため、カジカガエルの音声特性には、季節変化や地理的変化があるのでないか

と考え、彼らの野外での音声を録音し、ソナグラム解析によって、優位周波数、鳴き時間、パルス頻度など

を測定した。その結果、春の気温が低い時期に比べ、夏の高温時には、周波数が高くなり、パルス頻度が上

がり、鳴き時間が短縮する傾向が認められた。一方、地理的に比較すると（同じ気温条件下で録音）、南の個

体群ほど周波数が低くなる傾向があった（14）。 

	 両生類の繁殖活動には多様な環境要因が影響し、以前から温度や降雨などの気象要因の重要性はよく知ら

れていた。近年、両生類の活動に対する月齢の影響も注目されるようになってきた。そこで、アズマヒキガ
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エルを対象に、神奈川県山北町（1992年〜1994年）と八王子市南大沢（2011年〜2013年）における繁殖活

動のモニタリングを行い、彼らの活動に影響を与える要因について解析した。その結果、気象要因よりも月

齢の影響のほうが大きいことが分かった。アズマヒキガエルは、新月に近いほど活動が活発になり、満月周

辺の時期には活動が低下する傾向が観察された。このような月周期に依存した活動性の生態学的意味につい

ても考察した。 

	 日本の九州東部および四国の西南部に固有のオオイタサンショウウオは、低地に生息する止水産卵性の種

であり、近年、生息域の消失および減少が懸念されている。本種の将来的な保全に向けて、九州東部の 12

集団を対象に、ミトコンドリア DNAの cytochrome bおよびマイクロサテライト 3遺伝子座を用いて、現在

の集団遺伝構造と遺伝的多様性を調査した。その結果、本種は遺伝的に北部グループと南部グループに分化

しており、さらにマイクロサテライト解析の結果では、北部地域の中でもいくつかのグループに分化してい

る可能性が示唆された。南部グループは分布域が狭く、ミトコンドリア DNAとマイクロサテライト DNAの

両方で遺伝的多様性が低かった。一方、北部グループのミトコンドリア DNAとマイクロサテライト DNAの

多様性は、分布周縁部の集団で低い傾向にあった。本種の保全に向けて遺伝的管理を行う際には、集団の遺

伝的差異や多様性などの要因を慎重に考慮する必要がある（8）。 

 

(2) 無脊椎動物を対象とした研究  
 

	 昆虫類のオスの交尾器の形態は複雑で多様である。しかし、多くの場合、そうした形態の各部がそれぞれ

どのような機能をもっているのかよくわかっていない。昆虫類では、メスが多数回交尾を行うことが多いが、

カワトンボ類などのいくつかのグループでは、オスが交尾のときに、メスの体内に貯えられている他オスの

精子を掻き出した後に自分の精子を渡すことが知られている。精子置換と呼ばれるこの現象は、精子競争を

避けるためのオスの適応的行動の一つである。ミヤマカワトンボのオスも精子置換を行う。メスの精子貯蔵

器官は、柔軟な球状の袋（交尾嚢）とその奥に続く二叉（Y 字）状の細長い袋（受精嚢）からなる。精子の

生存率は交尾嚢と受精嚢の間で差がなく、オスにとっては両者の精子を掻き出す必要がある。そのため、オ

スの交尾器には、先端が大きく反り返った湾曲部（その内側に精子を塊状に集めて交尾嚢内を空にする）と

そこから左右に突出する一対の側突起（受精嚢内に挿入され，逆棘のついた先端部で精子を掻き出す）が発

達する。しかし、性的に成熟したオスの交尾器を詳細に観察すると、側突起の形状に関して明瞭な左右非対

称性が認められる。右側の側突起は湾曲部の縁に沿って折り畳まれているのに対し、左側の側突起は湾曲部

から外側によく突出している。交尾中断実験（自分の精子を渡す前に交尾を中断させるため、掻き出しだけ

が起こる）を行うと、Y 字状の受精嚢のうち、左側だけが空になることが多く、また、左側の側突起を切除

した場合には受精嚢の精子がまったく掻き出せなくなってしまうことから、左側の側突起のみが機能的であ

ることがわかる。こうした左右非対称なオスの交尾器の進化には、精子置換をめぐる性的対立が関わってい

る可能性が高い（2）。 

	 多くの動物の外部形態は左右対称である。しかし、昆虫類の交尾器形態においては左右非対称な構造をも

つものも多く見られる。カマキリ類では、雄交尾器に顕著な左右非対称性がみられ、左側がより複雑に発達

し、複数の鉤状の突起を有している。そこで、各突起を切除したオオカマキリのオスの交尾行動を観察した

結果、左側の交尾器の末端にある突起で、まずメスの生殖口（産卵管と亜生殖板で固く隠されている）を開

けることが も重要であることが明らかとなった。こうした左右非対称な交尾器が進化することによって、

交尾行動自体も影響を受け、オオカマキリでは、メスの上に乗ったオスは、必ずメスの腹部の左側から尾部

を曲げて交尾する（12）。 
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(3) その他  
	 以上のほか、カミキリムシ類の精子と卵サイズの関係、淡水カメ類の移動分散、ベトナム産ミナミカワト

ンボ類の系統分類、アリグモ類の産卵特性、アキヤマアカザトウムシの集合性、ヤマアカガエルの卵死亡率、

本学キャンパスに生息するアカネズミの遺伝的多様性、アズマヒキガエルのオスが発するリリースコールの

音響特性などの調査・研究が行われた。 
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図 1．渓流に生息するカジカガエル。 
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植物生態学研究室 	 

 
1. 構成 
可知直毅、鈴木準一郎、松尾知実（M2）、松澤琢（M1）、井樋千絵（卒研生）、木村ひかり（卒研生）、

堀川祐美（卒研生）、中村敏枝（研究生）、中田望（研究生）、畑憲治（特任研究員）、 

角田智詞（客員研究員）、 

 

2. 研究紹介 
	 本研究室では、高等植物を中心とする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

ンパス内の緑地、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、富士山、

ヨーロッパの半自然草原、各地のササ群集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

植物であるシロイヌナズナをはじめとする各種の草本植物や木本植物、植食性の昆虫など多岐にわたってい

る。野外で植物が繰り広げる生態現象の多様性を反映して研究内容も多彩である。詳しい研究室紹介は植物

生態学研究室のホームページ（http://www.biol.se.tmu.ac.jp/plantecol/）に掲載されている。ここでは、卒業研究、

修士論文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）シロイヌナズナの根滲出物によるアレロパシー作用と成長量への依存性  
根から滲出した化学物質（アレロケミカル）が、他種の発芽や成長を阻害するアレロパシーは、植物の分布

に重要な影響を与えるが、シロイヌナズナ（Arabidopsis thaliana）では報告されていない。また、光合成産物

は呼吸や成長とアレロケミカルの生成に分配される。そこで、シロイヌナズナにアレロパシーはみられるの

か、またその作用の強さと植物体の成長量はトレードオフの関係にあるのかを本研究で検討した。 

	 環境要因には栄養塩量（富栄養・貧栄養）を設定し、遺伝要因には RGR の異なる遺伝子型（10 種類）を

用いた。播種 35日後に刈取り、乾燥重量と RGRを求めた。次に、播種 35日後のシロイヌナズナの鉢と何も

植えていない鉢に給水し、排出された溶液をレタス（Lactuca sativa L.cv.Grand Rapids）種子に与え、6日後に

根の長さを計測した。 

	 富栄養下で生育したシロイヌナズナは、乾燥重量・RGRがより大きく、一部の遺伝子型では根滲出物がレ

タスの根の伸長を抑制した。また、その作用の強さは乾燥重量と正に相関し、トレードオフの関係はみられ

なかった。以上より、シロイヌナズナはアレロケミカルを放出し、遺伝子型によってその作用の強さは異な

ることが分かった。また、アレロケミカルの放出は土壌の栄養塩量と関係があることが明らかとなった。ト

レードオフの関係がみられなかったのは、バイオマスの増加とともに根滲出物の量が増加した可能性と、ア

レロケミカルの生成に要するコストが小さい可能性がある。これらの検討には、アレロケミカルの同定、生

成量の計測が必要である。（井樋千絵・卒業研究） 

 

２）水分供給の時間的不均質性が植物の補償成長に与える影響  
	 葉や根の一部が失われる撹乱により、植物の成長は不利になることが多い。しかし、失われず残った部位

の活性が高まる補償成長と呼ばれる現象や補償成長が給水量によって変化することが知られている。そこで

本研究では、給水の頻度（高頻度・低頻度）で補償成長量が異なるかを栽培実験により検討した。実験は器
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官切除と給水頻度を 2要因とし、器官切除は、葉、根、葉と根、なしの 4水準、給水頻度は高頻度(毎日 5ml)、

低頻度(3 日に 1 度 15ml)の 2 水準とした。同じ条件で播種から 1 ヶ月間栽培し、器官の一部を切除した。そ

の後は給水頻度を変えて栽培し、1ヶ月後に刈り取り・計測をおこなった。 

	 総重量は葉と根の両方切除が切除なしよりも有意に小さかった。給水頻度処理間に有意な差はみられなか

った。平均値は、高頻度の給水下で切除の水準により異なる傾向がみとめられた。一方、低頻度の給水では

水準間の違いが小さい傾向が見られた。また、葉と根をともに切除した条件以外では高頻度給水で、植物重

量の平均値が大きかった。この傾向は、葉面積、地上部重量、地下部重量でもみられた。以上より、器官切

除後の植物の重量や葉面積は、給水頻度により異なり、補償成長も変化することが示唆された。（木村ひかり・

卒業研究） 

 

３）種子サイズと発芽日数の関係  
発芽は、植物の適応度に大きな影響を及ぼす生育段階であり、さまざまな要因に影響されることが知られて

いる。しかし、実生の生残を大きく左右する形質である種子のサイズが、発芽に至る日数である発芽速度に

およぼす影響に関する知見は、極めて限られている。そこで、本研究では種子サイズと発芽日数の関係を評

価した。これまでの経験的な知識から「種子のサイズが小さいと発芽にかかる日数は少ない」という仮説を

たて、ヒマワリ Helianthus annuusとソバ Fagopyrum esculentumの種子を用いた発芽実験により検討した。 

	 ヒマワリは種子サイズが小さいと発芽日数が少ない傾向が見られた。一方でソバでは種子サイズと発芽日

数には明らかな関係は認められなかった。このことから、種によって種子サイズと発芽日数の関係は多様で

ある可能性があり、今後は、より多くの種での探索が必要である。(堀川祐美・卒業研究) 

 

４）クローナル植物の節間長に対する遺伝子型と栄養塩量の影響  
	 クローナル成長は、新しいラメットの定着位置を決定するクローナル植物の重要な形質である。クローナ

ル成長は環境要因と遺伝要因の両方に影響されるが、その影響の強さに関する知見は少ない。また個体全体

と個体の構成要素であるモジュールとの相対成長の検討例も少ない。そこで仮説 1「植物の収量、節間長、

一次ストロン長は栄養塩量と遺伝子型によって変化する」、仮説 2「収量と一次ストロン長、収量と節間長、

一次ストロン長と節間長は、相対成長する」を検討するため栽培実験を行った。シロツメクサとカキドオシ

において、収量、節間長、一次ストロン長は環境要因と遺伝要因によって有意に異なった。よって仮説 1は

支持された。節間長の遺伝率は先行研究よりも低く、節間長の変異には偶然の影響が大きい傾向が見られた。

実験に用いた遺伝子型の類似性が高かったか、微環境の影響が大きかった可能性がある。また両種で個体全

体とモジュール間の相対成長が見られた。よって仮説 2は支持された。相対成長を考慮すると、収量に対す

る一次ストロン長や節間長の伸長は、貧栄養下や生育に不適な時期で大きい傾向が見られた。クローナル成

長を担うモジュールが、個体全体と相対成長する可能性について、より多くの種で検討する必要がある。（松

尾知実・修士論文） 

 

５）草地生態系において野生化ヤギによる攪乱とヤギの駆除によって引き起こされる地上

部バイオマス－土壌の化学的特性－環境要因の間の複雑な相互作用  
	 大型哺乳動物の攪乱と駆除が、生態系の機能に及ぼす影響を評価するために、ヤギの攪乱を受けた草地生

