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はじめに

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

に研究活動について、（１）内容と成果を記録すること、（２）大学院進学や卒業研究での所属研究室を検

討する際の資料となること、（３）構成員間の相互理解と研究協力に資すること、（４）大学内外に活動状

況を紹介することを主な目的としている。まず年報の冒頭で、本コース・専攻の特徴と今年度に起こったこ

とのあらましについて紹介させたいただきたい。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

いという人も遠慮せずに大学・大学院の説明会に来ていただければ幸いである。

本コース・専攻のもう一つの特徴は、学部生にも大学院生にも自主的に学ぶことを推奨していることであ

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

た、自分達自身で何をするかを企画・立案する段階から始める科目を設置している。2010 年度も、１年生を

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

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

国のマサチューセッツ工科大学で開かれた合成生物学の世界大会（iGEM）に参加して、銅賞を獲得した。2011

年度は金賞を目指して、iGEM TMU チームは活動を再開している。一方、今年度で 5 年目となった、専攻内外

／大学内外の研究交流を主たる目的とした「首都大バイオコンファレンス 2010」では、ミクロ系とマクロ系

の生物学の融合を意識した研究を行っている研究者を二人、外部から呼んで基調講演をしていただく一方で、

招聘したソウル市立大学の大学院生と本専攻の大学院生が英語のポスター発表を通じて、交流・議論する企

画も､院生自らが企画・実施してくれた。自主的に学び、活動することが本コース・専攻に浸透してきたこと

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

たいと考えている。

さて、2010 年度に本コース・専攻に起きたもっとも大きな出来事は、やはり 2011 年 3 月 11 日に起きた東

日本大震災と､それに起因して起こった事態に関連するものであった。8・9 号館の 4-5 階にある研究室では

本棚などがことごとく倒れる、共通機器の純水製造装置が壊れる、一部､つり天井が落下する等の被害はあっ

たものの、幸いなことに、東日本大震災そのものによる専攻内の被害は限定的であった。特に負傷者も報告

されてはいない。しかし、その後の公共交通機関の混乱や計画停電（実際には南大沢地区では、停電は実施
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されなかった）などもあり、首都大学東京として 3 月 28 日まで学生・大学院生に登学自粛をお願いすること

になった。さらに、3 月中に予定されていた卒業式（東京国際フォーラムで行われる予定だった大学全体と

してのものに加えて、南大沢キャンパス内で行われる予定だった理工学系・理工学研究科、さらには生命科

学コース・専攻レベルのものも含めて全て）、卒業記念パーティなども中止された。その結果、本年度に卒

業・修了された学部生・大学院生の方々は、卒業証書・学位記を理工学系・研究科の事務室で各自受け取る

ことになってしまった。我々教員としても、皆さんの門出を直接お祝いすることができなくて残念であった。

しかしながら、震災の直接的被害に遭われた方々の辛苦を思うと、これらのことがあってさえ、幸いだっ

たと言わざるを得ない。東日本大震災によって引き起こされた原子力発電所の事故・運転停止による電力不

足は、まだしばらくは続くことだろう。本コース・専攻は、率先して節電を実施する一方で、電力不足下で

も、その教育・研究活動ができるだけ停滞しないように最大限知恵を絞って対処していきたいと考えている。

これら以外に本コース・専攻で 2010 年度に起きた大きな変化としては、細胞遺伝学研究室・助教の松尾隆

嗣さんが東京大学大学院農学系研究科の准教授へのご栄転に伴い、2010 年度末で退職されたことがあげられ

る。松尾さんは、ご自身でショウジョウバエを材料にした優れた研究を実施して大きな研究成果をあげてこ

られただけでなく、学生実習や演習科目、さらには生物学自主研究などでも、積極的かつ適切に学生・院生

を指導して下さっていた。したがって、松尾さんの転出は本コース・専攻にとって大きな痛手である。しか

し、より広い視点で見れば、他からも求められるような優れた教員が本コース・専攻にいて、他機関とも人

事交流があること自体はとても望ましいことである。松尾さんの新天地でのご活躍を心より祈念したい。な

お、首都大学東京では定年が延長されたことに伴って、2010 年度末に定年を迎えられた教員はいなかった。

一方、職員に関しては、生命科学専攻事務室で活躍して下さっていた村田さんが年度初めに退職され（首

都大の理工学系事務室の方へ移られた）、後任として田中さんが加わって下さった。また、生命事務室で物

品検収をして下さっていた梅本さんが、新設された検収センターへ移られ、今井さんが後任として生命事務

室で検収業務をして下さることになった。いずれにしても、本コース・専攻は、専攻事務室、温室圃場、牧

野標本館、学生実習室、さらにはショウジョウバエを含む動物飼育担当の職員にも支えられて、研究・教育

がスムーズに進められるようになっている。今後も、その特徴を最大限に活かして、本コース・専攻を発展

させていきたいと考えている。

2011 年 3 月 31 日 2010 年度生命科学コース・専攻長 村上哲明
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概要

1. 生命科学コース・生命科学専攻の基本目標

(1) 生命科学・基礎生物学分野の指導的な研究者・教育者・その他の専門家の養成を、学生と教員間のコミ

ュニケーションを重視した大学院教育・大学教育を通じて行う。

(2) 大学院教育と一体化した高度な研究活動により、学問分野および人類社会に貢献する。

(3) 分子生物学から生態学や系統分類学までを含む基礎生物学の幅広い分野、動物・植物・微生物全ての生

物材料を対象とした大学院教育・大学教育を行い、高度な専門性と幅広い知識・経験のバランスのとれた専

門家を養成する。

(4) 研究トレーニングや、実験・実習科目を重視したカリキュラム編成で、実践的な教育を行う。

(5) 生物学分野の社会人教育、高校教員リカレント教育、高校生対象のプレ大学教育に先導的に取り組み、

地域および東京都に貢献する。

2. 組織構成

首都大学東京 生命科学コース・生命科学専攻は、2010 年 10 月 1 日現在 34 名の教員（定数は 35 名）、5

名の職員（再雇用等の職員を含む）、および数名の臨時職員を擁し、 15 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（東京都医学研究機構、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、2010 年度は 8 名の大学院学生が各

研究所で研究を行った。卒研生、大学院生、研究生、教職員等、研究に携わっている者の総数は、 200 名を

越える。

3. 研究活動

各研究室は、多くの研究テーマに取り組んでおり、その具体的内容は「研究室紹介」の項に紹介されてい

る。全般的な特徴としては「はじめに」のところでも述べたように、研究材料が細菌から高等動植物までき

わめて多様性に富んでいること、対象とする生命現象のレベルが分子から細胞・個体・集団と多岐にわたる

こと、研究室間の交流・協力が盛んに行われていることなどが挙げられる。組織として取り組んでいる研究

・事業として、小笠原研究、牧野標本館の植物標本庫管理業務、ショウジョウバエの系統保存事業があり、

「研究室紹介」の後に概要が紹介されている。

国際交流も活発で、毎年多くの研究者が出張や研修で海外に出かけている。外国人研究者の来訪も多く、

共同研究やセミナーなどによる研究交流が行われた。国内外および教室内の研究者による研究紹介「生命科

学教室セミナー」は月２回程度開かれており、本年報の最後に今年度の記録が載せられている。

4. 教育活動

生物学の広範囲な分野をバランスよくカバーする多彩な講義と充実した多くの実験実習などを特徴とする

教育が行われている。学部（生命科学コース）の入試制度としては、一般選抜の他に、推薦入試（一般推薦、

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

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

選抜 28 名、ゼミナール入試 14 名、推薦入試 8 名、その他若干名となっており、意欲の高い多様な学生の入

学を図っている。
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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 18 名である。大学院生の活動は

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

が行われている。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

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

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

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

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

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

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

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

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

の生物学関連の学術雑誌を閲覧できる。

6. 卒業研究の研究室配属

学部生は原則として最終年次に、いずれかの研究室に所属して１年間卒業研究（生物学特別研究）を行う。

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

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

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

7. 大学院入試選考

博士前期（修士）課程の一般入試は、夏期（通常、8 月末~9 月上旬）と冬期（2 月中旬）の年 2 回行われ

る。一般募集のほか、社会人、留学生を対象とした選考も行われている。博士後期課程の入試は、通常、2

月上旬に行われる。大学院願書出願に関する問い合わせは、理工学系事務室教務係（電話 042-677-1111 内

線 3022）で受付けている。なお、希望者は過去の大学院入試問題を http://www.biol.se.tmu.ac.jp/exam/ か

ら申し込むことができる。

8. 場所と連絡先

首都大学東京のキャンパスは、多摩ニュータウン西部の八王子市南大沢に位置し、京王相模原線南大沢駅

（新宿から約 40 分、新横浜から橋本経由で約 50 分）からすぐの丘の上にある。駅から約 200ｍの広い歩行

者用通路でキャンパスに入る。 8 号館はそこから東に約 500ｍの８階建、三角屋根の建物である。生命科学

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（2010 年度）
生命デザイン 進化多様性

神経分子

機能

発生

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

細胞遺伝学
分子遺伝学

植物ﾎﾙﾓﾝ

機構
細胞生化学

進化

遺伝学

教授 久永真市 西駕秀俊 相垣敏郎 小柴共一 川原裕之
青塚正志

田村浩一郎

准教授 福田公子 坂井貴臣 堀内純二郎 加藤潤一 岡本龍史

助教
斎藤太郎

浅田明子

松尾隆嗣

朝野維起

古屋伸久 古川聡子

職員 井出俊和

特任 RA

嶺岸正治 ○津田学 ○佐藤由紀子

○池上啓一

○金内太郎

○安彦真文

大学院

博士

課程

佐藤 亘

クロ‐シュ

シャパサンド

渕上孝裕

吉岡 望

林 義剛

木村妙子

高野哲也

吉田慶太 船越政史

中井康弘

原田枝里子

木下善仁

天野晶子

相澤真悟

パラビ アナ

ンダ*

佐伯真二郎*

山本哲也

根岸 洋

長野慎太郎*

姜 廷和*

王 偉*

張 騁

△賀川裕貴 瀬戸陽介

吉利 慶

小川佳孝

大学院

修士

課程

小林弘侑

高野圭児

寺沢雄吉

三橋真海子

三宅真央

石田愛美

種坂祐次郎

大沼耕平

山澤拓実

渡辺健太

岡山 唯

後藤悠太

熊谷雄人

染谷春香

福島こよみ

中川 淳

宇井勇太

吉野智昭

許 牧野*

吉松 慶

佐藤翔馬

小林潤

櫻井桃子

大高領介

中島健太

白土裕夢

権 秀明

葵 安蓉

佐藤晴彦

樽谷愛理

藤原弘平

吉田早織

工藤聖美*

岩舘佑未

江口拓未

橋本知佳

成田裕行

太田尚希

城本史寛

武内 薫

梶塚友美

坂口祐介

富永真規子

俣野由行

松田さとみ

松本さちこ

森島大智

濱田理恵

小林大悟

内海麻理

出水俊輔

玉木悠介

堤 裕文

柳 友子

志野優佳

松本裕文

磯部琴葉

里村和浩

日下陽平

阿部祐樹

落合広明

竹下真未

卒研生

土屋幸徳

山崎麗奈

田邉和也

平田ゆい

露木翔太

末吉美佐

関上由佳

豊田千春

勝浦絵里子

金木茉樹

山川夏菜

松本望来

細木麻衣

島原佑基

藤本智大

篠田卓弥

佐藤 崇

川勝まどか

岩崎 茜

中村文香

池尻昂史

江川 博

田中啓史

松浦まりこ

鳥居侑史

橋本英明

研究生

他

☆長谷川成人

☆遠藤玉夫

☆小松雅明

★石黒幸一

岡林秀一

★上村伊佐緒

★根本心一

★布山喜章

☆齋藤 実

☆伊藤嘉浩

藤尾克紀

★村松圭吾

★上山盛夫

☆正井久雄 ☆駒野照弥

★行田敦子

★西村岳志

★種山正登志

★嶋田益弥 ★Curt G.

Fiedler

★高森久樹

★ 屋富祖昌子

★北村徳一

★王 瑞鵬

その他
中村 薫

目崎廉人

比良恵子 松田経子

斎藤龍子

主事：井出俊和(技術系) 職員：津田幸彦(技術系)、川本秀雄(技術系) 、安木孝(技術系)、田邊泰夫(技術系)

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

科学専攻

神経

生物学

植物環境

応答

微生物分子

機能

環境

微生物学

動物

生態学

植物

生態学

動物系統

分類学

植物系統

分類学

行動生理学

運動生化学

教授 松浦克美 可知直毅 小林幸正 村上哲明

准教授 黒川 信 門田明雄 永島賢治 春田 伸
鈴木惟司

林 文男
鈴木準一郎 菅原 敬

助教 矢沢 徹 鐘ケ江 健 草野 保 清水 晃 加藤英寿

職員
安木 孝

田邊泰夫

川本秀雄

特任 RA

近藤日名子 ○畑 憲治

○郡 麻里

小林まや

○小栗恵美子

大学院

博士

課程

ニュ-トン

リュウジ

カミジ

尾関文隆 戸井裕子

大滝宏代

山本浩平

武智玲奈 中田 望

古川武文

●萩原陽介

○大槻 涼

▲常木静河

●須貝杏子

▲山本 薫

大学院

修士

課程

黄瀬幸雄

王 穎真

山田沙佳

近江泰明

中村美里

増田裕一 菅野菜々子

後藤 陽

谷田家菜

原なつみ

諸星 聖

松川健宏

溝口啓太

前田尚子

宮澤絵里

白井衣里香

笠谷麻美

照井駿太

角田智詞

松井萌恵

鈴木乾也

山根理紗子

間島 翔

久保田宏 山田香菜子

渋谷大樹

中路真嘉

後藤なな

下川悟史

戸野晶喬

卒研生

秋元優希 清水隆之

佐藤浩一

厚海貴裕

岩田聡実

小鷹狩遼司

松山龍太 山崎雅翔

佐藤光

小林大輔

川又由仁

田中貴章

広木瀬奈

杉岡裕恒

荻野慎也

山田健一朗

永野勇治

研究生

他

★矢崎育子

★岡本崇伸

★田口正敏

★横濱康繼

★森 元

★田中浩輔

☆和田正三 ☆嶋田敬三

★時田誠二

★小川俊夫

永島咲子

☆花田 智

☆鳩貝太郎

★高橋明子

●Xingyue 
Liu

白井 剛

 

中村敏枝

★西谷里美

★鈴木智之

★中村亮二

★奥沢(加茂

野)晃子

★新津修平 中村朗子

★加藤僖重

★水島うらら

★山本 明

★若林三千男

★杉浦則夫

★高見いくみ

★佐伯いく代

★岩崎貴也

その他

上村明子 早瀬典子 須田元美 【牧野標本館・植物系統】

古賀芳恵、坂井祐子、染谷順子

米原信子、中田章子、上田京子

連携大学院教員：長谷川成人（都精神研／神経分子機能研究室）、齋藤実（都神経研／細胞遺伝学研究室）、遠藤玉夫（都

老人研／神経分子機能研究室）、伊藤嘉浩（理化学研／幹細胞再生学研究室）、正井久雄（都臨床研／分子遺伝学研究室）、

神谷勇治（理化学研／植物ホルモン機構研究室）、花田智（産総研／環境微生物学研究室）、小松雅明（都臨床研／先端研

究センター）

*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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2010 年度生命科学教室関係役員・委員

１. 全学

産学公連携センター（法人）副センター長 小柴

都市科学連携機構 副機構長 小柴

基礎教育部会 川原

教育実習委員会 松浦

学芸員委員会 小林・黒川・菅原

留学生委員会 福田

ＲＩ運営委員会 春田

放射線安全部会 春田

環境安全部会 川原

小笠原研究委員会/専門部会 可知・鈴木(惟)

研究安全倫理委員会 相垣・加藤(潤)・久永

遺伝子組み換え実験安全主任者 加藤(潤)

遺伝子組み換え実験責任者 加藤(潤)・門田

動物実験管理室（予定） 斉藤・林・村上

知的財産委員会 相垣・小柴

図書情報センター委員会 小林

FD 委員会 岡本

２. 理工学研究科

専攻長・コース長 村上

専攻長代理 松浦

研究科長補佐・都市教養学部代議員 可知

自己点検評価委員会 青塚

教務委員会 坂井

図書委員会 小林・可知

広報委員会 田村・可知

理工学研究科研究推進室 川原

インターンシップ委員会 門田

FD 委員会部会 岡本
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就職委員 黒川

放射線管理室 春田・古屋・斉藤

高圧ガス保安管理室（専攻責任者） 朝野

危険物保安管理室（溶媒委員） 古川

化学物質・危険物管理専攻担当者 古屋

３. 生命科学教室

庶務委員会 黒川・加藤(英)・古川・朝野

会計委員会 古屋・林・清水・松尾・矢沢

教務委員会 （教養） 門田・川原

（学部専門） 坂井

（大学院） 鈴木(準)・福田

（学部実習） 浅田・松尾・清水・永島

担任 １年生 林・菅原・浅田

２年生 福田・草野・加藤(英)

３年生 春田・門田・古川

４年生 坂井・青塚・林

自主研究担当 福田・岡本・春田・林・松尾・村上

セミナー委員 菅原・林・永島

放射線委員 春田・古屋・斉藤・松浦

電子情報委員会 田村・松尾・草野・永島

広報・公開行事担当 永島・田村・黒川・菅原・坂井・朝野

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

外部評価準備委員会 青塚・村上・可知・松浦・小柴・久永・林

牧野標本館運営委員会 村上・小林・菅原・加藤(英)・可知・松浦・小柴

圃場・温室委員会 可知・村上・菅原・岡本・門田・黒川・鈴木(準)・安木

動物施設委員会 久永・西駕・黒川・鈴木(惟)・朝野・古屋・井出

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

生命科学専攻募集対策委員会 田村・久永・門田・春田・黒川・菅原・坂井

大学院教育改革担当 松浦・相垣・鈴木(準)・岡本・福田・加藤（潤）

教職課程・教員研修担当 松浦・田村・門田・鈴木(準)・岡本・福田・清水
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神経分子機能研究室

1. 構成

久永真市、斎藤太郎、浅田明子、細川智永（RA）、嶺岸正治（RA）、佐藤 亘（D3）、渕上孝裕（D2）、ク

ローシュ・シャパサンド（D2）、吉岡 望（D2）、林 義剛（D2）、木村妙子（D1）、高野哲也（D1）、小

林弘侑（M2）、高野圭児（M2）、寺沢雄吉（M2）、三橋真海子（M2）、三宅真央（M2）、石田愛美（M1）、

種坂祐次郎（M1）、田邊和也（卒研）、土屋幸憲（卒研）、平田ゆい（卒研）、山崎麗奈（卒研）、目崎廉

人（研究生）、長谷川成人（都精神研、客員教員）、遠藤玉男（都健康長寿研、客員教員）、小松雅明（都

臨床研、客員教員）、石黒幸一（客員研究員）

2. 研究紹介

脳は学習、記憶、感覚、行動など高次神経機能の中枢であり、生命活動の支配のみならず、ヒトでは個性

そのものと言っても過言ではない。脳機能を主に担うのは神経細胞である。哺乳動物脳は数百億の神経細胞

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

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

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

能と活性制御について生化学、分子生物学的手法を用いて研究している。

１）サイクリン依存性キナーゼ５（Cdk5）の活性制御機構

Cdk5 は神経細胞特異的なプロテインキナーゼである。Cdk5 は活性化サブユニット p35 または p39 により活

性化されるが、詳しい活性制御機構については判っていない。活性化機構と細胞内局在について以下の研究

を行っている。

a) 活性化サブユニット依存的な Cdk5 の局在解析： Cdk5 の活性化サブユニット p39 と p35 は、Cdk5

の細胞内局在も決定している。2009 年、Cyclin I が Cdk5 を活性化すると報告された。Cyclin I を含め活性

化サブユニットに依存した細胞内局在を詳細に観察した。（三橋）

b) Cdk5 の細胞内局在決定機構の解析： Cdk5 の神経細胞内局在は活性化サブユニット p35 と p39 のリ

ン酸化によって制御されている。p39 の自己リン酸化部位を同定し、p35 とともにリン酸化が細胞内局在にお

いて果たす役割について検討した。（浅田）

c) Cyclin I による Cdk5 の活性化：2009 年、Cyclin I が Cdk5 を活性化すると報告された。Cyclin I

による Cdk5 活性化について COS-7 細胞発現系を用いて検討した。しかし、Cyclin I は Cdk5 に結合も、活性

化もしないことが判った。（種坂）

d) Cdk5 活性化サブユニット p35 と p39 の分解機構： Cdk5 の主な活性制御は活性化サブユニット p35

と p39 の分解である。分解機構について調べ、p35 と p39 の分解には、それらの膜結合が重要であることが

判った。p35 のプロテアソームによる分解には、ユビキチン化が必要である。p35 のユビキチン化部位を調べ

たところ、複数の部位でユビキチン化が起こる可能性が示された。（嶺岸、目崎）

e)  Cdk5 の  Tyr15 のリン酸化と活性化について：Cdk5 は p35 との結合により活性化され、Cdk5 の Tyr15

のリン酸化はさらに活性を上昇させると報告されている。しかし、詳細な検討の結果、Tyr15 のリン酸化は

活性に影響せず、チロシンキナーゼによる Cdk5 活性の上昇は p35 の安定化が原因である可能性が示唆され

た。（小林、斎藤） 

２）Cdk5 の神経機能
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Cdk5 は脳形成期における神経細胞の移動や位置の決定、シナプス活動など様々な神経機能制御に関与して

いる。しかし、それらの制御機構は判っていないことが多い。以下の役割について研究を行っている。

a) 神経細胞の移動における Cdk5-p35 の役割：Cdk5 は大脳皮質神経細胞の移動に関わっている。しか

し、小脳顆粒細胞の移動における役割については殆ど解析されていない。小脳顆粒細胞の Microexplant

culture 法を用いて p35 をノックダウンし、神経細胞の移動に及ぼす影響について調べた。（高野圭）

b) 神経細胞の移動における Dab1 の機能解析：Dab1 は神経細胞移動に関わるアダプタータンパク質で

ある。Cdk5 は Dab1 をリン酸化するがその意義は明らかでない。Cdk5 リン酸化部位を含む Dab1C 末を培養細

胞に強制発現させると微小突起が減少した。子宮内電気穿孔法によってマウス胎児脳に導入し、その影響を

調べている。（土屋）

c) Dab1 結合タンパク質 CIN85 の細胞内局在の解析： Cdk5 による Dab1 のリン酸化は、Dab1 と CIN85

の相互作用を阻害する。Dab1 と CIN85 の相互作用が神経細胞内でどのような役割を示すかを、また、Reelin

シグナルとの関連についても検討している。（渕上） 
d) 神経突起伸長における Cdk5 の役割: Cdk5 は神経細胞の突起伸長を制御しているが、詳細は明らかに

なっていない。ラット胎児脳海馬初代培養神経細胞において、Cdk5 もしくは p35 の発現抑制を行うと軸索の

伸長が促進され、樹状突起の伸長が抑制された。（寺沢）

e) AATYK1 は神経軸索形成を抑制する：AATYK1 は神経細胞で高発現する機能未知のキナーゼである。本

研究で、AATYK1 は神経軸索形成を抑制していることが判った。また、AATYK1 の軸索形成抑制活性は Cdk5-p35

による Ser34 のリン酸化で調節されていることも明らかになった。（高野） 

f) Cdk5 による樹状突起スパインの形態制御：Cdk5 は樹状突起スパインの形態を制御することが知られ

ているが、詳細な制御機構はわかっていない。樹状突起スパインの形態制御において、Cdk5 の活性化サブユ

ニットである p35、p39 の自己リン酸化やミリストイル化がどのような意義を持つか検討中である。（田邊）

g) Role of Tau phosphorylation on axonal transport: The functional change of tau protein due to its 

phosphorylation has been investigated. Phosphorylation-mimic Triple D and unphosphorylated Triple A mutants of tau 

were prepared, expressed in neurons and their effect on mitochondrial traffic has been studied. (Shahpasand)

３) Cdk5 活性の脱制御と神経細胞死

Cdk5 活性の適切な制御機構が破たんし、Cdk5 の異常な活性化が起こると神経細胞死が誘導される。この神

経細胞死はアルツハイマー病などの原因になるとも考えられている。Cdk5 の異常活性化の仕組みとその防御

機構についての研究を行っている。

a) カルパインによる p35 の p25 への限定分解と Cdk5 異常活性化の解析：細胞内カルシウム濃度が

上昇すると、カルパインによって p35 が p25 へと限定分解される。この限定分解はカルパインの阻害タンパ

ク質であるカルパスタチンによって制御されることが判った。（佐藤）

b) AATYK による APP プロセシング制御機構の解明：アルツハイマー病は、アミロイド前駆体タンパク

（APP）から切り出された A!の凝集が原因だと考えられている。A!はエンドソームで産生される。エンドソ

ーム輸送の新規制御因子である AATYK の APP プロセシングへの影響を検討した。（山崎） 

c) 微小管結合タンパク Tau と Pin1 の相互作用解析: FTDP-17 型認知症はタウの変異が原因であり、

変異タウは高リン酸化されている。Tau の変異、高リン酸化と脱リン酸化制御因子 Pin1 との関連を調べた。

Pin1 は Cdk5 によってリン酸化された Tau と結合し、Tau の脱リン酸化に影響を及ぼすことが判った。（木村）

d) 脊髄小脳失調症 2 型原因タンパク質 Ataxin-2 のリン酸化と分解：ポリグルタミン病である脊髄小

脳失調症 2 型の原因タンパク質として知られている Ataxin-2 は不明な点が多い。Ataxin-2 は Cdk5 によって

リン酸化され、プロテアソーム系で分解されることが明らかとなった。（三宅）
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e) Cdk5-p35 の発現制御と精神疾患との関係：  Cdk5 は神経細胞の興奮を調節する。Cdk5 と精神疾患

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

ロ酸は、p35 の転写抑制と分解促進により、p35 の発現量を減少させることが分かった。（石田） 
f) Cdk5 による神経活動の制御と精神疾患に関する研究：初代培養神経細胞の自発的な興奮とグルタミ

ン酸を添加した時の神経細胞の興奮を Fluo4 を用いて観察した。今後は Cdk5-p35 活性と神経興奮の関連を調

べて行く予定である。（平田）

g) Cdk5 と 2 型糖尿病：2 型糖尿病の発症に CDKAL1 の変異が示されている。CDKAL1 KO マウス膵β細胞で

はインシュリン分泌の異常があった。しかし、Cdk5 活性は CDKAL1 KO マウスでも野生型と差が見られなかっ

た。CDKAL1 は Cdk5 を介さずにインシュリン分泌に関係していると考えられた。（斎藤）

４）その他

a) 中枢神経系の神経再生：損傷を受けた中枢神経系では、カサブタ様の瘢痕（はんこん）組織が形成され、

これが軸索再生を阻害する障壁となる。TGF-βは瘢痕形成に必須のサイトカインであるが、TGF-β受容体に

対する低分子阻害剤が瘢痕形成を抑制することで軸索再生を促進することを明らかにした。（吉岡、都神経研

川野）

b) 精神疾患死後脳病理解析:精神疾患死後脳における病理解析は免疫組織化学染色が困難などの問題が

あり、解析が進んでいない。そこで、フローサイトメーターを用いた新しい脳組織解析法を確立し、精神疾

患ヒト死後脳大脳皮質の細胞数測定を行い、オリゴデンドロサイトの異常などを認めた。(林、都精神研 楯

林)
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発生プログラム研究室

1. 構成

西駕秀俊（教授），福田公子（准教授），吉田慶太（D3），大沼耕平（M2），山澤拓実（M2），渡辺健太（M2），

岡山 唯（M1），熊谷雄人（M1），後藤悠太（M1），染谷春香（M1），福島こよみ（M1），末吉美佐（卒研

生），関上由佳（卒研生），露木翔太（卒研生），豊田千春（卒研生），上村伊佐緒（客員研究員），根本

心一（客員研究員）

2. 研究紹介

本研究室の研究テーマは、脊索動物の発生における遺伝子の発現、機能、発現の制御機構を詳細に解析し、

脊索動物の発生と進化過程の分子(遺伝子)基盤、すなわち発生のプログラムを明らかにすることである。研

究は主として以下に述べる二つの方向からなされている。１）は西駕が、２）は福田が主に担当している。

３）は客員研究員によって行われている。なお、吉田、渡辺、福田は米国発生生物学会（日本発生生物学会

と共催）で発表のため、また染谷と福田は UOS-TMU Joint Workshop に招かれて韓国に渡航した。 

１）脊索動物の基本的発生プログラム

a) ホヤの Hox 遺伝子に関する研究

我々は、カタユウレイボヤの Hox 遺伝子について、クラスター構造は壊れていること、にもかかわらずコ

リニアリティを思わせるような発現パターンが幼生の神経管や幼若体の消化管でみられること(Ikuta et al.,

PNAS 2004)、そして幼生までの発生過程における機能は限定的であることを明らかにしてきた(Ikuta et al.,

Development 2010)。このようなカタユウレイボヤのHox遺伝子に関する知見は他の動物では類例をみないが、

ホヤの中でどの程度保存されているのかについての情報はない。ホヤ綱を構成する二つの目のうち、カタユ

ウレイボヤとは異なる壁性目に属するマボヤ Hox 遺伝子のクラスター構造の解析を目指して、BAC ライブラ

リーのスクリーニング、染色体標本作製を試行した。その結果、カタユウレイボヤでは異なる染色体にある

Hox10 と Hox12 が一つの BAC クローンに見出され、ホヤ綱の中で Hox 遺伝子クラスター構造に違いがあるこ

と、またマボヤの染色体数が 2n=16 であることが示唆された（関上）。カタユウレイボヤでは、幼若体の消化

管で Hox 遺伝子が前後軸に沿って発現するが、消化管の形成過程は不明であった。カタユウレイボヤの消化

管形成過程の共焦点顕微鏡を用いた形態学的解析が進められ、消化管の形成過程の詳細が初めて明らかにさ

れた（山澤）。

b) ホヤの中枢神経系の領域化遺伝子の転写調節機構の解析

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

ーンは、脊椎動物との間で保存されている。中枢神経系前方での Otx 遺伝子の発現を司るエンハンサーにつ

いては、GFP レポーターの蛍光を指標にした先行研究で見出されていたマボヤ、カタユウレイボヤの尾芽胚

期脳胞のエンハンサーの活性が、GFP 蛍光だけでなく GFP mRNA を指標として再検討された（大沼）。興味深

いことにカタユウレイボヤの尾芽胚期脳胞での Otx の発現は、尾芽胚期より早い時期に脳胞細胞系列におい

て起こる転写によっていることが分かった（大沼）。神経管後部で発現する Ci-Cdx の 転写調節については、

尾芽胚期の中枢神経系と表皮における発現を司る転写調節領域が約 350 塩基対の範囲にまで狭められている。

その中にある転写因子 Sox の結合部位の重要性が確認された（熊谷）。
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c)軸形成関連の発生遺伝子に関する解析

