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はじめに 

 

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

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

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

活動状況を紹介することを主な目的としている。 

 2018 年度からは組織改編により、学部は都市教養学部理工学系生命科学コースから理学部生命科学科とな

り、大学院は理工学研究科生命科学専攻から理学研究科生命科学専攻となった。さらには、2020 年度には大

学名が首都大学東京から東京都立大学に変更となる。 

この再編に伴って文科省に申請する講義科目を変更できる機会があり、これを積極的に活用した。これは、

一部教員への過度な英語講義負担の平準化、日本語専門科目と一般科目の講義割合の教員間不公平の是正、

重複している提供科目の削減、および英語課程を選択する学生数の増加（約20名/50 名）が主な要因である。

これらのことをふまえて、本学科の全教授会メンバーが、1) 各論・概論などを均等に担当できるようにする、

2) 通常の課程（日本語課程）と英語課程の学生の双方にコミット出来るようにする、3) 講義負担を平準化

する、という原則の下、新たな講義科目・担当を提案し、大半の学科構成員の方には受け入れていただいた。

しかし、現状は日本語・英語講義のダブル開講状態＝講義負担 maximum 状態であると言えるので、今後は各

講義での言語選択など、講義負担を減らしていくことが必須であろう。また実習での大きな変革は、2019 年

度から学部 2 年次の実習が生物学基礎実習 1，2 から生物学実験 3，4 に変更されるに伴って、「数の概念」

を重要視した自主的な実習へと内容を大きく変更される点である。 

 生命科学科の英語課程は 4年目に入り、10名の 4年生、22名の 3年生、27名の 2年生、33名の 1年生が

英語課程を履修し、順調に4年目を終えることができた。また、2018 年度は英語課程から初めて卒業生（10

名）を輩出し、10名のうち 5名は英語科目で100以上の単位を取得している。この初めての卒業生の輩出を

記念して、生命科学科英語課程創設5周年記念シンポジウムを学長および副学長の出席のもと2019 年 3月に

行われた。 

大学院に関しては、生命科学専攻は生命科学領域と応用生命科学領域を設置し、応用生命科学領域には内

部教員６名に加えて、東京都医学総合研究所の 4 名の研究員、東京都健康長寿医療センター研究所の 1 名の

研究員、理化学研究所の 1 名の研究員の計 6 名が外部教員として参加し、現代の学生の実学指向に対応でき

る体制を整えた。 

人事面では、2018 年 4月に岡田泰和准教授が動物生態学研究室に、立木佑弥助教が植物生態学研究室に配

属され、研究・教育面での活躍が大いに期待される。また、植物発生学および植物生理学の分野で助教の公

募（国際公募）が行われ、30名の応募者の中から木下温子氏の採用が決まった。若い新スタッフの一層の活

躍が期待される。 

 一方、長年にわたって本学科・専攻を支えてくださった可知直毅教授が３月に定年退職された。可知先生

は研究・教育に加え、十数年に渡って専攻長、研究科長補佐、研究科長、学部長をなされ、大学の運営面で

大変大きな貢献をなされ、次年度以降も退官後は本学のプレミアムカレッジや大学院博士キャリア支援担当

の教員として本学に在籍する予定であることから、本学科への貢献も引き続きお願いしたいところである。

また、温室圃場のお世話をして下さった緒方健二さんも今年度一杯で退職された。 

 例年行われている「首都大バイオコンファレンス」は 2018 年度で 13 回目となり、今回も若手教員による

新しい企画により活気溢れる研究発表、交流会となった。また、バイオカンファレンスの今後のあり方につ

いての議論も始まり、来年度はこれまでと少し方向性が異なる交流会になると思われる。 

 2019 年度は本学科・専攻が将来向けてさらに発展できるような制度・システムを皆で考え、実現したいと

考えている。 

2018 年 3月 31日 2018 年度生命科学科・専攻長 岡本 龍史 



 −2−− 

概要 

 

1. 生命科学コース・生命科学専攻の基本目標 

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

ュニケーションを重視した大学院教育・大学教育を通じて行う。 

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

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

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

国際的に活躍する専門家を養成する。 

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

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

地域および東京都に貢献する。 

 

2. 組織構成 

 首都大学東京 生命科学コース・生命科学専攻は、2018 年 4月 1日現在 36 名の教員、6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（東京都医学総合研究所、東京都健康長寿医療センター研究所）、理化学研究所、および

産業技術総合研究所と連携大学院協定を結んでおり、2018 年度は 6名の大学院学生が各研究所で研究を行っ

た。卒研生、大学院生、研究生、教職員等、研究に携わっている者の総数は、 200 名を越える。 

 

3. 研究活動 

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

る。全般的な特徴としては、研究材料が細菌から高等動植物まできわめて多様性に富んでいること、対象と

する生命現象のレベルが分子から細胞・個体・集団と多岐にわたること、研究室間の交流・協力が盛んに行

われていることなどが挙げられる。組織として取り組んでいる研究・事業として、小笠原研究、牧野標本館

の植物標本庫管理業務、ショウジョウバエの系統保存事業があり、「研究室紹介」の後に概要が紹介されて

いる。 

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

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

学教室セミナー」は月1回程度開かれており、本年報の 後に今年度の記録が載せられている。 

 

4. 教育活動 

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

教育が行われている。また国際化対応として英語課程を設置しており、内部教員が担当するために細やかな

対応の可能な点が特色である。日本語課程とも連携した学部（生命科学コース）の入試制度としては、一般

選抜の他に、推薦入試（一般推薦、指定校推薦）、AO 入試（ゼミナール入試、SAT/ACT・IB 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、SAT/ACT 入試等）がある。2018 年度の生命科学科

の入学定員は60名であるが、それぞれの入学定員は一般選抜32名、ゼミナール入試18名、推薦入試9名、

その他若干名となっており、意欲の高い多様な学生の入学を図っている。 

 大学院生命科学専攻の定員は博士前期（修士）課程 40 名、博士後期課程 16 名である。大学院生の活動は
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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 1〜5階に位置し、2研究室は 9号館の 4階に位置している。動・植物の系統分類学研

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

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

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

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

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

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

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

の生物学関連の学術雑誌を閲覧できる。 

 

6. 卒業研究の研究室配属 

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

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

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

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

 

7. 大学院入試選考 

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

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

常、2月上旬）に行われるが、夏期（通常、8月末〜9月上旬）にも10月入学試験が行われる。大学院願書

出願に関する問い合わせは、理工学系事務室教務係（電話042-677-1111 内線 3021）で受付けている。なお、

希望者は過去の大学院入試問題をhttp://www.biol.se.tmu.ac.jp/exam/（Web アドレスは、時々変更される

ことがあります）から申し込むことができる。  

 

8. 場所と連絡先 

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

（新宿から橋本行きの特急で32分、新横浜から橋本経由で約50分）からすぐの丘の上にある。駅から約200

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

る。生命科学専攻の事務室は、8 号館西側の入口から入り(そこが２階)、吹き抜けに面した左側すぐの 231

号室にある。本専攻への交通案内はhttp://www.biol.se.tmu.ac.jp/access.html に掲載されている。住所は

〒192-0397 東京都八王子市南大沢1-1、電話は 042-677-1111（代表）、042-677-2558（生命科学専攻事務室）、

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

http://www.biol.se.tmu.ac.jp/である。ウエブページから問い合わせのメールを送ること。 
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構成員一覧表（2018 年度） 

 
生命科学専攻 生命科学領域 

神経分子機能 発生生物学 細胞遺伝学 分子遺伝学 植物発生生理学 細胞生化学 

教授   相垣敏郎 加藤潤一 岡本龍史 川原裕之 

准教授 安藤香奈絵 福田公子 
高鳥直士 坂井貴臣 得平茂樹   

助教 齋藤太郎 
浅田明子  

朝野維起 
武尾里美  古川聡子 横田直人 

職員   井出俊和    

特任 
RA 

●Jonna E 
Swanson 
○Ambika 

Krishnankutty 
○高杉俊之 

 ○佐藤由紀子 
佐藤翔馬 
大橋ひろ乃 
井並 頌 
林 凌也 

●肥後明佳 
○鬼沢あゆみ 

 

  

大学院 
博士課程 

高橋美由紀 
♦魏 冉 

デリナ トリディ 
岡未来子 

 井並 頌 
大沼康平 
◇Phadke 
Chinmay 

Ravindran 
Rogalski Felipe 

佐藤智士 

萩原 進 
 

渡辺選子 
◆戸田絵梨香 

Kasidit 
Rattanawong 

高橋俊樹 
南 雪也 
林下瑞希 
出水俊輔 

大学院 
修士課程 

伊藤圭哉 
渡辺紳一郎 
知久朋樹 
霍 安妮 
真野叶子 

原 規司 
山口菜穂 
照井宇夢 
古井佳奈 
清水優紀 

鈴木悠希 
土志田裕太 
舘 啓生 
多田浩優 
橋本莉穂 
林 凌也 
山本 采 
仲田佳規 

新森友香 
志村知美 
植木晃弘 
大塚夏海 
鷺 朋子 

古磯成美 
岩見百華 
中平織香 
國分 巌 

◆Maryenti Tety 
出牛稜也 

◆Hanifah Aini 

松浦明利 
松浦 雪 
斎藤弘真 
泉田采音 
田島佳寿 
萩原拓海 
境 夏美 
淺沼真冬 

大谷英隆 
宮田宗太朗 
宮内真帆 
松田味蓉 
大澤遥花 

卒研生 

相澤慎吾 
大野誠真 
大場俊弥 
陳 琳  

 

川野邉征希 
北村美影 
根市育実 
伊 美那 
和崎康和 

倉田祐斗 
麻田佳史 
萩原翠唯那 

新倉孝明 
大山夏生 
下仲くるみ 
加藤優一 

赤坂大輔 
安冨 要 
和田美月 
古野真由子 

森 瑠香 

研究生他 

☆久永眞市 
☆三浦ゆり 
★石黒幸一 

★上村伊佐緒 
★関川明生 
△小橋拓矢 

★竹下 楓 ☆伊藤嘉浩 
☆齋藤 実 
☆石神昭人 
☆原 孝彦 
★布山喜章 
★木下善仁 
★村松圭吾 
★金内太郎 
★船越政史 
★ルーカス・ 
トリンダージ 

★橋本昌征 
★岩舘佑未 

☆小柴共一 
★加藤紀夫 
★鈴木莢花 
★内海貴夫 
☆長谷川成人  
☆松田憲之   
☆瀬尾光範 

★Rahman MD 
Hassanur 

★嶋田益弥 

その他 加藤真紀  比良恵子 本多弘典 松田経子 
望月智子 

植草由美 

主事：井出俊和(技術系) 職員：津田幸彦(技術系)、持田幸良(技術系) 、緒方健二(技術系) 

臨時職員：村山美香・佐藤・豊村・今井初恵(事務系)、中村愛子 (大学院GP担当) 
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 生命科学専攻 生命科学領域 

 進化遺伝学 神経生物学 植物環境応答 環境微生物学 動物生態学 植物生態学 

教授 田村浩一郎   春田 伸 林 文男 可知直毅 
鈴木準一郎 

准教授 高橋 文 黒川 信 鐘ケ江 健  岡田泰和  

助教 野澤昌文     立木佑弥 

職員 

 

    

緒方健二 
小椋悟 
長浜真弓 
三浦幹夫 

特任 
RA 

○瀬戸陽介 
○田中健太郎 
小川佳孝 

  
  

○佐藤 臨 
谷美津子 

大学院 
博士課程 

秋山礼良 
Lulecioglu 

Sultan 
◆Singh Shikha 

坪 尚義 
山本高之 

◆近藤日名子 

木村泉美 
 

◆西谷真一 
◆河合 繁 
石見 嶺 

◆Chen Yuxin 

＊◆岡宮久規 
岸本 渓 
▲伊藤睦実 

 

大学院 
修士課程 

犬山愛莉香 
三浦麻衣 
高橋佳乃子 
青木花織 

ミノヴィッチ

あに香 
佐藤愛莉 
近藤朋希 
蔡 宇佳 

朱 顏 
榎本萌花 

堀内美菜 
 

品田美緒 
猪崎風葉 
森田なな星 
山口真由 
横山日向子 

岸村真央 
◆余 錇 
横塚未来 
和田優之介 
矢崎英盛 

秋元勇貴 
志村綱太 
金城 薫 
田中紫苑 
中越智也 
西脇花恵 

卒研生 

綿貫 栞 
藤近敬子 
秋山茉子 
北澤優季菜 
寺川凌平 

渥美 雄太 牧 玲生 
滝澤佳菜絵 

 滝沢達朗 
岩浪 創 

井出まどか 
伊藤 允 

内田健太郎 
田中 葉月 

研究生他 

★矢澤 徹 
▲山口 諒 

☆山本直樹 
★矢崎育子 
★田口正敏 
★田中浩輔 
★尾城 隆 

☆和田正三 
 

☆松浦克美 
☆Shawn 

E.McGlynn 
★西原亜理沙 
★諸星 聖 
△坂庭眞吾 

★橋本晃生 
★村上勇樹 

△中村敏枝 
★相川真一 
★畑 憲治 
★村尾未奈 

その他 
梅木由紀子 
卜部泰子 

    川本明子 

▲特別研究員、△研究生、★客員研究員、☆客員教員、●特任教員、○特任研究員、＊研究奨励奨学生、◆10月入学者 

■JSPS 外国人特別研究員、◇連携大学院生、その他は共同研究や事務等での年間滞在者 

連携大学院教員：三浦ゆり（都健康長寿医療センター研究所／神経分子機能研究室）、伊藤嘉浩（理化学研究所／細胞遺

伝学研究室） 
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 生命科学専攻 生命科学領域 人間健康科学専攻 

 動物系統分類学 植物系統分類学 光合成複合微生物 行動生理学 
運動分子生物学 

教授  村上哲明 花田 智  

准教授 江口克之 
Adam Linc Cronin 

菅原 敬 
角川洋子 

Vera Thiel 
Marcus Tank  

助教 清水 晃 加藤英寿   
職員  持田幸良   

特任 
RA 

●山﨑健史 
 

●永島咲子 
広瀬節子 
★福島俊一 

 

大学院 
博士課程 

◆DANG,Van An 
▲庄司一貴 
*山田藍生 

 ◆Diyona Putri 
◆Nguyen Dac Dai 

◆廖 浩全 

◆Yulianti Wita  ◆Martinez, Joval 
Navas 

◆Saini, Mohit Kumar 

三田佳貴 
 

大学院 
修士課程 

山田真子 
中嶋渓太 
松尾侑紀 
趙 陽  
全永誠 
塚本 将 

HA, Ngoc Linh 

酒井絵理佳 
山田 旭 
中内綾香 
大竹彩加 
西田 新 
宮川彩花 

城取良樹 
中小路菫 
金室晶貴 
田中陽菜 
中村勇之介 
森岡祐莉佳 

 

石田舞奈 
笠原秀昭 
船橋大介 
濱口裕貴 
小宮祐希 
管 露露 
劉 伊然 
内田沙綺 

卒研生 

日高颯汰 
森山 碧 

石川芳樹 
岩切彩夏 
幸田瑞穂 
竒藤洸介 
吉田実咲 

小山 遥 
村松 壮 

遠藤雅也 
間明田悠佑 
白井明来 
濱田夏帆 

研究生他 

★林 弥生子 
★大西一志  
★新津修平 
★中野隆文 
★島野智之 
★稲垣英利  
★野中 勝 

 ★菊池友則 
★Nguen Duc Anh 
★Su Yong-Chao 

★Phung Thi Hong Luong 
★Nguyen Thi Thu Ha 

★Ti Eriksson 
■Francesco Ballarin 
■Isaac Planas-Sitja 

Rijal Satria 

 ▲小栗恵美子 
△加藤朗子 
★丸山厚吉 
★加藤僖重 
★渡邊謙太 

  ★佐伯いく代 
★佐藤博俊 
★高山浩司 
★常木静河 
★山本 薫 
★須貝杏子 
★堀 清鷹 

 

☆嶋田敬三 
▲高部由季 

△Jackson Tsuji 

△脇山雄輔 
△田村晃太郎 
△朱 浩男 

その他  【牧野標本館】 
上田京子、中田章子、五味富恵、小玉ゆかり、奥村美幸 
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 生命科学専攻 応用生命科学領域 

 
幹細胞制御学 

(東京都医学総合

研究所) 

蛋白質・オルガネ

ラ分解機構 
(東京都医学総合

研究所) 

分子神経病理学 
(東京都医学総合

研究所) 

行動遺伝生理学 
(東京都医学総合

研究所) 

分子老化制御 
(東京都健康長寿医

療センター研究所) 

植物成長制御 
(理化学研究所) 

教授 原 孝彦  長谷川成人 齊藤 実 石神昭人  

准教授  松田憲之    瀬尾光範 

助教       

特任 
RA 

   
   

大学院 
博士課程 

  
♦下沢明希 
井村 成 

   

大学院 
修士課程 

岩瀬璃奈 
武智あづさ 

     

卒研生 
      

研究生他 
      

その他 
      

神経分子機能研究室（准教授・安藤香奈絵）、発生生物学研究室（准教授・高鳥直士）、細胞生化学研究室（教授・川原裕

之）、細胞遺伝学研究室（教授・相垣敏郎）、分子遺伝学研究室（教授・加藤潤一）、植物発生生理学研究室（教授・岡本

龍史）は、生命科学領域と応用生命科学領域を兼務 

♦10月入学 
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2018 年度生命科学教室関係役員・委員 
１. 全学 

研究科長・学部長 村上 

学生委員会 黒川 

基礎教育部会 坂井 

入試委員会部会（学部入試） 福田 

入試委員会部会（入試広報） 田村 

大学院等入試部会 春田 

インターンシップ部会 黒川 

大学院横断プログラム委員会 相垣 

教員養成カリキュラム委員会 鐘ヶ江 

学芸員委員会 黒川・菅原・江口 

アカハラ・セクハラ相談員 高橋 

FD 委員会 川原 

図書・学術情報部会 菅原 

国際交流委員会 可知 

放射線安全部会 川原 

環境安全部会 角川 

高圧ガス保安管理部会 朝野 

国際規制物質管理委員会 安藤 

小笠原研究委員会 可知・江口・加藤(英)  

発明審査会・審査委員 相垣 

研究安全倫理委員会 相垣・加藤(潤)・斉藤 

   遺伝子組み換え実験安全主任者 加藤(潤)・得平 

   遺伝子組み換え実験責任者 加藤(潤)  

   動物実験管理室 斉藤・林・加藤(潤) 

オープンユニバーシティ検討部会 加藤(潤) 

知的財産委員会 相垣 

研究推進委員会 可知 

交通安全委員会 村上 

自己点検・評価委員会 村上 
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総合研究推進機構学術研究部門 川原 

国際センター長補佐 川原 

ベンチャー支援審査会 相垣 

プレミアムカレッジ（仮称）検討PT 可知 

JGRAD（博士人材データベース）協議会 可知 

海外インターンシップ検討PT 可知（座長） 

ABS アドバイザリー・チーム 村上・江口・山崎（特任助教） 

利益相反マネージメント委員会 相垣 

２. 理学研究科・理学部 

専攻長・コース長 岡本 

専攻長代理 加藤(潤) 

研究費評価配分委員会部会 岡本 

自己点検評価委員会 加藤(潤) 

大学院入試委員会 春田 

入試委員会 林（入試制度）・春田（多様な入試） 

教務委員会 角川・高橋 

図書委員会 菅原 

広報委員会 田村 

安全委員会 川原 

人間関係についての相談チーム 高橋 

理学研究科研究推進室 可知 

インターンシップ委員会 黒川 

FD 委員会部会 川原 

環境保全施設運営担当 角川 

男女共同参画WG 高橋・可知 

情報セキュリティー担当 田村・野澤 

工作施設連絡会 黒川 

RI 運営委員会 川原 

牧野標本館運営委員会 村上・可知・江口 

就職委員 黒川 

会計委員 野澤 

厚生委員（互助組合評議員） 朝野 
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放射線管理室 川原・斉藤 

高圧ガス保安管理室（学科責任者） 朝野 

危険物保安管理室（溶媒委員） 古川 

３. 生命科学教室 

庶務委員会 黒川・江口・加藤(英)・古川・朝野 

会計委員会 野澤・横田・清水・得平・武尾 

教務委員会 （教養） 坂井・高橋 

      （学部専門） 角川・鐘ヶ江・安藤 

      （大学院） 鈴木・福田 

      （学部実習） 浅田・加藤(英)・横田・武尾・岡田 

担任     １年生 高鳥・黒川・岡田 

       ２年生 角川・菅原・得平 

       ３年生 福田・加藤(英)・野澤 

       ４年生 林・武尾 

自主研究担当 福田・岡本・春田・林・坂井・村上・横田・武尾 

図書委員会 菅原 

セミナー委員 高鳥・横田・角川・岡田・立木 

放射線委員 川原・斉藤 

電子情報委員会 田村・野澤・立木 

広報・公開行事担当 黒川・江口・坂井・朝野・横田・高鳥・田村 

バイオカンファレンス担当 野澤・高鳥・江口・得平・武尾 

将来計画委員会 相垣・田村・川原・春田・鈴木 

外部評価準備委員会 加藤(潤)・川原・相垣・田村・春田・鈴木・岡本 

牧野標本館運営委員会 村上・江口・菅原・加藤(英)・可知 

圃場・温室委員会 菅原・岡本・黒川・鈴木・朝野・村上 

動物施設委員会 黒川・林・朝野・高鳥・横田・井出・川原・斉藤 

大学院入試委員 得平・春田・高鳥・Cronin 

生命科学コース募集対策委員会 兼 

ゼミナール入試委員会 
鈴木・鐘ヶ江・田村・岡本・福田・角川 

生命科学専攻募集対策委員会 得平・春田・高鳥・高橋 

毎週説明会担当 田村・岡本・鐘ヶ江・福田・春田 

大学院教育改革担当 鈴木・相垣・岡本・福田・田村 
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学部実習改革担当 福田・鈴木・春田・江口・角川・横田・朝野 

教職課程・教員研修担当 福田・鐘ヶ江・村上・高橋・江口・清水 

英語課程 WG 安藤・鐘ヶ江・福田・高鳥・浅田・Cronin・鈴木 

応用生命分野連絡委員 加藤(潤) 
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神経分子機能研究室 
 

1. 構成 
安藤香奈絵、斎藤太郎、浅田明子、Ambika Krishnankutty (RA)、高杉俊之（RA）、高橋美由紀（D3）、魏冉（D2/D3）、

Dilina Turdi (D2)、岡未来子(D1)、伊藤圭哉 (M2)、渡辺紳一郎（M2）、知久朋樹 (M1)、真野叶子（M1）、カ

クアンニ（M1）、相沢慎吾（卒研）、大野誠真（卒研）大場俊弥（卒研）、Lin Chen （卒研）、小橋拓也（卒

研・北里大）、 久永真市（客員教授）、三浦ゆり（都健康長寿医療セ、連携客員准教授）、石黒幸一（客員研

究員）、上村伊佐緒（客員研究員）、関川明生（客員研究員）、清水彩和子(技術補佐員)、加藤真紀（秘書） 

 

2. 研究紹介  
 Our brains enable us to think, laugh, dance, love, and create. Brains are made up of networks of neuronal cells, which 

process and store huge amount of information. Once the brain developed, the vast majority of those neurons are not 

replaced for a lifetime. Abnormality in brain development causes neurodevelopmental disorders such as autisum 

spectrum disorders, and neurodegenerative diseases cause dementia. However, it is not fully understood how the brain 

develops, and how to protect brain neurons from aging and neurodegenerative diseases. We tackle these questions 

focusing on proteostasis, mitochondria, and membrane trafficking. Our experimental approaches include Drosophila 

models, cultured neurons, molecular biology, biochemistry, behavioral analysis, gene expression analysis, and imaging. 

We hope the discoveries from our research enhance our understanding of the brain and lead to the development of a cure 

in the future. 

 

1) Mechanism of neurodegeneration through tau and search for modifiers 

(Ando, Saito, Asada, Oka, Ito, Chiku, Aizawa, Ono, Oba, Chen):  

Abnormal accumulation of the microtubule-interacting protein tau causes neurodegenerative diseases including 

Alzheimer’s disease (AD). However, the mechanisms underlying tau accumulation and toxicity remain unclear. Using 

transgenic Drosophila expressing human tau and cultured neurons as a model, we identified novel pathways that can 

reduce tau accumulation and toxicity.  

   Tau phosphorylation is known to play an important role in tau accumulation and toxicity. Tau is 

hyperphosphorylated in disease brains at numerous sites by a battery of kinases including cyclin-dependent kinase 5 

(Cdk5) and microtubule affinity regulating kinases (MARKs). Thus, abnormal activation of these kinases is suspected to 

contribute disease progression. Saito discovered a novel mechanism that leads to hyperphosphorylation of tau in disease 

pathogenesis. Abnormal activation of Cdk5 not only phosphorylates tau but also phosphorylates another tau kinase 

MARK4 to activate it, causing tau hyperphosphorylation. Oba found that suppression of Cdk5 attenuates tau toxicity in 

a fly model of Alzheimer’s disease. Ono revealed a novel protein that positively regulates MARK activity. Knockdown 

of this protein increases MARK, thus enhanced tau phosphorylation and toxicity.  

   Post-translational modifications of tau is not only phosphorylation. Chiku and Saito found that tau forms disulfide 

bonds via its Cysteine residues in neurons, and that regulates tau stability.  

   Tau is degraded by multiple mechanisms including proteasome and autophagy, and disruption of those protein 

degradation pathways in disease pathogenesis may underlie tau accumulation. Asada and Ito found a novel pathway 

that may regulate tau degradation. They found that a component of the ESCRT complex, which is critical for 

intracellular vesicle trafficking and autophagy, positively regulates tau accumulation in a phosphorylation-dependent 
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manner.   Aizawa found a novel molecular chaperone complex that regulates tau in a phosphorylation-dependent 

manner. Further investigation of these novel modifiers will shed light on the mechanisms underlying abnormal tau 

accumulation in disease pathogenesis.  

 

2) The role of energy homeostasis in brain aging and neurodegenerative disease (Ando, Oka, Aizawa and Chen) 

Metabolic processes and energy demand change during aging, however, it is not understood whether and how basal ATP 

levels changes in neurons during aging in the brain and how those changes affect neuronal vulnerability. Using 

transgenic Drosophila expressing fluorescent ATP sensor, Oka found that ATP levels decrease in the cell body but not in 

the axon during aging. These results suggest that the maintenance mechanisms of ATP levels are different between cell 

body and axon during aging. Furthermore, she found that increasing ATP levels by enhancement of glucose uptake in 

the aged neurons suppresses functional decline during aging, indicating the collapse of ATP maintenance may be 

causative for the physiological decline during aging. Chen and Oka found that enhancement of glucose uptake 

enhances the turnover of tau and suppress its toxicity in a fly model of Alzheimer’s disase. Aizawa investigated possible 

effects of boosting mitochondrial activity on tau accumulation and toxicity in a fly model of Alzheimer’s disase.  

 

3) Role of mitochondrial distribution in proteostasis (Ando, Shinno) 

We previously reported that depletion of axonal mitochondria is sufficient to cause age-dependent neurodegeneration. 

Investigating the underlying mechanisms, Shinno found that genetic depletion of axonal mitochondria causes abnormal 

accumulation of proteins and disruption of autophagy. She also found that mitochondrial protein import affects 

accumulation and toxicity of Alzheimer’s disease-related protein tau. These results suggest that mitochondria play 

essential roles in proteostasis in neurons.  

 

4）サイクリン依存性キナーゼ５（Cdk5）の活性制御と生理機能 

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

活性化されるが、詳しい活性制御機構および神経機能については不明な点が多い。Cdk5 の活性化機構、細胞

内局在、機能について以下の研究を行った。 

a) Cdk5 活性化サブユニット p35 の分解機構の解析：p35 にはユビキチン依存性経路と非依存性経路の 2 つの

分解経路がある。細胞内カルシウムイオン濃度の上昇は，p35 の全分解と限定分解の両方を促進した。ユビ

キチン非依存的なプロテアソーム分解の制御機構についてプロテオミクスにより解析中である。（高杉） 

b) アルツハイマー病危険因子 CD2AP の APP 細胞内輸送制御機構：アルツハイマー病の危険因子として

CD2AP が知られる。この CD2AP が APP のエンドソーム輸送を制御し分解を誘導することを示した。また，

CD2AP による APP のエンドソーム輸送制御にモノユビキチン化が関与している可能性を示した。現在，APP

のモノユビキチン化と膜輸送制御機構との関連を検討中である（高杉） 

 

5）LMTK1 の神経機能に関する研究 

 Lemur kinase 1 (LMTK1) は神経細胞で高発現する新規キナーゼである。当研究室では LMTK1 を p35 結合

タンパク質および Cdk5 の基質として見つけ、神経突起形成に関わる役割を明らかにし、現在は LMTK1 のよ

り詳細な機能解析を行っている。 

a) LMTK1 のキナーゼ活性を検討している（カク） 

b) 膜貫通型 LMTK1B の細胞内局在と機能：LMTK1 の膜貫通型 B と非貫通型 A の機能的な差異は全く解

析されていない。野生型（活性型）LMTK1 は A 型、B 型共に核近傍に存在し、差は見られなかったが、
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不活性型は異なる局在を示し、突起伸長などに対する役割が異なることが示された。今後、その違いを

明らかにしていく予定である。（魏冉） 

c) LMTK1 ノックアウトマウスの行動解析：LMTK1 は哺乳動物脳全体に発現している。ここでは、大脳・

小脳に関与する行動を解析した。LMTK1 ノックアウトマウスは、野生型マウスに比べ多動であり、不安・う

つ様行動の軽減がみられた。（高橋） 

d) 神経細胞とグリア細胞におけるタウリン酸化の相違 

タウは本来神経細胞で発現しているタンパク質であるが、皮質基底核変性症などの一部の神経変性疾患では

グリア細胞でもリン酸化タウの蓄積が見られる。細胞種によるリン酸化の違いがあるかどうかを明らかにす

るため、タウを培養神経細胞とグリア細胞に発現させて、リン酸化状態をリン酸化抗体によるウェスタンブ

ロットで調べた。（渡辺、小橋） 

 

6) 神経変性疾患および精神疾患に関する研究 

Cdk5-p35 と精神疾患との関係： 精神疾患創薬ターゲットであるセロトニン受容体の 1 つ 5-HT1AR が Cdk5

の新たな基質であること、またそのリン酸化部位も明らかにした。さらに、Cdk5がリン酸化を介して 5-HT1AR

量を調節することでセロトニンシグナルを制御することが明らかとなった。（高橋美） 

 

7) The role of AT8 tau in neuronal development (Tuerde) 

Hyperphosphorylated AT8 tau appears at early stage of Alzheimer`s disease (AD) brain and is used for diagnosis of AD. 

However, it is still unknown what is the physiological role of AT8 tau and how it contributes to AD development. To 

answered those questions, I introduced wild-type (WT) human tau or AT8 site mutants, both unphosphorylatable Ala 

and phospho-mimetic Glu, in tau knockdown neurons and found that mimic 2A tau didn`t rescue neurite outgrowth 

whereas mimic 2E and WT human tau induced axon extension. Thus, axon development required for tau 

phosphorylation at AT8 site.  

 

 

3. 研究発表 
誌上発表 

1) Takahashi, M., Kobayashi, Y., Ando, K., Saito, Y., Hisanaga, S. Cyclin-dependent kinase 5 promotes proteasomal 

degradation of the 5-HT1A receptor via phosphorylation. Biochem. Biophys. Res. Commun. 510:370-375, 2019 

2) Amemiya, S., Hibino, T., Minokawa, T., Naruse, K., Kamei, Y., Uemura, I., Kiyomoto, M., Hisanaga, S., Kuraishi, 

R. Development of the coelomic cavities in larvae of the living isocrinid sea lily Metacrinus rotundus. Acta 

Zoologica, 1-17, 2018.  

3) Tarutani, A., Murayama, S., Hisanaga, S., Hasegawa, M. Potent prion-like behaviors of pathogenic a-synuclein and 

evaluation of inactivation methods. Neuropathol. Commun.. 6:29. 2018 

4) Tuerde, D., Kimura, T., Miyasaka, T., Furusawa, K., Shimozawa, A., Hasegawa, M., Ando, A., Hisanaga, S., 

Isoform-independent and phosphorylation of microtubule-associated protein tau in mouse brain during postnatal 

development. J. Biol, Chem. 293:1781-1793. 2018 

5) Kimura, T., Sharma, G., Ishiguro, K., Hisanaga, S. Phospho-tau bar code: analysis of phosphoisotypes of tau and its 

application to tauopathy. Fron. Mol. Neurosci., 12, 44, 2018. 

6) Chiku, T., Hayashishita, M, Saito, T., Oka, M., Shinno, K., Ohtake, Y., Shimizu, S., Asada, A., Hisanaga, S., Iijima, 

KM., KanaeAndo, S6K/p70S6K1 protects against tau-mediated neurodegeneration by decreasing the level of tau 
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phosphorylated at Ser262 in a Drosophila model of tauopathy Neurobiology of Aging   3(71) 255-264, 2018 

 

口頭およびポスター発表 

7) K. Shinno , M. Oka , S. Hisanaga , E. Suzuki , K.M. Iijima , K. Ando . Roles of CaMKII in neurodegeneration 

caused by depletion of presynaptic mitochondria. 59th Annual Drosophila Research Conference, April 2018, 

Philadelphia (Selected as a nanosymposium presentor) (oral presentation) 

8) M. Oka , E. Suzuki , S. Hisanaga , KM. Iijima, K Ando. Increasing glucose uptake in Drosophila brain neurons 

suppresses the reduction in ATP levels and rescues the decline in neuronal function during aging. 59 Annual 

Drosophila Research Conference (oral presentation, selected as a nanosymposium presentor) 

9) Nishino, H., Saito, T., Takano, T., Tsutsumi, K., Ando, K., Tomomura, M., Fukuda, M., Hisanaga, S. Lemur kinase 

1 (LMTK1A) regulates dendritic spine formation through the TBC1D9B Rab11 GAP and Rab11 cascade. 第 69 回

細胞生物学会、東京、6 月 5−8 日、2018 

10) Zhu, Y., Kimura, T., Kikuchi, C., Wei, R., Ando, K., Hisanaga, S. The role of Thr231 phosphorylation of tau on its 

localization into the nucleus. 15 meeting of APSN. Macau, China. Aug. 27-29, 2018 

11) Hisanaga, S., Shiozawa, S., Kobayashi, R., Murayama, S., Saito, T., Ando, K., Okano, H., Kimura, T., Sharma, G. 

In vivo phosphorylation of tau in brains of Marmoset, a non-human Primate. 第 61 回日本神経化学会大会、9 月
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12) Furusawa, K., Fukuda, M., Hisanaga, S. アルツハイマー病危険因子CD2APはAPPの初期エンドソームから

後期エンドソームへの輸送を促進する. 第 91 回日本生化学会大会、９月 24~26 日、京都。 

13) Ran Wei, H. Nishino, M. Tomomura, K. Ando, S. Hisanaga. Two isoforms of Rab11 regulator LMTK1, similar and 

dissimilar cellular functions of LMTK1A and LMTK1B. Cell and development biology meeting Tokyo, Japan, 

2018. 

14) Tuerde, D., Furusawa, K., Takasugi, T., Kimura, T., Ishigaki, S., Ando, K., Sobue, G., Hisanaga, S. Tau 

phosphorylation at AT8 pathological site during brain development. 61th Annual Meeting of The Japanese Society 

for Neurochemistry, 6-8 September, 2018, Kobe, Japan. 