態系においてヤギ駆除後の地上部バイオマス－土壌の化学特性－駆除前後のイベントの関係を明らかにした。

パス解析によってこれらの関係の間接的効果も含めた統計モデルを構築し、それぞれの効果の相対的な強さ

を定量的に評価した。その結果、ヤギ駆除前の植生の退行は、土壌の pH の低下を介して地上部バイオマス
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を減少させることが示唆された。また、海鳥の営巣は、土壌中の栄養元素量を増加させることが示唆された。

この土壌栄養塩の増加は、海鳥の営巣を介して地形や現存植生のタイプによっても引き起こされることが示

唆された。以上の結果は、 ヤギ駆除後の一次生産や栄養元素の循環は、ヤギ駆除前の植生の退行の程度、駆

除後の海鳥の営巣、現存植生の種構成、地形との間に存在する複雑な直接的、間接的相互作用と関係してい

ることが示唆された。（畑憲治・原著論文；Ecosystems, 17, 1082-1094） 

 

６）海洋島における草地植生のバイオマスと土壌栄養塩量の局所的な空間分布はヤギによ

る攪乱と海鳥の営巣と関係する  
	 侵略的外来動物であるヤギ駆除が島嶼生態系の生態系機能の回復に及ぼす影響を評価するために、ヤギ駆

除後の小笠原諸島媒島おいて、草本植生の地上部バイオマス、土壌栄養塩量とヤギ駆除前のヤギによる植生

の退行、ヤギ駆除後の海鳥の営巣の有無との関係を局所的な空間スケールにおいて明らかにした。その結果、

ヤギ駆除前に植生が退行し裸地化した場所では、裸地化しなかった場所と比較して、ヤギ駆除後の植生の地

上部バイオマスが有意に小さかった。ヤギ駆除後に海鳥の営巣が見られた場所では、見られなかった場所と

比較して土壌中の全炭素量、全窒素量、有効態リン酸量が有意に高かった。以上の結果は、ヤギによる攪乱

に伴う植生の退行と表層土壌の流出は、駆除後の一次生産を制限することを示唆された。一方、ヤギ駆除後

の海鳥の営巣は、海鳥の排泄物、死体、卵、吐き戻しなどを介して土壌中の栄養塩量を増加させることが示

唆された。（畑憲治・原著論文；Pacific Conservation Biology, 20, 344-353） 

 

７）土壌中の根食者の垂直分布がホソムギの個体重量と生残におよぼす影響  
	 根食者の土壌中の垂直分布を操作し、仮説「根食者の垂直分布により植物の生残と成長は異なる」を検討

した。なぜなら、野外では、ほとんどの根食者が地表近くに分布し、その重要性が、根食者―植物相互作用で

は見過ごされてきたからである。根食者の分布が土壌上層のみだと、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。一方、根食者の分布が土壌下層のみだと、植物は枯死せず、個体重の有意な減

少はみられなかった。根食者の多くは土壌表層に分布し、植物は根元を根食され枯死しやすいと考えられた。

（角田智詞・原著論文；Ecological Research, 29, 351-355） 

 

８）給水の利用性と時間的不均質性が土壌中の根食者の垂直分布と死亡率を介して植物の

成長におよぼす影響  
	 給水の量や頻度の違いは、根食者の垂直分布や生残を変化させ、根食の影響を変化させうる。そこで、仮

説「給水の総量と頻度は、根食者の垂直分布と生残を介して、植物の成長を変化させる」を検討した。少量

の水を毎日給水すると、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、枯死もみら

れた。一方、数日置きに給水すると、土壌表面が乾燥し、根食者は土壌の深くに移動したと考えられ、植物

は影響されなかった。給水量が多いと、給水様式に関わらず土壌表面は乾燥せず、根食者は土壌表面に分布

したと考えられ、植物の成長は大きく減少した。（角田智詞・原著論文； PLOS ONE, DOI: 

10.1371/journal.pone.0100437） 

 

９）土壌栄養塩の不均質性と地下部食植の相互作用が異なる栄養塩探索形質を有する根を

持つ植物の成長におよぼす影響  
	 土壌栄養塩への根の探索的応答は、植物にとって有利だとされてきたが、根が集中すると根食の影響をよ

り強く受けうる。そこで、仮説「栄養塩への根の応答性の違いにより、根食の影響が異なる」を検討した。
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栄養塩が土壌に不均質に分布する時、異なる応答性の 2 種の草本を同一鉢内で栽培すると、栄養塩が多い土

壌へ可塑的に多くの根を伸ばす種のみで、根食があるとき個体重が減少した。均質に分布し、根食があると

き両種で個体重が減少した。栄養塩分布への根の可塑的応答により、根食のダメージは大きくなった。（角田

智詞・原著論文；Plant and Soil, 384, 347-362） 

 

１０）異なる生育段階におけるホソムギとヘラオオバコの生残と個体重量に対する地下部

食植の影響  
	 根系の形態が異なる 2 種と生育段階によって、植物の生残と成長に根食が及ぼす影響の変化を明らかにし

た。植物の種(ホソムギかヘラオオバコ)と生育段階(植物のみでの栽培日数が 15 日か 25、35、45 日)、根食

者 Anomala cuprea (有か無)を 3 要因とし、鉢で育成した。一個体のホソムギかヘラオオバコを鉢で一定期間

栽培し、一匹の根食者を加え、さらに生育した後、刈取り、植物の枯死数と乾燥重量を求めた。植物のみで

の栽培日数が短い、小さい生育段階ほど、根食により枯死する植物がどちらの種でも多かった。主根状のヘ

ラオオバコで、ひげ根状のホソムギに比べ、より顕著な枯死が見られた。生育段階に関わらず生残したホソ

ムギでは、根食により個体重が減少した。ヘラオオバコでは根食による個体重の変化が、生育後期には見ら

れなかった。（角田智詞・原著論文；Botany, 92,737-341） 

 

 

	 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 
・ 2014年 6月 7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。 
・ 2014年 6月 22日の小笠原ビジターセンター講演会で、畑が講演を行った。 
・ 2014年 7月 20日と 8月 16日の大学説明会の理工学系オープンラボで「今、生態学がアツい！！～君は
知っているか、植物の企みを！～」のポスター展示発表を行った。 

・ 2014年 8月 18日の小笠原ビジターセンター首都大学東京公開講座 2014で、可知が講演を行った。 
・ 2014年 9月 20日の京都大学生態学研究センターシリーズ公開講演会で、可知が「小笠原での生き物のつ
ながりと外来種対策」の講演を行った。 

・ 2014年 9月 25日〜10月 25日に、木村が海外留学支援プログラムを利用して、カナダの Saint Mary's 
Universityの J.Lundholm教授の研究室に滞在した。 

・ 2014年 11月 3日の大学祭・理工学系オープンラボ（テクノスクエア企画）で 研究室紹介「今、生態学
がアツい！！～君は知っているか、植物の企みを！～」のポスター展示発表を行った。 

・ 2014年 11月 7日に、首都大学東京国際交流会館で開催されたバイオコンファレンス 2014で、角田が「植
物と土壌系の相互作用：基礎生態学から生物多様性を活かした作物生産へ向けて」の講演とポスター発表

を、松澤が「都市残存緑地における森林群集構造の解析〜多摩丘陵松木日向緑地を例として〜」のポスタ

ー発表を、井樋が「シロイヌナズナの根の滲出物がレタスの発芽に与える影響」のポスター発表を、木村

が「カナダの Saint Mary's University研究室の紹介〜そこでの私の経験」のポスター発表を行った。 
・ 2015年 2月 22日に、国立科学博物館附属自然教育園における平成 26年度やさしい生態学講座において、
可知が「小笠原の自然の価値と保全のとりくみ」の講義を行った。 

・ 2015年3月19日に日本生態学会第62回大会 (鹿児島)で、ERシンポジウム「Plant-soil interactions: from 
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basic to applied perspectives」を角田が共同で主催した。 
・ 2015年 3月 19日に日本生態学会第 62回大会 (鹿児島)で、フォーラム「生態学者よ、街に出よ！	 Part 

11」を可知が主催した。 
・ 2015年 3月 19日に日本生態学会第 62回大会 (鹿児島)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、ポスター発表も行った。 

 

4. 研究発表 
誌上発表  

Suzuki, R. O. & Kachi, N. (2014) Effects of local densities and abiotic microenvironments on reproductive outputs of a 

biennial, Lysimachia mauritiana var. rubida. Plant Species Biology, 29, 217-224. 

Tsunoda, T, Kachi, N. & Suzuki, J.-I. (2014) Availability and temporal heterogeneity of water supply affect the vertical 

distribution and mortality of a belowground herbivore and consequently plant growth. PLOS ONE, DOI: 

10.1371/journal.pone.0100437 

Hata, K., Kohri, M., Morita, S., Hiradate, S. & Kachi, N. (2014) Complex interrelationships among aboveground 

biomass, soil chemical properties, and events caused by feral goats and their eradication in a grassland ecosystem. 

Ecosystems, 17, 1082-1094. 

Tsunoda, T., Kachi, N. & Suzuki, J.-I. (2014) Interactive effects of soil nutrient heterogeneity and belowground 

herbivory on the growth of plants with different root foraging traits. Plant and Soil, 384, 347-362. 

Tsunoda,T., Kachi,N. & Suzuki, J.-I.(2014) Effects of belowground herbivory on the survival and biomass of Lolium 

perenne and Plantago lanceolata plants at various growth stages. Botany, 92,737-341. 

Tsunoda, T., Kachi, N. & Suzuki, J.-I. (2014) Effects of belowground vertical distribution of a herbivore on plant 

biomass and survival in Lolium perenne. Ecological Research, 29, 351-355. 

Sakata, T., Nakano, T. & Kachi, N. (2014) Effects of internal conductance and Rubisco on the optimum temperature for 

leaf photosynthesis of Fallopia japonica growing at different altitudes. Ecological Research, 30, 163-171. 

Mizuki, I., Sato, A., Matsuo, A., Suyama, Y., Suzuki, J.-I., Makita, A. (2014) Clonal structure, seed set, and 

self-pollination rate in mass-flowering bamboo species during off-year flowering events. PLOS ONE, DOI: 

10.1371/journal.pone.0105051 

Matsuo, A., Tomimatus, H., Suzuki, J.-I., Saitoh, T., Shibata, S., Makita, A., Suyama, Y. (2014) Female and male 

fitness consequences of clonal growth in a dwarf bamboo population with a high degree of clonal intermingling. 

Annals of Botany, 114, 1035-1041. 

 

その他の出版物  

可知直毅（2014）独自の進化をとげた生き物たち「世界遺産の森から島から」朝日小学生新聞（2014.4.9）. 

可知直毅（2014）非常事態！兄島に外来種のトカゲ侵入「世界遺産の森から島から」朝日小学生新聞

（2014.6.25）. 

可知直毅（2015）独自に進化する固有植物「世界遺産の森から島から」朝日小学生新聞（2015.3.4）. 