カタユウレイボヤ胚において Nodal シグナリングの阻害で引き起こされる眼点の形成異常について解析が

行われ、Nodal は目の形成に必須な遺伝子 Rx、および眼点のマーカー遺伝子の発現を抑制すること、眼点色

素細胞の正中から右側への移動に働くことが明らかにされた（吉田）。また Nodal 遺伝子の左側での発現開始

に関わる候補転写因子が同定された（吉田）。Nodal シグナリングの新規下流遺伝子として同定された Rx の

転写調節領域の解析が開始され、Nodal シグナリングの負の制御に必要な領域は翻訳開始点の上流３kb の中

にあることが示された（末吉）。Not 遺伝子は、脊椎動物ではオーガナイザー因子として知られ、中軸中胚葉

の分化に関わっている。ホヤにおいても中内胚葉の分化に関わることが明らかにされているが（阪大西田研、

高鳥直士博士との共同研究）、ホヤの発生では最も早く発現する接合子遺伝子としても知られている。Not 遺

伝子の活性化機構の解析が開始され、遺伝子の少なくとも翻訳開始点の上流約 1kbp の中に、接合子遺伝子と

しての活性化に必要な領域があることが分かった（露木）。

２）鳥類胚における消化器官領域化に関する分子機構の研究

a) 胃と腸の境界形成の分子機構

胃と腸は非常に明確な境界を持つが、その成立の分子機構は明らかでない。我々は食道・胃域内胚葉のマー

カーである転写因子Sox2 と腸域内胚葉マーカーである転写因子CdxA の発現を詳細に調べた。すると、両者は

初め離れて発現を開始するが、Sox2の発現が後方に広がり、ステージ16から両方の転写因子を発現する狭い内

胚葉領域が見つかった。Sox2とCdxAの両方を発現する領域はステージ31まで見られ、ステージ34からは２つの

転写因子は明確な境界を持って排他的に発現した。発現境界付近の細胞を標識してその動きを観察すると、

Sox2とCdxAの両方を発現する領域の一部は後方に移動し、CdxAのみを発現するようになった。Sox2のみを発現

する細胞は広がったもののCdxAを発現することはなかったこと、CdxAのみを発現する細胞は後方へ移動したが、

広がることはなかったことから、Sox2とCdxAの両方を発現する領域は、このころ顕著な中腸の伸長に関わる可

能性がある（渡辺、福田）。

b）前腸の領域化に関わるBMPシグナルの解析

前腸の内胚葉はステージ10頃、複雑に領域化される。中後腸での領域化と比べ、その分子機構の研究は少な

い。昨年度、前腸腹側内胚葉の前方のみで発現するBMP 阻害因子sizzledをノックダウン(KD)すると肝臓マー

カーHexの発現が前方へ伸長することを示したが、本年度は他の領域への影響を調べた。するとsizzled KD胚

では胃域で発現するSox2が抑えられ、咽頭域で発現するPax9が広がった。しかし、より前方の肺領域マーカー

であるNkx2.1には影響せず、前方でのPax9の発現も変化が少なかった。しかし、BMP4を強制発現すると全ての

マーカーが影響を受けた。このことから、BMP4は細胞外の抑制因子、促進因子により前腸内で複雑な勾配を作

り、それによって前腸内胚葉が領域化してくることが示唆された（岡山、福田）。また、そもそもBMPシグナ

ルのインプットが胚全体でどのようになっているか、その可視化を試みた（福島、福田；自然科学研究機構 基

礎生物学研究所、藤森俊彦博士との共同研究）。

c)肝臓形成に関わるアポリポタンパク質APOA1 の機能および性質の解析

APOA1の機能および発現調節機構の解析が継続され、APOA1の肝臓誘導能は予定膵臓域に限られることが明ら

かにされた。また内胚葉前方に広く発現していたAPOA1が肝臓域に限局される際にBmpシグナルおよびWntシグ

ナルが関与していることが示唆された（後藤、福田）。アフリカツメガエルではAPOA1 mRNAを胚全体に強制発

現しても肝臓や腎臓の発生に影響がないことが分かった（染谷、福田；東京大学大学院、平良眞規博士との共

同研究）。
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d)膵臓分化におけるosteopontinの機能解析

まず osteopontin (opn)および pdx1の内胚葉での発現パターンを発生ステージ毎に詳細に調べた。すると、

opn は膵臓領域においてステージ 10 から発現を開始することが分かった。当初は pdx1 よりも opn の方が早

い時期に発現を開始すると考えていたが、両者の発現を確認したところ、pdx1の方が若い胚で発現を開始す

ることが分かった。また、pdx1 は側膵臓と腹側膵臓の両方の領域に発現するのに対し、opn は背側膵臓での

み発現することが分かった。発現パターンの解析から、opnは pdx1の発現の開始には関わっていないことが

示唆された（豊田、福田）。

３）電子顕微鏡・画像解析による極体および分裂装置形成過程の解析

外国産のウニを含めた各種のウニ胚について、棘皮動物に最適化したプロトコルを用いて第４分裂期で固定

し、ホヤ胚で知られるCABに相当する構造が調べられている（上村）。卵減数分裂の制御機構の解析のため、ヒ

トデ卵の減数分裂再開時から受精、第一卵割までの過程における雌雄の中心体、核と微小管の動態が電子顕微

鏡を用いて調べられ、第１減数分裂から第２減数分裂中期までの間は、精子核は卵核（染色体）と異なった挙

動を示すこと、しかし後期以降は同調した挙動をとることが明らかにされた。ヒトデ卵は低濃度の1メチルア

デニンの長時間処理で、卵核胞崩壊を誘起せず卵表層の成熟のみを誘導できる（卵表層成熟卵）。卵表層成熟

卵では、多精防御機構は発達するが、受精丘の形態、細胞膜直下のアクチン繊維構造は成熟卵のように変化し

ないことが分かった（根本、上村）。
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細胞遺伝学研究室  
 
1. 構成 
相垣敏郎（教授），坂井貴臣（准教授），堀内純二郎（准教授），松尾隆嗣（助教），朝野維起（助教），船越政

史（D3），山本哲也（D3），根岸洋（D3），長野慎太郎（D3 連携），中井康弘（D3），姜延和（D3 連携），天

野晶子（D2），木下善仁（D2），原田枝里子（D2），王偉（D2 連携），張騁（D1），相澤真悟（D1），パラビ・

アナンダ（D1 連携），佐伯真二郎（D1 連携），桜井桃子（M2），中川淳（M2），吉野智昭（M2），大高領介

（M2），中島健太（M2），宇井勇太（M2），許牧野（M2 連携），佐藤翔馬（M1），吉松慶（M1），白土裕夢

（M1），小林潤（Ｍ1），権秀明（M1），勝浦絵里子（卒研生），金木茉樹（卒研生），細木麻衣（卒研生），松

本望来（卒研生），山川夏菜（卒研生），藤尾克紀（研究生），許江楷（研究生），津田学（特任助教），佐藤

由紀子（特任研究員），池上啓一（特任研究員），金内太郎（RA），村松圭吾（客員研究員），布山喜章（客

員研究員），上山盛夫（客員研究員） 

 

2. 研究紹介 
1）カルシニューリン関連遺伝子の機能解析  

ショウジョウバエのゲノムに存在するカルシウム依存性脱リン酸化酵素カルシニューリンの５つのアイソ

フォームをコードする全遺伝子について、機能破壊変異体を作製した。カルシニューリン制御因子 Sra を含

めて合計６種の変異体について、神経筋接合部の形態、嗅覚、睡眠、寿命、心臓拍動に関する表現型の解析

を行った。その結果、特定のアイソフォームの変異体で、神経筋接合部の形態異常、および嗅覚、睡眠、寿

命の異常が認められた（中井、櫻井、白土、池上、津田、佐藤由、金内、堀内、相垣）。 

 

2）ショウジョウバエの卵活性化における Ca2+シグナルの可視化及び制御機構の解明  

生殖細胞でも発現可能な Aequorin-GFP 発現系統を新たに作成し、卵活性化における細胞質への Ca2+の流入

を可視化し、時間的および空間的変化を詳細に解明した（金内、堀内、相垣）。 

 

3）エネルギー代謝、および坑酸化ストレス関連遺伝子の機能に関する研究  

主要なエネルギー代謝経路である解糖系とトリカルボン酸(TCA)回路、および抗酸化機構に関連する遺伝

子に注目し、変異体を用いた機能解析を行っている。LC-MS を用いた代謝産物の網羅的測定法を確立し、飢

餓状態を含む栄養条件の違いによる代謝の変化を明らかにした。解糖系の酵素、TCA 回路に関わる酵素、 お

よび、 脂質代謝関連分子について、RNAi 法や P 因子挿入による機能低下個体、および遺伝子ターゲティン

グ法による機能欠損変異体を作製し、エネルギー代謝経路におけるこれらの分子の役割を検討した。高脂肪

食はショウジョウバエの寿命を短縮することを明らかにした。酸化ストレス関連では、過酸化水素・パラコ

ートに対して抵抗性を示す突然変異体の原因遺伝子として、ミトコンドリア膜で機能するタンパク質の１種、

およびアノテーションされていない新規の遺伝子を同定した。また、ビタミン C 合成に関わるグルコノラク

トナーゼ/SMP30 の X 線結晶構造解析、ビタミン C 欠乏によるカテコールアミン生合成への影響の解析を行

った（木下、張、大高、中島、権、勝浦、金木、津田、佐藤由、村松、藤尾、相澤、天野、相垣）。 

 

4）ショウジョウバエゲノムの改変による表現型情報の体系的解明  

ショウジョウバエのゲノムの機能情報を体系的に取得することを目的として、遺伝子強制発現、および
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RNAi による遺伝子機能抑制変異体を作製し、翅の画像データを取得した。それらの中から翅の大きさに影

響を与える遺伝子に注目し、遺伝子ターゲティングによる機能破壊変異体の作製と寿命を含めた表現型の解

析、および他の遺伝子との相互作用を解析した。新規に発見した寿命遺伝子 Prosap、lkb1、wdb、CG11505

の寿命延長機構を解明した（船越、吉野、津田、村松、相垣）。 

 

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

や食品など数十種類のサンプルの寿命に対する効果を調べた。乳発酵飲料に寿命延長効果があることを見い

だし、抽出物の寿命延長効果を測定した。また、クマザサ由来の抗酸化化合物に寿命延長効果と NADPH 

oxidase (Nox）抑制効果を見いだした。寿命制御における Nox の役割を明らかにするため、既知の Nox 阻害

剤投与個体および、RNAi 法による遺伝子のノックダウン個体の寿命を解析した（佐藤由、村松、津田、相

垣）。 

 
6）ショウジョウバエアルツハイマー病モデルの研究  

アルツハイマー病原因遺伝子の一つである APP の新規突然変異遺伝子をショウジョウバエに導入し、複眼

や他の神経系における表現型を解析した。その結果、新規突然変異遺伝子は他の変異型と比べてより強毒性

である可能性が示唆された（吉松、朝野、津田、相垣）。  

 

7）長期記憶遺伝子の同定  

記憶は学習後、数分もしくは数時間で失われてしまう短期記憶と、日/年を経ても保たれる長期記憶に分類

することができる。長期記憶形成は神経系のダイナミックな機能的構造的変化が伴っていることから、その

全貌を明らかにするために長期記憶遺伝子の探索を行っている。これまでに、神経発生の制御因子および TRP

チャネルの関与を明らかにした(佐藤翔、宇井、相垣、坂井）。 

 

8）  ショウジョウバエを用いた統合失調症関連遺伝子の機能解析  

統合失調症の発症にかかわる原因候補遺伝子のショウジョウバエ相同遺伝子に注目し、それらの突然変異

体を用いて、記憶、社会性、性欲に注目した行動解析を行っている(宇井、相垣、坂井）。 

 

9）  行動の脳支配  

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

カニズムを知る上で重要である。そこで、ショウジョウバエ雌の性行動に注目し、雌の性的受容性を制御し

ている遺伝子を同定した。ショウジョウバエ TRP チャネル遺伝子の突然変異体では受容性が異常に高く、ま

た、この受容性の異常にはインスリン分泌ニューロンが関与していることを明らかにした。さらに、インス

リンシグナルにかかわる遺伝子が雌の性行動におよぼす影響に関する研究も行っている(小林、 相垣、 坂井)。 

 

10）匂い物質結合蛋白質(OBP)の進化

ショウジョウバエの味覚受容に関与するOBP57dとOBP57eを合成し、in vitroで疎水性低分子との結合活性を

測定する系を確立した。この方法を用いて、これらのOBPで進化的に保存されたアミノ酸が分子レベルで果た

す役割を明らかにした（松尾、原田、中川、相垣）。
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11）  昆虫外骨格マトリクス形成におけるラッカーゼの機能  

昆虫表皮が硬化・着色する過程において、ラッカーゼの活性がアクティブに調節されていることに注目し

て研究を進めている。本年度は、ラッカーゼを活性化する因子の候補について分子機能の解析等を行った（朝

野、相垣） 

 

12）  Learning and memory in Drosophila  (Junjiro Horiuchi）  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

studying whether these memory effects correlate with sleep effects. 
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分子遺伝学研究室

1. 構成

加藤潤一（准教授）、古屋伸久（助教）、岩本明 (RA)、蔡安蓉（M2）、佐藤晴彦（M2）、樽谷愛理（M2）、

藤原弘平（M2）、吉田早織（M2）、工藤聖美（M2 連携）、岩舘佑未（M1）、江口拓未（M1）、太田尚希（M1）、

城本史寛（M1）、成田裕行（M1）、橋本知佳（M1）、篠田卓弥（卒研生）、島原佑基（卒研生）、藤本智大（卒研

生）

2. 研究紹介

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

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

て研究を進めている。また不和合性群 I プラスミドの接合伝達についても研究を行っている。 

１）大腸菌染色体大規模欠失株を用いた解析  

我々がこれまでに作製した、非必須遺伝子群が存在する染色体領域を大きく欠失させた染色体大規模欠失

株では、全必須遺伝子は欠失させていないにもかかわらず生育が遅くなっており、その原因としては、非必

須遺伝子の中に生育に関与する重要な遺伝子が存在する可能性や、また複数の遺伝子の欠損により合成的に

生育が悪くなっている可能性が考えられる。大腸菌を材料として生物の基本的な増殖、生存機構の全体像を

理解するためには、必須遺伝子の機能だけではなく、非必須遺伝子の中の生育に関与する重要な遺伝子およ

びそれらの遺伝子間相互作用の理解も必要である。しかし野生株だけではこれらの解析は難しい。そこで染

色体広域欠失変異を利用した非必須遺伝子の中の生育に関与する重要な遺伝子の解析を行った。 

これまでで最も大きく欠失させた染色体大規模欠失株で残っている染色体領域における、必須遺伝子を含

まない連続した約２０の領域について、染色体広域欠失変異を作製して生育への影響について調べた結果、

野生株でも生育が悪くなる２つの領域が同定された。それらの原因遺伝子について調べたところ、１つの領

域からは１つの遺伝子が同定されたが、もう１つの領域については、欠失させる領域の長さによって生育へ

の影響が異なることがわかり、複数の遺伝子が関与している可能性が考えられた。また合成的に生育を悪く

させる遺伝子群を調べるために、広域欠失変異を種々の染色体大規模欠失株に導入したところ、合成致死に

なる欠失変異が同定された。（佐藤、藤本、太田、本多、加藤）

２）必須遺伝子群の機能解析  

大腸菌の全必須遺伝子（302 個）のほとんどについてはすでに機能が明らかにされているが、まだいくつ

か機能がわかっていないものがある。我々はその残された機能未知必須遺伝子について解析を行っている。

a) 機能未知必須遺伝子 yqgFの解析

yqgF遺伝子の生物学的機能については、これまでの遺伝学的解析により Rho タンパク質依存性転写終結配

列を遺伝子内に持つ lacZ, tna遺伝子の発現に YqgF タンパク質が必須であることが明らかになり、遺伝子内

の Rho タンパク質依存性転写終結配列に対する抗転写終結に関与する事が示唆された。今回その点を遺伝学

的に確認するために、tna 遺伝子を用いて遺伝子内の転写終結配列に欠損を持つ突然変異株を作製して調べ

た結果、YqgF タンパク質が抗転写終結に働くことを遺伝学的に確認することができた。また yqgF 遺伝子の

高温感受性変異株の変異部位について調べたところ、高温感受性は複数の変異によっていること、また特に

N 末から６番目のロイシン残基が重要であることが示唆された。

YqgF タンパク質の生化学的機能については、これまでに超らせん構造を持つ DNA を鋳型にした時の転写を
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促進する活性が同定されていたので、今回、変異型 YqgF タンパク質を用いて転写を促進する活性について調

べた結果、変異型 YqgF タンパク質では転写を促進する活性が見られないことがわかり、転写を促進する活性

は生育に必須な機能と関連していることが示唆された。精製した Rho タンパク質を用いた in vitro 転写系に

よる解析も試みたが、YqgF タンパク質による抗転写終結反応は見られなかった。これらの結果からは Rho タ

ンパク質依存性転写終結に直接機能するというより、転写を促進する活性による二次的な影響として抗転写

終結反応が起こった可能性が考えられた。（岩本、吉田、成田、本多、古屋、加藤）

b）機能未知必須遺伝子群 yeaZ, ygjD, yjeEの解析

これまでの我々の遺伝学的解析から転写、特に抗転写終結に関与することが示唆されていたので、ygjD高

温感受性変異株についてマイクロアレイを用いた解析を行い、thr, ilvオペロンの発現が増大していること

を見出した。そこで lacZ遺伝子をレポーター遺伝子に用いてさらに詳細な解析を行った結果、これらのオペ

ロンにおける転写減衰が減少することがわかった。最近、yeaZ, ygjD, yjeE が tRNA に Thr が付加される修

飾(t6A)に働いていることが明らかにされたので、我々の見出した現象は一種のフィードバック調節機構であ

ることがわかってきた。また機能的な関連が示唆されていた nusB遺伝子の欠失株を作製し、マイクロアレイ

を用いて解析を行ったところ、染色体複製に必須な dnaG遺伝子の発現が ygjD高温感受性変異株では低下し

ており、それが高温において生育できない原因の１つであることが示唆された。（橋本、岩本、本多、加藤）

３）定常期における生存機構の解析

これまでに作製した一連の染色体大規模欠失株群について増殖速度を調べ、顕著に増殖速度が低下する原

因となる欠失変異を同定した。この欠失領域について調べたところ、複数の遺伝子の欠損によって増殖速度

の低下が引き起こされるていることが示唆された。

種々の染色体大規模欠失株を嫌気的に培養し、定常期における酸化ストレス耐性について調べた結果、こ

の条件における酸化ストレス耐性に関与する遺伝子として aegA遺伝子を同定した。野生株で aegA遺伝子を

破壊しても酸化ストレス耐性はほとんど低下しなかったが、染色体大規模欠失株では aegA遺伝子を破壊する

ことにより酸化ストレス耐性が低下することがわかった。aegA遺伝子はグルタミン酸合成酵素のサブユニッ

ト GltD と相同性の高いタンパク質をコードするが、染色体大規模欠失株で gltD遺伝子を欠失させた場合に

も、特定の条件で培養した時に酸化ストレス耐性が低下することがわかった。これらの欠失株では細胞内の

グルタミン酸の濃度が低下することによってグルタチオンの量が減少し、酸化ストレス耐性が低下した可能

性が考えられる。（樽谷、岩舘、本多、加藤）

４）大腸菌をプラットフォームにした光合成機能の再構成

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

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

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

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

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

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

細菌の光合成関連遺伝子群を大腸菌に導入して、光合成機能を再構成することを目指している。

我々はこれまでに光合成細菌 Rhodobacter sphaeroidesおよび Rubrivivax gelatinosusの光合成関連遺伝

子群を、大腸菌で発現する形でクローニングすることにより、カロテノイド合成に成功している。今回バク

テリオクロロフィル合成の一部の反応を、大腸菌において再構成することに成功した。今後、特に光反応中

心や光捕集系などの細胞表層に局在する複合体の再構成には、同じγ-プロテオバクテリアである

Allochromatium vinosum が適している可能性が考えられる。そこでまず A. vinosum の光合成関連遺伝子の
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大腸菌における発現について調べたところ、11 個のプロモーター領域のうち 8 個については大腸菌内で発現

することが分かった。そこで大腸菌を用いてこれらの発現調節機構についての解析を試みたところ、種々の

光合成細菌で共通の調節機構である PpsR リプレッサーにより、大腸菌内で発現した 8 個の光合成関連遺伝子

のプロモーターのうちの 7 個については発現の抑制が見られた。また R. sphaeroidesでは、Crp-Fnr family

のタンパク質であるFnrLにより光合成関連遺伝子の発現が促進されることが知られているが、A. vinosum の

9 個の Crp-fnr family のタンパク質をコードする遺伝子をクローニングして調べた結果、発現を促進する２

個の遺伝子を同定した。今後これらの知見を利用して大腸菌における全光合成反応の再構成を試みる。（城本、

岩本、藤原、篠田、島原、江口、本多、永島賢治（微生物分子機能研究室）、加藤）

５）細菌プラスミドによる接合伝達の解析  

細菌プラスミドの多くは、接合により自ら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

遺伝子の獲得の機会をもたらしている。プラスミドの伝達が起こる際には、プラスミド上の伝達起点である

特異的配列（oriT）にニックが導入され、ロ－リングサ－クル型 DNA 複製を伴った一本鎖 DNA の一方向的伝

達が行われる。大腸菌をはじめとした様々な腸内細菌に寄生するプラスミド R64 は、100 bp 程の短い領域

内に oriT 領域が存在する。これまでの遺伝学的解析から、ニック部位の上流にある 17 bp の逆向き反復配列

によって形成される一本鎖 DNA ヘアピン構造が DNA 伝達の終結に必要なシグナルであることが示されて

いたが、oriT 配列へ導入した様々な置換・欠失・挿入変異の遺伝学的解析から、この一本鎖 DNA のヘアピ

ン構造の上流にある周辺の部位も DNA 伝達の終結に影響を与える可能性が考えられた。これらの部位は、

一本鎖 DNA のヘアピン構造が形成された際に、最もニック部位に近接すると考えられ、ニック部位の一本

鎖と部分的対合が終結反応に重要なシグナルとして働いている事が示唆された。(古屋) 

3. 研究発表
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植物ホルモン機構研究室

1. 構成

小柴共一（教授）、岡本龍史（准教授）、古川聡子（助教）、神谷勇治（連携大学院教授、理研）、安彦真文（特

任研究員）、武内薫（M2）、梶塚友美（M1）、坂口祐介（M1）、富永真規子（M1）、濱田理絵（M1）、俣野由

行（M1）、松田さとみ（M1）、松本さちこ（M1）、森島大智（M1）、川勝まどか（卒研）、佐藤崇（卒研）、駒

野照弥（客員教授）、行田敦子（客員研究員）、西村岳志（客員研究員）、種山正登志（客員研究員）、Florent Guinot 
（仏、インターンシップ学生）

2. 研究紹介

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

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

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

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

ナ等を用い、生化学・分子生物学的手法、顕微鏡、電子顕微鏡を用いた細胞生物学的手法に加えて、突然変

異体、遺伝子組換え体を用いた分子遺伝学的手法など多角的な方法を取り入れている。なお、国内では東大、

筑波大、京大、東北大、名大、奈良先端大、岡山理科大、宇都宮大、群馬大など、国外ではドイツ、スウェ

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

および、理研（横浜）、基生研、農水省生物資源研など、民間や法人等との共同研究契約締結に基づく応用・

開発を視野に入れた研究も進められている。専攻内では、環境応答研究室の門田明雄教授との共同研究も行

われている。 
１）IAA の生合成と作用機構に関する解析  
IAA（Indole-3-acetic acid）は主要な天然オーキシンとして多くの生理作用が知られているが、その作用機

構の詳細についてはまだ明らかになっていない点が多く残されている。本研究室では、特にトウモロコシ幼

葉鞘を材料とし IAA 生合成に焦点をあてて研究を進めている。 
a) 光屈曲における IAA の役割：トウモロコシ幼葉鞘は重力や光に応答して成長速度を変化させ偏差成長に

よる屈曲を示す。これまでに、重力屈曲においては幼葉鞘先端で合成された IAA は基部方向へ輸送され、

重力刺激後に伸長域において IAA の偏差分布が形成されること、そしてこの IAA の分布差が TIR1/AFBs 受
容体経路を介した IAA 応答遺伝子の発現を制御することで重力屈曲を引き起こしていることを明らかにし

てきた。次に、光屈曲における光受容および IAA 輸送機構の制御を明らかにするため、一次正屈曲に着目

し光受容および IAA の偏差分布を調べた。その結果、幼葉鞘先端 2 mm 以内で青色光を受容した後、光刺

激後 10-20 分に先端 0-3 mm で IAA 偏差分布が形成されることが示された。さらに、光受容と IAA 偏差

分布の形成に関連する因子を特定するため、幼葉鞘先端で特異的に発現している遺伝子を探索したところ、

NPH3-like および PGP-like 遺伝子が特定された。シロイヌナズナを用いて行われている研究などを併せて

考えると、これら遺伝子は幼葉鞘の光屈曲における光受容から IAA 偏差分布の形成の過程に重要な役割を

担っていることが示唆される。現在は、in situ 法や免疫組織化学法によるこれらの遺伝子・タンパク質の

発現部位と IAA の局在変化の関係などについての解析を進めている。（梶塚、松田、門田（環境応答）） 
b) IAA 抗体よる IAA 分布の可視化と合成細胞の特定：これまでに抗 IAA 抗体（IAA-C-antibody; mouse 

monoclonal）を用いた IAA 抗体染色法の確立を行ってきた。幼葉鞘先端は IAA を合成しているため、IAA 
輸送阻害剤である NPA を処理すると IAA 合成部位において IAA が蓄積する。この時、IAA 抗体染色のシ

グナルは先端 0.5-1 mm の表皮細胞で強くなることがわかり、また、5-メチルトリプトファンを処理すると

幼葉鞘先端の IAA 合成は阻害され、表皮細胞の IAA シグナルは消失した。これらより、幼葉鞘先端 0.5-1 mm 
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以内の表皮細胞において IAA が盛んに合成されていることが考えられる。この表皮細胞における IAA 細
胞内局在を免疫電顕法により観察したところ、IAA の金粒子シグナルは主にプラスチド、ミトコンドリア、

細胞質に見られ、これらの細胞内小器官が IAA 合成の場である可能性が示された。（西村、豊岡（理研）、

Baluska（Bonn 大学）） 
c) 幼葉鞘先端における IAA 合成遺伝子の探索と IAA 合成阻害剤の開発：幼葉鞘では先端で特異的にトリプ

トファン（Trp）を前駆体として IAA が合成されることが確認されている。そこで幼葉鞘先端で特異的に発

現している遺伝子を調べたところ、YUCCA 遺伝子が確認された。PCR 解析により、少なくとも 3 種の

YUCCA 遺伝子が先端で特異的に発現していることが確認されている。（濱田、西村）また、これまでに行

われてきた IAA 合成阻害剤のスクリーニングの結果、構造類似性を示す一群の化合物が見出された。これ

ら化合物は幼葉鞘の IAA 合成活性を最大で約 80% 阻害することがわかった。さらに、この化合物はシロ

イヌナズナ YUCCA1 過剰発現体の表現型を回復させる活性を有することもわかり、幼葉鞘における IAA 合
成には YUCCA 遺伝子が何らかの役割を果たしていること、また阻害剤スクリーニングにより見出された

化合物は YUCCA タンパクをターゲットとしている可能性が示された。（坂口、松本、佐藤、林（岡理）） 
d) 幼葉鞘を用いた IAA 輸送阻害剤の開発：これまでに、幼葉鞘先端に局所的に処理することで IAA 量、お

よび、重力屈曲に影響を与える化学物質をそれぞれ HitFinder (10,000 chemicals；Maybridge) を用いてスク

リーニングしてきており、その結果 17 種の IAA 輸送阻害剤候補を選抜することが出来た。次にシロイヌ

ナズナとトウモロコシにこれら化合物を処理し、表現型を観察することで作用点を推定した。その結果、IAA 
搬入タンパクに特異的に働くものや既知の IAA 輸送阻害剤である NPA に類似するものが得られてきてい

る。また、IAA 排出タンパクである PIN1, 2 の細胞内局在に影響を与えることにより IAA 輸送を阻害して

いる可能性についても検討中である。（俣野、森島、佐藤） 
２) 被子植物の受精および初期胚発生機構の解析  

受精は、雌雄の配偶子の細胞融合とそれに引き続く核の合一からなる一連の現象である。この受精メカニ

ズムについては生物種間で大きく異なると考えられてきたが、動植物の共通の原理に基づくものであること

が近年明らかになってきている。受精によって生じた受精卵内では、遺伝子発現プロファイルや細胞内代謝

経路が劇的に変化し、胚形成に向けた細胞の活発な増殖・分化が始まる。本研究室では、イネを材料に配偶

子単離法や in vitro 受精（配偶子融合）法など独自の実験系を確立し、被子植物の配偶子融合および受精卵の

初期発生機構の解明に向けた研究を進めている。 
a) イネ配偶子の認識および融合機構：被子植物の配偶子融合過程については、「2 個の精細胞がどのように分

別されて（あるいは分別されずに）卵細胞と中心細胞に 1 細胞ずつ接着するのか」、「精細胞-卵細胞および

精細胞-中心細胞の膜融合にはどのような分子が関与しているのか」、「精細胞-卵細胞および精細胞-中心細

胞の融合機構に違いはあるのか」などといった「どのような機構で２個の精細胞がそれぞれ卵細胞と中心

細胞と融合（受精）するのか」という問いに集約される植物の受精の本質的な現象に対する知見は非常に

少ないのが現状である。我々は、被子植物の配偶子融合機構を明らかにし、さらには、動植物の受精機構

の共通原理を見いだすこと目的に研究を以下の研究を進めている。顕微鏡下で単離したイネ精細胞、卵細

胞、受精卵それぞれ 3,000 細胞、30 細胞、30 細胞と、密度勾配遠心法による大量調整法を確立して単離し

た精細胞 30,000-60,000 細胞を用いたトランスクリプトーム解析を行った。加えて、精細胞 120,000 細胞

と卵細胞 300 細胞を用いたプロテオーム解析を行った。これらオーム解析の結果を合わせ、上記の機構に

関与する候補分子の同定を試みている。さらに、１花粉由来の２個の精細胞の１細胞マイクロアレイ解析

も試みており、それぞれの細胞における遺伝子発現プロファイリングを行っている。また、候補分子の機

能検定法として、カルシウム や BSA を用いたイネ配偶子融合法の確立を試みている。さらには、核の合一

過程を可視化することを目的に、核膜および核を GFP で可視化した形質転換イネを作製中である。（安彦、

岡本）

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

娘細胞（頂端および基部細胞）からなる 2 細胞胚へと不等分裂し、また、この際に確立される頂端-基部軸
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が植物体の軸形成の始まりとされている。イネ 2 細胞胚の頂端または基部細胞で差異的発現を示す遺伝子

の同定に向け、卵細胞、受精卵、頂端細胞、基部細胞、2 細胞胚の１細胞マイクロアレイ解析を行った。

その結果、2 細胞胚の頂端細胞でのみ発現する遺伝子が 61 個、基部細胞でのみ発現する遺伝子が 57 個そ

れぞれ同定された。また、上記 a) におけるオーム解析より、受精卵中にはクロマチン構造変化および DNA
修飾に関わる遺伝子が発現誘導されることが示された。（岡本） 

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

の発現および環境耐性獲得等の生理機能について解析を進めている。 
a) 過剰発現体の生育評価：RSOsPR10 の過剰発現体と野生型との生育特性の比較を行った。水耕栽培での幼

苗に関しては、過剰発現体の複数のラインで野生型と比べて大きな差は見られないものの乾燥耐性の上昇

が観察された。一方、ポットで生育した成体では、全ての過剰発現体ラインで野生型よりも有意に高い乾

燥耐性を持つこと明らかになった。（武内、寺川（北興）、西村、小柴） 
b) ストレス応答および根特異的発現制御：RSOsPR10 のプロモーター領域におけるシス配列についての解析

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

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

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

列が２個、その他にもストレス応答配列として報告のある配列が複数存在しているので、これらを変異さ

せたコンストラクトを作成し発現制御の解析を予定している。さらに、イネ培養細胞を用いた一過的発現

系の確立とその系での発現解析を準備している。（富永、行田、岡本、岡田（東大）、山根（東大）） 
c) イネにおける RSOsPR10 遺伝子発現の情報伝達に関わる内生因子の特定：ジャスモン酸（JA）の合成欠損

変異体株に塩、傷害、乾燥などのストレス処理を行っても野生株と同様に RSOsPR10 が誘導されることか

ら、これらのストレスによる RSOsPR10 の誘導においては、JA は単独の生体内情報因子ではないことが示

唆された。（武内、Nick（カールスルーエ大）） 
d) RSOsPR10 遺伝子の発現制御に関与する因子の解析：RSOsPR10 誘導に、ET および JA が関与することが確

認されているが、これらのホルモンに制御される可能性のあるいくつかの転写因子遺伝子の発現を比較す

ることにより、情報伝達に関わる候補因子を検討している。塩、傷害、ET、JA 処理時の発現パターンから、

JA と ET の共通の転写因子と考えられる OsERF1 が塩、傷害処理による RSOsPR10 の発現誘導に関与する

可能性が示された。現在 qRT-PCR を用いて、OsERF1 を含めた候補因子のより詳細な解析進めている。ま

た、サリチル酸による発現抑制機構についても関連するイネ変異体等を用いて検討を加える予定である。

（武内、行田、西村） 
e) RSOsPR10 タンパク質と相互作用する因子の探索：RSOsPR10 タンパク質と生体内で相互作用する因子、

特にタンパク質について、特異抗体を用いた免疫沈降法や未変性 PAGE を用いて探索を進めている。その

結果、未変性状態の RSOsPR10 タンパク質において見かけ上の分子量の増加が観察され、タンパク質の修

飾もしくは他因子の結合の可能性が示唆された。また、農水省生物資源研のグループにより NMR による本

分子の立体構造がほぼ明らかにされた。PR10関連タンパク質には、サイトカイニン結合（Fernandes et al, JMB 
2008）、ABA 結合（ABA 受容体（Ma et al, Science 2009））などの報告があり、RSOsPR10 と低分子との結合

活性に関しても解析を進めている。（川勝、Guinot、行田、駒野、小柴、山崎（生物資源研）） 
４）新病害の同定及び病原糸状菌のライフサイクルの解析  

植物の新病害の研究は活発に行われているが新病害は後を絶たず、病名確定および防除のため原因菌の同

定が必要である。しかしながら菌のライフサイクルに関しては不明な点が多く、in vitro では胞子形成をしな

いものも多い。今年度は新病害に関してはツタ類の病害に関しての研究を行うともに、植物病原子嚢菌の分

生子および子嚢殻分化誘導機構に及ぼす外的要因について、特に光の影響に関しての研究を行った。（古川） 
５）植物燃料の生産を目指したジャトロファの東京における栽培  

ジャトロファ（ナンヨウアブラギリ）は、新しい植物燃料供給に向けた植物として世界的に注目されてい
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る。2008 年度フィリピン（フィリピン大学、フィリピン農業大学他）から入手したジャトロファ種子、苗木

について、（１）本学温室、圃場（２）東京湾埋立地（夢の島公園）、（３）都内数か所、（４）小笠原などの

島嶼、での生育、発芽、栽培に関する調査栽培を進めている。（駒野、小柴、安木、杉山） 

3. 研究発表

誌上発表  
Matsuda, S., Kajizuka, T., Kadota, A., Nishimura, T., Koshiba, T. (2011) NPH3- and PGP-like genes are exclusively 

expressed in apical tip region essential for blue-light perception and lateral auxin transport in maize coleoptiles. J. 
Exp. Bot. in press. 