15) Takahashi, M., Sugiyama, A., Takahashi, R., Fukuda, K., Wei1, R., Ando, K., Tomomura,M., Hisanaga, SI. ASD- 

and ADHD-like behaviors of LMTK1-knockout mice. 第 61 回日本神経化学会大会（9 月、神戸） 

16) Mikiko Oka, Emiko Suzuki, Shin-ichi Hisanaga, Koichi M. Iijima, Kanae Ando. “Increasing glucose uptake in 

Drosophila brain neurons suppresses the reduction in ATP levels and rescues the decline in neuronal function 

during aging.” 13th Japan Drosophila Research Conference, Kyoto, Japan, Sep 10, 2018 (口頭発表) 
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回日本神経化学会大会（9 月、神戸）(口頭発表) 

18) 斎藤太郎、大場俊哉、安藤香奈絵. タウキナーゼ MARK4 は Cdk5 によるリン酸化で活性化する. 第 61

回日本神経化学会大会（9 月、神戸） 

19) Kanako Shinno, Mikiko Oka, Koichi M. Iijima, Kanae Ando. “Role of mitochondria in accumulation of  

aggregation-prone proteins in the cytoplasm” 13th Japanese Drosophila Reserch Conference (9 月, 京都) 

20) Takasugi, T., Minegishi, S., Saito, T, Asada, A., Hisanaga, S. Ubiquitin-dependent and -independent degradation of 

p35 activation subunit of neuronal Cdk, Cdk5 第 41 回日本分子生物学会 (12 月，横浜) 

21) Ran Wei, R. Takahashi, A. Sugiyama, H. Nishino, M. Tomomura, K. Ando, S. Hisanaga. Expression,cellular 

localization and neuronal functions of endosomal trafficking regulators, LMTKIB with different membrane-binding 
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（Neuroscience 2018）, San Diego、Nov. 3-7、2018. 
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発生生物学研究室 
 

1. 構成 
福田 公子（准教授），高鳥 直士（准教授），原 規司（M2），山口 菜穂（M2），清水 優紀（M1），照

井 宙夢（M1），古井 佳奈（M1）, 伊 美那（B4），川野邊 征希（B4），北村 美景（B4），根市 育実（B4），

和崎 康祐（B4），竹下 楓（北里大学 B4） 

 

2. 研究紹介 
本研究室の研究テーマは，脊椎動物および脊索動物の消化管発生に重要な現象である，内胚葉の分化と成立，

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

ることである．研究は，主として以下に述べる１），２）の課題の下で行われており，１）は福田，２）は高

鳥が担当している．  

 

１）鳥類胚を使った形態形成機構の研究 

羊膜形成開始時に見られる特殊な構造の解析 

有羊膜類胚では，陸上での発生に適応する胚体外膜が発達し，胚の物理的保護，乾燥からの保護，空気交換，

老廃物の蓄積など胚の正常発生に必要な多くの機能を担っている．鳥類胚は初めシート状に広がっており，

胚と胚体外の境界は明確でない．発生するにつれ，胚が持ち上がり，胚と胚体外の境界はひだ（体褶）とし

て明確になる．発生初期に頭部にできるヒダを頭褶とよび，その形成と共に腹側に消化管もできる．このた

め，消化管の出口である前腸門が始めは胚と胚体外の境界になる．つまり前腸門は内胚葉での胚/胚体外境界

であると同時に外胚葉での胚/胚体外境界でもある．その後，この外胚葉での胚/胚体外境界がどのように変化

するかを調べるため，頭部の胚体外に染色液を入れ観察した，すると，前方外胚葉の胚/胚体外境界は，初め

は前腸門と一致しているが，徐々に前腸門よりも前方になり，形態も馬蹄型から V 字型に変化することを発

見した．この前方外胚葉の胚/胚体外境界は，咽頭付近の腹側にあり，V 字型であること，その脇が将来の羊

膜側褶であることから，この境界を「羊膜襟」と名付けた．次に羊膜襟の構造を調べるため，切片を作成し

たところ，初期胚では前腸門が外，内胚葉の胚/胚体外境界だが，その後前腸門側方で外胚葉の境界と内胚葉

の境界が離れ，その間に中胚葉が入ることがわかった．さらに発生が進むと胚の咽頭付近側方に外，中胚葉

の胚/胚体外境界ができることで羊膜襟が形成されることがわかった．また，前腸門の胚/胚体外境界の外胚葉

を標識し，その動きを追ったところ，側方境界はほぼ変化がないが，腹側中央に近いほどより後方に伸長す

ることで全体の形が V 字型になることがわかった．また腹側正中外胚葉の伸長速度は，初めは前腸門の後方

伸長速度と同様だが，徐々に相対的に遅くなり，羊膜襟が前腸門よりも前方に取り残されることがわかった．

後に，羊膜襟の機能を知るために両側の羊膜襟を切断し，発生させた．羊膜襟がない胚では，体の曲がり

方に異常が生じ，小さな心臓が形成されたり，羊膜の背側の被り方が浅かったりという表現形を示した．有

羊膜胚は頭部から順に発達し，初期胚でも大きく発達した頭部をもつ．また，卵黄の栄養を胚に運ぶ血管に

富んだ卵黄膜を持ち，その血液循環のため，発生の早い時期から心臓が大きく発生し活発に拍動する必要が

ある．このような特徴から，体節期胚の頭部は腹側に広がる胚体外から浮き上がったり，ずれたりする可能

性がある．羊膜が背側にかぶるためには，胚が胚体外膜に押し付けられ，沈み込むことが重要という報告も

ある．これらをまとめると，羊膜襟は有羊膜類で発達する頭部をしっかりと胚体外膜にアンカーし，その位

置を保っていると考えられる．また，片側だけ羊膜えりを切断すると頻度は低くなった同様の表現形が見ら

れた．このことから V 字状であることもアンカーに役立っている可能性が考えられる． 
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２）ホヤ胚を用いた細胞極性に関する研究 

a) 胚葉運命分離に必要な細胞極性に基づいて核を移動させる機構 

 胚葉形成は，動物胚発生の重要な初期過程である.中胚葉と内胚葉は中内胚葉細胞から作られる.しかし，中

内胚葉細胞の子孫細胞のうち，どれが中胚葉になり，どれが内胚葉になるのか決めている機構の詳細は，多

くの動物で不明である．私たちは脊索動物のホヤを材料に，中内胚葉細胞の娘細胞の一方が中胚葉，もう一

方が内胚葉になる仕組みを調べている．昨年までの解析により，中・内胚葉運命が異なる細胞に分離される

には，（１）中内胚葉細胞の核が，将来中胚葉細胞を作る側に移動すること，（２）移動により Not 転写因子

をコードする mRNA が中内胚葉細胞の，将来中胚葉になる側に局在すること，（３）JAK2 依存的に分裂装置

が細胞の中央に移動して中内胚葉細胞が分裂すること，（４）分裂装置の移動の際に，Not mRNA の局在が

Wnt 遺伝子依存的に維持されることが重要であることが示唆されていた.また，mRNA の局在を作り出す細胞

核の移動方向を決める機構の概略は次のようなものであることが示唆された．１）母性 p110α が受精後の卵

細胞質再配置により中胚葉側に偏る．２）4細胞期に母性p110αが活性化され，予定中胚葉領域にPtdIns(3,4,5)P3

が作られる．３）4 細胞期の PtdIns(3,4,5)P3によって引き起こされる細胞膜直下の変化を目印に，胚性の p110α

タンパク質が中胚葉領域に局在する．４）16 細胞期に胚性 p110α が活性化され，PtdIns(3,4,5)P3を作り出す．

５）これに向かって，核が移動する．2016 年度は，局在した PtdIns(3,4,5)P3 に向かって核が移動する機構に

注目して解析を進め，核の中胚葉側と内胚葉側に対になる二つの微小管からなる構造を見出した．これらの

構造が中心体であることが，構造に含まれるタンパク質の解析から示唆された．2017 年度に取り組んだ，胚

を三次元的に等方的に撮影する方法が完成を見つつあったので，中心体と核の位置の変化を詳細に解析した．

その結果，中心体の一方が，中内胚葉細胞の決まった領域に移動すること，その後の中心体と核の相対的位

置関係の変化により核が中胚葉側に移動することがわかってきた．この中心体が移動する先の領域は，将来

分裂溝を生じる領域であることが統計的解析とラベリング実験から支持され，中心体と核の相対的位置関係

の変化が核と Not mRNA を将来の中胚葉細胞に分配するのに重要であることが示唆された．ここまでの結果

を日本遺伝学会第 90 回大会にて発表し，Best Papers 賞を受賞した．本年度は，画像解析パイプラインを整備

することにも取り組み，画像解析ソフト（FIJI）と R を組み合わせた，細胞面積・体積計測と統計解析プロ

グラムを作成した．これにより，核移動時の細胞形態の変化を効率的に調べることが可能になった．その結

果，細胞形態変化が核位置を相対的に中胚葉側に移動させるのに貢献していることがわかってきた．さらに，

細胞形態の解析から，中内胚葉細胞の形態変化の原因がわかってきたので，分子レベルで検証する実験を進

めている．また，形態変化の原因を作り出す機構もわかりつつあり，これも分子レベルで検証が進んでいる．

これらの内容については，今後，学会での発表を経て国際誌への投稿を目指す． 

 
3. 受賞など 

高鳥直士（２０１９）日本遺伝学会第 90 回大会 Best Papers 賞 

 

4. 研究発表 
誌上発表 

高鳥直士 

「中・内胚葉運命分離に関わる核移動と非対称な Peeling を制御する機構の解析」若手研究者がか語る２１世

紀の遺伝学（XV）p.16 (2019) 

 

学会・研究会発表 
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Nao Yamaguchi and Kimiko Fukuda (2018) Finding a novel structure, amniotic collar, involved in the amnion and the 

pericardial cavity formation in the chicken embryo.第５１回日本発生生物学会，東京 

高鳥直士（2018）中・内胚葉運命分離に関わる核移動と非対称な Peeling を制御する機構の解析．日本遺伝

学会第９０回大会，奈良． 

照井宙夢，高鳥直士（2018）マボヤ生殖系列細胞における細胞分裂面の位置と向きを制御する機構．日本遺

伝学会第９０回大会，奈良． 

高鳥直士(2018) 慶應義塾大学 自然科学研究教育センター講演会 第４４回 中胚葉と内胚葉運命を分離す

る機構の解析．東京．12 月 3 日．  

 

 

5. その他の教育・研究活動 
福田公子 (2018) 集まれ！理系女子 女子生徒による科学研究発表会 －東北大会－講演「課題研究で楽しく

学ぼう！～自分から学ぶ、生涯学ぶ 8 月 3 日，宮城学院中学校高等学校，宮城 

福田公子 (2018) 水戸二高 SSH 課題研究協力．4 月-11 月，首都大学東京，東京 

福田公子（2018）研究会「『探究理数』を探究する」パネリスト 12 月 16 日，東京理科大学，東京 

福田公子（2018）東京都立晴海総合高校「課題研究発表回」審査員，東京．12 月 18 日 

福田公子（2018）静岡県高等学校理科教育研究会東部支部生物部会研修会講師「ニワトリ胚の観察を使った、

考える力を伸ばす実習」12 月 27 日韮山高校，静岡 

福田公子（2019）品川女子学院特別実習「ニワトリの発生」，東京．2 月 23 日 

福田公子（2019）晴海総合高校教員研修「課題研究の進め方」，東京．3 月 7 日 

福田公子（2019）新しい学びフェスタ 審査委員，東京．3 月 21 日 
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細胞遺伝学研究室 
 

1. 構成 
相垣敏郎(教授)，坂井貴臣(准教授)，朝野維起(助教)，武尾里美(助教)，佐藤翔馬(D3)，井並頌(D3)，大橋ひろ

乃(D3)，山本(岡島)美怜(D3)，タラ・バハドゥル(D3 連携)，大沼康平(D2)，フェリピ・ロガルスキ(D1)，鈴木

悠希(M2)，土志田裕太(M2 連携), 林凌也(M1), 山本采(M1), 多田浩優(M1), 舘啓生(M1), 仲田佳規(M1), 佐藤

由紀子(特任研究員)，金内太郎(客員研究員)，村松圭吾(客員研究員)，布山喜章(客員研究員)，ルーカス・ト

リンダージ(客員研究員)，船越政史(客員研究員)，木下善仁(客員研究員), 伊藤嘉浩(理研, 連携教授), 石神昭

人(都長寿研, 連携教授) 

 

2. 研究紹介 
1) ミトコンドリア病原因遺伝子 ski3 の機能解析 

  ミトコンドリア病患者のエクソーム解析から ski3 遺伝子は新規の原因遺伝子であることが示唆されている

が，ミトコンドリア機能との関連性は全く不明である．ショウジョウバエの ski3 変異体は，心拍数の異常，

及び肝臓様組織である脂肪体における異常な脂質蓄積を示す．これらは患者の症状と類似している．また，

Ski3 と GFP の融合タンパク質を作製し，脂肪体で発現させたところ，GFP シグナルはミトコンドリアに認め

られた (大沼，木下, 武尾，相垣)． 

2) Functional analysis of juvenile hormone epoxide hydrolase genes in Drosophila 

Juvenile hormone epoxide hydrolase (Jheh) has been thought to reduce juvenile hormone level in insects. Since we 

observed that overexpression of Jheh1 increased body weight and the level of triacyl glycerol (TAG). To understand the 

function of Jheh more precisely, we generated double knock out of Jheh1 and Jheh2. The level of TAG was reduced in 

the mutants, but they were viable. There is one additional copy of Jheh3, whose amino acid sequence is less similar to 

those of the other two genes. Interestingly, expression level of Jheh3 was upregulated in Jheh1 and Jheh2 double 

knockout mutants. We are currently generating triple knock out mutants of Jheh1, 2 and 3, using the CRISPR/Cas9 

system (Rogalski, Takeo, Aigaki). 

3) 肝実質細胞における老化細胞のマーカー探索 

 加齢に伴い生じる老化細胞の増加は, 老化の原因と考えられている. しかし, 生体内における老化細胞の

マーカーは未知である. 雄ラットの肝実質細胞を単離し, 細胞単位で転写物を解析したところ, 若齢と老齢

で発現量が異なる遺伝子を発見した. そのうち 3種の遺伝子は, 雄マウスの肝臓組織で, 加齢に伴い発現量が

増加することを見出した. これらの遺伝子の発現は生体内における老化細胞のマーカーになる可能性がある

(土志田，相垣, 石神). 

4) アマゾン果実 Guarana 摂取によるストレス耐性の増大 

 アマゾン果実 Guarana 種子抽出液には, ショウジョウバエの寿命を延長し, 飢餓ストレスに対する抵抗性

を高める作用がある．メチル水銀を含む培地で飼育すると，生存率が著しく低下するが，あらかじめ親バエ

に Guarana を投与すると，次世代の生存率が上昇することを見出した．Guarana 投与により発現が変化した上

位の遺伝子について，個別に強制発現を誘導する UAS 系統を作製している.それらを用いて，親世代におけ

る強制発現が次世代のメチル水銀耐性を上昇させる原因遺伝子を特定する(多田，ロガルスキ, 武尾, 相垣).  

5) ショウジョウバエ Sir2 変異体のメタボローム解析 

 SIR2 は NAD＋依存性脱アセチル化酵素であり,多くの生物で代謝調節に関与している. ショウジョウバエ

では卵巣における発現が も高い. Sir2 変異体の卵巣が小さく, 産卵数が少ない. Sir2 欠損による代謝への影
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響を明らかにするために, メタボローム解析を行った. 変異体のメタボロームは野生型のものと極めて類似

していたが，Sir2 変異体に特徴的な 17 種類の代謝産物を検出した．MS/MS データの解析から，そのひとつ

がキヌレニンであることを同定した (舘，大津，武尾，相垣). 

6) 親の栄養環境による世代を超えた代謝調節機構 

 親が環境から受けた影響が DNA 塩基配列の変化なしに次世代に現れることが知られている.ショウジョウ

バエの成虫を２日間低栄養培地で飼育した後に生まれた次世代では，対照群と比べて TAG を多く貯蔵する．

Sir2 遺伝子は低栄養に応答する遺伝子であり，カロリー制限による寿命の延長に必須と考えられている．Sir2

変異体では，低栄養条件下で飼育しても，次世代の TAG レベルに変化が認められなかった(林，武尾，相垣). 

7) RNA 結合タンパク質 Larp4B の機能解析 

ヒトがんゲノムの解析やマウスでの遺伝学的研究から, Larp4B はがん抑制遺伝子であることが示唆されて

いる.当研究室では，ショウジョウバエ Larp4B が器官や細胞の成長を抑制すること,およびその活性は Myc を

過剰発現することにより抑制されることを明らかにした. Myc mRNA が Larp4B のターゲットであるか否か

を検証するために，ゲノム編集により Myc mRNA 3’UTR を欠損する変異体を作製した. また，Larp4B タンパ

ク質を欠損する変異体では卵巣のサイズが小さく, 産卵数が約 50%に減少していた．(麻田，山本采, 仲田, 武

尾，相垣)． 

8) ショウジョウバエを用いた核酸の寿命延長効果の解析 

 核酸は遺伝情報やその発現を担う重要な物質であるが, 食餌として摂取した核酸が生体の生理機能に及ぼ

す生物学的影響を検討している. 機能性素材 S-ヌクレゲンをショウジョウバエに投与すると濃度依存的にシ

ョウジョウバエの寿命を延長する作用があることがわかった. 核酸の摂取が代謝に及ぼす影響を明らかにす

るために, LC-MS を用いた代謝物の動態を解析している(佐藤由，相垣).  

9)ショウジョウバエ卵の代謝プログラムの解明 

受精卵のダイナミックなエネルギー代謝の変化とその重要性を明らかにするため，液体クロマトグラフィー

／質量分析法を用いたメタボロミクスと遺伝学的解析をおこなった．分析条件の再検討により卵 1 個からの

代謝産物の検出が可能となり，多くの代謝産物が受精後に大きく変化することが明らかとなった．また，PyK, 

sra 遺伝子の機能解析により，解糖系や TCA サイクルなどの中心代謝経路が受精卵の代謝変化や減数分裂に

重要な役割を持つことが示唆された（武尾，岡島，舘，相垣）． 

10) 長期記憶の形成および維持の分子メカニズム 

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

することができる．長期記憶形成は神経系のダイナミックな機能的構造的変化が伴っているがその動作原理

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

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

必要であることを見出した．摘出脳イメージング解析を行い，概日時計ニューロンで Ap の発現を抑制する

と，GABA 投与による Cl-反応が上昇することが明らかになり，Ap 発現抑制が概日時計ニューロンの神経活

動を抑制しているという可能性を見出した (佐藤智，井並，坂井)． 

11) 光による長期記憶維持システム 

 動物にとって光は，色や形などの視覚情報を得るばかりでなく，概日リズムや睡眠・覚醒の制御など脳機

能に働きかけて行動パターンの変容を生み出す重要な環境刺激である．さらに，光は動物の記憶獲得に重要

な影響を与えているが，一度獲得した記憶を長期間維持する機構（長期記憶維持）において，光のような外

部環境要因がどのような影響を与えているのかよく分かっていない．我々は，学習後に恒暗条件下で飼育し

たハエでは記憶を長期間維持できないことを見出した．この光依存的な記憶維持システムの分子メカニズム

を明らかにした (井並，佐藤翔，坂井)． 
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12) 絶食により変化する侵害刺激反応の分子メカニズム 

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

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

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

らに，Crisper/Cas9 ゲノム編集技術を用いて Lk および Lk 受容体のノックアウト系統を作製し，これらの系

統では空腹による侵害熱反応低下が見られないことを明らかにした．さらに，抗 Lk 抗体を用いた解析から，

12 時間の絶食により Lk の分泌が促進されることを見出した (大橋，坂井)． 

13) オス特有の記憶形成にかかわる脳ニューロンの同定 

 哺乳類では，過度なストレスによるトラウマ記憶がオスの性的モチベーションを長期間低下させることが

知られている．昆虫であるキイロショウジョウバエでも同様の現象が知られており，「求愛条件付け」と呼ば

れている．求愛条件付けによるオスの求愛モチベーション低下は，オス特有の記憶の獲得に起因する．言い

換えると，この記憶はオスにしか作れない記憶であると言える．このオス特有の記憶はオス脳のオス化ニュ

ーロンのみにより作られるのだろうか？我々はこの疑問を明らかにするための研究を遂行した．そして，少

なくとも求愛条件付けに必須なニューロンの多くがオス化ニューロンであることを明らかにした(鈴木，井並，

佐藤翔，坂井)． 

14) 長期記憶形成における時計遺伝子 period の分子機能の解明 

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

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

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

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

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

さらに，PAS ドメイン以外のタンパク質相互作用ドメインを決しつするトランスジーンを強制発現させる形

質転換系統を作製した(倉田，鈴木，大橋，坂井)． 

15) 磁気遺伝学ツールによる神経活性化技術の確立 

 光遺伝学および温度遺伝学による神経活性化技術がすでに確立されているが，(1) マウス頭蓋骨や昆虫外

骨格は光を透過しにくく非侵襲的な神経活動光制御が困難であることや，(2) 温度変化に時間がかかり神経

活動を迅速に制御できない，などの問題点が指摘されている．我々は，磁気遺伝学を利用してこれらの問題

点を克服することにチャレンジし，ハエの接触刺激センサーとして機能する３つのタンパク質をベースにし

た磁気遺伝学ツールを作製した．(佐藤智，佐藤翔，坂井)． 

16) 昆虫表皮形成のしくみ 

 昆虫外骨格形成の仕組みについて，ラッカーゼ（laccase2）およびレジリン（resilin）に関する研究を進めて

いる. 本年は，1) カイコガ・ショウジョウバエを中心に昆虫 Lac2 の活性制御やレジリン遺伝子の機能解析,  

また 2) クワガタムシを用いた外骨格硬化増強因子の遺伝子探索を進めている. そのほか, 3) 現生種の公開ゲ

ノム情報などをもとにラッカーゼが昆虫にのみ見いだせることを明らかとし, そこから, 節足動物進化の歴

史で汎甲殻類の分岐後, 昆虫が陸上環境で大いに繁栄するに至った道程を説明しうる重要仮説を立てた（萩

原，相垣，朝野）．  

 

3. 研究発表 
誌上発表 

1. Algarve TD, Assmann CE, Cadoná FC, Machado AK, Manica-Cattani MF, Sato-Miyata Y, Asano T, Duarte MMMF, 

Ribeiro EE, Aigaki T, da Cruz IBM. (2019) Guarana improves behavior and inflammatory alterations triggered by 
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methylmercury exposure: an in vivo fruit fly and in vitro neural cells study. Environ Sci Pollut Res Int., doi: 

10.1007/s11356-019-04881-0. 
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分子遺伝学研究室 
 

1. 構成 
加藤潤一（教授）、得平茂樹（准教授）、肥後明佳（特任助教）、鬼沢あゆみ（特任研究員）、岩舘佑未（D3）、

萩原進（D3）、植木晃弘（M2）、大塚夏海（M2）、鷺朋子（M2）、志村知美（M2）、新森友香（M2）、大山夏

生（卒研生）、加藤優一（卒研生）、下仲くるみ（卒研生）、新倉孝明（卒研生）、橋本昌征（客員研究員） 

 

2. 研究紹介 
 本研究室では加藤グループが大腸菌を、得平グループがシアノバクテリアを材料として、分子生物学、遺

伝学、ゲノム生物学的研究を行っている。大腸菌は分子生物学的にこれまで もよく研究されてきたモデル

生物であるが、増殖、生存に重要な新規の機構を明らかにすることを目的に、染色体広域欠失変異、ゲノム

縮小株などを用いて解析を進めている。一方、シアノバクテリアは酸素発生型の光合成を行い、ユニークな

特徴を持ったものがたくさん存在する非常に多様な生物群である。そのような特徴・生理機能の発現には、

ゲノム上にコードされた情報を時間的・空間的に厳密に制御しながら発現させる必要がある。細胞分化や代

謝の制御、環境ストレス応答を中心として、ゲノム情報の発現制御機構の解明を目指して研究を行っている。 

 

１）大腸菌におけるギ酸依存的な尿酸分解に関与する遺伝子群の同定 

 我々は大腸菌のゲノム縮小株を利用して、種々の新規な酸化ストレス耐性機構を明らかにしてきた。今回、

酸化ストレス耐性に関与する遺伝子として同定した機能未知遺伝子 aegAとそのパラログの ygfTの解析から、

これまでブラックボックスであった大腸菌における尿酸分解が明らかになった。 

 まず aegA と ygfT の発現についての解析から、両者の微好気および嫌気条件での発現量の増大、および ygfT

の尿酸による発現誘導が明らかになった。そこで aegA, ygfT 変異株について、尿酸を単一窒素源とした時の

生育について調べたところ、aegA ygfT 二重欠損株では尿酸依存的な増殖が見られず、またその時の培地中の

尿酸の減少も認められないことがわかり、aegA, ygfT が尿酸分解に関与することがわかった。さらに機能的に

関連する遺伝子群についての解析から、aegA および ygfT が関わる尿酸の分解には、ギ酸およびギ酸脱水素

酵素 H が関与することも明らかになった。 

 これまで種々の生物の尿酸分解については好気的な代謝経路が同定されていたが、本研究により新規な代

謝経路が存在し、通性嫌気性および嫌気性細菌においても尿酸が重要な窒素源として利用されることが示唆

された。AegA, YgfT は余剰な電子を尿酸分解経路により処理することで活性酸素種の発生を抑える酸化スト

レス耐性機構としても機能している可能性が考えられる。（岩舘、加藤） 

 

２）大腸菌の活性酸素分解酵素群の生育における機能 

 好気性生物は増殖、生存に必要なエネルギーを得るために酸素を消費するが、代謝過程において一部の酸

素は反応性が高い、生物にとって有害な活性酸素に変換されてしまう。それに対して生物は種々の酸化スト

レス耐性機構を備えているが、一般的に生物は多くの抗酸化酵素を持っており、特に活性酸素を分解する抗

酸化酵素としてカタラーゼ、スーパーオキシドディスムターゼ、ペルオキシダーゼなどは重要である。大腸

菌では２種類のカタラーゼ（KatE, KatG）、３種類のスーパーオキシドディスムターゼ（SodA, SodB, SodC）

が同定されており、ペルオキシダーゼとしては AhpCF が酸化ストレス耐性に重要であることが知られている。

これらの活性酸素分解酵素群の生化学的な性質については、詳細に調べられているが、生体内での機能につ

いてはまだよくわかっていないことも多い。そこでこれらの遺伝子の変異の増殖、生存に対する影響につい
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て調べた。 

 まずこれらの酵素の遺伝子の欠失変異が増殖、生存に与える影響について、変異株とその親株を混合培養

した後で、それぞれの菌株の割合の変化を見る Competition assay により調べた。その結果、培地にマンガン

を加えて培養した場合、AhpCF 欠損変異株の割合が親株より低下することがわかり、増殖期または定常期の

初期において AhpCF の機能が重要であることが示唆された。また同じく培地にマンガンを加えて長時間培養

した時には、SodB 欠損変異株の割合が低下することがわかり、定常期において SodB の機能が重要であるこ

とも示唆された。 

 定常期における SodB の機能については、定常期における SodB の発現量を増大させた時の生育を調べるた

めに、定常期での発現量が多い dps 遺伝子の上流領域を sodB 遺伝子と融合させた菌株について Competition 

assayを行った。その結果マンガンおよび鉄を培地に加えて長時間培養した時に、dps遺伝子の上流領域を sodB, 

sodC 遺伝子と融合させた菌株の割合が増大する傾向があることがわかり、この実験からも定常期における

SodB の機能の重要性が示唆された。 

 これまでにも酸化ストレスと鉄、マンガンなどの金属との関係は注目されてきたが、活性酸素分解酵素群

の種々の変異株を用いることによって、これらの金属の有無を含めたいろいろな培養条件における、それぞ

れの活性酸素分解酵素の増殖、生存における機能を明らかにすることができると思われる。（志村、加藤） 

 

３）シアノバクテリアにおける分化細胞の形成制御機構 

 AnabaenaやNostoc属のシアノバクテリアは、数百個の細胞が一列につながった糸状体を形成する。これらの

シアノバクテリアは培地中の窒素化合物が不足すると、一部の細胞が窒素固定に特殊化したヘテロシストと呼

ばれる細胞に分化する。糸状性のシアノバクテリアは、ヘテロシスト以外にも複数の分化細胞を形成すること

が知られている。アキネートはその一つで、低温や乾燥などの劣悪な環境下での生存を可能とする休眠細胞で

ある。ヘテロシスト分化の制御機構はこの20年で徐々に明らかとなってきたが、アキネート分化の制御に関す

る知見はほとんど得られていない。 

a) ヘテロシスト分化の新規制御シグナルの同定 

 ヘテロシスト分化は、窒素欠乏により細胞内の2-オキソグルタル酸(2-OG)量が増加することで誘導される。

2-OGは転写制御因子NtcAに結合し、その活性を上昇させる。NtcAがヘテロシスト分化に関わる遺伝子群の発

現を誘導することで、ヘテロシスト分化が引き起こされる。このようにNtcAはヘテロシスト分化の誘導に必須

の転写制御因子であるが、我々はその活性がレドックスによる制御を受けていることを新たに見いだした。

Anabaena sp. PCC 7120のNtcAにはCys残基が2個存在するが、そのうちの一つのCys残基が酸化されるとNtcAの

DNA結合活性が失われることが明らかとなった。NtcAはこれまでゲノムが解読された全てのシアノバクテリ

アに保存された転写制御因子であるが、レドックス制御に関わるCys残基はその全てのNtcAにおいて保存され

ていた。ヘテロシスト分化の誘導が、細胞内の窒素栄養状態を反映する2-OGだけでなく、光合成を初めとする

エネルギー代謝状態を反映する細胞内のレドックス状態によっても制御されていることが示された。（大塚、

得平） 

b) ヘテロシスト分化のマスターレギュレーターHetRの機能解析 

 Anabaena sp. PCC 7120において、HetRはNtcA依存的に窒素欠乏により発現が誘導される転写因子である。

hetRの発現は糸状体の中の一部の細胞で誘導され、hetRが誘導された細胞が将来ヘテロシストとなる。また、

hetRの発現を強制的に誘導すると窒素源存在下でもヘテロシスト分化を誘導することができる。このように

HetRはヘテロシスト分化のマスターレギュレーターとして働くことが知られているが、近年様々なシアノバク

テリアのゲノム解析が進んだ結果、hetRがヘテロシストを形成しないシアノバクテリアにも存在することが分

かってきた。単細胞性シアノバクテリアはhetRを持っていないが、糸状性のシアノバクテリアのほぼ全てが持
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っていた。ヘテロシストを形成しないシアノバクテリアにおけるhetRの役割を解明するため、ヘテロシストを

形成しない糸状性シアノバクテリアLeptolyngbya boryanaを用いてhetRの機能解析を行った。L. boryanaのHetR

組換えタンパク質とhetR破壊株を作製し、生化学的、生理学的解析を行った結果、L. boryanaのHetRはAnabaena 

sp. PCC 7120のHetRとは、異なるDNA配列を認識することが示唆された。今後、L. boryanaにおけるその生理的

役割の解明を目指す。また、細胞が2〜4個つながった短い糸状体を形成するSynechococcus sp. PCC 7002にもhetR

が存在する。糸状体の形成とhetRの関係を調べるため、Synechococcus sp. PCC 7002の糸状体形成について解析

したところ、培養温度を低下させると糸状体を形成する細胞数が増加することが見出された。今後、糸状体形

成とhetRの関係について解析を進めていく。（加藤(優)、新倉、得平） 

c) ヘテロシスト形成パターンの制御機構 

 Anabaena sp. PCC 7120においては、ヘテロシストはおよそ10細胞ごとに1個ずつ形成される。我々はセリン・

スレオニンキナーゼをコードするpknH遺伝子がこのようなヘテロシストのパターン形成に関わることを明ら

かにしてきた。pknH遺伝子を破壊した時に見られるヘテロシストパターンの異常は、hetN遺伝子を破壊した時

と非常によく似ている。ヘテロシスト形成パターンの制御におけるpknHとhetNの役割を解明するため、その二

重破壊株および組換えタンパク質を用いた解析を進めている。（大山、得平） 

 

４）極限環境への適応機構 

a）シアノバクテリアにおける窒素飢餓での生存戦略 

 非窒素固定型シアノバクテリアにとって、環境中で も不足する元素は窒素である。そのため、窒素飢餓

環境に適応することが、シアノバクテリアが環境中で生存するためには重要である。我々はこれまでに、シ

アノバクテリアにおいて転写制御因子 NrrA が窒素飢餓条件下での生存に重要な役割を果たしていることを

明らかにしてきた。NrrA はグリコーゲン分解、酸化的ペントースリン酸経路、呼吸の酵素をコードする遺伝

子の発現を誘導し、窒素飢餓での生存率を上昇させることに寄与していた。さらに、NrrA により制御される

遺伝子の中でもグリコーゲン分解酵素をコードする glgP2 遺伝子が も重要な働きをしていることを明らか

にした。シアノバクテリアは、窒素飢餓状態になると光合成色素と光化学系が分解され光合成が停止する一

方で、細胞内に大量のグリコーゲンを蓄積する。グリコーゲン分解酵素は、シアノバクテリアが再び窒素源

を利用できるようになり窒素飢餓状態から回復するときに必須の酵素であった。蓄積したグリコーゲンを分

解することでエネルギーを獲得し、光合成色素や光化学系を再構成し、光合成を再開する。このようにシア

ノバクテリアは窒素栄養状態の変化に応答して、そのエネルギー代謝系を大きく変換することで環境変化に

適応している。転写制御因子 NrrA が窒素飢餓応答を制御し、そして NrrA によるグリコーゲン代謝の調節が

窒素飢餓への適応に重要であることが示された。（新森、得平） 

b) シアノバクテリアにおける乾燥耐性の分子機構 

 シアノバクテリアは非常に多様な生物群であり、その棲息域は海や湖沼なでの水圏から土壌、砂漠などの陸

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

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

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

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

に転写制御因子OrrAが乾燥への応答・適応に中心的な役割を果たしていることを明らかにした。しかし、OrrA

の活性を制御するシグナル伝達系は同定されていない。OrrAは二成分制御系のレスポンスレギュレーターであ

り、その活性はヒスチジンキナーゼにより制御されると考えられる。OrrAのリン酸化に関わるヒスチジンキナ

ーゼを同定し、その活性制御機構の解明を進めている。（下仲、得平） 
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 OrrAは乾燥に応答して200個を超える遺伝子の発現を誘導するが、その中でanaKa遺伝子が乾燥耐性に必須の

遺伝子であることを明らかにした。しかし、anaKa遺伝子にコードされるタンパク質の機能は全く不明であり、

どのように乾燥耐性に寄与しているのかは分かっていない。我々はanaKa遺伝子のパラログがAnabaena sp. PCC 

7120のゲノム中に複数あり、さらに非常に高い乾燥耐性を持つ細菌Deinococcus radioduransにもホモログが存

在することを見いだした。D. radioduransにおけるanaKaホモログの遺伝子破壊株の解析により、D. radiodurans

においてもはanaKaホモログが乾燥耐性に重要な役割を果たしていることを明らかにした。anaKa遺伝子は、

シアノバクテリアだけでなく多くの細菌において乾燥耐性に関与していることが示唆される。今後、anaKa遺

伝子の機能を明らかにし、細菌の持つ乾燥への耐性機構の解明を目指す。（植木、得平） 

c) 寒冷圏に生息するシアノバクテリアの環境適応戦略 

 シアノバクテリアは一般には生息に適さないとされる極限環境にも生息している。温泉や砂漠などの高温

環境中に生息するシアノバクテリアでは、高熱耐性等にかかわる研究が進んでいる一方、高山や氷河、氷床

などの寒冷圏に棲息するシアノバクテリアの環境適応戦略の実態については、ほとんど研究されてない。そ

こで本研究では、氷河に生息するシアノバクテリアの単離培養株、およびグリーンランド氷床から採取した

環境サンプルを解析することで、シアノバクテリアの寒冷環境適応戦略を明らかにすることを目的とした。

糸状性シアノバクテリア Phormidesmis priestleyi は北極域を中心に、世界各地の氷河で優占することが知られ

ている。Phormidesmis priestleyi の単離株を用いた培養実験により、培養光強度や培養液中の栄養塩濃度を変

えることで、クロロフィル a と強光から細胞を防御する働きがあるカロテノイド色素群の、細胞内の割合が

変化することが分かった。また、環境サンプルの解析により、Phormidesmis priestleyi と Calothrix parientina

の 2 種の糸状性シアノバクテリアが、同一氷河内での分布が異なることが確認された。これらの 2 種では、

カロテノイド色素群と、紫外光から細胞を防御する色素であるスキトネミンが細胞内外に高蓄積しているこ

とが、色素解析により明らかになった。低温環境では、細胞素内損傷の修復に働く酵素の活性が低くなるこ

とが知られている。そのため、寒冷圏に生息するシアノバクテリアでは、これらの光防御色素を積極的に合

成し、環境ストレスによる細胞内損傷を回避することが、繁殖に重要であることが示唆された（鬼沢、竹内

（千葉大地球科学）、得平）。 

 

５）シアノバクテリアによる二酸化炭素からのバイオ燃料生産 

 2 種類の細胞（栄養細胞とヘテロシスト）からなる多細胞生物としての Anabaena sp. PCC 7120 の特徴を活

かし、光合成（二酸化炭素の同化）と物質生産（糖の異化）をそれぞれの細胞に分担させる効率的なバイオ

燃料生産系の構築を目指している。栄養細胞とヘテロシストそれぞれの細胞種特異的に代謝改変を行うため

に、遺伝子発現誘導系と CRISPR interference システムを融合した細胞種特異的遺伝子発現制御システムを開

発した。そして、本来は窒素固定によりアミノ酸を生産している細胞であるヘテロシストの代謝改変を行い、

ガソリン代替燃料として利用可能なブタノールを生産させることに成功した。ブタノールを合成する代謝経

路にはいくつかの酸素感受性酵素が含まれるため、酸素を発生する光合成を行うシアノバクテリア細胞内で

は通常機能することができない。しかし、ヘテロシストが窒素固定のために構築する嫌気的な細胞内環境を

利用することで、酸素発生型光合成と嫌気的ブタノール生産を同時に行わせることに成功した。本成果は、

シアノバクテリアによる二酸化炭素からの物質生産の新たな可能性を示すものとして、今後のさらなる研究

の発展が期待される。（肥後、得平） 
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植物発生生理学研究室 
 
1. 構成 
岡本 龍史（教授）、古川 聡子（助教）、Md Hassanur Rahman (D3)、渡辺 選子 (D3)、戸田 絵梨香 (D2)、Kasidit 
Rattanawong（D1）、岩見 百華 (M2)、古磯 成美 (M2)、國分 巌 (M2)、中平 織香 (M2)、Tety Maryenti (M2)、
出牛 稜也 (M1)、Hanifa Aini (M1)、赤坂 大輔 (B4)、古野 真由子 (B4)、安冨 要 (B4)、和田 美月 (B4)、瀬

尾 光範（連携客員准教授）、加藤 紀夫（客員研究員）、鈴木 爽花（客員研究員）、内海 貴夫（特別研究員） 
 
2. 研究紹介  
種子の発芽、幼植物から成熟個体への成長、花芽の形成、雌雄生殖器官の発生、重複受精、種子の形成な

どのさまざまな発生・生理現象が、被子植物の生活環においておきている。 
本研究室では、それらの中でも次世代の個体を残すことに密接に関連している、「受精」と「胚発生」の過

程に焦点を当てて研究を進めている。具体的には、植物の人工受精系 (in vitro 受精系）を用いて植物の受精

および胚発生機構を解析することで、受精卵の活性化や発生の機構を明らかにするとともに、新しい形質を

もつ交雑植物の作出も視野に入れて研究をおこなっている。また、植物病原菌についての研究も進めている。 
 
１) 受精卵発生における雌雄ゲノムの分子機能 
 受精により両親のゲノムが出会い、その両親ゲノムの協調的な働きによって受精卵は胚へと発生する。本

項目では、受精卵発生における雌雄ゲノムの機能を遺伝子レベルで解明することを目的に研究を進めた。 
1-1) イネ受精卵発生における父性鍵因子候補の同定：被子植物の受精様式は重複受精であり、胚嚢内へと運