可知直毅（2014）ひかげの植物はなぜ生きていけるの？「理科好きな子に育つふしぎのお話 365」.誠文堂新

光社（分担執筆）	 

Tsunoda, T., Krosse S. & van Dam N.M. (2014) Testing optimal defense theory: Root and shoot glucosinolate 

allocation patterns in seven plant species. Proceedings of the 3rd International Glucosinolate Conference. P 113 
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加茂野晃子（2014）No.96 粘菌類．「環境と微生物の事典」日本微生物生態学会編、朝倉書店（分担執筆） 

 

国際学会での発表  

Hiradate, S., Morita, S., Hata, K., Osawa, T., Suai, K. & Kachi, N. (2014) Factors affecting soil erosion on an oceanic 

island in Ogasawara, Japan: the effects of soil chemical properties and landscape. 20th World Congress of Soil 

Science (Jeju, Korea, 2014.6.8-13) 

Kachi, N., Hata, K., Yoshida, K., Kawakami, K.& Hiradate, S. (2014) Impacts of eradication of non-native animals on 

ecosystem functions of an oceanic island in the Ogasawara (Bonin) Islands, Japan. International Conference on 

Island Evolution, Ecology, and Conservation, (Honolulu, 2014.7.7-11) 

Hata, K., Kohri, Morita, S., Hiradate, S. & Kachi, N. (2014) Complex interrelationships among aboveground biomass, 

soil chemical properties, and events caused by eradication of feral goats in an island ecosystem. International 

Conference on Island Evolution, Ecology, and Conservation, (Honolulu, 2014.7.7-11) 

Yoshida, K, Hata, K., Kawakami, K., HIradate, S. & Kachi, N. (2014) Changes of an ecosystem on an oceanic island 

after eradication of invasive species: a simulation study using a new ecosystem model. Joint Annual Meeting of 

the Japanese Society for Mathematical Biology and the Society for Mathematical Biology (JSMB/SMB), (Osaka 

2014.7.28-8.1) 

Tsunoda, T., Krosse S. & van Dam N.M., Testing optimal defense theory: Root and shoot glucosinolate allocation 

patterns in seven plant species. 3rd International Glucosinolate Conference, (Wageningen, The Netherlands, 

2014.10.12-15) 

 

その他、日本生態学会第 62回大会（鹿児島）などで計 6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（D3）、久留島宏明（D1）、Rijal Satria（D1）、Phung Thi Hong Luong（D1）、

鳥井友理香（B4）、甘利妃衣（B4）、山﨑健史（日本学術振興会特別研究員 PD）、新津修平（客員研究員）、

林弥生子（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、形態学的にも生態学的にも多様性に富む分類群である節足動

物を主な研究対象とし、系統分類および形態や行動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、鱗翅目、直翅目、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ヤドリヒゲクモバ

チ属 Nipponodipogonに関する分類学的再検討を行った。まず本属の形態的特徴を記載し、新種を含む

7種について、生態・行動的知見を加えて詳しい記載を行い、種の検索表を示した。（清水） 

B) ナミヒメクモバチ（クモバチ科）日本集団における隠蔽種の発見	 	 ナミヒメクモバチ複合種群

Auplopus carbonarius species-complexはオスの頭部白班の違いで識別される 2型や営巣習性の異なる型

が知られ、複数の隠蔽種の存在が予想されていたが、いまだに実証されていなかった。そこで本研究

では、竹筒トラップによって得られた未交尾成虫を用いてシャーレ内で交尾実験を行い、型間の行動

的隔離の有無を調べた。また、核およびミトコンドリア遺伝子の解析により、各型の遺伝的独立性を

調べた．その結果、行動的に隔離され（交尾がまったく成立しない）、遺伝的にも分化した 5種の隠蔽

種を東アジア地域で見いだした。（久留島） 

C) ヤドリヒゲクモバチ属 Nipponodipogon（クモバチ科）の托卵寄生に関連した形態進化	 	 托卵寄生種

であるヤドリヒゲクモバチ属のイワタヒゲクモバチ（以下“イワタ”）とナガセヒゲクモバチ（以下“ナ

ガセ”）の形態を他の近縁な狩猟営巣性のシロオビヒゲクモバチ（以下“シロオビ”）と比較し、寄生性

種においてどのような形態進化が生じているかを調べた。その結果、触角における接触化学受容器

sensilla basiconica A（円錐状感覚子）の密度が、シロオビよりナガセとイワタの方が有意に高いことが

わかり、寄生性種は寄主の育室に対する感知精度が高いことが推定された。また、育室の充填材料を

運ぶ機能をもつ小顎軸節の剛毛は、シロオビよりもナガセの方が有意に少ないことがわかり、これは

営巣行動の消失に伴う形態変化と考えられた（甘利）。 

D) ナミヒメクモバチ複合種群（クモバチ科）における営巣行動の比較	 	 隠蔽種関係にある“クロハヒメ

クモバチ”（以下“クロハ”）と “ガケヒメクモバチ”（以下“ガケ”）のメスを別々のケージ内で飼育し、

造巣基（竹筒および段ボール製壁面）と獲物（ハエトリグモ）を与えることで、各種複数メスの営巣

活動を観察することができた。両種とも同種のクモを狩るが、クロハは竹筒内にのみ、またガケは壁

面のみに育房を造ることがわかり、両種の生態的な違いが明らかになった（鳥井）。 

E) 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
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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。本年度は以下のことを行った。 

• 「Generic Synopsis of the Formicidae of Vietnam (Insecta: Hymenoptera): Part II」を Zootaxa誌上で発

表した。（江口） 

• 2012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（投稿中）。（江口） 

• ノコギリハリアリ亜科の Bannapone をノコギリハリアリ属の新参シノニムとし、その一種群
「Stigmatomma mulanae種群」として再定義した。また、１新種を本種群の一員として追加し
た（投稿準備中）。（江口） 

• インド・シナ亜区およびインド・マレー亜区に産するアギトアリ属の分類学的再検討を開始した。

本年度は、スマトラに産する種の再検討を行った。働きアリの形態に基づき、５種が確認され、

それらはミトコンドリア COI領域の部分配列を用いたDNA Barcodingによっても明瞭に識別で
きた。また、かつて同種内の別亜種として認識されていた Odontomachus latidensと O. procerus
の間で雄交尾器に明瞭な形態的差異があることが明らかとなった（投稿準備中）。（Rijal S） 

F) 日本産アリ類の多様性に関する研究	 	 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。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） 

G) アリ科の幕状骨（頭部内骨格）の比較形態学的研究	 	 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、その形態進化のプロセスを推定

したが、これに引き続き、幕状骨の形態進化とその機能的関連について研究した。まずはケアリ属 

Lasius を材料に、幕状骨に付着する筋肉について観察した．その結果、触角基部に挿入される筋肉が、

過去の報告例よりも広い範囲で幕状骨に付着することがわかった（久保田）。 
 

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。昨年に引き続き、フチグロト

ゲエダシャクにおけるエクジソンによって誘導されるメス特異的な翅退縮と性分化に関する発生生理学的な

研究を継続した。（新津） 

 

3) 土中にトンネルを掘って生息するケラ Gryllotalpa orientalis（ケラ科）の発信音に関する研究  

成虫オスによる求愛ソング（前翅摩擦音）以外に、成虫・幼虫による基質振動行動を新たに発見した。こ
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れには以下の 4種類が区別された：scraping（前脚で基質をこする）、tapping（前脚で基質を叩く）、tremulation

（体全体を前後に揺らす）、drumming（小顎髭で基質を叩く）。これらの発信がいつ行われ、どのような生物

学的意義をもつかを確かめるために、室内実験を行った。容器の中に 1匹だけ入れたコントロール区と 2個

体を紙製の壁を隔てて入れた実験区で、ケラの行動とその発信音を一定時間記録し、4種類の発信音の頻度

やその前後の行動を調べた。その結果、これらの発信音はコントロール区でも実験区でも同様に生じること

がわかり、それらは個体間の相互コミュニケーションではなく、警戒音または威嚇音であることが考えられ

た。（林） 

 

4) アリ擬態クモ類の系統分類学的および生態学的研究  

A) アリ擬態クモ類におけるミミック−モデル関係の進化パターンの解明	 	 アリグモ属 Myrmarachne（ハ

エトリグモ科）の種は形態や行動がアリ類に非常によく似ており、この類似は捕食者から身を守るた

めのベイツ型擬態によるものだと考えられている。本研究では、① 標本画像の解析をもとにアリグモ

属の各種と同所的に生息するアリ類の形態的な類似性を客観的に評価し、モデルとなるアリを推定す

ること、②アリグモ属の各種とそのモデルと推定されるアリの分子系統地理学的解析を通じて、擬態

関係の進化過程を推定することを主な目的としている。第二にアリグモ属内の系統関係を推定し、ア

リ類との擬態関係がどのように進化してきたのかを明らかにすることを目的としている。今年度は、

タイとベトナムで採集調査行い、アリグモ属の未記載種を 3 種発見した。タイの未記載種 2 種は

Diacamma sp. と Dolichoderus sp. にそれぞれ形態的によく似ており、ベトナムの未記載種 1 種は

Tetraponera sp. に非常によく似ていた。現在アリグモ属の新種記載論文の執筆中である。画像データ

による擬態関係の推定とアリグモ属の分子系統地理学的解析は継続中である。（山﨑） 

B) インド・シナ半島産アサヒハエトリグモ属 Phintella（ハエトリグモ科）の系統分類学的研究	 	 アサ

ヒハエトリグモ属の種には性的二型があり、成体のオスとメスとの形態は別種と思わせるほどに異な

る。そのため同種のオスとメスが別種として記載されてきた事例が多い。本研究では、このような分

類学的な問題点を野外での行動観察・飼育・DNAバーコーディング等を用いて解決していき、インド・

シナ半島におけるアサヒハエトリグモ属の分類体系の再構築を目的としている。今年度は、ベトナム

で 2回調査を行い、ベトナムから記録のある 7種を上回る 8種を採集することができた。現在、得ら

れた標本と既知種の記載論文との照らし合わせを行うと同時に、アサヒハエトリグモ属の種間の系統

関係を解析中である（Phung THL） 

 
5) その他  

A) 都市環境科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、首都大学東京に所蔵

されている環境指標昆虫（特にオサムシ類、マルハナバチ類、アリ類）の標本データベース構築作業

を進めた。（江口・清水） 

B) 「遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分（ABS：Access and 

Benefit-Sharing）」に関する名古屋議定書に係る国内措置への対応を開始した。本年度は、植物系統分

類学研究室の村上哲明教授と連携し、インドネシア・アンダラス大学理学部、ベトナム生態学生物資

源研究所との部局間学術協定の本学窓口教員を務めるとともに、ABS問題対策の学内検討会を開催し

た（江口）。 

C) インドネシア国立シアクアラ大学理学部生物学科の講師である Syaukani 氏が 2014 年 9 月 8 日から 9
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月 15日まで本研究室に滞在し、シロアリ類の比較形態学的研究を行った。 

D) イタリア・ヴェローナ市立自然史博物館の協力研究員である Francesco Ballarin氏が 2014年 10月 3日

から 10月 9日まで本研究室に滞在し、山梨県、埼玉県、群馬県にてホラヒメグモ科の採集や研究紹介

を行った。 

 

3. 研究発表  
誌上発表   

1. Eguchi K, Bui TV, Yamane Sk (2014) Generic Synopsis of the Formicidae of Vietnam (Insecta: Hymenoptera), 

Part II—Cerapachyinae, Aenictinae, Dorylinae, Leptanillinae, Amblyoponinae, Ponerinae, Ectatomminae and 

Proceratiinae, Zootaxa, 3860, 1–46. 

2. Shimizu, A., Lelej, A. S. & Loktionov, V. M. (2015) Revision of the Palaearctic brood parasitic genus 
Nipponodipogon Ishikawa, 1965 of spider wasps (Hymenoptera: Pompilidae: Pepsinae), Zootaxa, 
3948:497-520. 

 

著書  

3. 寺山守，久保田敏，江口克之（2014）日本産アリ図鑑，朝倉書店. 