Ohnishi, T., Takanashi, H., Mogi, M., Takahashi, H., Kikuchi, H., Yano, K., Okamoto, T., Fujita, M., Kurata, N., 
Tsutsumi, N. (2011) Distinct Gene Expression Profiles in Egg and Synergid Cells of Rice as Revealed by Cell 
Type-specific Microarrays. Plant Physiol. in press 

Okamoto T. (2011) In vitro fertilization with isolated rice gametes: production of zygote and zygote and embryo culture. 
Methods Mol. Biol. 710: 17-27.  

Seo, M., Koshiba, T. (2011) Transport of ABA from the site of biosynthesis to the site of action. J. Plant Res, in press 

Tsuda, E., Yang, H., Nishimura, T., Uehara, Y., Sakai, T., Furutani, M., Koshiba, T., Hirose, M., Nozaki, H., Murphy, 
A., Hayashi, K. (2011) Alkoxy-auxins are selective inhibitors of auxin transport mediated by PIN, ABCB, and 
AUX1 transporters. J. Bio. Chem. 286: 2354-2364. 

Kobayashi, T., Watanabe, K., Ono, Y., Furukawa, T. (2010) Notes on some plant-inhabiting fungi collected from the 
Nansei Islands (3) Mycoscience 379-386. 

Koshiba, T. (2010) Book Review, “Plant Hormones. Methods and Protocols, 2nd edn.” Ann. Bot. 105(4), viii.  

Motohashi, K., Kobayashi, T., Furukawa, T., Ono, Y. (2010) Notes on some plant-inhabiting fungi collected from the 
Nansei Islands (2) Mycoscience 93-97. 

Nakajima, K., Uchiumi, T., Okamoto, T. (2010) Positional relationship between the gamete fusion site and the first 
division plane in the rice zygote. J. Exp. Bot. 61:3101-3105. 

Nishimura, T., Koshiba T. (2010) Auxin biosynthesis site and polar transport in maize coleoptiles. Plant Signal. Behav. 
7: 5-7. 

Okamoto, T. (2010) Gamete fusion site on the egg cell and autonomous establishment of cell polarity in the zygote. 
Plant Signaling & Behavior 5: 1464-1467 

Sato, A., Toyooka, K., *Okamoto, T. (2010) Asymmetric cell division of rice zygotes located in embryo sac and 
produced by in vitro fertilization. Sex Plant Reprod. 23:211-217 

Takanashi, H., Ohnishi, T., Mogi, M., Okamoto, T., Arimura, S., *Tsutsumi N. (2010) Studies of mitochondrial 
morphology and DNA amount in the rice egg cell. Curr. Genet. 56:33-41.  

 

国際学会・セミナーでの発表  
Furukawa, T., Kishi, K. (2011) Difference of spore formation of Pleospora herbarum depending on light quality. XV 

International Congress on Molecular-Plant-Microbe Interactions (Kyoto, Japan) 
Kajizuka,T., Matsuda,S., Kadota,A.,Nishimura,T., Koshiba. (2010) Localized light sensing and the following IAA 

redistribution in maize coleoptiles during phototropic curvature. 20th Annual Meeting of the International 
Conference on Plant Growth Substances Association (Tarragona, Spain) 

Matsuda, S., Kajizuka, T., Kadota, A., Nishimura, T., Koshiba, T. (2011) NPH3- and PGP-like genes are exclusively 
expressed in apical tip region essential for blue-light perception and lateral auxin transport in maize coleoptiles. 
UOS-TMU Joint Workshop. (Seoul, Korea) 

Nishimura, T., Toyooka, K., Lucas, M. and Koshiba, T. (2010) Determination of detail IAA synthetic site in maize 
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coleoptiles by immunohistochemical method of IAA. 20th Annual Meeting of the International Conference on Plant 
Growth Substances Association (Tragona, Spain) 

Tominaga, M., Gyohda, A., Okada,K., Oota, K., Takeuchi, K., Komano, T., Okamoto, T., Yamane, H., Terakawa, T., 
Koshiba, T. (2010) Analysis for expression mechanism of stress responsible RSOsPR10 in rice. 20th Annual 
Meeting of the International Plant Growth Substances Association (Tarragona, Spain) 

Tominaga, M., Gyohda, A., Okada,K., Oota, K., Takeuchi, K., Komano, T., Okamoto, T., Yamane, H., Terakawa, T., 
Koshiba, T. (2011) Analysis for expression mechanism of stress responsible RSOsPR10 in rice. UOS-TMU Joint 
Workshop. (Seoul, Korea) 

 
国内学会での発表  

梶塚友美、松田さとみ、門田明雄、西村岳志、小柴共一 (2011) トウモロコシ幼葉鞘の光屈性において光受

容部位である幼葉鞘先端(0-2mm)に特異的に発現する NPH3-, PGP-like 遺伝子．第 52 回日本植物生理学会

年会（仙台） 

富永真規子、行田敦子、武内薫、駒野照弥、岡本龍史、小柴共一(2011) イネの根特異的ストレス応答RSOsPR10
遺伝子の発現制御機構の解析． 第 52 回日本植物生理学会年会（仙台） 

西村岳志、豊岡公徳、佐藤繭子、松本さちこ、M. Mercedes Lucas、Miroslav Strnad、Frantisek Baluska、小柴共

一(2011) トウモロコシ幼葉鞘先端における IAA 生合成細胞の特定と IAA 細胞内局在の解析．第 52 回日

本植物生理学会年会（仙台） 

岡本龍史、佐藤明子、中島啓介  (2011) イネ卵細胞膜上における配偶子融合領域と受精卵の自律的細胞内極

性形成. 第 52 回日本植物生理学会年会（仙台） 
安彦真文、岡本龍史 (2011) イネ雌雄配偶子および受精卵のトランスクリプトーム解析. 第 52 回日本植物生

理学会年会（仙台） 

松田さとみ、梶塚友美、西村岳志、門田明雄、小柴共一（2010）トウモロコシ幼葉鞘の光屈曲反応における

光受容部位および IAA 偏差分布形成部位の解析と関連遺伝子の探索．植物化学調節学会第 45 回大会（神

戸） 

武内薫、富永真規子、行田敦子、西村岳志、宮本皓司、岡田憲典、駒野照弥、岡本龍史、山根久和、小柴共

一 (2010) イネの根特異的ストレス応答タンパク質 RSOsPR10 の発現に関わる情報伝達因子の解析．植物

化学調節学会第 45 回大会（神戸）

＊その他、国内セミナー、班会議、講演会などで計１３件の発表を行った。それらの詳細は研究室ホームペ

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

 
その他の出版物  
小柴共一 (2010) 「6.1.2 植物体内の物質移動と植物ホルモン」『生物の事典』（朝倉書店）石原勝敏・末光隆志

（総編集）

小柴共一・神谷勇治編 （2010)『新しい植物ホルモンの科学』（第２版） 講談社

古川聡子（2010）現場で使える主要植物病原菌類解説 -分類・同定から取り扱いまで-、植物病原菌類談話会

編（印刷中） 

受賞  
安彦真文、岡本龍史 「イネ in vitro 受精系を用いた配偶子融合機構の解析」、科研費新学術領域「動植物アロ

認証」第１回班会議 ポスター賞 2010 年 7 月、名古屋
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細胞生化学研究室

1. 構成

川原裕之、横田直人、嶋田益弥（博士研究員）、出水俊輔（M2）、松本裕文（M2）、柳友子（M2）、玉木悠介（M2）、

志野優佳（M2）、江川博（M1）、田中啓史（M1）、池尻昂史（M1）、岩崎茜（M1）、中村文香（M1）、鈴木理滋（卒

研生）、野口あや（卒研生）、林下瑞希（卒研生）、高橋俊樹（卒研生）、早川万紀子（卒研生）

2. 研究紹介

当研究室は本学に設立されて４年目の新しいラボだが、これまでの研究成果を生かしつつ、いまだ未解明

な点の多い細胞レベルの基礎研究から、医療を含めた様々な応用研究へ新領域を開拓することを目指して、

研究に励んでいる。これまで当研究室では、新規ユビキチン鎖認識蛋白質を同定すると同時に、これと相互

作用するユビキチン様タンパク質がアポトーシスの惹起、あるいは神経変性疾患の進行に関与することを最

近の研究から見出した。さらに当研究室は、モデル生物を用いて、ユビキチン関連タンパク質が細胞周期、

ストレス応答、あるいは生殖系列細胞の形成に必須であることなどを見い出し、タンパク質分解システムが

協調して細胞機能の変換に関与するという新しい概念を得つつある。上記の研究と平行して、当研究室は、

卵減数分裂進行に必須の役割を果たす新規 zinc-finger タンパク質遺伝子ファミリーを同定する一方で、この

タンパク質の受精後の特異的プロテオリシスが、卵成熟から胚発生への転換の過程に必須であるという結果

を提出しつつある。以上の研究成果は、ユビキチン系をはじめとする蛋白質代謝因子群が密接に連関して情

報伝達経路のモジュレーションに関与していることを示しており、細胞の増殖と分化を制御するプロテオリ

シスネットワークの解明に向けた新しい領域を開拓することを最終目標に研究を進めている。線虫やヒトの

ゲノムには、いまだ機能が明らかではない（機能が隠されていて調べることが容易ではない）遺伝子が多く

残っている。当研究室では、ヒト細胞だけを調べていたのではアプローチすることの困難な新規遺伝子産物

をモデル生物を用いて見つけ出し、その普遍的な新機能と調節機構を提案しようとしている。さらに、ヒト

細胞の癌化や糖尿病・神経変性疾患（痴呆症）の発症に関わる遺伝子の多くは線虫にも見出されていること

から、これら疾患の原因解明に関わるチャンスが充分にあると期待している。 

 

１）ユビキチン依存的蛋白質識別経路の生理的意義  

ユビキチン依存的タンパク質分解系は、細胞の増殖・分化・細胞死の制御に必須の役割を果たしている。

当研究室は、ユビキチン系の基質特異性を決定するユビキチンレセプターに分子多様性が存在することを見

いだすと同時に、これと物理的・遺伝学的に相互作用する因子を同定することによって、細胞死あるいは細

胞分化の制御系とユビキチンレセプターの特異性との関連を明らかにしてきた。Scythe/BAG-6 はアフリカツ

メガエル受精卵のアポトーシスを制御する蛋白質として同定されたが、当研究室 では Scythe の哺乳類ホモ

ログ BAG-6 を含む複合体が全く新しいタイプのユビキチンレセプターとして機能することを見出した。

BAG-6 は細胞内に生じた変性蛋白質の認識と代謝除去に必須であり、BAG-6 の機能阻害はユビキチン化蛋白

質の異常蓄積を誘導する。BAG-6 は特に哺乳類のリンパ系及び中枢神経系に多く発現し、BAG-6 を抑圧した

細胞は種々のストレスに対して脆弱さを示す。重要なことに、BAG-6 はパーキンソン病、ハンチントン病な

どの病因となる蛋白質封入体形成をコントロールし、これら神経変性疾患の病態とも密接に関わることも解

ってきた。当研究室は、ユビキチンレセプターやこれと関連する新規遺伝子産物の解析を進め、全体を細胞

機能制御のための新しいタンパク質制御システムとして統合的に理解することを目指して研究を進めている。 
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２）減数分裂と初期発生の調節機構  

線虫 C.elegans はポストゲノム時代の遺伝学的研究材料として極めて優れた特長を有するモデル生物であ

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

用して、複数の関連遺伝子を同時に発現抑制可能な多重 RNA 干渉法を開発し、これまで遺伝学的解析が困

難であった機能重複遺伝子群の網羅的解析に取り組んできた。その結果、当研究室で卵減数分裂の進行に必

須の役割を果たす新規 CCCH 型 zinc-finger 蛋白質ファミリーMOE/OMA の同定に成功した。この蛋白質群は

卵母細胞など生殖系列に特異的に発現し、その機能阻害は卵成熟の完全停止を引き起こす。さらに、当研究

室は、MOE 蛋白質群は卵成熟から初期胚への移行過程にダイナミックな量的・空間的変動を示すことなど、

MOE 蛋白質の役割が卵成熟の過程にとどまらず広く初期発生時の細胞増殖と分化に必須の機能を有してい

ることを新しく見いだしつつある。当研究室はモデル生物を用いての遺伝学的解析を進めると同時に、得ら

れた新知見をヒトを含む高等生物全体の再生発生制御のための新しいシステムとして統合的に理解すること

を目的としている。いまだ未解明な現象の多い生殖細胞の増殖と分化に関する基礎研究を進め、この過程を

支配する基本的分子メカニズムを解明していく計画である。 

 

３）生殖幹細胞の発生運命決定の分子機構  

生殖細胞は、個体を構成する膨大な細胞群の中で唯一、次世代に遺伝情報を伝達することが可能な細胞で

ある。当研究室は、生殖細胞の増殖と発生運命決定のメカニズムを分子レベルで明らかにすることを目指し、

線虫などのモデル生物を実験材料に解明を進めている。当研究室は最近、ユビキチン依存的蛋白質分解系が

生殖幹細胞の分化運命の決定に必須な機能を有することを最近明らかにした（Shimada et al. Mol. Biol. Cell 

2006）。C.elegans の生殖幹細胞の分化は、細胞外情報を 12 回膜貫通レセプター蛋白質である TRA-2 が受容す

ることにより、下流の転写因子 TRA-1 が活性調節され成立する。当研究室はユビキチンレセプターRPN-10

とユビキチンリガーゼ UFD-2 に遺伝学的な相互作用があり、これらが生殖幹細胞の分化運命決定に必須であ

ることを、遺伝学的・細胞学的・生化学的に示した。今後、生殖細胞の増殖と分化を調節する新しい因子を

見出しつつ、研究をさらに進展させていく。 

 

４）細胞癌化を誘導する新規情報伝達経路の解明  

当研究室は、線虫の性決定情報伝達経路が、ヒト癌抑制遺伝子産物の機能経路と一部類似することに注目

し、ヒト発癌を誘導する新しい経路を提案しようとしている。ヒトにおける同経路は発生過程の細胞分化に

必須であるのみならず、成人細胞の癌化や糖尿病発症にも深く関与することが多くの臨床例から報告されて

いる。モデル生物の遺伝生化学的解析で明らかにし得た細胞内代謝制御システムを、ヒトを含む高等生物に

おける蛋白質代謝の協調的モジュレーションという概念に拡大し、新しい細胞機能調節システムとしての普

遍的モデルを確立することを目指している。すなわち、本研究を推進させていくことによって得られた基礎

的成果を、蛋白質代謝系の協調の破綻がもたらす癌化・生殖・内分泌・発生分化異常の疾患モデルとして広

く社会的に還元し、医療上の社会貢献を本研究で目指したいと考えているのである。 

 

3. 研究発表

原著論文

1. Minami, R., Hayakawa, A., Kagawa, H., Yanagi, Y., Yokosawa, H. and Kawahara, H. (2010) BAG-6 is essential 

for selective elimination of defective proteasomal substrates. J. Cell Biol. 190: 637-650. 
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2. Ojima, K., Y Kawabata, Y., Nakao, H., Nakao, K., Doi, N., Kitamura, F., Ono, Y., Hata, S., Suzuki, H., Kawahara, 

H., Labeit, S., Toyama-Sorimachi, N., Suzuki, K., Maeda, T., Abe, K., Aiba, A., and Sorimachi, H. (2010) Role of 

dynamic distribution of muscle-specific calpain in physical-stress adaptation and muscular dystrophy in mice. J. 
Clinc. Invest.  120: 2672–2683. 

3. Kagawa, H.,, Shino, Y., Kobayashi, D., Demizu, S., Shimada. M., Ariga, H. and Kawahara, H. (2011) A novel 

signaling pathway mediated by the nuclear targeting of C-terminal fragments of mammalian Patched 1. PLoS 
ONE in press. 

4. 嶋田益弥、川原裕之（2010）「卵成熟制御における CCCH 型 zinc-finger 蛋白質の機能」 

「細胞周期フロンティア」、p.150-154. 共立出版  

5. 川原裕之、南亮介（2011）「タンパク質品質管理とタンパク質分解」実験医学 増刊号、羊土社 印刷中 

口頭発表

6. 出水 俊輔，川原 裕之(2010)「線虫 TRA-2 第７細胞質ドメインの核移行メカニズム」第 33 回日本分子

生物学会・第 83 回日本生化学会合同大会（１2 月、神戸）

7. 内海 麻理，望月 弘子，近藤 真，嶋田 益弥，川原 裕之(2010)「ヒト CCCH 型 zinc-finger タンパク質

の細胞増殖における役割」第 33 回日本分子生物学会・第 83 回日本生化学会合同大会（１2 月、神戸）

8. 松本 裕文，南 亮介，久永 真市，川原 裕之(2010)「細胞内凝集体の形成制御における BAG6 の機能」

第 33 回日本分子生物学会・第 83 回日本生化学会合同大会（１2 月、神戸）

9. 小林 大悟，川原 裕之，有賀 寛芳，賀川 裕貴 (2010)「癌抑制遺伝子産物 Patched 細胞質ドメインの

結合蛋白質の同定と機能解析」第 33 回日本分子生物学会・第 83 回日本生化学会合同大会（１2 月、神

戸）

10. 志野 優佳，賀川 裕貴，川原 裕之(2010)「特異抗体を用いた内在性 Patched 第７細胞質ドメインの局

在解析」第 33 回日本分子生物学会・第 83 回日本生化学会合同大会（１2 月、神戸）

11. 柳 友子，早川 温子，南 亮介，川原 裕之(2010)「BAG6/BAT3/Scythe による抗原提示メカニズムの解明」

第 33 回日本分子生物学会・第 83 回日本生化学会合同大会（１2 月、神戸）

12. 江川 博 (2010) 「癌抑制遺伝子産物 Patched 細胞質ドメインのリン酸化とその意義」首都大バイオ

カンファレンス 2010（１１月、東京）

13. 玉木悠介(2010) 「TRA-2第７細胞質ドメイン結合蛋白質の同定」首都大バイオカンファレンス2010（１１

月、東京）

14. 川原裕之（2009）「ユビキチン系による選択的基質識別メカニズム」、平成22年度科学研究費補助金特定領

域研究「蛋白質分解による細胞・個体機能の制御」班会議（１2月、札幌）
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進化遺伝学研究室 
 
1. 構成  
青塚正志（教授），田村浩一郎（教授），北條 優（特任助教），瀬戸陽介（D2），山口 慶（D2），小川佳孝（D1），

磯部琴葉（M2），日下陽平（M2），里村和浩（M2），阿部祐樹（M1），落合広明（M1），竹下真未（M1），鳥

居侑史（卒究生），橋本英明（卒究生），松浦まりこ（卒究生），北村徳一（研究生），George Curt Fiedler（客

員研究員），高森久樹（客員研究員），屋富祖昌子（客員研究員），王 瑞鵬（客員研究員） 

 
2. 研究紹介  

本研究室では、ショウジョウバエ他の高等動物を研究対象に、国内外の研究機関と密な連携を保ちながら、

生物の多様性、それを創出してきた機構、歴史を、主にタンパク質変異、DNA 変異の情報を指標に研究して

いる。また、ショウジョウバエの適応進化について、その遺伝機構をゲノムレベルで研究するとともに、分

子進化・分子系統解析のための基盤理論の研究や解析ソフトウェアの開発も行っている。 

 

1) ショウジョウバエ翅脈パターン解析による種同定システムの開発  
昨年度に引き続き、ショウジョウバエを用いて環境中の生物多様性を調査するため、翅脈パターン解析に

よって種同定を行うシステムの開発を行った。その結果、16 種のショウジョウバエ、合計 603 個体について

翅のデジタルカメラ撮影を行い、翅脈の 12 交点間の 8 の距離を用いて判別分析によって種判別を行う方法を

開発した。また、その際必要となる、翅画像データの解析のための Web アプリケーションプログラムの開発

も行った。これらの成果は、2010 年進化学会東京大会において公表した。（北條、川名、小川、田村） 

2) ショウジョウバエ抗菌ペプチドの分子進化  

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

ものを食物とすることに適応しているショウジョウバエにとって、生体防御の重要な役割を担っている抗菌

ペプチド遺伝子の分子進化を研究している。クロショウジョウバエ（Drosophila virilis）はキイロショウジョ

ウバエ（Drosophila melanogaster）に比べて強いカビ耐性を示すにもかかわらず、クロショウジョウバエは、

キイロショウジョウバエの主な抗カビ抗菌ペプチドである Drosomycin を持たない。そこで、クロショウジョ

ウバエの抗菌ペプチド遺伝子の網羅的探索を行ったところ、これまでに報告の無い新規抗菌ペプチドの候補

遺伝子を同定することができた。この候補遺伝子の中には、全ゲノムが明らかとなっている 12 種のショウジ

ョウバエ種において、クロショウジョウバエにのみ存在する遺伝子もあった。現在、それらの機能を実験的

に検証している。一方、実際に食物に含まれる微生物と抗菌ペプチドの性質との関連を検証するため、キイ

ロショウジョウバエ種群の 3 種の間で、消化管内の微生物相の違いをメタゲノム解析によって調べ、主要な

抗菌ペプチドである Drosomycin の機能の違いとの関連を調べている。（瀬戸、落合、松浦、田村） 

3) アカショウジョウバエの低温耐性の遺伝機構  

アカショウジョウバエは主に熱帯・亜熱帯に生息するが、1980 年代後半から温帯域である西日本でもその

生息が確認されるようになった。本種の温帯への適応に重要であったと考えられる、低温耐性の遺伝機構に

ついて研究している。アカショウジョウバエの低温耐性は、生育温度より 5℃低い温度での順化によって向

上することから、低温耐性に関与する遺伝子は順化によって発現が変化すると考えられる。この点に注目し、

順化の前後で発現量に差が生じる遺伝子を Differential Display 法および次世代 DNA シーケンサーによる

RNA-seq 法を用いて網羅的に探索した。その結果、得られた遺伝子の中で、呼吸に関係するものの割合が大
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きかった。そこで、実際にハエの呼吸量を測定したところ、順化によって酸素消費量が増加することがわか

った。すなわち、アカショウジョウバエの低温耐性は、順化による呼吸量の増加にともなって向上している

ことが分かった。一方、交配と継代飼育に長けるショウジョウバエの特徴を生かした、人為選択法による低

温耐性遺伝子の絞り込みや、低温適応に自然選択がどの程度関与したかを検証するための集団遺伝学的研究

も始めた。（磯部、阿部、鳥居、田村） 

4) アカショウジョウバエの Neo-X、Neo-Y 染色体における DNA 変異  
アカショウジョウバエでは、第 3 染色体が X、Y 染色体とそれぞれ結合し、Neo-X、Neo-Y 染色体が形成

されている。Neo-X、Neo-Y 染色体の組換率を調べたところ、常染色体と異なり Neo-X 染色体の組換率は低

く、Neo-Y 染色体では組換えが全く観察されなかった。そこで、組換えが DNA 変異に及ぼす影響を明らか

にするため、Neo-X、Neo-Y 染色体上に位置する 14 遺伝子の DNA 変異を比較したところ、Neo-Y 染色体上

の遺伝子の塩基多様度は他の染色体上の遺伝子と比べて上昇していた。その要因として考えられる進化速度

の変化は検出されなかったが、組換率が低下するほど、ヒッチハイキング効果により純化選択の効果が弱ま

る傾向が示唆された。一方、次世代 DNA シーケンサーを用いてアカショウジョウバエの cDNA 塩基配列を

網羅的に決定し、一塩基多型（SNP）の分析を行ったところ、Neo-X、Neo-Y 染色体間の SNPs サイトの頻度

は、常染色体よりも高く、実際に Neo-X、Neo-Y 染色体間では組換えが抑制されていることが示唆された。

（里村、橋本、田村） 

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

Heterotachy によって分子系統樹推定の精度が損なわれることが示唆されており、分子系統解析における重要

な課題の一つとなっている。そこで、heterotachy を考慮した系統樹推定法の開発に向け、昨年度に引き続き

全ゲノム配列が決定されたショウジョウバエ 12 種の相同遺伝子の配列データを用いて、heterotachy が系統樹

推定法に及ぼす影響やそれが生じる分子進化的要因を調べている。（小川、田村） 

6) MEGA5 ソフトウェアの開発   

DNA・タンパク質の配列データを用いた分子進化・分子系統解析を行うためのソフトウェア、MEGA5 

(Molecular Evolutionary Genetics Analysis version 5)、の開発を行い、公表した(http://www.megasoftware.net/)。新

たに搭載する最尤法による系統樹探索、分岐年代推定、祖先配列推定、進化モデル選択などに関するアルゴ

リズムの開発、理論的研究を行った。（田村、１Kumar、2Nei：１アリゾナ州立大、2ペンシルバニア州立大） 

7) キイロショウジョウバエ種群における翅反射色パターンの種間変異について

多くのショウジョウバエの翅は透明であるが、反射光では虹色に見えることが古くから知られていた。し

かし、この反射色については、これまで注目されてこなかった。今回、キイロショウジョウバエ種群に属す

る 12 種の翅の反射色を比較したところ、翅色パターンは種に固有で、さらに種によっては雌雄間にも明瞭な

差が存在することが確認された。このことから、翅色パターンを分類形質として利用することの可能性が示

唆された。(高森、青塚)

8) キノコショウジョウバエ(Mycodrosophila)属、フサショウジョウバエ(Hirtodrosophila)属の

分子系統解析

近年の分子系統学的研究は、近縁なタクサ間について結果に不一致があるものの、ショウジョウバエ亜科

系統進化の主要骨格についての Throckmorton（1975）仮説の妥当性を支持している。しかし、Throckmorton

仮説における Drosophila 放散以降に生じたとされる種群、亜属、属、それらを導く放散についての分子系統

学的検討は進んでいない。本研究ではそれらの中の Hirtodrosophila 属、Mycodrosophila 属を対象に amd 遺伝

子、28SrRNA 遺伝子領域を指標に分子系統学的解析を行った。その結果、両属はきわめて近縁で、同一放散
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によって生じたことが強く示唆された。Throckmorton（1975）は、系統仮説において immigrans-Hirtodrosophila

放散を仮定したが、塩基配列既決定の他グループ種を含めて構築した系統樹では、 immigrans 種群と

Hirtodrosophila 属（+Mycodrosophila 属）は近縁なグループとして位置づけられなかった。（日下、青塚） 

9) ヨモギハムシ核型二型集団間の生殖的隔離  
日本のヨモギハムシ自然集団には、核型二型が存在する。一般に異所的・側所的に分布しており、両者が

混生している地域はごく狭い地域に限定される。これまでに函館市近郊混生域で核型間の生殖的隔離の程度

を検討し、その結果、交配後隔離は発達しているものの、交配前隔離はほとんど見られないという結果を得

た。本年度は、山梨県大菩薩にて混生域を特定し、核型解析を行った。その結果、中間型の核型を持つ個体

は稀で、同混生域においても核型間に強い生殖的隔離が発達していることが示唆された。今後、交配前隔離、

交配後隔離のいずれかが、あるいは両方が発達しているのかについての検討を継続して行っていく。（北村、

青塚）

10) ホンヤドカリの地域分化  
ホンヤドカリ(Pagurus filholi)の北海道集団と房総半島集団の間で、体サイズ、繁殖時期や繁殖行動、オス

の闘争行動に明確な差異があることが判明している。これらの形態的、行動的差異と遺伝的分化の関連を探

るために、ミトコンドリア DNA COⅠ遺伝子領域（623bp）の塩基配列を指標に、日本沿岸 17 地点 310 個体

のホンヤドカリについて遺伝的構成を検討した。これまでの結果では、東日本沿岸と西日本沿岸の地点でハ

プロタイプ構成がやや異なるものの、地域集団間に明瞭な遺伝的分化は見られず、本種における形態、行動

の地域差は遺伝的分化を伴わずに生息環境によって変動した結果と推察された。（竹下、瀬川、１朝倉、青塚

1神戸大学理学研究科） 

 
3. 研究発表 
誌上発表   
1. Kitamura N, Fujiyama N, Katakura H, Aotsuka T (2010) Reproductive isolation between 2 karyotypes in natural 

populations of the leaf beetle Chrysolina aurichalcea. Journal of Heredity 101. 317-324. 

2. Fiedler GC, Rhyne AL, Segawa R, Aotsuka T, Schizas NV (2010) The evolution of euhermaphroditism in caridean 

shrimps: A molecular perspective of sexual systems and systematics. BMC Evolutionary Biology 10, art. no. 297. 

3. Kobayashi1 N, Kumagai M, Minegishi D, Tamura K, Aotsuka T, Katakura H (2011) Molecular population genetics 

of a host-associated sibling 1 species complex of 2 phytophagous ladybird beetles (Coleoptera: Coccinellidae: 

Epilachninae). J. Zool. Syst. Evol. Res. 49:16-24.  