ばれた 2 個の精細胞（核相 n）は、卵細胞（n）および中央細胞（2n）とそれぞれ融合する。これにより、

卵細胞は次世代個体となる受精卵（2n、雌雄ゲノム量比 1：1）へ、中央細胞は胚に栄養を供給する一次胚

乳細胞（3n、雌雄ゲノム量比 2：1）へと変換し、それぞれ胚および胚乳へと発生・発達する。このように、

受精卵は雌雄の配偶子の融合によって生じるが、受精卵（胚）の発生過程における雌雄ゲノム（配偶子）

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

未知のままである。これまでの本研究室の研究により、雌性配偶子（ゲノム）過多の倍数性受精卵が正常

に発生する一方で、雄性配偶子（ゲノム）過多の倍数性受精卵では初期発生段階で異常を示すことが示さ

れ、さらに、亜種間交雑イネ受精卵のトランスクリプトームおよび SNP 解析により、受精卵において父性

アリルにのみ由来して発現する遺伝子が 23 個同定されている。本年度は、それら遺伝子の中から、転写因

子および脱リン酸化酵素をコードする 3 つの遺伝子(BBM, GMB, HPP1)についてさらに解析を進めた。

（Rahman、岩見）。 
1-2) OsASGR-BBML1 initiates rice early zygotic development: Among the above mentioned 23 genes, Oryza sativa 

Apospory-specific Genome Region (ASGR)-BABY-BOOM LIKE (BBML) 1 (OsASGR-BBML1), presumed to encode an 
AP2-transcription factor, was focused, due to its reported role in zygotic development. Interestingly, ectopic 
expression of OsASGR-BBML1 in egg cells induced nuclear and cell divisions, indicating that exogenously expressed 
OsASGR-BBML1 converts the proliferation status of the egg cell from quiescent to active. In addition, the suppression 
of the function of OsASGR-BBML1 and its homologues in zygotes resulted in the developmental arrest, suggesting 
that OsASGR-BBML1 possesses an important role in initiating zygotic development. Furthermore, the overexpression 
of the protein in zygotes provided inhibitory effect on the progression of zygotic development, indicating that the 
expression levels of OsASGR-BBML1 in zygotes need to be critically regulated for optimal zygotic development. 
Combining these results, it was suggested that the expression levels of OsASGR-BBML1 in egg cells and zygotes are 
suppressed and properly regulated, respectively, to maintain their cell fates. Monoallelic or preferential gene 
expressions from the paternal genome in zygote might be a safety mechanism allowing egg cells to suppress the gene 
expression cascade toward early embryogenesis that is normally triggered by fusion with a sperm cell.（Rahman） 

1-3) 受精および受精卵発生における HPP および GMB の機能: 上記 1-1) に示されている HPP1 はリン酸化

酵素、GMB は転写因子 GAMYB に結合する性質を持つタンパク質をそれぞれコードする。昨年度までに
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ゲノム編集技術を用いて当該遺伝子欠損イネを作出した。今年度は変異体植物の表現型を観察したところ、

変異体植物の稔実率は野生型と相違ないことが示された。さらに、hpp1 由来の配偶子を用いて in vitro 受

精卵の作出および観察を行ったところ、その発生過程は野生型受精卵と同様であることが示された。よっ

て HPP1 および GMB は単独で受精卵発生の進行の可否に影響を及ぼす遺伝子ではないことが示された。ま

た、昨年度までにメチローム解析結果を用いて特定した、両遺伝子の周辺領域において DNA メチル化レベ

ルが精細胞ゲノムで高く、卵細胞ゲノムで低いパターンを示す領域について、バイサルファイトシークエ

ンスにより詳細なメチル化レベル解析を行った。その結果、精細胞ゲノムにおいて当該領域の高度なメチ

ル化が検出され、メチロームの結果と矛盾のない解析結果が得られたことから、DNA メチル化状態に影響

を及ぼすエピジェネティックな発現制御機構が存在する可能性が示された。（岩見） 
1−4) イネ受精卵発生における雄性過多不全: これまでの研究により、雌性配偶子（ゲノム）過多の倍数性受

精卵が正常に発生する一方で、雄性配偶子（ゲノム）過多の倍数性受精卵は初期発生段階で異常を示すこ

とが示されてきた。本年度は、多精受精卵がその発生過程で異常を呈する発達段階を特定し、多精受精卵

の発生不全機構の分子基盤の解明に向けた解析を進めた。（出牛、戸田） 
 
２) 受精卵発生と活性酸素種（ROS）およびカルシウムイオン 
 卵細胞は精細胞と融合すると細胞内のイオンや活性酸素種 (ROS) のレベルが急激に変化し、それらの変

動と融合卵細胞の活性化や初期発生は密接に関連していると推定されているが、受精直後の融合卵細胞（受

精卵）におけるそれらの変動への知見は極少ない。本項目では、受精に伴う ROS やカルシウムイオンの変動

を明らかにし、その受精卵発生への寄与を詳細に調べることを目的とした。 
2-1) イネ卵細胞および受精卵における活性酸素種（ROS）の観察：ROS は「酸化ストレス」と呼はれる生体

損傷をもたたらす一方で、細胞のストレス応答や発生の過程においてシグナル分子としての役割も有して

いる。これまでのイネ配偶子および受精卵におけるオーム解析の結果から、ROS の消去に関与すると想定

される遺伝子の転写・翻訳産物が受精時に精細胞より卵細胞（受精卵）に運び込まれることが推定され、

また、動物の受精卵発生過程における ROS の蓄積が発生異常を引き起こすことが知られている。これらの

ことから ROS が受精卵発生過程に関与することが想定された。そこで、イネ卵細胞内および受精卵内の細

胞内およびミトコンドリア内 ROS レベルを観察したところ、受精後に細胞内 ROS レベルが減少し、ミト

コンドリア内 ROS レベルは融合後 1 時間で減少し、その後卵細胞と同程度のレベルまで上昇する傾向が観

察された。また、受精後に発現レベルが上昇し、ROS を消去する酵素であるグルタチオンペルオキシダー

ゼ 1 (GPX1) および GPX3 の細胞内局在を観察したところ、GPX1 は核およびミトコンドリア、GPX3 はミ

トコンドリア内に局在していた。これらのことより、受精卵中において核とミトコンドリアにおいて GPX
による ROS の消去が行われていることが推定された。さらに、GPX1 の変異体植物が作出されており、そ

の植物体を用いることで ROS レベルの変化が発生へ及ぼす影響について解析を進めている。（古磯、

Rattanawong） 
2-2) Oxidative stress response and proteostastic mechanism during megagametogenesis and zygotic development in 

angiosperms: The megagametogenesis and zygotic development are metabolically active processes that enable the 
achievement of specific differentiated states of egg cells and zygotes, respectively. In this study, DCFH-DA staining in 
egg cells and zygotes allows visualization of the decrease of intracellular ROS levels in zygote at 4-16HAF, while the 
persistence of high ROS levels in egg cells might indicate the signaling role of ROS in maintenance of egg cell 
characteristics. In addition, the increase of ROS levels was also detected in globular-like embryo, suggesting that 
temporal oscillation of ROS levels might play an essential role in early embryogenesis in angiosperm. Besides the 
fluctuating ROS levels, we also found the change in localization of intracellular ROS during embryonic development. 
Furthermore, during megagametogenesis and zygotic development, stress-induced erroneous protein synthesis might 
result in formation of hydrophobic protein granules called aggresomes. The presence of fluorescent foci stained with 
PROTEOSTAT® Aggresome Detection Kit was observed in egg cells, indicating that the egg cells might be subject to 
the protein stress events and form aggresomes, but the verification is still underway. 35Spro::HSP70 
intron::RUBQ2-GFP in pMON30049 plasmid was also generated to allow dynamic visualization of protein 
aggregates in egg cells and developing zygotes.（Rattanawong, Koiso） 
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2-3) カルシウムレベル変化と受精卵初期応答の関係性：配偶子融合直後の細胞質カルシウム(Ca2+)レベルの

一過的上昇がトウモロコシおよびシロイヌナズナで報告されている。しかし、細胞質 Ca2+が細胞小器官由

来なのか、または細胞外からの流入によるものなのかといった Ca2+の供給源については明らかにされてい

ない。本研究では、イネ単離配偶子の電気的細胞融合法を用いて、Ca2+非存在下での受精時におけるイネ受

精卵の Ca2+レベル観察をすることで、イネ受精卵内の Ca2+レベル変化動態およびその Ca2+供給源を明らか

にすることを目指した。受精時の Ca2+レベル変化を Fluo-8H の蛍光輝度変化を元に解析したところ、 1) in 
vitro 受精操作が、受精非依存的に卵細胞および受精卵の Ca2+レベル上昇を引き起こすこと、2) 内在性の

Ca2+のみでも、Ca2+レベル変化が起きること、3) 精細胞との融合が細胞外からの Ca2+の流入を引き起こす

ことが示唆された。（國分） 
 
３) 受精卵の発生プロファイルの解析 
3-1) フィーダー細胞培養液が受精卵の発生に与える影響： フィーダー (Oc) 細胞は in vitro 受精 (IVF) 系で

作出した受精卵の発生において、受精卵の核合一から第一および第二分裂といった初期発生に必須であり、

初期発生の促進物質はフィーダー細胞培養液中に存在することが示唆された。そこで、フィーダー細胞培

養液の初期発生の促進能力が加熱処理によって失われるかを検討中である。（渡辺） 
3−2) Nuclear and mitochondrial dynamics during zygotic development in rice: A fluorescent dye, Kakshine, was used 

for staining of nuclear and/or mitochondrial DNA in rice gametes and zygotes. Kakshine dye is newly synthesized 
fluorescent dye that was optimized for labeling DNA especially in plant cells, and the dye can be immersed into inside 
of the tissue. Moreover, cells and tissues stained with the dye can divide and grow normally without causing the 
damage on the plant development. The stained zygotes were sequencially observed to monitor dynamic of nuclear and 
mitochondria during zygotic development. By using 0.1 μM kakshine dye3 for 10 min incubation, the rice zygotes 
could divide normally in the droplet culture, but the fluorescent signals could not be observed one day after fusion. By 
using 1.0 μM Kakshine dye3 for 10 min incubation, the rice zygotes also could divide normally in droplet culture. The 
separation of chromatin could be monitored, and the nuclei of two-celled embryo could be seen clearly by using this 
fluorescent signal at one day after fusion, but the mitochondria signal decreased gradually. The second day after fusion, 
the fluorescent signals of the nuclei and the mitochondria could not be observed anymore. I am going to use the same 
consentration (1.0 μM) and increase the incubation time into 60 min. The concentration and incubation time will be 
varied for my further experiment to find out the best treatment of staining to monitor the dynamics of the nuclei and 
the mitochondria during zygotic development clearly (Aini). 

3-3) 受精卵発生過程における細胞周期調節遺伝子の機能：イネの雌雄配偶子の細胞周期は共に G1 期にあり、

雌雄配偶子の核合一に伴って S 期に入り、G2 期、M 期を経て、2 細胞胚となる。これまでに、イネ卵細胞

及び受精卵中における細胞周期制御関連遺伝子群の発現が調べられており、イネ卵細胞においては 8 種の

CDK 阻害因子（KRPs）のうち OsKRP2 のみが発現しており、また受精後 6 h において WEE (OsWEE)の発現

が特異的に誘導されることが示されている。本研究では卵細胞及び受精卵における OsKRP2 及び OsWEE1
の発現レベルを抑制、あるいは過剰状態にし、さらにそれらの細胞と野生型細胞の分裂、発生過程を比較

することで、当該遺伝子の機能解析を行うことを目的とした。現在は、作成したOsKRP2配列特異的なdsRNA
の卵細胞導入による、OsKRP2 発現レベル抑制実験を進めている。（安冨） 

 
４) イネ卵細胞の自律的分裂機構 
これまでに、単離卵細胞を低温処理後に培養すると低い確率であるが細胞分裂が見られたことから、単離

および低温処理などのストレスにより卵細胞における発生プログラムの抑制が解除され、自律的な分裂・発

生が引き起こされる可能性が示されている。また、この卵細胞の自律的発生能には品種間差があり、インデ

ィカ品種 Kasalath の分裂率が高いことが示されている。さらには、卵細胞由来の植物体多くが二倍ま四倍体

であることから、卵細胞の分裂・増殖の過程においてこの核内倍加が生じている可能性が高い。本項目では、

この卵細胞の自律的分裂・発生機能の解明を目的に解析を進めた。 
3−1) HDAC 阻害剤による分裂誘導：これまでに卵細胞の自律的分裂・発生を誘導する化合物スクリーニング

が行われ、ヒストン脱アセチル化酵素(HDAC)阻害剤として知られているスベロイルヒドロキサム酸（SAHA）
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が卵細胞の核分裂誘導に有効である可能性が示されている。本年度は、SAHA の作用機作を調べるために、

卵細胞に SAHA を様々な条件で添加しその培養を行った結果、濃度 10 µM で 24 時間処理した条件または

濃度 100 µM で常時添加した条件において高い核分裂率及び受精卵様の分裂プロファイルが観察された。

SAHA が核分裂誘導に有効である一方で、SAHA 構造類縁体処理による核分裂誘導は確認できていない。

今後は、さらなる適切な SAHA 処理の条件の探索と、SAHA 処理を行った卵細胞と未処理の卵細胞、およ

び受精卵における遺伝子発現プロファイルの相違の比較をし、発生制御因子の特定に繋げてゆく。（和田、

國分） 
3−2) 当該分裂現象に関与する遺伝子座の同定に向けて、Kasalath と日本晴（ジャポニカ品種）の染色体置換

系統イネを用いた解析を進めている。現在、関与している可能性のある遺伝子座がある程度絞られた。さ

らに並行して、品種間における分裂率の違いを利用した Genome Wide Association Study（GWAS）による遺

伝子座解析も進めている。（赤坂） 
 
５) 受精卵と体細胞に共通する発生機構 
受精卵から植物体が発生する「受精卵発生」と、脱分化した体細胞から植物体を再形成する「体細胞発生」

を解析、比較することで植物細胞の増殖、発生及び分化全能性を支える根本的な原理の一端を見出すことが

できると考えられる。本項目では、イネのプロトプラストを用いた体細胞発生系とイネ in vitro 受精系を用

いて、双方の細胞の発生過程の比較検討を行うことを目的とした。まず、体細胞胚発生過程についての単一

細胞レベル解析に向けて、カルスの誘導・培養条件やカルスからプロトプラストを単離する際の細胞壁分解

酵素処理の条件、単離したプロトプラストの培養条件などの検討を行い、至適条件を決定した。次に、確立

した実験条件を用いて単離および培養したプロトプラストの細胞分裂・増殖過程を経時的に連続観察し、分

裂・増殖能を保持しているプロトプラストの細胞的性質の特定を試み、培養したプロトプラストの約 3.5 %
（n=8/224）が増殖性プロトプラストであることを明らかにした。（中平） 
 
６) コムギ in vitro 受精系の確立 
これまでの in vitro 受精系は様々な受精卵の発達および発生機構が明らかにされてきた。また、近年、受精

卵への物質導入系や後述するように受精卵へのCRISPR/Cas9タンパク質-gRNA複合体の導入によるゲノム編

集植物の作出法も確立されており、in vitro 受精系の利用価値が飛躍的に高まっている。これらのことから、

トウモロコシおよびイネに加え、コムギ配偶子を用いた in vitro 受精系の確立を目指し、研究を進めた。 
Establishment of an in vitro fertilization system in wheat (Triticum aestivum L.): In vitro fertilization has been utilized 

to dissect post-fertilization events in angiosperms, since the female gametophytes of plants are deeply embedded 
within ovaries. Moreover, IVF system also could be used for creating hybrid and polyploid zygotes. Among three 
major agricultural crops, a complete IVF system has been developed in maize and rice. While in wheat, on the other 
hand, a complete IVF system has not been established yet. In this study, I succesfully established a complete IVF 
system of wheat. Fusion of gametes was performed via a modified electrofusion method, and the fusion product, a 
zygote, formed a cell wall and two nucleoli. The first division of zygotes was observed 19–27 h after fusion, and the 
resulting two-celled embryos developed into 10–20-celled globular-like embryos and multicellular club-shaped 
embryos by 3 and 7–10 days after fusion, respectively. Such zygotic division profiles were mostly consistent with 
those in the embryo sac, suggesting that the division profile of IVF-produced early embryos reflects that of early 
embryos in planta. The IVF-produced club-shaped embryos described here, did not develop into differentiated 
embryos but into compact embryonic calli. After getting compact embryonic calli, we transferred them onto the callus 
induction. The 2 mm calli we obtained were transferred onto the regeneration medium and the plantlets could be 
obtained after transferring the calli onto the rooting medium. The seeds harvested from plants derived from those 
plantlets grew normally into seedlings. (Maryenti) 

 
７) 交雑受精卵の発生機構：発生不全およびゲノム脱落機構の解明および制御 
トウモロコシおよびイネに加え、コムギ配偶子を用いた in vitro 受精系が近年演者らによって確立され、3

大穀物すべてについて in vitro 受精系を用いた研究を行える環境が整いつつある。本項目では、これら 3 種の
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異種の配偶子を任意の組み合わせで融合させることにより様々な異質倍数性受精卵を作出し、それらの発生

能を観察することで、どのような異種雌雄ゲノムの組み合わせをもつ受精卵が発生能を有するか見つけ出す。 
7-1) Establishment of a complete wheat IVF will be giving many advantages in dissecting abundant resources basing in 

wheat and for making distant hybridization with rice or maize. The distant hybridization itself is underway, and I am 
trying to overcome hybrid developmental arrest by using polyploidization. (Maryenti) 

7-2) イネ科配偶子を用いた交雑受精卵の作出および発生プロファイル：異種交雑は新たな形質を持つ生物が

誕生する大きな原動力の一つであるが、受精前の生殖的隔離を回避して交雑受精卵が生じても、多くの場

合、染色体脱落や異種ゲノム間の軋轢などにより、その交雑受精卵の発生過程に異常が生じる。しかし、

コムギの子房にトウモロコシ花粉を受粉させると、胚発生の初期段階で花粉親であるトウモロコシの染色

体が選択的に失われて、半数性のコムギ種子が形成されることが知られている。この現象の全体像や分子

基盤はほとんど明らかにされていない。本研究では、交雑植物の受精卵発生過程における染色体脱落の制

御機構を解析することを目的とし、in vitro 受精系を用いて交雑受精卵を作出し、その発生過程の観察を行

った。イネ卵細胞とトウモロコシ精細胞を融合した交雑受精卵では、これまでほとんどが 100 細胞胚程度

で発生が停止していたが、今回それ以降も発生を進めカルスまで成長した個体が観察された。また、コム

ギ卵細胞とトウモロコシ精細胞を融合した交雑受精卵では順調に発生が進み、幼植物体が得られている。

今後は、この幼植物体の倍数性の確認やゲノム解析を行うことで染色体脱落の機構を明らかにしてゆく。(古
野) 

 
８）新形質植物の作出 
 in vitro 受精系は、受精卵発生機構の解明のための実験系という側面に加え、異質あるいは同質倍数性受精

卵の任意的作出や、それら受精卵への直接的な物質導入など多面的な利用が可能な手法であり、新たな細胞

育種技術となるポテンシャルを有している。本項目では、育種への展開を意識した研究を推進した。 
8-1) イネ受精卵を用いたゲノム編集技術の確立：次世代の育種技術の開発・応用に向け、イネ受精卵への Cas9
タンパク質-gRNA 複合体および CRISPR/Cas9 ベクターの直接導入によるゲノム編集技術の確立を、理研お

よび日本たばこ産業（株）との共同研究として進めた。DsRed2 を発現する形質転換体イネ由来の受精卵に、

DsRed2 配列を標的とした Cas9 タンパク質-gRNA 複合体あるいは CRISPR/Cas9 ベクターを導入した。その

結果、受精卵／胚の発生過程において DsRed2 蛍光の減衰および消失が観察され、これらの個体では、標的

配列への変異導入が確認された。さらに、内生の遺伝子を標的としたゲノム編集イネの作出も試みたとこ

ろ、Cas9 タンパク質-gRNA 複合体および CRISPR/Cas9 ベクターの直接導入により、処理した受精卵の約

4-64%から、標的変異導入された植物体が得られた。（戸田、古磯、*木羽、**刑部敬、**刑部祐、加藤、岡

本（*理研、**徳島大）） 
8-2) 上記 7）の項目の解析から、どのような異種雌雄ゲノムの組み合わせをもつ受精卵が発生能を有するか

見つけ出し、次に、発生が進行する交雑正常胚と発生が停止してしまう交雑不全胚における異種ゲノム（染

色体）の保持状態を確認する。その後、それら胚のトランスクリプトーム解析を行い、2 種の交雑胚におけ

る遺伝子発現プロファイルの違いを明らかにし、さらに、交雑胚中の転写産物がいずれの異種雌雄ゲノム

に由来するのか特定する。これにより、異質ゲノムをもつ受精卵・胚の発生機構の一端を明らかにし、さ

らに、胚発生不全機構を乗り越えるための糸口を見つけ出す。 (Maryenti、古野) 
 
９）新病害の同定及び植物病原菌のライフサイクルの解析 
 植物微生物相互作用の理論的解析に関しては、根粒菌とマメ科植物に関して、C, N のフローに関しリッカ

ルドの理論により説明できることを以前証明したが、これをさらに進め、根粒形成の初期過程について同様

の理論が当てはまるかに関して検討を行った。具体的には ATP を共通の価値基準とすることで、過去の個別

データから共生が成立する条件に関し理論的な仮定が成り立つことを証明した。 
新病害に関しては、都市緑化植物の病害の一例として前年に引き続きキヅタの新病害と新たにホテイアオ

イについて研究を行った。キヅタはほとんど病害が知られておらず、病害抵抗性の高い植物として有名だが、

神奈川県川崎市において、斑点性の病害を発見した。病徴からは 低 2 種類の病害に分類されると思われる。

現在原因菌の同定と病徴の再現を行っている。また、カンアオイを始め他数種の新病害の同定も進めている。
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（古川） 
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び Cas9 タンパク質-gRNA 複合体の直接導入によるゲノム編集技術の確立」、2019 年 3 月 16 日 

 
特許 
WO2018143480 植物に物質を導入する方法 発明者：加藤紀夫、市川雅子、岡本龍史、古磯成美、木羽隆俊、

戸田絵梨香 出願者：日本たばこ産業、理化学研究所、首都大学東京 
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細胞生化学研究室 
 

1. 構成 
川原裕之（教授）、横田直人（助教）、野口あや（RA）、林下瑞希（D3）、高橋俊樹（D3）、南雪也（D3）、出

水俊輔(D2)、松浦明利（M2）、松浦 雪（M2）、泉田采音（M2）、境 夏美（M2）、田島佳寿（M2）、斎藤弘

真（M2）、萩原拓海（M2）、淺沼真冬（M2）、松田 味蓉（M1）、宮内 真帆（M1）、宮田 宗太朗（M1）、大

谷 英隆（M1）、大澤遥花（M1）森瑠香（卒研生） 

  

2. 研究紹介  
 当研究室は、「細胞内タンパク質の代謝機構とその生物学的意義」をキーコンセプトに、細胞内でのタンパ

ク質運命決定のメカニズムを探る基礎研究から、医療を含めた様々な応用研究へ新領域を開拓することを目

指して、研究に励んでいる。当研究室では、現在、上記コンセプトに合致する３つのテーマ、１）新合成ポ

リペプチドの品質管理機構、２）膜貫通タンパク質を介した新しい情報伝達系、３）新しい zinc-finger タン

パク質による細胞周期制御機構、を主なターゲットに研究を進めている。加えて、各テーマにおける個々の

遺伝子機能を詳細に解析するために、４）CRISPR/Cas9 を用いた遺伝子改変を利用した研究も進めている。

これらの研究の概要と現状について記載する。 

 

１）BAG6 を介した新合成ポリペプチドの品質管理機構 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

究を進めている。 

 

２）膜貫通タンパク質 Pacthed1 を介した新しい情報伝達経路の解明 

 当研究室は、線虫の性決定情報伝達経路が、ヒト細胞の増殖抑制経路と一部類似することに注目し、ヒト

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

パク質分解系が線虫の生殖幹細胞の分化運命の決定に必須な機能を有することを明らかにした。線虫

Caenorhabditis elegans の生殖幹細胞の分化は、細胞外情報を 12 回膜貫通レセプタータンパク質である TRA-2

が受容することにより、下流の転写因子 TRA-1 が活性調節され成立する。ヒトにおける類似経路は、Sonic 

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

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

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

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

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

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

細胞機能制御の新しい機構を提案しようとしている。 

 

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

 当研究室では、線虫 C. elegans の多重 RNA 干渉法を開発し、これまで遺伝学的解析が困難であった機能重

複遺伝子群の網羅的解析に取り組んできた。その結果、卵減数分裂の進行に必須の役割を果たす新規 CCCH

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

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

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

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

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

タンパク質（Tis11 ファミリータンパク質）の細胞周期への関与に着目した研究を進めている。その結果、細

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

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

機構にリン酸化が関与することを示唆する新たな知見も得た。引き続き、ヒトをはじめとした脊椎動物の細

胞分裂に、CCCH 型 zinc-finger タンパク質群がどのような役割を果たしているかについて、その作用するタ

イミングや標的因子を明らかにしていく計画である。 

 

４）新しい遺伝子組換え系を用いた細胞現象の解明 

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

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

この手法は、対象の遺伝子の発現を完全に抑えられないこと、異なる標的に対して効果を発揮している可能

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

機能破壊法を行うことが求められていた。そこで、効率的にゲノム編集が行える CRISPR/Cas9 を用い、ノッ

クアウト細胞の作出をこころみた。今年度は、標的遺伝子をコンディショナルにノックアウトできるような

系を作出すべく、CRISPR/CAS9 を用いた相同組み換えを目指した。プラスミドを用いて CAS9 と gRNA を細

胞内で発現させる方法のみならず、Cas9-gRNA 複合体を in vitro で合成し、それをトランスフェクトするこ

とで、改変を試みた。 

 

 

3. 研究発表 
欧文原著論文 

1. Kondo, M., Noguchi, A., Matsuura, Y., Shimada, M., Yokota, N., and Kawahara, H. (2018) Novel 
phosphorelay-dependent control of ZFP36L1 protein during the cell cycle. 
Biochem. Biophys. Res. Comm. 501; 387-393. doi.org/10.1016/j.bbrc.2018.04.212 

2. Takahashi, T., Minami, S., Tajima, K., Tsuchiya, Y., Sakai, N., Suga, K., Hisanaga, S., Obayashi, N., 
Fukuda, M., and Kawahara, H. (2019) Cytoplasmic control of Rab-family small GTPases through 
BAG6. EMBO Rep. e46794, DOI 10.15252/embr.201846794 
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3. Demizu, S., Asaka, M., Kawahara, H. and Sasaki, E. (2019) TAS-203, an oral phosphodiesterase 4 
inhibitor, suppresses goblet cell hyperplasia and MUC5AC production in rodent models.  

   Eur. J. Pharmacol. 849, 22-29. doi.org/10.1016/j.ejphar.2019.01.068 
 

邦文総説 

1. 川原裕之(2018)「膜／分泌タンパク質の生合成プロセスを監視するプレエンプティブ品質管理」医学のあ

ゆみ 

 

口頭発表 

1. Kawahara, H., Minami, S., Takahashi, T. (2018) BAG6 regulates cytoplasmic pool of Rab family small GTPases. 

分子生物学会ワークショップ「新生鎖オリガネラ膜タンパク質局在化と品質管理」（オーガナイザー藤木

幸夫、川原裕之）日本分子生物学会41回年会、パシフィコ横浜、2018年11月28日 

2. 川原裕之 (2019)「プレエンプティヴ経路特異的Ubデコーダーの生理的意義解明」第２回ユビキチン研究

会、 東京大学・武田ホール、 2019年1月15日 

 

ポスター発表 

3. 松浦明利、林下瑞希、萩原拓海、横田直人、川原裕之(2018) 「ミトコンドリア品質管理におけるUBL4A

の新規機能」日本分子生物学会第41回年会、パシフィコ横浜、2018年11月30日 

4. 田島佳寿、高橋俊樹、大林典彦、福田光則、川原裕之(2018)「BAG6が標的とする新規Rabファミリータン

パク質の同定とその意義」日本分子生物学会第41回年会、パシフィコ横浜、2018年11月28日 

5. 宮田宗太朗、川原裕之(2018) 「BAG6 N200 tandem repeat は不良ポリペプチドを強固に認識する新規プロ

ーブである」 日本分子生物学会 41 回年会、パシフィコ横浜、2018 年 11 月 29 日 

6. 泉田采音、林下瑞希、高橋俊樹、川原裕之(2018) 「Rab 特異的シャペロンタンパク質 GDI と BAG6 の相

互作用解析」 日本分子生物学会第 41 回年会、パシフィコ横浜、2018 年 11 月 29 日 

7. Toshiki Takahashi, Hiroyuki Kawahara (2018) BAG6 regulates degradation of Rab GTPase. 日本分子生物学会

第 41 回年会、パシフィコ横浜、2018 年 11 月 28 日 

8. 宮内真帆、高橋俊樹、岩佐康之、川原裕之(2018) 「BAG6 依存的な Rho ファミリータンパク質制御機構

の解明」日本分子生物学会第 41 回年会、パシフィコ横浜、2018 年 11 月 30 日 

9. 松浦雪、野口あや、横田直人、川原裕之(2018) 「核内における ZFP36L1 の翻訳後修飾は細胞質内とは

異なっている」 日本分子生物学会第 41 回年会、パシフィコ横浜、2018 年 11 月 30 日 

10. 境夏美、川原裕之、高橋俊樹(2018) 「BAG6による小胞輸送の制御因子Rabの分解および制御機構」 日本

分子生物学会第41回年会、パシフィコ横浜、2018年11月30日 

11. 淺沼真冬、南雪也、鈴木理滋、川原裕之(2018) 「BAG6複合体を介した不良インスリン認識機構の解明」 

日本分子生物学会第41回年会、パシフィコ横浜、2018年11月30日 

12. Yuki Matsuura, Aya Noguchi, Naoto Yokota, Hiroyuki Kawahara (2018) 「Possible novel function of ZFP36L1 in 

the nucleus」  日本生化学会回年会、京都、2018 年 9 月 25 日 

13. 阿部貴則、及川大輔、寺脇正剛、後藤栄治、高橋宏隆、大竹史明、川原裕之、堀居拓郎、畑田出穂、佐
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伯泰、田中啓二、澤崎達也、徳永文稔(2018)「自然免疫制御に関わる新規 RING 型 E3（RNF126）の同定

と機能解析」日本分子生物学会第 41 回年会、パシフィコ横浜、2018 年 11 月 30 日 

14. 宮田宗太朗(2019)Tandem BAG6-N-terminal entities is an efficient probe for defective polypeptides. 首都大学

東京バイオカンファレンス、2018 年 11 月 

15. 高橋俊樹、川原裕之（2019）「BAG6 依存的な Rab small GTPase 分解機構の解明」第２回ユビキチン研究

会、東京大学・武田ホール、 2019 年 1 月 16 日 

16. 林下瑞希、横田直人、川原裕之(2019)「ミトコンドリア品質管理におけるBAG6 の機能解明」第２回ユビ

キチン研究会、東京大学・武田ホール、 2019年1月16日 

17. Mizuki Hayashishita, Naoto Yokota, Tomohisa Hatta, Tohru Natsume and Hiroyuki Kawahara (2018) A novel 

function of the BAG6 on mitochondria. The 1st International Mitochondria Meeting for Young Scientists 京都 

Hotel Co-op Inn Kyoto, 2018年4月22日 
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進化遺伝学研究室  

 
1. 構成  
田村浩一郎（教授），高橋 文（准教授），野澤昌文（助教），山口 諒（学振 PD），瀬戸陽介（特任研究員），

田中健太郎（特任研究員），小川佳孝（RA），秋山礼良（D3），ルレジオール スルタン（D1），シン シカ（D1），

三浦麻衣（M2），犬山愛莉香（M2），青木花織（M1），近藤朋希（M1），佐藤愛莉（M1），高橋佳乃子（M1），

ミノヴィッチあに香（M1），蔡 宇佳（M1），綿貫 栞（卒研生），藤近敬子（卒研生），秋山茉子（卒研生），

北澤優季菜（卒研生），寺川凌平（卒研生） 

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

シーケンサーを活用したゲノムレベルの研究を行っている．また，それらの基盤となる分子進化・分子系統

解析のための理論的研究や解析ソフトウェアの開発も行っている．教員の田村，高橋，野澤は生命情報研究

センターにも所属している．  

1）アカショウジョウバエ低温耐性の遺伝機構と温帯への適応進化のメカニズム 
熱帯から温帯に分布を急速に広げたアカショウジョウバエは，低温順化によって低温耐性が大きく向上す

る．そこで，低温順化の応答に関与する遺伝子を同定するため，低温順化によるトランスクリプトームの変

化，またその系統間変異を RNA-Seq によって解析している．（シン，木村，田村） 

日本に生息するアカショウジョウバエは，台湾由来であることが分かっている．そこで，日本と台湾で採

集したそれぞれ 50 系統のゲノム DNA 塩基配列を決定し，両集団の遺伝的構成および連鎖不平衡を調べてい

る．また，台湾由来の 50 系統について，ゲノム DNA 塩基配列を系統ごとに決定した場合と pool-seq で集団

全体を対象に決定した場合の間で，得られた集団遺伝学的統計量を比較したところ，pool-seq を用いると

Tajima’s D の推定にバイアスが生じるが，リードをサブサンプリングしてデプスを均一化することによって，

そのバイアスを小さくできることが分かった．（ルレジオール，小川，野澤，1和多田，田村：1愛媛大学） 

台湾で採集した 250 系統を用いて実験集団を構築し，低温処理による人為選択を行うことで，実際に低温

耐性が向上するか調べる実験を行っている．今年度，24 世代目に達しているが，13 代目以降，低温による

人為選択を行った集団は，対照実験集団に比べて有意に低温処理後の生存率が高くなった．pool-Seq によっ

て 11 世代目と 21 世代目の集団のゲノム DNA 塩基配列を決定し，現在，人為選択による遺伝的構成の変化

を分析している．（近藤，田中，田村） 

また，低温順化したハエに高温処理を施すことで，高温耐性に差が生じるかどうかを調べたところ，雄で

は低温順化の有無によって高温耐性に有意な差が見られた．すなわち，少なくとも雄では，低温順化による

高温耐性の低下が起こることが確認され，低温耐性と高温耐性は，どちらかが一方が向上するともう一方が

低下するトレードオフの関係にあることが示唆された．（秋山茉，田村） 

2）アカショウジョウバエとテングショウジョウバエにおける減数分裂組換えの遺伝機構 
多くの生物種では減数分裂における組換え率に性差があり，極端な場合，片方の性において組換えが全く

起こらない．この現象はアキアズミーと呼ばれるが，そのメカニズムは未だ分かっていない．そこで，雄で

組換えが起こらないアカショウジョウバエと，姉妹種で雄でも組換えが起こるテングショウジョウバエを用

い，減数分裂組換えの遺伝機構を調べている． 

アカショウジョウバエとテングショウジョウバエを交配し，その雑種第 1代(F1)での減数分裂組換え率を，

戻し交配個体の遺伝子型を DNA マーカーによって調べた結果，F1 は雄では組換えは起こらず，雌では第 2
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染色体の組換え率が第 3 染色体の組換え率よりずっと低く，いずれの特徴もアカショウジョウバエと極似し

ており．アカショウジョウバエの遺伝子がテングショウジョウバエに対して遺伝的に優性であることが分か

った．また，F1 では性染色体の不分離が高頻度で起こることが分かった．（犬山，小川，野澤，田村） 

一方，RNA-Seq を用いて F1 およびアカショウジョウバエ，テングショウジョウバエの雄性生殖細胞系列

で発現している遺伝子を網羅的に調べたところ，テングショウジョウバエに比べて F1 およびアカショウジョ

ウバエで高発現している遺伝子がいくつか発見された．そのうち一つはテングショウジョウバエで全く発現

していなかったことから，減数分裂組換えに関わっている可能性が考えられた．（寺川，野澤，田村） 

3）分子進化解析に関する理論的研究およびバイオインフォマティクス 
分子進化解析において，表現型と遺伝型の関連性を見つけるため，非中立変異を検出することは重要な課

題である．先行研究において，進化確率法が有効であることが示されたが，配列間の系統関係の情報が必要

で，推定精度に大きく影響する．そこで，分散共分散行列を計算して分子系統樹の代わりに用いることによ

って，系統推定に依存しない進化確率法の開発を行っている．（蔡，田村） 

分子進化・分子系統解析のためのソフトウェア（MEGA）の開発を行っている．本年度は，Windows，MacOS，

Linux に対応するクロスプラットホーム版の MEGAX を完成し公表した．また，進化速度が系統間で異なる

場合でも適応可能な，分子時計による分岐時間推定法の理論的基盤に関する研究を行った．（田村，2Kumar：
2テンプル大学） 

4）ショウジョウバエを用いたハワイ諸島形成史が種分化に及ぼす影響 

ハワイに生息するショウジョウバエの多くは Drosophila と Scaptomyza の 2 属に属するが，両者の固有種率

には大きな差があることが分かっており，移住率の差を反映していると考えられる．ハワイ諸島では，島が

新しく形成されるたびに祖先種がその島へ移住・分散し，新たな種へと分化するため，固有種の誕生は移住

率によって大きく影響を受けることが期待される．そこで，移住率が大きく異なるショウジョウバエを用い，

列島内での種分化を，DNA の配列情報や分布情報を用いて解析した．その結果，島形成の順序と一致しない

種分化パターンがいくつもみられ，ハワイのショウジョウバエの種分化のパターンは，高い分散能力によっ

て，島の形成順序だけでは説明できないことが分かった．（綿貫，山口，田村） 

5）種分化における生態要因の貢献度を定量化する理論研究 
 生態的種分化は，集団が異なる環境に適応した結果として生殖隔離が生じるプロセスであり，近年多くの

実証例が報告されている．一方で，同じ環境に適応した場合にも，蓄積した突然変異が集団間で異なるため，

遺伝的不和合によって雑種適応度が低下する突然変異順位種分化が起こりうる．そこで，どのような環境条

件のシナリオが，各種分化様式に至りやすいかを数理モデルによって検証した．その結果，小集団サイズや

環境変化速度の速い条件下において，突然変異順位種分化が促進されることが判明した．また，雑種個体や

戻し交配個体の適応度を用いることで，内因的な遺伝的不和合と生態的分化が相対的にどれだけ生殖隔離に

貢献しているかを定量する指標を開発した．現在論文を投稿中である.（山口，1Otto：1 ブリテッシュコロン

ビア大学） 

 ある生物種に特異的な適応形質の遺伝的基盤を探る研究は，候補遺伝子の多さなど様々な困難を伴う．系

統的な制約のもとでその形質が進化してきた事実に着目し，祖先復元によって配列の進化確率を計算するこ

とで，より効率的な候補遺伝子領域の探索手法開発を行っている．現在，擬似配列データと形質の適応を結

ぶコンピュータシミュレーションを用いてパラメータ依存性を検討しており, 進化確率が系統樹情報に大き

く依存して算出されることが示唆されている. 今後, 本手法のさらに詳細な動態を把握したうえで, 実デー

タへの応用および解析を展開する.（山口，田村） 

6）ebony 遺伝子におけるゲノム編集を用いた cis 発現調節機構の網羅的解析 

遺伝子発現調節に関わる因子は大きく trans と cis の 2 つに分けられる．このうち cis 因子の変化は，多面
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的影響が少なく形質の多様性，適応に寄与する可能性が高い．キイロショウジョウバエにおいて体色変異，

