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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。2015 年度は昨年度から具体的な準備をしてきた英語課

程と発酵学研究所による寄付講座がスタートし、生命科学コース・生命科学専攻にとって大きな節目となっ

た１年であった。また 2018 年度から始まる予定の、首都大の第三期中期の計画作成においても、生命科学コ

ース・生命科学専攻の新しいことに挑戦する姿勢が存分に発揮され、大きく舵を切る決断をした年でもあっ

た。前者はこれまでに蒔いてきた種から出た芽を大切に育て始めたところであり、後者はこれから種を蒔く

ところであるが、これらがどのように成長してどのような花を咲かせるかは今後の大きな楽しみである。	 

	 生命科学コースの英語課程の初年度は、日本語を基本とする日本人の学生 10 名でスタートした。生命科学

コースの英語課程の大きな特徴は、外部講師による形だけの英語課程ではなく、多くの内部の教員も英語に

よる講義を担当するため、日本語課程とも連携させながら細やかな対応ができる点にある。カリキュラム、

英語による講義、実習、また初めての英語でしかコミュニケーションが取れない外国人教員への対応など、

新しい体制を作りながらだったために戸惑いはあったが、学生については 1 人の脱落者も出さずに一年を終

えることができた。また驚いたことに、二年目となる 2016 年度は、日本語を基本とする日本人の学生だけで

はあるものの、英語課程を希望する学生が過半数の 28 名にものぼり、改めて世の中の国際化対応への要望の

強さがはっきりし、英語課程を開始したことが間違っていなかったことを確信すると共に、今後の発展が期

待されることとなった。	 

	 また 2015 年 10 月から 5 年間の発酵学研究所による寄付講座の研究室が、本専攻出身の花田智氏、永島咲

子氏、また公募で採用された二人の外国人教員、Vera	 Thiel 氏,	 Marcus	 Tank 氏をスタッフとしてスタート

した。生命科学コース・生命科学専攻の国際化という面でも大きな貢献があり、また初年度にもかかわらず

４人もの４年生が卒業研究を行うことになり、今後の研究面での発展についても期待される。	 

	 一方、第三期中期計画という具体的な問題を目の前にして、生命科学コース・生命科学専攻の将来計画に

ついて、将来計画委員会、教室会議において盛んに議論された。その結果、生命科学コースについては英語

課程の発展性などを考慮した学生定員の増加、また生命科学専攻については東京都の研究所、他専攻との連

携を推進し、基礎生物学だけではなく応用面での拡充を目指すことになった。	 

	 人事面では 2015 年４月から本専攻出身の武尾里美助教が採用され、細胞遺伝学研究室に配属された。多く

の応募者の中から、実力で本専攻出身者が選考されたことは大きな喜びであり、本専攻の良さをよく理解し

ている点を活かした貢献が期待される。また 2016 年３月には、長年にわたって勤務された矢澤徹助教が定年

退職され、英語課程の立ち上げに貢献された Shawn	 E.	 MacGlynn 氏が東工大に転出された。お二人の今後益々

のご発展をお祈りする次第である。	 

	 「首都大バイオコンファレンス」は 2015 年度でちょうど１０年目となり、しっかりと定着したもののマン

ネリ化することはなく、今回も若手教員による新しい企画により活気溢れる研究発表、交流会となった。	 

	 今年度も生命科学コース・生命科学専攻の伝統である、自由な雰囲気、積極的に挑戦する姿勢が大いに発

揮された一年であった。今後も少子化の波の中で攻めの姿勢を貫いていくために、これまで以上の地道な努

力をし、コース・専攻内で十分にコミュニケーションを取り、柔軟に考えて行動していきたいと考えている。	 

2016年 3月31日	 2015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、

国際的に活躍する専門家を養成する。	 

(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、7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、2015 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 1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。また国際化対応として英語課程を設置しており、内部教員が担当するために細やかな

対応の可能な点が特色である。日本語課程とも連携した学部（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。	 
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	 大学院生命科学専攻の定員は博士前期（修士）課程 40 名、博士後期課程 16 名である。大学院生の活動は

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

が行われている。大学院生には、ティーチングアシスタント制度の他、海外研究集会への派遣制度があり、

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 3021）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（2015 年度）	 

	 

生命デザイン	 
進化多様性・	 

環境応答	 

神経分子機能	 発生生物学	 細胞遺伝学	 分子遺伝学	 
植物発生	 

生理学	 
細胞生化学	 進化遺伝学	 

教授	 久永真市	 	 	 相垣敏郎	 	 加藤潤一	 岡本龍史	 川原裕之	 田村浩一郎	 

准教授	 安藤香奈絵	 	 
福田公子	 

高鳥直士	 
坂井貴臣	 	 得平茂樹	 	 	 高橋	 文	 

助教	 斎藤太郎	 浅田明子	 	 朝野維起	 武尾里美	 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	 	 ○大沼耕平	 

	 

○佐藤由紀子	 

	 

	 

	 

宮崎翔伍	 	 	 ○宮城竜太郎	 

●田中健太郎	 

○瀬戸陽介	 

大学院

博士	 

課程	 

Govinda	 

Sharma	 

高杉俊之	 

Krishnankutty	 

Ambika	 

高橋美由紀	 

古澤孝太郎	 

下中翔太郎*	 

川村方希*	 

高橋宗聖*	 

樽谷愛理*	 

関上由佳	 

中澤啓一	 

李	 宰勲	 

佐藤翔馬	 

権	 秀明	 

井並	 頌	 

大橋ひろ乃	 

岡島美怜	 

	 

Tran	 Thi	 Thanh	 

Thoa*	 

Tara	 Bahadur	 	 

KC*	 

Salikolimi	 

Krishnachary*	 

藤原弘平	 

岩舘佑未	 

倉田竜明	 

高木	 光	 

萩原	 進	 

	 

●大西由之佑	 

●鈴木洋弥	 

Rahman	 MD	 

Hassanur	 

●八巻優佳	 

●鈴木理滋	 

高橋俊樹	 

●野口あや	 

▲林下瑞希	 

	 

小川佳孝	 

里村和浩	 

王	 瑞鵬	 

▲岩本榮介	 

●粕谷菜月	 

大学院

修士	 

課程	 

高田峻輔	 

池田識人	 

魏	 冉	 

高橋路佳	 

比佐稔典	 

米澤	 遼	 

杉山亜梨華	 

デリナ	 トリ

ディ	 

生形亮介	 

井村	 成*	 

池野茉里奈	 

名取由加	 

	 

松村茉梨子	 

佐藤帆波	 

金	 美松	 

趙	 捷維	 

大沼康平	 

名木沙織	 

三輪拓也*	 桐野一晟	 

船迫紀之	 

富永賢人	 

小池洋輔	 

小池玲示	 

渡辺圭佑	 

	 

戸田絵梨香	 

須川友実子	 

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	 

山本昴季	 

戸島麻子	 

坂山亮太 

秋山礼良	 

市川里紗	 

中村	 遥	 

澤村崇雅	 

清野健司	 

卒研生	 

岡未来子	 

駒木圭介	 

菊池智尋	 

西野尋紀	 

林下幹輝	 

	 名取澄香	 

安見祐哉	 

菊田	 遥	 

斉藤早紀	 

馬淵郁美	 

中山モハ	 

メッド淳	 

村上佳奈子	 

	 飯田夏実	 

菅原純貴	 

片山瑳紀	 

佐藤未歩	 

鈴木エリカ	 

	 大野靖枝	 

鈴木勘司	 

岩佐康之	 

大木村友彦	 

鈴木悠喜	 

武藤れおな	 

研究生

他	 

☆長谷川成人	 

☆雨宮昭南	 

☆松田憲之	 

☆三浦ゆり	 

★石黒幸一	 

★上村伊佐緒	 

☆遠藤玉夫	 

☆岸本健雄	 

☆森	 元	 

★楯林義隆	 

★石島早苗	 

★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	 

★村松圭吾	 

★金内太郎	 

★ルーカストリ

ンダージ	 

★マリアフェル

ナンダカタニ	 

★タイスデラー

アルガルヴ	 

△フィリッピィ	 

ロガルスキ	 

☆正井久雄	 

★橋本昌征	 

☆小柴共一	 

★Panida	 

Arimatsu	 	 

★加藤紀夫	 

●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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進多様性・環境応答	 
人間健康

科学専攻	 

	 
神経	 

生物学	 

植物環境	 

応答	 

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	 

光合成複

合微生物	 

行動生理学	 

運動分子生

物学	 

教授	 	 門田明雄	 松浦克美	 林	 文男	 可知直毅	 	 村上哲明	 花田	 智	 	 

准教授	 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	 
Vera	 Thiel	 	 

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	 

	 	 

	 	 
○畑	 憲治	 

谷美津子	 

	 

	 

〇Marcus	 Tank	 

〇永島咲子	 

〇菅野菜々子	 

	 

大学院

博士	 

課程	 

奥渓真人	 

坪	 尚義	 

▲木村泉美	 

	 

山本浩平	 

福島俊一	 

西原亜理沙	 

坂庭眞吾	 

西谷真一	 

●橋本晃生	 

Phan	 Quoc	 

Toan	 

村上勇樹	 

	 

	 久保田宏	 

久留島宏明	 

Phung	 Thi	 

Hong	 Luong	 

Rijal	 Satria	 

山田香菜子	 

堀	 清鷹	 

	 

	 武藤敬正	 

大学院

修士	 

課程	 

今泉典子	 

富田千景	 

木村優希	 

石井	 遙	 

十文字	 淳	 

野口久美子	 

 

合志真衣	 

堀口航平	 

藤井	 格	 

神谷直毅	 

新井沙和	 

木村優介	 

河合	 繁	 

川村のぞみ	 

藤本夏鈴 
山岸陽子 
津吹	 真	 

岡宮久規	 

岸本	 渓	 

吉岡真人	 

伊藤睦実	 

Pino	 Blanco	 

Ana	 

松澤	 琢	 

木村ひかり	 

堀川祐美	 

	 

	 飯塚佳凛	 

辻村美鶴	 

吉村	 彩	 

星野佑介	 

大田峻眞	 

中嶋玲菜	 

	 

	 上堂欄好夏	 

小池英晃	 

森川涼子	 

	 

卒研生	 

朱	 顏	 石川美佳	 

井上真由乃	 

浅野稀々	 

有本英里香	 

出井愛理	 

高城	 遥	 

竹守紗弓	 

井口花奈恵	 

日比野陽香	 

神澤直子 山口茉莉加	 
山田藍生	 

小林寛昴	 

庄司一貴	 

荻原弘貴	 

石田祐衣	 

大塚悠司	 

佐藤奈央子	 

前田結衣	 

山田萌香	 

	 椎葉竜生	 

山田祥伍	 

川端有紀	 

高橋	 恵	 

青木夕那	 

三田佳貴	 

研究生

他	 

★矢崎育子	 

★田口正敏	 

★田中浩輔	 

★尾城隆	 

☆和田正三	 

〇比嘉	 毅	 

★佐藤良勝	 

	 

★諸星	 聖	 

☆鳩貝太郎	 

★大滝宏代	 

★小川俊夫	 

★菅原弘貴	 

	 

中村敏枝	 

★河原崎里子	 

★相川真一	 

★角田智詞 

★新津修平	 

山崎健史	 

★林弥生子	 

野中	 勝	 

島野智之	 

菊池友則	 

大西一志	 

稲垣英利	 

加藤朗子	 

★加藤僖重	 

★渡邊謙太

★佐伯いく代	 

★常木静河	 

★山本	 薫	 

★小栗恵美子	 

★須貝杏子	 

★下川悟史	 

☆嶋田敬三	 

★広瀬節子	 

	 

その他	 

	 	 梅木由紀子	 	 須田元美	 	 【牧野標本館】	 

上田京子、古賀芳恵、五味富恵	 

小玉ゆかり、井上美津子、中田章子	 

連携大学院教員：長谷川成人・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）、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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2015 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)	 

留学生委員会	 川原	 

基礎教育部会	 坂井	 

高大連携推進室	 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	 川原	 

図書・学術情報部会	 菅原	 

広報委員会	 田村	 

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)	 	 

発明審査会・審査委員	 相垣	 

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	 

現場体験インターンシップ部会	 川原	 

総合研究推進機構学術研究部門委員	 川原	 

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・都市教養学部長	 可知	 

研究費評価配分委員会部会	 加藤(潤)・可知	 

自己点検評価委員会	 門田	 
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大学院入学志願者選考委員会	 春田	 

入試委員会理工学系部会	 岡本（入試制度）・林（多様な入試）	 

教務委員会	 鐘ヶ江	 

図書委員会	 菅原	 

広報委員会	 田村	 

安全委員会	 川原	 

アカハラ・セクハラ相談員	 高橋	 

理工学研究科研究推進室	 村上	 

インターンシップ委員会	 川原	 

FD 委員会部会	 川原	 

環境保全施設運営担当	 村上	 

理系女子委員会	 高橋	 

人事制度検討 WG	 川原・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・清水	 

教務委員会	 （教養）	 門田・坂井	 

	 	 	 	 	 	 （学部専門）	 鐘ヶ江・角川	 

	 	 	 	 	 	 （大学院）	 鈴木・福田	 

	 	 	 	 	 	 （学部実習）	 浅田・加藤(英)・横田・高橋・武尾	 

担任	 	 	 	 	 １年生	 林・古屋・武尾	 

	 	 	 	 	 	 	 ２年生	 江口・朝野・高橋	 

	 	 	 	 	 	 	 ３年生	 黒川・高鳥・角川	 
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	 	 	 	 	 	 	 ４年生	 岡本・横田・古川	 

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	 高鳥・角川・武尾	 

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・黒川・坂井・朝野・横田・高鳥・田村	 

将来計画委員会	 相垣・村上・田村・岡本・川原・鈴木・福田・春田	 

外部評価準備委員会	 門田・可知・松浦・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	 

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・川原	 

学内 GP 担当	 春田・鈴木・坂井	 

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・高鳥・江口・高橋	 

毎週説明会担当	 田村・松浦・久永・鐘ヶ江・福田	 

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	 

授業英語化委員会（企画）	 松浦・村上・川原・福田・田村・安藤・McGlynn	 

授業英語化委員会（教育課程）	 川原・門田・坂井・浅田・高橋	 

授業英語化委員会（広報入試）	 松浦・鐘ヶ江・岡本・江口・高島	 

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

1.	 構成	 

久永真市、安藤香奈絵、斎藤太郎、浅田明子、木村妙子（RA）、Govinda Sharma (D3)、高杉俊之（D2）、

Ambika Krishnankutty (D2)、高橋美由紀（D1）、古澤孝太郎（D1）、高田峻輔（M2）、池田識人（M2）、魏

冉（M2）、杉山亜梨華（M1）、高橋路佳（M1）、比佐稔典（M1）、米澤遼（M1）、Dilina Turdi (M1)、岡

未来子‘卒研）、菊池智尋（卒研）、駒木圭介（卒研）、西野尋紀（卒研）、林下幹輝（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 Lemur kinase 1 (LMTK1)、タウについて生化学、分子生物学的

手法を用いて哺乳動物細胞を用いて研究している。また、ショウジョウバエを用いた実験系で、ミトコンド

リアやタウに注目して神経変性との関連からも研究を進めている。 

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はユビキチン−プロテアソームによって分解

されると考えられていた。しかし、ユビキチン化されない p35 もプロテアソームで分解された。ユビキチン

非依存的 p35の分解制御機構に関わる p35内のアミノ酸配列を見つけた。（高杉） 

b)	 神経分化における Cdk5 の役割： Cdk5 の神経分化における役割はよく分かっていない。神経分化を

抑制する bHLH型転写因子に属する Id2（Inhibitor of DNA binding/differentiation 2）が Cdk5によって発現誘導

され、リン酸化されること見つけ、その意義について検討している。（斎藤） 

c)	 神経分化における Cdk5 と Id4 の関連：Id2のファミリーである Id4も Cdk5によってリン酸化される

ことが分かった。リン酸化部位についても同定した。Id4特異的な機能制御があるかどうかを検討中である。

（比佐） 

d)	 軸索伸長における Cdk5 の役割: 軸索伸長にはメンブレントラフィックを介した膜供給が不可欠であ

る。Rab8と Rab11は軸索伸長に関わるメンブレントラフィック制御因子である。今回、Cdk5による GRAB

のリン酸化が、Rab11と Rab8の協調作用を介した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は結合する活性化サブユニット p35と p39によ

って細胞内局在が異なる。p35 は核近傍に、p39 は細胞膜に強い局在を示す。局在の違いがどのような Cdk5
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機能に関連するかを検討している。（浅田） 

 

２）LMTK1の神経機能に関する研究  

	 Lemur kinase 1 (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役割を明らかにし、現在は

LMTK1のより詳細な機能解析を行っている。 

a) Search for LMTK1-interacting proteins: LMTK1A regulates neurite outgrowth through Rab11-dependent 

endosome transport. To understand the molecular mechanism, I searched for LMTK1A binding proteins by mass 

spectrometric analysis, and identified FIP5 as a LMTK1A binding protein. I also examined the interaction of LMTK1A 

with Myosin V and microtubules. (Sharma) 

c）LMTK1の神経細胞形態における影響：LMTK1の脳形成における役割を明らかにするため、LMTK1

ノックアウトマウスから小脳顆粒細胞を単離、培養し、GEP により形態観察を行なったところ、神

経細胞の成熟進行が早い傾向が見られた。（高橋路） 

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。キナーゼ不活性型の LMTK1は BACE1の局在を核近傍から細胞質全体へと変化させた。この

局在変化の分子機構について CHO-K1細胞を用いて検討した。（池田） 

f)	 BACE1 の細胞内局在における LMTK1 の役割−神経細胞を用いた研究： BACE1の細胞内局在に対

する LMTK1の影響を、マウス初代神経培養細胞内を用いて研究をしている。 (駒木) 

g)	 LMTK1のマウス脳内における発現解析：マウス脳内における LMTK1のタンパク質と mRNAの発現

解析を行った。LMTK1には Aと Bの２つのアイソフォームがある。LMTK1Bは膜貫通領域を持つ。それら

の発現は脳部位および発達段階において異なることが示された。（杉山） 

h)	 LMTK1 の変異体の局在及び機能的な差についての探究：LMTK1 には膜貫通型 LMTK1B と非貫通型 LMTK1A が

存在するが、それらの機能的差異は全く解析されていない。まず両者の細胞内局在を観察したが、差は見ら

れなかった。LMTK1A もパルミトイル化によって膜結合をする。パルミトイル化の影響について検討している。

（魏冉）	 

i)	 樹状突起スパイン形成における LMTK1 の役割：神経細胞において LMTK1 の発現を抑制すると樹状突起ス

パインの数が増加していた。LMTK1A のキナーゼ不活性型の過剰発現でも同様の結果が得られた。これらは

LMTK1A のキナーゼ活性が樹状突起スパインの数を制御していることを示唆している。（西野）	 

 

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：神経伝達物質の一つであるセロトニンは、うつ病や不安症に関係して

いることが知られている。その受容体の一つ 5HT1AR が Cdk5 活性によってリン酸化され、その分解が促進

されることを見つけた。（高橋美） 

c)	 アルツハイマー病脳タウの異常リン酸化の定量的解析：アルツハイマー病では異常リン酸化タウの

凝集体が病理的特徴である。タウのリン酸化解析に Phos-tag SDS-PAGE法を用いた。ブラークステージ Vの

アルツハイマー病でリン酸化の更新がみられたが、可溶性タウでは異常リン酸化は見られなかった。(木村) 

d)	 Developmental changes in tau isoforms and their phosphorylation: Isoforms and phosphorylation of tau 
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change during brain development. To know how the changes in isoforms and phosphorylation of tau are related, I 

analyzed phosphorylation of 3-repeats and 4-repeats tau in mouse brains from perinatal days 3 to 30 in detail by 

Phos-tag SDS-PAGE, and found that the change in phosphorylation proceeded without the isoform change. (Turdi) 

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

Tyr216 and inhibitory phosphorylation at Ser9. In vivo GSK3β has been speculataed with Ser9 phosphorylaiton. I 

examined whether the kinase activity of GSK3β could be measured quantitatively by Phos-tag SDS-PAGE, and fount it 

possible. (Krishnankutty) 

 

４）Mechanisms that determine mitochondrial distribution in neurons and how its disruption leads to neurodegeneration  

(Ando, K.) 

 We investigate mechanisms underlying neurodegenerative diseases with focuses on energy homeostasis by 

mitochondrial distribution in neurons and Alzheimer’s disease-related microtubule-binding protein tau by using 

Drosophila models.  

(a) Mechanisms underlying neurodegeneration caused by depletion of axonal mitochondria:  Reduction in the number 

and functions of mitochondria in the axons leads to neurodegeneration. From genome-wide gene expression analyses 

and behavioral and histological analyses, we identified a candidate transcription factor that is activated as a protective 

response against to local depletion of mitochondria, presumably by boosting ATP supply. (Oka, M.) 

(b) Roles of mitochondrial positioning in regulation of local ATP levels: We analyzed how mitochondrial positioning in 

the axon affects the local ATP levels by using transgenic Drosophila expressing fluorescent ATP sensor. We found that 

depletion of axonal mitochondria causes reduction in the ATP levels not only in the axons but also in the soma, 

suggesting a global effects in ATP levels in the neuron. (Oka, M.) 

(c) Roles of mitochondrial positioning in Ca2+ homeostasis: We investigated how mitochondrial positioning affects the 

local Ca2+ levels in the axon. Analyses of Ca2+ influx after electrical stimulation showed that depletion of axonal 

mitochondria causes reduced Ca2+ influx, suggesting that Ca2+ homeostasis is disrupted in these neurons. (Oka, M. and 

Yamaguchi, N., in collaboration with Sato, S. and Sakai, S.) 

(d) Mechanisms by which Alzheimer’s disease-related protein tau gains toxicity and accumulates: Abnormal 

accumulation of the microtubule-interacting protein tau causes neurodegenerative diseases including Alzheimer’s 

disease (AD), however, the mechanisms underlying tau accumulation and toxicity remain unclear. Using transgenic 

Drosophila expressing human tau as a model, we identified two genes as candidates whose knockdown reduces tau 

accumulation and toxicity. (Hayashishita, M.) 

 

５）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） 

 

3.	 研究発表	 
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発生生物学研究室  
 

1. 構成 
福田公子（准教授），高鳥直士（准教授），関上由佳（D3），中澤啓一（D2），李 宰勲（D1），池野茉里

奈（M1），名取由加（M1），斉藤 早紀（卒研生），安見 祐哉（卒研生），菊田 遥（卒研生），名取 澄

香（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) アポリポタンパク質APOA1 の肝臓発生における機能解析 

昨年までに，肝臓初期マーカー遺伝子Hexの発現が，予定肝臓領域で発現するコレステロール運搬因子

Apolipoprotein A-I (APOA1)によって調節されていることを見出した。また，APOA1は分泌因子にもかかわらず，

細胞自律的にBMPシグナルを上昇させ，その作用によってHexの発現調節をしていることもひと培養細胞であ

るHela細胞を使って証明した。しかし，発生中の胚内で，APOA1の発現している細胞でBMPシグナルが上がり，

その結果Hexの発現が誘導されるのかはわかっていない。そこで，胚の矢状切片を作り，BMPシグナル，Hex

の発現，APOA1の発現を同じ胚で調べる方法の開発に挑んだ。ここでは胚から３枚の切片を取り，１つは，抗

psmad交代を使った免疫染色でBMPシグナルの強さを調べ，残りの２枚でHexとAPOA1のin situ hybridizationで

それらの発現を細胞レベルで調べることを考えた。まず，Hex, APOA1の発現は前腸後方正中の予定肝臓領域

内胚葉のみで発現していることを確かめた。また，その発現の幅は40-50μmほどで，なんとか12μmの切片を

３枚取ることができることも分かった。また，これらの切片でのin situ hybridizationでHexとAPOA1の発現する

領域が重なっていることも示した。現在，この切片で抗psmad抗体での免疫染色の条件検討を行っている（李）。 

 

b) 消化管形成時の胚盤葉下層の寄与と機能 

消化管上皮となる細胞は，今まで内胚葉のみと思われていたが，マウスの実験からこれまで胚体外内胚葉とし

て卵黄嚢内胚葉のみに分化すると考えられてきた臓側内胚葉/胚盤葉下層も消化管に取り込まれることがわか

っていた。昨年までに，我々は，GFPニワトリ胚の胚盤葉下層を，野生型胚に移植すると，GFP-陽性細胞が初

期消化管上皮の一部に取り込まれることを示した。しかし，この細胞が本当に消化管上皮として分化している

のかどうかはわからなかった。しかし，胚盤葉下層を移植した胚は，成長が悪く，様々な内胚葉分化マーカー

遺伝子が発現するまで胚を育てることができない。そこで，本年度はGFPニワトリからの胚盤葉下層の移植の

代わりに，野生型胚の胚盤葉下層のみをDiIで染色し，染色された細胞の行方を追うことにした。DiIでニワト

リ初期胚の胚盤葉下層を染色した後，本当に特異てきに染色ができているかどうか，切片を作成して確認した。

その後，胚盤葉下層を移植した胚と同様に，１日〜2日培養してDiI染色の局在を観察した。その結果，移植胚

と同様に標識された細胞は初期消化管上皮の一部に取り込まれることがわかった。また，胚の成長は移植の時

に比べてよくなったため，消化管上皮領域化マーカーを発現する時期まで育てることができた。その胚を用い
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て，消化管上皮領域化マーカー遺伝子の発現を調べたところ，DiIで染色された細胞でもマーカー遺伝子の発

現が見られた。このことから胚盤葉上層は単に消化管上皮に取り込まれるだけでなく，消化管上皮として分化

していることが示された（池野）。 

 

c) 前腸内胚葉腹側正中に発現するGlypican-3の機能解析 

多くの消化器官が分化する前腸の管は背腹に非対称な形をしている。特に腹側内胚葉正中は肥厚した上皮で肺，

肝臓，甲状腺などが分化してくることが知られている。前腸の管の非対称性を調節し，正中からの正しい期間

分化を支える仕組みは全く解析されていない。我々は前腸内胚葉で発現するGlypican-3に注目した。Glypican-3

は膜結合型プロテオグリカンで，Wntシグナル，Bmpシグナル，Shhシグナル，Fgfシグナルなどのリガンドを

細胞外で濃縮したり，受容体を集めたりすることで，多くのシグナルの調節していることが知られている。そ

こで，Glypican-3の発現および機能解析を行うことにした。まずニワトリGlypican-3遺伝子のCDS全長のクロー

ニングをおこなった。データベース上の予想されるGlypican-3遺伝子配列情報をもとに，RT-PCRで単離した。

単離したDNAを使ってin situ hybridization法でGlypican-3の発現を調べたところ，前腸の前方では正中内胚葉で

のみ発現が見られた。このことからGlypican-3はなんらかのシグナルの調節を介して全長腹側正中の分化に関

わっていることが考えられる。今後は強制発現やノックダウンによる機能解析を行う予定である（安見）。 

 

d) 平たい胚が立体的になり頭と腸を作るときの細胞の形態変化の観察 

ニワトリ初期胚は平たいシート状の構造をしている。その後，胚の前方が折れ曲がり頭褶を作る。頭褶の背側

では神経管が折れ曲がって脳および頭の構造をつくり，腹側では折れ曲がった内胚葉が前腸と呼ばれる袋状の

構造を作り，これが後方へ伸びてゆくこと消化管形成を行う。頭褶をつくるときにはどのような細胞の形態変

化が起こるのかを観察した。すると，折れ曲がりが起こる直前の発生段階で，すでに緩やかな膨らみとその前

方に緩やかな凹みがあることがわかった。次の発生段階では，前方に緩やかな凹みが深くなり，後方の盛り上

がりはシャープになることで，すでに頭褶ができていた。多くの胚を集めたが，２つの発生段階の途中段階の

ものは見つからず，頭褶形成は一気におこることがわかった。また，頭褶の膨らみ部および凹み部では外胚葉

と内胚葉が直接接しており，中胚葉は存在しないことがわかった。さらに外胚葉は凹み部までの前方部分は非

常に薄く，凹みから膨らみにかけて急激に厚くなり，その後ろは厚いままであったが，全て単層上皮だった。

また，内胚葉は全体的に薄いが，頭褶の膨らみ部分を裏打ちするところでのみ厚いことがわかった。このよう

な細胞の形態変化と頭褶が折れ曲がる関係を示すために，ファロイジンによってアクチンを染色し，共焦点顕

微鏡で観察をおこなった。すると，頭褶の膨らみ部分を裏打ちする内胚葉に強いアクチンの集積が見られた。

このことから頭褶のシャープな膨らみにはは内胚葉のアクチンが必要であると考えられる。また，このような

集積は頭褶の凹み側ではみられないことから，頭褶が膨らむ機構と，その前方で凹む機構はちがうと考えられ

る（名取澄） 

 

e) 成体小腸幹細胞の発生機構の解析 

成体小腸上皮は一生再生を続ける。この再生は小腸の絨毛の底の陰窩に存在する幹細胞によって行われる。幹

細胞は隣接するパネート細胞によって作り出されるニッチによって維持される。一方，胚の小腸では絨毛は存

在せず，成体型幹細胞も存在しないと言われている。胚小腸上皮からどのようにして成体幹細胞ができるのか，

その分子機構は明らかでない。これを調べるため，まず胚小腸の性質を調べた。成体幹細胞マーカーであるLgr5

およびMusashi-1の発現をin situ hybridizationで調べたところ，成体であれば小腸の陰窩でのみ見られるこれらの

遺伝子の発現が，１４日胚の小腸上皮では上皮全体で発現していた。次に幹細胞ニッチに重要なwntシグナル
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の下流遺伝子であるSox9の発現を調べた。Sox9も成体では小腸陰窩で強く発現しているが，１４日小腸では飛

騨の底の方で強いものの発現は上皮全体で見られた。これらの結果から，胚小腸上皮ではwntシグナルが全体

に入るため，すべての上皮が幹細胞様の性質を持っていることが示唆された（斎藤）。 

 