4. 瀬戸陽介，小山あずさ，田村浩一郎 ショウジョウバエにおける抗菌ペプチドの分子進化 低温科学 第

69 巻（印刷中） 

 

口頭・ポスター発表   
1. Tamura K, Peterson D, Peterson N, Nei M, Kumar S (2010) MEGA5: Molecular Evolutionary Genetics Analysis 

version 5.0. Society for the Study of Evolution Annual Meeting 2010 (Portland, Oregon) 

2. Seto Y, Tamura K (2010) Screening of innate immune genes of Drosophila virilis. SMBE 2010 - Annual Meeting 

of the Society for Molecular Biology and Evolution (Lyon, France) 

3. 磯部琴葉，田村浩一郎（2010）アカショウジョウバエにおける低温適応の遺伝機構 日本進化学会第 12

回大会（東京） 

4. 里村和浩，田村浩一郎（2010）アカショウジョウバエの Neo-X、Neo-Y 染色体における DNA の分子進
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化 日本進化学会第 12 回大会（東京） 

5. 川名沙羅，小川佳孝，北條優，田村浩一郎（2010）ショウジョウバエの翅形態による種分類の可能性を

探る 日本進化学会第 12 回大会（東京） 

6. 小川佳孝，田村浩一郎（2010）ショウジョウバエゲノム配列データを用いた heterotachy の検証 日本進

化学会第 12 回大会（東京） 

7. 瀬戸陽介，田村浩一郎（2010）クロショウジョウバエにおける抗菌ペプチド遺伝子の網羅的探索 日本

進化学会第 12 回大会（東京） 

8. 小山あずさ，田村浩一郎（2010）キイロショウジョウバエ種群における抗菌ペプチド Drosomycin 遺伝子

群の分子進化 日本進化学会第 12 回大会（東京） 

9. 田村浩一郎（2010）MEGA5 による分子進化・分子系統解析 日本進化学会第 12 回大会（東京） 

10. 磯部琴葉，田村浩一郎（2010）アカショウジョウバエにおける低温耐性に関与する遺伝子の探索 日本

遺伝学会第 82 回大会（北海道） 

11. 里村和浩，田村浩一郎（2010）アカショウジョウバエの Neo-X、Neo-Y 染色体における DNA の分子進

化 日本遺伝学会第 82 回大会（北海道） 

12. 瀬戸陽介，田村浩一郎（2010）クロショウジョウバエにおける抗菌ペプチド遺伝子の網羅的探索 日本

遺伝学会第 82 回大会（北海道） 

13. 田村浩一郎（2010）Other species の研究における 12 種ゲノムの有用性 日本遺伝学会第 82 回大会（北海

道） 

14. 瀬戸陽介 (2010) ショウジョウバエにおける抗菌ペプチドの分子進化 北海道大学低温科学研究所研究

集会（札幌） 

15. 高森久樹, 我妻洋一郎, 青塚正志. (2010). キイロショウジョウバエ種群における翅反射色パターンの種

間変異について. 日本動物学会第 81 回大会（東京）. 

16. Tamura K, Peterson D, Peterson N, Nei M, Kumar S (2011) MEGA5: Molecular Evolutionary Genetics Analysis 

using Likelihood, Distance, and Parsimony methods. Penn State SMBE Symposium on Molecular and Genomic 

Evolution (University Park, Pennsylvania) 
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神経生物学研究室

1. 構成

黒川 信(准教授)，矢澤 徹(助教)，ニュートン リュージ カミジ(D2)，黄瀬幸雄(M2)，王 穎真(M2)，

山田沙佳(M1)，秋元優希(卒研生)，矢崎育子(客員研究員)，田中浩輔(客員研究員)，森 元(客員研究員)，

横濱康継(客員研究員)，田口正敏(客員研究員)，岡本崇伸(客員研究員)

2. 研究紹介

本研究室では動物行動の生理機構を解明するために、主に無脊椎動物を実験材料に用い様々な運動や行動

をテーマとして研究を進めている。特に、心臓や鰓、血管などの呼吸循環系や消化器官系、生殖器官系など

の自律運動系の中枢および末梢神経系・内分泌系による調節機構、およびそれらの連関機構の解析を進めて

いる。比較生理学的視点から、実験動物として主に軟体動物(アメフラシ、アマクサアメフラシ、トゲアメフ

ラシ、モノアラガイ)や甲殻類(オオグソクムシ、イセエビ)、棘皮動物(マナマコ)、原索動物(マボヤ)等を用い

た。ニューロンレベルの電気生理学的解析を中心にカルシウムイメージング法や行動学、薬理学、組織学、

免疫細胞化学などの手法を取り入れながら研究を進めた。また、神経生理学のモデル材料であるアメフラシ

類について比較行動・生理学的、分子系統学的に分類の再検討を行なっている。 

2004 年 8 月から、東京都島しょ農林水産総合センター等と連携して、大島、八丈島海域の「磯焼け」に代

表される沿岸環境変化の原因究明と修復を目指した調査研究を実施している。また、小笠原諸島の天然記念

物カサガイの保全・回復を目的に分布調査、分子系統学的解析とともに、生殖・発生生理学的研究を継続し

た。 

 

１)軟体動物を用いた研究  
a) 消化管の神経支配機構：消化管に内在する神経ネットワークである消化管神経系(腸管神経系)は多

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

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

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

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

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

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

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

ローチが、技術的な困難さなどから多く行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た。

アメフラシ(Aplysia)およびモノアラガイ(Lymnaea stagnalis)において、消化管の規則的な蠕動運動のリ

ズムの起原、すなわちペースメーカー機能が消化管神経系内のニューロンによって担われる「神経原性」で

あることをこれまでに明らかにしている。ペースメーカーの存在部位は、アメフラシ、モノアラガイでそれ

ぞれ後砂嚢、そ嚢であったが、そこは蠕動が生じる部位よりも下位に位置する。このことは、ペースメーカ

ー部位から上向性に伝わる神経活動が、それとは逆に下向性に伝わる蠕動運動を形成していることを示す。

この一見矛盾した現象に対して、アメフラシとモノアラガイとで異なる機構が示唆された。アメフラシでは、
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後砂嚢で生じた活動が神経を伝導して上向し先ずそ嚢上部の収縮を惹起し、そこから比較的ゆっくりとした

筋電位の伝播に伴って下位に蠕動運動が伝わっていると考えられた。一方、モノアラガイでは、そ嚢で生じ

た神経活動が上向の過程で順次運動ニューロンを興奮させ、それぞれの部位で筋の興奮を引き起し、その際、

運動ニューロンの発火から収縮までの時間差が、食道の上部に対して下部が長い事によって、結果的に逆向

きの蠕動運動が実現している事が分った。(黒川・岡本)

アメフラシの消化管運動に関わる中枢神経系として口球神経節が知られている。一方、腹部神経節からの

支配も示唆されているが詳細は不明である。腹部神経節から消化管へと伸びている貯精嚢神経の２価イオン

溶液を用いた逆行染色により、腹部神経節の中心部および左半球にそれぞれ数個からなる細胞体群が観察さ

れた。左腹部神経節のグループは位置や形の特徴から同定されている LB ニューロンのクラスターだと考えら

れた。もう一方のグループは不明であり、同定を進めた。また、それらのニューロンの神経伝達物質を明ら

かにするために、抗セロトニン抗体等を用いて免疫組織化学的染色を行った。免疫陽性反応を示したものと

示さないものとが含まれており、詳細なマッピングを行った。(山田)

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

多くのニューロン細胞体の存在が存在する。ニューロン細胞体の一般的な存在場所である中枢神経節や末梢

器官ではない、両者を結ぶ中間的な場所である神経束の主幹上に存在する例は特異的である。このニューロ

ンの機能を明らかにすることを目的に、形態学的及び電気生理学的手法を用いて、その回路や活動を調べる

実験を進めている。細胞内誘導によって個々のニューロンから活動を記録したところ、集合して存在するひ

とつのニューロンクラスターの中にも異なる発火パターンやシナプス入力パターンを持つニューロンが含ま

れていることを明らかにした。(黒川)

c) アメフラシの比較行動生理学：近年になって初めて日本で分布が確認された巨大アメフラシ；ゾウ

アメフラシ(Aplysia gigantea)および泳ぐアメフラシ；ショウワアメフラシ(A. extraordinaria)について、

日本沿岸での分布の実態を明らかにすると共に、生理学的特徴を調べている。(黒川)

２)節足動物、棘皮動物等を用いた研究

a) 甲殻類心臓における心拍制御の研究で明らかになったゆらぎ発生の原理を応用する研究を行った。こ

れにともない本年もあらたな特許を首都大学東京から出願した。これで都合第５番目となる。研究の成果は

誌上および国際会議や海外の大学などの講演で発表した。(矢澤)

b) 甲殻類心臓の神経支配機構： 心拍亢進は、心臓促進ニューロン活動亢進と心臓抑制ニューロン抑制

の両メカニズムにより引き起こされる。甲殻類オオグソクムシを用いて、動物運動に伴う心臓亢進のニュー

ロン中枢回路を調べた。歩脚（胸脚）や遊泳肢を人工的に運動させると、心臓抑制ニューロン活動頻度の抑

制および心臓興奮ニューロン活動頻度の増大が観察された。促進ニューロンからの細胞内記録により、付属

肢の人工的な運動に対応して興奮性後シナプス電位（EPSP）が惹起されることがわかった。この EPSP は、ク

ラーレで抑圧された。したがって、付属肢に存在する機械的自己受容器からコリン作動性回路を介して心臓

促進ニューロンの活動亢進が起き、一方で拮抗的に心臓抑制ニューロンの抑制が起こることが示唆された。

(田中)

c) ナマコの消化管神経系：トラフナマコ(Holothuria pervicax)およびマナマコ(Stichopus japonicus)

の消化管神経系の分布を調べるとともに、その機能解析を行った。グリオキシル酸蛍光組織化学によって消

化管上位(食道、下行性小腸上位)に限定してモノアミン作動性の細胞体や神経繊維からなる神経叢が分布し

ていることを明らかにした。免疫細胞化学染色によりドーパミン免疫陽性の細胞体と神経繊維が検出された。

ナマコ類の消化管には自発的な周期的収縮が見られ、これはテトロドトキシン(TTX)で影響を受けなかった。
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ドーパミン、ノルアドレナリンは、モノアミン作動性神経叢が分布する消化管上位だけでなく、分布しない

下位でも収縮を惹起した。アセチルコリン投与による収縮は TTX 存在下でも起きた。一方、ドーパミン投与

による収縮は TTX で阻害された。以上より、①消化管筋肉は筋原性リズムによる自発活動をもつ、②モノア

ミンはプロセスの分布領域に限定されない液性作用を及ぼす、③ドーパミンによる収縮はコリン作動性の運

動ニューロンを介して惹起されていると考えられた。(黄瀬)

c) カイコガ消化管運動とその神経支配：カイコガ幼虫消化管の神経支配の形態をメチレンブルー染色に

より観察した。中枢神経系である脳神経節及び腹部神経節からはそれぞれ消化管の上部と下部へと神経束が伸

び、消化管上で分岐をしながら中腸まで至っていた。中枢神経系を切除した標本において、結腸から吸引電極

により電気的活動を記録したところ、筋収縮に対応した筋電位と消化管神経系に内在するニューロンの活動と

考えられる活動電位が記録できた。筋電位の発生と神経の活動電位の頻度上昇に相関が見られたことから、消

化管神経系ニューロンの機能を推測した。また、消化管運動に対する中枢神経系の作用を調べるために神経切

断実験等を行った。(秋元)

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

存在しないと考えられてきた。その後の研究では、OFF 型双極細胞には IAを担うチャネル蛋白質が発現して

いることが示されたが、ON 型では確認されなかった。本研究では、パッチクランプ法を用いて、キンギョの

ON 型双極細胞にも一過性外向き電流が存在することを示し、それにはカリウムチャネルのβサブユニットに

よる不活性化が関与している結果が得られた。

また、網膜外網状層における負帰還信号に水平細胞のプロトンポンプが関与している結果を踏まえ、5 つ

の波長刺激に対し、HEPES 緩衝液による負帰還信号の抑制により反対色信号の生成を抑制できることが示唆

された。また、HEPES 緩衝液投与前後の光応答の比較により、この負帰還信号は特徴的なダイナミックスを

有していることを示し、その生成メカニズムの検討を行っている。(ニュートン)

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

構築を阻害し、その結果を顕微鏡ビデオカメラで追跡記録することを行った。(森) 

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

環境および食害生物の影響調査」：沿岸の海藻群落が長期的に消失する深刻な現象「磯焼け」が全国的に

広がっており、海の動物相に広く影響が及んでいる。しかしその原因究明と対策は遅れている。日本全国の

海洋面積の 40％近くを保有する東京都では、東京湾から小笠原海域までの各所で発生している磯焼けを始め

とする海の異常現象のメカニズム解明と回復に向けた取り組みを進めている。本研究室では、島しょ農林水

産総合センター(旧水産試験場)や国立環境研究所、三重大学などと共同で海藻食動物相の影響調査や安定同

位体比分析による沿岸栄養塩の起源分析、プロトプラストを用いた核型分析などによりテングサの激減の原

因究明と藻場再生のための共同研究を実施している。(黒川・横濱)

b) 天然記念物小笠原のカサガイの調査研究：小笠原諸島固有種のカサガイ(Cellana mazatlandica)の

保全のための基礎研究として、人工受精から変態誘導後の稚貝の飼育まで、餌料培養法を含め実験室内での人

工飼育の方法は2009年度までにほぼ確立した。一方、生息分布調査は2010年度も継続された。人的影響の異な

る２つの調査地点のうち、人の立ち入らない地点として選ばれた自衛隊の護岸壁のカサガイは、2009年の冬に

大掛かりな改修工事が行われることになり自衛隊に協力して全生息個体約1000個体を2008年8月に島の各所に
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移植させた。工事後のカサガイの自然回復を調べた結果は、2009年5月にはゼロであったが2010年5月には壁面

に餌の珪藻も散見され、2-3年生個体が10個体程見つかった。工事後2回の産卵期を経過した2011年5月には当

年生の仔貝が見つかることが期待される。(矢崎)
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植物環境応答研究室  
 
1. 構成 
門田明雄、鐘ヶ江健、坪井秀憲（D4）、尾関文隆（D2）、近江泰明（M2）、中村美里（M1） 

 

2. 研究紹介 
本研究室では光情報によって制御される植物の発生や生理現象（特に細胞内での葉緑体光定位運動）の光

受容から信号伝達、現象発現までの素過程を、シロイヌナズナ、ホウライシダ、ヒメツリガネゴケ、ゼニゴ

ケなど実験目的に適した材料を使用して、細胞生物学、生理学、分子生物学などの技術を用いて解析してい

る。 

 

シロイヌナズナの葉緑体光定位運動における運動メカニズムの解析  
シロイヌナズナの GFP、RFP によるのアクチン可視化株を用いて葉緑体光定位運動における運動メカニズ

ムの解析を行っている。これまでのの解析から、葉緑体には葉緑体表面に特異的に存在する葉緑体アクチン

フィラメントが存在し、この葉緑体上での偏在化が運動を誘起することが示唆されている。さらに、光定位

した後、葉緑体は運動性を減少し定位部位に固定化されるが、この運動性減少・固定化にも葉緑体アクチン

フィラメントの量的変化が関与すると考えられている。葉緑体光定位運動における葉緑体アクチンフィラメ

ントによる運動調節機構を光受容体であるフォトトロピンの変異体等、光定位運動変異体を用いて調べてい

る。（門田、末次＊、和田＊ ＊九大） 

ゼニゴケ葉緑体光定位運動の運動機構の解析  
ゼニゴケの tdTomato-talin 発現株を用い、葉状体細胞の光定位運動時における葉緑体表面の短いアクチン

フィラメント（Cp-actin filament）の動態を継続して分析している。細胞骨格阻害剤を用いたこれまでの解析

から、葉緑体運動にはアクチンフィラメントが重要な働きをしていることが明らかになっている。 

tdTomato-talin 発現によるアクチンフィラメント蛍光像の観察から Cp-actin filament は新生、伸長、束化、分

枝、切断、短縮、消失といった構造変化を短時間で繰り返す活発な動態を示すことがわかった。強光および

弱光の青色微光束照射により誘導される葉緑体の集合反応、逃避反応では、運動する葉緑体の運動前方側に 

Cp-actin filament の偏在が形成されるが、今回、 Cp-actin filament の局在を定量化して調べたところ偏在の程

度と葉緑体の運動速度の間に対応関係があることが見いだされた。また、細胞全体への青色光照射において

も微光束照射時と同様の Cp-actin filament の活発な構造変化が誘導されることが観察された。これらのこと

より、Cp-actin filament は絶え間なくその構造を変化させて葉緑体上に存在し、青色微光束照射による葉緑体

光定位運動時には、葉緑体上で局在化するような構造変化によって葉緑体の運動を誘導していることが強く

示唆される。（尾関、石崎*、鐘ヶ江、河内*、門田 ＊京大） 

ヒメツリガネゴケ細胞の赤色光による葉緑体光定位運動とアクチンフィラメントの変化

ヒメツリガネゴケにおける葉緑体光定位運動は青色光とともに赤色光によっても誘導される。青色光反応

において葉緑体はアクチンフィラメントと微小管の両細胞骨格を運動に用いるが、赤色光反応では微小管の

みを運動に用いることが知られている。また、青色光による葉緑体光定位運動では、光定位した葉緑体上で

アクチンフィラメントがメッシュワーク構造を形成することが報告されている。赤色光反応時の葉緑体の動

きとアクチンフィラメントの変化についての知見を得るためにヒメツリガネゴケのアクチンフィラメント可

視化株を用いて解析を行った。その結果、赤色光によっても、光定位した葉緑体上にアクチンメッシュワー
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ク構造が形成されることがわかった。さらに、このアクチンメッシュワーク構造の機能を調べるため、赤色

光反応時のアクチンフィラメント量と葉緑体運動の変化を調べた。その結果、アクチンメッシュワーク構造

形成とともに葉緑体の運動量が減少することがわかった。従って、アクチンメッシュワーク構造は葉緑体の

運動性低下をもたらしていることが示唆される。（近江、門田）

ヒメツリガネゴケの葉緑体光定位運動における CHUP1 タンパク質の役割

シロイヌナズナを用いた解析から、葉緑体光定位運動には葉緑体上に特異的に存在する葉緑体アクチンフ

ィラメントが役割を持ち、新規の運動メカニズムが存在することがわかっている。CHUP1 は葉緑体光定位運

動を欠失した変異体の原因遺伝子として同定された機能未知のタンパク質で、葉緑体外包膜上に存在する。

chup1 変異体では葉緑体アクチンフィラメントが形成されないことから、その形成に重要な働きを持つと考

えられている。ヒメツリガネゴケには相同遺伝子として CHUP1A,1B,1C の３遺伝子が存在する(笠原、私信)。

本実験ではヒメツリガネゴケの tdTomato-talin によるアクチン可視化株に GFP-CHUP1 を導入、発現させ、

CHUP1 とアクチン細胞骨格の関係を調べることを目的とした。CHUP1A の N 末端側に GFP を融合したコンスト

ラクトを導入した GFP-CHUP1A 株 2 ラインを用い、葉緑体定位運動を調べた結果、非導入株に比べ、弱光反応、

強光反応とも大きな変化は認められなかった。GFP-CHUP1A の蛍光は葉緑体上で顆粒上に観察され、葉緑体逃

避運動を誘導すると葉緑体とともに移動する。td Tomato-talin と GFP-CHUP1A を同時に発現する細胞の頻度

が低く、これまでのところ葉緑体アクチンフィラメントとの関係はわかっていないが、引き続き解析してい

く。（中村、笠原*、門田 *立命館大）

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

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

光下で葉緑体、核の光定位運動が起こる。neo1 変異体の葉緑体および核は、赤色光の照射方向にかかわらず

常に細胞側面(dark position)から細胞表面(light position)への定位運動を示し、光方向に依存しない運動

である。この定位運動は光合成阻害剤で阻害され、また、暗所下でも培地への糖(glucose, sucrose)の添加

により誘導されることから光合成に依存した反応であると考えられる。そこで、これをさらに確かめるため

に光合成阻害剤による葉緑体光定位運動の阻害が糖添加によって回復するかどうか、同時に投与して調べた。

その結果、光合成阻害剤 DCMU による阻害は sucrose によって回復し、dark position から light position

への葉緑体運動が誘導された（門田）

ホウライシダ前葉体細胞における葉緑体逃避反応の解析  
昨年度に引き続き、葉緑体逃避反応の解析を行った。今年度はモデル植物であるシロイヌナズナの葉肉細

胞で同様の実験を行い、葉緑体は細胞内のどの方向へも動くことができ、動きに関する極性はないことなど

ホウライシダ前葉体細胞で得られたのと同じ結果が得られた。このことから葉緑体逃避反応は植物では似た

ような機構を用いて行われている事が示唆された。（坪井、和田＊ ＊九大）

ホウライシダ前葉体細胞における葉緑体暗黒定位反応の解析

ホウライシダ前葉体細胞において葉緑体が細胞同士の接する細胞壁（細胞側壁）に集まるの暗黒定位につ

いて解析した。弱光条件下で培養した前葉体細胞では、葉緑体は細胞表面に集合しているが、細胞を暗黒下

に移すと、葉緑体は 24~36 時間以内にほぼ完全に細胞側壁に移動した。顕微鏡下における個々の葉緑体の観

察により、最初の約 5 時間までは直線的に、その後はランダムな動きをしながら徐々に定位部位へと移動す

ることがわかった。その際、葉緑体は動きはじめた時から最も近くの細胞壁面へと向かって動いていくこと

がわかった。さらにこれまでに単離されている光受容体の欠損変異体(phot2, neo1, phot2neo1)でも解析を行っ

た。その結果、phot2 および phot2neo1 変異体は野生型に比べて完全に定位するのに大幅に時間がかかること
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がわかった。このことから暗黒定位にも phot2 が関与していることが示唆された。これらの研究結果につい

ては現在、論文を投稿中である。（坪井、和田＊ ＊九大） 

シダ植物固有の光受容体 PHY3/neo1 における分子内シグナルプロセシング機構の解明  
ホウライシダで発見された赤色光/青色光受容体 PHY3/neo1 は、フォトトロピン（phot）の N 末端側にフィ

トクロムの光受容部位が配置した構造を持つ。phot 領域は、青色光受容の発色団 FMN を結合する 2 つの LOV

領域（LOV1, LOV2）とプロテインキナーゼ部位で構成され、PHY3 は光によるキナーゼ活性の調節によりシ

グナルを伝達している。高等植物の phot1 は LOV2 領域の Cys 残基に青色光依存的に FMN が結合することで

局所的構造変換が起こり、キナーゼ領域の抑制が解除されることによって活性化される。さらにこの構造変

換は、LOV2 領域に結合する FMN 近傍の Gln 残基が仲介していることも示されている。この LOV2 領域の

Gln 残基はホウライシダ PHY3 においても保存されている。そこで PHY3 キナーゼ活性の光調節機構を明ら

かにするため、Gln 残基を Leu 残基に置換した PHY3(Q1029L)をシロイヌナズナの phot 変異体に導入し、胚

軸の光屈性反応を調べた。その結果、Q1029L を導入した PHY3 形質転換体において赤色光・青色光依存の胚

軸の光屈性が誘導された。以上から PHY3 におけるキナーゼ部位の活性化には、高等植物フォトトロピンと

は異なる PHY3 独自の制御機構が存在することが示唆された。（鐘ヶ江） 
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微生物分子機能研究室  
 
1. 構成 
永島賢治（准教授）、増田裕一（M2）、厚海貴裕（卒研）、 佐藤浩一（卒研）、清水隆之（卒研）、永島

咲子（研究生）、嶋田敬三（客員教授）、時田誠二（客員研究員）、小川俊夫（客員研究員）、上村明子（研

究補助員） 

 

2. 研究紹介 
本研究室では、多様な光合成細菌を材料にして、光合成を初めとするエネルギー代謝の仕組みや電子伝達

反応の分子機構を研究している。また、光合成色素の生合成や機能、環境条件に応じたエネルギー代謝系遺

伝子の発現調節機構、新しい光合成細菌の単離と分類、エネルギー代謝機構の進化についても研究している。

こうした基礎研究を通じて、人類が直面しているエネルギー問題や環境問題への貢献も目指している。なお、

毎年の活動報告等は研究室の Web ページ http://www.comp.tmu.ac.jp/celene/に掲載されている。 

＜研究の背景と基本用語の説明＞  

光合成をする細菌の大部分は系統的に５つのグループに分けられる。それらは紅色細菌、緑色イオウ細菌、

緑色糸状細菌、ヘリオバクテリア、シアノバクテリア（ラン色細菌）と呼ばれる。このうちシアノバクテリ

アは植物の葉緑体のもとになった細菌で酸素を発生する光合成を行い、他の 4 グループは酸素を発生しない

光合成を行う。酸素を発生しない光合成細菌が進化して、シアノバクテリアが誕生したと考えられている。 

光はクロロフィルやカロテノイドなどの光合成色素に吸収され、光合成反応中心複合体（単に反応中心と

も呼ばれる）に結合したクロロフィルまで色素間を伝達される。これが光捕集系である。反応中心に結合し

たクロロフィルは、光エネルギーを用いて電子を放出する。引き続きキノンやチトクロムなどの成分を経由

した電子伝達が進行してプロトンが生体膜を横切って輸送され、やがてＡＴＰの合成に至る。 

光合成細菌には、酸素がない状態でのみ生育するもの（嫌気性：緑色イオウ細菌とヘリオバクテリア）、基

本的に酸素がある状態で生育するもの（好気性：シアノバクテリア）、いずれの状態でも生育できるもの（通

性嫌気性：紅色細菌と緑色糸状細菌）がある。通性嫌気性のものは、一般に嫌気状態でのみ光合成を行い、

好気状態では光合成色素を作らずに呼吸によって生育する。 

１）紅色光合成細菌の電子伝達系におけるチトクロムの構造、機能、進化  

紅色細菌や緑色糸状細菌の光合成反応中心には、通常４つのヘムを持つチトクロムサブユニットがあり、

光で酸化された反応中心バクテリオクロロフィル二量体（スペシャルペア）に電子を与えている。このサブ

ユニットに電子を与える成分は、ヘム鉄を含むチトクロムやヘムを含まない鉄イオウタンパク質（HiPIP）な

どがある。 

Rubrivivax gelatinosus IL144 株は光合成反応中心への電子伝達体タンパクとして HiPIP、チトクロム c4、高

電位型および低電位型チトクロム c8を持つことがすでに明らかとなっているが、緑膿菌において亜硝酸還元

酵素への電子伝達をすることで知られるチトクロム c8ホモログの NirM をも合成することが新たに見いださ

れた。再構成実験によりこの NirM が光合成反応中心へ電子を伝達できることも確認されたことにより、Rvi. 

gelatinosus はこれまで !-プロテオバクテリアの光合成細菌では知られていなかった亜硝酸還元能を持つこと

が推測された。一般的な硝酸呼吸（脱窒）の能力を持つ可能性も推測されたが、ゲノム解析の結果からは完

全な脱窒反応（NO3
-→NO2

-→NO→N2O→N2）の第１段階である硝酸還元（NO3
-→NO2

-）酵素遺伝子は見つか

らず、培養実験からも認められなかった。しかし亜硝酸の完全還元に必要な亜硝酸還元（NO2
-→NO）酵素、
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一酸化窒素還元（NO→N2O）酵素、亜酸化窒素還元（N2O→N2）酵素の遺伝子が見いだされ、亜硝酸呼吸に

よる生育も確認された。これら酵素遺伝子の系統解析からは、Rvi.gelatinosus には光合成遺伝子群を獲得する

以前からこれらの遺伝子群が存在していたことが考えられた。他の脱窒菌での研究では、脱窒関連遺伝子群

は種や系統によって４段階の脱窒反応を担う酵素群の内一つないし数種を進化の過程で失うことがしばしば

起こることが報告されている。従って、Rvi.gelatinosus IL144 株の祖先株はかつて完全な脱窒を行っていたこ

とと、完全な脱窒を行える Rvi.gelatinosus の系統の存在が示唆された。また、HiPIP、チトクロム c4、高電位

型および低電位型チトクロム c8を欠損させた複合変異株ΔIHL4 において、光合成生育速度が復活する変異株

（ΔIHL4-spd）が高頻度で得られるが、これらの株では NirM を含む亜硝酸還元酵素遺伝子群(nir オペロン)

が大量発現していることが、精製タンパクの解析や RT-PCR による亜硝酸還元酵素遺伝子の発現解析、亜硝

酸還元活性の測定などから推定された。培養実験にて、ΔIHL4-spd 株だけでなく、亜硝酸の培地への添加に

よって nir オペロンの発現が誘導されたΔIHL4 株においても光合成生育速度が復活した。これは NirM が亜

硝酸還元酵素だけではなく光化学反応中心複合体へも電子を供与しているためと考えられた。（永島 S、永島

K） 

Rvi. gelatinosus IL144 株 について、ゲノム解析を昨年度から引き続き行っている。光合成遺伝子・脱窒遺

伝子の他、エネルギー代謝（クエン酸回路等）、生合成（グリコーゲン生合成等）、炭酸同化、核酸代謝、生

物輸送（ABC transporter 等）等の生物必須の遺伝子についてのアノテーションをすすめており、現在、全

ORF のうち 54%の ORF について推定が終了している。このうち、鞭毛関連遺伝子群については、２セット

の遺伝子クラスターが存在することが示唆された。このような例は、大腸菌等で報告があり、両クラスター

がコードする鞭毛は異なる運動性を示すことが示唆されている。Rvi.gelatinosus においても、２種の鞭毛をも

っていることが考えられた。（上村、清水、永島Ｓ、永島Ｋ、製品評価技術基盤機構(NITE)） 

海洋性の紅色光合成細菌Rhodovulum sulfidophilumの反応中心-光捕集タンパク複合体（RC-LH1複合体）は、

他の紅色光合成細菌と同様に L、 M、 H サブユニット及び反応中心結合型チトクロム c（Reaction center-bound 

cytochrome c、以下 PufC）から成る RC と、その周囲を取り囲む光捕集複合体 1（LH1）から成る。光によっ

て励起されたバクテリオクロロフィルは電子を放出し、その電子はキノンによって搬出され、RC を取り囲ん

でいる LH1 を何らかの方法で通過して bc1複合体へ伝達されている。PufC を持たない近縁種の Rhodobacter 

sphaeroides では PufC 遺伝子の代わりに PufX と呼ばれる膜貫通型タンパク質の遺伝子を持っており、これが

キノンの搬出通路を形成していることが報告されている。PufC の N 末端疎水性領域と PufX には配列相同性

が認められ、この N 末端疎水性領域が PufX と同じような機能を持つことが推測された。このことを詳しく

調べるため、N 末端疎水性領域を含む PufC の欠損株を作成した。現在この欠損株の光合成成長速度や電子伝

達機能を調べている。（厚海、増田、永島Ｋ） 

紅色光合成細菌の光合成電子伝達経路は循環的であるだけでなく、NADH などへの電子の流出や硫黄化合

物や有機物からの電子の供給があり、様々な電子伝達タンパクと相互に関連し合う複雑な電子伝達網を形成

している。この光合成電子伝達網に関与し得る成分として、光合成遺伝子クラスター近隣に存在している機

能未知な遺伝子の読み取り枠（ORF）が３つ見つかった。この 3 つの ORF（コードしているアミノ酸残基数

によって 247、321、408 と呼称）はオペロンになっており、光合成遺伝子クラスターのプロモーターと同種

類のプロモーターによって発現制御されている。また、ORF247 は一般的に電子伝達経路に関わる可能性の

高いｃ型ヘムの結合モチーフを 4 ヶ所持つチトクロムタンパク、ORF321 は鉄硫黄タンパク、ORF408 は膜タ

ンパクであることが推測された。これらの結果より、この遺伝子群は電子伝達複合体をコードし、それが光

合成と何らかのつながりを持っていると考えられた。ORF321、408 は窒素酸化物・硫化物などの酸化還元に

関わるモリブデン含有酵素のサブユニットと相同性が認められる。そのため、この機能未知電子伝達複合体
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はモリブデン含有酵素と同様に、キノンプールを介して別の電子伝達タンパクと電子の受け渡しをしている