 

口頭・ポスター発表  

4. 久留島宏明・清水 晃・西本 裕・佐山勝彦・松本和馬・加藤 学・渡邊謙太・Kim Jeong-Kyu（2014）「ナ

ミヒメクモバチ複合種群 (クモバチ科)における隠蔽種の探索」日本昆虫学会第 74回大会（広島）． 

5. 久留島宏明（2014）「ツヤムネジワクモバチ（クモバチ科）の托卵寄生行動」日本昆虫学会第 74回大会

（広島） 

6. Niitsu, S and Hayashi, F (2014) Regressive evolution of winglessness in bagworm moths (Insecta: Lepidoptera, 

Psychidae). The 50th annual meeting of the arthropodan embryological society of Japan. (Tokyo, Japan) 

7. 新津修平 (2014) 「ミノガ採集のススメ」日本蛾類学会例会（東京） 

8. 新津修平 (2014)「関東甲信越地域における原始的な有翅型ミノガ類の新知見」日本鱗翅学会秋の集い（東

京） 

9. 新津修平 (2014)「ハネを無くさないミノガの話」菅平動物学セミナー（会場：筑波大学菅平高原生物実

験センター） 

10. Yamasaki, T., Hashimoto, Y., Endo, T., Itioka, T. and Hyodo, F. (2014) The genus Myrmarachne of Thailand. 2nd 

meeting of Asian Society of Arachnology. (Chaing Mai, Thailand) 

 

新聞等への掲載  

11. 新津修平 (2015) 「ミノムシの世界」日本農業新聞	 2月 7日付け 
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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(D3)、戸野晶喬(D3)、

堀清鷹(D1)、谷島麻美(M2)、明石澪(M2)、大門夢果(M2)、新田竜斗(M2)、松本めぐみ(M2)、森絵里菜(M2)、

飯塚佳凛(M1)、辻村美鶴(M1)、吉村彩(M1)、星野佑介（M1）、大田峻眞(卒研生)、尾崎綾(卒研生)、中嶋玲

菜(卒研生)、成田聖珠	 (卒研生)、牧野裕氣(卒研生)、加藤朗子(研究生)	 

	 

2.	 研究紹介	 

	 本研究室では、維管束植物と高等菌類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、昆虫や菌類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および伊豆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、オシダ科のシダ植物の分子系統分類学的研究、日本列島の

照葉樹林・夏緑樹林構成樹木種の核 DNA と葉緑体 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。また、小笠原諸島の固有種の起源を分子植物地理学的に探り、小笠原諸島で起きた植物の性表現の変

化や乾燥適応に関する形質の進化の研究も行った（村上）。	 

	 オシダ科のイタチシダ類を構成する多くの種が無配生殖種で、有性生殖型はナンカイタチシダとイワイタ

チシダでしか見つかっていなかった。しかし、これら 2種では無配生殖種に見られる形態的･遺伝的変異を説

明できなかった。今回、イタチシダ類の新たな 2倍体有性生殖種モトイタチシダを鹿児島県屋久島で発見し、

新種として発表した。これにより、無配生殖種群における網状進化が容易に理解できるようになった（堀･

村上）。	 

	 核 ITS 領域の塩基配列などを活用して高等菌類の隠蔽種の探索を行った。その結果、ニガクリタケとキク

バナイグチのそれぞれに複数の隠蔽種が含まれていることが示唆された。これらの隠蔽種は、基質とする樹

木種やその状態が異なるなど、生態的にも分化を遂げているらしいことも分かった（大田･牧野・村上）。	 

	 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り、台湾

では標高によって遺伝的に分化してい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。特に奄美群島及び先島諸島に分布するカンアオイ属

植物については継続的に進め、分類群の実体把握と分類群相互の系統関係についての検討を進めた（菅原）。	 

	 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、東北地方において分布や生

育状況を調査し、形態比較や分子系統学的解析を行った（加藤、加藤朗）。	 

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、単位面積当たり

の重さが近縁種のゼンマイよりも重く、細胞密度が高いことと関連していることが示唆された（飯塚）。また、
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本州では自配受精能がほとんどないゼンマイについて、伊豆諸島で自配受精率が高くなっているかどうかを

調べ、八丈島において自配受精率が 30％程度の個体がみつかった(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・角川･村上）。	 

	 オシダ科のオニヤブソテツ（無配生殖型）とヒメオニヤブソテツ（有性生殖型）、あるいはムニンノニヤブ

ソテツ（有性生殖型）の雑種個体から生じた子孫の生殖型がどのような比率で生じるのかを調べる為、雑種

個体の胞子の培養を行い、無配生殖型と有性生殖型が 1：1に分離することから、無配生殖が１つの遺伝子座

によって支配されていることを強く示唆する結果を得た（森・角川･村上）。	 

	 オシダ科のホコザキベニシダ（有性生殖型）とこれに比較的近縁なベニシダ類の複数の無配生殖種が混生

する鹿児島県屋久島において生殖様式、倍数性、ならびにアロザイム多型の解析を行った。その結果、有性

生殖型のホコザキベニシダとの交雑を示唆する 2 倍体無配生殖型のヌカイタチシダモドキが見いだされた

（松本・村上）。	 

	 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・村上）。	 

	 小笠原諸島固有植物や南西諸島に分布する植物を対象にして性表現の多様化やその進化に関する研究を進

めてきた。昨年度より進めているボチョウジ属植物（アカネ科）、アオガンピ属（ジンチョウゲ科）、ミズガ

ンピ属（ミソハギ科）に、新たにボロボロノキ属（ボロボロノキ科）、ハテルマギリ属（アカネ科）、クコ属

（ナス科）などを加え、海洋島や大陸島において被子植物の性がどう変化してきたのか、その実態把握を進

めた。そしてその成果を論文としてまとめた（星野、尾崎、成田、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、花の

相称性、花の向きの 3 形質の進化過程について考察した。また、花筒長に地理的変異がみられるスイカズラ

を対象に、その地理的変異の状況を把握するとともに花筒長の変異がどう送粉昆虫に影響しているかを調査

した（中路、星野、菅原）。	 

	 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。その結果、花香の合成に関わる LIS 遺伝子がこの群の種分化を引

き起こしたことを示唆する結果を得た（明石・村上）。	 

	 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た(新田)。	 

	 小笠原諸島の送粉生態系ネットワークは、グリーンアノールなどの外来動物による在来昆虫の捕食や、外

来のセイヨウミツバチが在来植物に高頻度で訪花することなど、外来生物の影響によって大きく変貌しつつ

ある。そこで在来送粉昆虫の減少・絶滅による在来植物の繁殖への影響と、在来植物における外来昆虫の送

授粉効果を調べるため、有人島と無人島においてポリネーターの訪花行動と頻度の調査を行った（辻村・加

藤）。	 

	 サクユリは、花の赤い斑点がない、あるいは薄いことが特徴であるヤマユリの伊豆諸島産変種である。伊

豆大島において、サクユリの送粉者をインターバル撮影等によって調査した。その結果、夜間のスズメガ類
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が主たる送粉者であり、サクユリの白くて香りの強い花は夜間に活動する送粉者への適応であることが示唆

された（中嶋・加藤英･村上）。	 

	 日本列島の夏緑樹林構成樹種の多くが明瞭な種内の遺伝構造を示し、異なる DNA タイプが混ざり合う交雑

帯が近畿〜中国地方に見られる。西日本における交雑帯の位置を 4 種の樹木種について詳しく調べた。その

結果、兵庫県付近に共通して交雑帯が見られることが分かった。さらに、その位置と相関する環境・地形要

因を地理情報システム（GIS）を活用して解析した。その結果、兵庫県付近には夏緑樹林の生育不適地が広が

っており、その位置と交雑帯の位置が良く一致することから、それが交雑帯を維持させている要因であると

考えられた（戸野・村上）。	 

	 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、植物標本画像データベースの構築

を進めている（加藤英）	 

	 

3.	 研究発表	 

＜誌上発表＞  

Tono, A., T. Iwasaki, A. Seo and N. Murakami. 2015. Environmental factors contribute to the formation and maintenance 

of the contact zone observed in deciduous broad-leaved tree species in Japan. J. Plant Res. 128: in press. 

Hori, K., Ebihara, A., Nakato, N. and N. Murakami. 2015. Dryopteris protobissetiana (Dryopteridaceae), a new diploid 

sexual species of the Dryopteris varia complex (subg. Erythrovariae, sect. Variae) from Yakushima Island, 

Kagoshima, Japan. Acta Phytotax. Geobot. 66: 47-57. 

Hori, K., Matsumoto, M., Nakato, N., Ebihara, A. and N. Murakami. 2015.  Geographical distribution of sexual and 

apogamous types of Dryopteris chinensis (Dryopteridaceae) in Japan. Acta Phytotax. Geobot. 66: 35-45.  

Hori, K., Tono, A., Fujimoto, K., Kato, J., Ebihara, A., Watano, Y. and N. Murakami. 2014. Reticulate evolution in the 

apogamous Dryopteris varia complex (Dryopteridaceae, subg. Erythrovariae, sect. Variae) and its related sexual 

species in Japan. J. Plant Res. 127: 661-684.  

Tsuneki, S., Kato, H. and N. Murakami. 2014. Ecological and genetic differentiation in Persea boninensis (Lauraceae) 

endemic to the Bonin (Ogasawara) Islands. Plant Sp. Biol. 29: 16-24. [Plant Species Biology, Best Paper Award 2014] 

Aoki, K., Ueno, S., Kamijo, T., Setoguchi, H., Murakami, N., Makoto Kato, M. and Y. Tsumura (2014) Genetic 

differentiation a 1 nd genetic diversity of Castanopsis (Fagaceae), the 2 dominant tree species in Japanese 

broadleaved evergreen forests, revealed by 3 analysis of EST-associated microsatellites. PlosOne DOI: 

10.1371/journal.pone.0087429. 

Oguri, E. and T. Sugawara (2014) Gynochthodes boninensis (Ohwi) E. Oguri & T. Sugaw.: a new combination in the 

genus Gynochthodes (Rubiaceae). The Journal of Japanese Botany 89: 259-261.  

Watanabe, K., A. Shimizu and T. Sugawara (2014) Dioecy derived from distyly and pollination in Psychotria rubra 

(Rubiaceae) occurring in the Ryukyu Islands, Japan. Plant Species Biology 29: 181-191. 

Watanabe, K., H. Kato and T. Sugawara (2014) Distyly and incompatibility in Psychotria homalosperma (Rubiaceae), 

an endemic plant to the oceanic Bonin (Ogasawara) Islands.  Flora 209: 641-648.  

＜その他＞ 

須貝京子・渡邊謙太・向	 哲嗣・加藤英寿・菅原	 敬（2015）小笠原諸島固有種オガサワラボチョウジの保

全について（2）小笠原研究年報（印刷中） 

渡邊謙太・須貝京子・向	 哲嗣・加藤英寿・菅原	 敬（2015）オガサワラボチョウジにおける花序あたりの

花数は列島間で異なる.小笠原研究年報（印刷中） 
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口頭・ポスター発表  

［学会発表］  

Oguri, E., Morden, C. W. and N. Murakami (2015) The origin of dioecy in the genus Wikstroemia (Thymelaeaceae), 

growing in the oceanic islands. Brazil – Japan International Workishop 2015; Contribution of Genetics to Plant 

Conservation (São Paulo, Brasil, Feburary 2-4, 2015)  

Sugai, K., Suzuki, S., Nagamitsu, T., Murakami, N., Kato, H., and H. Yoshimaru (2015) Spatial genetic structure of 

Elaeocarpus photiniifolia (Elaeocarpaceae) associated with habitat variation in the Bonin (Ogasawara) Islands, Japan. 