２）ホヤ胚を用いた中胚葉，内胚葉成立の分子機構の解析	 

a)	 胚葉運命分離に必要な細胞極性を作り出す機構の解析	 

	 この研究では，中胚葉と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

過程である.中胚葉と内胚葉は中内胚葉細胞から作られることが近年の細胞系譜の解析からわかってきた.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．私たち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．p110αの基

質である PtdIns(4,5)P2の量は，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．PtdIns(3,4,5)P3を顕微注入する実験から 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た．p110αの発現を抑制または促進する

実験から，PtdIns(3,4,5)P3 の偏りは，p110αの偏りに依存することが示唆された．PtdIns(3,4,5)P3 を免疫

組織化学法により検出することにより，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

ることが示唆された．4 細胞期の PtdIns(3,4,5)P3は，16 細胞期の p110αの局在に重要であることが，4 細

胞期特異的な p110αの機能阻害剤処理実験から示唆された．4 細胞期，16 細胞期の p110αはそれぞれ主に，

母性p110αタンパク質，胚性p110αタンパク質であることが，p110α	 mRNAの翻訳阻害実験から示唆された．

4細胞期の母性 p110αタンパク質は，中胚葉側に多く，内胚葉側に少ない，という局在を示す．母性 p110α

タンパク質は，受精前は卵表層にほぼ均一に存在しているが，受精後 4 分から 5 分の間に，中胚葉側で多く

内胚葉側で少ないという局在に変化する．この局在は，植物極を中心として収縮するアクチンバスケットに

より局在する卵細胞質の局在と相補的に見える．アクチンバスケットの収縮を阻害した胚では，母性 p110α

タンパク質の局在変化が観察されなかった．これらの結果を統合して，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た．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
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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．上記の結果を論文に纏め，Developmental	 Cell 誌

に発表し，本学にて主として取り組んだ研究に一段落つけることができた．上記研究は構想，技術を始め，

多くの面で難航した．研究を支えてくださった方々に深くお礼を申し上げる．	 	 

	 昨年の課題であった，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

あるのはなぜか，と言う点については，p110αの基質である，PtdIns(4,5)P2の局在が内胚葉から中胚葉にか

けて勾配を形成していることが原因であることが示唆された．また，PtdIns(4,5)P2の局在は細胞周期ととも

に変化し，それに細胞膜の輸送が関わることが示唆された．	 	 

	 

b)	 中・内胚葉方向に沿って核を移動させる機構の解析	 

微小管重合阻害剤処理実験から，核の移動には微小管が重要であることが示唆されていた．しかし，どのよ

うな微小管構造が核を移動させているのか，p110αが微小管構造をどのように制御しているのかわかってい

ない．2015 年度は，ホヤ胚で微小管配向を詳細に観察する方法に取り組んだ．ホヤ中内胚葉細胞は卵黄が多

くて透明度が低く，大きさも 100μm 程度と，共焦点顕微鏡を持ってしても内部の微小管構造を等方的に高い

解像度で観察することは容易ではない．これまでに，免疫染色法，その後のマウント法を含めて観察方法を

吟味，再検討することで，本研究を遂行するのに十分な程度に，ホヤ中内胚葉細胞の微小管観察方法を確立

し得たと考えている．核移動過程における微小管構造を観察した結果，従来報告されていないある構造を見

出した．この構造が p110α依存的に核を中胚葉側に移動させることを示唆する結果が得られつつある．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．	 

 

c) ホヤ胚発生過程における細胞間シグナル伝達の時空間的パターンの再検証 

ホヤでは細胞間シグナル伝達に関わる因子をコードする遺伝子の発現パターンが解析され，その情報を元に，

脊索細胞や間充織細胞の発生運命を決定する因子の発現を制御する機構について，細胞間シグナルの影響を

含む形で一定の説明がつけられてきた．しかし，実際の胚の中で細胞間シグナルがいつ，どの細胞で受けと

られたのか示された例は少ないため，発生運命決定因子の発現制御機構の理解には，必然的に不確定な部分

が残されていた．この状況を踏まえ，私たちは細胞内シグナル伝達因子の活性化を免疫染色法により観察す

る方法で胚内の細胞間シグナル伝達の時間的・空間的パターンを詳細に記載し始めた（名取由，菊田，高鳥）． 

 

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，内胚葉索の細胞は，変態開始前に尾部から胴部へ

移動して腸となることを明らかにしてきた．今年度は，内胚葉索の各細胞がどのように腸の形成に寄与する

のかをより詳細に知る目的で，Kaede発現コンストラクト導入胚でファロイジン染色を行なうことによって，

Kaede蛍光をもつ個々の細胞の識別が試みられた.その結果，予試験的には，内胚葉索細胞を識別することが

でき，我々が推察していた内胚葉索細胞の挙動と矛盾しないことが示された（中澤）．	 
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b) ホヤの Hox遺伝子に関する研究	  

	 ホヤ綱は，二つの目から構成される．これまでに，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 とほぼ同様な全９個の Hox 遺伝子が，Ci の場合とは異なって，一本の染色体上にあることを

明らかにしている．2015 年 8 月に公開されたマボヤのゲノムデータベース(ANISEED)では，9個の Hox 遺伝子

は，４つの scaffold にあることが分かった．我々が行ってきた BAC	 libirary	 walking の結果をデータベー

スと比較・検討した結果，Hox 遺伝子が存在する範囲（Hox 遺伝子 cluster）には，さらに少なくとも 7つの

scaffold が含まれること，その大きさは２Mb 超であると推察された（関上）．	 

 

3. 受賞など	 
中澤が，The 8th International Tunicate Meeting 2015 (Aomori)において，Young Science Poster Awardを受賞した． 

 

4. 研究発表 
誌上発表  

1.	 Takatori,	 N.,	 Oonuma,	 K.,	 Nishida,	 H.	 and	 Saiga,	 H.(2015)	 Polarization	 of	 PI3K	 Activity	 Initiated	 

by	 Ooplasmic	 Segregation	 Guides	 Nuclear	 Migration	 in	 the	 Mesendoderm.	 Dev.	 Cell	 35,	 333-343.	 

2.	 Brozovic,	 M.,	 中略,	 Takatori,	 N.(１８番目),	 以下略,	 (2016).	 ANISEED	 2015:	 a	 digital	 framework	 for	 

the	 comparative	 developmental	 biology	 of	 ascidians.	 Nucleic.	 Acids	 Res.	 44,	 D808-818.	 

3.Ouchi,	 T.,	 Morikawa,	 S.,	 Shibata,	 S.,	 Fukuda,	 K.,	 Okuno,	 H.,	 Fujimura	 ,	 T.,	 Kuroda,	 T.,	 Ohyama,	 

M.,	 Akamatsu,	 W.,	 Nakagawa,	 T.,	 and	 Okano,	 H.	 (2016)	 LNGFR+THY-1+	 Human	 Pluripotent	 Stem	 Cell-derived	 

Neural	 Crest-Like	 Cells	 Have	 the	 Potential	 to	 Develop	 Into	 Mesenchymal	 Stem	 Cells.Differentiation	 

in	 press.	 

4.Kawai,	 N.,	 Ogura,	 Y.,	 Ikuta,	 T.,	 Saiga,	 H.,	 Hamada,	 M.,	 Sakuma,	 T.,	 Yamamoto,	 T.,	 Satoh,	 N.	 and	 

Sasakura,	 Y.(2015)	 Hox10-regulated	 endodermal	 cell	 migration	 is	 essential	 for	 development	 of	 the	 

ascidian	 intestine.	 Dev.	 Biol.	 403,	 43-56.	 

	 

学会・研究会発表	 

5.	 Ikeno,	 M.,	 Bertocchini	 F.	 and	 Fukuda,	 K.(2015)	 Contribution	 and	 role	 of	 the	 hypoblast	 to	 the	 gut	 

formation	 in	 the	 chicken	 embryo.	 The	 48th	 Annual	 Meeting	 of	 the	 Japanese	 Society	 of	 Developmental	 

Biologists,	 Tsukuba.	 	 

6.	 Kurishita,	 D.	 and	 Fukuda,	 K.(2015)	 The	 expression	 and	 function	 of	 Sox2	 and	 CdxA	 in	 the	 pre-boundary	 

region	 between	 the	 stomach	 and	 intestine.	 The	 48th	 Annual	 Meeting	 of	 the	 Japanese	 Society	 of	 

Developmental	 Biologists,	 Tsukuba.	 	 

7.	 Sekigami,	 Y.,	 Kobayashi,	 T.,	 Omi,	 A.,	 Ikuta,	 T.,	 Fujiyama,	 A.,	 Satoh,	 N.	 and	 Saiga,	 H.	 (2015)	 Hox	 

gene	 cluster	 structure	 in	 Halocynthia	 roretzi	 genome.	 The	 48th	 Annual	 Meeting	 of	 the	 Japanese	 Society	 

of	 Developmental	 Biologists,	 Tsukuba.	 

8.	 Takatori,	 N.	 (2015)	 Mechanism	 that	 creates	 the	 polarity	 important	 for	 mesoderm	 and	 endoderm	 fate	 

separataion.	 The	 48th	 Annual	 Meeting	 of	 the	 Japanese	 Society	 of	 Developmental	 Biologists,	 Tsukuba.	 

9.	 Nakazawa,	 K.,	 Yamazawa,	 T.,	 Moriyama,	 Y.,Ogura,	 Y.,	 Kawai,	 N.,	 Sasakura,	 Y.	 and	 Saiga,	 H.	 (2015)	 

Formation	 of	 the	 digestive	 tract	 in	 Ciona	 intestinalis	 includes	 distinct	 morphogenetic	 processes	 
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between	 its	 anterior	 and	 posterior	 parts.	 The	 8th	 International	 Tunicate	 Meeting,	 Aomori.	 

10.	 Sekigami,	 Y.,	 Fujiyama,	 A.,	 Satoh,	 N.	 and	 Saiga,	 H.	 (2015)	 Hox	 gene	 cluster	 structure	 in	 Halocynthia	 

roretzi	 genome.	 The	 8th	 International	 Tunicate	 Meeting,	 Aomori.	 	 

11.	 Takatori,	 N.	 (2015)	 Mechanism	 that	 determines	 the	 direction	 of	 nuclear	 migration	 and	 separates	 

mesoderm	 and	 endoderm	 fates.	 The	 8th	 International	 Tunicate	 Meeting,	 Aomori.	 

12.	 名取由加	 （2015）.	 Spatial	 relation	 between	 Nodal	 expressing	 cells	 and	 Nodal	 signaling	 receiving	 

cells	 in	 Halocynthia	 roretzi.	 日本動物学会第 86 回大会，新潟．	 

13.	 名取由加	 (2015)	 マボヤ胚を用いた Nodal発現細胞と Nodalシグナル受容細胞の解析.	 首都大バイオコ

ンファレンス 2015,	 東京．	 

14.	 Ikeno,	 M.	 (2015)	 Contribution	 and	 role	 of	 the	 hypoblast	 to	 the	 gut	 epithelium	 formation	 in	 the	 

chicken	 embryo.	 首都大バイオコンファレンス 2015,	 東京.	 

 

5. その他の教育・研究活動   
1.	 福田公子（2015）熊谷西高校スーパーサイエンスハイスクール(SSH)「ニワトリ胚をつかった発生の課題

研究」，埼玉．5月〜10 月	 

2.	 福田公子（2015）都立両国高校サイエンスパートナーシッププログラム「ニワトリ胚をつかった発生の課

題研究」，東京．5月〜10 月	 

3.	 福田公子（2015）田園調布雙葉学園高等学校「数学を面白くする講座」，東京．6月 17 日	 

4.	 福田公子（2015）高校教育フォーラム 2015「ゼミナール入試と自主研究ー興味探索とチャレンジが導く

自主性ー，京都．8月 9，10 日	 

5.	 福田公子（2015）桐陰学園アクティブラーニング研修「大学，社会が欲しがる学生の力〜好奇心，チャレ

ンジ精神，関連づけ能力〜」，東京．9月 29 日	 

6．福田公子（2015）北海道岩見沢東高等学校進路講演会「将来社会から必要とされる人になるには	 ～今つ

けなければならない力～」，北海道．10 月 15 日	 

7．福田公子（2015）玉川学園	 第４回探究型学習研究会「分科会 3：SSH「批判的思考力の育成	 ～理系現代

文の実践～」」，東京．10 月 31 日	 

8．福田公子（2015）東京都私立中高協会実験実習講習会「ニワトリ胚をつかった発生の課題研究」，東京．

11 月 21 日	 

9．福田公子（2015）理研 CDB 高校生のための発生生物学実習講座「鳥類の発生観察からわかること～ダイナ

ミックに進むからだの形づくり～」,神戸．12 月 24-26 日	 

10．福田公子（2015）品川女子学院特別実習「ニワトリの発生」，東京．2月 6日	 

11．福田公子（2015）新しい学びフェスタ	 審査委員，東京．3月 21 日 
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細胞遺伝学研究室  
 

1. 構成 
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浪(M2)，趙捷維(M2)，大沼康平(M1)，名木沙織(M1)，馬渕郁美(M1)，中山モハメド淳(M1)，フェリピ・ロ

ガルスキ(研究生)，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)，船越政史(客

員研究員)，木下善仁(客員研究員) 

 

2. 研究紹介 
1) ショウジョウバエにおけるセロトニントランスポーターの機能欠損変異体の解析  

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

precise roles are not well understood. We generated a null mutation in SerT in Drosophila using the CRISPR/Cas9 

system, and investigated the behavioral phenotypes. The mutant flies showed abnormal locomotor activity and sleep, 

suggesting that the serotonerginc pathway is involved in the locomotor activity and sleep (松村，武尾，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. The mutants were viable, but their locomotor activity and developmental speed 

was greatly reduced compared to wild-type, suggesting that Scsα is required to produce energy sufficient for normal 

development (権，佐藤由，村松，武尾，相垣).  

3) Evolution of life-history traits 

	 Based on our evolutionary theory, we have developed an original method to increase longevity in Drosophila. This 

methodology disproved prevalent aging theories and simultaneously corroborate with our “senemorphic aging theory”. 

Corroborating with the theory, our experimental populations also show significant changes in all tested life-history traits. 

Thus, our study is able to consistently explain and demonstrate the main aspects of evolution on Earth. In other words, 

our results suggest that we have found the driving force of evolution (トリンダージ, 相垣) . 

4) ミトコンドリア病関連遺伝子 dSki3の機能解析  

  埼玉医科大学で同定されたミトコンドリア病関連遺伝子の中で，生物機能がよくわかっていない dSki3 遺

伝子に注目し，RNAiによるノックダウン，およびトランスポゾン挿入系統の表現型解析を行った．3齢幼虫

期における発生と成長，代謝物質の変化，酸化ストレスに対する応答に異常があることを見出した．また，

ショウジョウバエの生細胞におけるミトコンドリア蛍光イメージング技術の確立を行った．ショウジョウバ

エ幼虫の唾腺組織を用いて，ミトコンドリアの形状，数を定量的に測定する方法を確立した (大沼，武尾，

佐藤由，相垣). 

5) Effects of Guarana (Paullinia cupana) intake on gene expression in Drosophila 

	 Guaraná is an Amazon fruit with a variety of biological activities, such as conferring oxidative resistance, increasing 

locomotor activity, and extending longevity. We performed microarray analysis, RNA-seq, and RT-qPCR, and found 
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that several genes involved in stress response were dramatically upregulated by intake of Guarana. We are currently 

generating transgenic flies that overexpress these genes to examine the roles of these genes in the biological effects of 

Guarana (中山，ロガルスキ，カタニ，トリンダージ，相垣). 

6) ショウジョウバエを用いた食品素材の機能性評価，及び栄養依存的寿命の代謝基盤  

	 アマゾン原産果実をショウジョウバエの寿命を制御する．LCMS によって投与個体の代謝変動を解析した

結果，5-メチルシトシンが代謝指標の候補として見出された．健康素材 S-ヌクレゲンはショウジョウバエの

運動性には寄与しなかったが，構成成分の核酸に寿命制御の機能性が示唆された．寿命は食餌に含まれるタ

ンパク質と糖の比率によって大きく変動する．LC/MSデータの多変量解析により，栄養依存的な寿命の変化

は特徴的な代謝変動を伴うことを見出した．また，低アミノ酸培地ではモノアミン作動性ニューロンを介し

て寿命制御因子の S-アデノシルメチオニンが減少する可能性が示唆された (佐藤由，相垣).	  

7) 親世代の栄養制限が子世代の成長に与える影響の解析  

	 ショウジョウバエを用いて，栄養制限下で飼育した親から生まれた子の表現型，および成長に関わるイン

スリンシグナル経路の遺伝子発現を解析した．親世代の雌雄いずれかが栄養制限をうけると，子世代の成長

を変動させること，子世代の飼育環境によってその応答が異なることが明らかになった (佐藤帆，武尾，相

垣). 

8) ショウジョウバエ卵形成におけるヒストン脱アセチル化酵素 SIR2の機能解析  

	 Sir2 は NAD 依存性脱アセチル化酵素であり，酵母，線虫，ショウジョウバエ，マウスにおいて，栄養制

限による寿命延長効果において中心的な役割を果たす遺伝子と考えられている．栄養制限は生殖細胞におけ

る遺伝子発現にも影響を与えるものと考えられる．Sir2 機能欠損変異体の生殖機能に及ぼす影響を調べたと

ころ，産卵数，および卵形成過程に異常を示すことを見出した (金，武尾，相垣). 

9) RNA結合タンパク質 Larp4Bによる Mycの制御  

	 ショウジョウバエ dMyc 遺伝子は，細胞増殖，分化，アポトーシス，および代謝など様々な細胞活動の制

御に関わっている．dMyc を負に制御する新規の因子としてRNA結合タンパク質Larp4Bが同定されている．

CRISPR/Cas9 システムを用いて，Larp4B の機能欠損変異体を作製した．また Larp4B が結合すると予想され

る dMyc遺伝子の領域を欠損する変異体作製のためのガイド RNAplasmidを構築した (名木，武尾，相垣)． 

10)ショウジョウバエ卵の活性化に伴うエネルギー代謝経路の制御  

	 卵の活性化前後における卵細胞メタボローム解析により，活性化に伴うエネルギー代謝の変動を明らかに

した．ショウジョウバエの卵活性化には Ca2+シグナルが不可欠であることから，代謝経路もその下流にある

と考えられる．代謝を制御していると考えられる候補分子について，shRNAによる卵細胞特異的ノックダウ

ンを行い，産卵数および孵化率を調べ，有力な候補として PyK遺伝子を同定した．トランスポゾン挿入系統

及び CRISPR/Cas9システムを用いて遺伝子欠損個体を作製中である (岡島，武尾，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．我々はこれまで，ハエ摘出脳を利用した Ca2+イメージング解析法により

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ていた．この刺激依存

的な神経可塑性現象の分子機構を明らかにする研究を行い，キノコ体ニューロンの cAMP合成経路の関与を

明らかにした (佐藤翔・坂井)． 

12) 長期記憶の形成および維持の分子メカニズム  

	 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
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は不明である．これまでに同定した転写因子 Apterous (Ap) に注目した研究から，長期記憶の形成には概日時

計ニューロンで発現する Apが，また，記憶の維持には記憶中枢と考えられているキノコ体で発現する Apが

必要であることを見出した (井並，坂井)． 

13) 絶食により変化する侵害刺激反応の分子メカニズム  

	 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．

我々は，絶食させたハエでは侵害熱反応が著しく低下すること，また，神経ペプチドである leucokinin およ

びその受容体のハイポモルフ変異体では絶息依存的な侵害熱反応低下が見られないことを見出した．さらに，

Crisper/Cas9ゲノム編集技術を用いて Leucokinin受容体のノックアウト系統の作製に成功した (大橋，坂井)． 

14) 長期記憶形成における時計遺伝子 periodの分子機能の解明  

	 概日リズム形成に必須な period (per)遺伝子は長期記憶の形成にも必要である．しかし，ハエ脳ではリズム

中枢以外の多くのニューロンでperが発現しているにもかかわらず，概日リズム以外の役割が不明であった．

perを発現する 6個のニューロン(LNd細胞群)の中の 1つが概日リズムではなく長期記憶に必須であることを

見出し，LNd-1と名付けた．さらに，PERが持つ２つの PASドメイン(タンパク質結合ドメイン)を欠失する

トランスジーンを用いた研究から，PAS ドメインが長期記憶形成に必要である可能性が示された (馬淵，坂

井)． 

15)  光依存的な覚醒制御にかかわる分子神経機構  

	 我々はこれまで，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発現する Apterous (Ap) の発

現抑制により，光依存的な覚醒が促進することを見出していた．明暗サイクル条件下では l-LNvにおける Ap

の発現量は真夜中に上昇する 24時間の周期を示すこと，また，恒暗条件下ではそのような発現変動が見られ

ないことを明らかにした．よって，野生型で見られる光依存的な覚醒は，Apの光依存的な発現変動により弱

められている可能性が考えられた．また，Ap の発現抑制は l-LNvs のシナプスの過剰形成が原因ではないこ

とも明らかにした (井並，佐藤翔，坂井)． 

16)  概日リズム形成におけるキノコ体の役割  

	 ハエの記憶中枢と考えられているキノコ体は記憶以外にも歩行活動の制御に関与している．我々は概日リ

ズムのペースメーカーニューロンがキノコ体に投射していることを見出した．これらの結果から，キノコ体

が概日リズムの形成にも関与している可能性が考えられた．そこで，キノコ体のシナプス伝達を温度依存的

に阻害する技術を用いて歩行活動概日リズムの測定を行ったところ，概日リズムが消失することが分かった．

また，キノコ体には概日時計遺伝子の発現が確認されなかった．これらの結果から，キノコ体はペースメー

カーニューロンの下流で機能し，行動リズムを作るために必要なニューロンであると考えられた (馬淵，佐

藤翔，井並，坂井)． 

17) 光スイッチ分子モジュールによる転写因子 CREBの光制御  

	 温度シフトを利用した遺伝子発現システム(TARGET)を利用してハエ記憶中枢特異的に転写因子 CREB の

レプレッサーを発現させる実験により， CREB は長期記憶の形成および維持に関与する可能性が示された．

しかし，TARGETシステムでは，発現の誘導および終結に時間がかかるという欠点がある．そこで，青色光

を利用して CREB の転写を阻害できる分子モジュール Photozypper を記憶中枢に発現させるためのトランス

ジェニックフライ作製に着手した．現在までに遺伝子導入に必要なコンストラクトを全て作製した (大橋，

井並，坂井)． 

 

18) 昆虫表皮の役割について   

	 昆虫の殻が硬くなる仕組みについて, ラッカーセの活性化に関わる因子, 及びラッカーゼが触媒するカテ
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コール類の酸化以降の反応系について調べている. また, 表皮に存在する免疫因子前駆体のプロセシングに

ついてショウショウハエ・カイコガを用いた解析を行った.	 その他, ラッカーゼ遺伝子の獲得が昆虫進化・

昆虫の陸上における繁栄に与えたインパクトについて重要な仮説をたてている (朝野, 相垣).  

 

19) Dynamics of chromatin structure and epigenetic modification in Drosophila oocytes 

   The Drosophila oocyte nucleus undergoes dynamic changes in chromatin structure during late prophase. We found 

that changes in histone methylation and acetylation are related to transient chromatin decondensation observed in stage 

10 oocytes. We also performed genetic screening for epigenetics-related genes which play important role in regulation 

of chromatin dynamics in germline cells (武尾, 相垣). 
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分子遺伝学研究室	 
	 

1.	 構成	 

加藤潤一（教授）、得平茂樹（准教授）、古屋伸久（助教）、藤原弘平（D5）、岩舘佑未（D4）、高木光（D3）、

倉田竜明（D3）、萩原進（D2）、桐野一晟（M2）、船追紀之（M2）、小池洋輔（M1）、小池玲示（M1）、富永

賢人（M1）、渡辺圭佑（M1）、飯田夏実（卒研生）、片山瑳紀（卒研生）、佐藤未歩（卒研生）、菅原純貴（卒

研生）、鈴木悠喜（卒研生）、Nitija Gautam（共同研究者）、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と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る。しかしまだ多くの遺伝

子の機能が明らかになっておらず、増殖、生存に重要な新規の機構が見出される可能性があり、野生株では

難しい解析を、染色体広域欠失変異、ゲノム縮小株などを用いて進めている。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。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。 

 

１）大腸菌必須遺伝子 yqgFの機能解析  

	 これまでに必須遺伝子 yqgFが 16S rRNAの 5’末端のプロセシングに関与するRNaseをコードすることを明

らかにしてきたが、yqgFの必須性と 16S rRNAのプロセシングの生理学的意義について研究を行った。野生

株と yqgF温度感受性株（yqgFts株）から精製したリボソームに含まれる各リボソームタンパク質の量を LC/Ms

により比較したところ、yqgFts株のリボソームでは翻訳開始に重要な働きをする S1タンパク質のみが顕著に

減少していることがわかった。この結果からは細胞内でリボソームが形成される際に、形成途中では 16S 

rRNAの 5’ leader がプロセシングされないために S1タンパク質が結合していない不活性型で存在し、形成終

了にあたって YqgFタンパク質が 16S rRNAをプロセシングすることにより S1タンパク質が結合して活性型

になる可能性が考えられた。S1 タンパク質は生育に必須であることから、YqgF タンパク質はリボソーム形

成の 後にリボソームを活性化するスイッチとしての必須な役割をしていると考えられた。また YqgF タン

パク質によってプロセシングされる、16S rRNAの領域（5’ leader）の遺伝子の一部を欠失した株を作製した

ところ、生育が低温感受性になり、細胞内に異常な 16S rRNAを含む 30Sリボソームが認められ、16S rRNA

の 5’ leaderは低温でのリボソーム形成に重要であることがわかった。（倉田、橋本、加藤） 

 

２）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  

	 大腸菌の野生株を用いた解析だけでは、例えばバイパスがあるために非必須遺伝子に見える生育、生存に

重要な遺伝子群などの同定、解析は難しいが、染色体広域欠失変異、ゲノム縮小株を利用すると可能になる。 

a) 酸化ストレス耐性に関与する ibs-sib Toxin-Antitoxinシステムの解析  

	 野生株の染色体の約 40%を欠失させた株では、増殖速度が著しく低下していたが、この株を長期継代培養

することにより増殖速度が部分的に回復した株が得られ、継代培養前後の株のゲノムの塩基配列を比較した
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ところ、違いは２カ所の挿入変異のみであることが明らかになった。その１つが Toxin-Antitoxinシステム（TA

システム）の Antitoxin をコードする sibE 遺伝子内への挿入変異であり、Antitoxin の不活性化により Toxin

である ibsE遺伝子の発現が上昇していると考えられた。大腸菌ゲノム上には多数の TAシステムが存在する

が、その生理機能がわかっていないものも多く ibsE-sibEを含む ibs-sib TAシステムもその１つである。野生

株から 5つの ibs-sib TAシステムを全て欠失した多重欠失株を作製して調べたところ、酸化ストレスを発生

するメナジオンに対する耐性度が野生株よりも低下している事がわかった。また酸化ストレスにより転写が

誘導される soxS 遺伝子の転写量も、メナジオン存在下で培養した時に野生株より増大することがわかった。

さらに酸化ストレス耐性に関与するスーパーオキサイドディスムターゼの遺伝子との多重欠失株を作製した

ところ、著しくメナジオン耐性が低下することがわかった。またこの TA システムが抗生物質耐性に関与す

ることも明らかになった。（富永、橋本、萩原、加藤） 

b) DNA修復に関与する新規機能未知遺伝子の解析  

	 これまでに染色体大規模欠失株を利用して、DNA修復に関与する DNaseをコードする nfo, xthA, uvrC遺伝

子の関与する合成致死を同定し、その合成致死に対する多コピーサプレッサーとして、DNA polymerase III

の χサブユニットをコードする holC遺伝子と、DNA helicaseドメインを持つタンパク質をコードする機能未

知遺伝子 yoaA遺伝子を同定した。yoaA遺伝子の欠失変異を作製して調べたところ、yoaA, xthA欠失変異また

は nfo, xthA二重欠失変異が MMS感受性になることがわかり、この遺伝子は DNA修復に関与することがわ

かった。holC遺伝子と yoaA遺伝子の関係を調べたところ、yoaA遺伝子の機能は holC遺伝子依存的であった

が、holC遺伝子には yoaA遺伝子依存的な機能と非依存的な機能があることが示唆された。yoaA遺伝子の holC

遺伝子依存的な機能については、DNA polymerase III のアクセサリーとして機能する可能性と、フリーの χ

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興味深い。（渡辺、富永、加藤） 

c) 大腸菌ゲノム縮小株群を用いた酸化ストレス耐性に関与する遺伝子群の解析  

	 これまでに、ゲノム縮小株群について、細胞内で活性酸素種を発生させるメナジオンに対する耐性につい

て調べたところ、染色体広域欠失変異を組合せてゲノムを縮小させるにつれてメナジオン耐性が大きく変化

することが分かっていた。メナジオン耐性の変化の原因遺伝子やその関連遺伝子について調べた結果、ギ酸

脱水素酵素を欠損した株では種々の培養条件でメナジオン耐性に変化が見られた。ギ酸の酸化に必要な補酵

素の挿入に関与するシャペロンに依存しない場合もあり、ギ酸脱水素酵素のギ酸の酸化を伴わない機能の可

能性も示唆された。また他の原因遺伝子として同定された新規遺伝子群や、ゲノム縮小株の性質を利用して

同定された新規遺伝子群についても、メナジオン耐性を含む酸化ストレス耐性との関連が見出されてきた。

（岩舘、船迫、加藤） 

d) dps, deoR遺伝子が関与する酸化ストレス耐性機構の解析  

	 これまでに染色体大規模欠失株群を利用して、染色体を保護するDpsタンパク質をコードする dps遺伝子、

およびヌクレオチド再利用経路に関与する遺伝子群のリプレッサーをコードする deoR 遺伝子の二重欠失変

異株では、定常期における酸化ストレス耐性が低下することがわかっていた。deoR遺伝子が関与する遺伝子

群を欠失させた時の酸化ストレス耐性について調べた結果、ヌクレオチド再利用経路の異常が原因ではなく、

ヌクレオシドの輸送に関与する tsx遺伝子の DeoRの欠損による発現異常が原因であることが示唆された。ま

た酸化ストレス耐性の低下の原因についても調べたところ、recQ、recJ、recR 遺伝子が関与するチミン飢餓

死が酸化ストレス耐性の低下の原因である可能性が示唆された。これらの結果からは、deoR 遺伝子は tsx 遺

伝子の発現を介して酸化ストレスによるチミン飢餓死を防ぐ、広い意味での酸化ストレス耐性機構であると

考えられる。（桐野、加藤） 
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３）大腸菌のヘム合成関連遺伝子の機能解析  