日周性の維持などに関与する ebony 遺伝子の未知 cis 因子を CRISPR-Cas9 によるゲノム編集を用いて同定を

試みた． cis 因子の発現量への影響を検出するには，遺伝的バックグラウンド，すなわち trans 因子の影響を

均一にする必要がある．そのためバランサー染色体を用い，使用する系統の染色体をそれぞれ単一由来のホ

モ接合にした．これらの系統を基に，ゲノム編集領域を指定する gRNA を設計，導入し，その系統化を行っ

た．また，ebony の発現部位の変化を簡易に同定するため，ebony エクソン 3’末に蛍光タンパクをノックイン

し，発現部位の可視化を試みている．今後，これらの系統を用い ebony 発現部位や発現量の変化を比較する

ことで未知 cis 因子を正確に同定する． (秋山礼，高橋文) 

7）キイロショウジョウバエの睡眠と飢餓耐性の解析 
 キイロショウジョウバエは，日周期で変化する睡眠行動をとる．また，飢餓条件で睡眠時間が減少し，活

動量が増加することが知られている．これは，食料を探すための飢餓適応の一つだと考えられている．一方，

エネルギーを節約することで，飢餓に耐えるというもう一つの飢餓適応がある可能性も示唆されている．本

研究では，山梨県勝沼由来の系統を用い，睡眠量と飢餓耐性の関連を調べた．測定の結果，通常時と飢餓時

における合計睡眠時間の変化量と飢餓耐性の間に正の相関，一回当たりの睡眠時間の長さの変化量と飢餓耐

性の間に正の相関が検出された．これは，睡眠，特に一回当たりの睡眠時間の長さが飢餓耐性の向上に貢献

している可能性を示唆している．また，総活動量と覚醒時活動量が，暗期よりも明期で高くなる傾向がこれ

まで報告されてきたが，勝沼系統では，21 系統中 17 系統で暗期での総活動量の上昇が，21 系統全系統で暗

期での覚醒時活動量の上昇が見られ，本種が睡眠に関して，想定されていたよりも大きな遺伝的多様性を持

つ可能性が示唆された．（三浦，高橋文） 

8）オウトウショウジョウバエ(Drosophila suzukii)の産卵基質選択に関わる要因の解明 

Drosophila suzukii は他のショウジョウバエが利用しない，落下前の若い果実に産卵する．その背景にある

産卵基質選択基準の変化を明らかにするため本研究では，基質の硬さ及び，基質に付着した化学物質による

他個体利用の痕跡の影響を分析した．選択実験の結果，D. suzukii は食物としては柔らかい基質を好むにも関

わらず D. melanogaster と比較して硬い基質にも産卵することが分かった．さらに D. suzukii に も近縁であ

る D. subpulchrella は D. suzukii と D. melanogaster の中間の好みを示すことが明らかになった．また，産卵基

質に付着した他種または同種の排泄物に含まれる腸内細菌または体表に付着していた何らかの成分が，D. 

melanogaster の産卵を促進するのに対し D. suzukii の産卵を抑制することが明らかとなった．今後，他個体利

用の痕跡の詳細を調査しこの種間の違いの分子機構及び適応的意義を明らかにする．(佐藤，高橋文) 

9）オウトウショウジョウバエ(Drosophila suzukii)における雌雄の交尾器形態の進化に関する遺伝的解析 

オウトウショウジョウバエは，落下前の新鮮な果実にも産卵する性質があり, 固い果皮に産卵可能な特異

的な形態の産卵管を持つ. 産卵管は交尾器としても用いられるため, 形態進化は近縁種間との交配前隔離に

も働いていることが考えられる. 当研究室の先行研究より, オウトウショウジョウバエでは近縁種のニセオ

ウトウショウジョウバエ(D. subpulchrella)に比べ雌の産卵管が伸長していることが分かった. また, 産卵管の

伸長に伴い交尾体勢が変化したことから, 安定した交尾体勢を保つ役割である雄の paramere が使われなくな

りその形態が変化したことが示唆された. そこで, これらの交尾器形態の進化に関する遺伝的基盤を明らか

にするために, 交尾器の形態差に関わる遺伝的要因のあるゲノム領域の特定を目的とし，種間交雑から生ま

れたバッククロス個体を用いた RAD-seq 法及び Gras-Di 法による関連解析を行った.産卵管の形態を変化さ

せたゲノム領域は常染色体上に多数存在すること, X 染色体上にはほぼ存在しないことが示唆された. 

paramere に関しては第 3 染色体に原因となる遺伝因子があることが示唆された. （高橋佳，田中，高橋文） 
10）温度と日長条件がオウトウショウジョウバエ(Drosophila suzukii)の卵巣発達状態に与える影響 
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 オウトウショウジョウバエは先行研究において，低温短日条件下で，卵巣の発達を抑制する卵巣休眠に入

ることが知られている．本実験では首都大で採集した個体から確立した 4 系統由来の羽化直後の未交尾雌を

低温，短日条件（8L16D）においた結果，全ての系統について，12℃条件下で 21 日間おいた後の卵巣発達が

長日条件（16L8D）下のコントロールに比べて抑制されていることがわかった．また交尾の際に雄から雌へ

渡されるペプチドが卵巣休眠に与える影響を調べるため，オスの成体から抽出したペプチドをメスの体液中

に注入し，卵巣の発達度合いを異なる温度及び日長条件下で調べている．また，休眠状態に入った雌に交尾

率の低下がみられるかも調べている．（藤近，高橋文） 

11）ショウジョウバエ外部生殖器の形態進化 
生殖器の接合を介して配偶子の受け渡しをおこなう生物の場合，一般に交尾器の形態は急速な進化を遂げ

ることが知られている．交尾器の不適合は生殖的隔離の一端を担うため，その形態進化過程の解明は種分化

の理解に重要である．そこで，キイロショウジョウバエ種亜群に属し近縁関係にある Drosophila simulans と

D. mauritiana をモデルに交尾器形態進化の解明を試みた． 

交尾器形態の差異がもたらす交尾行動への影響を明らかにするために，交尾器形態の遺伝的な改変を導入

したイントログレッション系統を用いた検証をおこなった．その結果，肛板が肥大化した系統では，異常な

交尾行動を示すことが分かった．この時，大量の精液漏れが起こること，漏れた精液が交尾器乖離の妨げを

していることから，交尾器不適合は性選択のみならず自然選択のターゲットにもなる可能性が示唆された．

（田中，高橋文，3上村：3慶應義塾大学） 

肛板が肥大化に関わる遺伝領域の探索から， 終的に第二染色体上の約 4kb 領域中の肛板の種間差に寄与

している可能性が考えられた．この領域は遺伝子非コード領域であるため，未知原因遺伝子の発現調節領域

が含まれているのではないかと考えている．（田中） 

また，肛板以外の交尾器構造として，tartan 遺伝子が把握片の種間形態差の一因であることを明らかにし

た．この遺伝子の CDS 領域には種間で異なるアミノ変異が確認されなかったことから，このケースにおいて

も発言調節領域の変異が交尾器形態進化に寄与したことが考えられる．（田中，1McGregor：1オックスフォー

ドブルックス大学） 

種間形態差に関する発生的知見を得るために，形態形成課程の交尾器構造を構成する細胞レベル（数，体

積）での解析をおこなった．外部生殖器後葉に関して，D. melanogaster, D. simulans, D. sechellia, D. mauritiana

の４種間の比較から，特に D. simulans において劇的な変化が起こっていることが分かった．（田中，2Masly：
2オクラホマ大学） 

12）ショウジョウバエを用いた性および性染色体の進化に関する研究 
常染色体から性染色体が生じると多くの場合 Y 染色体は退化する．にもかかわらず，多くの生物は独立に

性染色体を獲得し繁栄している．このパラドクスを解くべく，過去100万年以内に性染色体（Neo-XとNeo-Y）

を独立に獲得したショウジョウバエ 3 種（ミランダショウジョウバエ，アカショウジョウバエ，アメリカシ

ョウジョウバエ）とその近縁種を用いて以下の研究を進めている． 

I）性染色体化が遺伝子発現に及ぼす影響 

常染色体の性染色体化はその染色体上に存在する遺伝子の発現にも大きく影響する可能性がある．そこで，

アカショウジョウバエおよびその近縁 2 種について，3 齢幼虫，蛹，成虫，精巣，卵巣の RNA-seq を行い，

性染色体化によって遺伝子発現がどう変化するかを調べた．その結果，Neo 性染色体化と共に片方の性に特

異的に発現するようになった遺伝子や片方の性にバイアスして発現するようになった遺伝子を多数同定した．

ミランダショウジョウバエと近縁 2 種についても同様の解析を行い，同様の遺伝子が数多く存在することを

明らかにした．現在，アメリカショウジョウバエとその近縁 2 種についても解析を進めている．また，アカ

ショウジョウバエとその近縁種で Neo 性染色体を持たないテングショウジョウバエ各 20 系統を用いて精巣
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と卵巣の RNA-seq を行い，種内系統間での遺伝子発現のばらつきについても解析を進めている．（ミノヴィ

ッチ，野澤） 

II）性染色体と性的拮抗の関係 

生物が性染色体を獲得すると，雌雄で遺伝様式の異なるゲノム領域が増えるため，性的拮抗（雌雄で 適

な表現型が異なる状態）を軽減できるのではないかという仮説が提唱されている．しかし，この仮説を実験

的に検証した例はまだない．そこで，上記 I）の解析によって得られた性バイアス遺伝子のいくつかをキイロ

ショウジョウバエにおいて過剰発現またはノックダウンさせ，野生型と比較してこれら変異体の表現型や適

応度が雌雄でどのように変化するかについて調べている．（ミノヴィッチ，武尾 1，野澤：1細胞遺伝学研究室） 

III）Y 染色体の退化におけるエピジェネティック変異の役割 

 3 種の Neo-Y を解析した結果，起源の も古いミランダショウジョウバエの Neo-Y よりも，より 近生じ

たアカショウジョウバエの Neo-Y のほうが全遺伝子に占める偽遺伝子の割合，特に非発現遺伝子の割合が大

きいことが判明した．この結果は有害突然変異が時間とともに蓄積して Y 染色体が退化するというこれまで

の通説に合わない．そこで，「突然変異だけでなくエピジェネティック変異も Y 染色体の退化に寄与する」

という仮説を立て，転写促進や転写抑制にかかわるヒストン修飾の抗体を用いてこの 2 種および近縁種の

ChIP-seq を行っている．今年度は転写促進ヒストン修飾（H3K4me3）の抗体を用いて ChIP-seq を行った．現

在データを解析中である．また，転写抑制ヒストン修飾（H3K27me3）の抗体を用いた ChIP-seq が進行中で

ある．この仮説が正しければ，アカショウジョウバエの Neo-Y にはミランダショウジョウバエの Neo-Y に比

べて H3K4me3 領域は少なく，逆に H3K27me3 領域は多いはずである．（青木，野澤） 

IV）Neo 性染色体の誕生時期の推定 

Neo 性染色体は性染色体の進化過程を明らかにする上で格好の研究対象である．しかし，これら 3 種の Neo

性染色体の誕生時期は少数の遺伝子配列データから推定されているに過ぎず，必ずしも推定精度は高くない．

そこで，Neo 性染色体を持つアメリカショウジョウバエ 12 系統とその近縁種で Neo 性染色体を持たないテキ

サスショウジョウバエ 8 系統のゲノム配列を決定し，より正確な Neo 性染色体誕生時期の推定を行った． ゲ

ノム配列から 374 個の機能遺伝子の同義座位を抽出して解析したところ，アメリカショウジョウバエの Neo

性染色体誕生時期は約 28 万年前（95%信頼区間：0～93 万年前）と推定された．（北澤，野澤） 

また，独立起源の Neo 性染色体を持つアカショウジョウバエと近縁でありながら Neo 性染色体を持たない

テングショウジョウバエ各 20 系統のゲノム配列を決定し，555 個の機能遺伝子の同義座位を用いて同様の解

析を行ったところ，アカショウジョウバエにおける Neo 性染色体誕生時期は約 34 万年前（95%信頼区間：0

～130 万年前）と推定された．現在，全ゲノム非コード領域を用いた推定を行うとともに，ミランダショウ

ジョウバエの Neo 性染色体の誕生時期の推定を進めている．（野澤） 
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神経生物学研究室 
 

1．構成 
黒川 信(准教授)、坪 尚義(D3)、山本高之（D2）、今泉典子(M2 秋期修了)、朱 顔(M2)、近藤日名子(M2-D1

秋期入学、RA)、榎本萌花(M2)、山本直樹（客員教授)、 矢崎育子(客員研究員)、田中浩輔(客員研究員)、田

口正敏(客員研究員)、 尾城 隆(客員研究員) 

 

2．研究紹介 
 本研究室の主テーマは動物の運動や行動、学習の神経機構を解明することである。この目的のため、主に

水産無脊椎動物の軟体動物（アメフラシやトゲアメフラシ、モノアラガイ、イガイなど）、節足動物（クルマ

エビ、オオグソクムシなど）を実験材料に用いながら様々なサブテーマで研究を進めている。特に、消化器

官系や呼吸循環器官系などの自律運動系の神経調節機構を調べるとともに、摂食や生殖・睡眠・逃避などの

行動の神経機構の解析を進めている。脳・中枢神経系とともに末梢神経系に関して、ニューロンレベルの電

気生理学的解析を中心に行動学、薬理学、組織学、免疫細胞化学などの手法を用いて研究を進めた。また、

活動電位の伝導に関する新モデルの研究や神経生物学教育の研究にも取り組んだ。 

 

１）軟体動物を用いた研究 

a）摂食行動と消化管の神経支配機構：動物の消化管に普遍的に存在し、多様なニューロンから構成され

る消化管神経系(腸管神経系)は、脳・中枢神経系と連関しながら運動、分泌、吸収などの生理機能を自律的

に制御している。一方、動物の消化管の構造と機能は体制や食性等に応じて多様に分化しており、個々の消

化管においても部域特異的な大きな変化が起きている。従って、消化管神経系の構造と機能も進化の過程で

普遍的特性を保存するとともに多様な分化を遂げているものと推測される。消化管神経系についてこれまで

哺乳類や軟体動物などの中のモデル動物で研究が行なわれているが、ニューロンレベルでのアプローチが、

技術的な困難さなどからあまり行われていない事もあって、系統進化的視点からそれを広く解析する試みは

殆ど行なわれていない。我々は、軟体動物後鰓類を主な実験材料に消化管神経系の自律的な神経機構を明ら

かにするとともに、それと中枢神経系との連関機構にも注目して研究を進めてきた。これまでの研究で、大

型海藻食性のアメフラシ(Aplysia kurodai) および付着藻類食性のタツナミガイ(Dolabella auricuraria)の消化

管自律運動のリズムがともに消化管神経系に内在するニューロン群のペースメーカーを起源とする神経原

性であることを示した。ペースメーカーニューロン群はタツナミガイではそ嚢上に、アメフラシでは砂嚢上

に局在していた。 

 付着藻類食性のトゲアメフラシ（Bursatella leachii）においても消化管運動リズムは、消化管神経系内のニ

ューロン群の周期的バースト活動を起源とする神経原性であることを新たに示した。神経切断実験などから

ペースメーカーニューロン群は食性が共通するタツナミガイと同様にそ嚢上に存在することがわかった。周

期的バースト活動の規則性は、食道神経を切除し、消化管を中枢神経系から分離することで増強した。食道

神経の遠心性電気刺激は、腸管神経系ニューロン群のバースト活動を興奮性ないし抑制性に変化さ

せた。また、片側の食道神経の求心性刺激は、反対側の同神経の活動を増大させ消化管神経系のバ

ースト活動を変化させた。これらのことから食道神経を介した消化管の自律運動の反射的中枢制御

の存在が示唆された。（近藤・黒川） 

アメフラシの消化管に対する中枢神経支配は、専ら上位中枢である口球神経節と脳神経節が行うとされて

きた。一方、腹部神経節からも消化管上に伸びる貯精嚢神経の神経分枝が観察されたが、それが実際に消化
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管を神経支配するか否かは不明であった。セロトニン免疫染色により、腹部神経節から消化管上にいたる免

疫陽性神経線維をトレースすることが出来た。腹部神経節を出た直後の貯精嚢神経と消化管上の環状神経と

から細胞外同時誘導により自発活動を記録したところ、一定潜時で 1 対 1 に対応するインパルスが記録され

た。これらのことから、腹部神経節内のセロトニン作動性ニューロンによる消化管神経系への神経支配の存

在が強く示唆された。（今泉・黒川） 

b)消化管神経系の活動に対する新規神経ペプチドの修飾作用: 近、新たに C 末端に-Phe-Xaa-Xaa- 

Phe-NH2（Xaa は任意のアミノ酸）を共通構造に持つ新規のファミリーペプチド FXXFa（GFDSUSSVSGFGGFa

他３種類）がアメフラシでされた。同ペプチドは中枢神経系において脳・口球・足神経節に発現しているこ

とから摂食や移動などの行動制御への関与が示唆されている。そこでアメフラシの消化管に対する FXXFa

の作用を調べた。3 種類の FXXFa はいずれも後砂嚢上のペースメーカーニューロン群の周期的活動自身には

変化を及ぼさなかった。しかし、FXXFa はセロトニンによるバースト活動の抑制作用を増強させる修飾作用

を持つことが明らかになった。（渥美・黒川） 

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

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

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

盤についてほとんど未解明である。本研究では、アメフラシを用いて睡眠の神経機構を解明することを目指

し、睡眠様行動である静止行動の解析行った。この行動は無脊椎動物での睡眠の定義となっている①特定の

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

眠の恒常性）のすべてを満たしていた。この睡眠リズムに対応した神経活動の探索を電気生理学的方法によ

り進めた。（朱・黒川） 

d）モノアラガイの沈水行動：有肺目モノアラガイ（Lymnaea stagnalis）は、水面で呼吸孔を開け、肺呼吸

を行う。移動行動には、池や水槽の壁や水底、水草上などを匍匐運動により移動する通常の移動行動 (crawling; 

standard locomotion) と、水面に逆さまの姿勢で張り付き、水面下を移動する行動 (upside-down gliding) が知

られている。一方、軟体部に接触刺激を与えると、体全体を殻に引き込む逃避反射 (whole-body withdrawal 

reflex) を示すが、upside-down gliding 中の場合は、引き込め反射に続き、水底まで直接沈み込む「沈水行動」

を示す。この時、呼吸孔からの空気放出で体の比重が水より大きくなることが分かった。空気放出による沈

水行動後の呼吸行動への影響は認められなかった。沈水行動時の空気放出を神経生理学的に調べたところ、

呼吸行動時の空気放出とは異なるインパルス発火パターンが得られた。（榎本・黒川） 

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

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

れらの調査・研究のデータ解析を進めた以下の３部にまとめた。I) 配偶子形成の季節変化と生殖期の確認、II）

初期発生の観察と受精から成貝までの人工飼育の試み、 III) 生殖期、配偶子形成、発生及び野外生息数に及

ぼす小笠原の温度要因の解析。これらは小笠原研究年報に発表予定。（矢崎・黒川） 

f）収眼類イソアワモチの体制と機能の進化生物学的解析：有肺類は海産の祖先種から汽水域を経て淡水や陸

上に進出し、マイマイ・ナメクジ等が陸域で繁栄を迎えた反面、同じ真正有肺類のイソアワモチは終生海水中

に留まる。その直接的理由として、本種が海産無脊椎動物型の浸透圧･イオン調節法を保持し、 汽水域を介し

た上陸行動は本来不可能なことを実験的に示した。さらに、頭部収眼と尾部呼吸孔は岩礁の間隙潜入に、背眼

は太陽光(青色)や危険の察知に有効であり、磯の潮間帯に適応した体制であることを示した。本年度はより広

範囲な波長（赤外線、RGB、紫外線）に対する行動の差異を定性的・定量的に検討し、長波長ほど誘因効果が

大きく、夜間 干潮となる秋季には、岩礁の輻射光を目安に上陸し、露出した海藻類を索餌することを確認し

た。また潮の干満に伴い、肺呼吸と体表呼吸を適宜切り替え、空気中の酸素消費量は水中の６倍に及ぶことが



 −53− 

わかった。移動行動時に時々尾端を上に浮遊した。漏斗状の呼吸孔で表面張力を、肺内の空気で浮力を得て、

匍匐以外の移動手段となっているものと考えられる。（尾城・黒川） 

 

２）節足動物等を用いた研究 

 十脚類のセロトニン受容体の発現：セロトニン（5-HT）は、多くの動物において重要な神経伝達物質または

神経ホルモンとして様々な行動をモヂュレートしていることが知られている。甲殻類では、姿勢、逃避、およ

び攻撃のような様々な挙動における感覚運動神経系でその作用が研究されてきた。十脚目クルマエビを用いて、

他の甲殻類の既知の配列に基づいてプライマーを用いてnested RT-PCR法によって、5-HT受容体の１つのタイ

プのmRNA sequenceの一部を明らかにした。このmRNA sequence を用いて各種器官での発現を調べた。このタ

イプの受容体は、脳、腹部神経節、心臓、動脈、腹筋および消化管と、広い器官で発現していることがわかっ

た。さらに組織中での発現の局在を調べる目的で、In situ hybridization（ISH）法の鍵となるProteinase Kの

適条件を、筋肉のMyosin BのmRNAの発現をもとに検討し決定した。（田中・黒川） 

 

３）その他の研究 

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

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

ルが密集している。これらの形態的特長が高速な伝導速度を得る為にどのように貢献しているか調べる手段

として軸索等価回路とその偏微分方程式を用いて検討をした。従来の軸索等価回路では、120ｍ／秒の高速度

が算出できなかったが、軸索液の比誘電率を加味して従来の軸索等価回路の縦方向にキャパシタンスを加え

た新提案の等価回路で高速度が実現することを証明した。更に、活動電位の立ち上がり速度に相当する２kHz 

では、軸索液に類似したイオン溶液が本等価回路で設定したキャパシタンスと同等の容量であり、その容量

を比誘電率に換算すると 1300 万と非常に大きな値であることを示した。本研究により有髄神経に於ける活動

電位の高速伝導速度の実現に軸索液の誘電特性が大きく寄与していることを初めて示した。（坪・黒川） 

 b) 深い学びのための神経のシミュレーションの開発：高等学校や大学学部の神経生理学の学習における、

生徒・学生の深い学びのための神経生物教育用シミュレーターを開発した。シミュレーターには

Goldman-Hodgkin-Katz の式、Hodgkin-Huxley の式、Markov kinetic scheme を用い、細胞内外のイオン濃度や

イオン透過性と膜電位の関係、刺激電位と全膜電流、カリウムイオン電流、ナトリウムイオン電流、および、

カリウムイオンチャネル電流やナトリウムイオンチャネル電流の関係、刺激電流と活動電位発生の関係など

のさまざまな現象のシミュレーションを可能とした。プログラム言語として JavaScript を用いることで、学

習者自身が所有するスマートフォンやタブレット端末のブラウザ上で簡便に実行できるものとした。また、

プログラム言語として Excel の VBA を用いることで、教育現場に広く普及している表集計ソフト Excel のワ

ークシート上においても実行できるものとした。 (山本・黒川) 

 
3．研究発表 
誌上発表 

Tsubo, T. and Kurokawa, M. (2018)  Varification of the effect of the axon fluid as a highly dielectric medium in the 

high-speed conduction of action potentials using a novel axon equivalent circuit.  Biophysics and Physicobiology 

15: 214-228 

 

口頭・ポスター発表 

近藤日名子, 可知直毅, 黒川信, 市古太郎(2018) 東京の島しょでの野外体験型教養授業の取り組み～伊豆大
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島を舞台とする防災現場実習～. 2018 年次日本島嶼学会東京大会 (東京) 

Kondo, H. and Kurokawa, M. (2018)  Activities of the enteric nervous system of Bursatella leachii（Mollusca：

‘Opisthobranchia’）and its rerationship with the central nervous system.  The 89th Meeting of Zoological Society of 

Japan（札幌） 

Yamamoto, T. and Kurokawa, M. (2018) Development of smartphone-based simulations for in-depth learning of a 

neuron. The 89th Meeting of Zoological Society of Japan（札幌） 

Kondo, H. and Kurokawa, M. (2018)  Localization of pacemaker neurons in the gastrointestinal-tract nervous system 

of Bursatella leachii and its regulation by the CNS. 日本比較生理生化学会 第 40 回大会（神戸） 

Enomoto, M. and Kurokawa, M. (2018)  Quick diving behavior in the pulmonated pond snail, Lymnaea stagnalis. 日

本比較生理生化学会第 40 回大会（神戸） 

Yamamoto, T. and Kurokawa, M. (2018)  Development of convenient smartphone-based simulations for neurobiology 

education. 日本比較生理生化学会第 40 回大会（神戸） 

Ito, S. and Tanaka K. (2018)  Optimum conditions of Proteinase K on In situ hybridization based on Myosin B in 

Marsupenaeus japonicus. 日本比較生理生化学会第 40 回大会（神戸）  

榎本萌花, 黒川信（2019） モノアラガイ (Lymnaea stagnalis) の空気放出による敏速な沈水行動の解析.  日本

動物学会関東支部第 71 回大会（東京） 

山本高之，黒川信(2019) Excel を用いた神経生物教育用シミュレーターの開発. 日本動物学会関東支部第

71 回大会（東京） 

尾城隆，黒川信，伊藤那津子, 幸塚久典, 関藤 守, 近藤逸人（2018）海産有肺類イソアワモチ(収眼類)の RGB

識別能力と上陸行動.  2018 年度日本付着生物学会研究集会 (東京) / Sessile Organisms, 35(2), 45. 
 

その他の教育・研究活動 

黒川信（2018）首都大学東京教育改革推進事業「同窓生−留学生との恊働による『東京の魅力』の多言語発信」

代表者 

黒川信, 山本高之, 近藤日名子, 榎本萌花 (2018.4)  Tokyo ふしぎ祭エンス 2018「見てみよう、くらべてみよ

う、触れてみよう：海に住む色々な動物たち」出展（東京・日本科学未来館） 

黒川信（2018.10）都立小山台高等学校 探求型総合授業キックオフ講演会「環境：海の砂漠化；なぜ問題な

の？なぜ起こるの？何をする必要があるの？」（東京） 

田中浩輔 筋収縮の制御―運動を支える仕組み (2018)「動物学の百科事典」日本動物学会編, pp.404-405,丸善

出版、東京  
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植物環境応答研究室 
 
1. 構成 
鐘ケ江 健、木村泉美（D3）、堀内美菜（M1）、滝澤佳菜絵（B4）、牧 玲生（B4） 

 

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の光受容から信号伝達、現象発現までの素

過程を、細胞生物学、生理学、分子生物学などの手法を用いて解析している。特に林床などの弱光環境下で

繁茂するシダ植物は、独自の光環境適応機構を進化の途上で獲得してきたことが想像される。本研究室では

シダ植物の光環境適応機構を、光受容体の機能や信号伝達経路を通して明らかにすることを目指している。

また、シダ植物ならではの隠花植物と顕花植物、維管束植物と非維管束植物という視点での比較解析も行っ

ており、シダ植物に特徴的な遺伝子の探索とその機能解析も進めている。 

 
ホウライシダ細胞内における光受容体フィトクロム３の新規機能解明 
 植物の多くの光生理反応は青色光および赤色光により制御され、一般的に各波長の受容体は独立に存在す

る。一部のシダ植物にはそれらの光受容体に加え、フィトクロム３(phy3)と呼ばれる、青色光および赤色光

受容体の光感知部位を併せもつ特徴的な光受容体が存在する。phy3 により、通常青色光のみで誘導される光

屈曲や葉緑体光定位運動が赤色光でも誘導されるため、シダ植物は幅広い波長を用いて光合成の効率化を図

ることが可能である。林床などの比較的暗い環境で生育するシダ植物は、phy3 の獲得により弱光環境へ適応

したと考えられている。しかし現在までに明らかになっている上記の phy3 生理機能だけでは、シダ植物の弱

光環境への適応のすべてを説明することは難しい。そこで本研究は、光屈曲や葉緑体光定位運動以外にも

phy3 制御の生理機能が存在するのではないかと仮定し、phy3 の新規機能解明を目的としている。これまでの

研究において phy3 が光形態形成を制御する転写制御関連因子と相互作用することを明らかにしているため、

今年度は新規機能の 1 つとして遺伝子発現変動に着目した。野生型と phy3 を欠損した rap（red-light 

aphototropic）変異体のホウライシダを用い、候補遺伝子の発現変動を RT-PCR 法を用いて解析している。ま

た、phy3 の制御下にある新規の表現型の探索を目的として、野生型と rap 変異体の形態に差がみられないか

比較観察を行なっている。（木村、鐘ケ江） 

 

ホウライシダ光受容体フィトクロム３が制御する未知の生理機能の探索 
 ホウライシダで発見された光受容体フィトクロム３(phy3)は、赤色光受容体であるフィトクロムの光受容

部位と、青色光受容体であるフォトトロピンのほぼ全長の構造を併せ持った光受容体である。先行研究より、

phy3 は赤色光下において光屈性・葉緑体運動を制御することが明らかにされている。この光屈性・葉緑体運

動は、高等植物では細胞膜に局在するフォトトロピンにより制御されることが示されている。これらの知見

に加え、偏光照射実験の結果から phy3 は膜配向性分子であることが示唆されていたが、その後の細胞内局在

部位の解析から、phy3 は細胞膜上だけでなく核や細胞質にも存在していることが判明した。これらの結果よ

り、phy3 は光屈性・葉緑体運動以外の生理反応の制御にも関わっていることが推測される。そこで本研究で

は phy3 が制御する未知の生理反応の探索を目的として、光受容体欠失シロイヌナズナを宿主とした phy3 発

現形質転換体を作出し、その光生理反応を解析している。シロイヌナズナのフィトクロムは光依存の種子発

芽誘導能を有することから、その相同部位を有する phy3 による種子発芽への影響を検討している。現在まで

に適用した光条件下では、phy3 存在下で赤色光および青色光依存的に種子発芽が誘導されることが示唆され
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ている。（堀内、木村、鐘ケ江） 

 

ホウライシダ光受容体フィトクロム 3 による遺伝子発現調節の可能性 
 ホウライシダがもつ光受容体フィトクロム 3 (phy3) は、先行研究から膜に配向する光受容体であると考え

られていたが、phy3:GFP を用いた細胞内局在解析により phy3 は予測された細胞膜だけでなく、核や細胞質

にも分布することが明らかになった。現在までに解明されている phy3 の生理機能は核への分布を必要としな

いと考えられるため、phy3 が未知機能をもつことが想像される。そこで本研究では、phy3 の未知機能として

遺伝子発現調節に着目し、phy3 にその制御機能があるかどうか明らかにすることを目的とした。ホウライシ

ダは全ゲノム配列が解読されていないほか形質転換法も確立していないため、現状では網羅的遺伝子発現解

析が困難である。そこで、モデル植物であるシロイヌナズナに phy3 を形質転換した植物体を作製してマイ

クロアレイ解析を行った結果、phy3 による光依存的な遺伝子の発現変動が確認されている。昨年に引き続き、

発現変動がみられた遺伝子群の中から、ホウライシダ EST データベース (AcEST) に相同性が高い配列が存

在する遺伝子を検索し、それらを個別に発現解析を進めるターゲット遺伝子として選抜した。RT-PCR 法を用

いてマイクロアレイ解析の再現性確認、および光照射条件の変更による遺伝子発現変動の変化など、phy3 発

現シロイヌナズナでより詳細な解析を進めるとともに、シダ細胞を用いて相同遺伝子の発現量変動の解析を

進める予定である。（木村、堀内、鐘ケ江） 

 

ホウライシダ光受容体フィトクロム３による成長相転換制御の可能性 
 ホウライシダで発見された光受容体フィトクロム３(phy3)は、赤色光受容体であるフィトクロムの光受容

部位と、青色光受容体であるフォトトロピンのほぼ全長の構造を併せ持った光受容体である。先行研究より、

ホウライシダ phy３は顕花植物の成長相転換（栄養成長から生殖成長への転換）に関わるタンパク質と相互

作用することが示されている。このことより、phy3 はシダ植物の成長相転換機構に関与していることが推測

される。そこで本研究では、顕花モデル植物であるシロイヌナズナを宿主とした phy3 発現形質転換体を作出

し、その成長相転換への影響を観察している。顕花植物では成長相転換を花成誘導として捉えることが一般

的であり、シロイヌナズナではそのタイミングを花茎が抽薹するまでの日数「抽薹日数」と「抽薹時のロゼ

ット葉の枚数」として表している。本研究もそれに準じ、上記の二点を指標として phy3 発現形質転換シロイ

ヌナズナの花成誘導時期を測定している。現在までのところ phy３のシロイヌナズナ花成誘導への顕著な影

響は観察されていない。（滝澤、堀内、木村、鐘ケ江） 

 
ホウライシダ青色光受容体クリプトクロムの機能解析 
 ホウライシダでは 5 つの青色光受容体クリプトクロム (AcCRY1 ~ AcCRY5) が単離されているが、それら

の遺伝子機能は明らかにされていない。我々はシロイヌナズナのクリプトクロム欠失変異体 (cry1cry2) にホ

ウライシダのクリプトクロム遺伝子を導入して機能相補性を解析することで、ホウライシダ クリプトクロム

の機能解明を進めている。これまでに AcCRY3 と AcCRY4 が「胚軸伸長抑制」と「花成誘導時期の調節」に

おいてシロイヌナズナのクリプトクロムを機能相補でき、「アントシアニンの蓄積量促進」においては機能的

に相補しないことを明らかにしている。シロイヌナズナのクリプトクロムは様々な核内光形態形成調節因子

との物理的相互作用を介してシグナルを伝達し、光生理反応を制御していることが知られている。そこで、

AcCRY3 と AcCRY4 が形質転換シロイヌナズナにおいてどのように光シグナルを伝達しているかを推定する

ため、シロイヌナズナの「花成誘導時期の調節」に関わる co (constans) 遺伝子や FT (Flowering Locus T) 遺伝

子の発現様式を形質転換シロイヌナズナにおいて解析するとともに、植物における青色光シグナル伝達機構

の進化的保存性についても検討している。（鐘ケ江） 



 −57− 

 

ホウライシダ ULT 相同遺伝子が制御する生理機能の解明 
 顕花植物では、花芽と種子の形成に関わる遺伝子の一つに ULT (ULTRAPETALA) 遺伝子が存在する。この

ULT 遺伝子は、主に花芽分裂組織の細胞数の制御と雌蕊における極性軸の確立という機能を示すことが明ら

かになっている。 一方、花をつけない隠花植物であるシダ植物においても ULT 相同遺伝子の存在が確認さ

れている。本研究では、隠花植物において ULT 遺伝子がどのような役割を果たしているのかを解明すること

を目的として、ホウライシダ ULT 遺伝子をシロイヌナズナへ形質転換し、その表現型解析から機能推定する

ことを試みている。また、シダ ULT タンパク質の細胞内局在部位を解明するため、GFP と ULT の融合遺伝

子を導入して局在解析も進める予定である。今年度はアグロバクテリウム法を用いたシロイヌナズナへの形

質転換を行い、薬剤耐性を指標として T2 世代の形質転換植物系統を単離している。これまでに得られた T2

世代の形質転換植物を用いて、花芽形成や花器官の形態などについて観察を行っている。引き続き T3 世代

のホモ接合系統の確立と、それらを用いた分裂組織の細胞数などの詳細な表現型観察を行う予定である。（牧、

木村、鐘ケ江） 

 

3. 研究発表 
誌上発表 

Kimura, Y., Kimura, I., Kanegae, T. (2018)  Phototropins of the moss Physcomitrella patens function as blue-light 

receptors for phototropism in Arabidopsis. Plant Singal. Behav. 13 (10):  e1525995 

口頭・ポスター発表 

堀内美菜 (2018)  A novel role of chimeric photoreceptor phytochrome3. キメラ光受容体フィトクロム 3 が担う

知られざる機能の解明 首都大バイオコンファレンス 2018（八王子） 

滝澤佳菜絵 (2018)  Growth-phase transition system of plants. 植物の成長相転換機構 首都大バイオコンファ

レンス 2018（八王子） 

牧 玲生 (2018)  The function of the fern ULT gene which shows similarity to the flower development control gene of 

seed plants. シダ植物で見出された花芽形成制御因子 ULT 相同遺伝子の役割 首都大バイオコンファレン

ス 2018（八王子） 

木村泉美、鐘ケ江 健 (2019)  Exploring Unidentified Physiological Function of Phytochrome3 in Fern Adiantum 

capillus-veneris. ホウライシダの光受容体フィトクロム 3 制御の新規生理機能 第 60 回日本植物生理学会

年会（名古屋） 

堀内美菜、木村泉美、木村優希、鐘ケ江 健 (2019)  Seed germination of transgenic Arabidopsis expressing 

Adiantum photoreceptor phytochrome3. シダ光受容体フィトクロム 3 によるシロイヌナズナ種子発芽の制御 

第 60 回日本植物生理学会年会（名古屋） 

  



 −58− 

環境微生物学研究室 Environmental Microbiology 
 
1. 構成 Members 
春田伸（教授）、松浦克美（客員教授）、諸星聖（客員研究員）、西原亜理沙（客員研究員）、坂庭眞吾（研

究生）、西谷真一（D3）、河合繁（D2）、石見嶺（D1）、Chen Yuxin（D1）、猪崎風葉（M2）、品田美緒

（M2）、森田なな星（M1）、山口真由（M1）、横山日向子（M1） 

 

2. 研究紹介 Research 
微生物は地球上の物質循環や生態系保全の面で極めて重要な役割を果たしている。本研究室では、土壌や

水圏、熱水など様々な自然環境における微生物の生理的・生態学的特性の解析を通して、微生物群集の機能

および成立・維持機構の解明を目指している。環境中の微生物活性の測定や環境 DNA の解析に加え、新た

な培養戦略の開発により、未知微生物（機能）の探索を進めている。微生物群集の動態を明らかにするため、

個々の微生物の生理学的性質だけでなく、生物間の相互作用を包括的に捉えようとしている。 

 

１）細菌の生存戦略、環境中での生理生態 Survival strategy and ecophysiology 
1-a. 糸状性酸素非発生型光合成細菌 Chloroflexus の酸素および光に応答した光合成器官の発現 

Synthesis of photosynthetic apparatus in filamentous anoxygenic photosynthetic bacteria Chloroflexus 

Bacteria in the genus Chloroflexus in the phylum Chloroflexi have the ability of aerobic respiration and anoxygenic 

photosynthesis. Chloroflexus likely regulates the synthesis of photosynthetic apparatus by responding to environments. 