と考えられる。上記遺伝子群（ORF247、321、408）の欠損株を作製し、今後はタンパクの機能解明を行う。

（清水、永島Ｋ） 

２）光合成色素の構造、機能、生合成系  

カロテノイドはクロロフィルとともに光合成反応中心複合体や光捕集複合体に含まれ、光の捕集や光酸化

障害の防御に働いている。カロテノイドは光合成生物を含め多くの生物に多様な分子種が存在するが、その

多様性の意味は必ずしも明らかでない。紅色光合成細菌には最終産物がスピリロキサンチンであるカロテノ

イド合成経路を持つものが多いが、最終産物よりもロドピンなど経路内の中間産物を多く持つ種もあり、さ

らにそれらの配糖体を持つ種もある。新規に記載された種を中心に多くの種のカロテノイド組成を調べてい

るが、Pheospirillum 属はロドピンを主成分とし、さらにその末端水酸基に糖が結合したロドピングルコシド

も合成すること、および Roseospira 属ではロドピンよりひとつ先の中間体が蓄積していることが解った。こ

れらの結果はそれぞれの属特異的に合成経路中の特定の酵素(CrtD、 CrtF)があまり機能していないことを示

唆し、カロテノイドの多様性の意義という観点からも注目すべきデータと考えている。 （嶋田、高市（日本

医大）） 

紅色光合成細菌で見つかった BLUF（sensor of blue-light using FAD）タンパクはフラビンアデニンジヌクレ

オチド（FAD）を発色団としてもつ青色光受容体であり、近年相次いで報告されている。BLUF タンパクは、

N 末端側に青色光をセンサーする BLUF ドメインをもち、一方で C 末端側に細菌の代謝や分裂、あるいは走

光性などの生理反応のシグナル伝達の役割を担うドメインをもつ。現在 BLUF タンパクは 18 種の細菌で 29

種類のタンパクに見出されている。その中で Rba, sphaeroides の光合成遺伝子発現の活性因子として同定され

た AppA（activation of photopigment and puc expression）と相同性の高い ORF が Rvi. gelatinosus のゲノム中に 2

つ見つかった。（BLUF39770=34%、 BLUF46090=43%）また、シアノバクテリア Synechocystis sp.の光走性を

決定する Slr1694 と高い相同性を示す ORF も見つかった（BLUF12370＝44%）。現在までの研究で、これら３

つの ORF のうち BLUF12370 の欠損株の作成に成功している。異なる光条件下での成長速度や光合成器官発

現量、あるいは走光性などを野生株と比較し、その機能を明らかにしていく予定である。（佐藤、永島Ｋ） 

紅色光合成細菌 Rba. sphaeroides、 Rvi. gelatinosus、Allochromatium vinosum の各光合成遺伝子クラスターを

大腸菌に導入し光合成機能の再構築を試みている。大腸菌抽出液の HPLC 分析とスペクトル解析を行い、バ

クテリオクロロフィル合成の中間産物であるジビニルクロロフィリドの蓄積を観察している。（永島 K、城本

(分子遺伝)、岩本(分子遺伝)、加藤(分子遺伝)） 

３）光合成細菌の光捕集系とエネルギー移動の調節  

緑色細菌の光捕集器官のクロロソームは、バクテリオクロロフィル c 自己集合体を主成分とする特殊な光

捕集器官であり、CsmA タンパクおよび FMO タンパクというバクテリオクロロフィル a を結合する２つのタ

ンパクを介して細胞膜中の光化学反応中心タンパクに光エネルギーを伝達している。クロロソームは精製に

際し構造変化に起因する吸収ピークの短波長シフトやバクテリオクロロフィル a の脱落が見られ、それに伴

うバクテリオクロロフィル c から a へのエネルギー移動効率が低下する。これまでに緑色イオウ細菌

Chlorobaculum tepidum を用いて温和な方法で細胞を破砕し、バクテリオクロロフィル c からバクテリオクロ

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

ショ糖密度勾配遠心法での処理に改良を加えることでさらに良い標品を精製することが出来た。得られたク

ロロソーム標品は SDS-PAGE、CD スペクトルならびに低温(80K)吸収スペクトルの測定により、膜タンパク

の構造が保たれバクテリオクロロフィル c の喪失が極めて少なくかつ FMO タンパクの付着も無いより良質

の標品であることが確認された。（時田、嶋田、松浦(環境微生物学研究室)、三室(京都大)） 
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紅色光合成細菌 Rba. sphaeroides の光捕集複合体を構成するαおよびβの２つのサブユニットのうちαサ

ブユニットの末端に His-tag または Cys-tag を導入することにより金電極上に配向して付着させる技術を確

立した。光合成反応中心複合体を結合した状態（RC-LH1 複合体）で付着させた場合、光照射により電流の発

生が認められ、その極性は tag を N 末端に導入したか C 末端に導入したかによって変化した。このことは光

合成を利用した太陽電池の開発に繋がる可能性がある。（近藤(名工大)、出羽(名工大)、南後(名工大)、永島

Ｓ、永島Ｋ） 
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環境微生物学研究室  
 
1. 構成 
松浦克美（教授）、春田伸（准教授）、花田智（産業技術総合研究所、連携大学院・客員教授）、戸井裕子

（D3）、大滝宏代（D2）、山本浩平（D1）、菅野菜々子（M2）、後藤陽（M2）、原なつみ（M2）、諸星

聖（M2）、松川健宏（M1）、溝口啓太（M1）、岩田聡実（B4）、小鷹狩遼司（B4）、広瀬節子（客員研究

員） 

 

2. 研究紹介 
微生物は地球上の物質循環や環境保全の面で極めて重要な役割を果たしている。本研究室では、土壌や水

界、熱水など様々な環境における微生物の生理的・生態学的特性の解明を通して、微生物（機能）の都市で

の活用の方策を探っている。特に光合成細菌とそれと相互作用する細菌・アーキアの環境中での動態・機能

を研究するとともに、環境浄化や環境保全に有益な微生物を探索している。環境中の微生物活性の測定や環

境 DNA からの系統分類指標遺伝子や酵素遺伝子の検出・同定に加え、新たなる視点で戦略を立てながら分

離培養法による微生物探索を進めている。さらに環境微生物群集の動態を明らかにするため、環境因子や個々

の微生物の生理学的性質だけでなく、生物間の相互作用を包括的に捉えようとしている。 

１）温泉微生物マットに関する研究  
長野県中房温泉では、野外を流れる硫化水素を含む熱水中に微生物マットが発達しており、本環境では生

物地球科学的な物質循環が観察されるため、その構成微生物種や代謝反応を明らかにすることは、地球環境

の成立や保全を考える上でも意義深い。 

1-a. 微生物生態系の物質・エネルギー循環  

本研究では、特に特徴的な色彩を示す同温泉の 65℃域に発達している微生物マットを対象とした。この微

生物マットから直接 DNA を抽出し、細菌の 16S rRNA 遺伝子を PCR 増幅して、クローライブラリーを構築

した。解析したクローンのうち 30%が、緑色糸状性光合成細菌 Chloroflexus aggregans と考えられた。緑色糸

状性光合成細菌が主要構成種であることはこれまでの顕微鏡観察や色素分析と一致する結果である。次いで

硫黄酸化細菌（Sulfurihydrogenibium azorense に近縁）と発酵性細菌（Fervidobacterium ripariumi に近縁）がと

もに約 20％であった。本結果より、昨年度までに発酵条件で分離していた Fervidobacterium 属細菌は本微生

物マットの主要構成種のひとつであることが分かった。Fervidobacterium 属細菌は、発酵代謝によって水素を

生成することを確認しており、この微生物マットの電子フローに大きく貢献していると考えられた。その他

の構成種として、2～5%ずつの割合で 10 種の従属栄養細菌が検出されており、中には既知細菌との相同性が

低く、新規性の高い細菌も含まれていた。群集構造の季節・年変動をみるため、２年にまたがり異なる季節

に採取した 14 サンプルについて、16S rRNA 遺伝子断片を対象にした T-RFLP 解析をしたところ、主要構成

種に違いは見られなかった。ただし、他の細菌種、特に好気性細菌の構成は変化していた。 

これまでの研究で本微生物マットの硫化水素生成活性が観察されている。しかし今回の解析では、硫黄還

元または硫酸還元能が予想される細菌種は検出されなかった。これらの細菌種の全体に対する割合は低いも

のと考えられる。定量的 PCR 等のより高感度で定量的な解析が必要であり、その試験条件の確立に着手して

いる。微生物マットを用いたこれまでの各種活性測定研究から、①光合成細菌による硫化水素を利用した有

機物合成、②発酵性細菌による有機物からの水素生産、③硫酸/硫黄還元菌による水素を利用した硫化水素生

産、によって、微生物群集内で電子（還元力）が循環していると考えている。これらに関わる微生物の実環
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境における分布をさらに詳細に明らかにし、分離および混合培養を通して、その還元力循環と微生物集塊の

発達を解析していく。（大滝、花田、春田、松浦） 

1-b. 好気性細菌と嫌気性細菌との相互作用による硫黄循環  

長野県中房温泉の 70～80℃域には、無色～灰色～白色の微生物集塊が発達している。その主要な構成種は

硫黄酸化細菌（Sulfurihydrogenibium 属）で、また同時に Thermodesulfobacterium sp.や Caldimicrobium sp.に近

縁な細菌が共存している。これらはすべて硫黄化合物の代謝を通してエネルギーを獲得しうる細菌である。

本研究では、温泉地から採取した微生物集塊を実験室内で安定に培養・維持することを試み、集塊内の硫黄

代謝系を明らかにすることを目的とした。 

微生物集塊を人工温泉水で嫌気的に培養すると、硫化水素の生成が確認できた。次に、蓋に細孔を開けた

培養瓶を用いて、培養瓶の気相が大気とゆっくり交換できるようにしたところ、培養開始後すぐに培養液中

の硫化水素濃度および硫酸イオン濃度の上昇が観察された。これは白色集塊で観察されたものの、灰色集塊

では硫化水素濃度の上昇は観察されなかった。白色集塊では集塊内に硫黄粒を保持しており、その硫黄の酸

化と同時に、このような微好気条件でも嫌気的な硫黄還元が進行したと考えられた。ただし、白色集塊でも

微好気条件で培養を続けると硫酸イオン濃度は上昇を続けるものの硫化水素濃度は低下していった。以上の

ことから温泉環境で観察される硫黄化合物の循環を担う微生物集塊は、酸素および電子供与体としての硫黄

の適度な供給によって、形成・維持されていると考えられた。（原、春田、松浦） 

1-c. 光合成細菌 Chloroflexus aggregans の固体表面での挙動  

様々な環境で微生物は固体表面に付着して生育している。厚さ 0.1mm 程度までの薄いフィルム状の微生物

集塊については、付着機構や生理状態がよく研究さているが、厚さ 2mm を超えるマット状の集塊に関する研

究は限られている。本研究では、温泉流水中等に観察される緑色糸状性光合成細菌 Chloroflexus aggregans が

主要構成種となっている微生物マットの付着や形成機構に関する知見を得ることを目的とする。 

長野県中房温泉から、C. aggregans を含む微生物マットを採取した。C. aggregans は純粋培養条件において

自己凝集性を示すことが知られているが、固体表面への付着性は知られていない。採取した微生物マットを

光従属栄養条件で培養すると、いくつかの培養系において培養試験管壁に微生物の付着が観察された。顕微

鏡観察の結果、C. aggregans と他細菌の凝集が確認できた。環境中で微生物マットを形成する C. aggregans

は他細菌との共存によって付着性を示すことが示唆された。現在、付着に必要な他細菌の分離・同定を試み

ている。また本研究で考案した流水培養装置を利用して、流水条件が微生物マットの形成や生理活性に与え

る影響を評価する予定である。（溝口、松浦、春田） 

1-d. 光合成細菌 Chloroflexus aggregans と発酵細菌の種間相互作用  

65℃域に発達する微生物マットの細菌叢解析の結果から、緑色糸状性光合成細菌 Chloroflexus aggregans と

ともに発酵性細菌である Fervidibacterium 属細菌が共存していることが明らかになっている。本研究ではこれ

ら二種細菌の有機物の授受を介した種間相互作用を明らかにすることを目的とした。 

同一の微生物マットから C. aggregans とともに Fervidibacterium 属細菌を分離した。分離した

Fervidibacterium 属細菌は、グルコース、ガラクトース、フルクトース、ラクトース、キシロースをエネルギ

ー源・炭素源として嫌気的に増殖した。これらの発酵代謝では有機酸および水素ガスが生成しうると考えら

れる。またグルタミン酸、乳酸、酢酸、リンゴ酸を基質とした場合には、増殖しないことを確認した。一方、

分離した C. aggregans は、嫌気・光照射条件でグルタミン酸、乳酸、酢酸、リンゴ酸を炭素源として利用で

きることが分かった。以上から、Fervidibacterium 属細菌の発酵産物を C. aggregans が利用しうる可能性が示

唆された。また C. aggregans が光エネルギーを利用して合成した糖類を Fervidibacterium 属細菌が利用するこ

とも考えられる。互いに利用できない基質を用いて共培養実験を進めており、それによって二種細菌の関係
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を明らかにしていく。（岩田、春田、松浦） 

 

２）光合成細菌の環境中での動態・多様性に関する研究  
2-a. 紅色光合成細菌における飢餓生残性の種による違い  

自然界では栄養分の供給は限定的であり、増殖できない期間をどのように生残しているのかという課題は、

微生物の生態を考える上で重要である。紅色光合成細菌は光照射下では飢餓条件でも長期間生残性を維持で

きるという報告がある。本研究では、複数種の紅色光合成細菌を用いて、飢餓条件下での生残性を明暗条件

で比較し、紅色光合成細菌の飢餓生残に関する知見を得ることを目的とした。 

Rhodospillirum rubrum、Rhodobacter sphaeroides、Rhodopseudomonas palustris の三種を光従属栄養的に有機

炭素（コハク酸）濃度を制限した培地で培養し、炭素源枯渇によって増殖が停止するようにした。この細胞

の生残性に対する光の影響を評価すると、試験した三種すべてで明条件下のほうがより長く高い生残率を維

持できることが明らかになった。ただし、暗条件下における生残性に種による大きな違いが観察された。暗

条件下でコロニー形成数が初期値の 0.1%まで低下する日数は、R. rubrum で 2 日、R. sphaeroides で 9～12 日、

R. palustris では特に長く 20～25 日であった。これら生残性の低下と ATP 量の低下には相関性が見られた。 

本研究によって、紅色光合成細菌は広く飢餓条件に対して光エネルギーを利用して細胞集団を維持する能

力が高いことが示唆された。また、暗条件における生残性は種によって異なることが明らかになった。これ

は、それぞれの種が適応してきた生育環境の資源供給量や供給頻度と関係しているのではないかと予想され

る。（菅野、春田、松浦） 

2-b. 緑色糸状性光合成細菌の滑走運動に対する共存細菌の促進作用  

微生物は、自然環境中で多種類が高密度に集まった集塊を形成している。緑色糸状性光合成細菌

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

て滑走運動により集合体を形成するという性質が知られている。本研究では、C. aggregans の集合体形成が他

細菌によって受ける影響を評価した。 

C. aggregans の存在する微生物マットから好気従属栄養条件で細菌を分離した。それぞれの培養上清を調製

して、C. aggregans の集合体形成に与える影響を評価したところ、促進作用を示す 5 株が得られた。培養上清

の有する促進効果は、熱処理やプロテアーゼ阻害剤によって抑制されることから、菌体外プロテアーゼが、

その促進因子であると考えられた。分離したグラム陰性細菌である Meiothermus sp.について、その培養上清

をイオン交換クロマトグラフィーによって部分精製するとプロテアーゼ活性画分に C. aggregans の集合体形

成促進が見出された。また市販の精製プロテアーゼを用いて試験しても、その集合体形成促進効果を確認す

ることができた。プロテアーゼが細菌の運動性に影響を与えることを明らかにしたのは、初めての報告であ

る。プロテアーゼも濃度が高くなると C. aggregans の溶菌を招くことから、従属栄養細菌がプロテアーゼに

よって光合成細菌から有機物を獲得しており、それに対抗して C. aggregans は滑走によって忌避運動してい

るととらえることもできる。このような細菌間の相互関係は微生物集塊の形成やその微生物生態系維持を考

えるうえでも意義深い。（諸星、松浦、春田） 

2-c. 脱窒能を有する光合成細菌の探索  

脱窒能を有する紅色光合成細菌は、これまで廃水処理施設等を中心に見つかっているが、自然環境からの

分離例は少ない。本研究では、都市周辺の水圏から硝酸塩または亜硝酸塩呼吸もできる光合成細菌の探索を

行った。 

首都大学東京南大沢キャンパス内の池と神奈川県津久井湖から底泥を採取した。コハク酸またはリンゴ酸

を炭素源とした培地に試料を接種し、光照射下(>700nm)、30℃で嫌気培養した。バクテリオクロロフィルを
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有する細菌の増殖が確認された培養系について、同条件で継代培養を 4 回繰り返した。試験した 80 本の培養

系のうち、4 回の継代培養後も光合成細菌の増殖が確認できたのは 69 本であった。それらを 10mM の硝酸塩

または亜硝酸塩を含む培地に接種し、嫌気暗条件で培養した時に、光合成細菌の増殖が確認された培養系は、

首都大/硝酸培地 12 本、首都大/亜硝酸培地 18 本、津久井湖/硝酸培地 31 本、津久井湖/亜硝酸培地 20 本であ

った。これらの中から、培養液の吸収スペクトルの異なる 2 種の光合成細菌が分離できた。864 nm に吸収ス

ペクトルピークをもつ分離株は亜硝酸依存的に、869 nm にピークをもつ分離株は亜硝酸および硝酸依存的に

生育することが確認できた。以上から、硝酸塩または亜硝酸塩呼吸を行う光合成細菌が自然水圏に広く分布

している可能性が示唆された。（松川、春田、松浦） 

2-d. 河床礫における紅色光合成細菌の多様性  

有機物流入の限定された上流河川における紅色光合成細菌の生態は知られていない。本研究では非培養法

および培養法を用いて河床の礫表面の紅色光合成細菌の多様性を調べた。東京都青梅市を流れる多摩川上流

より河床の礫を採取した。礫表面に発達するバイオフィルムから光従属栄養・嫌気条件（光照射、＞700nm）

で分離培養を行ったところ、Rhodoferax fermentans および Rhodopseudomonas palustris に高い相同性を示す株

が得られた。一方、バイオフィルムから直接 DNA を抽出し、紅色光合成細菌の光合成反応中心タンパク質

遺伝子 pufM の一部を PCR で増幅しクローンライブラリーを構築したところ、解析した 37 クローンは 18 の

OTU に分類され、特定種が優占化することなく、多様性に富んでいると考えられた。アルファプロテオバク

テリアおよびベータプロテオバクテリア由来と考えられる配列が検出されたが、得られた多くのクローンは

既知配列との相同性が低く、多種類の新種または新属の存在が示唆された。上流河川の礫表面には他の水圏

とは異なる紅色光合成細菌が分布していると考えられた。（広瀬、春田、松浦） 

2-e. 好熱性シアノバクテリアの遺伝学的多様性  

好熱性のシアノバクテリアを収集・分離し、形態、生理および各種分子マーカーによる系統分類に加え、

生態系に応じた生態型を明らかにすることを目的としている。 

長野県中房温泉から 60℃、55℃、50℃、45℃の四地点の微生物マットを採取した。採取した微生物マット

を好気静置、24 時間光照射、独立栄養条件で集積培養した後、寒天平板培地で純化した。分離したシアノバ

クテリアは単細胞性で、６株すべて 50℃～55℃で良好な生育を示した。16S rRNA 遺伝子および 16S-23S rRNA

遺伝子 ITS 領域を PCR 増幅し、その塩基配列を比較したところ、どちらの遺伝子も’Thermosynechococcus 

elongatus’に高い相同性を示した（99%, 16S rRNA 遺伝子; 95%, ITS 領域）。16S rRNA 遺伝子および ITS 領域

の塩基配列において、分離株間の違いはほとんど見られなかった。しかし、光合成反応中心をコードする psaA

遺伝子断片の塩基配列を解析したところ、分離株は採取した温度に応じて三つのグループに分けられると考

えられ、60℃および 55℃由来、50℃由来、45℃由来で配列の違いがみられた。数十 cm 四方の限られた場所

から採取したにもかかわらず、生育する環境の温度に応じた種分化が進んでいることが強く示唆された。 

宮城県鬼首温泉、和歌山県湯の峰温泉、鹿児島県丸尾温泉から同様に微生物マットを採取し、シアノバク

テリアを集積培養した。それぞれについて psaA 遺伝子塩基配列を解析したところ、どの温泉地からも’T. 

elongatus’に近縁な配列が検出された。日本国内の陸上温泉には’T. elongatus’の類縁種が広く分布してい

ると考えられ、これは北米やニュージーランドの温泉微生物生態系に見られない特徴であった。また国内で

も、採取地域によって psaA 遺伝子の塩基配列に違いがあり、種分化した「生態型」があることが示された。 

（春田、松浦） 

 
３）植物と細菌の相互作用に関する研究  
3-a. マメ科野草に共生する根粒菌の分布と多様性  
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根粒菌は植物の根に共生する窒素固定細菌である。マメ科植物の多くは根粒菌と共生しており、その共生

機構や宿主特異性、共生効果に興味がもたれている。Kummerowia striata（ヤハズソウ）は、日本から中国に

かけて自生するマメ科ハギ属の一年生草本であり、荒地緑化のための有用植物として期待されている。ヤハ

ズソウも根に根粒を形成していることが知られているが、その根粒菌の種類や生態について充分に調べられ

ていない。本研究では、国内に自生するヤハズソウの根粒から細菌を分離し、複数の遺伝子塩基配列を解析

して、その多様性や分布に関する知見を得ることを目的とした。 

東京都内から採集した 12 個体のヤハズソウから 27 個の根粒を、また千葉県内から採取した 14 個体のヤハ

ズソウから 30 個の根粒を得た。根粒は表面を殺菌した後、根粒内の細菌を定法により分離した。16S rRNA

遺伝子の塩基配列を解析したところ、すべての分離株が Bradyrhizobium 属細菌と考えられた。同様に、16S -23S 

rRNA 遺伝子 ITS 領域の塩基配列を決定し、系統解析した。分離株はいくつかのグループに分けることがで

き、ヤハズソウの根粒に見られる Bradyrhizobium 属細菌に遺伝的多様性があることが明らかとなった。また、

同一環境から採集したヤハズソウからも遺伝的に異なる Bradyrhizobium 属細菌が分離されており、同所的な

種分化が起きている可能性が示唆された。（山本、春田、松浦） 

3-b. 細菌と緑藻の相互作用  

緑藻などの真核微細藻類は河川の礫等にバイオフィルムを発達させている。これら微細藻類は窒素固定で

きず、硝酸態窒素などの形で窒素元素を取り込まなければならない。可溶性窒素濃度が低い環境における微

細藻類の生存戦略に興味がもたれる。本研究では、窒素源を単独では獲得できない環境における微細藻類の

生存性およびその機構を明らかにすることを目的とした。 

窒素化合物を含まない培地を用いて、河床礫より採取した微生物群を継代培養し、窒素欠乏下でも微生物

混合系内で緑藻が増殖することを見いだした。この微生物混合系には緑藻のほかにシアノバクテリアが共存

していた。それぞれを純粋分離し、窒素化合物非添加培地で混合培養したところ、シアノバクテリアの増殖

に遅れて、緑藻が増殖を開始し、シアノバクテリア依存的な緑藻の増殖が確認できた。一方、シアノバクテ

リアの増殖は緑藻の有無による影響を受けなかった。しかし、窒素固定活性をニトロゲナーゼのアセチレン

還元活性を用いて測定したところ、緑藻との共培養によってシアノバクテリアあたりのニトロゲナーゼ活性

は上昇していたことから、緑藻の増殖はシアノバクテリアの窒素固定活性を促進すると考えられた。 

緑藻が窒素固定細菌との共存によって窒素化合物欠乏環境で生育できることを示した初めての報告である。

このような種間関係は、緑藻の自然界での分布や生態だけでなく、植物と窒素固定細菌の共生関係の進化を

考えるうえでも意義深い。（後藤、松浦、春田） 
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動物生態学研究室

1. 構成

鈴木惟司（教員）、 林 文男（教員）、草野 保（教員）、武智玲奈（D3）、前田尚子（M2）、白井衣里香（M2）、

宮澤絵里（M2）、照井俊太（M1）、笠谷麻美（M1）、松山龍太（卒研生）、白井 剛（研究生）、高橋明子 (客員

研究員)

2. 研究紹介

本研究室では、小型の脊椎・無脊椎動物を研究対象として、社会生態、行動、生態遺伝、地理系統、生活

史、個体群動態等に関する研究が行なわれている。研究テーマの設定に当たっては構成員の自主性が重んじ

られる。研究室全体としては個体・個体群レベルの野外研究を指向する傾向が強いが、野外調査だけでなく

室内飼育実験や分子生物学的手法なども併用して研究が進められている。以下に紹介するのは 2010 年度に発

表されたか実施された研究の一部である。

1）脊椎動物を対象にした研究

i)哺乳類

アカネズミにとってオニグルミの種子は栄養価が高く利用価値の高い餌であるが、大型で堅いため採食が

困難である。この種子を効率良く食べるには、学習によって採食技術を向上させなければならない。どのよ

うな学習が関与しているかを明らかにするため、種子の採食経験が無い個体に単独飼育下で種子を与える実

験、食痕のついた種子を与える実験、クルミを採食している個体の行動を見せる実験、育児中の母子にクル

ミを与える実験を行った。その結果、自己学習による採食技術の向上が認められたが、食痕に基づく学習や

模倣による社会的学習の効果は認められなかった。母子を用いた実験では、育児中に母親がオニグルミ種子

を食べることでそれを上手に食べるようになる子の割合が増加し、採食技術が母から子へ伝達されることが

示された(20)。

植物には動物による貯食行動を利用して種子を散布する種がある。オニグルミも、ニホンリスやアカネズ

ミが種子を餌として貯食し、貯食された一部の種子が食べ残されて発芽することで、種子が散布される。ヒ

メグルミはオニグルミの変種として知られている植物である。ヒメグルミの種子はオニグルミの種子より小

さく、オニグルミの種子を食べるのが難しい小型のヒメネズミでもそれを食べることができるのではないか

と考えられる。それを確かめるため、室内でヒメネズミによるヒメグルミの採食行動を調べた。調査はまだ

継続中であるが、現在までにヒメネズミはヒメグルミの種子を削って食べることが確認できた。今後、ヒメ

ネズミが実際に野外でヒメグルミの種子を貯食し、その結果としてヒメグルミの種子がヒメネズミによって

散布されるかどうかを明らかにしたい。

種子の形質は生物間相互作用を介して、種子の生存過程に大きな影響をもたらす。コナラ種子では、主要

な種子散布者（アカネズミ）、分解者（ナラミノチャワンタケ）が、被食防御物質であるタンニンの含有率の

低い種子を選択的に利用することが室内実験により示されている。そこで、個々のコナラ種子の形質がその

生存過程に与える影響を解明するために、非破壊分析法による成分既知種子を用いた野外実験を行い、種子

の形質（タンニン含有率、サイズ）と運搬・生残との関係を調べた。散布されやすいのはタンニン含有率が

低く大きな種子だが、生存に関してはタンニン含有率が高く小さな種子が有利であり、種子の形質を介して

散布されやすさと生き残りやすさとの間にジレンマがあることが明らかになった(6,14,16-19）。
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ii)鳥類

ガビチョウは中国南部等を原産とする移入鳥類であり、首都大学南大沢キャンパス内にも多数生息している。

2008年度から2010年度にかけて、ガビチョウの食性、活動場所、繁殖活動、音声活動等に関する研究を行った。

これまでに、1) 動物性・植物性ともに多様な食物を利用していること、2) ガビチョウが好むとされる下層植

生の多い場所だけでなく、比較的開けていて人工的な環境（生垣や植栽）も営巣場所として利用していること、

3) 非繁殖期（秋～冬）にもさえずり活動を行っていること、などが分かった。また、4) ガビチョウのさえず

りが警戒の機能を持つ可能性や、5) デュエットのような雌雄が鳴き交わすの習性を持つ可能性、が示唆され

た(10,11,12)。

マムシグサ（テンナンショウ）類は主に林床に生育するサトイモ科の有毒植物で、種により夏や秋にトウモ

ロコシ状の実（果実序）をつける。果実は熟すと鮮やかな赤色になることから、この果実は鳥に食べられ、実

を食べた鳥によって種子散布されると言われている。しかし鳥を含め実際にどんな動物がその実を食べている

のかは今まではっきりしていなかった。今般、自動撮影カメラを用いて、ミミガタテンナンショウおよびカン

トウマムシグサの果実食者を明らかにする調査を行った。これらの種の果実の近くに現れた動物として哺乳類

９種、鳥類４種が確認されたが、このうち実際に果実を採食するのが記録されたのはヒヨドリとアカネズミで

あった。なお、記録される動物種は、用いる自動カメラの特性や、調査地の動物相によっても影響を受けるで

あろう。今回得られた結果の一般性を確かめるために、さらに調査を続ける必要がある。

コロニー（集団繁殖地）で繁殖するサギ類において、前年に使われ且つ次の繁殖期にも残っている巣があ

ればその巣を使う傾向が見られる。しかしアオサギでは同一個体が同じ巣を使うことは少ないようである。

そこで東京都日野市にある多摩動物公園内で繁殖している野生のアオサギの同一個体が、毎年同じ巣で営巣

するかどうか調べた。このコロニー内では、2003 年～2010 年に標識されたアオサギ 23 羽が繁殖した。その

うち、継続年数には差があったが、少なくとも 2 年以上同じ巣を使った個体が 12 羽観察された。また、前年

と異なる巣を使用した場合の個体毎の移動巣間距離は、コロニー周辺部より中心部で営巣した個体の方が短

かった。なお、オスとメスの移動巣間距離に性差は見られなかった。営巣場所の移動の問題は、個体の繁殖

成功率や、コロニー内での営巣場所の位置自体などにも関連すると思われ、今後検討が必要である(15)。

iii)両生類

東京都日の出町羽生にてトウキョウサンショウウオ個体群の繁殖活動と非繁殖期の地表活動の調査を行っ

てきたが、そのデータを用いて個体群の成体の性比の推定を試みた。繁殖期のデータは、繁殖場での捕獲率

の性差により、性比を推定するのが困難であったので、非繁殖期 8 シーズンの捕獲データを用いて成体の性

比を推定した。調査年による性比の変動は有意ではなかったので、データをプールし分析した。オスの比率

は 0.578（ブートストラップによる 95％信頼区間：0.511～0.637）でほぼ 3：2（オス：メス）となり、1：1

の性比から有意にオス側に偏ることが分かった。雌雄の繁殖開始年齢の差がこの性比の偏りの主要な原因と

考えられた(9)。

日本を含む世界各地で両生類が減少傾向にある。しかしその実態を把握することは容易でない。カエル類

の繁殖活動モニタリング手法の検討のため、繁殖期にカエル類のオスが良く鳴くのを利用し、IC レコーダー

で音声活動を自動記録した。その音声データと気象庁収集の気象データを用い、繁殖活動と気温や降雨量、

風力などの気象条件や月齢との関係を統計的に解析した。研究対象として首都大学東京南大沢キャンパスに

生息する主要なカエル 3 種（ヤマアカガエル、シュレーゲルアオガエル、モリアオガエル）を用いた。なお、

3 種とも年毎に傾向が違うことが示唆されたため、それぞれの種について、年毎にデータを解析した。その

結果、大規模なカエル類の繁殖活動の長期モニタリングに音声録音は十分利用可能であることが分かり、ま

た鳴き声活動と環境要因の関係は種毎に異なることが示唆された。
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ところで、日本の両生類が減少傾向にある中にあって、ニホンヒキガエルは都市部でも個体群を維持でき

ている数少ない種の一つである。本種が都市部のように人為的攪乱が起きる中でどのようにして個体群を維

持できているのかを明らかにするため、首都大学南大沢キャンパス内に生息し繁殖するアズマヒキガエル(ニ

ホンヒキガエルの一亜種) (写真)の調査が行われている。現在、個体の捕獲場所を記録するとともに捕獲個

体の頭胴長や体重、年齢などのパラメーターを測定し、また、別途得られた活動に影響を与える気温や降水

量などの環境要因を解析して、個体群構造、季節的行動と繁殖移動について調査している。

2) 無脊椎動物を対象とした研究

昆虫の交尾器の進化速度は速く、形態的にも、機能的にも実に多様化している。交尾器の進化には、いろ

いろなタイプの性選択がかかると考えられる。日本産カワトンボ類では、オスの交尾器が左右対称な種から

左右非対称な種までいろいろな段階が知られている。今年度は、北米産カワトンボ類のオスの交尾器を観察

することができた。その結果、北米産の種においても、オスの交尾器が左右非対称になっていることが明ら

かとなった。カワトンボ類では、交尾器を使ってライバルオスの精子を掻き出すことが知られている。交尾

器の左右非対称性の進化には、精子置換機能と関連性があるかも知れない(7)。

以上のほか、卒業研究で、モグラの仲間であるヒミズの坑道利用における行動特性がビデオカメラを用い

た室内観察によって調べられた。

3. 研究発表

誌上発表

1. Liu, X., Hayashi, F. and Yang, D. (2010) The genus Neochauliodes van der Weele (Megaloptera:

Corydalidae) from Indochina, with description of three new species. Annales Zoologici (Warszawa),

60: 109-124.