	 これまでに、hemX, hemY遺伝子の機能に関して、hemE高温感受性欠失株に hemYまたは hemX, hemY遺伝

子の欠失変異を導入した菌株では、hemE欠失株で蓄積が認められた水溶性の Uroporphyrin関連物質の量が減

少することがわかっていた。そこで hemCまたは hemD高温感受性欠失株に hemYまたは hemX, hemY遺伝子

の欠失変異を導入した菌株のヘム合成中間体について調べた結果、hemD 高温感受性欠失株ではヘム合成中

間体の関連物質である Coproporphyrin Iの蓄積が認められたが、この株に hemX, hemY遺伝子の欠失変異を導

入した菌株では Coproporphyrin Iの蓄積量が減少することが分かった。またヘム合成経路から枝分かれをした

シロヘムやビタミン B12 合成経路の cobA, cysG 遺伝子の高温感受性欠失株についても同様に調べた結果、

hemX, hemY遺伝子の欠失変異を導入した菌株では Coproporphyrin I, IIIの蓄積量が増加することが分かった。

HemX タンパク質のアミノ酸配列の相同性からは、メチル基転移酵素であることが推測されることと、先行

研究および本研究で得られた結果を合わせて考えると、ヘム合成経路から枝分かれをした２カ所の反応に関

与する可能性が考えられた。（飯田、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

グナルにより分化が誘導され、形態的に他の細胞と区別が可能なプロヘテロシストとなるまでの分化制御の分

子機構を明らかにすることに成功している。そこで今年度は、プロヘテロシストが窒素固定能を有する成熟し

たヘテロシストへと分化する過程の制御機構の解明に取り組んだ。 

	 昨年度までの解析により、ヘテロシストの成熟過程にはCRP型の転写因子DevHが関与していることが示され

ていた。そこで、成熟したヘテロシストを形成することができないdevH遺伝子の発現抑制株を用いたRNA-seq

解析を行い、DevHがヘテロシストの成熟過程において果たす役割の全容解明を試みた。その結果、DevHはヘ

テロシストの成熟に関わることが知られているほとんど全ての遺伝子の発現を制御していることが明らかと

なった。devH遺伝子発現抑制株では、糖脂質からなる外膜の形成に働く遺伝子群やヘテロシスト内の酸素除去

に働く呼吸系の遺伝子群、さらにはニトロゲナーゼ遺伝子群の発現誘導が起こらなくなっていた。以上の結果

から、DevHがヘテロシストの成熟過程の遺伝子発現制御において、中心的な役割を果たす転写因子であるこ

とが明らかとなった。devHの発現は窒素欠乏により誘導され、プロヘテロシストが形成される頃に転写産物量

は 大となる。プロヘテロシストとなった細胞においてDevHが活性化されることで、ヘテロシストへと分化

が進むと考えられる。今後は、プロヘテロシストにおけるDevHの発現および活性制御機構を解明し、プロヘ

テロシストから成熟したヘテロシストへと分化段階が移行するシステムを明らかにしていく。（小池(洋)、得平） 

	 ヘテロシストは数百の細胞が一列に連なった糸状体の中で、およそ10~15細胞ごとに1個の割合で形成される。

我々は、このような分化パターンの形成にセリン・スレオニンキナーゼをコードするpknH遺伝子が関与してい

ることを明らかにした。pknH遺伝子破壊株では、複数のヘテロシストが連続して形成され、さらにヘテロシス

ト間の間隔が短くなっていた。pknHはヘテロシストで特異的に発現する遺伝子であり、ヘテロシスト内で何ら

かのタンパク質がPknHによりリン酸化され、連続したヘテロシスト形成を抑制していると考えられる。今後は、

PknHによるリン酸化の標的タンパク質を同定し、分化パターンの制御機構を解明する。（片山、得平） 
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	 現存する多種多様なシアノバクテリアの中で、ヘテロシストを形成するものは一つの系統群に限られている。

シアノバクテリアの進化の過程で、ヘテロシスト分化能が獲得されたと考えることができる。hetR遺伝子は、

ヘテロシスト分化のマスターレギュレーターとして働く遺伝子である。しかし、比較ゲノム解析から、hetR遺

伝子がヘテロシストを形成しないシアノバクテリアにも存在することが明らかとなった。我々は、様々なシア

ノバクテリアにおけるhetR遺伝子の比較機能解析により、ヘテロシスト分化能がどのように獲得されたのか、

その進化過程を明らかにすることを目指している。（小池(玲)、得平） 

 

５）シアノバクテリアにおける乾燥耐性の分子機構  

	 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。我々は

Anabaena sp. PCC 7120を用いて、シアノバクテリアの乾燥耐性の分子機構の解明に取り組んでいる。これまで

の解析により、二成分制御系のレスポンスレギュレーターをコードするorrA遺伝子が、乾燥耐性に必須の遺伝

子であることを明らかにした。OrrAは、Anabaena sp. PCC 7120の乾燥応答を制御するマスターレギュレーター

であり、100個以上の遺伝子の発現を制御していた。今年度は、OrrAにより制御される遺伝子の中で、実際に

細胞への乾燥耐性の付与に関わる遺伝子を同定することを目指した。 

AnabaenaやNostoc属のシアノバクテリアの一部は、アキネートと呼ばれる胞子様の細胞を分化させる。アキ

ネートは、乾燥や低温などの劣悪な環境条件に対して非常に高い耐性を有する細胞である。アキネートでは、

anaK遺伝子という機能未知遺伝子の発現が特異的に誘導されることが知られている。Anabaena sp. PCC 7120は

アキネートを形成しないシアノバクテリアであるが、乾燥によりanaK遺伝子の発現が著しく誘導された。また

その発現はOrrAにより制御されていた。anaK遺伝子の乾燥耐性への関与を解析するため、その遺伝子破壊株を

作製した。そして、anaK遺伝子破壊株の乾燥耐性を評価したところ、orrA遺伝子破壊株と同様に乾燥耐性を失

っていることが明らかとなった。したがって、anaK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

AnaKタンパク質の生化学的解析を行い、AnaKのどのような機能により乾燥耐性が獲得されるのかを明らかに

していく。（佐藤、得平） 

	 

６）シアノバクテリアを用いた有用物質生産  

	 シアノバクテリアは、光合成により光エネルギーを利用して大気中の二酸化炭素から様々な物質を作り出

すことができる。近年はシアノバクテリアのこのような能力が特に注目され、二酸化炭素からのバイオ燃料

やバイオプラスチックの生産が試みられている。我々は Anabaena sp. PCC 7120の代謝工学により、バイオ燃

料（エタノール）を生産する株を育種することに成功した。Anabaena sp. PCC 7120は、窒素固定能を有する

ため、その培養に高価な窒素肥料を必要としない。Anabaena sp. PCC 7120を用いることで、バイオ燃料生産

のコスト削減が期待できる。（宮崎、得平） 

	 Arthrospira platensis は、健康補助食品や天然色素の原料として産業利用され、大量培養されているシアノ

バクテリアである。また、A. platensisは細胞内にデンプンを大量に蓄積するため、バイオ燃料の原料として

も注目されている。A. platensisの基礎および応用研究を進めるためには、遺伝子改変技術の開発が不可欠で

ある。我々は 2010 年に解読に成功した A. platensis のゲノム情報を活用して、形質転換系の開発に取り組ん

でいる。（鈴木、得平） 
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７）細菌プラスミドにおける接合伝達開始領域の機能解析  

	 染色体外因子として細菌に寄生するプラスミドは、その多くが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。このような現象は接合

伝達と呼ばれ、細胞どうしの接合を伴った DNAの輸送が同種・異種細胞間で可能である。腸内細菌の一つで

あるプラスミド R64 は、伝達の起点となる特異的配列 oriT を持つが、oriT特異的ニックを導入する NikB タ

ンパクと oriT 認識を補助する NikA タンパクの結合配列が oriT 小領域として同定されている。R64 NikA 

タンパクの認識配列をランダムに置換した oriT クローンの解析から、NikA が結合しないにもかかわらず 

oriT機能が著しく低下しない変異や、NikA が結合するにもかかわらず oriT 著しく低下する変異などが得られ

た。このことから、NikA の DNA 結合配列への安定な結合が必ずしも必要でない事が示唆されるとともに、

ニック部位の保存された DNA 配列と NikA 結合配列との間の配列の特異的必要性が示された。 (古屋) 
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植物発生生理学研究室  
 
1. 構成 
岡本龍史（教授）、古川聡子（助教）、大西 由之佑 (D1)、鈴木 洋弥 (D1)、Rahman MD Hassanur (D1)、戸田
絵梨香 (M2)、須川友実子 (M1)、瀬尾光範（連携客員准教授）、小柴共一（客員教授）、加藤紀夫（客員研
究員）、Panida Arimatsu（客員研究員）、陽川憲（特別研究員） 
 
2. 研究紹介  
被子植物の生活環においては、種子の発芽、幼植物から成熟個体への成長、花芽の形成、雌雄生殖器官の

発生、重複受精、種子の形成など、さまざまな発生・生理現象がおきている。本研究室では、それらの中で

も次世代の個体を残すことに密接に関連している、「受精」と「胚発生」の過程に焦点を当てて研究を進めて

いる。また、オーキシンの生合成・移動、及び作用機構（光屈曲）についても研究を行っている。 
 

 
１) 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、主に顕微鏡下でイネの雌雄配偶子（精細胞および卵細胞）を融合させる実験系（in vitro受精系）
を用いて、植物の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) 核の合一過程の動態観察：昨年度までの解析により、精細胞と卵細胞との融合後、受精卵中の精核はアク
チンフィラメントを介して卵核へと移動し、その後、核融合、精核クロマチン脱凝集、および受精卵核ゲ

ノム由来の新規遺伝子発現が始まることが示された。今年度は、アクチンフィラメント依存的な核移動機

構を明確にするために、卵細胞および融合卵内におけるアクチンフィラメントと精核の動態の定量的解析

を行った。その結果、細胞内全域に広がったメッシュ状のアクチンフィラメントが卵核方向へと移動・集

約し、融合卵内の精核は、精核膜とアクチンフィラメントとの接着を介して、卵核方向へと移動すること

が示唆された。また、卵細胞および融合卵内におけるこのアクチンメッシュの集約速度が、精細胞の融合

後、および雌雄配偶子核の融合過程において、上昇することが観測された。このことから、アクチンメッ

シュの集約が精核の移動に加え、その後の受精卵発生に対しても何らかの機能を持つ可能性が示された。

（大西、岡本） 
b) イネ受精卵発生における雌雄配偶子の機能差：被子植物の受精様式は重複受精であり、胚嚢内へと運ばれ
た 2個の精細胞（核相 n）は、卵細胞（n）および中央細胞（2n）とそれぞれ融合する。これにより、卵細
胞は次世代個体となる受精卵（2n、雌雄ゲノム量比 1：1）に、中央細胞は胚に栄養を供給する一次胚乳細
胞（3n、雌雄ゲノム量比 2：1）へと変換し、それぞれ胚および胚乳へと発生・発達する。このように、受
精卵は雌雄の配偶子の融合によって生じるが、受精卵（胚）の発生過程における雌雄ゲノム（配偶子）の

機能差を直接的に示した実験発生学的な知見はなく、さらにその機能差の分子基盤についても大部分は未

知のままである。本項目では、雌雄配偶子の量比を改変した倍数性受精卵を in vitro受精系を用いて作出し、
それらの発生過程を観察することにより、受精卵発生と雌雄ゲノム（配偶子）量比の関係性を明らかにし、

さらにその関係性を司る分子基盤の一端を見出すことを目的として研究を進めた。その結果、雌性配偶子

（ゲノム）過多の倍数性受精卵が正常に発生する一方で、雄性配偶子（ゲノム）過多の倍数性受精卵では

初期発生段階で異常がみられた。このことから、受精卵内の雌雄配偶子（ゲノム）量比と受精卵発生機構

には密接な相関があると考えられた。（戸田、大西、岡本） 
c) イネ受精卵発生における片親アリル特異的な受精誘導性遺伝子群の同定：イネ受精卵発生において雌雄配
偶子（ゲノム）の機能差が示唆されたため、受精卵中で片親アリル特異的な転写産物を検出する目的で、

卵細胞、精細胞、2倍体受精卵および 3倍体受精卵のトランスクリプトーム（NGS）解析を行った。このと
き、SNP 情報を基に片親アリル由来の転写産物を区別するため、ジャポニカ品種のニッポンバレとインデ
ィカ品種のカサラスを用いて受精卵の作出を行った。さらに、両品種の卵細胞および精細胞の解析も合わ

せて行った。なお、NGS データ解析については、明治大学・矢野研究室との共同研究として行った。その
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結果、受精卵中で父性アリルにのみ由来して発現をしている転写因子が数個同定された。今後は、これら

転写因子の機能解析を進める。（戸田、＊小林、＊工藤、＊矢野、MD Hassanur、岡本（＊明大）） 
d)構成的アプローチによる受精・初期発生機構の解明：電気的な雌雄配偶子融合によって作成された受精卵
においても、胚のう内における初期受精卵発生と同様に、その特徴的な細胞内動態（細胞内 Ca2+レベルの

一過的上昇、細胞壁形成の開始、配偶子核の合一、受精誘導性遺伝子の発現、不等分裂等）が観察され、

受精卵は球状胚を経て植物体へと増殖・再分化する。一方で、これまでの解析により、人為的に 2 つの卵
細胞同士を融合させた細胞においても 2 つの雌性核の合一と不完全な核分裂様が進行するが、その融合細
胞は増殖しないことが示されている。また、2つの卵細胞と 1つの精細胞を融合した細胞（雌性過多 3倍体
受精卵）が 2 倍体受精卵と同様に発生すること、卵細胞と葉プロトプラストを融合させた細胞（体細胞融
合卵）においても核の合一が進行すること、および、葉プロトプラスト同士の融合細胞中では核の合一は

進行しないこと（予備的実験）が示されている。これらの結果は、卵細胞が精核以外の核とも核合一を進

行させる能力を保持していること、および、精細胞は受精卵初期発生を正常に進行させるための特異的な

機能・因子を持つことを示唆している。現在、これら受精卵、多卵受精卵、体細胞融合卵などの核動態を

基準とした初期発生進行度合いの比較を進めており、さらにそれら細胞内における Ca2+レベル計測、細胞

壁形成の確認等を計画している。（大西、戸田、岡本） 
e) 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、精細胞および受精卵内における細胞周

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、卵細胞および精細胞では OsKRP2 が細胞周
期を制御していることが示唆され、さらに、DNA合成期	 (S期) 制御に関与しているとされているWEE1
が受精卵のみで発現することが示された。また、in vitro受精系により作出した受精卵、イネ卵細胞および
精細胞の核内 DNA 量を測定した結果、イネ卵細胞の細胞周期は DNA 合成前(G1 期)または S 期で停止し
ていることが推定された。(須川、岡本)	 

f) シロイヌナズナ in vitro受精系の確立：解析ツールの拡大を目的として、各種マーカーラインおよび変異体
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、単離において適正浸透圧が雌雄で異なるシロイヌナズナ配偶子の融合浸透圧の検

討を行っている。また、異種間 in vitro受精系を想定したイネの新たな融合対象として、シロイヌナズナ配
偶子が使用可能かも検討している。（大西、＊永原、＊東山、岡本（＊名大）） 

g) 受精卵胚発生と体細胞胚発生の相違性：イネのプロトプラストを用いた体細胞発生系とイネ in vitro 受精
系を用いて、双方の胚発生過程の比較検討を行うことを目的とした。まず、イネプロトプラスト細胞のう

ち、細胞増殖（発生）能を獲得した細胞のサイズを特定した。（Arimatsu、岡本） 
h) 植物新育種技術の確立：イネおよびトウモロコシなどの受精卵を利用した新たな育種技術の開発に向けた
研究を、日本たばこ（株）と共同研究として推進している。（加藤、岡本） 

 
 
２）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様々な生理作用が知られているが、その詳細な作
用機構はまだ不明な点が多い。ここでは、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。これまでの研究から、トウモロコシ幼葉鞘では先端での青色光受容後に IAA の偏差分布が
先端特異的に形成されることが明らかになった。また、幼葉鞘先端特異的に NPH3-like および ABCB19-like 
遺伝子が発現しており、先端特異的な光受容との関係が示唆された。今年度は、特に弱い光に応答する一

次正屈曲に関与するタンパク質のリン酸化プロテオーム解析を、本研究科・分子物質化学専攻・生物化学

研究室との共同研究として進めた。まず、青色光照射によりリン酸化状態が変化するタンパク質を

LC-MS/MS を用いたリン酸化プロテオーム解析により網羅的に同定した。青色光受容体型キナーゼである
Zmphot1 は弱い青色光でもリン酸化が促進する部位が検出され、青色光の強度を上げるとさらに複数のリ
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ン酸化部位が検出されることがわかった。また、IAA輸送体の一つである Zmpin1のリン酸化状態も青色光
依存的に変化していることがわかってきた。しかし、幼葉鞘先端で特異的に発現している NPH3-like や
ABCB19-like タンパク質のリン酸化は暗所、青色光照射ともに観察されなかった。今後、同定されたリン酸
化部位について、変異を挿入した ZmPHOT1遺伝子をシロイヌナズナ Atphot1欠損株に導入し光屈曲を観察
することで光屈曲への関与を明らかにする。また、特異抗体を用いたプルダウンにより、Zmphot1 と相互
作用するタンパク質の検出とそのリン酸化についても検討を進める。（鈴木、小柴、＊藤田、＊田岡、＊礒辺、

岡本（＊分子物質化学）） 
b) 根での IAA 合成：IAA 合成はこれまで主に地上部で行われるとされてきた。近年、IAA 合成酵素の分布
や IAA 応答レポーターの発現などから根の先端部での合成が報告されている。これまでのトウモロコシ幼
根を用いた研究により、根の先端部において IAAが Trpから新規合成されることが明らかになった。今年
度は IAA合成に関わる酵素 TATsと YUCsをコードする遺伝子群の根での発現を RT-PCR及び qPCRによ
り観察した。その結果、先端部で発現するいくつかの遺伝子が検出された。また、光照射によりその YUC 遺
伝子の根冠部での増加が観察された。（鈴木、陽川、Baluska（ボン大学）、小柴） 

c) 根の光依存性重力屈曲と IAA：トウモロコシなどの植物の根は光依存性の重力屈曲を示す。この光感受は
根先端の根冠で行われる。この時、根先端の IAA量の増加が検出され、根冠が光受容を介して IAA量を変
化させることが示唆された。この IAA量の増加および重力屈曲は、IAA合成阻害剤である YSと Kynの同
時処理により抑制されるため、IAA合成酵素が関与していると考えられる。（陽川、鈴木、Baluska、小柴） 

 
３）新病害の同定及び植物病原菌のライフサイクルの解析  
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に関し、今年度は、昨

年から色々な場所で問題となっているツタの病害に関し検討を行い、固有の病害というより環境要因が大き

く影響していることが分かった。新病害に関しては、菊の内生微生物による異形化およびイリス類シャガの

新病害について研究を行い、今まで日本では病害報告のなかった Chaetomium globosum が病原であることを
明らかにした。小笠原母島固有植物の絶滅回避のための方法に関し病害に対するリスク評価を行い、適切な

方法に対する示唆を得た。植物微生物相互作用に関するエネルギーモデル構築のプロトタイプとして、根粒

菌―マメ科植物の系を用いリカード理論に基づき検討し、理論に当てはまる可能性が示唆された。（古川） 
 
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  
塩や乾燥ストレスや傷害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。RSOsPR10 発現誘導に関わる転写因子として、ジャスモン
酸（JA）/エチレン応答性 OsERF1の関与する可能性が示されてきたが、昨年度 JA誘導に関わる因子の新た
な候補として OsERF87が同定されていた。今年度は erf87変異体イネ種子を得ることができたため、この変
異体での RSOsPR10の発現誘導について検討を加えた（小柴）。 
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Yokawa K., Baluška F. (2015) C. elegans and Arabidopsis thaliana show similar behavior: ROS induce escape tropisms 
both in illuminated nematodes and roots. Plant Signal Behav 10: e1073870. 

 
著書  
Yokawa K., Baluška F. (2016) Plant roots as excellent pathfinders: root navigation based on plant specific sensory 

systems and sensorimotor circuits. In: Advances in Unconventional computing, Springer (in press).  
 
国際学会・セミナーでの発表  
Furukawa T., Iimura T (2015) A model of plant and microbe symbiosis: Ricardian approach. 8th Plant Biomechanics 

International Conference (Nagoya, Japan) 
Gyohda A., Hasegawa H., Komatsu S., Okamoto T., Okada K., Terakawa T., Koshiba T. (2015) Overexpression of root 

specific rice PR10 (RSOsPR10) confers tolerance against drought and salt in rice and grass plants. Plant Signal 
Behav 2015 (Paris, France) 

Kanno Y., Shimizu T., Chiba Y., Miyakawa S., Sano N., Koshiba T., Kamiya Y., Seo M. (2015) Identification of plant 
hormone transporters by a new approach. ICAR2015 (Paris, France) 

Koshiba T. (2015) Overexpression of RSOsPR10 improves drought torelance in rice and drought and salt torelance in 
bentgrass. 7th International Symposium on Frontiers in Agricultural Proteome Research (Goesan-gun, Korea)  

Ohnishi Y., Okamoto T. (2015) Actin networks in rice zygotes; continuous convergence to egg nucleus functions in 
karyogamy. International Symposium “Establishing Next-Generation Genetics” (Nara, Japan) 

Ohnishi Y., Okamoto T. (2016) Continuous convergence of actin meshwork for nuclear migration in rice zygote during 
karyogamy. 24rd International Congress on Sexual Plant Reproduction (Tucson, USA) 

Okamoto T., Toda E., Ohnishi Y. (2015) Fusion of gamete nuclei and division of zygote nucleus in plants and animals. 
Symposium“Fusion in Fertilization: Interdisciplinary Collaboration among Plant and Animal Scientists” 79th 
Annual Meeting of the Botanical Society of Japan (Niigata, Japan).  

Suzuki H., Kanegae T., Okamoto T., Koshiba T. (2015) Subcellular localization and interaction of Zmphot1 and 
ZmNPH3-like proteins. ICAR2015 (Paris, France) 

Suzuki H., Yokawa K., Okamoto T., Baluška F., Koshiba T. (2015) Light and root cap-dependent gravitropism of maize 
root requires auxin biosynthesis. Plant Signal Behav 2015 (Paris, France) 

Toda E., Ohnishi Y., Okamoto T. (2016) Development of polyspermic rice zygotes produced in vitro. International 
Symposium “Establishing Next-Generation Genetics” (Nara, Japan) 

Toda E., Ohnishi Y., Okamoto T. (2016) Development of polyspermic rice zygote produced in vitro and possible 
contribution of polyspermy to polyploid formation. 24th International Congress on Sexual Plant Reproduction 
(Arizona, USA) 

Toyooka K., Hashimoto K., Narikawa N., Wakazaki M., Sato M., Nagata N., Okamoto T. (2015) The ER body in the 
lateral root cap is involved in mass transport of (K/H)DEL proteins to the vacuole: Using Gigapixel TEM images.The 
2nd East-Asia Microscopy Conference (Himeji, Japan) 

Yokawa K. (2015) Anesthesia and plants. Plant Signal Behav 2015 (Paris, France) 
 
 
国内学会等での発表  
大西由之佑、岡本龍史「イネ受精卵内における精核の移動はアクチンメッシュの卵核方向への集約に依存する」

日本植物学会第 79回大会（9月、新潟） 
岡本龍史、戸田絵梨香、村松岳朗、大西由之佑、「配偶子融合法による同質および異質倍数体の作出」、日本園

芸学会平成 27年度秋季大会（9月、徳島） 
岡本龍史、戸田絵梨香、村松岳朗、大西由之佑、「in vitro受精系を用いた同質および異質倍数体の作出」、日本

育種学会第 129回講演会（3月、横浜） 
岡本 龍史、戸田 絵梨香、大西 由之佑、「イネ in vitro 受精系を用いた解析：受精卵中における核合一機構と
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同質倍数体の作出」、第 36 回種子生理生化学研究会年会（11月、松本） 
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」H27年度班会議（12月、東京） 
鈴木洋弥、礒辺俊明、藤田千春、田岡万悟、岡本龍史、小柴共一「トウモロコシ幼葉鞘における Zmphot1のリ

ン酸化状態への青色光の影響」第 57回日本植物生理学会年会（3月、盛岡） 
鈴木洋弥「Zmphot1タンパク質と ZmNPH3-likeタンパク質の細胞内局在と相互作用の検証」首都大学東京バイ

オカンファレンス 2015 
須川友実子「イネ卵細胞および受精卵における細胞周期の特定」首都大学東京バイオカンファレンス 2015 
古川聡子、岸国平、本橋慶一「シャガ（イリス類）に発生した Chaetomium globosumによる葉枯病（新称）」日

本植物病理学会年会（３月、岡山） 
Toda E., Ohnishi Y., Okamoto T. “Development of polyspermic rice zygotes produced in vitro.” 首都大学東京バイオ

カンファレンス 2015 
Yokawa K., Suzuki H., Nakano S., Yoshida Y., Okamoto T., Baluska F., Koshiba T. (2016) Light switches on the 

gravi-sensitivity of maize roots by inducing de novo IAA biosynthesis in root apex. 第 57回日本植物生理学会年
会（3月、盛岡） 

 

その他  

「同種および異種の倍数性植物の新たな作出法：配偶子の人為的融合」、アグリビジネス創出フェ

ア 2015、東京、2016年 11月 18-20日 
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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）、八巻優佳（D3）、鈴木理滋（D2、学振特別研

究員）、野口あや（D2、学振特別研究員）、林下瑞希（D2）、高橋俊樹（D2）、田中花実（M2）、土屋悠吾（M2）、

保木優梨子（M2）、小竹咲也子（M2）、渡邉礼華（M2）、謝一銘（M2）、中島健悟（M2、特別研究学生）、山

本昂季（M1）、戸島麻子（M1）、坂山亮太（M1）、大野靖枝（卒研生）、鈴木勘司（卒研生）、岩佐康之（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
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ログ GLI の転写活性制御に至るシステムである。我々は、線虫 TRA-2 の C 末端細胞質ドメインがプロセシ

ングを受け核内で機能しうるという知見を受け、Patched1タンパク質の C末端細胞質ドメインの新機能に焦

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を進めている。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を用いた細胞現象の解明  

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抑えられないこと、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。そこで、効率的にゲノム編集が行える TALEN ならびに

CRISPR/Cas9 を用い、ゲノム改変細胞、ならびに動物の作製に取り組んだ。今年度は、前年度まで行ってき

たノックアウト培養細胞株作出に加え、ショウジョウバエにおける BAG6相同遺伝子を標的とし、ノックア

ウト変異体の作出を試み、その作出に成功した。今後はこの変異体を用い、BAG6 機能欠損が生体に与える

影響を解析していく。 

 

 

3. 研究発表 
欧文原著論文  

1. Suzuki, R. and Kawahara, H. (2016) UBQLN4 recognizers mislocalized transmembrane domain 
proteins and targets these to proteasomal degradation. EMBO Rep. in press 

2. Tanaka, H., Takahashi, T., Xie, Y., Minami, R., Yanagi, Y., Hayashishita, M., Suzuki, R., 



−38− 

Yokota, N., Shimada, M., Mizushima, T., Kuwabara, N., Kato, R., and Kawahara, H. (2016) A 
conserved island of BAG6/Scythe is related to ubiquitin domains and participates in short 
hydrophobicity recognition. FEBS J. 283 (2016) 662–677.  doi: 10.1111/febs.13618 

3. Takasugi, T., Saito, T., Asada, A., Kawahara, H. and Hisanaga, S.-I. (2016) Two degradation 
pathways of the p35 Cdk5 activation subunit, dependent and independent of ubiquitination. 
J. Biol. Chem. 291, 4649-4657. doi: 10.1074/jbc.M115.692871 

4. Yamaki, Y., Kagawa, H., Hatta, T., Natsume, T., and Kawahara, H. (2016) The C-terminal 
cytoplasmic tail of hedgehog receptor Patched1 is a platform for E3 ubiquitin ligase complexes. 
Mol. Cell. Biochem. 414: 1-12. doi:10.1007/s11010-015-2643-4  
 

邦文総説  

1. 川原裕之	 (2015)	 特集「ユビキチンシステムの制御と疾患	 –その理解と回復に向けて-」「ユビキチンに
よるタンパク質品質管理と疾患」The World of UBQUITIN 文部科学省新学術領域「ユビキチンネオバイオロ

ジー」ニュースレター、第３巻	 p.60-64. 
 