To elucidate the effects of light and oxygen on the regulation, I determined the bacteriochlorophyll (BChl) contents and 

the transcription levels of photosynthesis-related genes in Chloroflexus aurantiacus J-10-flT grown under anaerobic light, 

aerobic light, and aerobic dark conditions. 

C. aurantiacus cultivated under aerobic dark conditions did not produce detectable amounts of BChls. The 

transcription levels of genes related to the synthesis of photosystems, BChls, and chlorosome, i.e. pufL, pufBA, bchM, 

bchU, and csmM were determined by qPCR. Transcription levels of all the tested genes under aerobic dark conditions 

were 1-4% of those under anaerobic light conditions. However, cultivation under aerobic light conditions increased the 

BChl contents and the transcriptional levels of all the tested genes.  

This study found that oxygen suppressed, but light induced the synthesis of photosynthetic apparatuses in C. 

aurantiacus. These results suggest that filamentous anoxygenic photosynthetic bacteria have different regulatory system 

for the production of photosynthetic apparatus from that in purple non-sulfur bacteria which are well studied anoxygenic 

photosynthetic bacteria in the phylum Proteobacteria. In contrast to purple bacteria, C. aurantiacus likely synthesizes 

ATP photosynthetically even under aerobic conditions.（猪崎） 

 

1-b. 糸状性酸素非発生型光合成細菌 Chloroflexus aggregans の細胞凝集体形成の制御 

Regulation of cell aggregation formation in filamentous anoxygenic photosynthetic bacteria Chloroflexus 

Chloroflexus aggregans は桿状細胞が連なった糸状性細菌で、滑走運動能を有する。本菌は、温泉流水中に

発達する微生物集塊の優占種として知られ、滑走運動により細胞凝集体を形成することが知られている。こ

れまでの研究で、C. aggregans の培養上清に、この細胞凝集体形成を促進する作用があることが示され、それ

は細胞外に分泌する細胞間情報伝達物質である可能性が示唆されてきた。本研究では、この細胞間情報伝達

物質を同定し、その生理活性を明らかにすることを目指している。 
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まず、分泌条件を知るため、増殖段階や細胞密度の違いによる細胞凝集体形成促進効果を比較している。

C. aggregans NBF 株を嫌気光照射条件で従属栄養的に増殖の定常期初期まで培養し、培養上清を回収した。

別に培養した C. aggregans NBF 株の培養液から細胞を集菌し、OD610=0.6 になるように、回収した培養上清に

懸濁するもの、および、新鮮な培地に懸濁するものを用意した。これら細胞懸濁液を 1.5 mL 容量のマイクロ

チューブに入れ、55℃、光照射条件（タングステンランプ、30 µmol m-2 s-1）で細胞凝集形成の様子を記録し

た。凝集体形成が完了するまでの時間を測定したところ、新鮮培地では 40 分であったのに対し、培養上清に

懸濁した場合では、20 分であった。これらの条件を用いて、増殖段階や細胞密度の違いによる促進効果の違

いを評価するとともに、近縁種である Chloroflexus aurantiacus, Chloroflexus islandicus, Roseiflexus castenholzii

等についても試験し、細胞間情報伝達物質の種特異性について明らかにしていく。（山口） 

 

1-c. 好熱性シアノバクテリアの増殖不能高温環境における分布と多様性 

Diversity of cyanobacteria found in geothermal areas above their upper growth temperature limits 

Thermophilic cyanobacteria have been reported at around 45 – 65˚C in geothermal springs. In Nakabusa hot springs 

(Nagano, Japan), microbial communities dominated by a unicellular cyanobacterium, Thermosynechococcus are 

developed in slightly alkaline and sulfidic hot spring water at 45 – 62˚C. In this study, I isolated cyanobacteria from the 

high temperature areas above 62˚C and investigated their phylogenetic and physiological characters. 

I collected microbial communities developed at 62.4 – 81.7°C in Nakabusa hot springs and cultivated 

photoautotrophically at 55°C. After repetitive sub-cultivations, finally I obtained 9 unicellular cyanobacteria cultures 

from 59.3 – 77.3˚C and 2 filamentous cyanobacteria cultures from 74.7 and 77.7˚C. 16S rRNA gene sequence analyses 

indicated that unicellular and filamentous cyanobacteria were related to Thermosynechococcus and Chlorogloeopsis, 

respectively. The unicelluar isolate, strain 3-1 (from 77.3°C) had 100% identical sequence of 16S rRNA gene to 

Thermosynechococcus sp. strain NK55a (=NBRC 108920) which was derived from 55°C in Nakabusa. These strains 

grew well at 55˚C and 60˚C, but not at 65˚C. I compared their thermal tolerance, but found no difference: both strains 

were able to grow after 65˚C incubation for one hour, but unable to grow after 70˚C and 75˚C incubation. The 

filamentous isolate, strain 2-7 (from 77.7°C) had the ability to grow under N2-fixing conditions. 16S rRNA gene 

sequence analysis indicated that strain 2-7 belonged to the genus Chlorogloeopsis and was closely related to a strain, 

PCC7702. Both strain 2-7 and PCC7702 grew well at 55˚C but not at 60˚C and 65˚C and showed tolerance to 70˚C 

incubation for one hour but not to 75˚C. These strains were different from the well-known Chlorogloeopsis represented 

by strain PCC9212 in 16S rRNA gene sequences, growth temperature and capability of heterotrophic growth in the 

dark. 

This study found not only Thermosynechococcus but also Chlorogloeopsis which was different from the well-known 

type in areas at over 75˚C in the geothermal springs indicating their wider distribution than known previously. However, 

these isolates were unable to grow at 65˚C and were susceptible to 75˚C treatment. Environmental factors including 

coexisting bacteria may enhance their thermal tolerance in natural environments.（品田） 

 

２）種間相互作用 Interspecies interaction 
2-a. 糸状性酸素非発生型光合成細菌と硫黄不均化細菌の硫黄化合物を介した共代謝 

Syntrophic association between anoxygenic photosynthetic bacteria and sulfur-disproportionating bacteria 

Chloroflexus aggregans is a thermophilic filamentous anoxygenic photosynthetic bacterium and widely distributed in 

slightly alkaline sulfidic hot springs. The genome analysis indicated that C. aggregans is able to fix carbon dioxide and 

oxidize sulfide to elemental sulfur (S0). However, the remarkable photoautotrophic growth of C. aggregans with sulfide 
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as a sole electron source was not observed yet. In this study, I aimed to evaluate the effects of sulfur-disproportionating 

bacterium on the autotrophic growth of C. aggregans. 

C. aggregans strain NA9-6, isolated from Nakabusa hot springs, grows well photoautotrophically with hydrogen, but 

not with sulfide. A sulfur-disproportionating bacterium, Caldimicrobium thiodismutans, which has been isolated from 

Nakabusa hot spring is known to utilize thiosulfate and S0 as electron donors and also electron acceptors. Firstly, 

co-cultivation of C. aggregans with C. thiodismutans was performed with thiosulfate as the electron source, and 

quantitative conversion of thiosulfate to sulfate was successfully observed. Then, thiosulfate in the medium was 

replaced with sulfide and repetitive cultivation was conducted. The growth of both C. aggregans and C. thiodismutants 

was observed with sulfide as the sole elctron donor in the co-culture. During the growth, simultaneous consumption and 

accumulation of sulfide and sulfate, respectively, were observed. C. thiodismutans likely works as a S0 scavenger and C. 

aggregans seems to work as a sulfide scavenger. This study shows a novel symbiotic relationship between a 

sulfide-oxidizing anoxygenic photosynthetic bacterium and a sulfur-disproportionating bacterium via cooperative 

dissmilatory sulfide oxidantion to sulfate.（河合） 

 

2-b. 温泉微生物マットに優占する糸状性酸素非発生型光合成細菌の昼夜サイクルによる遺伝子転写変化 

Transcription patterns of filamentous anoxygenic photosynthetic bacteria in microbial mats during a diel-cycle 

The ways of living in filamentous anoxygenic photosynthetic bacteria Chloroflexus spp. are variable, e.g., autotrophy 

and heterotrophy. They are widely distributed in terrestrial hot springs and form densely packed cell aggregates, 

microbial mats, under hot spring water. However, it is still unknown how they use their energy metabolisms in natural 

environments. I investigated how Chloroflexus spp. in the microbial mats change their metabolisms during a diel cycle. 

Oxygenic microbial mats containing cyanobacteria Thermosynechococcus in Nakabusa hot springs were collected 

over a diel cycle. Total RNA was extracted and sequenced after removing rRNA. RNA-seq data indicated that genes 

encoding uptake hydrogenases and key enzymes for carbon fixation in Chloroflexus spp. were highly transcribed at 

low-light conditions in the afternoon and down-regulated around midday. These results suggest that Chloroflexus spp. 

adjust their metabolism to environmental changes, such as light, but also oxygen generated by cyanobacteria in the 

microbial mats.（河合） 

 

３）新規微生物/微生物機能の探索 Exploration of novel microoganisms and microbial functions 
3-a. 糸状性酸素非発生型光合成細菌 Chloroflexus の独立栄養生育能 

Autotrophic growth of filamentous anoxygenic photosynthetic bacteria Chloroflexus 

Chloroflexus is a genus of thermophilic filamentous anoxygenic photosynthetic bacteria in the phylum Chloroflexi. 

Chloroflexus grows well heterotrophically under anaerobic photosynthetic and aerobic respiratory conditions. Genomic 

studies indicate that Chloroflexus have the gene set for carbon fixation, although no photoautotrophic growth was 

reported except for a strain of C. aurantiacus OK-70-fl in the genus. The aim of this study is to isolate bacteria in the 

genus Chloroflexus from hot springs and characterize their autotrophic growth.  

   Bacterial strains were isolated under photoheterotrophic conditions from microbial mats in Nakabusa hot springs. 

The isolates belonging to C. aggregans (98.7% identity of 16S rRNA gene sequence to the respective type strain) and C. 

aurantiacus (99.9% identity to the respective type strain) grew photoautotrophically under a 24% H2 atmosphere. 

Autotrophic growth was also confirmed under 80% H2 and 5% O2 conditions in the dark, although the type strains of C. 

aggregans and C. aurantiacus did not show the chemolithoautotrophic growth under the same conditions. The photo- 

and chemolitho-autotrophic growth was observed only in the new isolates and dependent on H2. 
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   This is the first report that filamentous anoxygenic photosynthetic bacteria have the ability of 

chemolithoautotrophic growth. Since chemosynthesis is considered to precede photosynthesis in early evolution of life, 

Chloroflexus might be a good model organism to study the origin of photosynthesis.（河合） 

 

3-b. セルロース利用細菌の温泉微生物群集における多様性 

Diversity of cellulose-utilizing bacteria in hot spring microbial communities 

Microbial communities in sulfidic hot springs at over 70˚C form dense cell aggregates containing 

chemolithoautotrophic sulfur-oxidizing bacteria as major primary producers. The chemolithoautotrophic bacteria likely 

synthesize extracellular cellulose. The bacterial cellulose probably helps to form cell aggregates and is an important 

organic compound of the carbon cycle to link autotrophic and heterotrophic bacteria in the microbial communities. 

However, diversity of cellulose-utilizing bacteria in the hot spring microbial communities has not been studied well and 

their function in the microbial ecosystems has not been clarified yet.  

A piece of the microbial cell aggregates collected in Nakabusa hot springs was anaerobically incubated with filter 

papers as a carbon source in glass vials at 70°C. After several days of incubation, degradation of the filter papers in vials 

was observed. Two isolates, strains WP-01 and WW-01, were finally isolated after several enrichments and limiting 

dilution cultivation in media containing cellulose powder as a major carbon source. Analysis of 16S rRNA gene 

sequences indicated that strain WP-01 was closely related to Dictyoglomus thermophilum with 99.8% identity and strain 

WW-01 belonged to the genus Thermoanaeromonas in the phylum Firmicutes (97.3% identity to T. toyohensis). Strain 

WW-01 and T. toyohensis DSM 14490T were different in cellulose utilizing ability and growth temperature. These 

results strongly indicated that strain WW-01 was a novel species in Thermoanaeromonas. (Chen) 

 

3-c. 窒素固定細菌の温泉微生物群集における多様性 

Diversity of nitrogen-fixing bacteria in hot spring microbial communities 

Nitrogen-fixation in thermophilic microbial communities at ≥70ºC is poorly understood. I applied molecular-based 

analysis to examine candidate diazotrophs in microbial mats at ≥70ºC in Nakabusa hot springs, and isolated 

diazotrophic community members.  

Amplicon sequence analyses based on the nifH gene were performed. High relative abundance of NifH operational 

taxonomic units could be assigned to three distinct taxa; (1) the sulfate reducing bacterium in the phylum Nitrospira, (2) 

the sulfur/hydrogen-oxidizing bacteria in the phylum Aquificae, and (3) the fermentative bacterium in the phylum 

Firmicutes. Two strains, strains 1-6 and 2-18, were successfully isolated under nitrogen-fixing conditions from the 

microbial mats. Phylogenetic analysis based on 16S rRNA gene placed both isolates in the genus of Hydrogenobacter in 

the phylum Aquificae, and suggested that strain 2-18 was a novel species in the genus. Both strains grew under 

microaerobic conditions using CO2 as sole carbon source and N2 as sole nitrogen source with thiosulfate or H2 as 

electron donor at 70ºC. The two strains showed slightly different O2 optima for growth. Nitrogenase activity in both 

isolated strains was confirmed by acetylene reduction assays at 70ºC. To my knowledge, this is the first report of active 

nitrogenase activity in bacteria at 70ºC and also in the phylum Aquificae.  

These results suggest that nitrogen-fixation in these thermophilic environments takes place in different ecological 

niches by diverse bacterial members. Nitrogen-fixation may support the biomass production in the communities under 

the shortage of nitrogen compounds in these oligotrophic, thermophilic environments.（西原） 

 

3-d. 硫黄酸化細菌の温泉微生物群集における多様性 
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Diversity of sulfur-oxidizing bacteria in hot spring microbial communities 

Microbial communities dominated by sulfur/hydrogen-oxidizing chemolithoautotrophic bacteria develop well at over 

70˚C in slightly alkaline and sulfidic hot springs. Recent environmental DNA analyses of the microbial communities 

indicated existence of a variety of novel sulfur oxidizing bacteria, some of which likely possess nitrogen fixing ability. I 

am exploring novel sulfur/hydrogen-oxidizing bacteria by cultivation to determine their physiological diversity. 

I collected microbial communities forming dense cell aggregates at 69.9°C – 78.3°C in Nakabusa hot springs. A pieces 

of microbial cell aggregates were inoculated into solid media and cultivated at 70°C. The cultivation media were 

prepared according to the growth media which have been used for sulfur-oxidizing thermophilic bacteria in the genus 

Thermocrinis in the phylum Aquificae; the cultivation tubes contained CO2 as a sole carbon source, N2 and/or NH4+ as 

nitrogen source, H2 and/or thiosulfate as electron donor. The cultivation media were solidified with 0.9% of gellum gum 

and 1% and 5% oxygen atmosphere were prepared. After 5‒8 days of cultivation, several types of colonies were formed 

at area close to the surface of the medium and 4 cm depth of the medium under NH4+-free conditions. Under 

NH4+-containing conditions, colonies were also observed at the surface of media. Single colony isolations through 

repetitive cultivation are being conducted for further physiological and phylogenetic analyses.（横山、西原） 

 

3-e. 塩素酸還元細菌の河川における多様性 

Diversity of chlorate-reducing bacteria in river 

河川生態系の物質循環においても微生物は重要な役割を担っている。当研究室では、これまでに、窒素固

定酵素遺伝子を対象にした環境 DNA 解析により、多摩川の河床礫バイオフィルムに多様な窒素固定細菌が

分布していることを示してきた。それらの解析から、過塩素酸/塩素酸還元細菌として知られる系統群の存在

が示唆された。そこで本研究では、窒素固定能を有する塩素酸還元細菌を河川から分離培養し、その性質お

よび多様性を明らかにすることを目的とした。 

多摩川の中流域から河床礫バイオフィルムや底質を採取し、酢酸を炭素源・エネルギー源とし、窒素化合

物を含まず、塩素酸（5 mM）を唯一の電子受容体とする培地に接種して、窒素ガス気相下で培養した。継代

培養および寒天平板培養によるコロニー化を繰り返し、10 株を分離した。これら分離株はすべて、塩素酸呼

吸条件でアセチレン還元活性を示した。16S rRNA遺伝子塩基配列を解析した結果、いずれの分離株もAzospira 

suillum に近縁であった。Azospira suillum について、塩素酸呼吸能およびニトロゲナーゼ活性は知られていた

が、塩素酸呼吸条件で窒素固定生育することを示した報告はない。塩素酸還元菌の自然環境での分布および

その代謝多様性について、興味がもたれる。（森田、西原） 

 

3-f. 高温環境におけるメチル化合物利用性メタン生成アーキアの多様性 

Diversity of methyl compounds utilizing methanogenic archaea in thermal environments 

これまでに知られている多くのメタン生成アーキアは、水素をエネルギー源として二酸化炭素からメタン

を生成する。メタノールなどのメチル化合物を炭素源とするメタン菌も知られているが、限られた系統群の

みであった。しかし、近年の環境 DNA 解析から、メチル化合物利用性のメタン菌が、門レベルで全く新規

な系統を含む多様なアーキアの系統に分布していることが示唆されるようになってきている。ただし、分離

培養の報告はヒト糞便由来の中温性株１例のみである。そこで本研究では、特に研究報告の少ない高温環境

に注目し、メチル化合物利用性の未培養メタン菌を分離培養し、その性質を明らかにすることを目的として

いる。 

 メタノールは、植物遺体から発酵細菌の作用により生成することが知られている。そこで、落ち葉が堆積

する高温土壌を接種源とした。宮城県鬼首温泉では、100℃近い熱水（中性単純泉）が噴出する土壌に落葉も
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見られる環境がある。鬼首温泉において高温土壌（ 高 92.6℃、pH 3.2～8.6）を採取し、37℃、55℃、70℃

で嫌気的に培養を開始した。炭素源として、メタノール、メチルアミン類、ジメチルスルフィドを用い、気

相の水素濃度を変えた条件を用意した。70℃での培養でもメタン生成が確認され、これらについて継代・集

積培養を繰り返している。（石見） 

 

*共同研究者の方々 Collaborators 

花田智 首都大学東京・生命科学専攻・教授 

Vera Their 首都大学東京・生命科学専攻・准教授 

Marcus Tank 首都大学東京・生命科学専攻・准教授 

Shawn McGlynn 東京工業大学・地球生命研究所・主任研究者 

福島俊一 首都大学東京・生命科学専攻・客員研究員 
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猪崎風葉、春田伸「緑色糸状性細菌の光合成関連遺伝子の転写に与える光照射および酸素の影響」第 60 回日

本植物生理学会年会（名古屋） 

春田伸「セルロースナノファイバー生産のための温泉微生物生態系エンジニアリング」日本農芸化学会 2018

年度第 3 回関東支部例会（東京） 

春田伸「人工微生物生態系を用いた進化生態学研究」進化群集生態学シンポジウム 2018（京都） 

西原亜理沙「陸生温泉に生息する超好熱性窒素固定細菌の系統と生理特性」生命科学系フロンティアミーテ

ィング 2018（三島） 

河合繁「Transcriptional response of Chloroflexus spp. in microbial mats with or without cyanobacteria durig a 

diel-cycle」生命科学系フロンティアミーティング 2018（三島）  

猪崎風葉「緑色糸状性細菌の環境に応答した光合成遺伝子の転写調節」生命科学系フロンティアミーティン

グ 2018（三島） 

Kawai, S., A. Nishihara, K. Matsuura, and S. Haruta. Hydrogen-dependent photoautotrophic and chemolithoautotrophic 

growth of Chloroflexus sp., isolated from Nakabusa hot springs, Japan. 16th International Symposium on 

Phototrophic Prokaryotes (Vancouver, Canada) 

Chen Yuxin、西原亜理沙、春田伸「Cellulose-degrading ability and cellulose-utilizing bacteria in thermophilic 

chemosynthetic microbial communities at Nakabusa hot springs」日本微生物生態学会第 32 回大会（宜野湾） 

品田美緒、川村のぞみ、松浦克美、春田伸「Thermal tolerance of the cyanobacterium Thermosynechococcus sp. 

distributed in Nakabusa hot springs」日本微生物生態学会第 32 回大会（宜野湾） 

Nishihara, A., K. Matsuura, S. E. McGlynn, V. Thiel, M. Tank, S. Haruta. Nitrogen-fixing bacteria and nitrogenase 

activity in thermophilic chemosynthetic microbial communities at Nakabusa hot springs. 日本微生物生態学会第

32 回大会（宜野湾） 

河合繁、松浦克美、春田伸「Syntrophic association between sulfur disproportionating bacterium and anoxygenic 

photosynthetic bacterium, Chloroflexus aggregans」日本微生物生態学会第 32 回大会（宜野湾） 

広瀬節子、春田伸、花田智「Phylogenetic position of aerobic anoxygenic phototrophic bacteria newly isolated from a 

river within the order Rhodobacterales」日本微生物生態学会第 32 回大会（宜野湾） 

河合繁、松浦克美、春田伸「単細胞性シアノバクテリアと緑色糸状性細菌とよる共バイオフィルム形成」第

9 回日本光合成学会年会（仙台） 

猪崎風葉、春田伸「緑色糸状性細菌の酸素の有無に応答した光合成遺伝子の転写調節」第 9 回日本光合成学

会年会（仙台） 

西原亜理沙、松浦克美、Marcus Tank、Shawn McGlynn、Vera Thiel、春田伸「Isolation of novel hyperthermophilic 

nitrogen-fixing sulfur/hydrogen-oxidizing bacteria in phylum Aquificae」日本地球惑星連合 2018 年大会（千葉） 
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動物生態学研究室 
 
1. 構成 
林 文男（教員）、岡田泰和（教員）、岡宮久規（10 月より D3）、岸本 渓（D2）、伊藤睦実（D2）、岸村真央

（M2）、YU Pei（10 月より M2）、和田優之介（M1）、横塚未来（M1）、矢崎英盛（M1）、岩浪 創（卒研生）、

滝沢達朗（卒研生）、神宮彬彦（9 月まで研究生）、PHAN Quoc Toan（短期留学生１ヶ月）、橋本晃生（客員

研究員）、村上勇樹（客員研究員） 

 

2. 研究紹介 
動物生態学研究室では、生態学、行動学、進化生態学、生態発生学、社会生物学、保全学などの研究を行

っている。研究対象は、陸生、水生を問わず、小型哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、昆虫類、ダニ類、その

他の無脊椎動物など多岐にわたっている。研究手法は、野外調査や野外における操作実験はもちろん、飼育

下での実験、分子マーカーを用いた解析、分子系統樹の作製、次世代シーケンサーや定量 PCR による遺伝子

発現解析、発生・生理学的解析、蛍光染色による組織観察など、 新のものを取り込んだ多面的なアプロー

チに基づく研究をめざしている。皆で議論しながら、各自が自由に研究できる雰囲気を大切にし、既成の枠

に縛られることなく、新しい考え方や技術などを積極的に取り入れている。以下に、2018 年度に実施された

研究の一部を紹介する。 

 

(1) 脊椎動物を対象にした研究 
(a) 哺乳類 

ハイガシラリス属（Callosciurus）は、アジア南部に生息する樹上棲リス類である。配偶行動は１個体のメ

スに多くのオスが集まる交尾騒動として知られている。この時、オスはmating callを頻繁に発するが、その音

響特性の種ごとの類似性は種の分子系統的類似性とよく一致することが明らかとなった（12）。 

(b) 爬虫類 

ヒガシニホントカゲ（Plestiodon finitimus）は伊豆半島を除く近畿以東の本州および北海道に自然分布する

（図１）。東京都八王子市にある孤立緑地において、個体群の年齢構造、体長組成、成長を明らかにするため

に、2 年間にわたる標識再捕獲調査を行った。2 年間で 65 日の調査を行い、272 個体を 374 回捕獲すること

ができた。捕獲を試みたが逃げられてしまった個体を含めると、観察地点数は 545 に及んだ。標識した 272

個体のうち、62 個体が 2 回以上捕獲された。Robust Design モデルを用いて 6 ヶ月毎の個体数推定を行った結

果、平均 421 個体が調査地内に生息していると推定された。頭胴長は雄が 55～78 mm、雌が 56～74 mm、幼

体が 26～67 mm であった。本調査地に生息する個体はこれまでの他地域の研究と比較すると小型であること

が分かった。また、標識時に切り取った指の骨組織中の成長停止線の観察に基づき、各個体の年齢を推定し

た。捕獲した個体のうち、2 歳以上と思われる成体を中心に合計 130 個体の年齢が推定でき、調査地内の

高齢は 4 歳であった。年齢と頭胴長の関係から Bertalanffy のモデルを用いて成長曲線を求めた結果、頭胴長

の 大値は 81.2 mm（95%信頼区間 76.0 ~ 86.4）と推定された（19）。 

(c) 両生類 
これまでヒダサンショウウオ（Hynobius kimurae）と扱われていた集団のうち、群馬、東京、埼玉、神奈

川、山梨、長野（東部）、静岡、愛知（東部）のものを別種として区別し、新たにヒガシヒダサンショウウオ

（Hynobius fossigenus）という新種として記載した。両種はよく似ているが、ヒガシヒダサンショウウオは体

が大きく、頭胴長に対して頭部が小さく、胴部、四肢、尾部が長くなるという特徴があり、分子系統樹上で
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も明確に区別される（11）。 

 

(2) 無脊椎動物を対象とした研究 
アリなどの社会性昆虫は、集団で協力して生活するため、集団（コロニー）レベルでの生産・労働効率を

上げる特徴的な仕組みを持っている。これまでのトゲオオハリアリを用いた研究から、働きアリの活動性は

単独では昼に活動し、夜に休む概日リズムを示すものの、卵や幼虫、そして他の働きアリと一緒にいるとき

は、概日リズムから外れるケースを次々と明らかにしてきた。とくに、内勤個体（巣の中で子供の世話をす

る個体）は、他の内勤個体からは活動性の影響をあまり受けないが、外勤個体（巣の外に行き餌集めをする

個体）との接触で顕著に常時活動的に転じた。一方、外勤アリは、どの個体と接触しても常時活動性に転じ

た。このことは、アリが直接接触する相互作用を介して、なんらかの社会的な情報（餌の搬入など）を伝え

あっている可能性を示している。さらに、個体ごとに社会的な情報への鋭敏さが異なる事を示唆しており、

集団レベルで労働効率をあげる重要な仕組みに位置づけられる（1）。 

ウスバカゲロウ類の幼虫には、すり鉢状の巣を作って待ち伏せする種（営巣性）と、巣穴を作らずに砂の

中に潜り、通りがかる獲物を捕食する種（非営巣性）がある。前者については、採集が容易であり、捕食行

動を含む多くの研究がなされているが、後者については、野外で幼虫を見つけることが難しく、捕食行動に

ついての研究はほとんどなされていない。そこで、実験室内で、幼虫を直径 150 mm の円形の容器に入れ、

餌として与えたフタホシコオロギを捕食する様子をビデオカメラで撮影した結果、営巣性種と非営巣性種の

間でコオロギの捕食数および摂食時間に差は認められなかった。しかし、営巣性種の幼虫は容器内の中央部

に巣穴を形成したが、非営巣性種の幼虫は平均 1.4 回その位置を変え、 終的には容器の壁面近くで定位す

ることが多かった。それぞれの種の生息地での幼虫の待ち伏せ場所の調査を行った結果、野外でも非営巣性

種の幼虫は、木の根や岩などの近くに定位していた。野外で人工フェンスを設置し餌条件を調べた結果、フ

ェンスの縁を多くの餌生物が利用することから、非営巣性種は岩や木の根などの障害物のそばに定位し、そ

れらをフェンストラップとして効率よく餌を捕食することが明らかとなった（4）。 

昆虫類では多くのグループでメスの翅が退化する。メスは翅が退化することによって分散が妨げられるが、

その分だけ多くの栄養を卵巣に投資できるという利点がある。さらに、メスでは婚姻贈呈によってオスから

栄養を得る種も多い。いわゆるフユシャク類（シャクガ科）は冬期に羽化するため、成虫になってから餌を

取ることが難しく、メスにとっては、翅の退化とオスからの婚姻贈呈が卵巣への栄養投資に重要であると考

えられる。興味深いことに、フユシャク類のメスの翅の退化の程度には、完全に無翅の種から半分ほどしか

退化しない種まで様々である。そこで、この翅の退化の程度と雌雄の繁殖形質（精包やオスの付属腺の大き

さ）を、春や秋に羽化する雌雄とも翅が退化しないナミシャク亜科とエダシャク亜科の種も含めて比較した

結果、メスの翅の退化傾向が強い種ほどオスの繁殖形質が低下した（24）。 

 

(3) その他 
 以上の他、ムササビの採食行動、オタマジャクシの表現型可塑性、ヘビトンボ類の産卵特性、ザトウムシ

類の日周活動、セミ類の音声特性、甲虫の武器や闘争行動の発生・発達メカニズムなどの調査・研究が行わ

れた。 

 

3. 研究発表 
誌上発表 

1. Fujioka, H., Abe, M. S. and Okada, Y. (2019) Ant activity-rest rhythms vary with age and interaction frequencies of 
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workers. Behavioral Ecology and Sociobiology, 73: 30. 

2. Horiuchi, K., Hashimoto, K. and Hayashi, F. (2018) Cantaridin world in air: Spatio-temporal distributions of flying 

canthariphilous insects in the forest interior. Entomological Science, 21: 306-314. 

3. Ito, M. and Hayashi, F. (2019) Tree-leaf chemicals and feeding behavior of arboreal mammals in seasonal 

environment. In: Merillon, J. M. and Ramawat, K. (eds) Co-Evolution of Secondary Metabolites. Reference 

Series in Phytochemistry. 1-32 pp., Springer Nature, Switzerland. 
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口頭・ポスター発表 

15. 伊藤睦実（2018）樹木の葉食 vs 種子食：植物の防衛物質からみえること．日本哺乳類学会 2018 年度大

会 小集会（伊那）． 
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18. 岸村真央（2018）都市緑地におけるヒガシニホントカゲの微生息場所選択と分散．日本爬虫両生類学会

第 57 回大会（相模原） 

19. 岸村真央（2019）都市緑地に生息するヒガシニホントカゲの個体群構造と成長．日本生態学会第 66 回大

会（神戸）． 

20. Okamiya, H., Sugawara, H. and Kusano, T. (2018) Partial body size cline due to prevented adaptation in a lentic 

salamander. 第 34 回個体群生態学会大会（東京）． 

21. 岡宮久規, 菅原弘貴, 草野 保（2019）サンショウウオの適応形質の地理的変異：緯度間補償とその制限

が生み出すパターン．日本生態学会第 66 回大会（神戸）． 

22. 田村典子, Phadet Boonkhaw, Budsabong Kanchanasaka, 林 文男（2018）クリハラリス／フィンレイソンリ
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distributed in Japan. 8th International Colloquium on Squirrels (NUI Galway, Ireland). *発表者 

24. 矢崎英盛，林 文男（2018）フユシャク類におけるメスの翅の退化の程度とオスの繁殖形質．日本昆虫学

会第 78 回大会（名古屋）．[ 優秀ポスター賞受賞] 

25. 矢崎英盛, 林 文男（2019）なぜシロオビドクガは雌雄で色彩が異なるのか：性によって擬態の対象が異

なる可能性．日本生態学会第 66 回大会（神戸）． 

26. Yu, P. and Hayashi, F. (2019) Structure and function of egg masses of Megaloptera: possible functions of female 

accessory gland materials．日本生態学会第 66 回大会（神戸）． 

 

その他の出版物 

27. 橋本晃生（2018）カンタリジンを介して昆虫が紡ぐコミュニケーションネットワーク．昆蟲（ニューシ

リーズ），21: 230-239. 

28. 林 文男（2018）ミナミカワトンボ類のオスの翅の模様と交尾器にかかる性選択．昆虫と自然，53 (5): 10-12. 

29. 林 文男（2018）ヘビトンボ目（広翅目），アミメカゲロウ目（脈翅目）．「日本産水生昆虫：科・属・種

への検索（第二版）」（川合禎次・谷田一三編）．東海大学出版会． 

30. 矢崎英盛（2018）トトロの森 20 号地で開催された「夜の森のいきものと蛍の観察会」で確認された昆虫.

トトロのふるさと基金自然環境調査報告書 14: 90-95. 