2. Liu, X., Hayashi, F., Flint, O. S. Jr., and Yang, D. (2010) Systematics and biogeography of the

Indo-Malaysian endemic Neochauliodes sundaicus species-group (Megaloptera: Corydalidae).

European Journal of Entomology 107: 425-440.

3. Liu, X., Hayashi, F. and Yang, D. (2010) Revision of the fishfly genus Neochauliodes van der Weele

(Megaloptera: Corydalidae) from India and adjacent regions of South Asia. Zootaxa 2692: 33-50.

4. Liu, X., Hayashi, F. and Yang, D. (2010) Revision of the Protohermes davidi species group

(Megaloptera: Corydalidae), with updated notes on its phylogeny and zoogeography. Aquatic

Insects 32: 299-319.

5. Liu, X., Aspock, H., Hayashi, F. and Aspock, U. (2010) New species of the snakefly genus

Mongoloraphidia (Raphidioptera: Raphidiidae) from Japan and Taiwan, with phylogenetic and

biogeographical remarks on the Raphidiidae of Eastern Asia. Entomological Science 13: 408-416.

6. Takahashi, A., Ichihara, Y., Isagi, Y. and Shimada, T. (2010) Effects of acorn tannin content on

infection by the fungus Ciboria batschiana. Forest Pathology 40: 96-99.

口頭・ポスター発表

7. 林 文男（2011）雌雄の拮抗的共進化：カワトンボ類の精子の掻き出しは左利き？第 17 回つくば進化生

態学セミナー（筑波）．

8. 笠谷麻美・和田恵次・遊佐陽一 (2010) チゴガニ雄の雌獲得戦術 その成功度と要因．2010 年度日本プ

ランクトン学会日本ベントス学会合同大会（柏）．



 

－63－ 

9. 草野 保 (2010) トウキョウサンショウウオの成体の個体群性比. 第 49 回日本爬虫両棲類学会大会（横

浜）.

10. 宮澤絵里・鈴木惟司（2010）八王子市南大沢における移入鳥類ガビチョウの生態記録．日本鳥学会2010年

度大会（船橋）.

11. 宮澤絵里（2011）移入鳥類ガビチョウの生態学的研究．第31回関東地区生態学関係修士論文発表会（筑波）.

12. 宮澤絵里・鈴木惟司（2011）ガビチョウにおけるさえずり構造の特性．日本生態学会第58回大会（札幌）.

13. 坂本信介・鈴木惟司・篠原明男・越本知大 (2010) アカネズミの繁殖における春秋間変異：時間・空間資 

源の影響．第16 回野生生物保護学会・日本哺乳類学会2010 年度合同大会（岐阜）．

14. Shimada, T., Takahashi, A. and Shibata, M. (2010) Effects of subindividual variation in seed traits

on seedling establishment success in a deciduous oak, Quercus serrata. 5th International Symposium-

Workshop on Frugivores and Seed Dispersal, Montpellier, France.

15. 白井剛 (2010) 個体識別したアオサギの営巣場所の分布 ― 同じ個体は同じ巣を使い続けるか？―,

日本鳥学会 2010 年度大会（船橋）.

16. Takahashi, A., Shibata, M. and Shimada, T. (2010) Effects of seed characteristics on the individual

seed fate of a deciduous oak species Quercus serrata. 5th International Symposium- Workshop on

Frugivores and Seed Dispersal, Montpellier, France.

17. 高橋明子（2010）どんなドングリが生き残るのか？‐タンニン含有率と種子サイズの効果‐．首都大学

東京バイオコンファレンス 2010（南大沢）.

18. 高橋明子（2011）どんなドングリが生き残るのか？‐個々のコナラ種子の形質の違いが生存過程に与え

る影響‐．専修大学自然科学研究所第 3 回研究会（生田）.

19. 高橋明子・市原優・島田卓哉（2011）コナラ種子のタンニン含有率がナラミノチャワンタケ感染に与え

る影響 -非破壊成分分析法を用いた接種実験-．日本生態学会第 58 回大会（札幌）.

20. 武智玲奈 (2011) アカネズミのオニグルミ採食技術における社会的学習. 日本生態学会第 58 回大会

(札幌).

その他の出版物

21. 福山欣司・草野 保 (2010) IV 5.両生類. 東京都の保護上重要な野生生物種（本土部）：東京都レッド

リスト 2010 年版. 東京都環境局, pp.55-57.

22. 林 文男（2010） 日本環境動物昆虫編、改訂トンボの調べ方．文教出版（分担執筆）．

23. 大田英利・草野 保・竹中 践・福山欣司・松井正文 (2010) 改訂レッドリスト付属資料 爬虫類・両生

類. 環境省自然環境局野生生物課, 東京.

24, 鈴木惟司 (2011) 江戸時代の探検隊がみた小笠原の鳥. LAMER（ラメール） No.207: 19-21.

(写真) 南大沢キャンパスで繁殖するアズマヒキガエル．



 

－64－ 

植物生態学研究室
 
1. 構成 
可知直毅、鈴木準一郎、古川武文(D5)、中田望（D5）、萩原陽介（D3）、鈴木乾也（M2）、角田智詞（M2）、

松井萠恵（M2）、間島翔（M1）、山根理紗子（M1）中村敏枝（研究生）、畑憲治（客員研究員、5 月より

特任研究員） 

 

2. 研究紹介 
本研究室では、高等植物の生態現象をさまざまな時間的・空間的スケールで多角的にとらえることをめざ

している。そのために、フェノロジー観察、植生調査、個体群統計、成長解析、野外実験、栽培実験、数理・

統計モデル、分子マーカーを用いた遺伝的解析、生理的特性の測定などの手段を用いて、キャンパス内の温

室や圃場や人工気象室、小笠原の海岸草原や乾性低木林、高尾山の温帯林、八ヶ岳の針葉樹林、多摩川河川

敷、富士山の森林限界、ヨーロッパの半自然草原などの場所で研究を行っている。対象としている生物も、

モデル植物であるミヤコグサをはじめとする各種の草本植物や木本植物、植食性の昆虫など多岐にわたって

いる。野外で植物が繰り広げる生態現象の多様性を反映して研究内容も多彩である。詳しい研究室紹介は植

物生態学研究室のホームページ（http://www.biol.se.tmu.ac.jp/plantecol/）に掲載されている。ここでは、卒業研

究、修士論文、博士論文および誌上発表した原著論文について研究課題と概要を紹介する。 

 

１）根の切除頻度と強度が３種のウキクサ植物の成長におよぼす影響  
攪乱は、群集構造を決定する要因のひとつである。しかし、根への攪乱が植物群集におよぼす影響の定量

的な評価は、手法の難しさから行われていない。本研究では、根が露出した３種のウキクサ植物（ウキクサ、

コウキクサ、アカウクキサ sp）を用い、根の切除を攪乱とすることでこの問題を解決し、栽培実験により根

への攪乱の影響を定量的に評価した。 

まず、根への攪乱が成長におよぼす影響を種ごとに評価した。ウキクサでは、高い攪乱頻度で収量が減少し

たが、コウキクサでは、攪乱強度が強いと収量が減少した。アカウキクサ sp では、攪乱頻度と攪乱強度によ

る収量の変化はみられず、根への攪乱が成長におよぼす影響には、種による違いがみられた。つぎに、根へ

の攪乱が群集構造におよぼす影響を評価した。攪乱に起因する群集収量の減少は、構成種の均等度を高めた。

このことは、地上部と同様に根への攪乱が群集の多様性の維持に、一定の役割を果たすことが分かった。こ

れらのことから、攪乱が植物群集におよぼす影響の理解には、地上部だけでなく根を含めた検討が必要であ

ることが示唆された。（鈴木乾也・修士論文） 

 

２）近隣個体のサイズと土壌栄養塩に対する根の反応によって変化する地下部植食者が植

物に及ぼす影響  
植物は植食者に利用されるが、地下部についての知見はごく限られている。野外では、植物は他の植物個

体と同所的に存在する。このため、本研究では、近傍の植物個体に注目し、植物が地下部植食者（スジコガ

ネ亜科幼虫）により受ける影響を検討した。 

まず、近傍の植物（ホソムギ Lolium perenne）のサイズを評価した。地下部植食者がいるとき、小さな個

体は、近傍個体も小さいと半数が枯死したが、近傍個体が大きいと 1 個体も枯死しなかった。 

次に、土壌栄養塩の空間分布への根の応答性が異なる 2 種、ホソムギとヘラオオバコ （Plantago lanceolata）、
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が隣り合うときを評価した。地下部植食者がいるとき、均質な分布では、両種とも個体重が有意に減少した。

一方、不均質な分布では、応答性が高いことが示唆されたホソムギのみ、個体重が有意に減少した。 

これらの結果は、ある植物への地下部植食者の影響は、近傍個体の特性により変化することを示唆してい

る。野外では、地下部植食者に利用されうる複数の植物個体が存在しても、近隣の植物の特性によっては、

ある特定の植物個体だけが利用される可能性がある。 

（角田智詞・修士論文） 

 

３）水分供給の時間的不均質性が植物群集におよぼす効果に対する個体間相互作用の影響  
水分供給の時間的不均質性（水分供給頻度の違い）に対する反応は植物種間で異なるため、水不均質性は

群集構造に影響する可能性が示唆されている。水不均質性に対する植物の反応は、種内・種間の個体間相互

作用によって変化すると予測されるため、水不均質性の群集構造への影響を検討するためには、個体間相互

作用の影響を評価する必要がある。そこで、本研究では、水不均質性が植物におよぼす影響を個体・個体群・

群集の各階層で、栽培実験により検討した。階層間で比較することにより、個体間相互作用の影響を評価し

た。その結果、水不均質性が群集構造に影響したが、個体・個体群での植物の反応から予測されるものとは

異なった。個体・個体群での水不均質性に対する反応の種間差異に加え、個体間相互作用が生じることで群

集構成種の反応が変化することにより、水不均質性は群集構造に影響することが明らかになった。（萩原陽

介・博士論文） 

 

４）水分供給の時間的不均質性がシソの成長におよぼす影響は密度により変化する  
水不均質性が植物の成長におよぼす影響の生育密度による変化を、シソ（Perilla frutescens）を材料とした

栽培実験により検討した。水不均質性が植物重量におよぼす影響は密度により変化した。均質給水（高頻度

給水）で、不均質給水（低頻度給水）よりも、重量が大きい傾向は、高密度生育下で顕著だった。高密度下

では、水についての種内競争が強まることにより、水不均質性に対する感受性が高くなったと考えられる。

（萩原陽介・原著論文） 
 

５）野生化ヤギ排除後の海洋島における外来植物ギンネムの実生の局所的なスケールにお

ける空間分布  
野生化ヤギ排除後の海洋島（小笠原諸島の媒島）において、外来低木種であるギンネムの局所的な空間ス

ケールにおける分布と種子供給源からの距離、草本植生の構造との関係を明らかにした。その結果、ギンネ

ムの稚樹や実生などのサイズが小さな個体の分布は、種子供給減からの距離だけでなく、侵入される草本植

生の構造との関係することを示唆した。（畑憲治・原著論文） 

 

６）亜熱帯島嶼の小笠原諸島における外来木本種トクサバモクマオウのリターの堆積は在

来木本種の種子の発芽と実生の成長を阻害する  
小笠原諸島における外来木本種のトクサバモクマオウのリターの堆積が在来木本種ヒメツバキの初期定着

に及ぼす影響を実験的なアプローチから評価した。その結果、トクサバモクマオウのリターの堆積は、物理

的にヒメツバキの種子の発芽と実生の成長を阻害している可能性が示唆された。（畑憲治・原著論文） 

 

７）父島において外来木本種トクサバモクマオウが侵入した森林におけるリターフォール  
小笠原諸島における外来木本種のトクサバモクマオウが侵入した森林におけるリターフォール（落葉落枝）
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量を定量的に評価した。トクサバモクマオウが優占する森林におけるリターフォール量は、在来木本種が優

占する森林におけるそれよりも有意に大きかった。トクサバモクマオウが優占する森林におけるリターフォ

ールの約 70％はトクサバモクマオウの落葉であった。（畑憲治・原著論文） 

 

上記以外の継続中の研究課題は、植物生態学研究室のホームページ(http://www.biol.se.tmu.ac.jp/plantecol/)に

紹介されている。 

 

3. 各種活動 
・ 2010 年 5 月 29 日付けの朝日新聞の科学記事「ののちゃんの DO 科学」で紹介された「一年草と多年草の

違いは？」に可知が取材協力した。 

・ 2010 年 7 月と 8 月の大学説明会の理工学系オープンラボで研究室紹介の展示を行った（タイトル：環境

に対する植物の反応 ～ひらかれた Ecology～）。 

・ 2010 年 9 月 30 日に、角田らが、首都大学南大沢キャンパス緑地などにて緑地観察会を、青少年相談セン

ター中学生支援教室「大地」を対象に実施した。観察会に先立って事前授業も行なった。 

・2010 年 10 月 20 日付けの朝日小学生新聞に紹介された記事「小笠原の現状：島の固有種脅かす侵入種」に

可知が取材協力した。 

・ 2010 年 11 月の大学祭（みやこ祭）において、理工学系オー プンラボで「日向緑地の生物から、エコロ

ジーの世界へ」のポスター展示を動物生態学研究室とともに山根らが行った。 

・ 2009 年 11 月 5 日に行われた『首都大バイオコンファレンス 2010』に参加し、間島・可知・鈴木準一郎「水

に対する反応が異なる植物の成長に浸水期間が及ぼす影響の検討」、山根・可知・鈴木準一郎「土壌中の物理

的障害物の密度が植物の成長に与える影響の実験生態学的解析」、 鈴木乾也・可知・鈴木準一郎「根の切除

が浮水植物におよぼす影響は、栄養塩量や他種の存在により変化する」、角田・可知・鈴木準一郎「土壌栄養

塩が不均質な環境で競争する植物に対する地下部植食者の影響」のポスター発表を行った。 

 

4. 研究発表 
誌上発表  

Nakamura, R., Kachi, N. & Suzuki, J-I. (2010) Effects of the duration and inorganic nitrogen composition of a 

nutrient-rich patch on soil exploration by the plants of Lolium perenne in a heterogeneous environment. Plant 

Signaling & Behavior 5: 543-544. 

Hata, K., Suzuki, J-I., H. & Kachi, N. (2010) Fine-scale spatial distribution of seedling establishment of the invasive 

plant, Leucaena leucocephala, on an oceanic island after feral goat extermination. Weed Research 50: 472-480. 

Hata, K., Kato, H. & Kachi, N. (2010) Litter of an alien tree, Casuarina equisetifolia, inhibits seed germination and 

initial growth of a native tree on the Ogasawara Islands (subtropical oceanic islands). Journal of Forest Research 

15: 384-390. 

Hata, K., Kato, H. & Kachi, N. (2010) Litterfall in forests dominated by an alien woody species, Casuarina equisetifolia, 

on Chichijima Island. Ogasawara Research 35: 1-14 

Hagiwara, Y., Kachi, N., Suzuki, J.-I. (2010) Effects of temporal heterogeneity of water supply on the growth of Perilla 

frutescens depend on plant density.  Annals of Botany 106 : 173-181 

蒔田明史・鈴木準一郎・陶山佳久 (2010) Bamboo－その不思議な生活史．日本生態学会誌 60:45-50 

陶山佳久・鈴木準一郎・蒔田明史 (2010) タケ・ササ類の一斉開花に関する一考察．日本生態学会誌 60:97-106 
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その他の出版物  

可知直毅 (2010) 巻頭インタビュー：生物多様性と事業活動に求められる視点. グリーン購入ネットワークニ

ュース 第 76 号: 1-3 

可知直毅 (2010) いきもの論壇（下）．連鎖怖い外来種駆除. 中日新聞 2010 年 9 月 24 日 

可知直毅 (2010) いきもの論壇（上）．進化の実験場に危機. 中日新聞 2010 年 9 月 23 日  

小林まや・坂本尚子・可知直毅 (2010) 2009 年度島嶼共生系学際研究環の活動報告. 日本島嶼学会年報 12: 

88-95  

可知直毅 (2010) 生物多様性への取組が永続的な事業継続を保証する. SQUET 8 月号: 12-13 （三菱 UFJ リサ

ーチ＆コンサルテイング） 

 

国際学会での発表  

Nakata, N. & Kachi, N. (2010) Ecological significance of nitrogen fixation in the growth of nitrogen fixing plants. 9th 

European Nitrogen Fixation Conference (ENFC 2010) (Geneva, Switzerland) 

 

その他、日本生態学会第 57 回大会（札幌）などで計 20 件の発表を行った。口頭発表の詳細は研究室ホーム

ページ（http://www.biol.se.tmu.ac.jp/plantecol/）に掲載されている。 
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動物系統分類学研究室

1. 構成

小林幸正、清水 晃、久保田宏（M2）、小林大輔（卒研生）、佐藤 光（卒研生）、山崎雅翔（卒研生）、新津

修平（客員研究員）

2. 研究紹介

本研究室は動物の中で最も種類数が多く、きわめて多様性に富む昆虫類を主な研究対象としている。伝統

的な記載的分類学の他に、微細構造や発生の様式などを含む比較形態学、習性の比較を行う比較行動学、地

理的な関係を考察する生物地理学、分子から系統を見る分子系統学などの手法を用いて、昆虫の系統分類お

よび形態や習性などの進化に関する研究を行っている。本年度に研究対象となった昆虫は、鱗翅目のコバネ

ガ、甲虫目のオサムシ、ゲンゴロウ、ミズスマシ、ガムシ、膜翅目のクモバチ類（ベッコウバチ）、アリ類、

ヘビトンボ目のヘビトンボなど、非常に多岐にわたっている。また、標本類（約 10 万点）の保管・管理や新

たな標本の収集も行っているが、現在は高等膜翅類（ハチ類）の標本整理が継続的に行われている。

１）甲虫類の比較発生学的および比較形態学的研究

甲虫目は始原亜目（ナガヒラタムシ亜目）、食肉亜目（オサムシ亜目）、粘食亜目（ツブミズムシ亜目）、多

食亜目（カブトムシ亜目）の４つの亜目から構成される。このうち、胚発生が良く調べられているのは多食

亜目のみで、他の３亜目の発生は殆ど知られていない。このため、甲虫類の上位分類群の系統関係を比較発

生学的見地から検証する研究は全く行われていない。そこで数年前より、食肉亜目の中で産卵習性等が判明

している種を対象にして、比較発生学的研究を始めた。本年度は昨年度に続き、オキナワオオミズスマシ

Dineutus mellyi（ミズスマシ科）、アオオサムシ Carabus insulicola（オサムシ科）、およびオオイチモジ

シマゲンゴロウ Hydaticus pacificus（ゲンゴロウ科）について、主に胚の外部形態の変化を詳細に調べた。

また、これらの食肉亜目の種と他の甲虫類や脈翅系昆虫との発生過程を比較するために、水生の多食亜目に

属するガムシ Hydrophilus acuminatus（ガムシ科）およびヘビトンボ目のヘビトンボ Protohermes grandis

の発生過程についても調べている。

オキナワオオミズスマシでは、卵の外部形態および胚の外部形態の変化を詳細に記載するとともに、その

系統学的意義について考察した（小松、小林）。

また、オキナワオオミズスマシとヘビトンボの幼虫は、ともに腹部体節に長い気管鰓をもつが、後者の場

合、気管鰓は胸脚と相同な腹部の付属肢とみなされている。しかし、発生過程の観察から、両種とも気管鰓

は胸脚基部の背面側の側板に相当する位置に形成されることから、胸脚と相同な構造ではないことが強く示

唆された。また、興味深いことに、オキナワオオミズスマシの卵には、ヘビトンボの卵門突起同様に、突起

状の卵門域があることが確認された（小松、小林、山崎）。

２）膜翅目昆虫の生物多様性に関する研究

A）系統学的・進化生物学的研究：ヒメクモバチ（ヒメベッコウ）族 Ageniellini はクモバチ（ベッコウバ

チ）科 Pompilidae、ムカシクモバチ亜科 Pepsinae に属し、全動物地理区に分布する、形態学的にも行動学的

にももっとも特殊化の進んだグループである。この族の系統解析を、形態形質に基づいて行うとともに、従

来の生態・行動に関する知見を集積した。さらに、得られた系統仮説に基づき、この族の造巣行動の進化過

程を推定し、社会性の進化と形態・行動形質との関連について論じた（論文：Shimizu et al., 2010）。 
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B）クモバチ科の触角感覚子の比較形態学的研究：昆虫の触角には感覚子と呼ばれる刺激受容器が存在す

る。クモバチ科の触角感覚子に関する研究例はいまだ少なく、科内でどのような感覚子が分布するのか、い

まだ十分に解明されていない。そこで本研究では、走査型電子顕微鏡 (SEM) を用いてクモバチ科の触角感

覚子の微細構造を観察し、（1）各種感覚子の形状と分布を調べ、（2）各分類群におけるそれらの違いを明ら

かにし、（3）特定の感覚子の進化過程を、従来の系統仮説に基づいて推定した（学会発表：佐藤俊介・清水，

2010）。 

C) 比較行動学的研究：多数の竹筒トラップのデータに基づいて、ヤドリヒゲクモバチ Dipogon 

(Nipponodipogon) spp. の行動に関する調査研究を行った。その結果、本亜属の 2 種が他の借孔性クモバチ類

に労働寄生することがわかった。さらに、本亜属のいくつかの行動・形態形質が、労働寄生に適応して特化

していることが明らかになった（清水ら，論文投稿中）。 
D）クモバチ科 Day’s organ の比較形態学的研究：Day’s organ とは、クモバチ科オスの腹部背板および節間

膜に存在する微小孔とそれに付属する器官をいう。ある種のフェロモンを産生、放出する構造と考えられて

いるが、その詳細な形態学的研究はいまだなされていない。走査型電子顕微鏡（SEM）を用いて、この器官

の微細構造を各分類群間で比較した結果、いくつかの亜科や属に特徴的な構造を見い出した。また、既存の

系統仮説に基づいて、いくつかの形質の進化過程を推定した（佐藤 光・清水）。 

E）スズメバチ上科の頭部幕状骨の比較形態学的研究：昆虫の頭部外骨格が棒状に内陥したものを幕状骨と

いう。従来ほとんど研究されてこなかった幕状骨の微細構造を、アリ科を中心にスズメバチ上科の各科で比

較した。SEM 観察の結果、スズメバチ上科では一般に、他目の昆虫と共通した基本構造に加え、葉片状の構

造が見られること、さらにその構造がほぼ科ごとに特徴的な形状を示すことが明らかになった。また、ハリ

アリ亜科の一部で見られる竜骨の欠如や、ヤマアリ群の一部で見られる幕状骨背腕部の欠如の進化過程を、

既存の系統仮説に基づいて推定した（久保田）。 

F）送粉昆虫の行動・生態学的研究：さまざまな性表現を示すアカネ科植物（ハナガサノキ、シラタマカズ

ラ、ボチョウジなど）に訪花する昆虫の種組成、行動、花粉の付着の程度などを調べ、花粉媒介者としての

重要度について考察した（論文：Sugawara et al, 2010）。 

３） 鱗翅目昆虫の系統分類学的および比較内分泌学的研究

昨年に続き日本を含む世界のコバネガ類の分子系統学的ならびに進化史的研究を行った。コバネガは鱗翅

類で最も原始的なグループと見なされているため、その系統関係を調べることは鱗翅類の起源や初期の進化

を推定する上で貴重なデータとなる。世界に広く分布するが、大半の種で移動能力が非常に低く、その分布

は局所的かつ遺存的である。したがって、コバネガの系統関係を知ることは、このガ類の生物地理学、すな

わち現在の世界分布がどのように生じたかを推定する上でも、非常に重要である。これまでに、国内外の研

究者の協力を得て、日本を含む東アジア、ヨーロッパ、カナダ、コスタリカなどの北半球の種群のサンプル

と、オーストラリア、ニュージーランド、ニューカレドニア、チリ、南アフリカ、マダガスカルなどの南半

球のサンプルを入手した。これにより世界のコバネガのほぼ全属（約 60 種）をカバーする規模で種間および

属間の分子系統解析を進めている。現在までに、ミトコンドリアの３つの遺伝子および核の２つの遺伝子の

塩基配列から以下のような点が明らかになった。①東アジアとカナダに分布する 7 属（Neomicropteryx、

Kurokopteryx、 Issikiomartyria、 Palaeomicroides、 Vietomartyria、 Paramartyria、 Epimartyria）は

単系統群を形成する。②オセアニア地域でこれまで Sabatinca と呼ばれてきた属は、オーストラリアに固有

の種群（Tasmantrix, Zealandpterix, Aureopterix, Nanopterix）、ニュージーランドとニューカレドニアで
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種分化した狭義の Sabatinca-group、および単一種からなりオーストラリアに分布する Austromartyria

porphyrodes の３グループに分割される。③地理的に非常に離れて分布する南アフリカ、マダガスカル、チ

リ、およびコスタリカの属は単系統群を形成することが示唆され、オーストラリアの Austromartyria

porphyrodes もこのクレードに入る可能性が極めて高い。④ヨーロッパに多くの種を擁する Micropterix 属

を生じた系統の起源は極めて古いが、多くの種に分化した時期は比較的新しい。現在、マダガスカル、南ア

フリカのサンプルを更に増やして解析を進めている（小林、林文男（動物生態）、鈴木浩文（オリンパス）、

宇津木望（東大）、橋本里志（名古屋市）、G. W. Gibbs（Victoria 大学）、D. C. Lees（NHM））。

蛾類では昨年に引き続きシャクガ科のメスにおける翅の退化現象に着目し、翅退化プロセスに関する組織

形態学的、比較内分泌学的研究を行った。フチグロトゲエダシャクの雌成虫は、翅が痕跡程度にまで退化消

失している年 1 化性の蛾である。一方蛹では雌雄共に同じくらい発達した蛹翅を持つ。先行研究により、雌

の翅は蛹期にアポトーシス（プログラムされた細胞死）が雌特異的に起こることにより蛹翅が退縮していく

ことが明らかにされている。

今回、雌特異的な翅の退縮について、脱皮ホルモンが引き金になって起こる現象であるという仮説を立て、

マイクロシリンジを用いて脱皮ホルモン投与による in vivo 実験を行った。マイクロシリンジを用いた脱皮

ホルモン注入後、7 日から１０日後までに、雌雄それぞれ 3 個体中 2 個体以上で成虫分化が確認された。さ

らに蛹化１０日後に雌雄それぞれ全ての蛹を解剖したところ、雄の蛹翅では鱗片細胞の発達が観察された。

一方、雌の蛹翅では翅膜の退縮が観察された。これらの結果は、雌の蛹翅のアポトーシスによる退縮は、脱

皮ホルモンが引き金になって生じる現象であることを示した(新津ら)。

3. 研究発表

誌上発表

1. Komatsu, S. & Kobayashi, Y. 2011: Embryonic development of a whirligig beetle, Dineutus mellyi Régimbart: 

External features of the egg and developing embryos (Insecta: Coleoptera, Gyrinidae). Proceedings of Arthropodan 

Embryological Society of Japan, 46: (in press). 

2. Niitsu, S. 2010: A note on the male-specific size reduction of head capsule width during the last larval molt in the 

wingless bagworm moth Eumeta variegata (Snellen, 1879) (Lepidoptera, Psychidae). Transactions of the 

Lepidopterological Society of Japan 61: 218-220. 

3. Niitsu, S. & Lobbia, S. 2010: A method for improving tissue culture of wing discs in the wingless bagworm moth, 

Eumeta variegata (Lepidoptera, Psychidae). European Journal of Entomology 107: 687-690. 

4. Niitsu, S., Lobbia, S. & Kamito, T. 2011: In vitro effects of juvenile hormone analog on wing disc morphogenesis 

under ecdysteroid treatment in the female-wingless bagworm moth Eumeta variegata (Insecta: Lepidoptera, 

Psychidae). Tissue and Cell (in press) 

5. Shimizu, A., Wasbauer, M. and Takami, Y. 2010: Phylogeny and the evolution of nesting behaviour in the tribe 

Ageniellini (Insecta: Hymenoptera: Pompilidae). Zoological Journal of the Linnean Society, 160: 88–117. 

6. Sugawara, K., Kobayakawa, M., Nishide, M., Watanabe, K., Tabata, M., Yasuda, K. and Shimizu, A. 2010: Dioecy 

and pollination of Morinda umbellata subsp. umbellata (Rubiaceae) in the Ryukyu Islands. Acta Phytotaxonomica 

et Geobatanica, 61: 65–74. 

7. 富樫一次・清水 晃，2010: 石川県舳倉島のクモバチ類．日本生物地理学会会報 65:193-194. 