口頭発表  

1. 川原 裕之（2015）「ER膜に到達できなかった新合成膜タンパク質の運命：ユビキチン識別タンパク質に

よる選択的認識と代謝」科研費新学術領域研究「ユビキチンネオバイオロジー」領域会議	 平成27年12
月18日,	 南房総富浦ロイヤルホテル、千葉県南房総市 

2. 川原 裕之（2015）「新合成膜タンパク質の品質管理を担うBAG6複合体	 —タンパク質生合成と分解を繋

ぐ新機構-」第１３０回Science Seminar、平成27年11月12日,北海道大学理学部、札幌市	 
 

ポスター発表  

3. Suzuki, R. and Kawahara, H. (2015) UBQLN is essential for quality control of mislocalized proteins. Cold Spring 

Harbor Meeting 2015, " The Ubiquitin Family ", Cold Spring Harbor Laboratory, April 21-25, 2015, NY, 
USA 

4. 野口	 あや（2015）「RNA結合タンパク質 ZFP36L2の細胞周期制御における機能解析」	 科研費新学術

領域研究「ユビキチンネオバイオロジー」領域班会議	 平成 27 年 12 月 16 日,南房総富浦ロイヤルホテ

ル、千葉県南房総市 

5. 林下瑞希（（2015）「ミトコンドリアに局在する BAG6の同定とその機能探索」	 科研費新学術領域研究

「ユビキチンネオバイオロジー」領域班会議	 平成 27 年 12 月 16 日,	 南房総富浦ロイヤルホテル、千

葉県南房総市 

6. 高橋俊樹（2015）「BAG6依存的な膜タンパク質代謝制御の解析」	 科研費新学術領域研究「ユビキチン

ネオバイオロジー」領域班会議	 平成 27 年 12 月 16 日,	 南房総富浦ロイヤルホテル、千葉県南房総市 

7. 桑原直之、横田直人、千田敏哉、川原裕之、加藤龍一（2015）「Structure of a BAG6-Ubl4a complex reveals 

a novel binding interface that functions in tail-anchored protein biogenesis.」	 科研費新学術領域研究「ユビキ

チンネオバイオロジー」領域班会議	 平成 27 年 12 月 16 日,	 南房総富浦ロイヤルホテル、千葉県南房

総市 

8. Watanabe, A., Yokota, N., Takeo, S., Aigaki, T., and Kawahara, H. (2015) Functional analysis of BAG6 and 

Ubl4a in Drosophila melanogaster. 第 38回日本分子生物学会年会・第 88回日本生化学会合同年会	 平成
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27年 12月 1 - 4日、神戸ポートアイランド，神戸市 

9. Tsuchiya, Y., Suga, K., and Kawahara, H. (2015) A study of BAG6 complex in controlling vesicle transport. 第

38回日本分子生物学会年会・第 88回日本生化学会合同年会	 平成 27年 12月 1 - 4日、神戸ポートア

イランド，神戸市 

10. Kotake, S., and Kawahara, H. (2015) A novel post-translational modification of transcription factor Hmbox1. 第

38回日本分子生物学会年会・第 88回日本生化学会合同年会	 平成 27年 12月 1 - 4日、神戸ポートア

イランド，神戸市 

11. 土屋悠吾 (2015)「BAG6 に宿る未知なる機能 -ゴルジ体構造と小胞輸送-」	 首都大バイオカンファレ

ンス、平成 27年 11月 6日、首都大学東京国際交流会館	 八王子市 

12. 高橋俊樹 (2015)「BAG6が担う新たな膜タンパク質制御の解析」	 首都大バイオカンファレンス、平成

27年 11月 6日、首都大学東京国際交流会館	 八王子市 

13. 坂山亮太, 野口あや (2015)「免疫のやる気スイッチのコントロール！？」	 首都大バイオカンファレン

ス、平成 27年 11月 6日、首都大学東京国際交流会館	 八王子市 
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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），田中健太郎（学

振 PD），小川佳孝（D6），里村和浩（D5），王 瑞鵬（D5），岩本栄介（D3），粕谷菜月（D3），秋山礼良（M2），

市川里紗（M2），中村 遥（M2），澤村崇雅（M1），清野健司（M1），木村友彦（卒研生），鈴木悠喜（卒研生），

武藤れおな（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遺伝子の分子進化による環境適応メカニズム  

ショウジョウバエは様々な微生物の作用によって発酵，腐敗した食物を摂食しており，このような経

口感染に対して，ショウジョウバエは腸管や唾腺での局所的免疫と脂肪体を介した全身性免疫によって

自己防御を行っている．本年度は，発酵，腐敗した果実を利用するキイロショウジョウバエ（Drosophila 

melanogaster）やオオショウジョウバエ（D. immigrans），カスリショウジョウバエ（D. hydei），樹液

や朽木を利用するクロショウジョウバエ（D. virilis）やオオクロショウジョウバエ（D. robusta），カラ

スショウジョウバエ（D. melanica），カビやキノコを利用するフタオビショウジョウバエ（D. bizonata）

やナガレボシショウジョウバエ（D. brachynephros）の合計 8種のショウジョウバエを用いて，腸管と唾

腺，脂肪体それぞれの組織について次世代シーケンサーを用いた RNA-Seq によりアオカビの感染によ

って応答する免疫遺伝子の発現解析を行った．現在得られたデータの解析を行っている．（瀬戸，田村） 

	 キイロショウジョウバエの主要な抗菌ペプチドとして知られる Drosomycin をコードする遺伝子には

Drs，Dro2，Dro3，Dro4，Dro5，Dro6，Dro-l の 7 つが見つかっており，種間で存在する遺伝子の有無

やコピー数に多様性があることがわかっている．本年度は，Dro2-5領域の配列をキハダショウジョウバ

エ（D. lutescens）種内で比較することにより，コピー数変異生成メカニズムを検討した．その結果，挿

入・欠失が起こる部位は TC または GA の間に多いこと，10bp 以上の長さの挿入・欠失がおこる DNA

配列は G+C含量が低いことがわかった．これらのことから大きな挿入・欠失は G+C含量の関与が示唆

され，特定の配列に挿入・欠失が起こりやすい可能性が考えられた．（市川，田村） 

Drosomycin遺伝子のコピー数変異の生物学的意義を明らかにするため，コピー数が異なるキイロショ

ウジョウバエ，キハダショウジョウバエ，タカハシショウジョウバエ（D. takahashii），イチジクショウ

ジョウバエ（D. ficusphila）の 4種間で，次世代シークエンサーを用いた 16SrRNA遺伝子配列の網羅的

解析によって，アオカビの摂食による腸内細菌叢の変動を比較した．その結果，キイロショウジョウバ

エ以外の 3種の腸内細菌の組成は，非摂食時には乳酸菌が優占的であったが，アオカビ摂食時には乳酸

菌の割合が減少し，酢酸菌の割合が増加した．この結果からは，Drosomycin遺伝子のコピー数が腸内細

菌叢の組成に直接，関係している証拠は得られなかった．（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と温帯への適応進化のメカニズム  
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
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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と，その主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． 

	 アカショウジョウバエの低温耐性に関与した遺伝子を，様々な系統の個体を混ぜて RNA-seq を行う

Pooled RNA-seqを用いて網羅的に探索し同定することを試みた．その結果，東南アジア集団と西日本集

団の間で 28 遺伝子の遺伝子発現量が統計的に有意に異なることが分かった．その中の 3 遺伝子

（Cyp12d1-d，Jheh1，CG11889）は，先行研究において低温順化によって発現量が変動する遺伝子と一

致した．それらの遺伝子に関して，集団内の塩基性多様度，塩基多型度，集団分化指数（Fst）などを調

べ，自然選択の影響を集団遺伝学的に調べた結果，Cyp12d1-1と CG11889については，集団間で分化が

見られ，この 2遺伝子は低温環境への適応に関与した可能性が考えられた．（中村，田村） 

先行研究から，低温順化による低温耐性向上を司る有力な候補遺伝子と考えられていた sdr と pepck の 2

遺伝子について，低温耐性の向上の程度に違いが見られるアカショウジョウバエ 9 系統における発現量を

RT-qPCR を用いて解析した．その結果，sdr に関しては，低温順化による発現量の変化と低温耐性の向上の

間に相関が見られたが，pepckに関しては相関が見られなかった．（木村，田村） 

一方 pepck に関しては， 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た UAS-pepck

系統について，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を調べたところ，

pepckの強制発現によって低温耐性は向上するが，呼吸量は増加しないことが分かった．（鈴木，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．しかし，

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，新しくできた Y染色体は組換えを起こす機会

がないため，組換えにより多様性を獲得する機会もない．アカショウジョウバエの Neo-Y 染色体は， Y 染

色体が常染色体と結合してできたため，多様性が非常に低いと予想される．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．交配実験および集団遺

伝学的解析から，この結果は Neo-Y 染色体が過去に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の中のショウジョウバエ亜属（subgenus Drosophila）を形成する主要な種群に属

するショウジョウバエ種について，次世代シーケンサーによっての多数の遺伝子の塩基配列を網羅的に

決定し，ショウジョウバエ 12 種のゲノム配列と合わせて系統解析を行っている．本年は，これまでに

配列決定を行った 22種に加え，新たに 6種の遺伝子配列を決定し，分子系統学的解析を行った．（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． 

	 分子系統解析における重要な課題の一つである heterotachy 存在条件下での系統樹推定法の性能につ

いて測定した．その結果，長さの異なる枝の系統樹上の配置によって，連結解析とパーティション解析

の相対的な性能が異なり，heterotachyに対してパーティション解析が有効であることを示す一方，その

有効性はパーティション分割の方法によることが分かった．（小川，田村） 

置換パターンが異なる塩基・アミノ酸座位が含まれるデータを用いて系統解析を行うと推定精度が低

下するため，そのような座位を除外することによって推定精度を改善する方法を開発した．コンピュー

タシミュレーションで生成した配列データを用いて本研究で開発した方法を検証したところ，推定精度
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の向上が確認された．四足動物と魚類のアミノ酸配列を用いた検証を行ったところ，進化速度の影響を

受けて精度がむしろ悪化することが分かった．現在，この問題に取り組んでいる．（岩本，田村） 

	 多摩地区で採集される 16 種のショウジョウバエについて，翅の画像データから種判別を行う方法を

開発している．これまでは 12 ある翅脈の交点をすべて指定する必要があったが，テンプレートマッチ

ングを用いた画像解析処理によって，翅脈やその交点を半自動的に検出することに成功した．そして，

その成果を組み込んだWebサイトを作成した．（小川，田村，1Loh Sheng Yang Michael，1Hwee Kuan Lee：
1シンガポール生命情報学研究所） 

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．本年度は，64 bit版のMEGA7

を完成し公表した．また，進化速度が系統間で異なる場合でも適応可能な，分子時計による分岐時間推定法

の開発を行っている．（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群の cis発現解析  
キイロショウジョウバエの自然集団では適応形質と考えられている体色に多型が見られる.メラニン合成

系遺伝子のうち,ebonyの cis領域の DNA塩基配列変異に伴う遺伝子発現量の変異が,これら体色多型の形成

に関わる.これまで,体色多型の形成に関わる遺伝子のcis発現調節領域の進化を明らかにするため,DGRP自

然集団を用いてメラニン合成系遺伝子群の cis因子により制御された遺伝子発現量（cis発現量）の定量解析

を行った.定量には,PCR 増幅したアンプリコンを次世代シークエンサー（454 GS Junior）で読み,得られたリ

ード数を比較する方法を用いた.その結果,DGRP集団における体色多型には ebonyの cis発現量変異が関わる

事,ebonyの cis発現量変異には複数の cis領域が関わる事,これら複数の cis領域が体色適応に伴い協調的に進

化してきた可能性を明らかにした（Miyagi et al. 2015, Molecular Ecology）.	 

また,ショウジョウバエの体色形成には生育温度依存的な可塑性が見られる.低温環境下では体色が黒くな

り,高温環境下では明るくなる傾向がある.これら可塑的な体色形成には,メラニン合成系遺伝子群と複数の

転写因子が関わる.本研究では,温度依存的な体色形成に関わるこれらの遺伝子群の cis 発現調節領域の進化

を明らかにするため,異なる温度で飼育したDGRP系統を用いてメラニン合成系遺伝子群と転写因子群のcis

発現量解析を行った.この実験についても,アンプリコンを次世代シークエンサー（MiSeq）で読み,得られた

リード数を比較する方法を用いた.その結果,生育温度依存的な体色形成にも ebonyの cis発現量が強く関わ

ることが分かってきた.(宮城,秋山,髙橋)	 

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湿度に注目した．キイロショウジョウバエには体色に多型があり,その濃

淡が緯度や標高に対し正の相関を形成することから,環境適応形質だと考えられている.本研究では,キイロシ

ョウジョウバエの体色の濃淡に関わる ebony, tan, bab1の 3遺伝子に着目した.これらの遺伝子を全身でノック

ダウンし,乾燥下(Rh~2%)での生存時間と脱水スピードを遺伝的バックグラウンドの等しい個体と比較した結

果,ebony をノックダウンした体色の濃い個体は生存時間が短く,脱水スピード(ug/h)が速いことが分かった.更

に,ebonyを部位ごとにノックダウンした結果,表皮の一部でノックダウンした個体が脱水スピードに同様の差

を示したことから,ebonyの表皮での発現が乾燥耐性に寄与している可能性が示唆された.（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，その変異の要因について解析を進めた. (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

種の寄生蜂について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.その結果，同じ寄生蜂に対してキイロショウジョウバエの近縁種間や，キイロショウジョウバエの異

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

ウバエ種を選択している可能性があることが明らかとなり，ビデオ撮影による選好性の解析を進めた.（粕谷，

高橋） 

10）ショウジョウバエ外部生殖器形態進化の遺伝的基盤  

近縁種間の比較から，生殖器は進化速度の速い外部形態であることが知られている．本研究では，キイロ

ショウジョウバエ近縁種である D. simulansと D. mauritianaをモデルに，外部生殖器形態進化に寄与した遺伝

子の同定を進めている．先行研究から X 染色体上に複数の QTL 領域が存在することが示唆されていたため，

本年度は D. simulansの X染色体の１部が D. mauritiana由来のものに置き換わったイントログレッション系

統を用いた解析により，QTL領域の同定及び絞込みを試みた．その結果，posterior lobe及び anal plateの形態

差に関わる２つの QTL 領域を同定し，その解像度は 1	 Mb まで到達した．また，第２染色体上 QTL につい

ても解析を進めるために，第２染色体イントログレッション系統の作成に着手し，既に戻し交配 13 世代を経

過した．遺伝子同定の際には CRISPR/Cas9システムによるゲノム編集技術が有効となるが，マイクロインジ

ェクションをおこない，nos-Cas9を有するトランスジェニック系統の作成にも成功した．（田中）	 

10）食性変化に伴うオウトウショウジョウバエ産卵管形態比較と交尾への影響の解析  

	 オウトウショウジョウバエ（Drosophila suzukii）は,他の多くのショウジョウバエが落下した果実に産卵す

るのに対し新鮮な生の果実に産卵するという性質があり,近年農作物への被害が拡大している.	 D. suzukiiは,

固い果実に産卵するための適応として,産卵管が極度に肥大化し,その縁に発達した剛毛がノコギリ状に並ぶ

特異な形態を進化させた.	 この形態進化の遺伝的基盤を明らかにしていくため,近縁種である D. 

subpulchrella との雑種を得るための実験を進めている.また,このような産卵管の肥大化は,交尾時の生殖器

のカップリングにも影響している可能性があるため,交尾中の雌雄ペアの生殖器の位置関係について,顕微鏡

での観察を進めている.(武藤，田中，２上村，高橋：２慶應義塾大学)	 
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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(D1),	 坪(D1),今泉典子(M1)，富田千景(M1)，朱	 顔(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),	 尾城	 隆(客員研究員)	 

	 

2．研究紹介	 

	 本研究室では動物の運動や行動、学習の神経機構を解明するために、主に水産無脊椎動物の軟体動物（ア

メフラシやモノアラガイ、イガイなど）、節足動物（クルマエビ、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。また本年度から新たにアメフラシの睡眠行動や、活動電

位の伝導に関する新モデルに関する研究にも取り組んだ。	 

	 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は 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。	 

	 タツナミガイの消化管自律運動のリズムは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点でアメフラシ、トゲアメフラシ、モノアラガイなどこれまで明らかにしてきた腹足

類と一致した。一方、ペースメーカーニューロン群はトゲアメフラシ、モノアラガイと同様にそ嚢上に局在

し、後砂嚢上に局在するアメフラシと異なっていた。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のに対し、タツナミガイとトゲアメフラシではそ嚢で発現した後、

後砂嚢に下向的に伝播していた。	 このことは、タツナミガイがトゲアメフラシなどとともに藻類表面や付着

藻類を切削しながら摂食し、大型海藻食のアメフラシに比べそ嚢が比べて著しく小さいことと相関していた	 

(黒川)	 。	 

	 アメフラシの消化管に対する中枢神経支配は専ら、口球神経節と脳神経節で行われていると考えられてき

た。一方、腹部神経節からも消化管に伸びる神経分枝（貯精嚢神経）が観察されているが、その機能は不明

である。メチレンブルーで生体染色し、顕微解剖学的に観察したところ、貯精嚢神経分枝が胃食道動脈を経

由して砂嚢に至り、食道神経と並走し、そ嚢と砂嚢の間にある環状神経（ring nerve）に伸びることが観察さ
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れた。この観察結果を元に電気生理学的実験により貯精嚢神経の腹部神経節の基部、胃食道動脈上、そ嚢上

と、貯精嚢神経が伸びる ring nerve、食道神経からそれぞれ自発活動の記録を行った。さらにそれらを同時記

録することによってこれらの連関を解析した。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。これらの軸索の神経細胞体

を同定するために貯精嚢神経分枝から腹部神経節に向かって Ni２＋の逆行性染色を行ったところ、腹部神経節

内に約 15個の細胞体が染色された。（今泉・黒川） 

	 

b)摂食・摂食忌避と連合学習：軟体動物腹足類アメフラシの成体は柔らかい葉体のアオサを好んで摂食し、

固いテングサには摂食忌避を示す。成体での摂食ないし摂食忌避には、海藻の味刺激で切り替わる中枢神経

回路の関与が明らかにされている。しかし、海藻との接触では化学刺激とともに、海藻の硬さなどの機械的

性質が刺激となりうる。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

応が生じる可能性が考えられた。本研究では、幼若個体を用いて、2種類の硬さと海藻成分を組み合わせて

与えた時の反応を調べた。プレテストでアオサ抽出液、ワカメ抽出液(ワカメは餌料)、テングサ抽出液、海

水を与えたところ、どの海藻抽出液も摂食した。実験には、アオサ葉体、アオサシート、テングサ葉体、テ

ングサ抽出液入り寒天、の 4種の試料を用いた。その結果、柔らかいアオサ葉体と粉砕テングサ入り寒天は

摂食し、硬いテングサ葉体とアオサシートは摂食しようと試行したが、 終的に摂食しなかった。実験直後

と実験 4，7日後において、プレテストと同じ実験を行ったところ、硬いテングサ葉体またはアオサシートを

経験した個体はテングサ抽出液あるいはアオサ抽出液に摂食忌避を示した。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。今後は、連合学習と

神経活動の関係性を調べる電気生理実験などを進める。（富田・黒川）	 	 

	 

	 c)	 アメフラシの睡眠様行動の解析：睡眠は神経生理学的な機構を背景に出現する生理状態および行動

と考えられる。哺乳類の睡眠では特有的な脳波の変化が捉えられている一方、両生類や魚類などの脊椎動物

や昆虫、軟体動物などのある種の無脊椎動物では睡眠が行動的に定義されているものの、その神経生理学的

な基盤についてほとんど未解明である。近年アメリカ産海産軟体動物のアメフラシ（Aplysia	 californica）

において睡眠様行動が報告された。アメフラシ類は中枢神経系のニューロン細胞体が大きく、単一ニューロ

ンレベルで神経機能を解析できる好材料として広く行動の神経機構研究に用いられている。本研究では、ア

メフラシを用いて睡眠の神経機構を解明することを目指し、先ず、睡眠様行動である静止行動を詳細に解析

し、「本当に眠っているのか」を検討した。その結果、以下の五つの無脊椎動物の睡眠の定義、①特定の睡眠

姿勢	 ②好みの休息場所	 ③可逆的な不動状態	 ④刺激反応性の閾値上昇	 ⑤断眠後の補償的睡眠（睡眠の恒常

性）のすべてに当てはまることを示した。（朱・黒川）	 

	 

d)	 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。	 

唇弁上での粒子輸送を担う繊毛群は、摂食に関わるものと排除に関わるものに分類でき、その多くが自発

的な繊毛打を示した。中枢神経系を切除しても、繊毛打は継続した。唇弁は収縮や屈曲などの自発的な筋肉

運動を示した。それらを解析し、数種類のパターンに分類したところ、粒子の排除に関わると考えられる、

プログラム化された連続的な動き（compound	 movement）が存在することが分かった。compound	 movement を
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含む多くのパターンの筋肉運動は、中枢神経系を切除しても観察されたことから、唇弁に内在する末梢ニュ

ーロン群がこれらの運動を制御している可能性があると考えられた。	 

脳神経節と唇弁を繋ぐ前方外套神経（APN）を切断し、末梢側の切断端に強さの異なる様々な電気刺激を与

えた結果、①APN には中枢由来の興奮性神経と抑制性神経の両方が含まれる	 ②唇弁には中枢神経系と末梢

神経系による二重神経支配機構が存在する、という可能性が示唆された。神経伝達物質投与実験により、唇

弁上の繊毛群の多くで、セロトニンおよびドーパミンの投与によって興奮性作用が見られた。一方、筋肉に

ついては、セロトニン投与によって収縮や屈曲などの顕著な運動が見られたが、ドーパミン投与時には、そ

のような顕著な反応は見られなかった。また、唇弁内にモノアミン（セロトニンとドーパミン）作動性ニュ

ーロンの神経線維の走行を多数発見しており、現在その分布を解析中である。第 40 回日本比較内分泌学会大

会・日本比較生理生化学会第 37 回大会合同大会で、「日本比較生理生化学会第 37 回大会	 発表論文賞	 大会

委員長賞」を受賞した。（奥溪・黒川）	 

	 

	 e)	 カサガイの生理生態学的研究：小笠原の固有種で天然記念物に指定されているカサガイの遺伝子分析

を行った後、配偶子形成の周年変化を調べ、生殖期を同定、発生過程を明らかにし、人口飼育への道を開いた。

これらの調査・研究のデータ解析を継続した。（矢崎・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

化に成功した。「mDFA」という本を American	 Society	 of	 Mechanical	 Engineers 出版より出版した。（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、消化管へ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

終神経節（AG6）の背側から出る１本の神経が直腸に伸びる（直腸神経）。この神経は、直腸上で前後２つ

の神経に分枝し、後方は直腸の肛門にかけての直腸後半部に分布していた。一方、前方の分枝は、直腸前半

部で細かく分枝を出したのち、小腸へと延び、腹部第１節付近まで伸びていることを明らかにした。神経叢

様構造は観察されなかった。前方へ伸びる分枝の神経刺激は、直腸運動全体の長軸方向の収縮を惹起した。

この直腸神経の前方分枝からの色素の逆行性注入の結果、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、前方の縦連合神経内に伸びていた。AG6 前方の縦連合神経刺激により、直腸神

経には、少なくとも 3 種類の神経軸索が含まれていることが分かった。刺激に対する短い潜時の 2 種のイン

パルスの記録は、組織学的に得られた 2 本の AG6 を通過する神経に対応することが示された。さらに、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する第 3 のインパルスは、少な

くとも AG6 内に存在する直腸興奮候補ニューロンのものであること、また、Ca2+-free	 saline の灌流投与に

より消失する自発活動は、AG6 内にその発火の源となるニューロンが存在することが示唆された。（田中・黒

川）	 

	 

３）その他の研究	 

	 新しい軸索等価回路モデルによる有髄神経の伝導速度の検証：有髄神経の軸索には、シュワン細胞が

幾重にも巻き付いてミエリン鞘が形成され、数ミリごとの間隙、ランビエ絞輪にはナトリウムイオンチャネ

ルが密集している。これらの形態的特長が高速な伝導速度を得る為にどのように貢献しているか調べる手段
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として軸索等価回路とその電信方程式を用いて検討をした。	 

従来の軸索等価回路では、120ｍ／秒の高速度が算出できなかったが、軸索液の比誘電率を加味して従来の

軸索等価回路の縦方向にキャパシタンスを加えた新提案の等価回路で高速度が実現することを証明した。更

に軸索液に類似したイオン溶液が本等価回路で設定したキャパシタンスと同等の容量を持つことを示した。

（坪・黒川）	 

	 

	 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。本年度は島しょ農林水産総合センター(旧水産試験場)などと共同でマクサの光合成測定を

行い、実海域における太陽の光量子量、海水の吸光係数などから同種の生理的生育限界水深を示し藻場再生

のための基礎データとして報告した。	 (黒川)	 	 
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その他の出版物	 
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その他の教育・研究活動	 

黒川信（2015）「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」都立小山台高等学校キックオフ講演会、優秀者発表会（東京）	 

黒川信（2015）生物部夏合宿の実験指導、講義、都立大島海洋国際高等学校（東京）	 

黒川信（2015）企画展「東京の海・山・島に」企画、学芸員会主催（南大沢 91 年館）	 

	 	 同出展「東京の海の磯焼けとその対策」「学外体験プログラム	 しまなび・やまなび」	 
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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（D1）、石井 遥（M2）、木村優希（M2）、十文字淳（M1）、野口久美子（M1）、

石川美佳（卒研生）、井上真由乃（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。 

 

ヒメツリガネゴケの葉緑体光定位運動におけるアクチンメッシュワーク形成とその役割  
	 シロイヌナズナを用いた研究から葉緑体光定位運動には葉緑体上の葉緑体アクチンフィラメントが働きそ

の形成には葉緑体外包膜上に存在する CHUP1 が重要な役割をもつことが示されている。コケ植物のヒメツ

リガネゴケでは細胞内で光定位した葉緑体上に葉緑体アクチンフィラメントのメッシュワークが形成され葉

緑体の定着に働いていると考えられている。ヒメツリガネゴケ CHUP1 は葉緑体上に点状に存在し、アクチ

ンメッシュワークと同じ局在を示すことから、ヒメツリガネゴケにおいても CHUP1 が葉緑体アクチンフィ

ラメント形成に働くことが示唆されている。本研究では、葉緑体上のアクチンフィラメント量と葉緑体の移

動距離を経時的に測定し、アクチンメッシュワークが葉緑体の定着に働いているか否かを調べた。その結果、

アクチンメッシュワークが葉緑体の運動を抑え、定着に働くことが示唆された。さらに、葉緑体光定位運動

時の CHUP1 顆粒とアクチンフィラメントを観察し、実際に葉緑体上の CHUP1顆粒付近から葉緑体アクチン

フィラメントが形成される画像が得られた。これらの結果から CHUP1 顆粒から形成される葉緑体アクチン

フィラメントは光定位部位でのアクチンメッシュワーク構造形成に寄与し、葉緑体の定着に働いていると考

えられる。（石井、笠原*、門田	 *立命館大） 

 
ヒメツリガネゴケの誘導光波長の違いによる葉緑体光定位運動時のアクチンフィラメント

の機能変化  
	 ヒメツリガネゴケでは葉緑体光定位運動にアクチンフィラメントと微小管の 2 種類の細胞骨格が関与する

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、葉緑体の移動にアクチン

フィラメントと微小管の両方が運動系として働き、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かった。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伴うアクチンフィラメントの変化を解析した。その結果、青

色光の場合と異なり、アクチンフィラメントの構造に大きな変化は見られず、赤色光依存の葉緑体光定位運

動にアクチンフィラメントが重要な役割を持たないことが示唆された。青色光によるアクチンメッシュワー

クの形成は定位部位での葉緑体の定着に役割を持つと考えられるため、アクチンメッシュワークの有無が光

定位部位での葉緑体の運動性にどのように影響しているのかを調べている。(十文字、門田) 
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ヒメツリガネゴケの茎葉体における葉緑体光定位運動  
	 コケ植物蘚類の一種であるヒメツリガネゴケは、原糸体と茎葉体で構成されている。これまで原糸体細胞

の葉緑体光定位運動については青色光•赤色光が有効であることが明らかにされているが、茎葉体細胞での葉

緑体運動については強青色光で逃避反応を示すこと以外明らかにされていない。本研究では、ヒメツリガネ

ゴケの茎葉体において青色光での集合反応は起こるのか、赤色光での集合•逃避反応は起こるのかについて調

べた。その結果、青色光では 1 Wm-2で集合反応、293 Wm-2で逃避反応を示した。赤色光では 0.3~3 Wm-2の

光強度で集合反応を示し、30~924 Wm-2では逃避反応を示した。赤色光 10 Wm-2では集合反応が生じた後に逃

避反応を示した。従って、茎葉体細胞では青色光•赤色光ともに、光強度に依存して集合•逃避の両反応を起

こすことが明らかになった。集合•逃避反応を示す光強度は両細胞でほぼ同様であることから、葉緑体光定位

運動の基本的な仕組みは茎葉体でも原糸体でも共通していると考えられる。（石川、門田） 

 

ホウライシダ光受容体フィトクロム３と相互作用を示すタンパク質の探索  
	 シダ植物に特有な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構造をもつ。phy3の生理機能は、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が明らかになっている。高等植物では各光受容体が多種多様な光応答

を制御することから、特徴的な構造をもつ phy3には未だ明らかになっていない生理機能があると考えられる。

そこで本研究は phy3 が制御する新たな生理機能を見つけるために、phy3 と相互作用を示すタンパク質を見

つけることを目的とした。遺伝子情報が豊富で多様な知見があるシロイヌナズナのタンパク質を候補タンパ

ク質とし、yeast-two-hybridアッセイや Bimolecular Fluorescence Complementation (BiFC) アッセイを行なって

いる。また、phy3との相互作用がみられたシロイヌナズナのタンパク質に関しては、ホウライシダの ESTデ

ータベース AcESTを用いて相同性が高い配列が存在するかを確認し、相同遺伝子のクローニングおよび phy3

との相互作用の検証を行なう予定である。（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  
	 ホウライシダの持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と青色光受容体フォト

トロピンの構造を併せ持つ特殊な光受容体である。先行研究から、phy3は赤色光・青色光に応答し光屈性反

応や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。これらの反応はシロイヌナズナでは膜に局在

する光受容体フォトトロピンによって制御されることや、ホウライシダにおける細胞生理学的知見から、phy3 

は膜に配向する光受容体であると考えられていた。しかし、phy3:GFP を用いた局在解析により、phy3 は予

測された細胞膜だけでなく、核や細胞質にも分布することが明らかになった。現在までに解明されている

phy3 の生理機能は核への分布を必要としないと考えられるため、phy3 が未知機能を持つことが想像される。

そこで本研究では、phy3の未知機能として遺伝子発現調節に着目し、phy3にその制御機能があるかどうか明

らかにすることを目的とした。ホウライシダは全ゲノム配列が解読されていないほか形質転換法も確立して

いないため、モデル植物であるシロイヌナズナに phy3 を形質転換した植物体を作製し、解析を行うことと

した。作製した形質転換体を用いてマイクロアレイ・RT-PCR 解析を行うことにより、phy3 が光依存の転写

制御を担うかどうか網羅的な解析を進めている。（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つの青色光受容体クリプトクロム (AcCRY1 ~ AcCRY5) が単離されているが、それら

の遺伝子機能は明らかにされていない。それは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
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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ためである。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、相補実験によ

り機能を解析することにした。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) と細胞内局在様式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、ホモのラインを複数確立した。現在、それらの植物体を用いてシロイヌナズナのクリ

プトクロムが担っているような青色光依存の胚軸伸長抑制やアントシアニンの蓄積が見られるかどうかを調

べている。今後は新たな表現型を示すかどうかなども観察していく予定である。（野口、鐘ヶ江） 

 

ホウライシダ ULT遺伝子の単離  
	 顕花植物のシロイヌナズナにおいて発見された ULT1 (ULTRAPETALA 1) は、花成誘導に関わるホメオテ

ィック遺伝子 AGAMOUS の転写調節をすることから、花芽形成に関わる遺伝子であることが示されている。

その ULT遺伝子に相同な部分配列を、隠花植物であるホウライシダの EST配列において発見した。ULT遺

伝子は、隠花植物の中ではシダ植物でのみ部分相同配列が発見されているが、花をつけないシダ植物におい

て ULT 遺伝子がどのような生理現象に関わるのかは不明である。そこで、本研究ではホウライシダ ULT 遺

伝子配列の全長を決定することを目的とした。ホウライシダ前葉体から RNAの単離を行い、RACE法を用い

て 3’末端の塩基配列を決定した。また、ULT遺伝子のゲノム DNA配列も部分決定し、シロイヌナズナと同

じ位置にイントロンが挿入された遺伝子構造をとることを明らかにした。（井上、鐘ヶ江） 

 

シダ植物オントロジー  (FO) の開発  
	 シダの情報を検索可能な統制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・

整備を進めている。今年度は、シロイヌナズナおよびシダの各解剖学的部位に関して、学術的な正確性と分

かりやすさを考慮した画像を開発し、統制語彙に対応付けた。作成した各画像に、PO (Plant Ontology) また

は  FO の対応する概念の  ID を付与し、これらの情報を、データベース  として公開した

(http://PlantIllustOntology.info)。本データベースを利用することで、PO または FO で整理された解剖学に関

する語彙からイラストを検索することと、逆にイラストから対応する語彙を検索することが可能になった。

本データベースの画像は「クリエイティブ・コモンズジャパン (CC) 表示 2.1 日本」で公開しており、研究

論文やプレゼンテーション、教育素材、Web 等で利用可能である。（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  

Kanegae, T. and Kimura, I. (2015) A phytochrome/phototropin chimeric photoreceptor of fern functions as a 

blue/far-red light-dependent photoreceptor for phototropism in Arabidopsis. Plant J. 83: 480-488 

Kanegae, T. (2015) Intramolecular co-action of two independent photosensory modules in the fern phytochrome 3. 