Brazil – Japan International Workishop 2015; Contribution of Genetics to Plant Conservation (São Paulo, Brasil, 

Feburary 2-4, 2015) 

Murkami, N. (2014)  Plennary Address: Genetic diversification of apogamous ferns through hybridization with sexual 

relatives. The 6th Asian Fern Symposium (Bali, Indonesia, August 26-29, 2014)  

Hori, K., Tono, A., Fujimoto, K., Kato, J., Ebihara, A., Watano, Y., and N. Murakami (2014) Reticulate evolution in the 

apogamous Dryopteris varia complex (Dryopteridaceae, subg. Erthrovariae, sect. Variae) and its related sexual 

species in Japan. The 6th Asian Fern Symposium (Bali, Indonesia, August 26-29, 2014) 

Yamamoto, K., Yatabe-Kakugawa, Y., Ebihara, A., and N. Murakami (2014) Artificial crossing experiments between 

the triploid apogamous Dryopteris erythrosora and the diploid sexual D. caudipinna.” The 6th Asian Fern 

Symposium (Bali, Indonesia, August 26-29, 2014) 

Sugai, K., Suzuki, S., Nagamitsu, T., Murakami, N., Kato, H., and H. Yoshimaru (2014) Genetic and ecological 

differentiation in Elaeocarpus photiniifolia (Elaeocarpaceae) associated with dry scrubs and mesic forests in the 

Bonin (Ogasawara) Islands. Island Biology 2014 (Honolulu, Hawaii, USA, July 7-11, 2014) 

飯塚佳凜・角川洋子・堤千絵（2014）渓流沿い植物ヤシャゼンマイと近縁種ゼンマイの野外集団における葉

形と葉柄形質の解析	 日本植物学会第 78回大会（神奈川，2014.9.12－14） 

飯塚佳凜・角川洋子・堤千絵（2015）ヤシャゼンマイにおける渓流帯への適応様式	 日本植物分類学会第 14

回大会（福島，2015.3.5－8） 

堤千絵・角川洋子・平山裕美子・加藤雅啓（2014）ゼンマイとヤシャゼンマイの遺伝的分化とヤシャゼンマ

イの起源推定	 日本植物学会第 78回大会（神奈川，2014.9.12－14） 

Yatabe-Kakugawa, Y. (2014) Map based analyses of adaptive evolution and speciation in Osmundaceae. The 6th Asian 

Fern Symposium (Bali, August 26 - 28 2014) 

須貝杏子・ 鈴木節子・森啓悟・村上哲明・加藤英寿（2015）小笠原諸島におけるセンダンの遺伝的分化と種

苗配布区の設定．日本生態学会第 62回大会（鹿児島，2015.3.18-22） 

堀清鷹･綿野泰行・村上哲明（2015）無配生殖種オオベニシダの雑種起源．日本植物分類学会第14回大会（福

島，2015.3.5-9） 

松本めぐみ･山本薫･堀清鷹・村上哲明（2015）ベニシダ類（オシダ科）における有性生殖種ホコザキベニシダ

の実体と無配生殖種との交雑」日本植物分類学会第14回大会（福島，2015.3.5-9） 

森絵里菜･松本定・堀清鷹･山本薫・綿野泰行・角川洋子・村上哲明（2015）オニヤブソテツ類（オシダ科）の

有性生殖型と無配生殖型の雑種における無配生殖の遺伝的分離」日本植物分類学会第14回大会（福島，

2015.3.5-9） 

中嶋玲菜・下川悟史･加藤英寿･村上哲明（2015）伊豆大島産サクユリの交配システムと送粉者．日本植物分類

学会第14回大会（福島）（福島，2015.3.5-9） 
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下川悟史・村上哲明（2015）ハコネウツギの花色変化によって生じる色のコントラストが送粉昆虫に与える影

響．日本植物分類学会第14回大会（福島，2015.3.5-9） 

山本薫・加藤英寿・村上哲明（2015）伊豆大島の混生集団におけるベニシダ類の無配生殖型と有性生殖型の競

争の程度．日本植物分類学会第14回大会（福島，2015.3.5-9） 

新田竜斗･村上哲明･加藤英寿（2015）小笠原産固有種ヒメフトモモにおける種内倍数性と形態的多様性．日本

植物分類学会第14回大会（福島，2015.3.5-9） 

明石澪･宇野邦彦･村上哲明・奥山雄大（2015）花香遺伝子LISはコチャルメルソウの種分化遺伝子か？	 日本

植物分類学会第14回大会（福島，2015.3.5-9） 

國府方吾郎･加藤英寿・梅本巴菜・伊藤拓朗・中村剛・村上哲明･横田昌嗣（2015）形態および分子データをも

ちいた小笠原産マルバケヅメクサの分類学的再検討．日本植物分類学会第14回大会（福島，2015.3.5-9） 

渡邊謙太・T. Y. Aleck Yang・Tai-Liang Huang・仲尾錦・井口亮・菅原敬 (2014) 台湾緑島におけるボチョウ

ジ属低木 3種の生育地接触と生育環境．沖縄生物学会第 51回大会（琉球大，5月 24-25日）． 

Watanabe, K. and Sugawara, T.（2014）Distyly, dioecy and monoecy in six species of Psychotria (Rubiaceae) in the 

oceanic and continental island groups in East Asia．An International Conference on Island Evolution, Ecology, and 

Conservation 2014.7 (Hawaii).  

須貝杏子・渡邊謙太・加藤英寿・菅原	 敬（2014）小笠原産ボチョウジ属植物の繁殖生態に注目した域内保全

手法の開発に向けて．応用生態工学会（東京）． 

星野佑介・菅原	 敬 (2014)	 夜間に開花するハテルマギリ (アカネ科) の送粉様式と花の二型性の機能・維

持機構の解明．種生物学会（富士吉田 12/6）． 

菅原	 敬（2014）日本産カンアオイ属植物，特に常緑性カンアオイ類についての分類学的研究の現状と課題．

分類学会講演会 2014（大阪 12/13）． 

渡邊謙太・庭野駿介・仲尾錦・金城和俊・菅原	 敬・井口亮（2015）琉球列島におけるボチョウジ属近縁 2

種の土壌適応と雑種形成．日本生態学会（鹿児島 2015/3/21） 

奥山雄大*、永野惇、八杉公基、工藤洋、後藤なな、菅原	 敬（2015）RAD-seq法を用いた超高解像度系統解

析：チャルメルソウ属とカンアオイ属を例に．日本植物分類学会第 14回大会（2015/3/7）． 
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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、鈴木元治郎、平井久美子、下沢明希、田中良法（学振特別研究員）、高

橋宗聖（首都大学東京、生命科学 D3）、下中翔太郎（首都大学東京、生命科学 D2）、樽谷愛理（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 M2)、寺田真（筑波大学、人間総合科学 D1）、

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(AD)、レビー小体型認知症(DLB)、筋萎縮性側索硬化症(ALS)などの発症、

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）TDP-43の毒性に関する検討  
	 ALS の原因遺伝子であり、患者脳、脊髄の特徴的病理構造物を構成する TDP-43 について、培養細胞系を

用いてその毒性の検討を行った。その結果、全長 TDP-43 は過剰発現するだけで細胞周期に影響を与えてア

ポトーシスを誘導すること、C 末端断片は凝集し、転写因子などを取り込んで、弱い細胞毒性を示すことを

明らかにし、実際の患者脳は後者であることが示唆された。（山下、野中、増田、亀谷、長谷川）。 

２）異常 αシヌクレインの脳内伝播  
	 線維化αシヌクレインを野生型マウスの黒質、線条体、嗅内野に接種し、どこで病変が形成されて、どの

ように広がるかを検討した結果、異常リン酸化αシヌクレイン病変は接種部位によって全く異なる部位の神

経細胞に形成され、神経回路を介して広がること、さらには病変分布に関連した行動の異常が観察されるこ

とを示した（鈴掛, 野中, 下沢, 長谷川）。 

３）アルツハイマー病患者脳のタウの解析  
	 AD に蓄積するタウに関して、4 リピート(4R)タウが先に蓄積し、3R タウが後で蓄積するという報告があ

るが、それは蓄積タウのプロセッシングを反映して抗体の反応性が変わるだけであり、AD脳には 3Rタウと

4Rタウが共存して線維化、蓄積していることを証明した(長谷川、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), SOD1の変異効果(樽谷)などの研究を進めた。 

 
3. 研究発表 
誌上発表 , 招待講演  

1. Yamashita M, Nonaka T, Hirai S, Miwa A, Okado H, Arai T, Hosokawa M, Akiyama H, Hasegawa M. 
Distinct pathways leading to TDP-43-induced cellular dysfunctions. Hum Mol Genet 23: 4345-56, 2014. 

2. Masuda-Suzukake M, Nonaka T, Hosokawa M, Kubo M, Shimozawa A, Akiyama H, Hasegawa M: 

Pathological alpha-synuclein propagates through neural networks. Acta Neuropathol Comm 2:88, 2014.  

3. Hasegawa M, Watanabe S, Kondo H, Akiyama H, Mann DM, Saito Y, Murayama S. 3R and 4R tau 

isoforms in paired helical filaments in Alzheimer's disease. Acta Neuropathol 127: 303-305, 2014. 

4. Hasegawa M: Prion-like features in alpha-synucleinopathies. XVIIIth International Congress of Neuropathology 

2014. W3: Prion-like mechanisms in neurodegenerative disorders. Rio de Janeiro, Brazil [2014,9. 15.] (招待講演) 
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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、学習記憶プロジェクト 
 
1. 構成 
齊藤	 実（プロジェクトリーダー）、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）、上野太郎（学振 PD）、鈴木恵雅（博士研究員） 

 

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、マウス、マーモセットで、行動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るのか)、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。  

	 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。 

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。

新のリアルタイム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、細胞内でのタンパク動

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、神経活動がどう変化するかなどを明らかし、マウスモデルでメカニズ

ムの検証を行うことで、共通した動作原理を明らかにする。 

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、ショウジョウバエで加齢性記憶障

害に至る分子メカニズムの解明を進めている。またショウジョウバエで見出された分子機構がヒトに応用出

来るか？マーモセットを用いて薬理学的な検証を行っている。 

 

3. 研究発表 
誌上発表  

0.  Matsuno M, Horiuchi J, Yuasa Y, Ofusa K, Miyashita T, Masuda T, Saitoe M*. (2015). Long-term memory 

formation in Drosophila requires training-dependent glial transcription. J Neurosci 35, in press. 

1.  Yamazaki D, Horiuchi J, Ueno K, Ueno T, Saeki S, Matsuno M, Naganos S, Miyashita T, Hirano Y, Nishikawa H, 

Taoka M, Yamauchi, Y, Isobe T, Honda Y, Kodama T, Masuda T, Saitoe M*. (2014). Glial dysfunction causes 

age-related memory impairment in Drosophila. Neuron 84, 753-763.  

その他の出版物  

1. Saitoe M, Saeki S, Hirano Y, Horiuchi J. Age-related memory impairment in Drosophila. Behavioral Genetics of 

the Fly. 177-182. (Cambridge Univ press). 2014 

2. 堀内純二郎・山崎大介・齊藤 実	 加齢による記憶力の低下はグリア細胞の機能の不全による	 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、萬谷	 博、赤阪啓子、山田健之、櫻井洋子、川村方希（首都大学東京大学院 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糖鎖に焦点を当

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、細胞膜上の接着分子である。α-DG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。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、細胞接着に関わる 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、同じく細胞接着に関わる LeX 糖鎖も 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

ならず筋ジストロフィーの治療法開発への糸口となることが期待される。 

	 α-Klotho タンパク質を欠損したマウス（α-Klotho マウス）は、骨粗鬆症、動脈硬化、肺気腫などヒトの

老化関連疾患を呈し、寿命も 8〜10 週と極めて短い。α-Klotho タンパク質はβ-グルコシダーゼに相同性が

あるため、糖鎖分解に関わることが推測されている。そこで、α-Klothoタンパク質の発現が多い腎臓におけ

る糖鎖の発現を調べた。その結果、腎臓特異的な糖鎖修飾である非硫酸化 HNK-1 糖鎖がα-Klotho マウスで

増加していた。また、α-Klotho タンパク質の局在と非硫酸化 HNK-1 糖鎖の局在が共に遠位尿細管で一致し

ていた。非硫酸化 HNK-1修飾を受けたタンパク質の発現は増加していなかったことから糖鎖のみが増加して

いることが示された。野生型マウスでも老化に伴い非硫酸化 HNK-1糖鎖の増加が認められたことから、非硫

酸化 HNK-1糖鎖は老化に深く関係する糖鎖であると考えられる。 

 

3. 研究発表 
誌上発表  

Akasaka-Manya, K., et al. α-Klotho mice demonstrate increased expression of the non-sulfated N-glycan form of the 

HNK-1 glyco-epitope in kidney tissue. J. Biochem., 156, 107-113, 2014. 

Endo, T. Glycobiology of α-dystroglycan and muscular dystrophy. J. Biochem., 157, 1-12, 2015. 

Yaji, S., et al. Major glycan structure underlying expression of the Lewis X epitope in the developing brain is 

O-mannose-linked glycans on phosphacan/RPTPβ , Glycobiology, 25, 376-385, 2015. 

Kizuka, Y., et al. An aberrant sugar modification of BACE1 blocks its lysosomal targeting in Alzheimer’s disease. 

EMBO. Molec. Med., 7, 175-189, 2015. 

Endo, T. α-dystroglycanopathy. in Glycoscience: Biology and Medicine. (Taniguchi, N., Endo, T., Hart, G., Seeberger, 

P., and Wong, C-H.). Springer, 1237-1244, 2015. 