31. 矢崎英盛（2018）今日から始める自然観察：冬の移ろいを告げるフユシャク類．自然保護，567: 18-19． 

 
図１．ヒガシニホントカゲの幼体。成体になると縞状の模様は不明瞭となる。（岸村真央 撮影） 
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植物生態学研究室 

 
1. 構成 
可知直毅、鈴木準一郎、立木佑弥、秋元勇貴（M2）、志村綱太（M2）、金城薫（M1）、田中紫苑（M1）、

中越智也（M1）、西脇花恵（M1）、井出まどか（卒研生）、伊藤允（卒研生）、内田健太郎（卒研生）、

田中葉月（卒研生）、中村敏枝（研究生）、佐藤臨（特任研究員）、畑憲治（客員研究員）、 

Jeremy T. Lundholm（客員研究員） 

 

2. 研究紹介 
 本研究室では、高等植物を中心とする生態現象をさまざまな時間的・空間的スケールで多角的にとらえる

ことをめざしている。そのために、フェノロジー観察、植生調査、個体群統計、成長解析、野外実験、栽培

実験、数理・統計モデル、分子マーカーを用いた遺伝的解析、脂肪酸分析、生理的特性の測定などの手段で、

キャンパス内の緑地、温室や圃場や人工気象室、小笠原の海岸草原や乾性低木林、八ヶ岳の針葉樹林、東京

大学秩父演習林、富士山、ヨーロッパの半自然草原、各地のササ群集などの場所で研究を行っている。対象

としている生物も、モデル植物であるシロイヌナズナをはじめとする各種の草本植物や木本植物、植食性の

昆虫など多岐にわたる。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

い研究紹介は植物生態学研究室のホームページ（http://www.biol.se.tmu.ac.jp/plantecol/）に掲載されている。こ

こでは、卒業研究および修士論文について研究課題と概要を紹介する。 

 

１）シロイヌナズナの地下部バイオマスとアレロパシー作用の関係 
 植物が放出した化学物質（アレロケミカル）が、近隣の植物に負の影響を及ぼす場合をアレロパシーと言

う。様々な方法で放出されるアレロケミカルでは、根から滲出される量が も多いとされている。アレロパ

シーは植物の分布や個体数に強く影響する。本研究は、植物生態学研究室の卒業研究として実施された先行

研究を基に、シロイヌナズナ（Arabidopsis thaliana）のアレロパシー作用の強さとその地下部バイオマスは正

に相関するという仮説を検討した。シロイヌナズナを用いたアレロパシーに関する今までの研究は、シロイ

ヌナズナが他種から受ける影響を解析したものが多く、シロイヌナズナによるアレロケミカルの放出を調べ

たものはほとんどない。 

 上記の仮説を検討するために(1)栽培したシロイヌナズナの地上部・地下部バイオマスの測定、(2)相対成長

速度(RGR)の算出、(3)アレロパシー作用のバイオアッセイを行った。シロイヌナズナの栽培では 9 種類の遺

伝子型を用い、2 種類の栄養条件を設定した。また RGR 測定のために刈り取りを播種後 18 日、42 日の

2 回行った。各条件の反復は 10 とした。刈り取り後にはシロイヌナズナを地上部・地下部に分け、それぞ

れの乾燥重量を測定した。アレロパシーのバイオアッセイでは、シロイヌナズナを栽培したポットから給水

時に流出した水溶液で、レタス（Lactuca sativa L.cv. Grand Rapids）の種子を栽培し、発芽した根の長さをア

レロパシー作用の強度の指標とした。流出した水溶液には、シロイヌナズナ由来のアレロケミカルが含まれ、

レタスの根の長さが短いほどアレロパシー作用が強い、と考えられる。シロイヌナズナの地下部のバイオマ

スとレタスの根の長さには負の相関が見られると予測した。 

 シロイヌナズナの地下部のバイオマスは、栄養条件によって有意に異なり、貧栄養条件下では遺伝子型で

も有意に異なった。しかし、刈り取り時のバイオマスは、先行研究に比べて著しく小さかった。また、RGR
は、貧栄養条件では遺伝子型によって有意に異なった。一方で、コントロールと遺伝子型でレタス種子の発

芽率・根の長さは異ならなかった。以上の結果より、本実験では、シロイヌナズナのアレロパシー作用は確
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認されなかった。先行研究と結果が異なった理由は、バイオマスが非常に小さかったことに加え、地下部の

バイオマスや RGR のばらつきが大きかったためだと考えられる。（井出まどか : 卒業研究） 

 

２）クローナル植物の匍匐枝導管の解剖学的形態観察 

 クローナル植物とは、葉と茎や根を持ち、独立して生存可能な植物体(ラメット)が、匍匐枝などで複数、

連結している植物をいう。この連結を通じたラメット間の水や栄養塩など資源の移動は、生理的統合と呼ば

れ、ラメットの定着や生存を高める。維管束を介して生じる生理的統合は、匍匐枝の二次成長による導管の

本数や面積の増加で、向上すると考えられる。しかし、生理的統合の観点から、匍匐枝を解剖し詳細な形態

観察を行った知見は少ない。 

 本研究は、カキドオシ(Glechoma hederacea)を材料に、匍匐茎の太さと導管の本数や面積を計測する、解剖

学的形態観察手法の確立を目的とした。徒手切片法により作成した匍匐枝の切片を、サフラニン・ファスト

グリーン溶液で染色し 、導管の本数や面積を画像解析ソフト ImageJ を用いて測定した。さらに、同じ切片

画像を繰り返し解析し、導管の識別・選択で生じる誤差を定量化した。また、連続する切片間では、形態は

ほぼ同じであるという仮定のもと、連続する 2 切片を測定、比較し、測定誤差を評価した。 

 ある匍匐枝の同一の切片画像を 5 回独立に計測したところ、測定誤差は、太さでは認められず、導管本数

では約 3%、導管面積では約 1%だった。また異なる節間で比較すると、匍匐枝の太さと導管本数および導管

面積に有意な差が認められた。それらの匍匐枝の切片でも同様の計測を行うと、導管本数では約 5%、導管面

積では約 5%の測定誤差が生じた。また、連続切片の測定結果から、匍匐枝の太さには体の約 1%、導管本数

では約 8%、導管面積では約 9%の測定誤差が生じた。以上の結果より、匍匐枝には、太さやの導管本数およ

び導管面積には、測定誤差を考慮しても検出可能な差があることが明らかとなった。（伊藤允 : 卒業研究） 

 

３）屋上と地表に生育するススキが生産した種子重量と冠毛の形態の比較 
 都市における生物多様性の保全には、都市の生態の理解が重要である。都市の生態の特徴として、生物の

成育地が分断化され、パッチ状であることが挙げられる。そのため都市では、移動に制限がある植物が、そ

の生育地を拡大するのは困難である。もっとも分断化された植物の生育地の一つに、緑化された屋上がある。

また、緑化屋上の土壌は浅く、日光を遮るものも無いため、乾燥が厳しい。そのため、侵入・定着できる植

物は限られることが知られている。首都大学東京 12 号館の屋上の一部は緑化されており、2005 年までは管

理されていた。その後も植生は存続し、2005 年以降に定着した可能性が高い複数の植物種が存在する。その

一つに、冠毛を有する風散布型種子をつけるススキ（Miscanthus sinensis）がある。本研究では、定着が困難

な屋上に生育していた個体は、地表の個体と比べ飛びやすい形質の種子を作るという仮説の下、屋上と地表

に生育するススキ個体間で、種子と冠毛の形態に見られる違いを明らかにすることを目的とした。 

 風散布型種子では、散布体全体の重量が小さいほど、また重量当たりの冠毛サイズが大きいほど飛びやす

いことが知られている。そこで、屋上および地表に生育するススキのそれぞれ 20 個体から 30 ずつ採集した

種子について、散布体重量、冠毛長、冠毛長から推定した冠毛面積を測定した。測定の結果、屋上個体と地

表個体には、上記の測定項目で有意な差は見られなかった。地表および屋上個体とも、散布体重量と冠毛面

積には統計的に有意な正の相関が認められた。しかし、地表個体ではその相関は弱く（ピアソンの相関係数、

r=0.164）、回帰直線の傾きも 0.007 と非常に小さかった。一方で、屋上個体では相関はより強く（ピアソンの

相関係数、r=0.589）、回帰直線の傾きは 0.026 と前者の 4 倍近かった。 

 以上より、屋上個体と地表個体には、各測定項目の平均値の有意な差は検出されなかった。しかし、屋上

個体が生産した種子では、冠毛面積散に対する布体重量が大きい散布されにくい種子が少なかったことを意

味する。（内田健太郎：卒業研究） 
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４）湿潤な条件下で土壌表面の礫層が植物の成長に及ぼす影響 
 農地の土壌表面に礫を敷き詰める農法が乾燥地ではしばしば用いられる。土壌表面の礫は、水分蒸発を抑

制し、植物の利用できる水量を増やすとされている。一方で、土壌表面の礫は、降水の土壌への浸透を妨げ、

土壌水分が減少するとの報告もある。つまり、土壌表面の礫層が、土壌水分を介して植物に及ぼす影響は明

らかではない。また、比較的降水量に恵まれた地域でも、水田以外の圃場では、土壌表面はしばしば乾燥す

る。そのため、この農法を用いれば、より少量の水分供給で、植物の成長は大きくなると考えた。そこで、

礫の有無と給水量、給水頻度を３要因とする栽培実験を行なった。 

 土壌からの水の蒸発を礫が抑制するのであれば、水分供給の量や頻度が少ない場合、土壌からの蒸発量が

少ないほど、植物が利用できる水分量は増加し、植物の成長量は大きくなると予想される。一方で水分供給

の量や頻度が十分な場合には、土壌からの蒸発量の多寡は植物の成長にほとんど影響しないと考えられる。

そこで、植物の成長量の給水頻度による差は、礫層がない場合に比べて礫があると生じにくいと考えた。 

 上記の検討のためにホソムギ(Lolium perenne)を材料として、40 日間の栽培実験を首都大学東京第二圃場の

ビニールハウスで行なった。実験は３要因乱塊法に則り、礫と給水量と給水頻度を要因とした。礫では有無

の２水準、給水量では 200 ml と 100 ml の２水準、給水頻度では毎日、２日毎、４日毎の３水準を設定した。

栽培後に地上部と地下部を刈り取り、乾燥重量を測定し、要因の影響を検討した。また栽培期間中、４日毎

にポット重量を測定し、土壌の含水量を推定し、植物の個体重への影響も検討した。 

 乾燥重量を応答変数、説明変数を礫の有無、給水量と給水頻度及びこれらの交互作用として分散分析を行

った結果、礫の効果が有意に認められた。また推定した土壌含水量の変化量を応答変数として、同様の分散

分析を行った結果、礫の効果、礫と給水量及び礫と給水頻度の交互作用の効果が有意に認められた。これは、

礫層と給水条件を組み合わせによっては、土壌含水量の変化が低下したことを意味する。つまり、土壌から

の水分蒸発量が減少したためだと考えられる。また、この場合には植物個体重量も増加した。（田中葉月：卒

業研究） 

 

５）林床に分布するアズマネザサの稈の空間分布と成長動態に環境要因が及ぼす影響 
 ササは日本の重要な林床植生であり、管理放棄された里山で分布を拡大している。光環境が良い、平地や

緩斜面の、木本に被陰されていない場所でタケ・ササの稈密度が高いとされる。しかし、密度勾配のある稈

個体群の成長動態はほとんど研究されていない。そこで関東の里山で普通なアズマネザサ（Pleioblastus chino 

(Franch. et Sav.) Makino、以下ササ）を材料に、密度勾配のある稈個体群で稈の分布と成長動態を記述し、環

境要因の影響を検討した。 

 本調査を行った松木日向緑地（東京都八王子市）では、下草刈りがほとんど行われず、ササが多く見られ

る。密度勾配のある稈個体群に、2 m × 10 m の調査区を 2 つ設置し、調査区を 1 m × 1 m のプロットに分割し

た。2016 年から 2018 年に、調査区内の全ての稈の位置と生残を記録し、各プロットで地表面の傾斜、冬と

夏の開空度を求めた。また、調査区の周囲 4 m 以内に存在する常緑樹の樹冠が林床を被陰する面積（被陰面

積）を推定した。ササの空間分布、成長動態と環境要因の相関を、プロットを単位として解析した。また、

調査区とは別の場所で土壌断面を作成し、地下茎の垂直分布を記録した。 

稈の空間分布、総数、稈密度は 3 年間で大きな変化が見られなかった。2018 年には、ササの総稈数は 645 本

であり、プロットの平均値では、稈密度は 16.1 本/m2
、死亡稈の密度は 2.68 本/m2

、新規出現稈の密度は 0.525

本/m2
だった。開空度は、冬に 6.27%、夏に 1.60%であり、斜面傾斜は 17.20°、被陰面積は 38312.0 cm2

だっ

た。冬と夏の開空度は、有意に正に相関し、それぞれ被陰面積とは有意に負に相関した。一方で、冬と夏の

開空度や被陰面積は、斜面傾斜とは有意に相関しなかった。全ての年で、死亡稈の密度は、新規出現稈の密
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度と有意に正に相関した。ある年に死亡・出現した稈の密度はそれ以前の年の稈密度とそれぞれ有意に正に

相関した。稈密度は、冬開空度とは有意に正に、被陰面積とは有意に負に相関した。一方で、夏開空度と斜

面傾斜は有意に相関しなかった。100 cm まで掘削した土壌断面では地下茎は見られなかったが、稈が 40 cm

以深の土中まで達していた。稈は地中でも分枝し、地上で枯死した稈の分枝による再生も見られた。 

 以上より、本調査地のアズマネザサは、常緑樹の影響を受けた冬季の光環境により空間分布が制限され、

光環境が大きく変化しなければ、成長動態も劇的には変化しないと考えられる。タケ・ササの空間分布が短

期間で拡大する報告は多いが、本研究は明確な拡大が認められない場合もあることを示した。今後は、光環

境の変化が、稈個体群の成長動態にどのように影響するかを明らかにする必要がある。人工的なギャップ形

成や下草刈りなどの環境の変化に対し、地下茎からの稈の形成、地中での稈の分枝など形態的な応答が予想

される。（秋元勇貴：修士論文） 

 

 

６）先駆樹種オオバアサガラの生残や成長に環境要因がおよぼす影響：野外調査と栽培実験による

検討 
 山地の渓流では、木本植物の更新は洪水などの撹乱の影響を受け、独特な植生が発達する。オオバアサガ

ラは、山地の渓流で見られる先駆樹種であり、近年個体数が増加している。本研究では、微環境が生残や成

長におよぼす影響を調べ、オオバアサガラ（Pterostyrax hispida）の更新条件を明らかにした。 

 まず、渓流沿いの微環境がオオバアサガラの実生や稚樹の分布におよぼす影響を調べた。調査は東京大学

秩父演習林で行った。大血川から尾根に向けて、流路と垂直に交わる直線を 6 本引き、直線上に調査区(2 m×2 

m)を 76 個設置した。調査区では、オオバアサガラの実生・稚樹数、地形の指標として流路からの距離と高

さ、光環境の指標として開空度を測定した。2017 年 11 月、オオバアサガラ種子 300 粒とバーミキュライト 2 

L が入ったメッシュバッグを、39 個の調査区の近傍に 1 つずつ設置する播種実験も行った。2018 年 4 月から

10 月にかけて、毎月の発芽数を記録した。10 月の記録後、33 バッグからそれぞれ 200 粒の未発芽種子を回

収し、それらの生死を判定した。流路からの距離と開空度は負に相関した。発芽が も多いバッグでの発芽

数は 13 だった。発芽数が顕著に増加する環境は認められなかった。実生数の少なさと発芽率の低さかから、

定着には多量の種子散布が重要だと考えられる。 

 次に、不均質な浸水期間が実生の生残や成長におよぼす影響を栽培実験により検討した。種子の採集地の

気象データから、種子が浸水しうる期間の日数を求め、浸水処理の水準を設定した。浸水処理には、2 日間

の浸水と 2 日間の乾燥、4 日間の浸水と 4 日間の乾燥、8 日間の浸水と 8 日間の乾燥、浸水せず 2 日に 1 度の

給水の 4 水準を設定した。浸水により、実生の死亡率は影響されなかったが、個体重は、2 日に 1 度の給水

条件より減少した。平均的な浸水期間であれば、オオバアサガラの実生は生残できるが、成長は抑制される

と考えられる。 

 さらに、土壌表面積や土壌粒径サイズが実生の生残や成長におよぼす影響を、オオバアサガラとフサザク

ラ（Euptelea polyandra）の当年生実生を用いて検討した。鉢直径(狭・中・広)と土壌粒径サイズ(小・大)を要

因とし、同一容量の鉢で栽培した。また、給水前後の鉢重量の差から土壌の含水量を推定した。5 回の測定

の結果、鉢直径が広く、培土の粒径が小さいと、鉢の含水量は小さかった。鉢直径が狭いとき、両種とも生

存数は少なく、個体重は小さかった。鉢直径が広いと、両種とも生存数が多く、個体重は大きかった。両種

の実生は、狭く深い土壌よりも薄く開けた土壌で成長が良好だと考えられる。 

 オオバアサガラは多様な環境で発芽できるが、発芽率が低く、定着には多量の種子散布が必要だと考えら

れる。また、山地で起こる平均的な浸水期間であれば、その実生は生残できるが成長は抑制される可能性が

大きい。さらに散布された場所の土壌が薄くても、オオバアサガラは根を水平方向に伸ばして生残、成長で
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きる。以上より、オオバアサガラは十分な種子散布量があれば、渓流沿いの多様な環境で定着できると考え

られる。（志村綱太：修士論文） 

 

 

 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 
・ 2018 年 5 月 24 日～30 日に、東京都主催の小笠原諸島返還 50 周年記念シンポジウムのサイドイベントと

して、都政ギャラリーで「小笠原研究委員会の活動」と「ヤギによって破壊された生態系とその回復」

についてのポスター展示を可知と畑が行った。 

・ 2018 年 7 月 15 日に、大学説明会のオープンラボで「はじめてのエコロジー」の展示発表を行った。 

・ 2018 年 7 月 19 日に、浅草寺仏教文化講座で、「世界自然遺産小笠原の自然の価値と保全の取組み～私た

ちは何を守ろうとしているのか～」の講演を可知が行った。 

・ 2018 年 8 月 18 日に、大学説明会のオープンラボで「はじめてのエコロジー」の展示発表を行った。 

・ 2018 年 9 月 11 日に、小笠原諸島返還 50 周年記念講演会「みんなの近くの世界遺産」（父島）で、「外来

生物により大きく改変された生態系の修復～媒島での研究成果から～」の講演を可知が行った。 

・ 2018 年 9 月 21 日に、経団連自然保護協議会企画部会で、「生物多様性の主流化をめざして～経団連生物

多様性宣言改定への期待～」の講演を可知が行った。 

・ 2018 年 10 月 23 日に、オープンユニバーシティ特別公開講座「世界自然遺産の小笠原を知る楽しみ〜首

都大学東京の小笠原研究 50 年〜」で、「小笠原の自然の価値とその保全」の講演を可知が行った。 

・ 2018 年 11 月 3 日に、大学祭での理学部オープンラボで、「はじめてのエコロジー」の展示発表を行った。 

・ 2018 年 11 月 3 日に、みやこ祭首都大学東京同窓会記念講演会で、「世界遺産『小笠原』の自然：本学の

小笠原研究 50 年」の講演を可知が行った。 

・ 2018 年 11 月 9 日に、駒沢大学地理学科主催の公開講演会で、「世界遺産『小笠原』の自然とその保全～

わたしたちは何を守ろうとしているのか～」の講演を可知が行った。 

・ 2018 年 11 月 12 日に、首都大学東京国際交流会館で開催されたバイオコンファレンス 2018 で、ポスター

発表を行った。ポスターの発表者とタイトルは、 

Tomoya Nakagoshi 'Differences in plant responses to hand defoliation under above-ground competition.' 

Hanae Nishiwaki 'Effects of topography on seedling dynamics of Quercus serrata and myrsinaefolia at 

Matsugihinata forest in Tokyo Metropolitan University.' 

Makoto Ito 'Morphological and anatomical observation on stolon vessels of clonal plants for analyses of 

physiological integration.' 

Hazuki Tanaka 'Effects of soil-surface gravels on plant biomass under humid conditions.' 

だった。西脇は、ポスター賞を受賞した。 

・ 2018 年 11 月 19 日〜11 月 22 日に、韓国のソウル市立大学との交流事業（JST さくらサイエンス）の一環

で、修士課程の学生を受け入れた。 

・ 2019 年 2 月 2 日に、ソウル市立大学で開催された 2018 UOS-TMU Life Science Joint Conference で、西脇

が''Effects of topography on seedling dynamics of Quercus serrata and Q. myrsinaefolia at Matsugihinata forest in 
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Tokyo Metropolitan University..'を発表した。 

・ 2019 年 3 月 4 日~3 月 9 日に、日本島嶼学会が主催する「小笠原エクスカーション」を可知が企画運営し

た。 

・ 2019 年 3 月 7 日に、日本島嶼学会／小笠原研究委員会が主催する小笠原ミニシンポジウム「小笠原の自

然と文化と歴史：研究者に期待されること」を可知が企画し、講演も行った。 

・ 2019 年 3 月 10 日に中国重慶市の西南大学で、3 月 11 日に北京市の国際竹藤中心（International Centre for 

Bamboo and Rattan）で、'Bamboos stand still and wait to be illuminated in an urban forest.'の講演を鈴木が行な

った。 

・ 2019 年 3 月 16 日に、日本生態学会第 66 回大会 (神戸)で、自由集会「生態系機能の持続可能性：外来生

物に起因する土壌環境の劣化に伴う生態系の変化」を可知が主催し、講演も行った。 

・ 2019 年 3 月 17 日に、日本生態学会第 66 回大会 (神戸)で、フォーラム「野外調査に初めて行く人のため

の安全講習」を鈴木が主催し、ポスター発表も行った。 

・ 2019 年 3 月 14 日に、生命科学専攻主催の 終講義「放浪しながら切り拓いた軌跡」を可知が行った。 

・ 2019 年 3 月 23 日に、植物生態学研究室主催の可知直毅教授の退職記念講演会（演者：沼田真也、畑憲治、

可知直毅）と歓送会を開催した。 

・ 2019 年 3 月 29 日に、横浜市立横浜サイエンスフロンティア高校の生徒と教員が研究室を訪問し、立木ら

が研究紹介を行った。 

 

4. 研究発表 
誌上発表 

Horita, J., Iwasa, Y., & Tachiki, Y. (2018) Evolutionary bistability of life history decision in male masu salmon. Journal 

of theoretical biology, 448, 104-111. 

Tsunoda, T., Kobayashi, M., Suzuki, J.-I., Kaneko, N. (2018) Warming increased feeding of a root-chewing insect at the 

soil surface and enhanced its damage on a grass. Soil Biology and Biochemistry, 126, 213-218.  

Yamamoto, A., Matsumoto, T., Kobayashi, H., Osawa, T., Kachi, N. & Eguchi, K. (2018) Preliminary Report on 

unnoticed establishment of Pheidole parva Mayr Complex (Insecta: Hymenoptera: Formicidae: Myrmicinae) in the 

Ogasawara Islands: A potential risk to native ground-dwelling invertebrates. Taiwanese Journal of Entomological 

Studies, 3, 53-59. 

Hata, K., Osawa, T., Hiradate, S. & Kachi, N. (2018) Soil erosion alters soil chemical properties and limits grassland 

plant establishment on an oceanic island even after goat eradication. Restoration Ecology, 27, 333-342. 

 

その他の出版物 

可知直毅（2018）世界自然遺産地域の価値とその保全─小笠原諸島から学ぶ─「奄美群島の野生植物と栽培植

物」鹿児島大学生物多様性研究会（編）、p.129-137、 南方新社（分担執筆） 

 

国際学会での発表 

Tachiki, Y. (2018) The evolution of a geographic cline in flowering time in bamboos. 2018 Annual Meeting of the 

Society for Mathematical Biology, Sydeny, Australia.  

Tachiki, Y. (2018) The evolution of rhizome system in bamboos under spatial heterogeneities. 11th European 

Conference on Mathematical and Theoretical Biology, Lisbon, Portugal.  

Shimura, K., Suzuki, S., Kachi, N. & Suzuki, J.-I. (2018) What determines spatial seedling/sapling distributions of an 
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unpalatable plant, Pterostyrax hispida in mountainous valley? The 6th Taiwan-Japan Ecology Workshop, Tainan, 

Taiwan. 

 

その他、日本生態学会第 66 回大会（神戸）などで計 11 件の発表を行った。口頭発表の詳細は研究室ホーム

ページ（http://www.biol.se.tmu.ac.jp/plantecol/）に掲載されている。 
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動物系統分類学研究室  
 

1. 構成  
江口克之、Adam L. CRONIN、清水晃、山﨑健史（特任助教）、Francesco BALLARIN（JSPS 外国人特別研究

員）、Isaac PLANAS-SITJA（JSPS 外国人特別研究員）、DANG Van An（D3）、庄司一貴（D1）、山田藍生（D1）、

廖浩全（D1）、Diyona PUTRI（D1）、NGUYEN Dac Dai（D1）、全永誠（M2）、松尾侑紀（M2）、中嶋渓太（M2）、

山田真子（M2）、趙陽（M2）、Ha Ngoc Linh（M1）、林弥生子（研究生）、稲垣英利（客員研究員）、菊地友則

（客員研究員）、中野隆文（客員研究員）、新津修平（客員研究員）、野中勝（客員研究員）、大西一志（客員

研究員）、島野智之（客員研究員）、Ti ERIKSSON（客員研究員）、LE Quynh Trang（客員研究員）、NGUYEN Duc 

Anh（客員研究員）、NGUYEN Thi Thu Ha（客員研究員）、PHAM Dinh Sac（客員研究員）、PHUNG Thi Hong Luong

（客員研究員）、Rijal SATRIA（客員研究員）、SU Yong-Chao（客員研究員）、TRUONG Xuan Lam（客員研究

員）、Wendy WANG（客員研究員） 

 

2. 研究紹介  
本研究室は、主に陸上無脊椎動物を対象とし、系統分類学、動物行動学、生態学、生物地理学、ミュゼオ

ミクスなどに関連する多面的な研究を行っている。 

1) アジア産陸上無脊椎動物を対象とした系統分類学的研究 

A) アリ類の分類学的、多様性生物学的研究 

• 2016 年度までの研究によって複数の生物学的種が含まれる隠蔽種群であることが示唆された

Acanthomyrmex glabfemoralis 種群を対象とした野外調査をベトナム北部および中部にて行った。現

在、今回新たに得られたサンプルも加えて解析を進めている。【山田（藍）】 

• 2017 年 7 月に、中国・広西チワン族自治区において、系統学的な知見が極めて乏しい Opamyrma 

hungvuong のコロニーを発見し、多数の働きアリと幼虫を得ることができた。それらをもとに、成

虫の口器構造、胸部および腹部の関節構造、毒針および付属器官の構造、幼虫の形態の詳細な観察

を進めている。本属は 近の分子系統学的研究によりムカシアリ亜科の根元に位置する可能性が示

唆されているが、形態学的にもそのことを支持する形態学知見が数多く得られた。【山田（藍）】 

• インドシナにおいて優占的な林床棲アリ類である Brachyponera 属と Ectomomyrmex 属の種多様性を

解明し、種分類体系を再検討することを目的として、研究をすすめている。形態学的観察と DNA 

barcoding により、ベトナムから記載された Brachyponera mesoponeroides が Hypoponera に属するこ

とを明らかにした。【Dang・江口】 

• インドシナの山岳地帯を南限とする温帯系のアリ類の遺伝的多様性、生態的多様性、系統地理的パ

ターンを明らかにするため、Myrmica 属、Pheidole fervida 種群、Gnamptogenys taivanensis 種群を主

な対象として、標本収集と、形態解析および分子系統解析を進めている。【Nguyen Dac Dai・江口】 

• ニューギニアおよび太平洋諸島に広く分布する Pheidole sexspinosa をシンガポールのマングローブ

林で発見した。海流による長距離分散（本種の初期コロニーが営巣した植物の断片が海流によって

散布される）が示唆された。【Wang・江口】 

A) MIG-sequencing の実験系立ち上げとデータ解析の手法確立  MIG-sequencing 法の開発者との共同研

究として、MIG-sequencing の実験系立ち上げとゲノムワイド SNPs データセットに基づく系統解析、

集団遺伝解析の手法確立を行った。【江口・Cronin・Nguyen Dac Dai・Dang】 

• Gnamptogenys taivanensis 種群を対象としてゲノムワイド SNPs データセットに基づく系統解析を行
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い、良好な解析結果を得た。 

• 15〜20 年前に採集されたオオズアリ属の乾燥標本を対象として MIG-sequencing を試行し、ミュゼ

オミクス（ゲノミクスと生物多様性情報学の融合領域）における MIG-sequencing の有用性を確認し

た。 

B) アリ擬態クモ類の進化生態学的研究  本研究では、東南アジアにおけるアリ擬態クモ類の種多様性

を解明し、アリ擬態を通して種多様性がいかに創出・維持されているのかを明らかにする。【山﨑】 

• ボルネオ島のサラワク州からアリグモ属 7 新種を記載した。 

• 炭素・窒素の安定同位体比分析により、アリ擬態クモ類の食性が肉食傾向から植物食傾向まで幅広

いことが明らかになった。体格や脚が太く、腹柄の短いアリ擬態クモ類は肉食傾向にあり、体が細

長く、腹柄の長いアリ擬態クモ類は、植物由来の甘露などに頼っている傾向が示された。 

C) ハエトリグモ科（クモ綱：クモ目）の系統分類 【山﨑】 

• ジャバラハエトリグモ属 Helicius とその近縁属の系統分類学的再検討： 形態学的・分子系統学的

情報をもとにジャバラハエトリグモ属 Helicius の再定義を行なった。ミトコンドリア COI 領域と

16SND1 領域の系統解析で、ジャバラハエトリグモ H. yaginumai とコジャバラハエトリグモ H. 

cylindratus の 2 種のみがHelicius として支持率の高いクレードを形成し、チクニハエトリ H. chikunii

は、Helicius クレードから外れる結果となった。その他、Tasa 属、Pseudicius 属、Icius 属との系統

解析を行ったが、支持率の高い系統関係は明らかにならなかった。今回は、核 DNA の 28S rRNA

のシーケンスデータ取得も試みたが、十分なデータ数が取得できなかったため、今後、核 DNA を

用いた系統解析で属間の系統推定を行う必要がある。【中嶋・山﨑】 

• 日本新記録のゼブラハエトリグモ属の 1 種 Salticus latidentatus の再記載を行なった。本種は、ロシ

ア・中国から知られていたが、兵庫県と大阪府での生息が確認された。日本産の標本は、タイプ標

本との比較により、本種と同定した。【山﨑】 

D) 洞穴動物相の進化をもたらした古環境要因の解明  本研究は、日本の地下性無脊椎動物（主にホラ

ヒメグモクモ類）の進化に影響を与えた古気候や地史学的なイベントを解明することを目的としてい

る。本年度は、大分県を中心に、36 地点（うち 6 地点は洞窟）で、採集調査を行い、7 種のホラヒメ

グモ類を採集することができた。得られた標本をもとに、現在分子系統解析を行っている。また、以

下の研究テーマも同時に進行中である。【Ballarin・山﨑】 

• ヨーロッパ、中国、日本に分布する侵略的外来種 Nesticella mogera の分布拡大経路推定のための分

子系統解析を行なっている。【Ballarin】 

• 中央イタリアの固有のホラヒメグモ類の 1 新種の記載を行なった（The Journal of Cave and Karst 

Studies 誌、査読中）。【Ballarin】 

E) クモ綱の系統分類学（クモ目以外） 【山﨑・Phung】 

• ヒヨケムシ目の 1 種 Dirnohax rostrumpsittaci は、タイプ産地のハルマヘラ島（インドネシア）から

ベトナムまで広く分布するが、これまでオスしか知られていなかった。ベトナムの共同研究者らと

の調査で、あらたにメスを発見し、ミトコンドリア COI 領域の DNA バーコーディングにより、D. 

rostrumpsittaci であることを確認した。 

F) ハチ目クモバチ科の進化学的および分類学的研究  【清水】 

• トタテグモ捕食寄生性クモバチの形態学的収斂進化の解明：上蓋の付いた土中坑で生活するトタテ

グモ類に捕食寄生するクモバチは，いくつものユニークな形態的特徴を示し，それらは 3 つの主要

なタイプに類型化できる．従来のハチの行動記録を分析した結果，その形態がクモ攻撃（上蓋をこ

じ開けて坑道内に侵入し，クモを毒針で刺す）行動と密接に関連することが推定された．さらに，
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上記 3 つの形態型を示すクモバチ（行動習性は未知）が多数見つかった． 新の系統仮説に基づい

て，これらの形態の進化プロセスを推定した結果，それらが別亜科または同じ亜科内の別クレード

で独立に進化したことが推定された．クモバチ科では，寄主/獲物の特定の生活様式に対する収斂進

化が多数生じていることが明らかになった． 

• ヒゲクモバチ属 Dipogon エンモンヒゲクモバチ亜属 Stigmatodipogon の系統分類学的研究：ユーラ

シア大陸東端，日本および東南アジアにかけて分布するエンモンヒゲクモバチ亜属に関する分類学

的再検討を行った。まず全 5 種の形態学的特徴に基づいて本亜属を定義し、2 新種を含む全種につ

いて生態・行動的知見を加えて，詳しい記載を行い，それらの検索表を提出した（論文発表）。 

G) 台湾のアリガタバチ科エリアリガタバチ属の系統分類拓的研究  エリアリガタバチ属は農業害虫で

ある甲虫類をホストとする捕食寄生者であり、インド、南米においては、コーヒーノキの害虫の生物

防除への利用の研究が行われている。本研究では、台湾に産するエリアリガタバチ類の種多様性を解

明し、種分類体系を再検討することを目的としている。形態（外部形態、雄交尾器）と分子解析（28S、

ITS-1 領域）により、これまでに新種 3 種、新記録種 3 種を含め、12 種を識別している。【廖】 

H) 鱗翅目昆虫の系統分類学的研究  トギレフユエダシャク Protalcis concinnata は、日本産フユシャク

のメスの中でも も大きな翅を持っている。前後の翅の外縁は波状の特徴を持っており、メスは短翅

型である。蛾類に見られる雌特異的な短翅型は、これまで季節的二型を示すヒメシロモンドクガが報

告されているに過ぎなかった。本研究では、トギレフユエダシャクの雌の短翅型を生じさせる翅形成

過程が、既知のヒメシロモンドクガ雌の短翅型と同様か、または異なった形成過程をたどるのか明ら

かにするために、蛹期における翅形成過程を雌雄で比較観察を行い、検討した。観察の結果、トギレ

フユエダシャクに見られる短翅の形成過程は、これまでに知られていない翅退縮過程であることが明

らかとなり、フユシャク類だけでなく、蛾類の翅退化現象の理解を深める上で、極めて重要な発見で

あることが示唆された。またトギレフユエダシャクのシャクガ科内における系統的位置に関する研究

も分子系統解析の手法を用い、現在進めている。【新津】 

I) カミキリムシ科（鞘翅目）の分子系統解析  核 28S rRNA 遺伝子による分子系統解析で明らかにな

ったトホシカミキリ族（フトカミキリ亜科）の現行の分類体系の問題点について核 wingless 遺伝子を

用いて検証し、28S に基づく結論を支持する結果を得た。また、日本産カミキリムシ全種の 28S 分子

系統樹の作成をめざして、これまでに約半数の 400 種強の解析を終え、所属種の多い主要な亜科のす

べてに族・属レベルでの問題が存在する事を明らかにした。【野中】 

J) サシガメ科（半翅目）の系統分類学的研究  インドシナ地域における捕食性半翅目の一群であるサ

シガメ科の種多様性を解明し、種分類体系を再検討することを目的としている。本研究のスタートア

ップとして、まずはベトナム生態学生物資源研究所所蔵の標本の整理・リスト化、少数標本を用いた

PCR 条件検討、野外採集（2019 年 3 月、ベトナム中部）を行った。【Ha】 

K) 日本・台湾産ツメジムカデ属（Arrup）の分類学的再検討  ツメジムカデ属は日本と台湾で多様化し

ている属である。しかしながらその分類は生殖に関係しない形態形質によってのみ進められてきた。

本研究では、従来の分類に用いられてきた形態形質に加え DNA バーコーディングを用いて日本・台湾

産のツメジムカデ属の種多様性を解明し、種分類体系を再検討することを進めている。【塚本】 

• 神奈川県の丹沢山地からシノハラツメジムカデ Arrup areolatus を発見し、再記載した。 

• 山口県の秋吉台、景清穴から新種のツメジムカデ属を発見し、新種記載論文を発表した。 

L) ヨコエビ類の系統分類学的研究  マレー半島に産するヨコエビ（ハマトビムシ科 Talitridae，

Floresorchestia 属）の系統分類学的研究を進めており、１新種を発見した。【趙】 
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2)昆虫などの行動生態学、進化生態学的研究 

A) Complex Systems Biology  【Cronin】 

• Computer Simulations of Complex Systems We use agent-based models to investigate how 

agents (in this case ants) using simple, local rules, can perform collective group actions, such as decision 

making. Using a model based on empirical laboratory studies of ants selecting collectively among new nest 

sites, I have investigated how different individual parameters (such as an ants propensity to follow a chemical 

trail) influence the group performance.  The first paper from this work was published in 2018 (J. Theor. Biol) 

and a second paper is currently in review (Proc. R. Soc. B)【Cronin】 

• Empirical Studies of Collective Behavior Masters student Masako Yamada used laboratory 

studies of ants and video tracking of ant movement patterns to look at how ants move during escape responses 

in crowded conditions. This work has application in design of building structures for evacuation in emergency 

in human buildings. 【Yamada M・Cronin】 

B） Ecology and Evolution of Social Insects  【Cronin】 

• Phylogeography of reproductive strategies Ants employ two principal reproductive strategies, 

swarming, and individual dispersal of queens, representing low-dispersal, low risk, and high-dispersal, high 

risk strategies respectively. An ongoing study of ecological trade-offs of these strategies was completed in 

2019 when Emiko Oguri (Systematic Botany lab) joined the team to apply additional next-gen genetic methods 

to produce a genome-wide representation library to complement existing COI data. This work is currently in 

review in Molecular Ecology. 【Cronin・Oguri】 

• Invasion biology of Technomyrmex My study is about the invasion biology of Technomyrmex brunneus in 

Japan (Hachijojima, Okinawa, Ogasawara, and Kyushu) using a multidisciplinary approach combining 

behaviour, analysis of isotope, and phylogeographic studies. I have some result for behavioural observation of 

the Hachijojima, Okinawa, and Ogasawara. The result is strong inter-colony aggression at Okinawa and 

Ogasawara but no aggression at Hachijojima, that suggesting supercolonies. As for the isotope analysis of 

carbon and nitrogen, indicate that there were no clear differences in trophic level or diet between localities, 

suggesting that T. brunneus occupies a diversity of niches on each island. These results indicate T. brunneus is 

adaptive and flexible in behaviour. As for the phylogeographic studies, I am trying to know the relationships 

between populations using next-generation sequencing: MIG-Seq (Multiplexed ISSR genotyping by 

sequencing). Phylogeographic analyses indicate that source population for T. brunneus invasion in Japan for 

Hachijojima and Ogasawara was Okinawa (but analysis still not yet finished). I joined a weekly seminar in our 

lab and some conferences to present my data and got some experiences and suggestions for the next analysis of 

my study (below are my list poster talks and presentations). During my poster presentation at Kyoto 

University, I got so many ideas and suggestions from the participants. I also discuss with Prof. Seiki Yamane 

(Kagoshima University Museum) about our next collaboration to collecting samples of the ant 

(Technomyrmex brunneus) in Kyushu (Southern part of Japan) and with Dr. Chin-Cheng Scotty Yang (Kyoto 

University) that would like to collaborate with us to collecting samples (T. brunneus) in Taiwan as Native area. 

【Putri・Cronin】 

• Bee ecology and evolution Bees are key ecosystem components, as pollinators of major crop and non-crop 

plants. Following up on studies conducted in Japan in 200-2002, I have initiated several project on bees based 

at TMU during 2018-2019. In July 2018, Sarah Kocher and I went on a Princeton University-funded trip to 

Hokkaido to study populations of halictine bees, which will form the basis of an ongoing collaboration into 
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ecology, evolution and genomics of social behaviour in these insects. In addition, a candidate from Vietnam, 

Ha Nguyen, has applied for a TMU fellowship to undertake a PhD in my lab on social immunity in bees. Dr 

Marta Quitian also visited the lab in March 2019 to give a departmental seminar and apply for a JSPS 

post-doctoral fellowship (based in my lab) to study community ecology of bees in the Ogasawara islands. 