Plant Singal. Behav. 10: e1086857-3 

 

著作物  

門田明雄 (2016) 光形態形成と細胞骨格「光と生命の事典」No.58	 日本光生物学協会編	 朝倉書店 

鐘ヶ江 健 (2016) ネオクロム「光と生命の事典」No.80	 日本光生物学協会編	 朝倉書店 
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口頭・ポスター発表  

木村泉美 (2015) シダ植物特有な光受容体フィトクロム３の生理機能と細胞内局在	 日本シダ学会・日本植

物学会第 79回大会関連集会（新潟） 

石井 遥 (2015) ヒメツリガネゴケ原糸体細胞における葉緑体アクチンフィラメント形成とその役割	 首都

大バイオコンファレンス 2015（八王子） 

十文字淳 (2015) ヒメツリガネゴケの葉緑体光定位運動時の細胞骨格の働き	 首都大バイオコンファレンス

2015（八王子） 

木村優希 (2015) 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	 首都大バイオコンフ

ァレンス 2015（八王子） 

野口久美子 (2015) ホウライシダ クリプトクロム（青色光受容体）の機能解析とホウライシダの形質転換法

確立を目指して	 首都大バイオコンファレンス 2015（八王子） 

石川美佳、井上真由乃 (2015) 陰日向に咲く植物の魅力に迫る〜ヒメツリガネゴケとホウライシダ〜	 首都

大バイオコンファレンス 2015（八王子） 

Jumonji, A. (2015) Roles of cytoskeletons in the chloroplast photorelocation of the moss Physcomitrella patens. 

UOS-TMU Bio-Conference (Hachioji) 

藤枝 香、鐘ヶ江（梶矢）弘美、川島秀一、岡本 忍、鐘ヶ江 健、中村保一 (2015) Plant Illustrated Ontology : 

http://PlantIllustOntology.info	 第 38回日本分子生物学会年会・第 88回日本生化学会大会 合同大会（神戸） 

石井 遥、笠原賢洋、門田明雄 (2016) ヒメツリガネゴケの葉緑体光定位運動にともなうアクチンメッシュワ

ーク形成とその役割	 第 57回日本植物生理学会年会（盛岡） 

木村泉美、鐘ヶ江 健 (2016) ホウライシダの光受容体フィトクロム３と相互作用するタンパク質の探索	 第

57回日本植物生理学会年会（盛岡） 

木村優希、鐘ヶ江 健 (2016) 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	 第 57 回

日本植物生理学会年会（盛岡） 

野口久美子、鐘ヶ江 健 (2016) ホウライシダ青色光受容体クリプトクロムの機能同定	 第 57 回日本植物生

理学会年会（盛岡） 
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環境微生物学研究室	 	 

Environmental	 Microbiology	 
 
1. 構成 Members 
松浦克美（教授）、春田伸（准教授）、Shawn E. McGlynn（准教授）、花田智（客員教授）、大滝宏代（客

員研究員）、菅野菜々子（客員研究員）、広瀬節子（客員研究員）、諸星聖（客員研究員）、福島俊一（D3）、

西原亜理沙（D1）、坂庭眞吾（D1）、西谷真一（D1）、神谷直毅（M2）、合志真衣（M2）、藤井格（M2）、

堀口航平（M2）、新井沙和（M1）、河合繁（M1）、川村のぞみ（M1）、木村優介（M1）、浅野稀々（B4）、

有本英里香（B4）、出井愛理（B4）、髙城遥（B4）、竹守紗弓（B4） 

 

2. 研究紹介 Research 
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、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、環境中での生理生態  Survival strategy and ecophysiology 
1-a. 紅色光合成細菌の飢餓生残におけるエネルギーの役割  

Effect of cellular energy level on survivability under starvation conditions in purple photosynthetic bacteria 

自然環境中での栄養源供給は不安定であり、多くの細菌は飢餓状態であるとされるが、そのような飢餓環

境でどのように生残しているのかは不明な点が多い。本研究では、紅色光合成細菌を使用して、光照射によ

る光合成条件と暗条件について、飢餓による非分裂状態における生理を比較解析した。 

紅色光合成細菌Rhodopseudomonas palustrisの炭素源飢餓条件下での細胞内代謝産物および転写産物を明暗

条件下で測定した。その結果、暗条件の細胞では、中央代謝系によってエネルギーを維持しようとしている

のに対して、明条件では、解糖系および TCA回路の代謝産物のほとんどが消費されていた一方で、アミノ酸

量は維持されていた。光合成条件では、アミノ酸等の生合成系に代謝が偏り、さらに、タンパク質合成系や

ストレス応答系の遺伝子発現が見られたことから、飢餓に適応した方向へ積極的に細胞を作り替えていると

考えられた。（菅野、春田、松浦） 

1-b. 炭素飢餓および光照射による紅色光合成細菌の浸透圧ストレス抵抗性上昇  

Tolerance to osmotic stress was induced by carbon-starvation and light in purple photosynthetic bacteria 

炭素飢餓になると、高温や高浸透圧、酸などのストレスに対する抵抗性が上昇することが、一部の細菌で

報告されている。このような飢餓によるストレス抵抗性の上昇は、自然環境中で微生物が生残性を維持する

のに重要な機構のひとつだと考えられる。本研究では、土壌や水圏に広く分布する紅色光合成細菌を対象に、

飢餓によるストレス抵抗性の変化に対する光照射の影響を明らかにすることを目的とした。 

紅色光合成細菌 Rhodopseudomonas palustrisを有機物濃度を制限した培地を用いて培養し、炭素源の枯渇に
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より指数増殖期で増殖を停止させた。この飢餓細胞の懸濁液を明所または暗所に 1日間置いた。2.5 M NaCl 60

分の高浸透圧ストレス処理によって、増殖期の細胞の生菌数は、ストレスなしの生菌数の 4％であったが、

飢餓になってから明所で 1日経過した細胞は 43%と高いストレス抵抗性を示した。一方、増殖が停止してか

ら暗所に移した細胞ではストレス抵抗性の上昇が見られなかった。以上から、炭素源の枯渇に対して、紅色

光合成細菌は高浸透圧ストレスに対する抵抗性を上昇させるが、この飢餓適応には光合成によるエネルギー

供給が必要であることが示唆された。（新井、松浦、春田） 

1-c. 紅色光合成細菌 Rhodopseudomonas palustrisの細胞死誘導因子の生産  

Production of cell-death inducing substances in purple photosynthetic bacteria 

細菌は、増殖が定常期に入ると様々なストレスに抵抗性が上昇すると言われている。当研究室のこれまで

の研究で、土壌や水圏など自然界に広く生息する紅色光合成細菌 Rhodopseudomonas palustrisの定常期の培養

上清にはストレス条件下で細胞死を誘導する物質が含まれていることがわかった。しかし、その物質が増殖

のどの段階で、どの程度生産されるかはわかっていない。本研究では、この細胞死誘導物質について、増殖

段階による活性の変化を明らかにすることを目的とした。 

R. palustrisを培養し、指数増殖期（OD660=0.3, 0.5, 0.8）、定常期（OD660=1）に入ってすぐ、定常期に入って

1 日または 4 日経過した培養液から培養上清を回収した。増殖期の細胞をこれら培養上清に懸濁し、熱処理

して、その生残率を評価した。増殖期から定常期に入ってすぐまでの培養上清では、生残率は 20～60%程度

であった。定常期に入って 1日および 4日経過した培養上清では、1.8 %、3.5 %と低い生残率を示した。細

胞が高密度になり、増殖に不適な環境になった時に、あえて細胞数を減らすことは、厳しい環境下で生き延

びるための手段の一つと考えられる。（浅野、菅野、松浦、春田） 

1-d. 緑色糸状性細菌 Chloroflexus aggregansの独立栄養生育条件の探索  

Exploration of autotrophic growth conditions in green filamentaous bacteria 

C. aggregans は炭酸固定経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酸

素非発生型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。

本研究では、C. aggregansの独立栄養生育に必要な因子を探索した。 

長野県中房温泉から分離した C. aggregans NBF株について、リン酸緩衝液、硫酸アンモニウム、各種ビタ

ミンおよびミネラルを基本組成とし、炭酸水素ナトリウム、システイン塩酸塩、硫化ナトリウムを添加した

培地を用いて、白熱灯下、55 ℃で嫌気的に培養した。2 µmol/sec･m2 の低光量にすることで、炭酸水素ナト

リウム依存的な生育を確認することができた。この生育にはシステインの共添加が必要であり、システイン

も炭素源の一部として必要であると考えられた。（合志、松浦、春田） 

1-e. 緑色糸状性細菌 Chloroflexus aggregansの滑走運動機構  

Gliding motility of green filamentaous photosynthetic bacteria 

細菌は様々な外的環境の変化に応答して生残している。応答反応の代表的な例が運動である。C. aggregans

は、糸状体の長軸方向に固体表面を滑るように動く滑走運動を行う。しかし、運動器官だけでなく、糸状体

が直線的に動く機構や運動方向を決定する因子もわかっていない。本研究では、C. aggregans の滑走運動様

式を明らかにすることを目的とした。 

C. aggregansの細胞懸濁液に微小ガラスビーズ（直径約 1μm）を添加し、光学顕微鏡で観察した。細胞表

面に付着したガラスビーズが、糸状体の滑走運動と同程度の速さで、細胞に沿って動く様子が観察できた。

付着したガラスビーズは、3μm程度進んでは、その進行方向を反転させることを繰り返したことから、この

動きは糸状体を構成する各細胞の動きと考えられた。またそれぞれの細胞の動きは必ずしも同調しているわ
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けではなく、同一糸状体中に付着した異なるガラスビーズが、同時に別の方向に移動する様子も観察された。 

糸状体中の各細胞の状態と糸状体全体の運動方向との関係について、観察結果に基づくモデルを立て、モ

ンテカルロ法を用いたシミュレーションを行った。各細胞の動きの状態（向きと静止）は確率的に決定する

ものとした。その結果、次のモデルが糸状体の運動をよく説明できた。糸状体が静止時には細胞の運動方向

の総和が糸状体の運動方向を決定するが、一度、動き出すと、滑走方向と逆向きの細胞運動は滑走に影響せ

ず、すべての細胞が停止する、または、逆向きの動きをするまでは静止しない。個々の独立した細胞運動に

よって説明されるこれらの機構は、他の多くの糸状性細菌にも広く保存されている可能性が考えられる。（福

島、花田、松浦、春田） 

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

Tolerance to high temperature in thermophilic unicellular cyanobacteria 

細菌は、しばしば増殖可能な温度以上の環境から検出されることがある。”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。

本研究では、”Thermosynechococcus” sp.の増殖と生残に対する温度の影響を評価した。 

長野県中房温泉の 55℃の温泉水中に発達する微生物マットから単離した”Thermosynechococcus” sp. NK55a

株の増殖特性を調べたところ、60℃までは増殖が確認されたが、65℃では増殖しなかった。次いで、45-85℃

の温泉水中から微生物マットを採取し、55℃で培養したところ、79℃域の微生物マットからも単細胞性シア

ノバクテリアが検出された。ただし、それらも 65℃では増殖しなかった。一方、NK55a 株を 80℃で 1 時間

処理したのち 55℃で培養したところ、再増殖が確認された。これらの結果から、”Thermosynechococcus” sp.

は増殖できない 65℃以上でも生残性を維持できることが示唆された。（川村、松浦、春田） 

1-g. 好熱糸状性シアノバクテリアの窒素欠乏環境に対する応答  

Response to nitrogen depletion in thermophilic filamentous cyanobacteria 

糸状性シアノバクテリアには、ヘテロシストを形成し窒素固定するものが知られる。海洋や河川など広く

環境に分布し、その性質が調べられてきたが、好熱性株に関する知見は非常に限られている。 近、55℃の

温泉環境からヘテロシストを形成する糸状性シアノバクテリアが採取された。本研究では、このシアノバク

テリアの性質について、特に窒素欠乏環境への応答に注目して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好熱性Chlorogroeopsis sp.

に近縁であった。本菌を窒素固定条件で培養すると、窒素源として硝酸添加条件で培養したときと比べ、栄

養細胞の細胞長が長くなることが分かった。また寒天平板培地上での運動性を観察したところ、窒素固定条

件でより高い運動性を示した。このように新たに分離した好熱糸状性シアノバクテリアが、窒素化合物の有

無により、形態および運動性を変化させることが明らかになった。（藤井、松浦、春田） 

1-h. 窒素固定細菌の高温環境における分布と多様性  

Distribution and diversity of themophilic nitrogen-fixing bacteria 

窒素固定細菌の高温環境での分布や多様性は不明な点が多い。本研究では、長野県中房温泉の 50℃以上に

発達する微生物マットを対象に、窒素固定細菌の分布および多様性を明らかにすることを目的とした。 

50-76.5℃の温度域から微生物マットを採取し、DNA を抽出して、PCR 法によりニトロゲナーゼ遺伝子の

検出を試みた。その結果、試験したすべての試料にニトロゲナーゼ遺伝子があることが示唆された。次に、

好気条件および嫌気条件で窒素固定細菌の分離・培養を行った。その結果、従属栄養・窒素固定条件で生育

する二株を分離できた。分離株の 16S rRNA 遺伝子塩基配列を解析した結果、Geobacillus 属と

Desulfotomaculum 属と考えられた。これまで、Geobacillus 属から窒素固定細菌は見つかっていなかった。以



−59− 

上の結果から、窒素固定細菌が中房温泉の幅広い温度域に分布することが示唆された。また、それらには新

規性の高い窒素固定細菌が含まれていた。（西原、McGlynn、松浦、春田） 

1-i. Microbe-mineral interaction in iron rich hot spring 

In ancient ocean, a lot of ferrous iron [Fe(II)] was dissolved. Ferrous iron is oxidized to ferric iron by oxygen and 

ferric iron precipitates. Precipitated iron was also observed in rock formed when cyanobacteria and oxygen had not been 

present. Some bacterial groups are known to oxidize and utilize ferrous iron as an electron donor without oxygen as an 

electron acceptor for the respiration. But anaerobic oxidation of ferrous iron in natural environment is not well 

understood. In this study, we try to find relationships between microbes and mineral in iron rich hot spring, which is 

analogous to the ancient ocean. 

We took environmental samples from Okuoku-Hachikuro Hot Spring in Akita prefecture, Japan. The hot spring 

water and sediments are rich in iron and carbonate. We microscopically determined biomass distributions at the sites. 

Surprisingly, majority of microbial cells were found from the sediments taken from anaerobic deeper parts, implying 

that redox or nutritional gradients drove specific niches. Additionally, almost all microbial cells were attached on the 

mineral particles containing iron. We determine microbial composition and their distribution on the minerals using 

molecular microbial ecological techniques including FISH- Electron Microscopy. (Idei and McGlynn) 

1-j. Iron carbonate hot spring microbiology 

This year I have focused on iron carbonate hot spring microbiology to try to shed light on microbe mineral 

interactions with relevance to the early Earth. (McGlynn) 

1-k. High resolution electron microscopy imaging of bacterial cells 

I have been investigating cristae like structures that were observed in some members of the Deltaproteobacteria. 

(McGlynn) 

1-l. Single cell measurements of microbial growth rates 

I studied at Caltech where I measured stable isotope incorporation in bacteria and archaea to measure their growth 

rates in situ. (McGlynn) 

 

２）紅色光合成細菌の多様性  Diversity of purple photosynthetic bacteria 
2-a. 河床礫における好気性光合成細菌の多様性  

Diversity of aerobic anoxygenic photosynthetic bacteria in epilithic biofilm 

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。淡水環境中での研

究は進んでいなかったが、当研究室の先行研究により多摩川上流の河床礫には多系統の好気性光合成細菌が

存在することが明らかとなった。本研究では、多摩川上流だけでなく、中流域における好気性光合成細菌の

分布と多様性を調べることを目的とする。 

青梅市（多摩川上流）と府中市（多摩川中流）から河床礫バイオフィルムを採取し、暗所・好気・従属栄

養条件で好気性光合成細菌を分離・培養した。全コロニーに占めるバクテリオクロロフィルを含むコロニー

の割合は、上流の方が中流に比べ 3倍以上高かった。また中流域で分離した好気性光合成細菌 13株について、

16S rRNA遺伝子塩基配列を解析したところ、3つのグループ、2タイプに分けられ、なかにはこれまでに見

つかっていない系統の株も含まれていた。（木村、広瀬、花田、松浦、春田） 

2-b. 低栄養性の好気性光合成細菌の発見  

	 Oligotrophic aerobic anoxygenic photosynthetic bacteria 

高濃度の有機栄養素があると生育が阻害される細菌は、低栄養細菌と呼ばれる。好気性光合成細菌は光エ
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ネルギーを利用する能力を持つため、低栄養環境での生存に有利であると予想されている。本研究では、河

床礫から分離した好気性光合成細菌の低栄養性を検証した。 

多摩川上流から分離した新規好気性光合成細菌 3 株（Tablizicola 属近縁の 2 株、Sphingomonas 属近縁の 1

株）は、1L中に 2.5gの有機物を含む栄養培地では生育せず、1/5に希釈した培地で生育した。栄養培地には

複数の有機物が含まれるが、そのうち酵母エキスのみを 1/5量に減らすことで生育が見られるようになった。

酵母エキスに加え、カザミノ酸も 1/5量に減らすと、Tablizicola属近縁株では増殖開始までの期間が短くなっ

たが、Sphingomonas属近縁株の増殖速度は遅くなることが分かった。（広瀬、花田、松浦、春田） 

2-c. 脱窒能を有する紅色光合成細菌の自然淡水環境おける分布と多様性  

Disbtribution and diversity of denitryfing purple photosynthetic bacteria in fresh water environments 

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、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。本研究では自然淡水環境から脱窒能を持つ紅色光合成細菌を分離し、系統的多様性と脱窒特性を明らか

にすることを目的とした。 

水田土壌（長池公園、東京都八王子市）、上流河川の河床底泥（多摩川、東京都青梅市）、湖の湖岸底泥（奥

多摩湖、東京都青梅市）を採取した。これらの試料を光従属栄養条件で継代培養した後、亜硝酸を含む培地

に接種し、暗所で培養した。これらの培養系から紅色光合成細菌を得た。これらはすべて、暗条件下で亜硝

酸依存的に生育したが、硝酸添加培地では生育しなかった。16S rRNA 遺伝子塩基配列を解析したところ、

Rhodopseudomonas属（水田由来 2株、湖由来 1株）、 Rhodobacter属（河床由来 4株）、Rubrivivx属（水田由

来 4 株）の３グループに分けられた。河川環境からの脱窒能を持つ Rhodobacter 属細菌は初めての発見であ

る。本研究から、亜硝酸がほとんど検出されない自然淡水環境にも脱窒能を持つ紅色光合成細菌は広く分布

していると考えられた。16S rRNA遺伝子の塩基配列は既報の紅色光合成細菌と高い相同性を示したが、亜硝

酸還元酵素遺伝子については既報配列と相同性の低い単離株もあった。（堀口、松浦、春田） 

 

３）種間相互作用  Interspecies interaction 
3-a. 外来性プロテアーゼによる糸状性滑走細菌の細胞凝集促進機構  

	 Promoting effect of exogenous protease on cell-aggregation of filamentous gliding bacteria 

糸状性滑走細菌 Chloroflexus aggregansは、温泉に発達する微生物マットから分離された酸素非発生型光合

成細菌である。本菌は、液体培養時には滑走運動により細胞の凝集体を形成することが知られている。これ

までの研究で、共存細菌のプロテアーゼに C. aggregansの凝集体形成速度を促進する効果があることを見出

している。本研究ではプロテアーゼが C. aggregansの細胞凝集を促進する機構の解明を目的とした。 

C. aggregans 細胞をプロテアーゼ処理した後、遠心分離と限外濾過により低分子量画分を回収した。さら

に逆相クロマトグラフィーで分画し、細胞凝集性促進効果から見られた画分をSDS-PAGEで解析したところ、

分子量 1,423 以下に複数のペプチドバンドが検出された。また、暗所・嫌気条件下でプロテアーゼ処理して

回収した低分子量画分の凝集体形成作用は低かった。以上の結果から C. aggregansはプロテアーゼに反応し

て低分子のペプチドを分泌し、凝集体形成を誘導している可能性が考えられた。（諸星、松浦、春田） 

3-b. 糸状性滑走細菌 Chloroflexus aggregansを誘引する従属栄養細菌の発見  

	 Heterootrophic bacteria attracting filamentous gliding bacteria 

Chloroflexus aggregansは約 3μmの桿状細胞が連なった長さ数十～数百μmの糸状体を形成し、1-3μm/sec

の滑走運動を示す。先行研究において、本菌は共存する Bacillus 属細菌のプロテアーゼから逃避する方向に

運動することが分かっている。本研究では、さらに本菌の運動方向に影響を与える細菌を探索した。 
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長野県中房温泉の 53℃から 82℃の温泉流水中に発達する微生物マットを採取し、55℃、従属栄養条件で継

代培養した。試験管の底から順に、寒天培地、C. aggregans を含む寒天培地、継代培養液を含む寒天培地、

を入れた三層系を培養した。その結果、C. aggregans は 53、82℃の微生物マットから得た培養系に誘引され、

59、62、65℃から得た培養系からは遠ざかる運動を示した。82℃の継代培養系から分離した Thermus 属細菌

に誘引作用が確認できた。C.aggregansを誘引する細菌は、一次生産者である C. aggregansから光合成産物を

効果的に得ている可能性が考えられる。（有本、諸星、松浦、春田） 

3-c. Sulfur disproportionation supported by anoxygenic photosynthetic bacterium Chloroflexus aggregans 

through its sulfide oxidation 

Microbial mats dominated by C. aggregans develop at sulfidic hot spring in Nagano prefecture. Although genome 

analysis of C. aggregans suggested this bacterium produced sulfur from sulfide, sulfur accumulation in the microbial 

mats was not detected. In this study, we tried to identify the whole process of sulfide conversion in the mats. 

C. aggregans-dominated microbial mats were anaerobicaly incubated in the light with sulfide as the sole sulfur and 

electron source. During the incubation, sulfide concentration decreased with increase in sulfate concentration. These 

results suggest C. aggregans oxidized sulfide most likely to sulfur, and produced sulfur was further oxidized to sulfate 

by other microbes. This sulfate production in the mats was inhibited by molybdate suggesting sulfate producer were 

sulfur disproportionating bacteria which convert sulfur to sulfate and sulfide. Our results suggest novel symbiotic 

association of photosynthetic bacterium and sulfur disproportionating bacterium. C. aggregans acts as biotic sulfide 

scavenger in the mats to help sulfur disproportionating bacteria. Sulfur consumption and sulfide production by sulfur 

disproportionating bacteria also likely support the growth of C. aggregans. (Kamiya, Matsuura and Haruta) 

3-d. 硫黄酸化細菌が優占する微生物マットにおける硫化水素濃度の変化  

Sulfide consumption and production by sulfur oxidizing bacteria-dominated microbial mats 

長野県中房温泉ではさまざまな温度域の温泉流水中に微生物マットが発達している。70℃～80℃域に発達

する微生物マットに関するこれまでの研究から、好気条件では硫黄酸化細菌が硫化水素を消費（酸化）し、

嫌気条件では硫黄還元菌が硫黄を還元して硫化水素を発生することがわかっている。本研究では微生物マッ

ト内の硫黄循環を明らかにするため、微好気条件下での硫化水素濃度の変化を示した。 

中房温泉から粒状硫黄を多く含む微生物マットを採取し、人工温泉水中、70℃、暗所で培養して、経時的

に硫化水素量を測定した。気相を窒素ガスに置換しブチルゴム栓をした嫌気条件下では硫化水素量は 24時間

の培養過程で増加し続けた。一方、ブチルゴム栓に注射針を刺した条件では、2 時間までは硫化水素量はあ

まり変化しなかった。硫黄還元菌による硫化水素生成と、硫化水素酸化が釣り合っていたと考えられる。そ

の後、一時的に消費が優占した後、24時間では生成に偏ることが示された。これらの結果は、微生物マット

の硫黄循環に対する酸素供給の影響を知るのに有用な知見である。（竹守、神谷、松浦、春田） 

3-e. 好熱単細胞性シアノバクテリアと緑色糸状性細菌によるバイオフィルム形成機構  

	 Biofilm formation of thermophilic unicellular cyanobacteria by coculture with green filamentous bacteria 

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.