Arai, H., et al. Japan as the front-runner of super aging societies: Perspectives from medicine and medical care in Japan. 

Geriatr. Gerontol. Int., in press.  

Manya, H. and Endo, T. O-Mannosyl Glycan and Muscular Dystrophy. in Sugar Chains. (Taniguchi, N., Suzuki, T., and 

Ohtsubo, K.). Springer, in press. 
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連携大学院  三浦研究室  

（地独法）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・プロテオーム 
 
1. 構成 
三浦ゆり（研究副部長）、津元裕樹（研究員）、岩本真知子（研究員）、森澤	 拓（研究員）、菊池将平（東

京医科歯科大学医学部 4年）、兼平	 茜（東京医科歯科大学医学部 4年）、福田	 俊（芝浦工業大学システ

ム理工学部 4年） 

 

2. 研究紹介 
生体を構成する様々な分子の中で、実際に生命活動に携わっているのはタンパク質である。酵素反応、

細胞内外への物質の輸送、エネルギー代謝、分子の認識など、タンパク質は生命を維持するうえで重要な機

能を担っている。そこで私たちの研究室では、老化や疾患におけるタンパク質の発現変化及び翻訳後修飾の

変化に着目し、プロテオーム解析を用いた研究を行っている。 

	 	 	 老化研究においては、ゲノム情報の解明により著しい進展を遂げている分子遺伝学レベルの研究に比

べ、タンパク質レベルの研究は進んでいない。これは、タンパク質がリン酸化や糖鎖など、様々な分子修飾

（翻訳後修飾）を受けており、こうした修飾がタンパク質の機能に大きな影響を与えるからである。そこで、

タンパク質の機能を支える分子修飾（翻訳後修飾）の役割と老化あるいは老年病との関わりを明らかにする

ため、O-GlcNAc修飾に着目している。O-GlcNAc修飾とは、タンパク質のセリン・スレオニン残基に N-アセ

チルグルコサミンが一つ結合した分子修飾であり、糖尿病など様々な疾患に関与することが報告されている。

そこで、O-GlcNAc タンパク質を標的としたプロテオーム解析を行い、これらの疾患の病態解明やバイオマ

ーカー探索を行うため、O-GlcNAc ペプチドの濃縮法を開発した。また、健康長寿者の血漿タンパク質の解

析から、健康長寿マーカーを探索する研究も行っている。ヒト長寿モデルである 105 歳以上の超百寿者につ

いてプロテオーム解析や糖鎖解析を行い、酸化ストレスに関連する複数のタンパク質が超百寿者群において

変動することや、抗炎症性の糖鎖が健康長寿の特徴であることを明らかにした。さらに、長期縦断的コホー

ト研究も行い、健康長寿に関連するタンパク質や翻訳後修飾の解明をめざしている。 
 

2. 研究発表 
1. Iwamoto, M., Miura, Y., Tsumoto, H., Tanaka, Y., Morisawa, H., Endo, T., Toda, T.: Antioxidant effects of 

carnitine supplementation on 14-3-3 protein isoforms in the aged rat hippocampus detected using fully automated 

two-dimensional chip gel electrophoresis, Free Radic. Res. 48,1409-16, (2014) 

2. Miura, Y., Sato, T., Sakurai, Y., Sakai, R., Hiraoka, W., Endo, T.:  HyperO-GlcNAcylation inhibits HSP 

70-induction caused by sodium arsenite in HeLa cells, Biol. Pharm. Bull, 37, 1308-1314, (2014)  

3. Miura, Y., Sakurai, Y., and Endo, T.: O-GlcNAc modification affects the ATM-mediated DNA damage response, 

Biochim. Biophys. Acta, -General Subjects- 1820, 1678-1685, (2012) 

4. Akimoto, Y., Miura, Y., Toda, T., Wolfert, M. A., Wells, L., Boons, G. J., Hart,G. W., Endo, T., Kawakami, H. : 

Morphological changes in diabetic kidney are associated with increased O-GlcNAcylation of cytoskeletal proteins 

including α-actinin 4, Clinical Proteomics, 8, 15, (2011) 

5. Miura, Y., Sato, Y., Arai, Y., Abe, Y., Takayama, M., Toda, T., Hirose, N., and Endo, T.: Proteomic analysis of 

plasma proteins in Japanese semisuper centenarians. Exp. Gerontol. 46, 81-85, (2011) 
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連携大学院  松田研究室  

（公財）東京都医学総合研究所	 生体分子先端研究分野	 ユビキチンプロジェクト 
 
1. 構成 
松田憲之（副参事研究員）、一村義信（研究員）、吉田雪子（研究員）、山野晃史（研究員）、小谷野史香

（研究員）、Bruno Queliconi（ポスドク研究員）、木村まゆみ（技術補佐員）、村上有沙（技術補佐員）、

川脇純子（技術補佐員）、小島和華（東京大学大学院新領域創成科学研究科	 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の合成」を絶えず繰り返し

ており、きわめて動的な分解 - 循環 - 再生のリサイクルの上に存在している。このシステムは、細胞内に

生じた不良品・不用品の効率的な除去や、栄養素の確保のために必須の役割を担っている。ユビキチン・プ

ロテアソームシステムは、オートファジー・リソソーム系ととともに、代表的な細胞内の自己タンパク質分

解経路であり、この生体内リサイクルの主役を担っている。 

 ユビキチン・プロテアソームシステムは２つの過程から構成されている。つまり、ユビキチン連結酵素(E3)

によって細胞内の基質蛋白質を特異的にユビキチン化（ユビキチン鎖を付加）する過程と、この基質をプロ

テアソームによる分解に導く過程である（厳密にいうと、ユビキチン化された基質をオートファジーやメン

ブレントラフィックの構成因子が認識してリソソーム内で分解する経路も存在するので、ユビキチン化され

た基質を全てプロテアソームが分解するわけではない）。このユビキチン・プロテアソームシステム無くして

は、細胞内の恒常性維持、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。 
 高齢化社会を迎える今日、癌や神経変性疾患など高齢化に伴って多発する疾病の発症機構を解明し、治療法

の開発に結びつけることの重要性は、言をまたない。重要なことに、ユビキチン・プロテアソームシス

テムは細胞内の不良蛋白質や不良オルガネラの代謝を介して、癌や神経変性疾患など高齢化社会に

多発する様々な疾病の発症を防止している。一例をあげると、遺伝性パーキンソン病の原因遺伝子産物 

Parkin は E3 として機能しており、ミトコンドリア上の基質のユビキチン化を介して、生体内でミトコンド

リア品質を監視していることが判明しつつある。私達の研究室では上述の Parkin を主な研究対象にしながら、

ユビキチン・プロテアソームシステムがどのようにして細胞の健強性や生物の健康を守っているのか、その

生理的意義を解明したいと考えている。 

 

3. 研究発表 
1. Okatsu, K. et al., J. Cell Sci., Unconventional PINK1 localization to the outer membrane of depolarized mitochondria 

drives Parkin recruitment., 2015, 128, 964-78.  

2. Koyano, F. et al., Nature, Ubiquitin is phosphorylated by PINK1 to activate parkin., 2014, 510, 162-6.  

3. Okatsu, K. et al., J. Biol. Chem., A dimeric PINK1-containing complex on depolarized mitochondria stimul

ates Parkin recruitment., 2013, 288, 36372-84.  

4. Iguchi, M., et al., J. Biol. Chem., Parkin-catalyzed ubiquitin-ester transfer is triggered by PINK1-dependent 

phosphorylation., 2013, 288, 22019-32. 

5. Matsuda, N., et al., J. Cell Biol., PINK1 stabilized by mitochondrial depolarization recruits Parkin to damaged 

mitochondria and activates latent Parkin for mitophagy., 2010, 189, 211-21. 
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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,山崎 聡志(以上研究員);
伊藤 さゆり(以上ポストドク);Yang Chi-Chun(以上東大新領域創成科学研究科大学院生);関 由美香（お茶の水大
学大学院生）;覚正 直子,深津 理乃(研究技術員);皆川 明子(事務補助員);中島 綾奈(技術補助員); 山田 正之,宇
野 修司,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
を制御するメカニズムを解明した。 
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) 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	 複製ストレス
は、がん化や老化の も直接的な原因となる。従って、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。複製ストレス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等、生物学的に重要な問題に取り組む。 
4)ゲノム DNA上の非 B型構造の役割の解明	 上記の研究からグアニン４重鎖などの非 B型構造が染色体高次
構造の維持や複製開始に重要な役割を果たすことが明らかになってきた。これらの DNA 構造の生物学的意義
を解明するとともに、その変異が疾患・老化に関与する可能性を探索する。 
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） 
Koiwai, K. et al. Genes to Cells 20, 242 (2015); Jeffery D.C. et al. Cell Cycle 14, 74 (2015); Yamada, M. et al. Cell Cycle 13,1859 (2015); Bellelli, R. et 
al. Mol. Cell 55,123; Renard-Guillet C. et al. Semin Cell Dev Biol. 30, 110 (2014); Masai, H. Cell Cycle 13, 882 (2014); Yoshizawa-Sugata N, Masai 
H. Methods Mol Biol. 1170, 279 (2014); 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（D3）、Tran Thoa Thi Thanh（D2）、Krishnachary Salikolimi (D1)、

Tara KC Bahadur (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 
論文発表   

1. Yasodha Manandhar, Tara Bahadur K.C., Wei Wang, Takanori Uzawa, Toshiro Aigaki, and Yoshihiro Ito, "In 

vitro selection of a peptide aptamer that changes fluorescence in response to verotoxin", Biotechnol. Lett., 

37(3), 619-625 (2015) 

口頭・ポスター発表   

1. Thoa Tran Thi Thanh, Toshiro Aigaki, Yoshihiro Ito, Takanori Uzawa, Selection of an RNA aptamer binding to a 

photosensitizer- Ru(bpy)3
2+, VJSE 2014: Vietnamese-Japanese Students' Scientific Exchange Meeting, Kobe, 

September 2014. 

2. Krishnachary Salikolimi, Pan He, Zha Li, Masuki Kawamoto, Yoshihiro Ito, The development of water-soluble 

polythiophenes for aqua-processed photovoltaic cells, Noyori School, Shonan, December, 2014. 
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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、佐野直人、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（ABA）、ジベレリン（GA）、ジ
ャスモノイルイソロイシン（JA-Ile）などの植物ホルモンに着目し、 近は特に輸送体の同定とその機能解析

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、生きた植物細胞ひとつから、植物ホルモンを定量する技術の確立に取り組んでいます。 
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、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ABA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系を利用したス
クリーニング系を開発し、シロイヌナズナにおいてABA輸送体として機能するタンパク質を同定することに成
功しました。この系を応用することにより、GAおよびJA-Ileの輸送体として機能すると考えられるタンパク質
を見つけることにも成功しています。 
2) 植物ホルモン一斉分析  
	 LC-MS/MSを用いた分析により、GA（２０種類程度）、ジャスモン酸類（７種類）、ABA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先端径約1 μmの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、ソラ

マメの葉において、ABAとJA-Ileのストレスに応答した内生量の変化を一細胞から検出することに成功してい
ます。 
4) 種子の寿命に関する研究  
	 種子は乾燥、高温、低温などの過酷な環境を、時には数百年もの間、生きたまま乗り越える事が出来ます。

私達はシロイヌナズナの野生型系統間における多様性（自然変異・ナチュラルバリエーション）に着目して、

種子寿命の決定に関与する因子の同定を進めています。 
 
3. 研究発表  
誌上発表	 （一部のみ）  

Chiba, Y., Shimizu, T., Miyakawa, S., Kanno, Y., Koshiba, T., Kamiya, Y. and Seo, M. (2015) Identification of 

Arabidopsis NRT1/PTR FAMIRY (NPF) proteins capable of transporting plant hormones. J. Plant Res. (in press). 

Shimizu, T., Miyakawa, S., Esaki, T., Mizuno, M., Masujima, T., Koshiba, T. and Seo, M. (2015) Live Single Cell Plant 

Hormone Analysis by Video-Mass Spectrometry. Plant Cell Physiol. doi:10.1093/pcp/pcv042 (Epub ahead of print). 