【Cronin】 

C） Behavioural ecology  【Cronin】 

• Evolution of parental care in burying beetles Parents and offspring are in a coevolutionary struggle over the 

amount of parental care to be delivered to each offspring. Traits of both parent and offspring can influence this 

amount, with greater investment typically resulting in higher offspring fitness, but at the cost of future 

investment for the parent. Masters student Yuki Matsuo used a long-term laboratory rearing experiment of the 

burying beetly Nicrophorus quadripunctatus to investigate how parental and offspring traits influenced 

inter-population size differences in this species. This work demonstrated that inter-populations size differences 

remained during common-garden rearing, and may be related to offspring traits. The work has implictions for 

our understanding of the co-evolution of parental care【Matsuo・Cronin】 

D） 行動ビックデータ解析による群知能の研究  【庄司】 

• 個体の特性を定量するために、行動モチーフライブラリーの構築をこころみた。蟻をサーボスフィア

トレッドミル装置（ANTAM）上で歩かせ、トラジェクトリーデータを取得した。行動モチーフを特

定するために、トラジェクトリーを断片化し、形状の類似性を計算した。類似性に基づき、断片をク

ラスター分析し、クラスターごとの特徴を計算し、比較した。今後行動モチーフライブラリーを構築

するためには、より多くのトラジェクトリーデータが必要である。 

• コロニー全個体のバイタルが集団行動とどのような関係かは全くのフロンティアである。そこで、全

個体のバイタルデータを非接触、非侵襲的かつ網羅的に取得するためのシステムの構築を始めた。バ

イタルデータとして、当面は蟻の心拍数測定を画像処理で自動測定する。そのために、近赤外線の利

用可能性を検証している。近赤外線で蟻を透視し、画像を取得する。画像中の心拍に伴う血管系の拡

縮を画像処理で自動判定することで、心拍数の自動測定システムの構築が可能となるはずである。 

• 個体間相互作用のノックダウン操作実験を行い、ネットワークの機能を解明するために、蟻の生理状

態の操作を行った。リポポリサッカリド（LPS）を蟻にマイクロインジェクションすることで、人為

的に免疫反応を起こすことができる。先行研究では蟻への LPS インジェクションにより、活動性は

かわらないが相互作用頻度が減ることがわかっている。そこで、本研究対象種の症状をみるため LPS

を蟻にインジェクションし、ANTAM で行動測定をおこなった。予備的ではあるが、活動性はかわら

ないが、探索範囲が小さくなることがわかった。しかも、活動性が高い個体ほど探索範囲が小さくな

りやすいことがわかった。 

• 本年度は AR トラッキングシステムをより広い実験アリーナで行えるようにした。そのために米国ジ

ョージア大学 Odum School of Ecology で、GPU を用いた新しい AR トラッキングシステム一式（ワー

クステーション、撮影装置、プログラム）を構築した。これにより、引っ越し行動下の全個体の行動

をすべて取得できる。そのため、集団意思決定下の全個体相互作用ネットワーク分析が可能となり、

個体-集団間の生物の階層でのオミックス革命の準備がほぼ完了した。 

• 個体間相互作用の特定方法を洗練させている。現在は相互作用特定に行動ビッグデータから得られた

個体間距離と個体間の角度のみの当たり判定をしている。そのため、栄養交換やグルーミング、アン

テネーションの違いはわからない。そこで、Deep learning を用いた機械学習による触角のモーション

トラッキングの手法を AR トラッキングシステムの中に実装することを試みている。このシステムに
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より、蟻の個体間相互作用ネットワークのマルチプレックス化が期待できる。 

• 来年度は、再度渡米し、米国ジョージア大学で構築したシステムを現地で本格的に運用する。現地で

は日本学術振興会若手研究者海外挑戦プログラム採択課題の一環で、蟻の蓄積文化とそのロバスト性

を、マイクロロボットと蟻の相互作用の操作実験により解明する。そのためのマイクロロボットの作

成、ロボットの行動の制御システム作成などの準備を行っている。これにより、生命科学-情報科学-

ロボット工学の学際的な分野融合研究が可能となる。 

E） アリ類を群知能のモデル生物として、AR バーコードと動体追跡システム、撮影装置、ネットワーク分

析を用い、行動ビッグデータを解析した。その結果、アリの有向ネットワーク構造は互恵性と負の次

数相関性を持つ構造であることが強く示唆された。また、飼育環境と厳しい環境下における個体の活

動性を解析したところ、小さいコロニーサイズでは中程度の活動性をもつ個体ほど厳しい環境下で活

動性が上がることがわかった。また個体の活動性をもとに個体ごとの空間分布構造を解析したところ

活動性に応じて層状に分布していることがわかった。【庄司】 

F） 直翅目昆虫ケラ Gryllotalpa orientalis（ケラ科）の行動および隠蔽種に関する研究  土中に坑道を掘

って生活するケラの基質振動行動を動作解析およびオシログラム・ソナグラム解析した結果， それら

に 4 種類［scraping (前脚で基質をこする)、foreleg taps (前脚で基質を叩く)、palpal taps (小顎髭で基質

を叩く)、tremulation (体全体を前後に揺らす)］あることがわかった。これらの行動の生物学的意義を

確かめるため，室内実験を行った。容器内に実験個体だけを入れた状態（コントロール区）および実

験個体が壁を隔てて他個体と接する状態（実験区）で、各発信音の頻度を比較した．その結果、それ

らは個体間の相互コミュニケーション信号というよりはむしろ，坑道の状態をさぐる音，警戒音，ま

たは威嚇音である可能性が考えられた（論文発表）．また，従来日本産ケラには 2 型（短翅型/長翅型）

が知られ，両者は単に羽化時期の違いによるものとされてきた. しかし，長年にわたる飼育によって，

両型の違いが遺伝的背景を持ち、別種のレベルまで達している可能性が示唆された. このことを検証

するため，（1）交配実験，（2）交尾器の形態比較， （3）体各部の計測比較，（4）DNA 解析，（5）求

愛ソングや基質発振行動の比較，を行なってきた．（1）では，異型間交配で得られた 444 卵はいずれ

も孵化しなかったが，同型間交配で得られた 318 卵では 45 卵が孵化した．（2）では，両型で，オス交

尾器の中央伸長部の末端縁および横節片に違いが見られた．（3）〜（5）については，現在調査中であ

る．【林・清水】 

 

3) その他 

A) 日本は 2017 年 8 月 20 日に名古屋議定書の締約国となり、「遺伝資源の取得の機会及びその利用から生

ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する指針（平成 29 年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産

省・経済産業省・環境省告示第 1 号）」が施行されることになった。そこで、文部科学省ナショナルバ

イオリソースプロジェクトの支援を受け、本学の研究推進室と連携し、本学を含む国内の研究機関が

適切に対応するための情報収集と直接支援を行った。【山﨑・江口・Cronin】 

• 分担機関が連携して得られた各国情報を、国立遺伝学研究所 ABS 学術対策チームが集約し、データ

ベースとして公開した。首都大は、ベトナム、シンガポール、サラワク州（マレーシア）の情報を提

供した（http://nig-chizai.sakura.ne.jp/abs_tft/database/genetic-resource-casestudies/）。【山﨑・江口】 

• ABSに精通した次世代の研究者育成のため、ベトナム生態学生物資源研究所（ベトナム）、高雄医学大学

（台湾）、首都大学東京（日本）の3機関合同のワークショップを、ベトナムで行なった。【江口・Cronin・

山﨑】 

• マレーシア（サバ州、サラワク州）・イタリアにて、ABS 関連の国内法や、現場レベルでの対応策の
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聞き取り調査を行なった。また、Prince of Songkla University（タイ）と高雄医学大学から研究者を招

聘し、現地国内法を遵守した遺伝資源アクセス方法について情報収集を行った。【山﨑・江口】 

• 国内研究者からの海外遺伝資源取得に関する問い合わせ 7 件に対応した。【山﨑・江口】 

B) ベトナム生態学生物資源研究所、ベトナム国立自然史博物館、ベトナム国立動物学研究所・ハナバチ

研究センター、インドネシア・パダン州立大学との学術協定締結に際し、本学側窓口教員として対応

した。【江口・山﨑】 

C) 本学理工学研究科とベトナム生態学生物資源研究所の部局間協定に基づく、若手研究者交流・育成活

動として、①大学院生の短期交換を行った（2018 年 10〜11 月に１名受入、8〜9 月に１名派遣）。また、

②2018 年 8 月に 1 名の研究員を受入れた【江口】 

D) ベトナム生態学生物資源研究所土壌生態学分野、高雄医学大学生命科学院と合同で、2019 年 9 月に、

合同野外実習を行った。【江口・Cronin・山﨑・Nguyen Duc Anh・Su】 

E) I visited University of Malaysia in Sabah, Malaysia in February 2019 to undertake a workshop on journal 

management as part of my role as editor-in-chief for the journal Asian Myrmecology, which is published by 

UMS press. This visit was partially supported by UMS through a Malaysian government award for excellence in 

an academic journal【Cronin】 

F) Took part in a one-week graduate teaching workshop on soil-dwelling invertebrates at Meh Linh field station of 

the Vietnam Institute of Science in September 2018. 【Cronin】 

G) I was successful in applying for a TMU teaching exchange fellowship with Dr Simon Tierney of Western Sydney 

University. Dr Tierney will thus visit TMU in May/June 2019, and I will go to WSU in February 2020【Cronin】 

H) We were visited by Professor Thibaud Monnin of Sorbonne University, Paris, in August 2018 as part of an 

ongoing collaboration, which included a research visit to Ogasawara with Ass. Prof. Yasukazu Okada (Animal 

Ecology lab) and Diyona Putri and was partially funded by the French national research foundation (CNRS). 

【Cronin】 

I) Successful application for JSPS post-doctoral fellowship to join my lab by Dr Isaac Planas-Sitja, who arrived in 

Tokyo in November and will be here for 2 years doing modelling of ant ecology and reproductive systems as 

well as complex systems biology of cockroaches. 【Cronin】 

J) 2019 年 3 月 10 日に第 39 回日本生態学会関東地区生態学関係修士論文発表会を首都大にて企画開催し

た。口頭発表 19 件、ポスター発表 10 件、招待講演、懇親会をおこなった。口頭発表賞、ポスター発

表賞も企画した。【庄司】 

 

3. 研究発表  
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Ogasawara islands: a potential risk to native ground-dwelling invertebrates. Taiwanese Journal of Entomological 
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enigmatic solifuge genus Dinorhax Simon, 1879 (Solifugae: Melanoblossiidae) in Southeast Asia. Journal of 
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口頭・ポスター発表 
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植物系統分類学研究室 
 

1. 構成 
村上哲明、菅原 敬、角川洋子、加藤英寿、小栗恵美子（特別研究員）、Wita Yulianti（D1）、中内綾香（M2）、

酒井絵理佳（M2）、山田 旭（M2）、宮川彩花（M1）、西田 新（M1）、大竹彩加（M1）、石川芳樹（卒

研生）、岩切彩夏（卒研生）、幸田瑞穂（卒研生）、奇藤洸介（卒研生）、吉田実咲（卒研生）、加藤朗子(研

究生)、丸山厚吉（客員研究員）  

 

2. 研究紹介 
 本研究室では、維管束植物と高等菌類を対象とした系統分類学的研究及びこれと密接に関連する植物地理

学的、進化生物学的研究を行っている。そのために肉眼レベルから走査電顕レベルにいたる形態の比較、染

色体の比較解析、DNA 塩基配列・マイクロサテライトマーカーの解析、昆虫や菌類と植物の相互作用の解析

など、様々な手法を駆使している。また、広い視野にたって植物の多様性を捉えるため、国内外での現地調

査や標本資料の収集も進めている。国内では特に小笠原および伊豆諸島における植物の種分化や保全に関す

る研究を行っている。なお、牧野標本館は本研究室が主体となって管理運営を行っている。 

 以下に構成員の研究を具体的に紹介する。 

１）維管束植物と高等菌類の系統分類学的研究 
 近年、野生生物からでも容易に得られるようになった DNA の塩基配列情報を 大限に活用した植物系統

分類学、系統地理学、進化学の研究を行っている。具体的には、オシダ科のシダ植物の分子分類学的研究、

シダ植物の配偶体相の調査、日本列島の夏緑樹林構成樹木種の核 DNA と葉緑体 DNA 領域のマーカーを用い

た分子植物地理学的研究等を行った。 

 オシダ科のイタチシダ類とベニシダ類を構成する多くの種が基本的に無配生殖と呼ばれる胞子を通じた無

性生殖を行う種である。これらの群に含まれる 2 倍体有性生殖種も含めて複数の核 DNA マーカーを用いて

解析した結果、無配生殖種が有性生殖種と複数回交雑をして、複数種のゲノムを取り込むという複雑な網状

進化を遂げていること、これらの種群とは比較的遠縁なミサキカグマも網状進化に関係し、そのゲノムを取

り込んだ無配生殖種も両群に含まれていることが明らかとなった。さらにイタチシダ類の無配生殖種のゲノ

ムは、２種ないし３種の二倍体有性生殖種のゲノムが単純に合わさったものになっていることも明らかにな

った。そこで、それぞれの種のゲノム構成に基づいて、種分類が混乱しているイタチシダ類の無配生殖の学

名を整理し、必要に応じて新種も発表した。同様の研究をベニシダ類についても行った（村上）。 

 シダ植物は、胞子体の世代と配偶体世代が独立して生育するのが大きな特徴である。さらに、配偶体が無

性生殖能力をもつ種については、配偶体のみが生育・分布している例（独立配偶体と呼ばれる）が知られて

いた。一方で、シダ植物の配偶体は形態的特徴に乏しく、その形態から種を識別することは困難であり、ど

のような種の配偶体がある地域に生育しているか（配偶体相）はよくわかっていなかった。そこで、小笠原

諸島でシダ植物の配偶体マットを採集し、rbcL 遺伝子の塩基配列を決定することによって種を同定したとこ

ろ、その胞子体が日本国内からは未報告の Antrophyum plantagineum (イノモトソウ科タキミシダ類) であるこ

とが分かった。この種の独立配偶体は、父島と母島の両方で特に稀少ではなく、普通に見られた（酒井・村

上）。 

 核 ITS 領域とミトコンドリア cox 領域の塩基配列などを活用して高等菌類の隠蔽種の探索を行った。その

結果、カラカサタケに複数の隠蔽種が含まれていることが示唆された。これらの隠蔽種は、子実体（キノコ）

の外部形態や色、子実体の発生する時期やまわりの林を構成する樹種、あるいは基質とする樹木種やその状
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態が異なるなど、形態的・生態的にも分化を遂げているらしいことも分かった。結果として、これらのキノ

コ群には複数の隠蔽種が存在し、新種あるいは日本新産種として報告するべきものが複数含まれていること

が明らかになった。同様の研究は，樹木と共生している外生菌根菌のキチチタケ類についても行い，複数の

隠蔽種が見出された（丸山・岩切・村上）。 

 被子植物を対象とした系統分類学的研究を進めた。特に奄美群島、北九州西部、近畿・北陸山陰地方に分

布するカンアオイ属植物については新分類群としての実態解明を進め、またそれらの分類学的位置づけを明

らかにするための系統解析を共同研究者と継続的に進めた（菅原）。 

 

２）種分化・多様性に関する研究 
 被子植物を対象に花の性表現の多様化とその進化に関する研究、花形態の多様化と送粉昆虫との関連など

に関する調査研究を進めた。主な対象はアカネ科、ジンチョウゲ科、ミソハギ科、ボロボロノキ科、シソ科、

ゴマノハグサ科などで、学外の研究者や研究室の学生と協力して調査を継続的に進め、その成果を公表して

きた。ミソハギ科ミズガンピについては、二型花柱性という特異な繁殖特性と送粉システムとの関連を、ま

たゴマノハグサ科ハマジンチョウについては東アジアでは珍しい鳥媒花という特性を論文としてまとめた

（菅原）。 

 先島諸島を北限とする二型花柱性植物ハテルマギリ（アカネ科）の送粉様式を解明するための調査を継続

的に行った。先島諸島の西表島と波照間島の野外集団、さらには台湾恒春半島の集団を対象に、有効な送粉

昆虫の探索とその送粉行動について赤外線ビデオカメラを駆使して調査を進め、夜行性のスズメガ類を介し

た送粉システムが成立していることを明らかにした（菅原）。 

 小笠原諸島固有植物であるオオシラタマカズラ（アカネ科）を対象に、二型花柱性植物における二型花間

の送粉の実態を解明するための調査、そして隣接する二型花柱性個体間における繁殖干渉の有無に関する調

査を授粉実験や花粉サイズに着目して進めてきた（宮川・菅原）。 

 雌性両全性異株であるシソ科ヒキオコシを対象にして、二型花間の送粉を担保する送粉昆虫の実態を探る

とともに、特異な唇形花と送粉昆虫との関わりや送粉行動についての調査を野外で行った。調査は主に松本

市内の山腹で行ったが、小型のハナバチ類が有効な送粉者であること、少ない花蜜を求めて多くの花を頻繁

に訪花する行動が重要であることが分かった（石川・菅原）。 

 渓流沿い植物について、近縁種からの種分化過程で獲得した適応的形質やその形質を支配する遺伝子を明

らかにすることを目的とした研究を行っている。渓流沿い植物ヤシャゼンマイを材料とし、近縁種のゼンマ

イとの間で詳細な比較を行った結果、同じ太さの葉柄は、ヤシャゼンマイの方がゼンマイよりも常時重い葉

身を支えているが、ヤシャゼンマイの方が葉面積は小さいことから冠水時の水流抵抗が少ないことが示唆さ

れた。そこで、葉柄強度の測定をするために開発した方法を用いてゼンマイの葉柄強度測定を行った。その

結果、土壌中の水分濃度にはあまり影響を受けないこと、季節変化が大きいことが明らかになった。今後、

種間の比較を行う（角川）。 

 二倍体有性生殖種ヒメオニヤブソテツと三倍体無配生殖種オニヤブソテツは、それぞれ海岸の岩場と照葉

樹の林内に生育し、配偶体もしくは胞子体において生育できる条件が異なることが考えられる。そこで、人

工気象器内で条件を変えて、それぞれの種の配偶体を培養した。その結果、ヒメオニヤブソテツの配偶体の

方が塩耐性や強光耐性があることが示唆されたので、土壌中の塩濃度や照度について野外の環境の比較を行

った。（西田・角川・村上） 

 小笠原諸島のシダ植物を対象として、菌根共生系の実態を明らかにするため、シダ植物種の配偶体に共生

する AM 菌の観察と遺伝子同定を行った（山田・加藤英）。 

 グアム島とロタ島において、Serianthes nelsonii などの絶滅危惧植物種の遺伝的多様性や、Psychotria 属など
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小笠原諸島と類縁性のある植物種の繁殖様式に関する研究を、グアム大学と連携して実施した（加藤朗・加

藤英）。 

 

3. 研究発表 
＜誌上発表＞ 

Hori, K., Okuyama, Y., Watano, Y. and N. Murakami. 2018. Recurrent hybridization without homoeologous chromosome 
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Hori, K., Zhou X., Yan, Y.-H., Inoue, Y. and N. Murakami. 2018. Evidence for maternal ability in hybridization of 

apogamous fern species: Dryopteris tsushimense and D. subtsushimense (Dryopteridaceae), new tetraploid apogamous 

pteridophytes of hybrid origin from Tsushima, Japan. Acta Phytotax. Gebot. 69: 143-160.  

Hori, K., A. Ebihara and N. Murakami. 2018. Revised classification of the species within the Dryopteris varia complex 

(Dryopteridaceae) in Japan. Acta Phytotax. Geobot. 69: 77-108. ［APG Best Paper Award 2018 受賞］ 
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Japan. The Journal of Japanese Botany 93: 225-239. 

Sugawara, T., M. Nakaji and M. Tabata (2019) Pollination by the Japanese White-eye Zosterops japonicus (Zosteropidae) 

in Pentacoelium bontioides (Scrophulariaceae). The Journal of Japanese Botany 94: 1-8. 
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［学会発表］ 

畠康平・堀清鷹・芹沢俊介・村上哲明・髙宮正之（2019）ノコギリシダ属シロヤマシダ類の分類に関する予

備的調査～アマミシダがシロヤマシダの母親？～.日本植物分類学会第 18 回大会（2019 年 3 月 7-9 日、東

京） 

岩切彩夏・丸山厚吉・村上哲明・佐藤博俊（2019）キチチタケ（ベニタケ科）の DNA 情報を用いた隠蔽種

の探索.日本植物分類学会第 18 回大会（2019 年 3 月 7-9 日、東京） 

神谷健輔・川久保帆奈美・足立 耀・菅原 敬・芹沢俊介・渡邊幹男・常木静河（2019）ツユクサの個体内

にみられる花の二型性の意味．日本植物分類学会第 18 回大会（2019 年 3 月 7-9 日、東京） 

加藤英寿（2018）小笠原の絶滅危惧植物の現状と課題（シンポジウム「小笠原諸島返還から 50 年，絶滅危惧

植物の現状と対策研究」）. 日本植学会第 82 回大会（2018 年 9 月 14-16 日、広島） 

加藤英寿（2019）小笠原植物調査漂流記＆東京都植物誌の編纂に向けて（公開シンポジウム「東京の植物の

今を語る」）. 日本植物分類学会第 18 回大会（2019 年 3 月 7-9 日、東京） 

國府方吾郎・伊東拓朗・鈴木裕美子・村上哲明・横田昌嗣（2019）ハウチワノキにおける核 DNA データを
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用いた小笠原・琉球への進入追跡.日本植物分類学会第 18 回大会（2019 年 3 月 7-9 日、東京） 

西村明洋・加藤英寿・布施静香・田村実・髙山浩司（2019）小笠原諸島固有寄生植物シマウツボの宿主同定

および遺伝構造解析. 日本植物分類学会第 18 回大会（2019 年 3 月 7-9 日、東京） 

小栗恵美子・高山浩司・山口富美夫・村上哲明（2019）小笠原諸島固有種ムニンシラガゴケの遺伝的多様性.

日本植物分類学会第 18 回大会（2019 年 3 月 7-9 日、東京） 

酒井絵理佳・芹沢俊介・常木静河・山本薫・堀清鷹・海老原淳・村上哲明（2019）奥多摩と小笠原から見出

された新産シダ植物種の独立配偶体.日本植物分類学会第 18 回大会（2019 年 3 月 7-9 日、東京） 

酒井絵理佳（2018）DNA 情報によって稀少シダ植物種の独立配偶体（日本シダ学会主催の関連集会).日本植

物学会第 82 回大会（2018 年 9 月 14-16 日、広島） 

須貝杏子・伊藤朱音・鈴木節子・村上哲明・加藤英寿（2019）母島列島の乾性林に分布するシマホルトノキ

の遺伝的タイプ. 日本植物分類学会第 18 回大会（2019 年 3 月 7-9 日、東京） 

菅原 敬・中路真嘉・田畑満大（2018）メジロによる送粉に適応したハマジンチョウ（ゴマノハグサ科）．日

本植物学会第 82 回大会（2018 年 9 月 14-16 日、広島） 

菅原 敬（2019）．ムニンハナガサノキ（アカネ科）における雄性両全性異株性とその進化．日本生態学会第

66 回大会（神戸 3/15） 

Wita Yulianti・Saeko Katoh・Hidethosi Kato・Noriaki Murakami (2019) Genetic diversity of an invasive plant species 

Morus australis Poir. in the Ogasawara Islands. 日本植物分類学会第 18 回大会（2019 年 3 月 7-9 日、東京） 

山田旭・村上哲明・加藤英寿（2019）小笠原諸島産シダ類配偶体における AM 菌感染の実態および菌相の解

明. 日本植物分類学会第 18 回大会（2019 年 3 月 7-9 日、東京） 

 

［その他］ 

牧野標本館別館設立記念特別展「植物標本の世界」植物系統分類学研究室 主催（2018 年 9 月 20 日〜10 月 5

日、牧野標本館別館・TMU ギャラリー） 

特別展「多摩市なな山緑地の植物標本展〜明日へ繋ぐ里山の記録」牧野標本館・なな山緑地の会 共催（2018

年 11 月 7 日〜11 月 18 日、牧野標本館別館・TMU ギャラリー） 

特別展「日本 後の秘境 南硫黄島」首都大学東京 主催（2018 年 12 月 17 日〜12 月 23 日、牧野標本館別館・

TMU ギャラリー） 

牧野標本館別館設立記念特別展「植物標本への誘い」首都大学東京・日本植物分類学会 共催（2019 年 2 月

18 日〜3 月 9 日、牧野標本館別館・TMU ギャラリー） 
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光合成複合微生物研究室 
 
1. 構成 
花田智（教授）、Thiel, Vera（准教授）、Tank, Marcus（准教授）、嶋田敬三（客員教授）、永島咲子（特任

助教）、菅野菜々子（プロジェクト研究員）、広瀬節子（プロジェクト研究員）、福島俊一（プロジェクト

研究員）、髙部由季（学振特別研究員）、Martinez, Joval Navas（D3）、Saini, Mohit Kumar（D2）、城取良樹

（M2)、中小路菫（M2)、金室晶貴（M1）、田中陽菜（M1）、中村勇之介（M1）、森岡祐莉佳（M1）、村松壮

（B4）、小山遥（B4)、Tuji, Jackson Makoto（インターンシップ研究生） 

 

2. 研究紹介 
酸素非発生型光合成細菌と酸素発生型光合成細菌シアノバクテリアは自然界、特に水界に広く存在し、一

次生産や環境中の物質循環に重要な働きをしている。また、これら光合成原核生物を主要構成者とした複合

微生物系（＝光合成複合微生物系）も、安定的に維持されている微生物エコシステムとして環境中でしばし

ば観察される。光合成複合微生物系は地球上の物質循環に大きく寄与しているばかりではなく、太陽光とい

う無限のエネルギーを生物学的エネルギーに変換することから、地球生態系へのエネルギー供給システムの

ひとつであり、重要な研究対象と言える。 

当研究室は公益財団法人発酵研究所の寄附で 2015 年 10 月に開設された講座であり（正式名称は「光合成

複合微生物系の環境・エネルギー活用シーズ開発寄附講座」という）、以下の光合成複合微生物系の構造や形

成過程、安定化機構の解明に加え、光合成細菌の特性を利用した応用シーズ開発を行っている。 

 

１）温泉微生物マットの形成及び微生物間相互作用の解明 

1-a．新規光合成細菌の検出と新規好熱性光合成細菌の分離 

昨年度Thermochromatium属に近縁な好熱性菌株 2株を長野県安曇野市中房温泉と米国イエローストーン国

立公園内の温泉からそれぞれ単離することができた。これら Thermochromatium tepidum 近縁株について、こ

れらを新種（または新属新種）として記載するための至適温度・pH 等の生理学的性質の解明を行った。また、

生化学的分析を進めるため大量培養系の確立をおこなった。（Saini、Tank）また、イエローストーン国立公園

内の温泉から分離された Acidobacteria 門において唯一光合成能を有する Chloracidobacterium thermophilum の

近縁株の生育温度帯や至適 pH などの分類学的性質も現在分析中である。（Saini、Tank） 

C. thermophilum の近縁株をブルガリアの温泉微生物マットから分離培養することにも成功した。分子系統

解析や生理・生化学的解析を行い、本菌が Chloracidobacterium 属の新種であることを明らかにした。また日

本の中房温泉からも本研究で昨年発見された Chloracidobacterium thermophilum の近縁株を集積培養すること

に成功した（城取、Tank）。 

日本の中房温泉から顕微鏡観察で発見された”Candidatus Thermochlorobacter”の近縁株の分子系統解析を行

い、Thermochlorobacteriaceae 科に属する新種である可能性を示した。本菌は飽和溶存酸素量に近い状態で生

育することが顕微鏡観察によって確認され、これまで絶対嫌気性と考えられてきた Chlorobi 門の中でも極め

て特殊な菌株であることが明らかになった（城取、Tank） 

重層寒天プレートを用いてイエローストーン国立公園の温泉より分離に成功した好気性光合成細菌

Elioraea sp.の液体培養系を確立しこれを用いて行われた生理学的試験（API テストや Biolog システムを用い

た資化性試験、生育温度帯、 適ｐH 等）や生化学的分析（キノン分析、脂肪酸分析、GC 含量等）の結果

に基づき新種提案を計画している。（花田、Tank） 
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中房温泉では、好熱性の糸状性光合成細菌 Chloroflexus aggregans が優占した微生物マットが発達している。

温泉水中には有機栄養源がほとんど含まれないため、本細菌が一次生産者として炭酸固定を行っていると考

えられてきた。昨年度、新規に独立栄養生育を行う C. aggregans ACA-12 株を取得した。この ACA-12 株と近

縁株である C. aggregans MD-66 と C. aggregans NBF の含めた３株の独立栄養生育能を詳細に調査した結果、

C. aggregans はどの株でも硫化水素を電子受容体とした独立栄養生育が可能であることが新たにわかった。し

かしその能力は株間で差があり、ACA-12 株が独立栄養生育条件下で も早い生育速度を示した。これらの

結果をまとめ、現在論文投稿中である。（菅野） 

 

1-b. オミクス解析による微生物マットの微生物構成及び微生物間相互作用の解明 

イエローストーン国立公園及び国内の温泉の微生物マットのメタゲノム解析から、Chlorobi 門に属すると

考えられる硫酸還元能を有する微生物の存在が明らかとなり、“Ca. Thermonerobacter thiotrophicus,”と名付け

提案した。本微生物のゲノム内には硫酸還元の必須酵素である亜硝酸還元酵素遺伝子が存在していたが、そ

の転写活性は微生物マットが嫌気条件になる夜に増大していることが明らかとなった。また、このゲノムの

中には酸素呼吸に関係するチトクローム酸化酵素遺伝子も含まれていることが明らかとなっており、硫酸還

元能のみならず酸素呼吸能を有している可能性も示唆された。なお、このチトクローム酸化酵素遺伝子は微

生物マットが好気条件になる昼に多く転写されている。（Thiel） 

中房温泉の微生物マットの微生物構成・安定性・日変動を明らかにするため、微生物マットの 16S rRNA

アンプリコン解析を行い、微生物構成の解析を行った結果、微生物マット中の光合成細菌及び非光合成細菌

の興味深い垂直方向への分布が明らかとなった。また、微生物構成の解明ばかりではなく、微生物マットの

RNA の分析を行うことにより、微生物集団の機能の変動（日変動）をも明らかにすることができる。RNA

の変動は外部研究機関にてデータ取得済みであり、その詳細な解析を進行している。（Martinez、Thiel） 

 

1-c 中房微生物マットを対象とした共同研究 

本学環境微生物研究室が行った中房微生物マットを対象とした「高温環境中での窒素固定を行う化学合成

細菌」の研究で、窒素固定酵素遺伝子の系統学的解析や解釈の支援を行った。（Thiel、Tank） 

 

1-d. Chloroflexus aggregans の運動性と青色光に対する応答 

糸状性滑走細菌 Chloroflexus aggregans は、55℃の高熱環境に広く発達する微生物マットの物質循環を、光

合成によって駆動する重要な細菌である。また、高速な滑走運動を行うことが知られている。日周的な光環

境の変化を考慮すると、本細菌は微生物マット内で運動によって好適な光環境に移動していることは十分考

えられる。そこで我々は、本細菌の滑走運動への光の影響を、細胞懸濁液を LED 光に１分間露光させたのち

の運動性を露光前と比較することで調査した。その結果、本細菌は430nmの青色光で著しく運動性が低下し、

その効果は 405nm 以下の青色光～紫外光、470nm 以上の青色～緑色光ではほぼ見られないことが明らかにな

った。また 430nm の青色光の影響は対数増殖期・定常期共に見られることが分かった。以上より、本細菌は

430nm 周辺を吸収ピークとする青色光受容体を常に発現させ、微生物マット内で好適な光環境にとどまれる

ように移動していることが示唆された。（福島、花田） 

 

1-e. 紅色光合成細菌におけるシトクロム bc1 複合体を含まない循環的な電子伝達経路 

通性嫌気性光合成細菌 Rubrivivax gelatinosus の循環的電子伝達経路について、光合成反応中心複合体への

電子伝達タンパク質を計 5 種類欠損させた変異株 QC3 を用いて、代替的な電子伝達循環経路を調べる研究を

神奈川大学との共同研究で実施した。QC3 は嫌気光条件下での生育がほとんど認められなかったが、長期継
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代培養にて復帰変異株を得た。復帰変異株では欠損した反応中心複合体への電子供与体を、本来は他の代謝

系で働いていた複数の電子伝達物質を過剰発現させることで代替えしていた。この代替え的な電子伝達体に

はシトクロム bc1 複合体を補う機能未知のタンパク質も含まれており、QC3 からさらにシトクロム bc1 複合

体をも欠損させた変異株では嫌気光条件下でも野生株並みの増殖速度を示した。本菌にて、シトクロム bc1

複合体を含まない循環的な電子伝達経路を初めて見出した。(永島) 

 

２）好熱性シアノバクテリアのバイオリソース化・系統分類の確立 

2-a. 好熱性シアノバクテリアの分離と分類 

好熱性シアノバクテリアはタンパク質の熱安定性が高い為に従来から生化学的解析に利用されてきた。近

年、好アルカリ性の細菌が産業に有用な酵素の生産を行うことで注目されてきており、好熱性でかつ好アル

カリ性のシアノバクテリアに注目し、アルカリ性の温泉水（厚木市飯山温泉、南アルプス市桃の木温泉）か

らのシアノバクテリアの分離を進めている。（永島、花田） 

 

３）川底微生物マットおよび海洋からの未知好気性光合成細菌の分離培養・生態学的役割の解明 

3-a. 川底微生物マットからの新規好気性光合成細菌の分離と分類と進化学的解析 

川底微生物マットより分離された 40 株を超える好気性光合成細菌の分類学的研究から、それらの中に新種

（または新属新種）として提案されるべき新規性を持つものが数多く存在していることが明らかとなってい

る。新種（または新属新種）の提案においては、標準菌株の公的保存機関への寄託が必須であるため、ドイ

ツの公的保存機関である DSMZ へも 1 株の寄託を行い、寄託番号（DSMZ 106757）を得た。また、新種提案

予定のベータプロテオバクテリアに属する好気性光合成細菌 W35 株についてについて、光合成反応中心遺伝

子 pufLM 配列の解析とその登録（アクセッション番号 LC422403）、脂肪酸組成の再解析（Petroselinic acid 

C18:1(Δ6)cis が主な脂肪酸であった）、嫌気呼吸の確認(確認されなかった)などの試験を行った。また、この

株のドラフトゲノム解析を行い、ゲノムデータを DDBJ/EMBL/GenBank データベースへ登録した（アクセッ

ション番号 BJCL01000001- BJCL01000064）。これらの結果や生理的・生化学的性質に基づき新種提案論文を

作成し、投稿した。（広瀬、Tank、花田） 

puf 遺伝子を持つアルファプロテオバクテリア Rhodobacterales 目に属する細菌の進化遺伝学的解析を行っ

たところ、淡水産の好気性光合成細菌は海産の好気性光合成細菌とは系統的に大きく隔たっている一方で、

淡水性の酸素非発生型光合成細菌に近縁であることが分かった。これにより、好気性光合成細菌の「酸素条

件下でも光合成器官を合成する」という独自の性質は、淡水性と海産性のそれぞれで独立に進化したもので

あることが明らかとなった。（広瀬、花田） 

 

3-b．多摩川における好気性光合成細菌の分布とその現存量と生活様式 

東京都多摩川において、2017 年 5 月と 6 月に上流から中流域にかけて観測を行い、採取した河川水試料を

用いて、赤外蛍光顕微鏡直接計数法で好気性光合成細菌の細胞数の計数を行った。結果として、多摩川にお

ける好気性光合成細菌の普遍的な分布と粒子付着性生活様式の優占を明らかにした。好気性光合成細菌の現

存量としては、河川水中では全菌数に対して 6-20%の幅で変動していた。一方で、粒子に付着している好気

性光合成細菌の現存量は、粒子付着全菌数に対して 50%を超えていた。本研究結果は論文としてまとめ、現

在投稿中である（高部、広瀬、花田） 

 

3-c．淡水・汽水環境中の好気性光合成細菌の生態学的研究 

福井県三方五湖（淡水〜汽水環境）において、2018 年 1 月、4 月、8 月、11 月に観測を行い、湖水試料の
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採取と環境要因の測定を行った。湖水試料は好気性光合成細菌の検鏡と DNA 解析へ用いた。検鏡用試料で

は、赤外蛍光顕微鏡直接計数法で好気性光合成細菌の細胞数を計数し、DNA 解析用試料は、フィルターに細

菌細胞を捕集し、そこから全 DNA を抽出した。好気性光合成細菌の現存量は、冬季 1 月には好気性光合成

細菌は検出限界以下であったのに対し、夏季 8 月ではその現存量は急増し、本湖の好気性光合成細菌の現存

量は大きく季節変動することが明らかになった。（中村、高部） 

DNA 抽出試料は、今後は全細菌群集を標的にした 16S rRNA 遺伝子および光合成関連遺伝子 pufM の 2 遺

伝子でのアンプリコン解析を予定している。また、2018 年 8 月、本湖のひとつである水月湖の湖水を用いた

マイクロコズム実験を行った。その結果、湖水環境における好気性光合成細菌の増殖速度が海水環境に比べ

て遅い事を明らかにした。（高部） 

 

3-d. 海洋性の好気性光合成細菌の多様性・動態解析と分離 

愛媛県愛南町のマダイ養殖いけすから海水を採取し、平板培養法を用いて、様々な好気性光合成細菌の分

離培養株を得る事に成功した。その後、それら好気性光合成細菌の培養株の 16S rRNA 遺伝子全長の塩基配

列決定をし、それらの系統関係を明らかにした。その結果、本研究で得られた好気性光合成細菌培養株の多

様性は先行研究での同海水中での非培養法で調べらたれたのそれと全く異なる事を明らかにした（高部）。 

これら単離株のうちで、新規性の高い Litoreibacter 属の分離株について、顕微鏡観察、生育温度、生育 NaCl

濃度、酵素活性などの生理学的分析と 16S rRNA 遺伝子、細胞膜脂肪酸、Ｇ+Ｃ含量、呼吸鎖キノン種などの

形態学的・生理学的・生化学的分析を行った。16S rRNA 遺伝子の全長解析では光合成能が確認されていない

Litoreibacter ponti との相同性が も高かったが、その相同性は 97％と低く、ゲノムＧ+Ｃ含量の比較でも L. 

ponti と 4％違うことが明らかになった。これらの結果から、この単離株は未記載種であると同時に

Litoreibacter 属における初めての酸素非発生型好気性光合成細菌である可能性があり、この株について新種記

載および光合成生理性状試験を進めている。（金室、高部） 

魚類養殖場海水を用いて、水温を変えた擬似現場実験系を設け、そこでの好気性光合成細菌の増殖速度と

群集構造の変化を調べた。その結果、好気性光合成細菌は水温が上がると、増殖速度が好気性光合成細菌以

外の細菌よりも高くなる事を明らかにした。現在、その好気性光合成細菌の群集構造の解析を進めている。

（高部） 

同養殖場では月ごとの観測も行っていたが、その際の共同研究として薬剤耐性遺伝子の動態を調べた研究

に共著者として参加した。（高部） 

 