にバイオフィルム形成を促す共存細菌を探索した。 

長野県中房温泉由来の微生物マットを光独立栄養条件で、ガラス表面への付着性を指標に集積培養した。

この集積系には、単細胞性シアノバクテリアに混じって、他の細菌細胞が共存していた。従属栄養条件で細

菌を単離し、”Thermosynechococcus” sp. NK55a株との共培養効果を評価した。共培養条件でバイオフィルム
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を形成する細菌株が得られ、その16S rRNA遺伝子塩基配列は緑色糸状性細菌Chloroflexus aurantiacusと100％

の相同性を示した。しかし、近縁種である Chloroflexus aggregansおよび Roseiflexus castenholziiについても同

様に共培養試験したが、これら近縁種にはバイオフィルム形成作用はみられなかった。（河合、松浦、春田） 

3-f. 紅色硫黄細菌との共培養による嫌気的安息香酸分解  

Anaerobic benzoate degradation by coculture with purple sulfur bacterium 

安息香酸は、様々な芳香族化合物の嫌気分解における中間産物として知られている。これまでの研究で、

東京湾の湾岸底泥から分離した酸素非発生型光合成細菌である紅色硫黄細菌（Marichromatium sp.）と非光合

成細菌（Marinobacterium sp.）の共培養系が、光照射依存的に嫌気条件で安息香酸を唯一の炭素源として生育

することが示された。本研究では、この共培養機構を明らかにすることを目的とする。 

共培養系の生育には、チオ硫酸が必要であった。チオ硫酸の代わりに、その酸化産物であるテトラチオン

酸を加えた培地でも共培養系は生育した。チオ硫酸は、光合成細菌の電子供与体として働いていると予想さ

れる。一方、テチラチオン酸は Marinobacterium属の非光合成細菌の呼吸の電子受容体となっている可能性が

考えられる。この両者で電子供与体と電子受容体を授受しているのではないだろうか。（西谷、松浦、春田） 

3-g. 緑藻の生育に影響を与える好気性窒素固定細菌  

Interaction between aerobic nitrogen-fixing bacteria and green algae 

当研究室のこれまでの研究で、河床礫上から分離した好気性窒素固定細菌には、緑藻の生育を促進する株

だけでく、緑藻の生育を抑制するものも見つかってきた。本研究では、河床礫バイオフィルムから、さらに

好気性窒素固定細菌を分離し、それらの緑藻に与える影響を評価した。 

多摩川上流域から好気・窒素固定条件で 4株の細菌を分離した。緑藻 Chlorella vulgarisの生育に対する影

響を評価したところ、2株に生育抑制作用が見られた。これらの 16S rRNA遺伝子塩基配列は Herbaspirillum 

huttiense、Lelliottia aminigenaに高い相同性を示した。これまで Herbaspirillum 属細菌や Lelliottia属細菌によ

る緑藻の生育抑制作用は知られていない。河床礫上で一次生産を担っていると考えられる緑藻であるが、共

存する多様な細菌から促進作用だけでなく、抑制作用も受けていると考えられる。（高城、西原、松浦、春田） 
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動物生態学研究室  
 
1. 構成 
林 文男（教員）、草野 保（教員）、橋本晃生（D3）、Phan Quoc Toan（D2）、村上勇樹（D1）、藤本夏鈴（M2）、

山岸陽子（M2）、津吹	 真（M2）、岡宮久規（M2）、岸本	 渓（M1）、吉岡真人（M1）、伊藤睦実（M1）、Pino 

Blanco Ana（M1、10月より）、井口花奈恵（卒研生）、日比野陽香（卒研生）、菅原弘貴（客員研究員） 

 

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、2015年度に実施された研究の一部を紹介する。 

 

(1) 脊椎動物を対象にした研究  
 

(a) 哺乳類 

	 東京西部の山林に生息するムササビは、クヌギの葉をよく食べ、その食痕には様々な形があることが知られ

ている。そこで、クヌギの葉の食べ方は地域ごとに違うのか、どうして同じ葉でも一部しか食べないのか、食

べ方に季節変化はあるのかを調べた。八王子市および町田市周辺の山林14か所において、食痕のついたクヌギ

の葉を採集した。それらのクヌギの葉について、食痕のタイプ分け、タイプごとの頻度、葉の各部の長さの測

定を行った。また、葉の苦み成分であり、動物に消化不良などの悪影響を及ぼすフェノール類に着目し、葉に

含まれる総フェノール濃度を測定し、それがムササビの葉食部位の選択性に影響しているかを検討した。結果

として、ムササビの食痕には、先端部だけを食べる、中央部に穴をあけて食べる、あるいは基部だけを食べる

という３つのタイプがあり、それぞれの頻度は調査した14か所において異なっていた（地域性があった）。 総

フェノール濃度は、季節にかかわらず、葉の先端部、中央部、基部で差はなかったが、葉の外縁部の方が内側

より高くなっていた。ムササビの３つのタイプの食痕は、共通して、外縁部を避けるような食べ方とみなすこ

とができ、彼らは苦みを避けるような食べ方をしているのではないかと考えられた。葉の中央部に穴あけて食

べるタイプはその典型であるが、この食べ方では、１回以上葉を折って食べなければならず、高度な学習が関

与している可能性がある（14）。 

 

(b) 爬虫類 

	 北米を原産とするミシシッピアカミミガメは、1950 年代からペットとして日本に大量に輸入・飼育され、

遺棄された個体が全国の都市部を中心に定着してしまった。環境省および農林水産省が新たに定めた生態系

被害防止外来種リストにおいて、緊急対策外来種に指定されている。東京都の都市河川を代表する多摩川水

系の一つの支流である大栗川において、2014 年から 2015 年にかけてかご罠による標識・捕獲調査を行った

結果、ミシシッピアカミミガメが 83.2％，クサガメが 10.0%，スッポンが 4.5％，ニホンイシガメが 1.8％，

ミシシッピニオイガメが 0.5％を占めていた。調査地内（約 10 ha）のアカミミガメの推定個体数は 257.9（±

33.9）個体であった。調査期間中に、産卵のためのメスの穴掘り行動や産卵巣が確認され、当歳の幼体が捕
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獲されたことから、本調査地において繁殖をしていると考えられた。メスはオスより速く成長した。今回の

調査地である大栗川と本流である多摩川の間での移入率，移出率は比較的高く、現在生息する個体は約 5.8

年後に移入個体とほぼ入れ替わることが、シミュレーションによって示された（未発表データ）。 

	 

(c) 両生類	 

	 空間的要因と選択圧の強度や集団遺伝構造との関係を明らかにすることは個体群動態の把握や分布の規定

要因の解明、あるいは保全の実践において重要である。両生類の野外集団においては適応度の指標として古

くから卵死亡率が調べられてきたが、集団間での変異幅や変異をもたらす要因については不明な点が多い。

関東地方のトウキョウサンショウウオとヤマアカガエルの 2種，40集団において卵死亡率の調査を行った結

果、卵死亡率には 0～65％と大きな集団間変異が認められた。その変異幅は両種でよく似た傾向を示した。

さらに、地理情報を用いた要因解析を行った結果、卵死亡率は市街化と関わる土地利用形態と強い関係があ

り、市街化の進んだ地域で卵死亡率が高くなる傾向がみられた。一方、集団遺伝学的解析を行った結果、卵

死亡率の高い集団では遺伝的多様性が低い傾向がみられた。以上より、市街化に伴う人為的な環境ストレス

や遺伝的多様性の低下がこれら 2 種の両生類の卵死亡率を上昇させる要因として重要であると推測された

（20, 21）。 

 

(2) 無脊椎動物を対象とした研究  
 

	 擬態の一つであるベイツ型擬態は多くの昆虫類で知られている。クモ類においても、アリ類をモデルとし

たアリ擬態がハエトリグモ科のアリグモ属の種で知られている。アリグモ属では、アリ類に擬態するため、

他のハエトリグモ科の種に比べて体が細長いという特徴がある（図１参照）。メスにとっては、卵巣のある腹

部が細くなってしまうことで、同時に多くの卵を産めないという不利益が生じてしまうと考えられる。つま

り、擬態によって捕食による死亡率が軽減されるかわりに、産卵数が減少してしまうというコストを伴って

いる可能性がある。そこで、アリグモ属とそれ以外のハエトリグモ科の間で産卵特性の比較を行った結果、

アリグモ属のアリグモとヤサアリグモの 2種は、他のハエトリグモ科 8属 8種と比べて、小型の卵を少数し

か産まないことが明らかとなった。また、アリグモ属では多数回産卵を行った（未発表データ）。 

	 カンタリジン（テルペノイド）は、昆虫がもつ有毒な防御物質の一つである。この物質は、ツチハンミョ

ウ科とカミキリモドキ科（甲虫目）によってのみ生産され、彼らを捕食者から守っている。一方，その毒性

にも関わらず，特定のグループの昆虫類がカンタリジンに誘引されることが知られており、その中には、生

活史の中でツチハンミョウ科やカミキリモドキ科と密接な関係にあるものもいる。こうしたカンタリジンと

いう化学物質を介した相互作用のある生物群集をカンタリジンワールドと呼ぶが（26）、本土と島嶼で群集構

造にどのような差異があるのかを調査した。島嶼の生物群集は，島の面積や本土からの距離に応じて種の多

様性が低下することが知られているが、本州関東地方，伊豆半島，伊豆諸島，小笠原諸島における群集構造

の比較から、群集の多様性は、本土より遠い島ほど単純化する傾向が認められた。 も単純な系はカンタリ

ジンを生産するカミキリモドキ科の１種とそれに誘引されるヌカカ科の１種から構成されていた（1）。 

 

(3) その他  
	 以上のほか、オガサワラヤモリの訪花性、ハコネサンショウウオ幼生の生態、オタマジャクシの消化管の

形態形成、シリアゲムシ類の配偶行動、ミナミカワトンボ類の系統分類、アキヤマアカザトウムシの行動な

どの調査・研究が行われた。 
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図 1．アリ擬態と考えられるヤサアリグモ（ハエトリグモ科アリグモ属）． 
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植物生態学研究室 	 

 
1. 構成 
可知直毅、鈴木準一郎、松澤琢（M2）、木村ひかり（M1）、堀川祐美（M1）、神澤直子（卒研生）、 

中村敏枝（研究生）、中田望（研究生、9月まで）、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、

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）土壌の開放面の面積が異なると、植物の成長は変化するか  
植物の栽培実験では、鉢の容量により植物の成長が制限されることがあり、ポットサイズ効果と呼ばれる。

しかし、同じ容積でも鉢の形状によって、鉢の口の大きさ(土壌の開放面の面積)は変化する。土壌の開放面

の面積は土壌の乾燥にも影響する。そこで本研究では、鉢の容積が同じでも、土壌の開放面面積が異なると、

植物の成長は変化するという仮説を立て、 

(予測 1)容積が同じでも、鉢の形状が異なるため、土壌の開放面の面積

が小さいと植物の成長量は増加する 

(予測 2)鉢の形状が異なっても、土壌の開放面の面積に差がなければ、

植物の成長量は差がない、という予測を検討した。  

	 レタス(Grand rapids, Lactuca sativa)を材料に、鉢の直径、土壌表面の覆いの有無を 2つの要因とし、乱塊法

に則って、人工気象室内で栽培実験を行った。鉢の直径には 3水準(5cm,10cm,12cm)、土壌表面の覆いの有無

には 2水準を設定した。栽培培土としてバーミキュライトを 100mlずつ入れた。播種直後に十分量の水を与

え、翌日からハイポネックス原液の 2000倍希釈溶液を 2日おきに 30ml与え、ハイポネックスを与えない日

には等量の水を与えた。14日間栽培し、刈り取り、植物全体の乾重量を測定した。予測 1と 2を検討するた

め、応答変数を個体全体の乾重量、説明変数を鉢の直径、覆いの有無とし、2 要因分散分析を行った。また

応答変数を水やり 24時間後の鉢重量、共変量を水やり直後の鉢重量、説明変数を鉢の直径、覆いの有無とし

て共分散分析を行った。個体全体の乾重量について、覆いが無いとき、個体全体の乾重量は鉢の直径によっ

て異なる傾向にあった。また覆いが有るとき、個体全体の乾重量には鉢の直径による有意な違いは認められ

なかった。以上の結果から予測について検討すると、土壌の開放面の表面積が小さいと植物の成長量は増加

する傾向を示した。次に覆いをして、土壌の開放面の表面積に差を無くしたとき、植物の成長量には差が無

かった。また土壌の開放面の面積が小さいとき、土壌の水分量が有意に異なることが示された。よって土壌

の開放面の面積が小さいと、植物の成長量が増加し、それは土壌が乾燥しにくいためだと考えられた。（神澤
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直子 : 卒業研究） 

 

２）亜熱帯の森林に優占する外来木本種トクサバモクマオウの駆除後の土壌中で高まる水

の利用性  

外来木本種の駆除が、森林生態系の水循環に及ぼす影響を評価するために、小笠原諸島における侵略的外来

木本種であるトクサバモクマオウの駆除によって土壌の水分条件がどのように変化するかを、同種の駆除か

らの経過年数を考慮して明らかにした。小笠原諸島西島のトクサバモクマオウが優占する森林において 2010、

2011、2012年に除草剤を用いてトクサバモクマオウを枯殺した。この枯殺時期が異なる森林（駆除区）と隣

接する森林（対照区）において表層土壌の体積含水率を比較した。また、駆除区と対照区で林冠開空度、リ

ターの堆積量、下層植生の被度、高さを比較した。駆除区における表層土壌の体積含水率は、対照区よりも

有意に高かった。この駆除区と対照区の土壌含水率の差は、経過年数が大きい場所のほうが小さかった。リ

ターの堆積量は、駆除区のほうが対照区よりも有意に小さく、これは駆除からの経過年数が大きい場所ほど

顕著であった。林冠開空度は、駆除からの経過年数に関わらず、駆除区のほうが対照区よりも有意に高かっ

た。駆除区における下層植生の被度と高さは、対照区における値よりも有意に低かった。以上の結果は、ト

クサバモクマオウの駆除は、土壌中の利用可能な水の量を増加させ、結果的に下層植生の発達に寄与する可

能性を示唆した。（畑憲治・原著論文；Pacific Science, 69, 445-460, DOI: 10.2984/69.4.2） 

 

３）土壌流出と海鳥の営巣行動が小笠原諸島の表層土壌の化学特性に及ぼす影響  
攪乱を受けた海洋島の固有生態系を保全し在来植生の回復を促進させる上で必要な知見を提供するために、

野生化ヤギの攪乱による土壌流出と海鳥の活動に伴う土壌の化学特性の変化のメカニズムを明らかにした。

野生化ヤギによる強い攪乱を受けてきた小笠原諸島媒島の草本植生における土壌の化学特性は、比較的狭い

空間スケールにおいて大きくばらつきを示した。例えば土壌の pH は 4.6-6.9、総炭素量は 0.36-5.62%、総窒

素量は 0.03-0.45%、置換酸度は 0.5-50 mmolc kg-1、有効態リン酸量は 0.4-170 mg P2O5 100 g-1の範囲にあった。

自然植生と攪乱を受けた植生における土壌断面調査の結果、野生化ヤギの攪乱に起因する土壌流出によって

土壌の置換酸度が増加し、pHが低下したことが明らかになった。また、同調査から海鳥の営巣活動によって

有効態リン酸量と置換酸度が増加したことも明らかになった。土壌の置換酸度と総炭素量、総窒素量との間

に有意な負の相関がみられた。これは、土壌流出は、弱酸性の表層土壌の消失と強酸性の下層土壌の露出を

引き起こし、その結果、植物の成長を抑制し、植生回復を遅らせる、ということを示唆する。本研究の結果

に基づいて、土壌流出の阻止と植生回復についてのいくつかの指針を提示する。（畑憲治・原著論文；Catena, 

133, 405-502., DOI: 10.1016/j.catena.2015.04.013） 

 

	 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 
・2015年 5月 30日に、文京女子大学附属高等学校 SSHグローバル環境科学講座で、可知が講師をつとめた。 

・2015 年 7 月 19 日に、大学説明会の理工学系オープンラボで「身近な生態学—足下を見てみよう！—」のポ

スター展示発表を行った。 

・2015年 7月 31日に、文京女子大学附属高等学校の生徒 24名と引率教員 3名が小笠原研究施設を見学し、 

畑が解説を行った。 
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・2015 年 8 月 16 日に、大学説明会の理工学系オープンラボで「身近な生態学—足下を見てみよう！—」のポ

スター展示発表を行った。 

・2015年 9月 24日に、第 39回静電気学会全国大会で、可知が特別講演を行った。 

・2015 年 11 月 3 日の大学祭での理工学系オープンラボで、「足下をみてみよう—植物生態学の世界へようこ

そ—」 のポスター展示を行った。 

・2015年 11月 6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 2015で、松澤が「都

市に残存する植物群集の解析：松木日向緑地を例として」のポスター発表を、木村が「昆虫の根へ

の食害に対する植物の反応」のポスター発表を、堀川が、「種子重量によって発芽速度は異なるか？ 」

のポスター発表を行った。 

・2015年12月10日にTokyoUクラブ研究講演会で、可知が講師をつとめた。	 

・2016 年 3 月 21 日に日本生態学会第 63 回大会 (仙台)で、フォーラム「生態学者よ、街に出よ！	 Part 12

企業と生物多様性—企業と地域で再生する循環のしくみ—」を可知が共同で主催した。 

・2016年 3月 22日に日本生態学会第 63回大会 (仙台)で、フォーラム「若手が暴く Ecological Research都市

伝説：トレンド分析からとらえる本誌の真相」を角田が共同で主催した。 

・2016年 3月 24日に日本生態学会第 63回大会 (仙台)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  

Hata, K., Kawakami, K. & Kachi, N. (2015) Higher soil water availability after removal of a dominant, non-native tree 

(Casuarina equisetifolia Forst.) from a subtropical forest. Pacific Science 69: 445-460 

Hiradate, S., Morita, S., Hata, K., Osawa, T., Sugai, K. & Kachi, N. (2015) Effects of soil erosion and seabird activities 

on chemical properties of surface soils on an oceanic island in Ogasawara Islands, Japan. Catena 133: 495-502 

 

その他の出版物  

可知直毅 (2015) 世界遺産の森から島から	 独自に進化する固有植物. 朝日小学生新聞 : 2015.3.4 

 

国際学会での発表  

Hiradate, S., Morita, S., Hata, K., Osawa, T. & Kachi, N. (2015) Influence of feral goat and seabird activities on 

chemical properties of surface soils on an oceanic island in Japan. Japan Geoscience Union 2015 Meeting (Soil 

Section) (Makuhari) 

 

国内学会での招待講演  

可知直毅 (2015) 首都大学東京の小笠原研究と世界自然遺産（招待講演）. 第 39 回静電気学会全国大会 (八

王子) 

 

その他、日本生態学会第 63回大会（仙台）などで計 5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（D4）、久留島宏明（D2）、Rijal Satria（D2）、Phung Thi Hong Luong（D2）、

小林寛昂（B4）、庄司一貴（B4）、山口茉莉加（B4）、山田藍生（B4）、山﨑健史（日本学術振興会特別研究

員 PD）、林弥生子（研究生）、稲垣英利（客員研究員）、大西一志（客員研究員）、菊地友則（客員研究員）、

島野智之（客員研究員）、新津修平（客員研究員）、野中勝（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) アリ類の多様性に関する研究  

A) 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	 	 インドシナは東南アジア熱帯多雨林

と東アジア温帯林、亜寒帯林をつなぐ「緑の回廊」と捉えることができ、その起伏に富んだ地形と複

雑な気象条件は多様な陸上生態系を生み出している。しかし、東アジア（日本、台湾）やマレー地域

と比べると様々な動物群で種相の解明度が低い。そこで、環境指標生物としても注目されているアリ

類を対象に分類学的再検討を進めている。本年度は以下のことを行った。 

• 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、記載・命名した。【江口】 

• ノコギリハリアリ亜科の Bannaponeを再定義し、１新種を本属の下に記載・命名した。【江口】 
• スマトラに産するアギトアリ属を形態比較と DNA Barcodingにより再検討した。１新種を含む
５種を記載し、分類学的な変更を加えた。【Rijal S】 

• ベトナムに産するナミバラアリ属 Acanthomyrmex 2種について働きアリ・女王・オスの形態比
較とMtDNA の COI領域に基づいた DNA Barcodingを行った。その結果、この 2種において、
多数の地域集団間に顕著な遺伝的差異が認められ、そのうちのいくつかの集団間には大型働きア

リ・女王・オスの形態に顕著な差異が認められた。また、地理的に遠く離れた集団間のみでなく、

側所的に分布する集団間や、同地域で垂直分布を異にするような集団間にも、オスの形態や COI
領域の塩基配列に顕著な差異が認められた。本属は現在 17 種のみからなる小さな分類群である
が、本研究によって、本属が著しく地理的に多様化した分類群であり、多数の未記載種や隠蔽種

を含む可能性が高いという実態が明らかになりつつある。【山田】 

B) 日本産アリ類の多様性に関する研究	 	 日本産アリ類の多様性生物学的研究を進めている。本年度は

以下のことを行った。 

• アメイロアリ（Nylanderia flavipes）は、色彩変異が大きいことや、非常に多様な環境に生息す
ることが知られており、複数の隠蔽種からなる種群ではないかと疑われていた。我々は、MtDNA 
の COI領域の塩基配列に基づく系統解析を進めており、暫定的な結果として、北海道から西日本
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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

に生息する系統の存在が明らかになりつつある。今年度は、紀伊半島や九州でのサンプリングを

行うとともに、マイクロサテライトマーカーの設計を行った。【江口】 
• 雌性産生単為生殖を行うアミメアリ（Pristomyrmex punctatus）に偶発的に産出される雄につい
て、その交尾器形態を詳細に記載した。【山田・江口】 

C) 小笠原諸島における外来アリ類の生息実態の解明	 	 世界自然遺産に登録されている小笠原諸島にお

いて、外来アリ類の分布拡大と生態系への悪影響が懸念されている。本年度より、学外研究者、環境

保全に関わる官庁や民間の実務者と共同で、小笠原諸島における外来アリ類の生息実態の調査を開始

した。 
• 2015年７月に東京都庁本庁で開催された「第７回施策提案発表会」において、「小笠原諸島にお

ける外来アリ類の生息実態の解明」の重要性と研究計画について発表を行った。【江口】 
• 「小笠原諸島におけるツヤオオズアリを含む外来アリ類の分布拡大の実態解明、および在来生態

系への影響評価 」と題した研究課題が、プロ・ナトゥーラ・ファンド助成第 26 期（公益財団法
人・自然保護助成基金）に採択された。【小林（代表）・庄司・山田・山口】 

• ツヤオオズアリ（Pheidole megacephala）を含む外来アリ類の分布状況と環境嗜好性の解明を目
的として、父島北部の市街地に、マイクロハビタットの多様性を考慮しつつ調査地点を設定し、

10分間単位時間採集法（調査地点から半径 5m以内）を行なった。次に、航空写真などから半径
20ｍ・50m円内の環境要素データを抽出した。現在、各アリ種と環境要素データとの相関を解析
中である。【小林】 

D) 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】。 
E) アリ類の社会行動に関する研究	 	 Temnothorax albipennisは巣場所が攪乱されると移住先をクオラム

センシングにより決定することが知られ、集団的意思決定のモデル生物として利用されている。本研

究では研究事例がほぼない、日本に広く生息するムネボソアリ（Temnothorax congruus）を用いて、巣

場所の質と他種のアリの巣からの距離のトレードオフ条件下での巣場所選好性を調べた。また、巣選

び中のムネボソアリが他種のアリに遭遇したとき示す防衛行動の一種である静止行動を詳細に記述し

た。巣選びにおける役割分担を解明するために個体識別したアリを録画した。その結果、少数の個体

のみが移住に関わることが示唆された。静止行動が個体間の相互作用に与える影響を調べるために、

静止行動を動体追跡ソフトウェアを用いて解析し、ネットワーク分析を用いて影響を分析中である。

【庄司君】 
 

2) カリバチの多様性に関する研究  

F) クモバチ科の系統分類学的研究	 	 ロンドン自然史博物館およびユタ州立大学所蔵の東南アジア産の

クモバチ科メス標本を調べた．その結果，これらが同種であり，頭部や翅脈において特異な形質をも

つことがわかった．世界各地に分布する他のクモバチ類と比較した結果，本種が Epipompilus属の種に

近縁であることが推定された．さらに，いくつかの特化した形態を共有する他属種との比較によって，
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本種が捕食寄生性であることを推定した．これらの考察を含めて，本種を新属新種として記載し，論

文発表した。【清水】 

G) 日本産クモバチ課の分類学的再検討	 いままで日本から記録されたクモバチ科のほとんど全ての種を

再調査し，それらの属や種に関する検索表を作成し，各種の解説を行った．その成果は『日本産有剣

ハチ類図鑑』（東海大学出版部）として出版された。【清水】 

H) 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）、遺伝的に分化した複数の隠

蔽種を東アジア地域と欧州で見いだした。さらに，分子系統解析の結果、奄美大島から新たな遺伝的

独立集団を発見した。【久留島】 

 
2) 鱗翅目昆虫ミノガ科の系統分類学的研究  

2011 年に、群馬県と長野県の県境から種の不明な蓑を発見した。研究室に持ち帰り、飼育によって羽化し

た標本を調べた結果、これらは Hättenschwiler	 (1997)が示したヨーロッパに広域分布する Narycia属の特

徴を持っており、本属に含まれる未記載種の一種であると結論付けた。【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

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）。また，scraping は digging（坑道を掘る行動）

と似ているが，ソナグラフを解析した結果，両者は明らかに波形が異なることがわかった．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) クモ類の系統分類学的および生態学的研究  

A) アリ擬態クモ類の系統分類学的研究、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アリグモ属の分類

学的再検討を行うこと、②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、③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。 

• 今年度は、ベトナム南部で採集調査をおこなった。少なくとも 1種の未記載Myrmarachne属を
発見し、前年度のベトナム北部・中部のサンプルと合わせて、記載論文を準備中である。【山﨑】 
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• ボルネオ島産ハエトリグモ科Myrmarachne属から 6未記載種と Agorius属から 1未記載種を発
見した。Myrmarachne属未記載種 6種のうち、3種は明らかに Tetraponera属のアリ類に擬態
した形態をしている。現在、分子分析を進めており、Tetraponera 属擬態がどのように進化して
きたのか明らかにしていく予定である。また DNA バーコーディングの結果から、今まで知られ
ていなかったMyrmarachne endoiのメスを確認することができた。【山﨑】 

• ボルネオ島産ハチグモ科 Castoponera属の 1未記載種を発見し、記載論文の準備中である。【山
﨑】 

• ヤガタアリグモ(Myrmarachne elongata)は、東南アジアから東アジアに広域に分布す
る。また、この種には黒～茶褐色の連続的な色彩変異が見られることから、隠蔽種群で

ある可能性が疑われた。そこで、日本および東南アジアから得られた標本群について、

ミトコンドリア CO1遺伝子塩基配列に基づく DNAバーコーディングを行った。その結
果、標本群全体の遺伝的多様性は低く、色彩型に対応するクレードや地理的にまとまっ

たクレードは認識されなかった。ヤガタアリグモが隠蔽種群であるかを判断するために、

今後も、分布域を網羅するサンプリングを継続する。【山口】 
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

南部と中部高地で採集を行った。これまでに、ベトナムを中心に周辺地域から記録のない未記載種ら

しき種が多く採集されており、現在、原記載論文やタイプ標本との照合を行っている。また DNAバー

コーディングの結果をもとに、これまで別種とされてきた P. aequipeiformisと P. lucaiの 2種が、実は

1種であることが明らかになり、結果をまとめた論文を投稿中である【Phung THL・山﨑】 

 
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、アリ類）の標本データベース構築作業を進めた。【江口】 

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に対して本学が適切に対応するための情報収

集と情勢分析を、本学 URA室と連携して進めた。【江口】 

C) 10 月から 11 月にかけての１ヶ月間、インドネシア・アンダラス大学理学部生物学科から、２名のイ

ンターンシップ研修生を受け入れた。本学理工学研究科とインドネシア・アンダラス大学理学部の部

局間協定（窓口教員：江口克之）に基づき、本学理工学研究科のインターンシップ研修生受入支援を

受けて実施した。【江口】 

 

3. 研究発表  
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16. 庄司一貴○，江口克之	 (2015)「トレードオフ条件下におけるムネボソアリの巣場所選好性」日本蟻類研

究会第 58回大会（静岡）．（口頭） 
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18. 庄司一貴○，江口克之 (2015)「ムネボソアリの巣選び行動における個体の役割」日本動物行動学会第 34

回大会（東京）．（ポスター） 

19. 庄司一貴○，江口克之	 (2016)「物体追跡ソフトを利用した他種存在下におけるムネボソアリの静止行動
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頭） 
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会第 76回大会・第 60回日本応用動物昆虫学会大会合同大会（大阪）．（口頭） 
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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)、堀清鷹(D2)、飯塚佳凛(M2)、辻村美鶴(M2)、吉

村彩(M2)、星野佑介（M2）、大田峻眞(M1)、中嶋玲菜(M1)、石田祐衣（卒研生）、大塚悠司（卒研生）、荻

原弘貴（卒研生）、佐藤奈央子（卒研生）、前田結衣（卒研生）、山田萌香（卒研生）、加藤朗子(研究生)、

丸山厚吉（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）維管束植物と高等菌類の系統分類学的研究。	 

	 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、系統地理学、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。 

	 オシダ科のイタチシダ類とベニシダ類を構成する多くの種が基本的に無配生殖と呼ばれる胞子を通じた無

性生殖を行う種である。これらの群に含まれる 2 倍体有性生殖種も含めて複数の核 DNA マーカーを用いて

解析した結果、無配生殖種が有性生殖種と複数回交雑をして、複数種のゲノムを取り込むという複雑な網状

進化を遂げていること、これらの種群とは比較的遠縁なミサキカグマも網状進化に関係し、そのゲノムを取

り込んだ無配生殖種も両群に含まれていることが明らかとなった。これらの結果に基づいて、種の分類が混

乱しているイタチシダ類の無配生殖の学名を整理し、必要に応じて新種も発表する準備を進めている（堀･

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（村上）。 

	 核 ITS領域とミトコンドリア cox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、キチチタケ、カラカサタケ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、子実体（キノコ）の外部形態や色、子実体の発生する時期やまわりの林を構成する

樹種、あるいは基質とする樹木種やその状態が異なるなど、形態的・生態的にも分化を遂げているらしいこ

とも分かった。結果として、これらのキノコ群には複数の隠蔽種が存在し、新種あるいは日本新産種として
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報告するべきものが複数含まれていることが明らかになった（吉村・大田・丸山・村上）。 

	 被子植物を対象とした系統分類学的研究を進めた。特に奄美群島や北陸山陰地方に分布するカンアオイ属

植物については継続的に調査を進め、分類群の実体把握と分類群相互の類縁関係についての検討を進めた。

またミャンマー産ツリフネソウ属植物については新たな分類群を確認し、記載した（菅原）。 

２）種分化・多様性に関する研究	 

	 シダ植物のヤエヤマオオタニワタリについて、小笠原諸島産と南西諸島産のものの葉緑体 rbcL遺伝子と核

Pgi 遺伝子の配列を決定・比較したところ、両者の間に遺伝的分化が見られた。さらに、これらの間で人工

交配実験を行ったところ、小笠原諸島産の個体が母親の時には多数の F1雑種が形成されたのに対して、南西

諸島産の個体が母親の場合には、ごく少数の F1雑種しか得られなかった。このような非対称な F1雑種形成

が見られたことは、両者がまさに種分化の途上にあることを示唆している。（山田・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、ならびに葉緑体 rbcLと核 PgiCの塩基配列解析を行った。