口頭・ポスター発表

8. 小松慎太郎・小林幸正、2010: オキナワオオミズスマシの胚発生：卵および胚外部形態の特徴. 日本節足
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動物発生学会第 46 回大会（白河甲子温泉） 

9. 佐藤俊介・清水晃、2010: クモバチ（ベッコウバチ科）の触角感覚子の比較形態学的研究. 日本昆虫学会

第 70 回大会（鶴岡） 

その他の出版物  

10. Kobayashi, Y. & Machida, R. 2010: Obituary. Hiroshi Ando (1923-2010). Proceedings of Arthropodan 

Embryological Society of Japan, 45: 1-4. 
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植物系統分類学研究室

1. 構成

村上哲明、菅原 敬、加藤英寿、小栗恵美子（特任研究員）、大槻 涼(D3)、常木静河(D2)、須貝杏子(D1)、

山本 薫(D1)、山田香菜子(M2)、渋谷大樹(M2)、中路真嘉(M2)、下川悟史(M1)、戸野昌喬(M1)、後藤なな(M1)、

川又由仁(卒研生)、田中貴章(卒研生)、広木瀬菜(卒研生)、加藤朗子(研究生)

2. 研究紹介

本研究室では、主に維管束植物を対象とした系統分類学的研究及びこれと密接に関連する植物地理学的、

進化生物学的研究を行っている。そのために肉眼レベルから走査電顕レベルにいたる形態の比較、染色体の

比較解析、酵素多型や DNA 塩基配列の解析、昆虫と植物の相互作用の解析など、様々な手法を駆使して進

めている。また、広い視野にたって植物の多様性を捉えるため、海外での現地調査や標本資料の収集も進め

ている。国内では特に小笠原諸島における植物の種分化や保全に関する研究を行った。なお、牧野標本館の

管理運営は本研究室が主体となって進めている。 

以下に構成員の研究を具体的に紹介する。 

１）維管束植物の系統分類学・系統地理学的研究

近年、野生生物からでも容易に得られるようになった DNA の塩基配列情報を最大限に活用した植物系統分

類学、進化学の研究を行っている。具体的には、形態が単純なシダ植物の隠蔽種（形態では区別が難しいが、

生殖的隔離と生態的分化が見られる別の生物学的種）を認識、記載し、同時にその生殖的隔離機構の進化に

関する研究を行った。シダ植物のゼンマイ類については、渓流沿いに生育するヤシャゼンマイのもつ環境適

応的な細葉の遺伝的背景を探る研究も行った。一方、日本列島の落葉広葉樹林に広く見られるシデ類、さら

には常緑広葉樹林に生育するシイ類やカシ類を寄主とする食植生昆虫種（シギゾウムシ類など）について、

DNA レベルの遺伝的変異の地理的構造を調べる分子生物地理学的研究も行った（村上）。

被子植物を対象とした分類・系統学的研究、ならびに花形態や性表現の多様性と送粉昆虫との関連、その

進化に関する研究を進めた。特に奄美群島に分布するカンアオイ属植物については、その地理的分布を探る

とともに、分類学的再検討を進めた（菅原）。

小笠原諸島の植物相の起源と進化を解明するための分子植物地理学的研究を行った。予備調査として、小

笠原諸島父島、母島、兄島、フィリピン、中国、琉球列島に生育する植物について、葉緑体 DNA の塩基配列

を用いてスクリーニングを行い、変異が多く検出できる植物種・種群を検索した（小栗）。

クスノキ科クロモジ属に属するダンコウバイについて葉緑体 DNA の遺伝構造を調べた。その結果、中～低

頻度ハプロタイプには東日本、近畿、中国四国、九州と四つの明瞭な遺伝構造が見られたことから、それぞ

れは異なる歴史過程を経てきたことが示唆された。またダンコウバイと近縁種との間に浸透交雑が起こって

いないかを葉緑体 DNA を用いて調べた結果、浸透交雑は起こっていないことが確認できた (戸野) 。

２）種分化・多様性に関する研究

日本産ハナガサノキ属やボチョウジ属諸種における性表現多様性の実態について奄美大島の集団を用いて

調査した。また性表現と密接に関連する送粉様式についても調査を行なった。その結果、奄美大島のハナガ

サノキでは、小笠原産ムニンハナガサノキの性型とは異なった雌雄異株への分化が認められ、また送粉にお

いても花粉ではなく蜜を報酬とする小型の狩りバチ類やハナアブ類によって行われることが判明した（菅原）。



 

－73－ 

小笠原諸島における絶滅危惧植物の保全遺伝学的研究を進めるとともに、広分布種の遺伝構造の解析を行

った。その結果、絶滅危惧種の集団は近縁な広域分布種とほぼ同じレベルの遺伝的多様性を有していること

や、広域分布種の中に複雑な遺伝構造が存在していることなどが明らかになった（須貝、加藤朗、川又）。

外部形態の変異が大きく分類が混乱してきた小笠原産タブノキ属植物を対象とし、生育環境および開花期

調査、マイクロサテライトマーカーを用いた集団遺伝学的解析を行った（常木、田中）。

シダ植物の無配生殖種が減数したうえで近縁な有性生殖種と交雑するという交雑サイクル仮説を検証する

ために、ベニシダ類の 2 倍体有性生殖型と 3 倍体無配生殖型の集団解析を行った。神奈川県神武寺と伊豆大

島における野外混生集団の解析からは、交雑サイクルが自然界で起こっているときに期待される状況が観察

された。さらに、人工交配実験の結果からは、両生殖型が交雑することが示された。（山本薫）。

シダ植物における生殖的隔離の進化の過程を解明することを目的として、日本産シマオオタニワタリ類の

rbcL の塩基配列の比較と、人工交配実験の際に親子判定に用いることが出来る共優性核 DNA マーカーの開発

を行った。その結果、互いに生殖的隔離が存在する可能性がある国内の集団を見いだすことができた。また、

pgiC のイントロンの配列を利用した共優性マーカーの開発にも成功した。（山田）

花形質(形状や色、向きなど)の多様性に富むスイカズラ属植物の分子系統樹を構築し、花筒長と花の相称

性の２形質の変化について考察した。また、花形態が異なるスイカズラ属 5 種について、訪花昆虫相に違い

があるのか調査した結果、特定の昆虫が訪花する花を持つ種と、さまざまな昆虫が訪花する種の 2 つのタイ

プの傾向が見られた（中路）。

関東近郊のカンアオイ属植物 3 種について、その送粉様式を解明するため、訪花生物の調査や結果・結実

率の調査を行なった。その結果、これらの植物はいずれも小型の双翅目昆虫に依存した送粉様式をもってい

る可能性のあることが判明した（澁谷）。

日本産ウマノスズクサの送粉様式を解明するため、キャンパスならび長野県塩尻市に自生する野外集団を

用いて調査を行なった。その結果、この植物はショウジョウバエ科の双翅目昆虫によって送粉されている可

能性が高いことがわかった（広木）。

タニウツギ属植物における分子系統学的研究と花弁で起こる花色変化のメカニズムについて研究を行った。

その結果、属内の花色変化を起こす植物群はそれぞれ独立に進化したと考えられる事と、花弁の花色変化は

アントシアニン量の増加が原因である事が分かった（下川）。

東京都植物誌の編纂に向けて、伊豆諸島の御蔵島と利島を中心に植物相調査を行った。また、牧野標本館

所蔵標本のデータベース化に取り組み、HP（http://wwwmakino.shizen.se.tmu.ac.jp/database.htm）で公開

している（加藤英）

3. 研究発表

誌上発表

Aoki, K., Murakami, N. and M. Kato. 2010. Phylogeographical of a specialist leaf-mining weevil,

Rhynchaenus dorsoplanatus (Coleoptera: Curculionidae), associated with Castanopsis species. Ann.

Entomol. Soc. Am. 103(3): 379-388.

Iwasaki, T., Tono, A., Aoki, K., Seo, A. and N. Murakami. 2010. Phylogeography of Carpinus japonica

and Carpinus tschonoskii (Betulaceae) growing in Japanese deciduous broad-leaved forests, based

on chloroplast DNA variation. Acta. Phytotax. Geobot. 61: 1-20.

Morita,S., Kato,H., Iwasaki,N., Kusumoto,Y., Yoshida,K. and Hiradate,S.(2010): Unusually high levels

of bio-available phosphate in the soils of Ogasawara Islands, Japan: Putative influence of
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seabirds. Geoderma, 160, 155-164.

Oguri, E., Yamaguchi, T., Tsubota, H. and H. Deguchi. 2010. Phylogenetic relationships among

Leucobryum juniperoideum and related species (Leucobryaceae, Musci) inferred from ITS sequences.

Hikobia 15: 453-462.

Oguri, E., Takimura, O., Matsushika, A., Inoue, H. and S. Sawayama. 2011. Bioethanol production from

enzymatic hydrolysate of corncob-based spent mushroom substrate by Pichia stipitis. Food Sci.

Technol. Res. 17 (in press).

Shinohara, W., Ushio, Y., Seo, A., Nakato, N., Kono, M., Kudoh, H., Tobe, H. and N. Murakami. 2010.

Evidence for hybrid origin and segmental allopolyploidy in eutetraploid and aneutetraploid of

Lepisorus thunbergianus (Polypodiaceae). Syst. Bot. 35: 20-29.

Sugawara, T., M. Kobayakawa, M. Nishide, K. Watanabe, M. Tabata, K. Yasuda and A. Shimizu (2010) Dioecy

and pollination of Morinda umbellata subsp. umbellata (Rubiaceae) in the Ryukyu Islands. Acta

Phytotax.Geobot. 61: 65-74.

Sugawara, T., N. Tanaka and J. Murata (2011) Dioecy derived from distyly in Morinda villosa Hook.

f. (Rubiaceae) occurring in Hukaung Valley, Kachin State, Myanmar. J. Jap. Bot. 86: 9-14.

Wataru, S., Ushio, Y., Seo, A., Nakato, N., Kono, M., Kudoh, H., Tobe, H. and N. Murakami. 2010. Evidence

for hybrid origin and segmental allopolyploidy in eutetraploid and aneutetraploid of Lepisorus

thunbergianus (Polypodiaceae). Syst. Bot. 35: 20-29.

Yatabe, Y., Yamamoto, K., Tsutsumi, C., Shinohara, W., Murakami, N. and M. Kato. 2011, Fertility and

precocity of Osmunda 3 intermedia offspring in culture. J. Plant Res. 124: 265-268.

Yamamoto, K., Murakami, N. and A. Ebihara. 2010. The distribution of Dryopteris caudipinna

(Dryopteridaceae), a sexually reproducing counterpart of the apogamous D. erythrosora, in Japan.

Acta. Phytotax. Geobot. 61: 109-114.

Oguri, E., Yamaguchi, T., Tsubota, H. and H. Deguchi. 2010. Phylogenetic relationships among

Leucobryum juniperoideum and related species (Leucobryaceae, Musci) inferred from ITS sequences.

Hikobia 15: 453-462.

Oguri, E., Takimura, O., Matsushika, A., Inoue, H. and S. Sawayama. 2011. Bioethanol production from

enzymatic hydrolysate of corncob-based spent mushroom substrate by Pichia stipitis. Food Sci.

Technol. Res. 17 (in press).

著書

村上哲明（2010）「生物学事典」（いくつかの項目の執筆）東京化学同人.

村上哲明（2011）「環境史をとらえる技法」（責任編集、いくつかの章の執筆）文一総合出版．

菅原 敬（2010）「生物の事典」（いくつかの項目の執筆）朝倉書店．

口頭・ポスター発表

［国際シンポ］

Murakami, N. and K. Yamamoto. (2010) Crossing ability of apogamous ferns. East Asian Plant Diversity

and Conservation (Seoul, Korea, 2010.8.20-8.21)

Sugai, K., K. Mori, N. Murakami and H. Kato. (2010) Assessment of genetic disturbance in the wild
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populations of Meria azedarach L. in the Bonin (Ogasawara) Islands. East Asian Plant Diversity

and Conservation (Seoul, Korea, 2010.8.20-8.21)

Yamamoto, K., Y. Yatabe-Kakugawa, A. Seo and N. Murakami. (2010) Do apogamous ferns obtain genetic

variation through hybridization with sexual relatives? The 5th Symposium on Asian Pteridology

and Fern Show (Shenzhen, China, 2010.11.15-11.21)

［学会発表］

大槻涼・村上哲明（2010）無配生殖をするヤブソテツにおける遺伝的分離の頻度. 日本植物学会第 74 回大会

（中部, 2010.9.9-9.11）

下川悟史・，岩科司・村上哲明（2010）タニウツギ属植物における花色変化の色素分析と分子系統解析, 日

本植物学会第 74 回大会（中部, 2010.9.9-9.11）

須貝杏子・加藤朗子・常木静河・森啓悟・加藤英寿（2010）小笠原諸島における絶滅危惧植物保全のための

ユビキタスジェノタイピング. 第 58 回日本生態学会大会（札幌 2011.3.10）

常木静河・村上哲明・吉田圭一郎・加藤英寿（2010）小笠原産タブノキ属植物の適応放散的種分化について.

日本植物学会第 74 回大会（中部, 2010.9.9-9.11）

戸野昌喬・瀬尾明弘・岩崎貴也・村上哲明（2010）落葉樹林の中国地方にみられる遺伝的境界線について. 日

本植物学会第 74 回大会（中部, 2010.9.9-9.11）

村上哲明（2010）植物多様性の分子生物学的基盤-同じ植物の種（しゅ）でも，場所が違えば異なる遺伝子を

持っている」日本植物学会第 74 回大会（中部） 公開シンポジウム「生物多様性研究の現状と課題：

生物多様性って何？」（2010.9.11）

山田香菜子・谷田辺洋子・村上哲明（2010）シマオオタニワタリ類の親子判定に有用な核マーカーの開発. 日

本植物学会第 74 回大会（中部, 2010.9.9-9.11）

山本薫・瀬尾明弘・角川（谷田辺）洋子・村上哲明（2010）伊豆大島におけるベニシダ類の無配生殖型と有

性生殖型の生育値と火山活動との関係. 種生物学会第 41 回シンポジウム（八王子, 2009.12.11-12.13）

山本薫（2010）ベニシダ類の無配生殖型は，どのようにして近縁な有性生殖型の遺伝的変異を取り込むのか？

日本植物学会第 74 回大会（中部）日本シダ学会関連集会（2010.9.9）
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連携大学院長谷川研究室  

東京都精神医学総合研究所、分子神経生物学研究チーム 
 
1. 構成 
長谷川成人、亀谷富由樹、野中隆、山下万貴子、辻浩史 (筑波大院、人間総合科学研究科 D3)、團彩帆 (東京

理科大大学院、理工学研究科 M2)、小室文明 (東京理科大、理工学研究科 M1)、熊田誠 (東京理科大、理工

学研究科 M1)、森啓 (客員研究員, 大阪市立大教授)、久永眞市 (客員研究員, 首都大学東京教授) 

 

2. 研究紹介 
当研究室では認知症や筋萎縮性側索硬化症(ALS)などの神経変性疾患の分子発症機構の解明と治療を目標

に研究に取り組んでいる。以下に今年度の成果の概略を紹介する。 

１）神経変性疾患における細胞内異常タンパク質蓄積モデルの構築  
細胞の外から線維性異常タンパク質を導入するというこれまでとは全く異なる方法を用いて、アルツハイ

マー病や他の認知症疾患に出現する異常リン酸化タウ、パーキンソン病やレビー小体型認知症(DLB)に出現

するリン酸化αシヌクレインの病変を、培養細胞内において再現することに成功した(野中, 長谷川)。またそ

の細胞モデルを用いてタンパク質の凝集を抑制する化合物を見出した(野中, 長谷川)。 

２）TDP-43 異常症の分子病態、およびニューロン変性の分子機構の解明  
ALS や運動ニューロン疾患にみられる異常 TDP-43 を生化学的に解析し、疾患ごとに異なるコンフォメー

ションの異なる TDP-43 が蓄積していること、それらは同じ疾患において、脳の部位による違いはなく、同

じ分子構造をとっていること、細胞内に蓄積する TDP-43 凝集体は毒性を毒性を有することを明らかにし、

異常タンパク質が細胞から細胞へ、異常プリオンのように伝播することで、神経変性が進行するという仮説

を提唱した（長谷川, 辻, 野中、亀谷）。 

 

3. 研究発表 
誌上発表  

1. Nonaka T, Watanabe ST, Iwatsubo T, Hasegawa M. Seeded aggregation and toxicity of alpha-synuclein and tau: 

cellular models of neurodegenerative diseases. J Biol Chem. 285: 34885-98, 2010. 

2. Yokota O, Davidson Y, Arai T, Hasegawa M, Akiyama H, Ishizu H, Terada S, Sikkink S, Pickering-Brown S, 

Mann DM. Effect of topographical distribution of alpha-synuclein pathology on TDP-43 accumulation in Lewy 

body disease. Acta Neuropathol 120: 789-801, 2010. 

3. Tamaoka A, Arai M, Itokawa M, Arai T, Hasegawa M, Tsuchiya K, Takuma H, Tsuji H, Ishii A, Watanabe M, 

Takahashi Y, Goto J, Tsuji S, Akiyama H. TDP-43 M337V mutation in familial amyotrophic lateral sclerosis in 

Japan. Intern Med 49: 331-4, 2010.  

4. Yamaguchi Y, Masuda M, Sasakawa H, Nonaka T, Hanashima S, Hisanaga SI, Kato K, Hasegawa M. 

Characterization of inhibitor-bound alpha-synuclein dimer: role of alpha-synuclein N-terminal region in 

dimerization and inhibitor binding. J Mol Biol 395: 445-56, 2010. 

5. Arai T, Hasegawa M, Nonoka T, Kametani F, Yamashita M, Hosokawa M, Niizato K, Tsuchiya K, Kobayashi Z, 

Ikeda K, Yoshida M, Nonaya M, Fujishiro H, Akiyama H. Phosphorylated and cleaved TDP-43 in ALS, FTLD and 

other neurodegenerative disorders and in cellular models of TDP-43 proteinopathy. Neuropathol 30:170-181, 2010 
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連携大学院齊藤研究室
（財）東京都医学研究機構、東京都神経科学総合研究所、神経機能分子治療部門 

1. 構成

齊藤 実（部門長）、宮下知之（研究員）、上野耕平（研究員）、松野元美（研究員）、平野恭敬（PD）、

長野慎太郎（D3）、佐伯真二郎（D1） 

2. 研究紹介

どのような遺伝子・分子の働きにより記憶が形成され、年をとることによる記憶力の低下や物忘れが起こ

るのか？を明らかにするため、我々の研究室ではショウジョウバエを用いて、行動遺伝学とイメージングを

複合的な解析を行っている。 

１）学習･記憶の遺伝子メカニズムの解明  
なぜ間隔を開けて学習すると記憶の定着が良いのか(長期記憶が形成され易いのか？)また覚えているはず

のことがどうして思い出せないのか?(思い出せる記憶と思い出せない記憶の違いは何か?)。行動心理学で観察

される現象の分子メカニズムをショウジョウバエを使って明らかにする (宮下、平野恭敬、齊藤) 。 

学習記憶におけるグリア細胞の役割を細胞接着因子 Klg の働きから明らかにする。特に長期記憶学習に伴

うグリア細胞の形態的、機能的変化に Klg がどのように関わっているのかを調べている(松野、長野、齊藤)。 

学習記憶過程での機能分子の動態を取り出した脳のイメージング解析系で調べている。この系では学習時

に刺激される脳領域を、取り出したショウジョウバエの脳に対して与え神経の活性や細胞内情報伝達系にど

のような変化が現れるか、遺伝子コード型蛍光プローブを用いて解析している（上野、長野、齊藤）。 

２）加齢性記憶障害の遺伝子メカニズムの解明  
初めて我々が同定した加齢性記憶障害の特異的な抑制変異体を用いて、プロテオミクス解析、分子遺伝学

的解析を行い、加齢性記憶障害に至る分子メカニズムの解明をすすめている。また、ショウジョウバエで見

つかった原理は哺乳類にも当てはまるか？マウス・ラットを用いて検証を行っている (山崎、長野、齊藤)。 

3. 研究発表

誌上発表

1.  Yamazaki D, Horiuchi J, Miyashita T, Saitoe M. (2010). Acute inhibition of PKA activity at old ages ameliorates 

age-related memory impairment in Drosophila. J Neurosci. 30, 15573-15577. 

2.  Tamura T, Horiuchi D, Chen, Y.C, Sone M, Miyashita T, Saitoe, M, Yoshimura N, Chiang A.S, Okazawa H. (2010). 

Drosophila PQBP1 regulates learning acquisition at projection neurons in aversive olfactory conditioning. J 

Neurosci, 30, 14091-14101. 

3.  Yamazaki D, Horiuchi J, Saitoe M. (2010). Genetic dissection of age-related memory impairment in Drosophila. 

Hirosaki Med J, 61, S26-S33. 

口頭・ポスター発表

上野耕平、齊藤 実 遺伝子と行動を繋ぐ脳機能の蛍光イメージング解析。「行動は遺伝子でどこまで規定さ

れるか」第 33 回日本分子生物学会年会ワークショップ（神戸 2010.12.8） その他 7 件

その他の出版物

平野恭敬、齊藤 実 (2010). 脳の老化：加齢性記憶障害とその分子機構 メディカルバイオ 7, 24-29. 
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連携大学院遠藤研究室
（地独）東京都健康長寿医療センター研究所、老化機構研究チーム 
 
1. 構成 
遠藤玉夫、三浦ゆり、萬谷 博、赤阪啓子、櫻井洋子、林 昌美

 

2. 研究紹介 
我々は細胞どうしの認識や細胞内外の情報伝達において重要な役割を果たしているタンパク質の翻訳後修

飾に焦点を当て、老化に伴う機能変化の解明および老化に伴う病態の解明に向けてアプローチしている。 

１）酸化ストレス応答に関する研究  
ヒトの長寿モデルと考えられる 105 歳以上の超百寿者の血液で変化するタンパク質を解析し、酸化ストレ

スなどに関連するタンパク質が変化することを明らかにした。寿命と酸化ストレスの関係が示唆された。

２）筋形成維持に関連する糖鎖  
筋ジストロフィー原因遺伝子 LARGE の新たな変異をみいだした。また、筋ジストロフィーの原因である

POMT1 と POMT2 の機能をゼブラフィッシュで解析した。その結果、O-マンノース型糖鎖は、発生において

必要不可欠な翻訳後修飾であることが明らかになった。 

３）老化モデルマウスの解析  
Klotho マウスの肺と腎臓でカルパインの異常な活性化が起こり、スペクトリン等の細胞骨格系が分解され

ることを明らかにした。さらにそれぞれの臓器で異なる糖鎖の蓄積がみられ、高齢者に多い腎障害や肺気腫

との関連性が示唆された。 

４）アルツハイマー病における糖鎖変化の解析  
培養神経細胞に糖転移酵素 GnT-III を発現させると、アルツハイマー病の関連分子である A!の産生が減少

した。したがって GnT-III の発現を高める化合物により A!の産生を抑制できる可能性が示唆された。 

 

3. 研究発表 
誌上発表  

1. Miura, Y and Endo, T. Survival responses to oxidative stress and aging. Geriatr. Gerontol. Int., 10, S1-S9, 2010. 

2. Sato, Y and Endo, T. Alteration of brain glycoproteins during aging. Geriatr. Gerontol. Int., 10, S32-S40, 2010. 

3. Manya, H., et al. Klotho protein deficiency and aging. Geriatr. Gerontol. Int., 10, S80-S89, 2010.  

4. Endo, T. A route from glycobiology to congenital muscular dystrophy. Trends Glycosci. Glycotech., 22, 152-161, 

2010. 

5. Av"ar-Ban, E., et al. Protein O-mannosylation is necessary for normal embryonic development in zebrafish. 

Glycobiology, 20, 1089-1102, 2010. 

6. Kanagawa, M., et al. Post-translational maturation of dystroglycan is necessary for pikachurin binding and ribbon 

synaptic localization. J. Biol. Chem., 285, 31208-31216, 2010.  

7. Miura, Y., et al. Proteomic analysis of plasma proteins in Japanese semisuper centenarians. Exp. Gerontol., 46, 81-85, 

2011. 

8. Clarke, N.F, et al. Congenital muscular dystrophy type 1D (MDC1C) due to a large intragenic insertion/deletion 

involving intron 10 of the LARGE gene. Eur. J. Hum. Genet., in press.
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連携大学院小松研究室
(財)東京都医学研究機構、東京都臨床医学総合研究所、蛋白質分解プロジェクト 
 
1. 構成 
小松雅明（プロジェクトリーダー）、一村義信（研究員）、曽 友深（研究員）、蔭山 俊（外部支援研究

員）、河野亜華（技術員）、大隅洋子（慶應義塾大学大学院医学研究科 博士課程）、三田智洋（東京大学

大学院 新領域創成科学研究科修士課程）、長谷川洵（東京大学大学院新領域創成科学研究科 修士課程）、

久木恵未（首都大学東京大学院理工学研究科 修士課程）

 

2. 研究紹介 
細胞は「タンパク質の分解」と「分解産物であるアミノ酸からの新生タンパク質合成」を絶えず繰り返して

おり、きわめて動的なリサイクルシステム〈循環＝再生処理システム〉を構成している。このシステム無く

しては、細胞の恒常性維持、そして個体としての健康を維持することは不可能である。このリサイクルシス

テムの主役であるオートファジー（Self-eating: 自食作用）は、栄養素の確保や細胞内に生じた不良品・不

用品の効率的な除去のために積極的に作動される自己タンパク質分解経路である。オートファジーは、細胞

質の単膜構造体・隔離膜が伸長しオルガネラを含む細胞質成分を取り囲んだ脂質二重膜構造体（オートファ

ゴソーム）が形成される過程と、オートファゴソームがリソソームと融合し、その内容物がリソソーム内の

消化酵素により構成成分（タンパク質の場合、アミノ酸）に分解される過程からなる。

この分解系は、細胞質をランダムにオートファゴソームが取り囲み分解する非選択的な分解経路であると考

えられてきた。しかし、私達のマウス遺伝学を駆使した一連の研究から、壊すべきタンパク質やオルガネラ

を厳密に選別する選択的なオートファジーが生理的に重要であり、その破綻が様々なヒト疾病の発症

原因となること明らかになった。即ち、オートファジーは生命活動の作動原理や多彩な病態生理学的機能に

密接に関係しており、健康を守るための重要な生体監視システムであることが判明したのである。私達の研

究室では、選択的オートファジーの分子機構の解明と共に、オートファジー選択的基質群の遺伝子改変マウ

スを用いて選択的オートファジーの病態生理的意義の解明を目指しています。

3. 研究発表 
1. Tatsumi, K, et al., The Ufm1-activating enzyme Uba5 is indispensable for erythroid differentiation in mice. Nature 

Communications 2, Article No. 181 (2011) 
2. Komatsu, M. et al., The selective autophagy substrate p62 activates the stress responsive transcription factor Nrf2 

through Keap1-inactivation. Nature Cell Biology 12, 213-223 (2010) 

3. Komatsu, M. et al., Essential role for autophagy protein Atg7 in the maintenance of axonal homeostasis and the 

prevention of axonal degeneration. PNAS 104, 14489-14494 (2007) 

4. Komatsu, M. et al., Homeostatic levels of p62 control cytoplasmic inclusion body formation in autophagy-deficient 

mice. Cell 131, 1149-1163 (2007) 

5. Komatsu, M. et al., Loss of autophagy in the central nervous system causes neurodegeneration. Nature 441, 880-884 

(2006) 

6. Komatsu, M. et al., Impairment of starvation-induced and constitutive autophagy in Atg7-deficient mice. J Cell Biol 

169, 425-434 (2005) 
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連携大学院正井研究室  

（財）東京都医学研究機構、東京都医学総合研究所、ゲノム動態プロジェクト 
 
1. 構成

正井 久雄,松本 清治,Zhiying You,吉沢 直子,森山 賢治,田中 卓, 新本 美智枝 (以上研究員);加納 豊,早

野 元詞,宇野 修司(以上ポストドク),Toh Gaik Theng,山崎 聡志（以上東大新領域創成科学研究科大学院生[博

士課程]）;鈴木 正浩, 古市 真樹（以上東京理科大学大学院生[修士課程]）;上田 恭祐（専門学校学生 研修

生）;伊藤 さゆり,覚正 直子(研究技術員);深津 理乃（研究補助員）;谷山 智香,後藤 英介(以上特別研究員)

2. 研究紹介

染色体 DNA 複製は、正確に、高速に、秩序正しくおこらなければならない。この過程に異常が生じると、がん

細胞や老化細胞に見られるゲノムの遺伝的不安定性（変異、染色体の欠損や再編成など）を引き起こすことは

容易に想像できる。実際、最近の研究から、内的外的な原因による複製障害に対する適切な細胞応答の破綻が、

初期がん細胞の遺伝的変化の主要な要因になっていることが示されている。また染色体 DNA 複製は、細胞周期

進行上のみでなく、発生分化の過程で起こる、クロマチン再編成や転写活性変動とも密接に関連していると考

えられる。私達は、これらの問題を解決するために、主に以下の 5 個の研究課題を推進している。

1) 染色体上における複製起点活性化のプログラム制御の分子基盤の解明 ゲノム上の DNA 複製開始領域とそ

の開始のタイミングは、それぞれの細胞での遺伝的プログラムに規定されると同時に発生分化の過程、あるい

は細胞型により変動するという可塑性も有する。分裂酵母及び動物細胞を用いて、複製プログラムを規定する

制御因子を同定し、それらによる制御メカニズムの解明を試みる。

2) 複製フォークの形成とその分子構築の解明 複製フォークは、DNA 複製の場であるとともに多くの染色体動

態の要となる。精製タンパク質を用いた複製フォークの再構成、素過程の酵素学的解析を通してフォークの形

成機構と分子構築を明らかにし、細胞増殖の中心である DNA 複製の制御機構を解明する。

3) 複製ストレスに対する細胞応答の分子機構の解明 複製障害は、がん化や老化のもっとも直接的な原因と

なる。したがって、複製ストレスに対する細胞応答機構の解明は、がん化、老化の根本的メカニズム解明に必

須である。動物細胞、酵母を用いて、複製ストレス応答の分子機構を解析する。

4) ゲノム安定性の維持とその破綻による病態解析、幹細胞制御や生物周期と複製サイクルの関連 複製障害

に対する細胞応答の破綻が、細胞、個体レベルでどのような表現型或いは病態を呈するかを解明するため、種々

の複製フォーク因子の変異体を分裂酵母とマウスで作製し、その表現型を解析する。又、複製因子、チェック

ポイント因子の解析を介して、胚性幹細胞の特有な細胞周期制御機構と未分化性の維持の関連、細胞周期制御

と、概日サイクルや代謝サイクルなど他の生物周期との関連など、生物学的に重要な問題に対する知見を得る。

5)複製、細胞周期因子を標的とした新規創薬 がん細胞では多くの場合変異蓄積のためにチェックポイントシ

ステムの部分的破綻がもたらされている。よって，複製因子、チェックポイント因子を標的とし、がん細胞特

異的にacuteなDNA障害を誘導し、細胞死をもたらすことが可能であると想像される。実際に、Cdc7キナーゼな

どを標的として新規の制がん剤の開発を行なっている。

3. 研究発表（主なもののみ）

Tanaka, T. et al. (2010) "Fission yeast Swi1-Swi3 complex facilitates DNA binding of Mrc1." J. Biol. Chem. 285, 39609-39622.; 

Furuya et al. (2010) "DDK phosphorylates checkpoint clamp Rad9 and promotes its release from damaged Chromatin." Mol. Cell 40, 

606-618.; Day et al. (2010) "Cdc7-Mediated Rad18 Phosphorylation Directs the Accumulation of DNA Polymerase ! at Sites of 

Stalled Replication." J. Cell Biol. 191, 953-966.; Matsumoto et al. "Hsk1 kinase and Cdc45 regulate replication stress-induced 

checkpoint responses in fission yeast." Cell Cycle 9, 4627-4637.; Masai, H. et al. (2010) "Eukaryotic DNA replication; where, when 

and how?" Annual Rev. Biochem. 79, 89-130 (Review).; Masai, H. et al. (2010) "Stalled replication forks: Making ends meet for 

recognition and stabilization." BioEssays, 32, 687-697. (Review); 
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連携大学院伊藤研究室  

独立行政法人理化学研究所、伊藤ナノ医工学研究室 
 
1. 構成 
伊藤嘉浩（主任研究員）、姜 廷和（D3）、王偉（D2）、Pallavi Ananda KADENGODLU（D1）、許牧野（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（高アフィニティ）の抗体を得ることは困難です。本研究室では有機化学的手法と

進化分子工学手法を融合してこれまでになかった全く新しいセンシング機能や触媒機能をもつ機能性分子に

関する研究を行っています。 

 

3. 研究発表 
誌上発表  

1. 伊藤嘉浩、「幹細胞と再生医療」、「バイオマテリアルの基礎」、日本医学館、p. 214-220(2010)

2. 伊藤嘉浩、「生体分子の固定化による機能性材料の創成―細胞成長因子の固定化は隔靴掻痒か？‐」、バ

イオマテリアル、28(1)、9-17 (2010)

3. 伊藤嘉浩、北嶋隆、「幹細胞培養用人工フィーダーの設計」、再生医療、8(2), 34-42 (2009)