Saito, H., Oikawa, T., Hamamoto, S., Ishimaru, Y., Kanamori-Sato, M., Sasaki-Sekimoto, Y., Utsumi, T., Chen, J., 

Kanno, Y., Masuda, S., Kamiya, Y., Seo, M., Uozumi, N., Ueda, M. and Ohta, H. (2015) The jasmonate-responsive 

GTR1 transporter is required for gibberellin-mediated stamen development in Arabidopsis. Nat. Commun. 6:6095. doi: 

10.1038/ncomms7095. 
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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）、加賀美 弥生（研究員）、天野 晶子（研究員）、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  

1. Shinozaki, S., Chang, K., Sakai, M., Shimizu, N., Yamada, M., Tanaka, T., Nakazawa, H., Ichinose, F., 

Yamada, Y., Ishigami, A., Ito, H., Ouchi, Y., Starr, M.E., Saito, H., Shimokado, K., Stamler, J.S., Kaneki, 

M. : Inflammatory stimuli induce inhibitory S-nitrosylation of the deacetylase SIRT1 to increase acetylation 

and activation of p53 and p65. Sci. Signal. 7, ra106 (2014) 
2.  Kondo, Y., Masutomi, H., Noda, Y., Ozawa, Y., Takahashi, K., Handa, S., Maruyama, N., Shimizu, T., 

Ishigami, A. : Senescence marker protein-30/superoxide dismutase 1 double knockout mice exhibit increased 

oxidative stress and hepatic steatosis. FEBS Open Bio. 4 522–532 (2014) 



−91− 

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、研究予算については、2005 年度から 2007 年度

までは傾斜配分研究費（全学枠）により措置され、2008年度からは企画財務課から配当を受け理系管理課が

管理を所管している。 

	 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、2014 年度からは環境省環境総合推進費による「絶滅危惧植物の

繁殖成功に配慮した域内保全手法の開発」と基盤研究(B)「外来生物の侵入による海洋島送粉生態系のレジー

ムシフトとその進化・生態的影響」が実施されている。小笠原諸島を調査地として 2014 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

4名（植物系統分類 3・動物生態１）、研究生１名（植物系統分類）による研究が行われた。	 
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２．小笠原研究施設  
	 小笠原返還後間もない 1971年度から、東

京都総務局所管の総合調査室を借用して都

立大学父島研究室が開設され、本学の小笠

原研究の拠点として活用されてきた。この

研究室は 1990 年度末に正式に都立大学に

移管され、1991年度に全面改築を行い、1992

年 3月末に完工した。施設の敷地面積は 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活用されている。また、全学

の教養科目「自然と社会と文化：小笠原コース」の教育拠点としても活用されている。2014年度の施設利用

者数は延べ 175 名、延べ利用日数は 1434 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。2014 年度は、No.38 として 11 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。2014 年度には No.41 として、兄島・父島における有藻性イシサンゴ群集、魚

類相および軟体動物相に関する３報文とオガサワラオオコウモリの食性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、2015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 427,568点、コケ類標本 41,169点、地衣類標本 1,166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 として認知された植物標本館の一つで

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。2014年度には、浅野一男氏から寄贈された 6,635点を始め、佐々木あや子

氏 151点、酒井藤夫氏 397点、東京大学総合研究博物館 655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 1件、国内受入 2件、国外発送 2件、国外受入 2件。 

標本貸出：国外 0件、国内 2件。来訪研究者（のべ人数）：国内 323人、国外 6人。 

	 牧野標本館ではより広範な標本利用に対応するため、「牧野標本館所蔵標本データベース」をインターネッ

トで公開している。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	 	 	 	 	 

	 2010 年	 20	 19	 41	 372	 

	 2011 年	 13	 13	 43	 323	 

	 2012 年	 17	 16	 41	 377	 

	 2013 年	 20	 18	 45	 419	 

	 	  2014年         16           17              38               387 
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教育・研究関連資料  
学位取得者  
修士（理学）  
２０１４年度３月修了  
大原	 哲 栄養制限が引き起こすショウジョウバエの適応的変化（英文） 

 主査：相垣敏郎 副査：高橋文・坂井 貴臣 

谷島	 麻美 小笠原諸島産アカテツの花の性表現に関する解剖学的研究 

 主査：村上哲明 副査：可知直毅・林文男 

相澤	 研介 ショウジョウバエの外骨格形成におけるラッカーゼ２の機能 

 主査：相垣敏郎 副査：岡本龍史・坂井貴臣 

明石	 澪 コチャルメルソウ種群（ユキノシタ科）における花に関わる形質の進化遺伝学的研究 

 主査：村上哲明 副査：田村浩一郎・菅原敬 

石川	 美咲 大腸菌のヘム合成経路に関する遺伝学的解析 

 主査：加藤潤一 副査：春田伸・得平茂樹 

岩﨑	 航大 大腸菌における光合成色素合成の再構成に向けた試み 

 主査：加藤潤一 副査：松浦克美・得平茂樹 

岩崎	 祐磨 次世代シーケンス技術による多数遺伝子座を用いたショウジョウバエの分子系統解析 

(英文) 

 主査：田村浩一郎 副査：村上哲明・高橋文 

牛尾	 ちづる 不良タンパク質の代謝における Ubl4aの機能解明 

 主査：川原裕之 副査：久永眞市・岡本龍史 

漆原	 智己 大脳皮質新生ニューロンの移動における LMTK1の役割 

 主査：久永眞市 副査：門田明雄・福田公子・安藤香奈絵 

大西	 由之佑 イネ受精卵の核合一過程における雌雄クロマチン動態とアクチンメッシュの集約に伴う

核移動 

 主査：岡本龍史 副査：小柴共一・門田明雄 

奥溪	 真人 ムラサキイガイの摂食行動における唇弁の機能とその制御機構 

 主査：黒川信  副査：林文男・坂井貴臣 

金子	 秀一郎 アミロイド前駆体タンパク質 APPの細胞内輸送における CD2AP,CIN85の役割 

 主査：久永眞市 副査：相垣敏郎・安藤香奈絵・長谷川成人 

木村	 泉美 ホウライシダ光受容体フィトクロム 3の細胞内局在機構および核内機能の解明 

 主査：鐘ヶ江健 副査：門田明雄・岡本龍史 

栗尾	 洋平 シアノバクテリアAnabaena sp. PCC 7120のヘテロシスト分化における転写制御因子DevH

の機能解析 

 主査：得平茂樹 副査：加藤潤一・春田伸 

小島	 素樹 温泉微生物群集中の電子循環における硫黄還元菌と硫酸還元菌の関与（英文） 

 主査：春田伸  副査：松浦克美・鈴木準一郎・花田智 
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嶋田	 直人 ショウジョウバエの覚醒-睡眠における LIM-Homeobox転写因子 Apterousの役割 

 主査：坂井貴臣 副査：相垣敏郎・久永眞市 

志村	 智 Apolipoprotein A-Iは BMPシグナルを調節し、肝臓の発生に関与する（英文） 

 主査：福田公子 副査：川原裕之・久永眞市 

鈴木	 洋弥 トウモロコシ幼葉鞘の一次正光屈曲における先端特異的な青色光受容に関する研究（英文） 

 主査：小柴 共一 副査：岡本龍史・鐘ヶ江健・瀬尾光範 

関	 裕之 新規 Sonic hedgehog経路の解明を目指した 12回膜貫通タンパク質 Patched1欠損細胞株の

確立 

 主査：川原裕之 副査：相垣敏郎・福田公子 

田井	 雄飛 光合成能を持つ Bradyrhizobium 属窒素固定細菌におけるバクテリオクロロフィル含量の

変化と環境因子 

 主査：春田伸  副査：松浦克美・加藤潤一・花田智 

髙橋	 絢子 イネにおける生殖および胚発生関連遺伝子群の探索 

 主査：岡本龍史 副査：小柴共一・鐘ヶ江健 

高橋	 美由紀 セロトニン 1A受容体のリン酸化とマウス行動における Cdk5の役割  

 主査：久永眞市 副査：坂井貴臣・安藤香奈絵・北一郎 

西野	 楓 カミキリムシ類の性成熟過程と精子の形態的多様性 

 主査：林文男  副査：江口克之・菅原敬 

西原	 亜理沙 窒素化合物欠乏条件において緑藻の生育を支持する好気性窒素固定細菌（英文） 

 主査：春田伸  副査：松浦克美・得平茂樹・花田智 

新田	 竜斗 小笠原産固有種ヒメフトモモにおける種内倍数性と形態的多様性 

 主査：村上哲明 副査：田村浩一郎・角川洋子 

藤田	 悠紀 α-シヌクレインの線維化を阻害する薬剤の探索 

 主査：久永眞市 副査：加藤潤一・川原裕之・長谷川成人 

古澤	 孝太郎 Cdk5の細胞内カルシウム流入機構と神経突起伸長における役割（英文） 

 主査：久永眞市 副査：川原裕之・岡本龍史・安藤香奈絵 

古田	 顕尚 マイクロインジェクション法によるイネ卵細胞および受精卵への物質導入系の確立 

 主査：岡本龍史 副査：小柴共一・川原裕之 

松尾	 知実 クローナル植物の節間長に対する遺伝子型と栄養塩量の影響 

 主査：鈴木準一郎 副査：林文男・菅原敬・可知直毅 

松本	 翔一 カジカガエルの音声特性にみられる季節的・地理的変異 

 主査：林文男  副査：黒川信・鈴木準一郎 

松本	 めぐみ ベニシダ類（オシダ科）における有性生殖種ホコザキベニシダの実体と無配生殖種との交

雑 

 主査：村上哲明 副査：林文男・角川洋子 

三浦	 智世 アズマヒキガエル（Bufo japonicus formosus）の繁殖後の分散と活動 

 主査：林文男  副査：黒川信・高橋文 

宮川	 慎也 アブシシン酸 (ABA) の一細胞定量分析法の開発 

 主査：小柴共一 副査：岡本龍史・門田明雄・瀬尾光範 
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宮下	 孝幸 キイロショウジョウバエ種群における抗菌ペプチド遺伝子 Dro3の発現パターンの進化 

 主査：田村浩一郎 副査：相垣敏郎・高橋文 

村上	 勇樹 無性生殖種であるオガサワラヤモリと有性生殖種であるホオグロヤモリの小笠原諸島に

おける分布と集団遺伝構造（英文） 

 主査：林文男  副査：可知直毅・田村浩一郎 

森	 絵里菜 オニヤブソテツ類（オシダ科）における有性生殖型と無配生殖型の分布と無配生殖の遺伝

的背景 

 主査：村上哲明 副査：江口克之・角川洋子 

山﨑	 卓哉 初期ニワトリ胚における BMPシグナルの可視化（英文） 

 主査：福田公子 副査：坂井貴臣・岡本龍史 

山本	 謙太郎 メダカとノソブランキウスを使った腸形態の多様性の解析 

 主査：福田公子 副査：相垣敏郎・黒川信 

山本	 昂宏 イネの根特異的ストレス応答遺伝子 RSOsPR10 の発現制御機構の解明 

 主査：小柴共一 副査：岡本龍史・鈴木準一郎・瀬尾光範 

渡邊	 一輝 ショウジョウバエメスの性行動におけるインスリン分泌細胞の役割 

 主査：坂井貴臣 副査：相垣敏郎・高橋文 

渡邉	 萌 フローサイトメトリーによるうつ病モデル動物の脳細胞の解析 

 主査：久永眞市 副査：相垣敏郎・川原裕之・楯林義孝 

 

博士（理学）  
２０１４年度課程博士（９月修了）  
菅野	 菜々子 紅色光合成細菌における非増殖条件下での生残性とエネルギー供給の関係（英文） 

 主査：松浦克美 副査：春田伸・加藤潤一 

 

２０１４年度課程博士（３月修了）  
千葉	 康隆 シロイヌナズナ NRT1/PTR FAMILY (NPF) の植物ホルモン輸送体としての機能解析（英

文） 

 主査：小柴共一 副査：瀬尾光範・門田明雄・岡本龍史 

菅原	 弘貴 日本産止水性 Hynobius 属サンショウウオ類の集団遺伝構造と遺伝的多様性：希少種の保

全に向けて（英文） 

 主査：林文男  副査：江口克之・高橋文 

広瀬	 節子 川底の石の上のバイオフィルムにおける好気性光合成細菌の多様性と性質 (英文 )