その結果、屋久島産の無配生殖種トウゴクシダは有性生殖型のホコザキベニシダと無配生殖種のタカサゴシ

ダの交雑起源であること、さらに無配生殖種ヌカイタチシダモドキとムラサキベニシダも有性生殖種のホコ

ザキベニシダとの交雑を通じて、そのゲノムが入っていることが明らかになった（大塚・堀・村上）。 

	 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うことを目的とし、

同じ葉柄の太さの葉について近縁種のゼンマイとの間で詳細な比較を行なった。その結果、ヤシャゼンマイ

の方がゼンマイよりも、葉柄は常時重い葉身を支えているが、葉面積は小さいことから、冠水時の水流抵抗

が少ないことが示唆された（飯塚）。また、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

が、劣性致死遺伝子を失っているという証拠は得られなかった(角川)。さらに、ゼンマイとヤシャゼンマイ

の培養実験を行い、ゼンマイと比べるとヤシャゼンマイの方が雑種の母親になりやすく、自配受精率の低い

種が雑種の母親になりやすいわけではないことが示された(石田)。 

	 被子植物を対象に花の性表現の多様化とその進化に関する研究、花形態の多様化と送粉昆虫との関連など

に関する調査研究を進めた。主な対象はアカネ科、ジンチョウゲ科、ミソハギ科、ボロボロノキ科、スイカ

ズラ科、ナス科などで、他の研究者や学生と協力して調査を継続的に進め、その成果を公表してきた（菅原）。 

	 先島諸島を北限とするハテルマギリ（アカネ科）の性表現と繁殖様式について調査研究を進めた。その結

果、この種は二型花柱性ではあるが、雄蕊と雌蕊の高さが相互に対応しない特異な二型花柱性を示すことが

分かった。また、花は夜に開き、朝には落下していまうため、夜行性のガ類による送粉が想定されたが、野

外での訪花が少なく、送粉者の解明は今後の課題である（星野・菅原） 

	 これまであまり知られていなかったボロボロノキの繁殖様式を解明するために、熊本玉名の野外集団にお

いて、花形態の解析や送粉昆虫の調査、授粉実験を行った。この種は雄蕊や雌蕊の高さがよく対応する二型

花柱性を維持し、送粉には夜行性のガ類やマルハナバチ類の関与が想定された（荻原・星野・菅原） 

	 スイカズラの長い筒状花は、夕方開花するため長い口吻をもつスズメガ類に適応した花と一般に見なされ、

実際九州の集団ではスズメガ類が有効な送粉者になっている。しかし、本州中央部では花筒が短くなり、昼

にマルハナバチ類の訪花が頻繁に認められる。花筒長と送粉者の実態について長野の野外集団で調査を行っ

た（佐藤・前田・菅原）。 

	 ハワイ諸島のアツバクコの性表現は雌性両全性異株であることが報告されている。これが小笠原でも同様

に確認できるかどうかを、南島集団で調査した。南島では両性個体のみである可能性が高いことがわかった

が、他の集団については今後の調査が必要である（山田・菅原） 
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	 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などを行った（辻村・

加藤）。 

	 サクユリは、花の赤い斑点がない、あるいは薄い（花被片が白い）ことが特徴であるヤマユリの伊豆諸島

産変種である。これは、夜間に活動をする送粉者への適応であると考えられる。伊豆大島と青ヶ島において、

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、夜間の大型のスズメガ類が主たる送

粉者であルことがわかった。さらに、におい計を用いてサクユリの花の強い香りの日内変化を調べたところ、

夕方と夜中に花香が も強くなることがわかった。これも、夜間に活動する送粉者への適応であると考えら

れる（中嶋・加藤英・村上）。 
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光合成複合微生物研究室  
 
1. 構成 
花田智（教授）、Thiel, Vera（准教授）、嶋田敬三（客員教授）、Tank, Marcus（特任准教授）、永島咲子（特

任助教）、菅野菜々子（プロジェクト研究員）、広瀬節子（客員研究員） 

 

2. 研究紹介 
酸素非発生型光合成細菌とシアノバクテリアは自然界、特に水界に広く存在し、一次生産や環境中の物質

循環に重要な働きをしている。また、これら光合成原核生物を主要構成者とした複合微生物系（＝光合成複

合微生物系）も、安定的に維持されている微生物エコシステムとして環境中でしばしば観察される。光合成

複合微生物系は地球上の物質循環に大きく寄与しているばかりではなく、太陽光という無限のエネルギーを

生物学的エネルギーに変換することから、地球生態系へのエネルギー供給システムのひとつであり、重要な

研究対象と言える。 

当研究室は公益財団法人発酵研究所の寄附で 2015年 10月に開設された講座であり（正式名称は「光合成

複合微生物系の環境・エネルギー活用シーズ開発寄附講座」という）、以下の光合成複合微生物系の構造や形

成過程、安定化機構の解明を行っている。 

 

１）温泉微生物マットの形成及び微生物間相互作用の解明  
1-a. 光合成細菌の自家蛍光を利用した微生物マットの蛍光顕微鏡観察・細胞識別法の開発  

光合成細菌はそれぞれ独自の光合成色素を持っており、それら色素は異なる波長の自家蛍光を持っている。

このことを利用して、それぞれの光合成細菌の自家蛍光を分別して観察できる蛍光観察システムを構築する

ことが可能である。なお、光合成色素のほとんどが蛍光波長を赤外領域に持つため、そのイメージングには

高感度の赤外線カメラが必須である。赤外線カメラを装着した蛍光顕微鏡に特注の３種類のダイクロイッ

ク・ミラーを取り付けることにより、フィコビリン色素をもつ酸素発生型光合成細菌（シアノバクテリア）、

バクテリオクロロフィル c、ｄ，eをもつ酸素非発生型光合成細菌（Chloracidobacteriumまたは Chloroflex等）、

そしてバクテリオクロロフィル a、bをもつ酸素非発生型光合成細菌（紅色光合成細菌または Rhoseiflexus等）

をその自家蛍光の違いのみで明確に識別することが可能となった。細菌を区別するためには、まず細胞を固

定して、蛍光色素で標識した DNA 断片（プローブ）をハイブリダイズさせる蛍光染色方法が一般的である

が、自家蛍光を有する光合成細菌の場合は細胞の固定もプローブの使用も必要ない。生きたまま細胞を観察

できる識別方法の確立により、微生物マット内での細胞の運動や生育を観察できるようになった。（Marcus、

花田） 

 

1-b. オミクス解析による微生物マットの微生物構成及び微生物間相互作用の解明  

オミクス解析（メタゲノミクス、メタトランスクリプトミクス、メタボロミクス）を行うため、512GBの

RAMを実装した 12コア CPUのワークステーションを導入した。すでにオミクス解析のための各種アプリケ

ーションは実行可能な状態となっており、米国イエローストーン国立公園内の温泉微生物マットのオミクス

解析が進行中である。28年度に、中房温泉の微生物マットを用いたオミクス解析を開始する。（菅野、Vera） 

 

1-c. 微生物マットからの新規好気性細菌の分離  
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自家蛍光を利用した蛍光顕微鏡観察から、温泉微生物マット中にバクテリオクロロフィル b を含んだ新規

好熱性光合成細菌を見出した。また、バクテリオクロロフィル cと aを持つ糸状性の光合成細菌も見出され

ている。これら新規光合成細菌の分離するための培養法を現在検討中である。（Marcus、花田） 

 

２）好熱性シアノバクテリアのバイオリソース化・系統分類の確立  
2-a. 好熱性シアノバクテリアの分布  

温泉微生物マット中には好熱性のシアノバクテリアが多数存在している。好熱性シアノバクテリアがどの

様な温度帯に見られ、そして生育が可能であるのかを詳細に明らかにすることを目的とし、シアノバクテリ

アが有する特殊な色素タンパク質（フィコビリン）が発する自家蛍光を検出する分光顕微鏡観察システムを

確立した。これにより、温泉水中の各温度帯に存在する微生物マットに生育するシアノバクテリアの識別と

と計数が簡便に行えるようになった。また、メタゲノミクス・メタトランスクリプトミクス・メタボロミク

ス解析からの結果を考え合わせることにより、共存する非光合成細菌の多様性やそれとの量比、または代謝

物質の授受を含めたシアノバクテリアと非光合成細菌間の相互作用を明らかにすることが期待される。

（Marcus、菅野、Vera、花田） 

 

2-b. 好熱性シアノバクテリアの分離と分類  

好熱性シアノバクテリアの分類は、未だ確立できていない。16S rRNA遺伝子配列に基づく系統解析から好

熱性菌株が依然として中温性のシアノバクテリア属内に散在しいることが明らかとなっており、再分類が急

務の課題となっている。環境微生物研究室の春田によって行われてきた温泉環境に棲息する好熱性シアノバ

クテリア株も含めて、新たに分離した菌株の好熱性菌株に基づく新種・新属の提案を行い、再分類の礎とす

ることを予定している。なお、好熱性シアノバクテリア分離のために、本年度は光照射可能な高温恒温器の

整備を完了した。（花田） 

 

３）川底微生物マットの未知好気性光合成細菌の分離培養・生態学的役割の解明  
3-a. 新規好気性細菌の分離と分類  

川底微生物マットより分離された 40株を超える好気性光合成細菌の分類学的研究を行っている。16S rRNA

遺伝子配列解析により、これら好気性光合成細菌はみな、プロテオバクテリア門に属することをすでに明ら

かにしている。しかし、それらの中には新種（または新属新種）として提案されるべき新規性を持つものが

数多く存在している。なお、新種（または新属新種）の提案においては、タイプ・ストレイン（標準菌株）

の公的保存機関への寄託が必須である。よって、提案に先立ち、国内の公的菌株保存機関のひとつである

NITE・NBRC へ 40 株の寄託を申請し、受理された。これらの株を標準菌株（または参考菌株）とした新属

または新種の提案を 28年度に開始する。（広瀬、花田） 

 

3-b. 好気性光合成細菌のコロニーを識別できる撮影システムの構築  

好気平板培養で出現してきた有色のコロニーを好気性光合成細菌の候補菌株として選択してきた。だが、

その中にはカロテノイドのみを持ち、バクテリオクロロフィルを一切有しない非光合成菌株が数多く含まれ

ており、分光色素分析などの追加の証明が不可欠であった。この二度手間を省くため、コロニーの発する蛍

光を直接撮影できるカメラシステムを構築した。バクテリオクロロフィルの蛍光は赤外光であるので、長波

長側の光に十分な感度を持つ赤外線カメラに赤外光のみを透過するフィルターを取り付けたものを用いた。

また、励起光としてバクテリオクロロフィルの吸収波長のソーレー帯にあたる青色光、Qx帯にあたるオレン
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ジ光、さらにバクテリオクロロフィルに励起エネルギーを与えるカロテノイドの吸収帯である緑色光の三種

類の高輝度 LEDを用意した。これら、励起光のすべてがバクテリオクロロフィルを励起し、バクテリオクロ

ロフィルを含むコロニーを識別できることが明らかとなったが、Qx帯の吸収帯にあたるオレンジ光（590nm）

の LEDを照射したコロニーが も強い蛍光を発することも明らかとなった。（広瀬、花田） 

 

3-c. 好気環境において光合成を行う微生物の光合成器官の進化学的研究  

川床と類似した湖沼から近年分離された Gemmatimonas phototrophica は好気性光合成細菌と同様に好気的

な環境でも光合成できる光合成細菌である。また、この細菌のゲノム研究から、G. phototrophicaの光合成関

連遺伝子群は、本菌が属するジェマティモナデテス門とは異なるプロテオバクテリア門に属する紅色光合成

細菌のものと類似性が極めて高いことが示されている。このことは光合成関連遺伝子群が一度に、且つ門を

超えて G. phototrophicaに水平伝搬した可能性を強く示唆するが、そのような大規模な遺伝子の伝搬が果たし

て可能か否かについては議論の余地がある。その可能性を確かめるため、G. phototrophicaと紅色光合成細菌

の光合成関連遺伝子群の部分的な交換が可能であるか人為的に行う研究を計画した。本年度は本研究に用い

る G. phototrophicaのゲノムの入手を可能とするため、本菌株を分離したチェコの研究チームとMTAを締結

した。（永島、花田） 

 

4. 研究発表 
誌上発表  

Fukushima, S., S. Morohoshi, S. Hanada, Matsuura, K. and S. Haruta. Gliding motility driven by individual cell-surface 

movements in a multicellular filamentous bacterium Chloroflexus aggregans. FEMS Microbiol Lett In press (2015) 

Sun, L., M. Toyonaga, A. Ohashi, N. Matsuura, D.M. Tourlousse, X.-Y. Meng, H. Tamaki, S. Hanada, R. Cruz, T. 

Yamaguchi and Y. Sekiguchi. Isolation and characterization of Flexilinea flocculi gen. nov., sp. nov., a filamentous 

anaerobic bacterium belonging to the class Anaerolineae in the phylum Chloroflexi. Int J Syst Evol Microbiol In 

press (2015) 

Kanno, M., H. Tamaki, Y. Mitani, N. Kimura, S. Hanada and Y. Kamagata. pH-induced change in cell susceptibility to 

butanol in a high butanol-tolerant bacterium, Enterococcus faecalis strain CM4A. Biotechnol. Biofuels. 8:69-74  

(2015) 

Takeuchi, M., T. Yamagishi, Y. Kamagata, K. Oshima, M. Hattori, T. Katayama, S. Hanada, Hi. Tamaki, K. Marumo, 

H. Maeda, M. Nedachi, W. Iwasaki, Y. Suwa, S. Sakata. Tepidicaulis marinus gen. nov., sp. nov., a novel marine 

bacterium reducing nitrate to nitrous oxide strictly under microaerobic conditions. Int J Syst Evol Microbiol 65: 
1749-1754 (2015) 

広瀬節子	 上流河川の川底の光合成微生物	 都生研会誌	 51:56-58 (2015) 

	 

口頭・ポスター発表  

Thiel, V. Studying microbial diversity and functions using metagenomics and metatranscriptomics in phototrophic 

microbial mat communities. Phototrophic Microbial Consortia Laboratory Kick-off Symposium, Tokyo 

Metropolitan University (2015).  

Tank, M. Physiology and ecological insights of Chloracidobacterium thermophilum, the first phototrophic member in 

the phylum Acidobacteria. Phototrophic Microbial Consortia Laboratory Kick-off Symposium, Tokyo Metropolitan 

University (2015).  
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花田智 「寄附講座の趣旨と課題・研究体制」公益財団法人発酵研究所・寄附講座開設記念シンポジウム、首

都大学東京（2015） 

Thiel, V. and M. Tank. Yellowstone National Park Research Overview. Photomics Lab Nakabusa seminar, Nakabusa 

(2015) 

Hanada, S and K. Matsuura. A short review on Nakabusa studies -Roseiflexus castenholzii and Chloroflexus aggregans: 

distributions, isolations and characteristics- Photomics Lab Nakabusa seminar, Nakabusa (2015) 

Thiel, V., JM Wood, MT Olsen, DM Ward and DA Bryant. The dark side of the Mushroom Spring microbial mat: life 

in the shadow of chlorophototrophs. Oral presentation at the Annual Conference of the Association for General and 

Applied Microbiology (VAAM), Jena, Germany 

Thiel, V. 50 years studying Yellowstone's Mushroom Spring microbial mat: An ongoing journey of discoveries. Invited 

lecture, Helmholtz Centre of Ocean Sciences (GEROMAR), Kiel, Germany 

Tank, M. Cab. thermophilum: working towards the development of a genetic system and isolation progress of new 

chlorophototrophs from Mushroom Spring, YNP. Seminar talk, The Pennsylvania State University (2016). 

花田智「原始的な光合成 —酸素非発生型光合成—」第 89回日本細菌学会総会 2016（大阪） 

櫻井英博、増川一、佐藤剛、花本光、北島正治、永島咲子、永島賢治、Evgeny Shastik, Anastasiya Gavrisheva, 

Ekaterina Petushkova, Anatoly Tsygankov, 井上和仁「シアノバクテリアおよび紅色細菌のニトロゲナーゼに

基づく光生物学的水素生産の持続性と太陽光利用効率改善に向けた遺伝子工学的諸改良と培養条件の検

討」第 35回水素エネルギー協会大会、2015（東京） 

永島賢治、André Verméglio、永島咲子、井上和仁「紅色細菌 Rubrivivax gelatinosusの循環的な光合成電子伝

達経路において機能しうる新規な膜結合型多ヘムチトクロム c」第 57回日本植物生理学会年会 2016（盛

岡） 

櫻井英博、増川一、佐藤剛、花本光、北島正治、永島咲子、永島賢治、Evgeny Shastik、Tatyana Laurinavichene、

Anatoly Tyagankov、井上和仁「シアノバクテリア及び紅色細菌の光生物学的水素生産の活性向上とコスト

低減」第 57回日本植物生理学会年会 2016（盛岡） 
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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、認知症プロジェクト 
 
1. 構成 
長谷川成人、秋山治彦、野中隆、亀谷富由樹、細川雅人、鈴木元治郎、平井久美子、田中良法（学振研究員）、

高橋宗聖（首都大、研究生）、下中翔太郎（首都大、生命科学 D3）、樽谷愛理（首都大、生命科学 D2）、

下沢明希（首都大、生命科学 D1）、井村成（首都大、生命科学M1）、寺田真（筑波大、人間総合科学 D2）、

森啓 (客員研究員, 大阪市大教授)、久永眞市 (客員研究員, 首都大教授) 

 

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の凝集に関わる配列とその凝集機構に関する研究  
	 ALS の原因遺伝子であり、患者脳、脊髄の特徴的病理構造物の本体である TDP-43 について、培養細胞系

を用いてその凝集に関わる配列を同定した。そして、その合成ペプチドがアミロイド様線維形成能を有する

こと、さらには線維化した合成ペプチドを細胞内に導入すると、細胞内の正常 TDP-43 を異常型に変換する

ことを示した。（下中、野中、鈴木、久永、長谷川）。 

２）異常型タウの伝播と APPの関係について  
	 ADの中心病理である異常型(線維化)タウが正常タウを異常型に変換するプリオン様性質を有し、それが細

胞間を広がることで病気が進行する病態進行機構が注目されているが、APPがタウの細胞内取り込みと蓄積

促進に働く可能性を検討した。その結果、Aβが効果を示さなかったのに対し、APPは線維化タウと結合し、

細胞内への取り込み、さらには細胞内の正常タウの凝集を促進することを証明した。（高橋, 亀谷、野中, 久

永, 長谷川）。 

３）アルツハイマー病患者脳のタウの解析  
	 AD や様々な神経疾患に蓄積する異常型タウの詳細な解析を行い、微小管結合領域の重合、線維化の違い

により、タウ病理の多様性と規則性が形成され、病型が決定される可能性を示した。(長谷川、亀谷、野中)。 

４）他、αシヌクレインの伝播機構(樽谷、寺田、下沢、鈴木、野中), TDP-43とプロフィリンの関係(田中)、

C9ORF72の関係（野中）、PGRN変異(細川)、SOD1(樽谷)、プロテアソーム(井村, 鈴木)などの研究を進めた。 

 
3. 研究発表 
1. Shimonaka S, Nonaka T, Suzuki G, Hisanaga SI, Hasegawa M. Templated aggregation of TDP-43 by 

seeding with TDP-43 peptide fibrils. J Biol Chem. 2016 Feb 17. pii: jbc.M115.713552. 

2. Takahashi M, Miyata H, Kametani F, Nonaka T, Akiyama H, Hisanaga S, Hasegawa M. Extracellular 
association of APP and tau fibrils induces intracellular aggregate formation of tau. Acta Neuropathol 

(IF:10.76) 29: 895- 907, 2015.  

3. Taniguchi-Watanabe S, Arai T, Kametani F, Nonaka T, Masuda-Suzukake M, Tarutani A, Murayama S, 

Saito Y, Arima K, Yoshida M. Akiyama H, Robinson A, Mann D, Iwatsubo T, Hasegawa M. 

Biochemical classification of tauopathies by immunoblot, protein sequence and mass spectrometric 

analyses of sarkosyl-insoluble and trypsin-resistant tau. Acta Neuropathol (IF:10.76)131: 267-80, 2016. 
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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（研究員）、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  

1.  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. 

2.  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  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）、斉藤優太（芝

浦工業大学システム理工学部 4年）、早川敦子（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。 
 

3. 研究発表 
1. Miura,	  Y.,	  Hashii,	  N.,	  Tsumoto,	  H.,	  Takakura,	  D.,	  Ohta,	  Y.,	  Abe,	  Y.,	  Arai,	  Y.,	  Kawasaki,	  N.,	  Hirose,	  N.,	  Endo,	  T.,	  on	  

behalf	  of	   SONIC	   (Septuagenarians,	  Octogenarians,	  Nonagenarians	   Investigation	  with	  Centenarians):	  Change	   in	  
N-‐glycosylation	  of	  plasma	  proteins	  in	  Japanese	  semisupercentenarians,	  PLos	  One,	  10,	  e0142645,	  (2015)	  

2. Kawakami,	   K.,	   Fujita,	   Y.,	   Kato,	   T.,	  Mizutani,	   K.,	   Kameyama,K.,	   Tsumoto,	   H.,	  Miura,	   Y.,	   	   Deguchi,	   T.,	   Ito,	  M.	   :	  
Integrin	   β4	   and	   vinculin	   contained	   in	   exosomes	   are	   potential	   markers	   for	   progression	   of	   prostate	   cancer	  
associated	  with	  taxane-‐resistance,	  Int.	  J.	  Oncol.,	  47,	  384-‐390,	  (2015)	  

3. Tsumoto,	   H.,	   Ogasawara,	   D.,	   Hashii,	   N.,	   Suzuki,	   T.,	   Akimoto,	   Y.,	   Endo,	   T.,	   Miura,	   Y.:	   Enrichment	   of	  
O-‐GlcNAc-‐modified	  peptides	  using	  a	  novel	  thiol-‐alkyne	  and	  thiol-‐disulfide	  exchange,	  Bioorg.	  Med.	  Chem.	  Lett.	  25,	  
2645-‐2649,	  (2015)	  

4. Moriyama,	  T.,	  Ito,	  A.,	  Omote,	  S.,	  Miura,	  Y.,	  Tsumoto,	  H.	  :	  Heat-‐resistant	  characteristics	  of	  major	  royal	  jelly	  
protein	  1	  (MRJP1)	  oligomer,	  PLos	  One,	  10,	  e0119169,	  (2015)	  

5. Miura,	  Y.,	  Iwamoto,	  M.,	  Tsumoto,	  H.,	  Endo,	  T.,	  Toda,	  T.:	  Antioxidant	  effects	  of	  carnitine	  supplementation	  using	  
fully	  automated	  two-‐dimensional	  chip	  gel	  electrophoresis,	  Electrophoresis	  Lett.	  59,	  109-‐111,	  (2015)	  

6. Akimoto,	   Y.,	  Miura,	   Y.,	   Endo,	   T.,	   Kawakami,	   H.,	   Hart,	   G.W.:	   Diabetes	   and	  O-‐GlcNAcylation,	   In	   Glycoscience：
Biology	   and	   Medicine	   (Taniguchi,	   N.,	   Endo,	   T.,	   Hart,	   G.W.,	   Seeberger,	   P.H.,	   Wong,	   C-‐H.,	   Eds.),	   Springer,	  
10.1007/SpringerReference_395455:	  1207-‐1212,	  (2015)	  
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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）、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）、平石萌（首都大学東京・理工学研究科・生

命科学専攻・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。 

 

4. 研究発表 
1. Yamano, K. et al., J. Biol. Chem., Site-specific interaction mapping of phosphorylated ubiquitin to uncover Parkin 

activation. 2015, 290, 25199-25211.  

2. Okatsu, K. et al., J. Cell Biol., Phosphorylated ubiquitin chain is the genuine Parkin receptor. 2015, 209, 111-128.  

3. Okatsu, K. et al., J. Cell Sci., Unconventional PINK1 localization to the outer membrane of depolarized mitochondria 

drives Parkin recruitment. 2015, 128, 964-78.  

4. Koyano, F. et al., Nature, Ubiquitin is phosphorylated by PINK1 to activate parkin. 2014, 510, 162-6.  

5. Iguchi, M., et al., J. Biol. Chem., Parkin-catalyzed ubiquitin-ester transfer is triggered by PINK1-dependent 

phosphorylation. 2013, 288, 22019-32. 
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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 
 
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, 関 由美香 (以上大学院生); 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) 
 
研究紹介 
染色体 DNA複製は、正確に、高速に、秩序正しく起こる。この過程の異常は、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。実際、最近の研究から、内的外
的な原因による複製障害に対する適切な細胞応答の破綻が、初期がん細胞の遺伝的変化の主要な要因になっ

ていることが示されている。また複製制御に関与する因子が臓器、組織の発生・分化に直接的に関与する可能

性も示唆されている。さらに、グアニン４重鎖構造を始めとする非 B型 DNA構造が、複製制御の種々の側面
で鍵を握る役割を果たしていることが明らかになってきた。私達は、染色体複製制御の普遍的なメカニズムの

解明を基盤に、ゲノム DNA 構築とその機能発現制御の新しい原理の解明を目指す。具体的には大腸菌、分裂
酵母、動物細胞、マウス個体を用いて、次のような課題にアプローチする。1) 染色体上における複製起点活
性化の時空間プログラム制御の分子基盤の解明。2) 複製ストレスに対する細胞応答のメカニズムの解明と、
その破綻と発がん、疾患との関連。3) ゲノム DNA 上の非 B 型構造の生物学的意義の解明。4) 複製因子の変
異による脳発生の異常のメカニズムの解明。5) 複製、細胞周期因子を標的とした新規な創薬戦略の開発。ゲ
ノム複製の研究から、ゲノムの新原理の解明に挑む。 
 
本年度の特筆すべき成果 
私たちは、分裂酵母を用いた遺伝学的スクーリンングから Rif1が複製プログラムを決定する重要な因子である
ことを発見した(EMBO J, 2012)。さらに、動物細胞においても、Rif1は複製タイミングドメインの重要な決定
因子であることが明らかになった(Genes Dev, 2012; Trends in Genetics, 2013)。しかし、Rif1がどのように染色
体に結合し、複製プログラムを制御するのかは不明であった。今年度、Rif1が、染色体上に多数存在すると推
定されるグアニン４重鎖(G4)構造に結合して、その周辺の広い領域にわたり DNA 複製開始に抑制的な染色体
ドメインを形成することを見出した(発表論文 5)。これは、染色体制御における G4構造のこれまで知られてい
ない、一般的かつ重要な機能を示唆するものである。 
 
発表論文 (2015~) 
1. Tanaka, T., Nishito, Y., and *Masai, H. “Fork restart protein, PriA, binds around oriC after depletion of nucleotide precursors: 

Replication fork arrest near the replication origin.”Biochem. Biophys. Res. Commun. 470, 546-551. (2016).（査読有） 
2. Tanaka, H., (他8名), Masai, H., Hoshikawa, Y., Noda, T., Nio, M., Ochiai, K., *Igarashi, K. “Epigenetic Regulation of the 

Blimp-1 Gene in B Cells Involves Bach2 and Histone Deacetylase 3.” J. Biol. Chem. PubMed PMID: 26786103. (2016).（査読
有） 

3. *Nonaka, T., (他8名), Masai, H., and Hasegawa, M. “Phosphorylation of TAR DNA-binding Protein of 43 kDa (TDP-43) by 
Truncated Casein Kinase 1δ Triggers Mislocalization and Accumulation of TDP-43.” J. Biol. Chem. PubMed PMID: 26769969 
(2016).（査読有） 

4. *You, Z., Ode, K. L., Takisawa, T., Masai, H. “Characterization of conserved arginine residues on Cdt1 that affect licensing 
activity and interaction with Geminin or Mcm complex.” Cell Cycle Mar 3 [Epub ahead of print] PMID: 26940553. (2016).（査読
有） 

5. Kanoh, Y., (他9名), *Masai, H. “Rif1 binds to G-quadruplexes and suppresses replication over long distances.” Nature Struct. 
Mol. Biol. 22, 889-897 (2015).（査読有） 

6. Koiwai, K., Kubota, T., Watanabe, N., Hori, K., Koiwai, O. and *Masai, H. “Definition of the transcription factor TdIF1 
consensus binding sequence through genome-wide mapping of its binding sites.” Genes to Cells 20, 242-254. (2015). (査読有) 

7. Zech, J., Godfrey, E.L., Masai, H., Hartsuiker, E. and *Dalgaard, J.Z. “The DNA-Binding Domain of S. pombe Mrc1 (Claspin) 
Acts to Enhance Stalling at Replication Barriers.” PLoS One 10: e0132595. (2015). (査読有) 

8. Iguchi, T., (他9名), Masai, H. and *Miyatake, S. “BTB-ZF Protein Znf131 Regulates Cell Growth of Developing and Mature T 
Cells.” J. Immunol. 195:982-993. (2015). (査読有) 

9. Jeffery, D., (他 8名), Masai, H. and *Yankulov, K. “CDC28 phosphorylates Cac1p and regulates the association of Chromatin 
Assembly Factor I with chromatin.” Cell Cycle 14, 74-85. (2015). (査読有) 

10. *Masai, H. “Building up the machinery for DNA replication.” Cell Cycle 14, 3011-3012. (News and Views) (2015). (査読なし) 
11. Yoshizawa, N., Yamazaki, S., and *Masai, H. “Rif1, a conserved chromatin factor regulating DNA replication, DNA repair and 

transcription.” In The Initiation of DNA Replication in Eukaryotes, Springer. (Review) (2015) (査読なし) 
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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）、川本益揮（専任研究員）、鵜澤尊規（専任研究員）、Tran Thoa Thi Thanh（D3）、

Krishnachary Salikolimi (D2)、Tara KC Bahadur (D2)、三輪拓也（M2） 

	 

2.	 研究紹介	 

	 当研究室では、化学的手法と生物工学的手法を融合させた新しい生命科学技術の方法論の確立を目指して

います。方法論として、コンビナトリアル・ケミストリー、進化分子工学、高分子工学、ハイブリッド材料

工学、遺伝子・タンパク質工学、微細加工技術、ナノテクノロジーなどの手法を用い、新しい材料を生み出

し、その性能を評価するとともに、再生医療、人工臓器材料、ドラッグ・デリバリー・システム、ナノメデ

ィシン、分子イメージング、バイオチップ、バイオエレクトロニクス、人工酵素、人工抗体への応用展開を

図っています。 

１）再生医学   
	 ヒトの体細胞を未分化状態にする iPS 細胞が生み出されました。これは、患者自身の核由来で様々な細胞

に分化可能な未分化細胞が得られることを示し、発生学に大きな影響をあたるとともに、再生医療への大き

な足掛かりとなりました。当研究室では、新しい方法による未分化細胞の創出を研究するとともに、分化を

制御して特定の臓器細胞への誘導や多細胞による臓器形成について研究しています。 

２）人工抗体（アプタマー）学  
	 抗体は生命科学研究にとってなくてはならない生体高分子です。もともとは動物の免疫反応によって作ら

れるものですが、試験管内でも進化分子工学という手法を用いて作成可能となりました。しかし、天然由来

の高分子だけでは高性能の抗体を得ることは困難です。本研究室では有機化学的手法と進化分子工学手法を

融合してこれまでになかった全く新しいセンシング機能や触媒機能をもつ機能性分子に関する研究を行って

います。 

 

3. 研究発表 
口頭・ポスター発表   

1. 三輪拓也, 皆川倫子, 鵜澤尊規、伊藤嘉浩、「接着性アミノ酸 DOPA 含有ドメインを用いた VEGF のコラーゲン
への固定化」、無細胞生物科学研究会、横浜、2015年 10月 13日 

3. Krishnachary Salikolimi, Pan He, Zha Li, Toshiro Aigaki, Masuki Kawamoto, and Yoshihiro Ito, Development of 
Self-assembled Nanoparticles Composed of a Conjugated Polymer Showing Dual Chromic Response, 第 64回高
分子年次大会，札幌, 2015 年 5 月 27日 

4. Krishnachary Salikolimi, Toshiro Aigaki, Yoshihiro Ito, and Masuki Kawamoto, Multi-chromic polymer 
nanoparticles composed of a polythiophene derivative in aqueous media, CEMS International Symposium on 
Supramolecular Chemistry and Functional Materials 2016, Tokyo, 2016.年１月 13日 

  

2. Tran Thoa Thi Thah, Tomoko Minagawa, Toshiro Aigaki, Yoshihiro Ito and Takanori Uzawa ‘Fabrication of 
photosensitizing and electron-storage RNA-modules’ 1/22高分子学会埼玉地区懇話会、さいたま市、2016年１月
22日 
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連携大学院  瀬尾研究室  

国立研究開発法人	 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、佐野直人、渡邊俊介、菅野裕理 
 
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
ャスモン酸（JA）等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。私たちの研究室では、LC-MS/MSを用いた高感度ホルモン分析に関して世界トップレベルの
技術を有しています。また 近では、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も取

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でした。近年私たちは、シロイヌナズナににおけるNPFと呼ばれる輸送体フ
ァミリーの中に、ABA、GA、JA輸送活性を有するタンパク質が複数存在することを明らかにしました。現在、
それらのタンパク質の植物体内での生理的な機能の解析を進めています。 
2) 植物ホルモン一斉分析  
	 本年度も国内外の多くの共同研究により、GA（２０種類程度）、JA関連代謝物（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）、サリチル酸とい
った植物ホルモンを、様々な植物材料から高感度に分析ししました。 
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。 
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。 
5) ストレス応答におけるモリブデン酵素の機能  
	 モリブデン補酵素の生合成に欠陥を持つ突然変異体はストレス感受性等に関して多面的な表現型を示しま

すが、その表現型の一部は、ABA生合成やプリン代謝等のこれまでに知られているモリブデン酵素の機能では
説明できません。このことから、モリブデン酵素に未知の機能が存在すると考え、その解明に取り組んでいま

す。 
 
 
3. 研究発表  
誌上発表	 （一部のみ）  

Sano, N., Rajjou, L., North, H.M., Debeaujon, I., Marion-Poll, A. and Seo M. (2016) Staying Alive: Molecular Aspects 

of Seed Longevity. Plant Cell Physiol. doi: 10.1093/pcp/pcv186 (Epub ahead of print). 