口頭・ポスター発表

1. 姜延和、櫻木誠、阿部洋、北嶋隆、相垣敏郎、伊藤嘉浩「無機材料結合性成長因子 EGF の創成」、第 10

回日本再生医療学会総会、東京、2011 年 3 月

その他の出版物

1. 伊藤嘉浩、「マイクロアレイによる生体の相互作用解析」、「シングルセル解析の最前線」神原秀記、松永

是、植田充美監修、シーエムシー出版、p.175-185 (2010)

2. 櫻木誠、伊藤嘉浩、「シグナル分子固定化」、「ますます重要になる細胞周辺環境の科学技術―細胞の

生存、増殖、機能のコントロールから再生医療まで」、田畑泰彦編集、メディカルドウ、p.278-282 (2009)
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連携大学院 神谷研究室
（独）理化学研究所、植物科学研究センター(PSC)、生長制御研究チーム

 
1. 構成
神谷勇治、笠原博幸、軸丸裕介、増口潔、竹林裕美子、田中慧太（学生）、Peter Hedden (JSPS招聘教授)

2. 研究紹介
高感度な植物ホルモンの一斉分析システムを用いて植物の生長の謎に迫ります。植物の各器官に含まれるホ

ルモンおよびその生合成中間体の量を詳細に分析し、生合成遺伝子の発現と関連させてホルモンの生合成部位、

移動、分布を明らかにします。また、葉緑体に局在するテルペン合成に関わる遺伝子の過剰発現体を用いたケ

ミカルライブラリーの検索から新規な植物生長調節物質のリード化合物を探します。
1) 植物ホルモン一斉分析

従来ガス化するために誘導体化が必要であったGC-MSから、試料を直接に分析のできるLC-MS/MSに分析方法

を改良し、植物ホルモンの分析感度を向上させました。ジベレリン（２０－３０種類程度）、ジャスモン酸（７

種類）、アブシシン酸（６種類）、ブラシノステロイド（２種類）、サイトカイニン（６種類）、オーキシン（９

種類）、エチレン （２種類）、サリチル酸を植物材料（様々な器官１mg－1g）から分析しています。本年度はジ

ャスモン酸、オーキシンに関連した新しい分析法の開発を進めました。

2) イソプレノイド生合成に関わる阻害剤の検索
動物ではテルペン（ステロイドなど）は細胞質に含まれるメバロン酸経路によって生合成されますが、植物

ではこれ以外に葉緑体に局在するメチルエリスリトールリン酸経路(MEP経路)によっても生合成されます。テ

ルペンに属する植物ホルモンのなかでジベレリン、アブシシン酸はその中間体が葉緑体で生合成されることが

明らかになっています。そこで、シロイヌナズナの葉緑体に局在するMEP経路に関与する７種類の酵素の過剰

発現体を用いて、これらの酵素の選択的阻害剤を検索し、１万程度の化合物ライブラリーのなかから興味ある

阻害剤の候補を見つけました。これらの化合物は新規な生長調節物質のリード化合物として期待されます。

3) 植物ホルモンの生合成と情報伝達に関する研究
オーキシン(IAA)中間体分析によるIAA生合成経路の解析を行ないました。LC-ESI-MS/MSによるIAA中間体分

析を基盤として、シロイヌナズナのindole-3-acetaldoximeを経由するIAA生合成経路を解析したところ、この

経路は植物に一般的なものではなく、CYP79B遺伝子を持つアブラナ科植物に固有の経路であることが明らかに

なりました。IAAは植物にとって重要なホルモンですが、種特異的なIAA生合成経路が存在する可能性がありま

す。現在はさらに化学的に不安定な生合成中間体のindole-3-pyruvic acid をLC-MSによる分析方法を確立し

ました。

理研PSCには生長制御研究チーム以外に植物ホルモンのなかでアブシシン酸の生合成と情報伝達に着目した

適応制御研究チームとジベレリンや新規植物ホルモンのストリゴラクトンの生合成とその制御に着目した促

進制御研究チームがあります。これらの３チームは独立したチームですが、相互に助け合って研究をすすめて

います。私のチームと同様に広く首都大学院生に解放されています。

http://labs.psc.riken.jp/grrt/

3. 研究発表

誌上発表 （一部のみ）

Tsuchiya, Y., Vidaurrre, D., Toh, S., Hanada, A., Nambara, E., Kamiya, Y., Yamaguchi, S., McCourt, P. (2010) A small 
molecule screen identfies new functions for the plant hormone strigolactones. Nature Chemical Biology 6, 741-749. 
Kanno, Y., Jikumaru, Y., Hanada, A., Nambara, E., Abrams, S.R., Kamiya, Y., Seo, M. (2010) Comprehensive hormone 
profiling in developing Arabidopsis seeds: Examination of the site of abscisic acid biosynthesis, abscisic acid transport 
and hormone interactions. Plant Cell Physiology 51,1988-2001. 
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その他の研究・事業  

 

小笠原研究  
 
１．研究の経過  

小笠原諸島は東京の南約 1000~1200 km（北緯 27゜45’~ 24゜14’）の太平洋上に散在する海洋島である。

小笠原研究は、この群島が 1968 年 6 月 26 日にわが国へ返還されて以来、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研究を行ってきた。また、他大学の研究者との共同研究や文部科学省の科学研究

補助金による研究、環境省の地球環境研究推進費による研究なども行われ、東京都に属しながら大洋中に孤

立して存在する海洋島という特殊な条件を生かしたユニークな研究成果が数多く得られている。なお、2005

年度から 2007 年度までの研究予算は、傾斜配分研究費（全学枠）により、2008 年度からは小笠原研究施設

の管理を所管する理工学系事務室の経費の一部として措置されている。 

1989 年と 1990 年度にわたって東京都が行った小笠原自然環境現況調査を都立大学が受託し、小笠原研究

委員会が窓口となって大規模な調査を実施し 1991 年秋に報告書を刊行した。1997 年度から 1999 年度には、

環境庁の未来創造型基礎研究推進費による「亜熱帯域島嶼の生態系保全手法の開発に関する基礎研究」の一

部を受託し、島嶼生態系における生物多様性とその維持機構について研究が行われた。また、1999 年度には

牧野標本館（自然史科学講座）、地理学科との共同研究として、東京都特定研究「小笠原諸島の固有植物の

保全に関する研究」が、さらに 2003 年度には、総長特別研究費による「人と自然の共生をめざした小笠原の

人文・自然に関する総合研究」が実施された。また、2005 年度から 2009 年度には、植物系統分類学研究室

と植物生態学研究室が、独立行政法人森林総合研究所からの受託研究として「小笠原諸島における侵略的外

来植物の影響メカニズム解明とその管理手法に関する研究」を実施した。また、2008 年度から植物系統分類

学研究室が科学研究費基盤研究(A)「ユビキタスジェノタイピングによる生物多様性ホットスポットの包括的

生物保全」（代表者：井鷺裕司）の中で小笠原の植物を分担している。さらに、2010 年度からは、科学研究

費基盤(A)「海洋島における外来生物の駆除が生態系の物質循環に与えるインパクト」（代表者：可知直毅）

および基盤研究(A)（海外学術）「小笠原諸島の植物相の起源を分子植物地理学的にさぐる」（代表者：村上

哲明）の研究が実施されている。小笠原諸島を調査地として 2010 年度に実施された生物系の研究として、各

教員や客員研究員による研究の他、博士課程１名（植物系統分類）、修士１名（植物系統分類）、卒研生２

名（植物系統分類）、研究生１名（植物系統分類）による研究が行われた。 

 

２．小笠原研究施設  
小笠原返還後間もない 1971 年度から、東京都総務局所管の総合調査室を借用して都立大学父島研究室が開

設され、本学の小笠原研究の拠点として活用されてきた。この研究室は 1990 年度末に正式に都立大学に移管

され、1991 年度に全面改築を行い、1992 年 3 月末に完工した。施設の敷地面積は 770ｍ2、建物の延べ床面積
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小笠原研究施設外観

は 547ｍ2で、実験室、標本作

製室、資料室、セミナー室、

展示ホールなどを備えている。

2007 年度に全面改修を行い、

2008 年度に東京都から本学に

移管された。施設の管理業務

は、南大沢キャンパス理系管

理課の理工学系庶務係が担当

している。従来から本学の研

究者との共同研究の場合には

他大学の研究者もこの施設を

利用している。その人数もか

なり多数にのぼっており、海

外の研究者も含め、研究交流

の場としても活用されている。

2010 年度の施設利用者数は延

べ 140 名、延べ利用日数は

1064 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。2010 年度は、No.34 として９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。2010 年度には No.36 として、小笠原諸島西島におけるトクサバモクマオウ林

の環境特性、激動の 20 世紀を生きた小笠原諸島欧米系島民のオーラルヒストリー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

（http://www.repository.lib.tmu.ac.jp/dspace/）で PDF 版が公開されている。

また、2008 年度から小笠原をフィールドにした修士論文の研究成果を島民に紹介する修士論文報告会が父

島と母島で開催されているが、2010 年度は東北地方太平洋沖地震の影響により中止となった。
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牧野標本館の業務

自然科学は証拠主義に基づいている。ある名前で呼ばれている生物はどのような形態的特徴を具えている

か、地球上のどこに分布しているか、というような情報の証拠となるのが学術標本であり、植物学において

は、最も効率のよい保存方法として「さく葉標本」(以下、標本と略す)が国際的に採用されてきた。この学

術標本を主に収集保管し、教育・研究のために運用するのが植物標本館(ハーバリウム)である。 

牧野標本館は、日本の植物分類学の基礎を築いた牧野富太郎博士の没後に寄贈された、旧牧野邸に残され

ていた未整理標本(いわゆる牧野標本)約 40 万枚をもとにして 1958 年に設立された。それらの未整理標本を

研究資料として活用するため、当館では植物名を同定し、新たにラベルを作り、台紙に貼付するという整理

作業を行ってきた。その結果、重複標本を除いた約 16 万点余の整理済み牧野標本が標本室に収納されている。

残りの重複標本は国内外の標本館との標本交換に利用され、10 万点以上の貴重な標本を得るのに役立ってき

た。また、牧野標本館を兼務する植物系統分類学研究室および関係者による国内外での標本の採集も活発に

行われ、標本館の充実に貢献してきた。その結果、2011 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 395,590 点、コケ類標本 38,495 点、地衣類標本 1,124 点、海藻標本 24,457 点、菌類 47 点、その他未整

理標本約 10 万点に達している。総標本点数や特に学術的価値が高いタイプ標本数では、国内で東京大学、国

立科学博物館、京都大学につぐレベルにあり、国際記号 MAK として認知されたハーバリウムの一つである。 

牧野標本館を最も特色づける標本には、牧野博士が発表した新種などのタイプ標本約 800 点があり、日本

産植物の分類学的研究に欠くことのできない資料である。牧野博士自身やその研究協力者により、全国から

まんべんなく収集された標本は、植物の自然分布の証拠としてなくてはならないものである。絶滅に瀕し、

現在では見ることが困難な植物も多数含まれ、貴重な研究資料となっている。このほか、共立薬科大学から

寄贈された故桜井久一博士のコケ類標本 2 万点、故東道太郎氏寄贈の藻類標本約 1 万点、ロシアのコマロフ

植物研究所標本館(ｻﾝｸﾄ・ﾍﾟﾃﾙﾌﾞﾙｸﾞ市)から交換標本として贈られてきたシーボル氏採集の標本約 2,500 点な

ども当館の特色ある標本である。2010 年度には、浅野一男氏から寄贈された 2,868 点を始め、成城みつ池を

育てる会 80 点、伊藤秀三氏 62 点などが寄贈され、現在整理中である。 

牧野標本館の標本は学内で行う教育・研究に利用されてきたばかりではなく、外来研究者にも標本の閲覧

の便宜をはかるとともに、標本貸出等の要望に対応して、広く国内外の植物学研究者に活用されてきた。

2009 年度の研究サービスの実績は、以下のとおりである。 

標本交換：国内発送 4 件(800 点)、国内受入 3 件(481 点)、国外発送 1 件(200 点)、国外受入 1 件(104 点)。 

標本貸出：国外 0 件、国内 4 件。来訪研究者(のべ人数)：国内 286 人、国外 0 人。 

牧野標本館ではより広範な標本利用に対応するため、「牧野標本館所蔵標本データベース」

（http://wwwmakino.shizen.se.tmu.ac.jp/database.htm）をインターネットで公開している。ここでは、当館で所

蔵されている維管束植物のタイプ標本やシーボルトコレクション、伊豆・小笠原諸島産の植物標本など、貴

重な植物標本の画像やラベル情報を閲覧できる。 

その他、2009 年度から(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、2010

年 9 月より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

2006 年 31 32 43 1312

2007 年 23 25 48 382

2008 年 26 11 33 341

2009 年 14 10 44 363

2010 年 20 19 41 372
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教育・研究関連資料  
 

学位取得者  
修士（理学）  
２０１０年度９月修了  
増田 裕一 紅色光合成細菌 Rhodovulum sulfidophilum の反応中心結合型チトクロムサブユニット 

N 末端疎水性領域が電子伝達に与える影響 

 主査：永島賢治 副査：松浦克美・加藤潤一 

２０１０年度３月修了  
磯部 琴葉 アカショウジョウバエにおける低温適応の遺伝機構 （英文） 

 主査：田村浩一郎 副査：青塚正志・相垣敏郎 

宇井 勇太 ショウジョウバエの求愛記憶における LIM ホメオボックス遺伝子 apterous の役割 

 主査：坂井貴臣 副査：相垣敏郎・川原裕之 

内海 麻理 ヒト CCCH 型 zinc-finger タンパク質による Pim-1 キナーゼ制御機構の解析 

 主査：川原裕之 副査：久永眞市・相垣敏郎・加藤潤一 

大髙 領介 ショウジョウバエを用いた新規酸化ストレス耐性変異体の同定 

 主査：相垣敏郎 副査：福田公子・坂井貴臣 

大沼 耕平 ホヤの中枢神経系の発生における Otx 遺伝子の転写制御機構の解析（英文） 

 主査：西駕秀俊 副査：久永眞市・福田公子 

近江 泰明 ヒメツリガネゴケ細胞の赤色光による葉緑体光定位運動とアクチンフィラメントの変化 

 主査：門田明雄 副査：小柴共一・岡本龍史   

菅野 菜々子 紅色光合成細菌における飢餓生残様式の種による違い (英文)  

 主査：松浦克美 副査：春田伸・加藤潤一・永島賢治 

黄瀬 幸雄 ナマコ類消化管のモノアミン分布とその特異的効果  

 主査：黒川信  副査：西駕秀俊・鈴木惟司  

許 牧野 人工分子認識ペプチドの調製と応用（英文）  

 主査：相垣敏郎 副査：加藤潤一・坂井貴臣・伊藤嘉浩 

日下 陽平 フサショウジョウバエ属、キノコショウジョウバエ属の分子系統学的解析  

 主査：青塚正志 副査：田村浩一郎・小林幸正   

工藤 聖美 複製プログラムを制御する分裂酵母 Rif1 タンパク質の解析  

 主査：加藤潤一 副査：相垣敏郎・正井久雄   

後藤 陽 窒素化合物欠乏環境におけるシアノバクテリアとの共培養による緑藻の増殖 （英文） 

 主査：春田伸  副査：松浦克美・門田明雄・永島賢治 

小林 大悟 Ｐａｔｃｈｅｄ細胞質ドメインと結合する新規タンパク質ｐ３２の同定と機能解析 

 主査：川原裕之 副査：久永眞市・福田公子・岡本龍史 

小林 弘侑 チロシンキナーゼによる Cdk5 活性化の検証（英文）  

 主査：久永眞市 副査：川原裕之・堀内純二郎   
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櫻井 桃子 ショウジョウバエ Calcineurin アイソフォームの機能分化  

 主査：相垣敏郎 副査：川原裕之・坂井貴臣   

佐藤 晴彦 大腸菌染色体欠失システムの改良と染色体広域欠失変異を用いた解析  

 主査：加藤潤一 副査：西駕秀俊・田村浩一郎   

里村 和浩 アカショウジョウバエの Neo-X, Neo-Y 染色体における DNA の分子進化 （英文） 

主査：田村浩一郎 副査：青塚正志・村上哲明   

澁谷 大樹 常緑性カンアオイ属植物の送粉様式に関する研究  

 主査：菅原敬  副査：村上哲明・鈴木惟司   

白井 衣里香 カエル類繁殖活動の音声録音を用いたモニタリングと環境要因  

 主査：鈴木惟司 副査：林文男・黒川信   

鈴木 乾也 根の切除頻度と強度が３種のウキクサ植物の成長におよぼす影響  

 主査：鈴木準一郎 副査：可知直毅・鈴木惟司   

高野 圭児 小脳顆粒細胞の移動における Cdk5/p35 の役割の解明  

 主査：久永眞市 副査：西駕秀俊・岡本龍史  

武内 薫 イネの根特異的ストレス応答タンパク質 RSOsPR10 の発現制御に関わる情報伝達経路の

解析  

 主査：小柴共一 副査：門田明雄・岡本龍史   

樽谷 愛理 大腸菌染色体大規模欠失株を利用した生育、生存に重要な遺伝子に関する研究 

 主査：加藤潤一 副査：久永眞市・岡本龍史   

角田 智詞 近隣個体のサイズと土壌栄養塩に対する根の反応によって変化する地下部植食者が植物

におよぼす影響  

 主査：鈴木準一郎 副査：可知直毅・鈴木惟司・林文男 

寺沢 雄吉 海馬初代培養神経細胞における突起形成の Cdk5 による制御  

 主査：久永眞市 副査：門田明雄・黒川信   

中川 淳 キイロショウジョウバエの匂い物質結合蛋白質 OBP57d および OBP57e の機能に重要なア

ミノ酸の同定（英文）  

 主査：相垣敏郎 副査：田村浩一郎・坂井貴臣   

中路 真嘉 日本産スイカズラ属植物の分子系統学的解析と花形態の多様化  

 主査：菅原敬  副査：村上哲明・田村浩一郎   

中島 健太 酸化ストレス抵抗性を示すショウジョウバエ Tom7 変異体の同定と解析  

 主査：相垣敏郎 副査：西駕秀俊・坂井貴臣   

原 なつみ 温泉微生物群集の実験室内での培養と硫黄循環に関与する微生物の相互関係（英文） 

 主査：松浦克美 副査：春田伸・永島賢治   

藤原 弘平 大腸菌を用いた紅色硫黄光合成細菌 Allochromatium vinosum の光合成関連遺伝子群の解析 

 主査：加藤潤一 副査：松浦克美・門田明雄・永島賢治 

前田 尚子 マムシグサ類の果実の二色性と果実食者に関する研究  

 主査：鈴木惟司 副査：小林幸正・林文男   

三橋 真海子 活性化サブユニット依存的な Cdk5 の細胞内局在  

 主査：久永眞市 副査：相垣敏郎・福田公子   
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三宅 真央 脊髄小脳失調症２型原因たんぱく質・Ataxin-2 のリン酸化と分解  

 主査：久永眞市 副査：川原裕之・坂井貴臣   

宮澤 絵里 移入鳥類ガビチョウの生態学的研究  

 主査：鈴木惟司 副査：小林幸正・林文男   

山澤 拓実 カタユウレイボヤの消化管形成過程の解析（英文）  

 主査：西駕秀俊 副査：相垣敏郎・福田公子   

山田 香菜子 シマオオタニワタリ類における生殖的隔離の成立過程の解明  

 主査：村上哲明 副査：青塚正志・菅原敬   

吉田 早織 大腸菌の生育に必須な yqgF 遺伝子の解析  

 主査：加藤潤一 副査：松浦克美・川原裕之   

吉野 智昭 ショウジョウバエ Prosap 遺伝子の機能解析  

 主査：相垣敏郎 副査：久永眞市・坂井貴臣   

渡辺 健太 ニワトリ胚内胚葉における胃/腸境界の形成機構の解明（英文）  

 主査：福田公子 副査：西駕秀俊・川原裕之   

 

博士（理学）  
２０１０年度９月修了  
嶺岸 正治 Cdk5 活性化サブユニットの細胞内局在と分解制御に関する研究（英文） 
 主査：久永眞市 副査：川原裕之・相垣敏郎 

坪井 秀憲 ホウライシダ配偶体細胞における葉緑体光定位運動の細胞生物学的解析（英文） 

 主査：門田明雄 副査：村上哲明・岡本龍史・和田正三（九州大学） 

 
２０１０年度９月取得  
内海 貴夫 イネ in vitro 結実系を用いた初期果実生長の解析（英文） 
 主査：岡本龍史 副査：小柴共一・門田明雄 

日原 太郎 活性化サブユニット p35の分解によるサイクリン依存性キナーゼ 5の活性制御機構の解析

（英文） 

 主査：久永眞市 副査：西駕秀俊・小柴共一 

北村 徳一 ヨモギハムシ核型二型間の遺伝的分化及び生殖的隔離（英文） 

 主査：青塚正志 副査：田村浩一郎・鈴木惟司 

 

２０１０年度３月修了  
本間 玲奈 アカネズミのオニグルミ種子採食技術における自己学習と社会的学習（英文） 

 主査：林文男 副査：鈴木惟司・黒川信  

萩原 陽介 水分供給の時間的不均質性が植物群集におよぼす効果に対する 

個体間相互作用の影響（英文） 

 主査：鈴木準一郎 副査：可知直毅・林文男 

吉田 慶太 カタユウレイボヤにおける左右非対称性の成立機構の解析（英文） 

  主査：西駕秀俊 副査：相垣敏郎・福田公子 

 



 

－90－ 

大槻 涼 無配生殖をおこなうヤブソテツ類（オシダ科）にみられる遺伝的多様性とその獲得メカニ

ズムの解明（英文） 

 主査：村上哲明 副査：青塚正志・菅原敬 

佐藤 亘 カルパスタチンは Cdk5 活性化サブユニット p35 の分解を制御する因子である（英文） 

 主査：久永眞市 副査：川原裕之・小松雅明 

船越 政史 ショウジョウバエにおける組織サイズと寿命を制御する遺伝子の同定と機能解析（英文） 

  主査：相垣敏郎  副査：坂井貴臣・堀内純二郎 

 

２０１０年度３月取得  
永島 咲子 紅色細菌の光合成電子伝達と亜硝酸還元に働く新規水溶性チトクロムの 

性質と進化（英文） 

 主査：松浦克美 副査：門田明雄・春田伸・嶋田敬三  
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2010 年度 生命科学教室セミナー
 

第 1 回（2010/04/23） 

Glycogen synthase kinase 3 (GSK3) in synaptic plasticity and memory 

Florian Plattner（Institute of Neurology, University College London） 

第 2 回（2010/05/21） 

植物の高温障害とオーキシン 

東谷 篤志（東北大学大学院・生命科学研究科） 

第 3 回（2010/05/28） 

Mitopenia（加齢性ミトコンドリア減弱症）をいかに補完するか 

田中 雅嗣（東京都健康長寿医療センター研究所） 

第 4 回（2010/06/04） 

記憶のメカニズム：分子・細胞認知学の展開 

井ノ口 馨（富山大学・大学院医学薬学研究部） 

第 5 回（2010/06/18） 

地下深部環境の生態系をメタゲノム解析から見る 

高見 英人（海洋研究開発機構・海洋・極限環境生物圏領域） 

第 6 回（2010/06/25） 

哺乳類における胎生とゲノムインプリンティングの進化とレトロトランスポゾン 

石野 史敏（東京医科歯科大学・難治疾患研究所） 

第 7 回（2010/07/02） 

枯草菌の必須遺伝子の同定とその後の研究の展開 

小笠原 直毅（奈良先端科学技術大学院大学・情報科学研究科） 

第 8 回（2010/08/06） 

側線系の昂進によってもたらされた洞窟魚新規行動の進化 

吉澤 匡人（メリーランド大学・生物学研究科） 

第 9 回（2010/10/08） 

Towards a comprehensive evolutionary biogeography of ferns 

Harald Schneider（Natural History Museum, London） 

第 10 回（2010/11/05） 

昆虫における表現型可塑性・表現型多型の発現機構と進化 

三浦 徹（北海道大学・大学院地球環境科学研究院） 

第 11 回（2010/11/05） 

自然条件下での遺伝子の機能：季節を測る分子メカニズム 

工藤 洋（京都大学生態学研究センター） 

第 12 回（2010/11/09） 

Forgetting: Active erase of memory through Rac activation 

Yi Zhong（Cold Spring Harbor Laboratory） 
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第 13 回（2010/11/26） 

菌根菌との対応関係から見た菌寄生植物の進化 

横山 潤（山形大学・理・生物） 

第 14 回（2010/12/17） 

アブシジン酸受容体 PYR/PYL/RCAR ファミリーを介したアブシジン酸情報伝達機構 

西村 宜之（農業生物資源研究所・放射線育種場） 

首都大バイオコンファレンス 2010

11 月 5 日（金曜日）首都大学東京南大沢キャンパスにおいて、研究交流会「首都大バイオコンファレンス

2010」が開催された。この研究交流会では、大学院生を主体とする若手研究者が、多様な研究分野の様々な

研究者と交流し、また自身の研究を生命科学分野の他の分野の研究者に幅広くアピールし、相互に討論する

ことを目的としている。東京都神経科学総合研究所、東京都精神医学総合研究所、東京都臨床医学総合研究

所、東京都健康長寿医療センター研究所、そして韓国ソウル市立大学交換留学生にも参加・協力いただいた。

交流会は午後から開催され、村上哲明生命科学専攻長の挨拶の後、工藤洋先生（京都大学生態学研究セ

ンター教授）による「自然条件下での遺伝子の機能：季節を測る分子メカニズム」、そして三浦徹先生（北

海道大学・大学院地球環境科学研究院准教授）による「昆虫における表現型可塑性・表現型多型の発現機構

と進化」という演題で基調講演が行われた。講演会に続いて行われたポスター発表会では、本学生命科学専

攻の学生・教員だけでなく、東京都の 4 研究所、そしてソウル市立大学留学生らによる 80 題の研究発表があ

り、様々な分野の研究者との交流が行われた。ポスター発表会の後は本学院生とソウル市立大院生による研

究討論・交流会が行われ、相互の研究についての意見交換が続けられた。この研究交流会を通じて様々な分

野の研究者との多様な交流が達成された。なお、当日の学生、教員、研究員などの参加者は 182 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 奨励賞選考委員会委員

久永眞市 日本細胞生物学会 評議員

西駕秀俊 学術誌 Developmental Dynamics : editorial board member

西駕秀俊 ナショナルバイオリソース運営委員

福田公子 日本発生生物学会運営委員

福田公子 日本分子生物学会男女共同参画連絡委員

福田公子 日本発生生物学会高校教員研修，講師

福田公子 「女子中高生夏の学校 2009」企画委員

相垣敏郎 日野自動車グリーンファンド 評議員

小柴共一 植物生長調節学会評議員

小柴共一 日本植物学会誌編集員会 （J Plant Res, Editorial Board）

岡本龍史 日本植物学会 選挙管理委員

青塚正志 日本動物分類学会 編集委員

田村浩一郎 国際学術誌 Molecular Biology and Evolution, Associate Editor

田村浩一郎 日本遺伝学会 評議委員

田村浩一郎 日本進化学会 事務幹事長、Web 担当幹事

黒川 信 日本比較生理生化学会 編集委員長、評議員

黒川 信 日本動物学会関東支部委員

黒川 信 環境省波力発電実証実験に関するラウンドテーブル委員

黒川 信 都立新宿高校・都立大島海洋国際高校学校運営連絡協議会委員

松浦克美 国際光合成学会 理事

松浦克美 国際原核光合成生物シンポジウム 常任委員

松浦克美 国際生物学オリンピック 2009 筑波大会 組織委員会副委員長

松浦克美 中央教育審議会 初等中等教育分科会 高等学校理科専門部会委員

松浦克美 文部科学省 高等学校学習指導要領解説 理科編 作成協力者

松浦克美 日本学術振興会 組織的な大学院教育改革推進プログラム委員会 理工農系審査部会委員

春田 伸 日本農芸化学会・産学官若手交流会委員

春田 伸 日本微生物生態学会・評議員、英文誌編集幹事

春田 伸 環境バイオテクノロジー学会・理事

鈴木惟司 環境省 平成 22 年度野生生物保護対策検討会(アカガシラカラスバト) 委員

鈴木惟司 農水省 平成 22 年度希少野生動植物種保護管理対策調査委員会(アカガシラカラスバト及びオガ

サワラカワラヒワ) 委員

鈴木惟司 環境省希少野生動植物種保存推進員

草野 保 日本爬虫両棲類学会評議員

草野 保 日本爬虫両棲類学会英文誌編集委員

草野 保 八王子市史編集専門部会自然部会委員

草野 保 日の出町歴史文化基本構想等策定委員会委員
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草野 保 国土交通省 ダム事業における環境評価手法検討委員会委員

林 文男 日本生態学会 関東地区委員

可知直毅 日本生態学会 英文誌編集委員長、関東地区会長、全国委員、大会運営委員

可知直毅 日本植物学会 評議員

可知直毅 種生物学会 幹事

可知直毅 国際環境研究協会 Global Environmental Research＆地球環境研究編集委員

可知直毅 東京都 小笠原国立公園聟島列島植生回復事業検討会委員

可知直毅 東京都 小笠原国立公園兄島・弟島植生回復調査検討会委員

可知直毅 東京都 小笠原支庁小笠原国立公園媒島植生復元測量調査・設計検討委員会委員

可知直毅 環境省 小笠原世界自然遺産候補地科学委員会委員

可知直毅 環境省 環境省希少野生動植物種保存推進員

可知直毅 林野庁 小笠原諸島森林生態系保護地域保全管理委員会アドバイザー

可知直毅 林野庁 林野庁国有森林生態系の修復事業にかかる事前モニタリング検討委員会座長

鈴木準一郎 日本生態学会 大規模長期生態学専門委員会 委員

鈴木準一郎 日本生態学会 野外安全管理委員会 委員長

鈴木準一郎 日本生態学会国際誌 Ecological Research Managing Editor

小林幸正 日本節足動物発生学会会長、編集委員長、将来計画委員長、学会賞選考委員長

清水 晃 自然史学連合・日本昆虫学会 代表

村上哲明 日本植物分類学会 学会賞選考委員長・編集委員

菅原 敬 種生物学会 幹事

加藤英寿 林野庁小笠原諸島森林生態系保護地域保全管理委員会アドバイザー

加藤英寿 東京都における保護上重要な野生生物の種に関する検討会・専門部会(植物)委員

加藤英寿 環境省 環境省希少野生動植物種保存推進員

研究集会の開催など
田村浩一郎 日本遺伝学会第 82 回大会ワークショップ「ショウジョウバエ進化研究のこれから ～ポスト 12

ゲノムの新展開～」企画者、北海道大学高等教育機能開発総合センター、2010 年 9 月 22 日

春田 伸 第 26 回日本微生物生態学会大会シンポジウム「微生物生態系を捉え直す－要素抽出からシステム

の理解へ－」企画者、筑波大学、2010 年 11 月 26 日

林 文男・可知直毅 日本生態学会関東地区会・首都大学東京共催 「多型現象：その時空間的変化と存在

意義」企画者、首都大学東京秋葉原サテライトキャンパス、2011 年 1 月 8 日

可知直毅 島嶼共生系学際研究環国際ワークショップ「The interdisciplinary workshop on sustainable

symbiosis of human and nature from the view point of "Island study"」企画者、首都大学東京秋葉

原サテライトキャンパス、2011 年 2 月 19 日

可知直毅 日本生態学会第 58 回大会自由集会「世界遺産時代の小笠原 生態学系研究者の社会的責任」企画

者、札幌コンベンションセンター、2011 年 3 月 9 日

可知直毅 日本生態学会第 56 回大会シンポジウム「企業と生物多様性：COP10 の成果を受けて」企画者、札

幌コンベンションセンター、2011 年 3 月 12 日
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鈴木準一郎 日本生態学会第 58 回大会（札幌大会）フォーラム「安全な野外調査のために」企画者、2011

年 3 月 9 日

村上哲明 East Asian Botany 2011 シンポジウム 実行委員長、筑波大学、2011 年 3 月 18 日-20 日
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