 主査：松浦 克美 副査：春田伸・村上哲明・花田智 

マナンダー	 ヤソダ 	 リボソーム・ディスプレイを用いた蛍光信号ペプチド・アプタマーの試験管内選別 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （英文） 

 	 	 主査：相垣敏郎 	 	 副査：久永眞市・坂井貴臣・伊藤嘉浩 

戸野	 晶喬 日本の温帯林樹種に共通して見られた接触帯に関する分子植物地理学的研究（英文） 

主査：村上哲明 副査：鈴木準一郎・角川洋子 

下川	 悟史 タニウツギ属植物とフヨウ属植物における花色変化の生化学的機構と送粉昆虫に与える

影響（英文） 
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 主査：村上哲明 副査：江口克之・菅原敬 

諸星	 聖  緑色糸状性光合成細菌の滑走運動を促進するプロテアーゼを介した細菌間相互作用（英

文） 

 主査：春田伸  副査：松浦克美・林文男・花田智 

 

２０１４年度論文博士（7月授与）  
小林	 弘侑 脳キナーゼ Cdk5のチロシンリン酸化による活性化仮説に対する反証（英文） 

 主査：久永眞市 副査：川原裕之・得平茂樹 
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2014 年度	 生命科学教室セミナー	 
 

第 1回 (2014/04/24) 

	 昆虫―大腸菌人工共生系による共生進化および分子機構の解明 

	 	 深津武馬（産業技術総合研究所 生物プロセス研究部門 首席研究員） 

第 2回 (2014/05/23) 

	 バクテリア染色体複製サイクルの細胞内動態と再構成アプローチ 

	 	 末次正幸（立教大学理学部生命理学科） 

第 3回 (2014/05/29) 

	 Fatty-acids, desaturases and pheromones in Drosophila 

	 	 Jean-Francois Ferveur（CNRS, Universite de Bourgogne, Dijon, France） 

第 4回 (2014/06/12) 

	 植物の生理機能を支える核とオルガネラ間の双方向シグナル伝達 

	 	 華岡光正（千葉大学大学院園芸学研究科応用生命化学領域） 

第 5回 (2014/07/10) 

	 「誰でもわかる」高等植物のゲノム解析・トランスクリプトーム解析 

	 	 圓山恭之進（独立行政法人 国際農林水産業研究センター 生物資源・利用領域） 

第 6回 (2014/07/22) 

	 Functional Characterization of Tau Kinases in Neurodegenerative Disorders 

	 	 Tsuneya Ikezu（池津庸哉）（Departments of Pharmacology & Experimental Therapeutics and Neurology, Boston 

University School of Medicine） 

第 7回 (2014/08/29) 

	 脳づくりを下支えする神経前駆細胞の集団的核移動 

	 	 宮田卓樹（名古屋大学大学院医学系研究科 細胞生物学分野） 

第 8回 (2014/09/04) 

	 骨形成因子（BMP）シグナルと顔面形成：神経堤細胞の生存と分化への役割 

	 	 三品裕司（School of Dentistry, University of Michigan） 

第 9回 (2014/10/24) 

	 Novel dioxygenases, oxygen switch for gene expression 

	 	 Hyunsung Park（Department of Life Science, University of Seoul） 

第 10回 (2014/11/07) 

	 バイオコンファレンス 2014 講演会前半 

	 	 尾勝圭，八巻優佳，高田守，宮城竜太郎（医学研，首都大，農工大，首都大） 

第 11回 (2014/11/07) 

	 バイオコンファレンス 2014 講演会後半 

	 	 塚谷祐介，角田智詞，藤田泰典，武富芳隆（東工大，首都大，長寿研，医学研） 

第 12回 (2014/11/14) 

	 分類学的新知見を元に、絶滅危惧シダ植物がどのように変遷したのか 

	 	 高宮正之（熊本大学・自然科学研究科） 
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第 13回 (2014/12/01) 

	 Ribosome recycling―An essential step in protein synthesis 

	 	 Akira Kaji（Microbiology Department, University of Pennsylvania） 

第 14回 (2015/01/13) 

	 タンパク質分離精製の試行錯誤から生まれたアルツハイマー病の基礎研究 

	 	 佐原成彦（放射線医学総合研究所分子イメージング研究センター） 

第 15回 (2015/02/27) 

	 未知微生物の探索―地球は未知の細菌で満ち溢れている― 

	 	 花田	 智（産業技術総合研究所 生物プロセス研究部門） 

第 16 回	 (2015/03/27) 

	 終講義：植物ホルモン-オーキシンはモルフォゲンか？	 

	 	 小柴	 共一（首都大学東京生命科学専攻植物ホルモン機構研究室）	 

 

	 

	 

首都大バイオコンファレンス 2014	 
	 

11 月 7 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 2014」

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。

また、東京工業大学、東京農業大学の若手研究者に講演を依頼した。	 

	 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、尾勝	 圭氏（東京都医学総合研究所）

による「不良ミトコンドリア処理に関わる PINK1 と Parkin の活性制御機構」、八巻優佳氏（首都大・生命）

による「ヘッジホッグ受容体を足場とした新しいユビキチン化酵素複合体」、高田	 守氏（東京農工大学）に

よる「せびる子と渋る親：給餌量を決めるのは親か子か？」、宮城竜太郎氏（首都大・生命）による「キイ

ロショウジョウバエ自然集団における体色多型を生み出すメラニン合成系遺伝子群の cis 発現量解析」、塚

谷祐介氏（東京工業大学）による「始原的な光合成から酸素発生型光合成への進化」、角田智詞氏（首都大

・生命）による「植物と土壌系の相互作用：基礎生態学から生物多様性を活かした作物生産へ向けて」、藤

田泰典氏（東京都健康長寿医療センタ―研究所）による「サイブリッド細胞を用いたミトコンドリア病の新

規バイオマーカー探索」、武富芳隆氏（東京都医学総合研究所）による「脂質によるアレルギー制御の新基

軸」という講演があった。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。83 件の

ポスター発表も行われ、その半数については、ポスターフラッシュという形で内容をアピールしてもらった。

後に、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 241 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、大会プログラム委員	 

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	 

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） 

川原裕之	 国際学術誌 The Journal of Biochemistry, Editorial Board 

田村浩一郎	 日本進化学会	 副会長 

田村浩一郎	 日本遺伝学会 評議員、調査委員	 

田村浩一郎	 Molecular Biology and Evolution, Associate Editor 

田村浩一郎	 Bioinformatics Institute in Singapore, Scientific Advisory Board	 

髙橋	 文	 日本遺伝学会	 評議員、男女共同参画推進特別委員	 

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	 都立大島海洋国際高校における海洋国際教育検討委員会委員 

黒川	 信	 都立新宿高校・都立大島海洋国際高校・都立大島高校学校運営連絡協議会委員 

松浦克美	 日本学術振興会	 組織的な大学院教育改革推進プログラム委員会	 理工農系審査部会委員	 

春田	 伸	 日本微生物生態学会	 評議員	 

春田	 伸	 Microbes	 and	 Environments	 Senior	 Editor	 

春田	 伸	 環境バイオテクノロジー学会	 理事	 

春田	 伸	 Frontiers	 in	 Microbiology,	 Topics	 Editor	 

可知直毅	 日本生態学会	 次期会長	 理事、代議員	 

可知直毅	 種生物学会	 幹事	 

可知直毅	 日本島嶼学会	 理事	 学会賞選考委員会委員長	 

可知直毅	 国際環境研究協会	 Global	 Environmental	 Research＆地球環境研究編集委員	 

可知直毅	 Journal	 of	 Marine	 and	 Island	 Culture 編集委員	 

可知直毅	 東京都	 小笠原国立公園聟島列島植生回復事業検討会座長	 

可知直毅	 東京都	 小笠原国立公園兄島・弟島植生回復調査検討会座長	 

可知直毅	 東京都	 小笠原支庁小笠原国立公園媒島植生復元測量調査・設計検討委員会座長	 

可知直毅	 東京都	 父島列島外来植物対策調査検討委員会委員	 

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	 小笠原諸島における外来ネズミ類対策検討会座長	 

可知直毅	 環境省	 小笠原世界自然遺産地科学委員会委員	 

可知直毅	 環境省	 希少動物の野生復帰に関するワーキンググループ委員	 

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	 
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可知直毅	 林野庁	 父島列島生態系保全管理ワーキンググループ座長	 

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	 （2014 年 12 月まで） 

鈴木準一郎	 日本生態学会	 野外安全管理委員会	 委員長 

鈴木準一郎	 日本生態学会国際学術誌	 Ecological Research  Managing Editor 

鈴木準一郎	 Clonal	 Plant	 Workshop,	 Scientific	 committee	  

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	 東京都水道局	 村山山口貯水池林調査及び整備計画策定希少動植物部門専門委員	 

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	 日本分類学会連合 ABS 問題対策ワーキンググループ委員	 

江口克之	 八王子市史編集専門部会自然部会委員	 

江口克之	 国際学術誌	 Myrmecological	 News	 Editorial	 Advisory	 Board	 

江口克之	 藤原ナチュラルヒストリー振興財団学術選考委員会委員	 

清水	 晃	 自然史学連合・日本昆虫学会	 代表	 

村上哲明	 日本分類学会連合	 代表・ABS 問題対策 WG 座長・国立自然史博物館新設 WG 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	 日本植物分類学会	 ABS 問題対応委員会委員長・評議員・APG 編集委員	 

村上哲明	 日本植物学会	 評議員・JPR 編集委員・学会賞選考委員	 

村上哲明	 日本進化学会	 日本分類学会連合担当	 

村上哲明	 国際生物学賞審査委員会	 委員	 

村上哲明	 国際コスモス賞選考専門委員会	 委員	 

村上哲明	 東京都文化財保護審議会	 委員	 

菅原	 敬	 八王子市文化財審議委員会委員	 

菅原	 敬	 相模原市環境評価審査会委員 

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	 希少野生動植物種保存推進員	 

加藤英寿	 環境省	 新たな外来種の侵入・拡散防止に関するワーキンググループ委員	 

加藤英寿	 環境省	 プラナリア対策・陸産貝類保全検討会委員	 

加藤英寿	 東京都	 小笠原国立公園聟島列島植生回復事業検討会委員	 

加藤英寿	 東京都	 南島モニタリング調査・植生回復調査検討会委員	 

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	 
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研究集会の開催など	 
春田伸	 環境微生物系合同大会 2014 シンポジウム「微生物を見る」企画者、浜松、2014 年 10 月 22 日	 

春田伸	 環境微生物系合同大会 2014 シンポジウム「Eye-opener	 meeting“Advanced	 development	 of	 

microbial	 ecological	 techniques”」企画者、浜松、2014 年 10 月 23 日	 

春田伸	 環境微生物系合同大会 2014 研究集会「Marvelous	 strategy	 for	 bacterial	 survival	 －Sensing,	 

Response	 &	 Evolution－」企画者、浜松、2014 年 10 月 24 日	 

春田伸	 環境微生物系合同大会 2014 サテライトシンポジウム「植物を住処とする微生物の生態」企画者、浜

松、2014 年 10 月 25 日

可知直毅	 日本生態学会 62 回大会フォーラム「生態学者よ、街に出よ！Part	 11：企業と生物多様性〜持続

可能な原材料調達が環境と企業を守る〜」企画者、鹿児島大学、2015 年 3 月 19 日 

McGlynn,	 S.	 Conference	 session	 co-organizer	 at	 the	 American	 Geopysical	 Union:	 Novel	 Microbial	 

Metabolisms	 in	 the	 Environment	 I.	 (2014)	 

村上哲明	 日本植物学会第 78 回大会（神奈川）関連集会	 日本シダ学会･集会	 主催者、明治大学生田キャ

ンパス	 2014 年 9 月 11 日	 

鈴木準一郎	 第 62 回日本生態学会大会フォーラム	 「野外調査に初めて行く人のための安全講習」企画者、

鹿児島大学、	 2015 年 3 月 19 日	 
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