Seo, M., Kanno, Y., Frey, A., North, H.M. and Marion-Poll, A. (2016) Dissection of Arabidopsis NCED9 promoter 

regulatory regions reveals a role for ABA synthesized in embryos in the regulation of GA-dependent seed germination. 

Plant Sci. 246: 91-97. doi:10.1016/j.plantsci.2016.02.013 

Maekawa, M., Honoki, R., Ihara, Y., Sato, R., Oikawa, A., Kanno, Y., Ohta, H., Seo, M., Saito, K. and Masuda, S. 

(2015) Impact of the plastidial stringent response in plant growth and stress responses. Nat. Plants 1:15167. doi: 

10.1038/nplants.2015.167 
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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（研究部長、チームリーダー）、加賀美 弥生（研究員）、天野 晶子（研究員）、滝野 有花（非

常勤研究員）、半田 節子（非常勤職員）、高橋 経太（連携大学院性）、増冨 裕文（連携大学院生）、滝沢 

晶子（研究生）、成田 昂平（研究生）、河島 早紀（研究生） 

 

2. 研究紹介 
１）加齢指標タンパク質 SMP30の機能解明  
加齢に伴い私たちの身体機能は低下し、様々な故障も増加します。このような加齢現象の背後には身体を

構成する様々な分子や臓器機能の変化が存在します。私たちは、加齢に伴い発現が変化する種々の遺伝子群

やタンパク質群を解析することにより、高齢者が有する身体機能の不全を早期に、しかも正確に検知し、抑

制するための方法論の開発を目指しています。今までの研究から、加齢に伴い減少する生体分子、加齢指標

タンパク質 SMP30を発見し、老化における重要性を明らかにしてきました。 

２)	 老化とビタミン C 
	 近の研究から、SMP30はビタミン C生合成に必須の酵素、グルコノラクトナーゼ（GNL）であることが

わかりました。SMP30/GNL遺伝子を欠損したマウスは、ヒトと同様にビタミン Cを体内で合成できません。

また、ビタミン Cが不足したマウスは、寿命が短く、早期に死亡します。私たちは、コラーゲン繊維の構築

や活性酸素種の消去など、多様な働きをもつといわれるビタミン Cの生理機能をひとつひとつ明らかにする

ことにより、ビタミン Cの抗老化作用を解明していきます。 

３）シトルリン化分子と老年病態  
	 タンパク質の修飾は、情報伝達、遺伝子発現、細胞分化や老化に深く関わっています。特に、タンパク質

中のアルギニンがシトルリンに変わるシトルリン化反応は、タンパク質が本来持っている電荷や高次構造に

著しい変化をもたらします。タンパク質シトルリン化反応は、ペプチジルアルギニンデイミナーゼ（PAD）

という酵素により触媒されます。今までの研究から、アルツハイマー型認知症患者の脳ではシトルリン化タ

ンパク質が早期に出現し、病状の進行程度に応じて、その量が増加することを明らかにしてきました。私た

ちは、シトルリン化タンパク質や PADを指標とした臨床検査診断薬を開発し、認知症や老年病などの早期診

断薬になりうるか研究を行っています。 

 

3. 研究発表 
誌上発表  

3.  Ishigami, A., Masutomi, H., Handa, S., Nakamura, M., Nakaya, S., Uchida, Y., Saito, Y., Murayama, S., Jang, 

B., Jeon, Y.C., Choi, E.K., Kim, Y.S., Kasahara, Y., Maruyama, N., Toda, T. : Mass spectrometric 

identification of citrullination sites and immunohistochemical detection of citrullinated glial fibrillary acidic 

protein in Alzheimer's disease brains. J. Neurosci. Res. 93, 1664-1674 (2015)   

4.  Ishigami, A., Masutomi, H., Handa, S., Maruyama, N. : Age-associated decrease of senescence marker 

protein-30/gluconolactonase in individual mouse liver cells: Immunohistochemistry and immunofluorescence. 

Geriatr. Gerontol. Int. 15, 804-810 (2015) 
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その他の研究・事業  

 

小笠原研究  
 
１．研究の経過  
	 小笠原諸島は東京の南約 1000〜1200 km（北緯 27゜45’〜 24゜14’）の太平洋上に散在する海洋島である。

進化の実験場と言われる特異な自然をもつため、2011年 6月にユネスコにより日本で４番目の世界自然遺産

地として登録された。小笠原研究は、この群島が 1968年 6月 26日にわが国へ返還されて以来、東京東京都

立大および首都大学東京における特色ある研究のひとつとなっている。小笠原では、父島の小笠原研究施設

を拠点として、自然科学から人文・社会科学まで多彩な研究が行われている。1976年度からは東京都立大学

の全学的な組織である「小笠原研究委員会」によって運営・推進されてきた。2005年度に都立大学が首都大

学東京に改組された後、2007年度までは、2004年度の委員会が暫定的に本学の小笠原研究の対外的な窓口と

して活動してきたが、2008年度から首都大学東京の全学委員会となった。本専攻では植物系統分類学、植物

生態学、動物生態学、進化遺伝学などの研究室が小笠原に生息・分布する生物を対象にした研究を行ってき

た。また、他大学の研究者との共同研究や文部科学省の科学研究補助金による研究、環境省の地球環境研究

推進費による研究なども行われ、東京都に属しながら大洋中に孤立して存在する海洋島という特殊な条件を

生かしたユニークな研究成果が数多く得られている。なお、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」（代表者：可知直毅）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」（代表者：加藤英寿）が実施されている。	 

	 小笠原諸島を調査地として 2015 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 2名（動物生態 2）、修士 1名（植物系統分類）、卒研生 2名（植物系統分類 1、

動物系統分類 1）、研究生１名（植物系統分類）による研究が行われた。また、環境省関東地方事務所およ
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び厚生労働省東京検疫所と理工学研究科との連携協定に基づき、オガサワラハンミョウの飼育実験および父

島の港湾衛生調査を開始した。	 

 

２．小笠原研究施設  
	 小笠原返還後間もない 1971年度から、東

京都総務局所管の総合調査室を借用して都

立大学父島研究室が開設され、本学の小笠

原研究の拠点として活用されてきた。この

研究室は 1990 年度末に正式に都立大学に

移管され、1991年度に全面改築を行い、1992

年 3月末に完工した。施設の敷地面積は 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。 

	 2015年度の施設利用者数は、環境省関東事務所との連携によるオガサワラハンミョウの飼育実験のための

通年利用 499人日を含み、延べ 949 名、延べ利用日数は 1855 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。2015年度分については、No.39として8篇の報文が掲載

された。もう一つは1978年度に創刊された「小笠原研究」(Ogasawara	 Research)で、英文の研究報告や資料的

価値が高い総説等が掲載される。2015年度分についてはNo.42として、小笠原諸島から得られたキイロハギの

色彩変異個体の記録に関する報文、日本産アカテツ属植物の花の性表現に関する報文および外来種による小笠

原在来植物の送粉系攪乱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、2016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 474,655点、コケ類標本 41,247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。2015年度には、浅野一男氏から寄贈された 5,845点を始め、神代植物公園

植物多様性センター574 点、大本花明山植物園 244 点、東京大学総合研究博物館 964 点などが寄贈され、現

在整理中である。 

	 牧野標本館の標本は学内で行う教育・研究に利用されてきたばかりではなく、外来研究者にも標本の閲覧

の便宜をはかるとともに、標本貸出等の要望に対応して、広く国内外の植物学研究者に活用されてきた。	 

2012年度の研究サービスの実績は、以下のとおりである。 

標本交換：国内発送 0件、国内受入 2件、国外発送 2件、国外受入 2件。 

標本貸出：国外 0件、国内 3件。来訪研究者（のべ人数）：国内 463人、国外 5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	 	 	 	 	 

	 	 2011 年	 13	 13	 43	 323	 

	 	 	 	 2012 年	 	 	 	 17	 16	 41	 377	 

	 	 	 	 2013 年	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 20	 18	 45	 419	 

	   2014年          16           17              38               387 

 2015年 6 5               25               312	 
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教育・研究関連資料  
学位取得者  
修士（理学）  
２０１５年度３月修了  
秋山	 礼良 キイロショウジョウバエにおける体色多型と環境ストレス耐性の関連性の遺伝的基盤	 

(英文) 

 主査：高橋	 文 副査：田村	 浩一郎・相垣	 敏郎 

飯塚	 佳凛 渓流沿い植物ヤシャゼンマイの定量的解析による適応形質の探索 

 主査：角川	 洋子 副査：鈴木	 準一郎・江口	 克之・村上	 哲明 

池田	 識人 脳キナーゼ LMTK1A によるβセクレターゼ BACE1 の細胞内輸送制御 

 主査：久永	 眞市 副査：相垣	 敏郎・川原	 裕之・安藤	 香奈絵 

石井	 遙 ヒメツリガネゴケの葉緑体光定位運動にともなうアクチンメッシュワーク形成とその役

割 

 主査：門田	 明雄 副査：岡本	 龍史・角川	 洋子 

市川	 里紗 抗菌ペプチド Drosomycin 遺伝子群におけるコピー数変異生成メカニズムの解明 

 主査：田村	 浩一郎 副査：高橋	 文・村上	 哲明 

神谷	 直毅 温泉微生物群集における光合成細菌と硫黄不均化菌による硫化水素の硫酸への酸化（英文） 

 主査：春田	 伸 副査：松浦	 克美・Shawn	 McGlynn・花田	 智	 

木村	 優希 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析 

 主査：鐘ヶ江	 健 副査：門田	 明雄・岡本	 龍史 

桐野	 一晟 大腸菌の	 dps,	 deoR遺伝子が関与する酸化ストレス耐性機構の解析 

 主査：加藤	 潤一 副査：春田	 伸・得平	 茂樹 

金	 美松 ショウジョウバエ雌の妊性に及ぼす Sir2欠損の継世代的な影響（英文） 

 主査：相垣	 敏郎 副査：岡本	 龍史・坂井	 貴臣 

合志	 真衣 緑色糸状性光合成細菌 Chloroflexus	 aggregansの独立栄養生育条件の探索 

 主査：春田	 伸 副査：松浦	 克美・花田	 智 

小竹	 咲也子 SUMO ファミリーによる Hmbox1 タンパク質の新しい翻訳後修飾の同定と解析 

 主査：川原	 裕之 副査：福田	 公子・得平	 茂樹 

佐藤	 帆浪 親世代の栄養環境に依存する子世代の成長制御 

 主査：相垣	 敏郎 副査：福田	 公子・坂井	 貴臣 

謝	 一銘 BAG6 基質認識に関わる必須残基の同定とその細胞内機能（英文） 

 主査：川原	 裕之 副査：久永	 眞市・加藤	 潤一 

高田	 峻輔 脳キナーゼ LMTK1A による大脳皮質神経細胞移動の制御 

 主査：久永	 眞市 副査：岡本	 龍史・福田	 公子・安藤	 香奈絵 

田中	 花実 タンパク質代謝における TRC35-BAG6 の機能に関する研究 

 主査：川原	 裕之 副査：岡本	 龍史・得平	 茂樹	 

辻村	 美鶴 外来種による小笠原在来植物の送粉系撹乱 

 主査：村上	 哲明 副査：可知	 直毅・菅原	 敬 
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圡屋	 悠吾 小胞輸送を統べる BAG6 の新規機能 

 主査：川原	 裕之 副査：久永	 眞市・岡本	 龍史 

津吹	 真 都市河川におけるミシシッピアカミミガメ（Trachemys	 scripta	 elegans）の個体群動態 

 主査：林	 文男 副査：可知	 直毅・黒川	 信 

戸田	 絵梨香 イネ受精卵発生における雌雄配偶子の機能差および片親アリル特異的な受精誘導性遺伝

子群の同定（英文） 

 主査：岡本	 龍史 副査：福田	 公子・鐘ヶ江	 健 

中村	 遥 Pooled	 RNA-seq を用いたアカショウジョウバエ低温耐性候補遺伝子の探索 

 主査：田村	 浩一郎 副査：高橋	 文・相垣	 敏郎 

藤井	 格 好熱性窒素固定シアノバクテリアの窒素欠乏環境に対する応答 

 主査：春田	 伸 副査：松浦	 克美・得平	 茂樹 

藤本	 夏鈴 アキヤマアカザトウムシの分布と生態：とくに集合性について 

 主査：林	 文男 副査：江口	 克之・黒川	 信 

船迫	 紀之 大腸菌を嫌気的に培養した時の定常期におけるギ酸脱水素酵素の機能に関する研究 

 主査：加藤	 潤一 副査：松浦	 克美・得平	 茂樹	  

保木	 優梨子 新規不良タンパク質モデルを用いた核内品質管理機構の解明 

 主査：川原	 裕之 副査：久永	 眞市・岡本	 龍史 

星野	 佑介 西表島におけるハテルマギリ	 (アカネ科)	 の二型花柱性とその繁殖システム	 (英文) 

 主査：菅原	 敬 副査：村上	 哲明・江口	 克之 

堀口	 航平 脱窒能を持つ紅色光合成細菌の自然淡水環境における分布と多様性（英文） 

 主査：春田	 伸 副査：松浦	 克美・鈴木	 準一郎 

松村	 茉梨子 ショウジョウバエのセロトニントランスポーター欠損は昼特異的な睡眠を増加させる 

 主査：相垣	 敏郎 副査：黒川	 信・坂井	 貴臣 

三輪	 拓也 接着性非天然アミノ酸を取り入れた進化分子工学によるコラーゲン結合性血管内皮細胞

増殖因子の創出 

 主査：相垣	 敏郎 副査：得平	 茂樹・坂井	 貴臣・伊藤	 嘉浩	 

山岸	 陽子 アリグモ属におけるアリ擬態と産卵特性との関係 

 主査：林	 文男 副査：江口	 克之・鈴木	 準一郎 

吉村	 彩 キチチタケ（ベニタケ科）における分子情報に基づく隠蔽種の認識 

 主査：村上	 哲明 副査：江口	 克之・角川	 洋子 

渡邉	 礼華 キイロショウジョウバエのゲノム改変を用いた BAG6 複合体の機能解析 

 主査：川原	 裕之 副査：相垣	 敏郎・高橋	 文 

 

博士（理学）  
２０１５年度課程博士（９月修了）  
高橋 宗聖 アミロイドβ前駆体タンパク質は線維化タウの細胞内への取り込みと蓄積を促進する（英

文） 

 主査：久永 眞市 副査：川原 裕之・長谷川 成人・遠藤 玉夫 
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２０１５年度課程博士（３月修了）  
里村	 和浩 減数分裂組換えがアカショウジョウバエの neo-Y 染色体の進化に及ぼす影響（英文） 

 主査：田村	 浩一郎 副査：村上	 哲明・高橋	 文 

八巻	 優佳 Patched1	 細胞質ドメインと相互作用する新規タンパク質複合体の同定とその機能解析

（英文） 

 主査：川原	 裕之 副査：久永	 眞市・福田	 公子 

倉田	 竜明 16S	 rRNA のプロセシングに関与する大腸菌必須遺伝子 yqgFの解析（英文）	 

 主査：加藤	 潤一 副査：春田	 伸・高鳥	 直士 

下中	 翔太郎 TDP-43 凝集機構に関する研究	 (英文) 

 主査：久永	 眞市 副査：川原	 裕之・安藤	 香奈絵・長谷川	 成人	  

橋本	 晃生 カンタリジン・ワールド：カンタリジンを介して相互作用する節足動物群集の構造と機能

（英文）	 

 主査：林	 文男 副査：可知	 直毅・江口	 克之 

福島	 俊一 糸状性滑走運動細菌 Chloroflexus	 aggregansの運動様式の解明（英文） 

 主査：春田	 伸 副査：松浦	 克美・花田	 智・得平	 茂樹 
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2015 年度	 生命科学教室セミナー	 
 

第 1回	 2015年 4月 23日（木）	 16：30～	 12号館 101号室 

	 Dissecting complex traits and inferring general principles of short-term adaptive evolution 

	 	 Parvin Shahrestani	 （Cornell University） 

第 2回	 2015年 5月 15日（金）	 16：30～	 国際交流会館大会議室 

	 Toward comprehensive understanding of rapidly evolving male genital morphology in Drosophila 

	 	 田中 健太郎	 （首都大学東京 理工学研究科 生命科学専攻 進化遺伝研究室） 

第 3回	 2015年 5月 22日（金）	 16：30～	 国際交流会館	 大会議室 

	 Synaptonemal complex-dependent centromeric clustering in Drosophila oocytes - a new insight into the function of 

centromere associations in meiosis 

	 	 武尾 里美	 （首都大学東京	 理工学研究科	 生命科学専攻	 細胞遺伝学研究室） 

第 4回	 2015年 5月 25日（月）	 16：30～	 国際交流会館大会議室 

	 Genetic conflict and speciation in Drosophila 

	 	 Nitin Phadnis	 （University of Utah） 

第 5回	 2015年 5月 29日（金）	 16：30～	 12号館 102号室 

	 Cyanobacteria used for biofuel fermentation and biosynthesis of high-value compounds 

	 	 Niels-Ulrik Frigaard	 （University of Copenhagen） 

第 6回	 2015年 6月 11日（木）	 16：30～	 12号館 101号室 

	 Heparan Sulfate Proteoglycans in the Stem Cell Niche: Lessons from Drosophila 

	 	 Hiroshi Nakato	 （University of Minnesota） 

第 7回	 2015年 9月 8日（火）	 16：30～	 12号館 101号室 

	 時間軸を考慮した生物の分布パターン解析 

	 	 深澤圭太	 （国立環境研究所） 

第 8回	 2015年 9月 14日（月）	 16：30～	 国際交流会館大会議室 

	 Microglial ontogeny and functions in shaping embryonic brain circuits 

	 	 Florent Ginhoux	 （Singapore Immunology Network, Agency for Science, Technology and Research） 

第 9回	 2015年 9月 18日（金）	 11：00～	 12号館 101号室 

	 細胞内生体分子の向きを 1分子単位で見る顕微鏡‐偏光顕微鏡の 前線 

	 	 谷	 知己	 （ウッズホール海洋生物学研究所） 

第 10回	 2015年 10月 28日（水）	 16：30～	 国際交流会館大会議室 

	 脳機能発達における甲状腺ホルモンの役割 

	 	 田代朋子	 （青山学院大学） 

第 10回 2015年 11月 6日（金） 

	 バイオコンファレンス 2015 講演会前半 

	 	 笠原 浩二，ルーカス・トリンダージ，高山 浩司，菅野 菜々子（東京都医学総合研究所，首都大学東京，

静岡県文化・観光部，首都大学東京） 

第 11回 2015年 11月 6日（金） 

	 バイオコンファレンス 2015 講演会後半 
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	 	 Guojun Sheng，Lewis Ward，天野 晶子，佐伯 泰（熊本大学 IRCMS，California Institute of Technology，

東京都健康長寿医療センタ―研究所，東京都医学総合研究所） 

第 12回	 2015年 11月 17日（火）	 16：30～	 国際交流会館大会議室 

	 Exploring Outer & Inner Life with Nanoantennae : Plasmonic Nanosensors for Biomedical and Analyses 

	 	 Inhee Choi	 （University of Seoul） 

第 13回	 2015年 12月 24日（木）	 16：30～	 Main conference room, International House 

	 Mechanisms that regulate inhibitory neurotransmission 

	 	 Miho Terunuma 	 （University of Leicester） 

第 14回	 2016年 2月 10日（水）	 16：30～	 １１号館２０４号室 

	 ウイルスの分子海賊機構：「がんウイルスによる細胞内シグナル伝達と翻訳後修飾の乗っ取りによる細胞

がん化と感染維持」 

	 	 藤室 雅弘	 （京都薬科大学） 

第 15回	 2016年 3月 22日（火）	 15：00～	 国際交流会館大会議室 

	 カニの心臓からヒトの心臓へ：神経による心拍調節 

	 	 矢澤徹	 （首都大学東京	 理工学研究科	 生命科学専攻	 神経生物学研究室） 

	 

首都大バイオコンファレンス 2015	 
	 

11 月 6 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 2015」

が開催された．本学生命科学専攻，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の,大学院生

を主体とする若手研究者が，多様な分野にわたる自らの研究内容を互いにアピールし，相互に討論すること

を目的とした．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ご参加いただき，協力いただいた．熊本大学，

静岡県文化・観光部ふじのくに地球環境史ミュージアム，California	 Institute	 of	 Technology の若手研究

者に講演を依頼した．	 

	 交流会は午後 0 時 30 分から開催され，可知直毅理工学研究科長の挨拶の後，笠原	 浩二氏（東京都医学総

合研究所）による「フィブリンの血小板脂質ラフト移行と血餅退縮」，ルーカス・トリンダージ氏（首都大

学東京	 細胞遺伝学研究室）による“Specialization	 of	 the	 r/k	 system	 in	 sufficient	 to	 explain	 

evolution”，高山	 浩司氏（静岡県文化・観光部ふじのくに地球環境史ミュージアム学芸課）による「汎熱

帯海流散布植物の全球的系統地理-大洋を越えた種子散布と種分化を探る-」，菅野	 菜々子氏（首都大学東京	 

光合成複合微生物研究室）による「紅色光合成細菌の飢餓条件下での光エネルギー利用」，Guojun	 Sheng 氏

（熊本大学 IRCMS）による“The	 making	 of	 a	 primitive	 streak”，Lewis	 Ward 氏（California	 Institute	 of	 

Technology）による	 “Microbial	 Metabolic	 Evolution	 and	 the	 Rise	 of	 Oxygen”，天野	 晶子氏（東京都

健康長寿医療センタ―研究所）による「ビタミンＣのもつ生体内での多様な働きと輸送機構の解析」，佐伯	 泰

氏（東京都医学総合研究所）による「ユビキチンコードの全容解明をめざして」という講演があった．これ

らの講演を挟む形で，大学院生や研究員らによるポスター発表が行われた．79 件のポスター発表も行われ，

そのおよそ半数については，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 208 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	 

加藤潤一	 日本ゲノム微生物学会	 評議員	 

得平茂樹	 日本光合成学会幹事	 

得平茂樹	 日本植物生理学会男女共同参画学協会連絡会 WG 委員	 

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（～2015）、会長（2016～）	 

田村浩一郎	 日本進化学会第 17 回大会	 大会準備委員	 

田村浩一郎	 日本遺伝学会	 評議員	 

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	 

髙橋	 文	 日本進化学会	 評議員	 

髙橋	 文	 Frontiers	 in	 Physiology,	 Melanism:macropysiology	 to	 molecules,	 Topic	 editor	 

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	 会長	 理事長	 

可知直毅	 日本島嶼学会	 副会長	 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	 小笠原兄島陸産貝類保全 PT 委員	 

可知直毅	 環境省	 小笠原諸島ネズミ対策検証委員会アドバイザー	 

可知直毅	 環境省	 小笠原世界自然遺産地科学委員会委員	 

可知直毅	 環境省	 環境省希少野生動植物種保存推進員	 
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可知直毅	 林野庁	 小笠原諸島森林生態系保護地域保全管理委員会アドバイザー	 

可知直毅	 林野庁	 林野庁国有森林生態系の修復事業にかかる検討委員	 

可知直毅	 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	 あきる野市生きもの会議	 副委員長	 

草野	 保	 日本爬虫両棲類学会英文誌編集委員 

草野	 保	 八王子市史編集専門部会自然部会委員	 

草野	 保	 神奈川県環境科学センター	 河川モニタリング調査に係わるアドバイザー 

草野	 保	 青梅市生物多様性保全協議会委員	 

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	 日本分類学会連合国立自然史博物館新設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	 委員	 

江口克之	 国際学術誌「Halteres」Editorial	 Board	 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	 

花田	 智	 日本微生物生態学会	 評議員	 

花田	 智	 Microbes	 and	 Environments 誌	 Senior	 Editor	 
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花田	 智	 文部科学省	 科学技術・学術審議会	 生命倫理・安全部会	 遺伝子組換え技術等専門委員会委員	 
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研究集会の開催など	 
Toshiro	 Aigaki,	 The	 organizer,	 	 The	 2nd	 Japan-Brazil	 Joint	 Meeting	 on	 the	 Functionality	 of	 Amazon	 

Fruits	 for	 the	 Strategic	 International	 Research	 Cooperative	 Program	 (AMED),	 Tokyo,	 Japan,	 November,	 

4.	 2015.	 

得平茂樹	 平成 27 年度ラン藻ゲノム交流会、世話人、東京大学駒場キャンパス、2015 年 7 月 25 日	 

得平茂樹	 第 9回日本ゲノム微生物学会若手の会研究会、世話人、八王子セミナーハウス、2015 年 9 月 29-30

日	 

黒川	 信	 The	 9th	 International	 Congress	 of	 Comparative	 Physiology	 and	 Biochemistry:	 Symposium	 9;	 

Comparative	 Physiology	 of	 Gastrointestinal	 Tract	 and	 Enteric	 Nervous	 System.	 Organizer,	 Kraków,	 

Poland,	 August	 26,	 2015	 

春田	 伸	 研究集会「微生物生態理論に期待される可能性」	 企画者、東京、2015 年 10 月 16 日	 

春田	 伸	 研究集会「微生物生態理論ことはじめ」	 企画者、東京、2016 年 3 月 4 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	 12：企業と生物多様性〜企業

と地域で再生する循環のしくみ〜」企画者、仙台国際センター、2016 年 3 月 21 日	 

鈴木準一郎	 第 63 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、

仙台国際センター、	 2016 年 3 月 24 日	 

花田	 智	 公益財団法人発酵研究所・寄附講座開設記念シンポジウム	 企画者	 首都大学東京	 国際交流会

館	 2015 年 11 月 19 日	 

花田	 智	 第 86 回日本細菌学会総会シンポジウム（大阪）「微生物の生理学的多様性とそれを産み出した原

動力」企画者、大阪国際交流センター	 2016 年 3 月 25 日	 
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