3-e．好気性光合成細菌のカロテノイドの役割と進化 

好気性光合成細菌のカロテノイドの役割とその進化に関して、これまでの生化学的特性をまとめると共に、

オープンアクセスのアミノ酸データベースを用いて、カロテノイド合成経路の一部で働く crtA 遺伝子につい

て網羅的な解析を進めた。結果として、好気性光合成細菌はその主要カロテノイドから 2 グループ、スフェ

ロイデノンタイプとスピリロキサンチンタイプに分類でき、スフェロイデノンタイプは alpha-3 サブクラスの

プロテオバクテリアのみで、それ以外の好気性光合成細菌はスピリロキサンチンタイプであることを明らか

にした。スフェロイデノンはスピリロキサンチンに比べ、光捕集と活性酸素除去に優れているが、光保護の

面ではその優位性は未解明である。crtA 遺伝子による系統分類の結果、crtA 遺伝子は好気性光合成細菌や通

性嫌気の紅色光合成細菌、非光合成細菌も有しているが、そのホモロジーには大きな相違があり、その違い

は細菌の光合成細菌か非光合成細菌か、好気性か嫌気性という生理学的特性に準じていた。以上のことから、

好気性光合成細菌の有するカロテノイドにはその種類、それを有する生物種によって、crtA 遺伝子の変化が

促されている可能性が示唆された。（高部） 
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3-f. 好気環境において光合成を行う微生物の光合成器官の進化学的研究 

Porphyrobacter 属の細菌群は、近縁の海洋性好気性光合成細菌である Erythrobacter 属の細菌群と異なり、

海水・淡水・温泉水域に広く分布する好気性光合成細菌である。Porphyrobacter 属の持つ光合成器官の環境適

応機構を調べるため、光合成反応中心タンパク質の塩基配列の解析を行った。進化系統分類の指標である 16S 

rRNA では好熱性・海洋性の細菌種は淡水性の細菌種の系統の中に散在しているのに対し、光合成器官の遺

伝子による系統解析では、淡水性の細菌群がクラスターを組む傾向が見られた。光合成反応中心は膜タンパ

ク質複合体で、ペリプラズムに面した領域はイオン濃度などの外界からの影響を受けやすい。また反応中心

が電子伝達タンパク質から電子を受け取る際にイオン間相互作用による分子認識を行い、細胞内のイオン濃

度が重要な要素であることが知られている。立体構造情報を用いてペリプラズム、膜内、細胞質の三領域に

分割してそれぞれ系統解析を行ったところ、ペリプラズム領域において淡水性細菌群がクラスターを組む傾

向は強まった。さらに、立体構造に基づくアミノ酸ごとの保存性を調べたところ、電子伝達体の結合領域付

近の特定のアミノ酸にてアミノ酸置換が多く起きていることがわかり、これらの結果は淡水性の細菌間で環

境へ対して類似の形質変化が起きていることを示唆した。（森岡、永島） 

 

3-g．好気性細菌 Tabrizicola aquatica の光合成色素の生産と膜構造 

非光合成細菌と考えられていた Tabrizicola aquatica の遺伝子解析から光合成関連遺伝子の存在が明らかと

なった。イランの Tabriz University of Medical Sciences との共同研究で色素合成の確認を行った。好気弱光下

での培養で細胞内に光合成色素が合成されることが確認され、スペクトル解析からバクテリオクロロフィル

a（とスフェロイデノン）であることが明らかとなった。（広瀬、Thiel） 

また、本細菌の細胞切片の電子顕微鏡像を撮影し、本細菌の膜構造が嫌気性光合成細菌に比べて未発達で

あることを明らかにし、これは本細菌が好気性光合成細菌としての特徴を有していることを示していると結

論した。（福島、Thiel） 

 

４）光合成細菌の分離と応用 

4-a. 嫌気的にアンモニアを酸化できる光合成細菌の分離 

微生物によるアンモニア酸化反応は好気条件下のみで起きると長らく考えられてきたが、酸素非発生型光

合成細菌も光エネルギーを利用して嫌気条件下で様々な物質を酸化できることから、このような嫌気的アン

モニア酸化に寄与する可能性がある。しかし、光合成細菌による嫌気的亜硝酸酸化の報告はあるものの、嫌

気的アンモニア酸化を行うものは知られてはいない。未だ発見されていないアンモニア酸化光合成細菌を探

索する目的で海水及び温泉を含む淡水環境からの分離培養を試みている。 

松島（宮城県）の海岸の海水を分離源とした培養で、アンモニア酸化で生育すると考えられる光合成細菌

の増殖が認められた。光合成光化学反応中心タンパク質の遺伝子配列に基づく解析から海洋性紅色硫黄細菌

である Marichlomatium に近縁であることはすでに確かめられているが、硫化水素を電子供与体とした光合成

細菌用無機培地によっても分離培養を達成できず、本培養物は多数の非光合成細菌を含むコンソーシアムで

あることが 16S rRNA アンプリコン解析から明らかとなった。本コンソーシアムにおいて明らかなアンモニ

ア消費は見られているが、亜硝酸や硝酸の増加が見られないことから、光合成細菌が酸化したアンモニアが

共存する非光合成細菌によって再還元されているという「閉じた窒素循環」があると予想した。亜硝酸を過

剰に添加した培養において、光依存的なアンモニア酸化と硝酸の増加が見られたことから、非光合成細菌の

硝酸還元活性は亜硝酸によって阻害され、その結果、硝酸の蓄積が認められたものと結論した。（中小路、花

田） 
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同様のアンモニア酸化光合成細菌の増殖が、温泉を分離源とした高温培養（55℃）や淡水の沼を分離源と

した中温培養（28℃）においても認められた。顕微鏡観察、色素解析および 16S rRNA 遺伝子配列解析から、

好熱性のものは Chloroflexus 属細菌、中温性のものは紅色細菌であることが示唆されたが、今年度はこれら

分離株のゲノム解析を行うため、大量培養系の確立を行った。（田中、花田） 

 

4-b. 嫌気的にメタンを酸化できる光合成細菌の分離とコンソーシアム解析 

光に依存した嫌気的なメタン酸化という現象は未だ報告されていない。メタンを唯一の電子供与体とした

赤外線フィルターを用いた光合成培養において、光合成細菌の増殖が認められた。バクテリオクロロフィル

a を持つことが蛍光顕微鏡観察から明らかとなっており、紅色光合成細菌に属するものと推定された。光合

成培養物は未だ多数の非光合成細菌を含むコンソーシアであり、本光合成細菌の分離培養を進めている。ま

た、16S アンプリコン解析やメタゲノム的解析を計画しており、「光合成細菌を含むコンソーシアム」を構成

する細菌群の全容解明やメタンの嫌気的酸化に関係する新規酵素の発見が期待される。（田中、花田） 

 

4-c．嫌気的に還元鉄を酸化できる光合成細菌の分離 

還元鉄を電子供与体として利用できる光合成細菌は中温性のものしか知られていない。よって、温泉サン

プルを分離源とした好熱性鉄酸化光合成細菌の分離培養を行ったところ、長野県中房温泉とイエローストー

ン国立公園で採取されたサンプルを植菌した培養物中に 2 種類の光合成細菌の増殖が認められた。これら培

養物は依然として非光合成細菌を含むコンソーシアムであったが、光合成反応中心タンパク質 puf 遺伝子の

解析から、Chloroflexus 属細菌であることが明らかとなった。現在、世界に先駆けての鉄酸化好熱性細菌の報

告を目指し、分離培養を進めている。また、16S rRNA アンプリコン解析によるコンソーシアムの細菌構成の

解明も進める計画である。（村松、花田） 

 

4-d．嫌気的にアンチモンを酸化できる光合成細菌の分離 

砒素を電子受容体として生育する光合成細菌は知られているが、砒素に性質の似たアンチモン酸化光合成

細菌の報告はない。赤外線フィルターを用いた培養によりアンチモン存在下で生育する紅色光合成細菌の生

育が見られ、その培養を試みた。寒天平板培養によって、分離は成功し、16S rRNA 遺伝子解析によって、本

分離株は Rhodoplanes elegans という紅色光合成細菌に極めて近縁であることが明らかとなった。本分離株の

アンチモン酸化能または耐性機構について研究を進める計画である。（小山、花田） 
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広瀬節子、花田智（2018）「野外から単離した株の基質資化性試験における BIOLOG マイクロプレート利用」

第 25 回日本微生物資源学会（つくば） 

Kanamuro M, Sato-Takabe Y, Hanada S (2018) Characterization of Litoreibacter species newly isolated from a marine 

aquaculture. Tokyo Metropolitan University Bio-conference 2018 (Hachioji, Tokyo) 

Kawai S, Martinez JN, Bryant DA, Ward DM, Haruta S and Thiel V (2018). Transcriptional response of Chloroflexus 

spp. in microbial mats with or without cyanobacteria during a diel cycle. The 10th Bioinfowakate, Sizuoka, 

Japan 

Thiel V, Tank M, Martinez JN, Trampe ECL, Lichtenberg M, Kühl M, Hanada S. (2018) Using multi-method studies to 

disclose microbial diversity and activity in a hot-spring-associated microbial mat. 17th International 

Symposium on Microbial Ecology. Leipzig, Germany 

Martinez JN, Tank M, Trampe ECL, Lichtenberg M, Kühl M, Hanada S, Ward DM, Bryant DA and Thiel V (2018). 

Diversity and depth-dependent distribution of bacteria within hot spring phototrophic microbial mats. 16th 

International Symposium on Phototrophic Prokaryotes (ISPP) Vancouver, Canada 

Nishihara A, Matsuura K, McGlynn SE, Thiel V, Tank M, Haruta S (2018). Nitrogen-fixing bacteria and nitrogenase 

activity in thermophilic chemosynthetic microbial communities at Nakabusa hot springs. 2018 JSME Annual 
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Meeting. Okinawa, Japan. 

Nishihara A, Matsuura K, Tank M, McGlynn SE, Thiel V, Haruta S (2018). Isolation of the first thermophilic and 

actively nitrogen-fixing bacteria in the deep branching phylum Aquificae. Japan Geoscience Union Meeting. 

Chiba, Japan 
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応用生命科学領域 幹細胞制御学研究室 
公益財団法人 東京都医学総合研究所 
 
1. 構成 
原 孝彦（プロジェクトリーダー）、北島健二（主席研究員）、種子島幸祐（主席研究員）、鈴木輝彦（主

席研究員）、高橋佑奈（修士 2 年）、中曽根茉季（修士 2 年）、三井貴洋（修士 2 年）、田畑陽美（修士 2

年）、岩瀬璃奈（修士 1 年）、武智あづさ（修士 1 年）、八木拓哉（修士 1 年）、片田瑛士（修士 1 年）、

水岡優貴（修士 1 年）、前田桃子（修士 1 年） 
 

2. 研究紹介 
 造血幹細胞の発生・自己複製・系統決定の分子メカニズムを、ES/iPS 細胞の in vitro 分化誘導系や遺伝子改

変マウスを用いて解明し、血液再生医療技術や白血病薬の開発に活用している。また、がん免疫や肥満性糖

尿病に関与するケモカイン CXCL14 の作用機序を明らかにし、それを創薬に結びつける研究も行っている。

主な研究テーマは以下のとおりである。 

（１） マウス ES 細胞や胎仔を用いた、造血幹細胞発生の分子メカニズム 

（２） ヒト iPS 細胞から、造血幹細胞や血小板を体外産生する方法の開発 

（３） 急性 T リンパ芽球性白血病に対する治療薬の創出 

Lhx2 という転写因子には、T リンパ芽球性白血病の発症に必須な LMO2 タンパク質を分解する働きがあるこ

とを発見した。この研究は、Lhx2 と類似した働きをする低分子化合物の発見へと発展している。 

（４） CXCL14 の生理的機能の解明と、その分子メカニズム 

（５） CXCL14 を利用した、がん免疫療法の開発 

CXCL14 にはがん細胞の増殖を抑える働きがあり、その仕組みを研究している。昨年、CXCL14 が自然免疫

系の活性化物質を免疫細胞の中へ運び込み、獲得免疫系を強く活性化することを発見した。現在、がん治療

用ワクチンアジュバントの開発に挑戦している。 

（６） 超長寿ネズミのタンパク質品質管理機構 

 

3. 研究発表 
誌上発表 

1. K. Tanegashima, Y. Sato-Miyata, M. Funakoshi, Y. Nishito, T. Aigaki, and T. Hara. Epigenetic regulation of 
the glucose transporter gene Slc2a1 by �-hydroxybutyrate underlies preferential glucose supply to the brain 
of fasted mice. Genes Cells, 22: 71-83, 2017. 

2. H. Ohtsuka, T. Iguchi, M. Hayashi, M. Kaneda, K. Iida, M. Shimonaka, T. Hara, M. Arai, Y. Koike, N. 
Yamamoto, and K. Kasahara. SDF-1α/CXCR4 signaling in lipid rafts induces platelet aggregation via PI3 
kinase-dependent Akt phosphorylation. PLoS ONE, 12: e0169609, 2017. 

3. K. Tanegashima, R. Takahashi, H. Nuriya, R. Iwase, N. Naruse, K. Tsuji, A. Shigenaga, A. Otaka, and T. Hara. 
CXCL14 acts as a specific carrier of CpG DNA into dendritic cells and activates Toll-like receptor 9-mediated 
adaptive immunity. EBioMed., 24: 247-256, 2017. 

4. T. Shinohara, K. Kazuki, N. Ogonuki, H. Morimoto, S. Matoba, K. Hiramatsu, K. Honma, T. Suzuki, T. Hara, 
A. Ogura, M. Oshimura, M. Kanatsu-Shinohara, and Y. Kazuki. Transfer of mouse artificial chromosome into 
spermatogonial stem cells generates transchromosomic mice. Stem Cell Rep., 9: 1180-1191, 2017. 

5. K. Miyashita, K. Kitajima, S. Goyama, T. Kitamura, and T. Hara. Overexpression of Lhx2 suppresses 
proliferation of human T cell acute lymphoblastic leukemia-derived cells, partly by reducing LMO2 protein 
levels. Biochem. Biophys. Res. Commun., 495: 2310-2316, 2018. 
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応用生命科学領域 蛋白質・オルガネラ分解機構研究室 
公益財団法人 東京都医学総合研究所 
 
1. 構成 
松田憲之（副参事研究員）、吉田雪子（研究員）、山野晃史（研究員）、小谷野史香（研究員）、木村まゆ

み（技術補佐員）、村上有沙（技術補佐員）、川脇純子（技術補佐員）、小島和華（東京大学大学院・博士

課程）、宇田川智里（お茶の水女子大学大学院・修士課程）、林田凌汰（東京大学大学院・修士課程） 

 

2. 研究紹介 
 細胞は構成因子の合成と分解を絶えず繰り返しており、きわめて動的な分解 - 循環 - 再生のリサイクルの

上に存在している。このシステムは、細胞内に生じた不良品・不用品の効率的な除去や、栄養素の確保のた

めに必須の役割を担っている。ユビキチン・プロテアソームシステムは、オートファジー・リソソームシス

テムと連携しながら、この生体内分解・リサイクルの主役を担っている。 

 ユビキチンシステムは２つの過程から構成されている。つまり、ユビキチン連結酵素(E3)によって細胞内の

基質蛋白質を特異的にユビキチン化（ユビキチン鎖を付加）する過程と、この基質を細胞内分解に導く過程

である。ユビキチン化された基質がプロテアソームによって認識・分解されることは古くから知られていた

が、近年ではユビキチン化された基質がオートファジーやエンドサイトーシスを経てリソソームによって分

解されることも広く認識されている。このユビキチン依存的な分解システム無くしては、細胞内の恒常性維

持、そして個体の健康を維持することは不可能である。 

 高齢化社会を迎える今日、癌や神経変性疾患など高齢化に伴って多発する疾病の発症機構を解明し、治療法

の開発に結びつけることの重要性は、言をまたない。重要なことに、ユビキチンシステムは細胞内の不良蛋

白質や不良オルガネラの代謝を介して、癌や神経変性疾患など高齢化社会に多発する様々な疾病の発症を防

止している。一例をあげると、我々は「遺伝性パーキンソン病の原因遺伝子産物 Parkin が E3 として機能

しており、膜電位の低下したミトコンドリアのユビキチン化とリソソーム依存的な分解を介して、生体内で

ミトコンドリア品質を管理している」ことを明らかにしてきた。私達の研究室では上述の Parkin やその上流

因子である PINK1 を主な研究対象にしながら、ユビキチンシステムとその下流で機能するオートファジ

ー・リソソームシステムがどのようにしてオルガネラのターンオーバーの制御を介して、細胞の健強性や生

物の健康を守っているのか、その生理的意義を解明したいと考えている。 

 

3. 研究発表 

1. Yamano, K. et al., eLife, Endosomal Rab cycles regulate Parkin-mediated mitophagy. 2018, 7, e31326.  

2. Matsuda, N. et al., Sci. Rep., Parkinson's disease-related DJ-1 functions in thiol quality control against aldehyde 

attack in vitro. 2017, 7, 12816.  

3. Yoshida, Y. et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, Ubiquitination of exposed glycoproteins by SCFFBXO27 directs 

damaged lysosomes for autophagy. 2017, 114, 8574.  

4. Yamano, K. et al., EMBO Rep., The ubiquitin signal and autophagy: an orchestrated dance leading to mitochondrial 

degradation. 2016, 17, 300-316.  

5. Kojima, W. et al., Genes Cells, Unexpected mitochondrial matrix localization of Parkinson's disease-related DJ-1 

mutants but not wild type DJ-1. 2016, 21, 772.  
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応用生命科学領域 分子神経病理学研究室 
公益財団法人 東京都医学総合研究所 
 
1. 構成 
長谷川成人、野中隆、亀谷富由樹、細川雅人、鈴木元治郎、鈴掛雅美、平井久美子、下沢明希（首都大、生

命科学 D3）、井村成（首都大、生命科学 D2）、樽谷愛理(協力研究員, 東京大助教)、森啓 (客員研究員, 大

阪市大教授)、久永眞市 (客員研究員, 首都大教授) 

 

2. 研究紹介 
 当研究室ではアルツハイマー病(AD)、パーキンソン病(PD)、筋萎縮性側索硬化症(ALS)などの神経疾患の

発症、進行の分子機構の解明と治療を目標に研究に取り組んでいる。以下に今年度の成果の概略を紹介する。 

１）異常型 α シヌクレインのプリオン様特性 
 パーキンソン病やレビー小体型認知症の原因タンパク質である α シヌクレインについて、どのくらいの量

の線維が細胞やマウスの脳で異常型 α シヌクレインを形成しうるのか、またそれらを不活性化するにはどの

ような方法が必要かなどについて、リコンビナント α シヌクレインで形成した線維や実際の患者剖検脳から

調製した異常型 α シヌクレインで検討した。（樽谷、寺田、鈴木、久永、長谷川）。 

２）C9ORF72 遺伝子異常と TDP-43 の蓄積、神経変性の機構について 
 家族性 ALS の 20-50%、弧発性 ALS の 3-20%を占めるといわる C9ORF72 遺伝子変異について、

培養細胞に変異 C9ORF72 を発現させ、開始コドン非存在下で翻訳(RAN 翻訳)と TDP-43 の蓄積に

ついて検討した結果、リピートが伸長すると RAN 翻訳によってジペプチドリピート(polyGA, 
polyGP, polyGR など)タンパク質が発現し、それが凝集すると共に、polyGA は TDP-43 の蓄積の原

因になることを明らかにした（野中、細川、鈴木、長谷川）。 
３）α シヌクレインの蓄積と神経変性 
 培養細胞に野生型あるいは変異型 α シヌクレインを発現させ、線維化 α シヌクレインを細胞内に強制的に

導入すると細胞内に発現した正常型 α シヌクレインが異常型に変換される。このときに結合するタンパク質

を網羅的に解析するため、免疫沈降法を用いて、α シヌクレインに結合するタンパク質の解析をおこなった。

（井村、勝又、鈴木、平井、亀谷、野中、久永、長谷川）。 

４）タウの凝集機構 
 培養細胞やマウスの脳に患者脳由来の異常型タウを導入、あるいは接種して、細胞内、あるいは

マウス脳内に形成される異常型タウの病変を解析した（下沢、細川、鈴掛、樽谷、長谷川）。 
 
3. 研究発表 
1. Nonaka T, et al. C9ORF72 dipeptide repeat poly-GA inclusions promote: intracellular aggregation of phosphorylated 

TDP-43. Hum Mol Genet 27 (15), 2658–2670, 2018.  

2. Terada T, et al. The effect of truncation on prion-like properties of α-synuclein. J Biol Chem 293:13910-13920, 

2018.  

3. Tarutani A, et al. Potent prion-like behaviors of pathogenic α-synuclein and evaluation of inactivation methods. Acta 

Neuropathol Commun 6: 29, 2018. 
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応用生命科学領域 行動遺伝生理学研究室 
公益財団法人 東京都医学総合研究所 
 
1. 構成 
齊藤 実（プロジェクトリーダー）、上野耕平（主席研究員）、松野元美（主席研究員）、宮下知之（研究

員）、長野慎太郎（研究員）、上野太郎（研究員）、鈴木恵雅（博士研究員） 
 

2. 研究紹介 
 学習記憶や、年をとることによる記憶力の低下、物忘れを、遺伝子・分子の働きにより理解するため、シ

ョウジョウバエ、マウス、マーモセットで、行動遺伝学とイメージング利用した複合的な解析を行っている。 

１）脳機能イメージングによる学習･記憶の遺伝子メカニズムの解明 
 連合学習では異なる感覚情報が連合して記憶情報を形成する。記憶情報を銘記する記憶中枢に入力した感

覚情報が、どのようなメカニズムにより記憶情報となるのか？どのようにして銘記された記憶情報を保持し、

必要に応じて読み出すのか？置かれた状況により何故記憶効率や記憶する仕組みも変わるのか？などについ

て調べている。連合学習や記憶保持、読み出しに関与する神経回路を同定し、各記憶過程での活動や、必須

の役割を果たすドーパミンシグナルの同定と挙動、さらにはグリア細胞の働きを、行動解析と併せて 新の

リアルタイムイメージングにより明らかにする。 終的にはそこで得られた知見をマウスモデルで検証し、

記憶回路で共通の動作原理を見出す。 

３）加齢性記憶障害の遺伝子メカニズムの解明 
 歳を取ると憶えていたはずのことが思い出せなくなり、さらには学習能力も低下する。こうした脳機能老

化（加齢性記憶障害）のメカニズムを我々が初めて同定した加齢性記憶障害特異的な抑制変異体を用いて解

明している。思い出せない現象は、主として長期記憶情報の想起障害、学習能力の低下は短期記憶の形成障

害であり異なるメカニズムによる。その一方で両者とも神経細胞とグリア細胞との相互作用が、加齢により

変性することで起こることも分かってきた、上記のイメージング解析、行動遺伝学的解析を組み合わせるこ

とで、神経−グリア相互作用の変性の実体を明らかにすると共に、ショウジョウバエで見出された分子機構が

ヒトに応用出来るか？マーモセットを用いて薬理学的な検証を行っている。 

 

3. 研究発表 
誌上発表 

1.  Ueno K, Morstein J, Ofusa K, Naganos S, Suzuki-Sawano E, Minegishi A, Kitagishi H, Chang C, Horiuchi J, Saitoe 

M (2018). Carbon monoxide, a retrograde messenger generated in post-synaptic mushroom body neurons evokes 

local dopamine release. bioRxiv. 382127 

2.  Miyashita T, Kikuchi E, Horiuchi J, Saitoe M. (2018). Long-term memory engram cells are established by 

c-Fos/CREB transcriptional cycling. Cell Rep 25, 716-2728.e3. doi: 10.1016/j.celrep.2018.11.022. 

3.  Sato S, Ueno K, Saitoe M, Sakai T. (2018). Synaptic depression induced by postsynaptic cAMP production in the 

Drosophila mushroom body calyx. J Physiol. 596, 2447-2461. doi: 10.1113/JP275799. 
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応用生命科学領域 分子老化制御研究室 
独立地方行政法人 東京都健康長寿医療センター研究所 
 
1. 構成 
石神 昭人（研究部長、チームリーダー）、近藤 嘉高（主任研究員）、船越 智子（技術員）、谷津 智史（非

常勤研究員）、滝野 有花（非常勤研究員）、半田 節子（非常勤職員）、土志田 裕太（修士 2 年）、佐野 遥

香（修士 1 年） 

 

2. 研究紹介 
１）加齢指標タンパク質 SMP30 の機能解明 
加齢に伴い私たちの身体機能は低下し、様々な故障も増加します。このような加齢現象の背後には身体を

構成する様々な分子や臓器機能の変化が存在します。私たちは、加齢に伴い発現が変化する種々の遺伝子群

やタンパク質群を解析することにより、高齢者が有する身体機能の不全を早期に、しかも正確に検知し、抑

制するための方法論の開発を目指しています。今までの研究から、加齢に伴い減少する生体分子、加齢指標

タンパク質 SMP30 を発見し、老化における重要性を明らかにしてきました。 

２) 老化とビタミン C 
 今までのの研究から、SMP30 はビタミン C 生合成に必須の酵素、グルコノラクトナーゼであることがわか

りました。SMP30 遺伝子を欠損したマウスは、ヒトと同様にビタミン C を体内で合成できません。また、ビ

タミン C が不足したマウスは、寿命が短く、早期に死亡します。私たちは、コラーゲン繊維の構築や活性酸

素種の消去など、多様な働きをもつといわれるビタミン C の生理機能をひとつひとつ明らかにすることによ

り、ビタミン C の抗老化作用を解明していきます。 

３）シングルセル解析による老化関連遺伝子、老化細胞の同定 
近年、老齢動物の組織には、細胞の機能が衰えた「老化細胞」の存在が明らかになってきました。この老

化細胞を特定し、個々の老化細胞の性質を調べることは、複雑な老化機構の解明に繋がります。私たちは、1

細胞発現解析(Nx1-seq: Next generation 1 cell sequencing)を用いて老化関連遺伝子を 1 細胞レベルで包括的に探

索、同定します。私たちが定義する「老化関連遺伝子」とは、老化の機構に直接関与する遺伝子だけでなく、

間接的に発現変動する、老化機構に直接関与しない遺伝子も含みます。また、同定した老化関連遺伝子を指

標にして老齢動物の組織に存在する老化細胞を同定し、その機能低下の機構を解明します。 

 

3. 研究発表 
誌上発表 

1.  Takisawa S, Funakoshi T, Yatsu T, Nagata K, Aigaki T, Machida S, Ishigami A. : Vitamin C deficiency causes 

muscle atrophy and a deterioration in physical performance. Sci Rep. 9(1):4702 (2019) 

2.  Kawashima S, Funakoshi T, Sato Y, Saito N, Ohsawa H, Kurita K, Nagata K, Yoshida M, Ishigami A. : Protective 

effect of pre- and post-vitamin C treatments on UVB-irradiation-induced skin damage. Sci Rep. 8(1):16199 (2018) 

3.  Jang B, Jeon YC, Shin HY, Lee YJ, Kim H, Kondo Y, Ishigami A, Kim YS, Choi EK. : Myelin Basic Protein 

Citrullination, a Hallmark of Central Nervous System Demyelination, Assessed by Novel Monoclonal Antibodies in 

Prion Diseases. Mol Neurobiol. 55(4):3172-3184 (2018) 
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応用生命科学領域 植物成長制御究室 

国立研究開発法人 理化学研究所 
 
1. 構成 
瀬尾光範、渡邊俊介、菅野裕理 
 
2. 研究紹介 
 種子休眠、発芽、ストレス応答に代表される植物の適応反応の制御機構を明らかにする研究を行っています。

これらの生理作用に重要な役割を果たすことが知られているアブシシン酸（ABA）、ジベレリン（GA）、ジ

ャスモン酸（JA）、オーキシンなどの植物ホルモンに着目し、 近は特に輸送体の同定とその機能解析に重点

を置いて研究を進めています。また、植物ホルモンの生理機能を明らかにするためには、その生体内での量を

正確に測定することが重要です。私たちの研究室では、LC-MS/MSを用いた高感度ホルモン分析に関して世界

トップレベルの技術を有しています。また 近では、生きた植物細胞ひとつから、植物ホルモンを定量する技

術開発にも取り組んでいます。 
1) 植物ホルモン輸送体の同定 
 これまでに多くの植物ホルモンに関して、生合成、分解、受容、情報伝達に関与する因子が同定されていま

すが、オーキシン以外の植物ホルモンに関しては輸送の生理的な意味や制御機構はほとんど明らかになってい

ませんでした。近年私たちは、酵母で発現させたタンパク質の植物ホルモン輸送活性を簡便に検出する方法を

開発しました。本年度は、このアプローチで同定された植物ホルモン輸送活性を持つNPFおよびSWEETと呼ば

れる輸送体ファミリーに関する機能解析を進めました。 
2) 植物ホルモン一斉分析 
 本年度も当研究室独自の課題に加え、他研究機関・大学などとの多くの共同研究により、ABA、GA、JA、

オーキシン（IAA）、サイトカイニン、サリチル酸といった植物ホルモンを、様々な植物材料から高感度に分析

しました。 
3) １細胞からのホルモン分析 
 本年度は、これまでに確立してきた一細胞質量分析の手法を植物体内での輸送体タンパク質の機能解析に応

用するため、実験材料の選定やタンパク質の一過的発現の条件検討等を行いました。 
4) 新たな生理活性物質の探索 
 私たちは、酵素や輸送体の機能を欠失した変異体の表現型に着目して、植物の成長を制御する新たな生理活

性物質の探索を進めています。本年度はシロイヌナズナのモリブデン補酵素硫化酵素ABA3が、これまでに知

られているABAの生合成における機能とは独立に、酸化ストレスに応答したアントシアニンの生合成を調節し

ていることを明らかにした。 
5) 種子機能に関する研究 
 農作物を栽培する際には、播種後に素早く一斉に発芽する種子が必要とされます。「プライミング」と呼ば

れる発芽促進処理が広く用いられていますが、これによって種子の保存性（寿命）が低下する弊害がありまし

た。本年度、私たちは細胞周期阻害剤が、プライミングによる寿命低下を抑制することを明らかにしました。 
 
3. 受賞 
Journal of Plant Research Most-Cited Paper Award 2018 

Clarivate Analytics Highly Cited Resercher 2018 
 
4. 研究発表（一部のみ） 
Sano, N., Seo, M. “Cell cycle inhibitors improve seed storability after priming treatments” J. Plant Res. 132, 263-271 

(2019). 

Watanabe, S., Sato, M., Sawada, Y., Tanaka, M., Matsui, A., Kanno, Y., Yokota Hirai, M., Seki, M., Sakamoto, A., Seo 

M. “Arabidopsis molybdenum cofactor sulfurase ABA3 contributes to anthocyanin accumulation and oxidative stress 

tolerance in ABA-dependent and independent ways” Sci. Rep. 8, 16592 (2018). 

  



 −106− 

連携大学院 三浦研究室 

（地独法）東京都健康長寿医療センター研究所 老化機構研究チーム・プロテオーム 
 
1. 構成 
三浦ゆり（研究副部長）、津元裕樹（研究員）、梅澤啓太郎（研究員）、岩本真知子（非常勤研究員）、佐

藤瑞穂（東京医科歯科大学大学院・博士 1 年）、鈴木秀行（湘南工科大学大学院・修士 2 年）、尾崎友祥（芝

浦工業大学大学院・修士 1 年）、井出野佑太（明治薬科大学大学院・修士 1 年） 
 
2. 研究紹介 
 生体を構成する様々な分子の中で、実際に生命活動に携わっているのはタンパク質である。酵素反応、細

胞内外への物質の輸送、エネルギー代謝、分子の認識など、タンパク質は生命を維持するうえで重要な機能

を担っている。そこで私たちの研究室では、タンパク質の発現変化や翻訳後修飾の変化を網羅的に解析する

「プロテオーム解析」を用いて、老化や疾患の病態メカニズムやバイオマーカーを明らかにする研究を行っ

ている。 
 老化研究においては、ゲノム情報の解明により著しい進展を遂げている分子遺伝学レベルの研究に比べ、

タンパク質レベルの研究は進んでいない。これは、タンパク質がリン酸化や糖鎖など、様々な分子修飾（翻

訳後修飾）を受けており、こうした修飾がタンパク質の機能に大きな影響を与えるからである。そこで、タ

ンパク質の機能を支える分子修飾（翻訳後修飾）の役割と老化あるいは老年病との関わりを明らかにするた

め、O-GlcNAc 修飾や糖鎖修飾に着目している。O-GlcNAc 修飾とは、タンパク質のセリン・スレオニン残基

に N-アセチルグルコサミンが一つ結合した分子修飾であり、糖尿病など様々な疾患に関与することが報告さ

れている。そこで、O-GlcNAc タンパク質を標的としたプロテオーム解析を行い、これらの疾患の病態解明

を行う。また、健康長寿者の血漿タンパク質の糖鎖解析から、健康長寿マーカーを探索する研究も行ってい

る。ヒト長寿モデルである 105 歳以上の超百寿者について糖鎖解析を行い、抗炎症性の糖鎖が健康長寿の特

徴であることを明らかにした。さらに、長期縦断的コホート研究も行い、健康長寿に関連するタンパク質や

老化関連疾患のバイオマーカー探索をめざしている。 
 
4. 研究発表 
_Kobayashi, M., Hoshino, S., Abe, T., Okita, N., Tagawa, R., Nagai, W., Konno, R., Suzuki, Y., Furuya, K., Ishikawa, N., Okado, H., 

Oku, M., Iwamoto, M., Miura, Y., Sudo, Y., Higami, Y. : Identification of WWP1 as an obesity-associated E3 ubiquitin ligase with a 

protective role against oxidative stress in adipocytes, Biochem. Biophys. Res. Commun. 508, 117-122, (2019) 

_Fukui, K., Okihiro, S., Ohfuchi, Y., Hashimoto, M., Kato, Y., Yoshida, N., Tsumoto, H., Miura, Y.: Proteomic study on neurite 

responses to oxidative stress: Search for differentially expressed proteins in isolated neurites of N1E-115 cells, J. Clin. Biochem. Nutr. 

64, 36-44, (2019) 

_Takahashi, K., Miura, Y., Ohsawa, I., Shirasawa, T., Takahashi, M. : In vitro rejuvenation of brain mitochondria by the inhibition of 

actin polymerization, Sci. Rep., 8, 15585, (2018) 

_Miura, Y., Hashii, N., Ohta, Y., Itakura, Y., Tsumoto, H., Suzuki, J., Takakura, D., Abe, Y., Arai, Y., Toyoda, M., Kawasaki, N., 

Hirose, N., and Endo, T. : Characteristic glycopeptides associated with extreme human longevity identified through plasma 

glycoproteomics, Biochim. Biophys. Acta, -General Subjects, 1862, 1462-1471, (2018) 

_Goto, Y., Ogawa, Y., Tsumoto, H., Miura, Y., Nakamura, T.J., Ogawa, K., Akimoto, Y., Kawakami, H., Endo, T., Yanoshita, R., 

Tsujimoto, M.: Contribution of the exosome-associated form of secreted endoplasmic reticulum aminopeptidase 1 to 

exosome-mediated macrophage activation, Biochim. Biophys. Acta, - Molecular Cell Research, 1865, 874-888, (2018) 
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連携大学院 伊藤研究室 

特定国立研究開発法人理化学研究所 開拓研究本部 伊藤ナノ医工学研究室 
 
1. 構成 
伊藤嘉浩（主任研究員）、Chinmay Ravindra Phadke (D2) 

 

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）再生医工学  
 ヒト iPS 細胞の誕生は、幹細胞学、発生学のような学問に大きな影響を与えるとともに、再生医療として、

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、新しい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、大量培養の手

法の開発、さらに分化を制御して特定の臓器細胞への誘導や多細胞による臓器形成について研究しています。 

 
２）人工抗体（アプタマー）学 
 抗体は生命科学研究にとってなくてはならない生体高分子です。もともとは動物の免疫反応によって作ら

れるものですが、試験管内でも進化分子工学という手法を用いて作成可能となりました。しかし、天然由来

の高分子だけでは高性能の抗体を得ることは困難です。本研究室では有機化学的手法と進化分子工学手法を

融合してこれまでになかった全く新しいセンシング機能、触媒機能、医薬機能をもつ機能性分子に関する研

究を行っています。 

 
3. 研究発表 
論文発表 
１． Tara B K. C, Kanako Suga, Takashi Isoshima, Toshiro Aigaki, Yoshihiro Ito, Kiyotaka Shiba, and Takanori 

Uzawa, “Wash-free and selective imaging of epithelial cell adhesion molecule (EpCAM) expressing cells with 
fluorogenic peptide ligands”, Biochem. Biophys. Res. Commun., 500, 283-287(2018)  

２． Tara Bahadur K. C., Seiichi Tada, Liping Zhu, Takanori Uzawa, Noriko Minagawa, Shyh-Chyang Luo, 
Haichao Zhao, Hsiao-hua Yu, Toshiro Aigaki, and Yoshihiro Ito, “In vitro selection of electrochemical peptide 
probes using bioorthogonal tRNA for influenza virus detection”, Chem. Commun., 54, 5201-5204 (2018) 

 
口頭・ポスター発表 
1. Chinmay Phadke, Seiichi Tada, Toshiro Aigaki and Yoshihiro Ito 

In vitro selection of cell-penetrating peptides specialized for intracellular delivery of shRNA 
RIKEN Summer School 2018、つくば国際会議場、2018 年 9 月 27 日  
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その他の研究・事業 

 

小笠原研究 
 
１．研究の経過 
 小笠原諸島は東京の南約 1000〜1200 km（北緯 27゜45’〜 24゜14’）の太平洋上に散在する海洋島である。

進化の実験場と言われる特異な自然をもつため、2011 年 6 月にユネスコにより日本で４番目の世界自然遺産

地として登録された。小笠原研究は、この群島が 1968 年 6 月 26 日にわが国へ返還されて以来、東京東京都

立大および首都大学東京における特色ある研究のひとつとなっている。小笠原では、父島の小笠原研究施設

を拠点として、自然科学から人文・社会科学まで多彩な研究が行われている。1976 年度からは東京都立大学

の全学的な組織である「小笠原研究委員会」によって運営・推進されている。2005 年度に都立大学が首都大

学東京に改組された後、2007 年度までは、2004 年度の委員会が暫定的に本学の小笠原研究の対外的な窓口と

して活動してきたが、2008 年度から首都大学東京の全学委員会となった。本専攻では植物系統分類学、植物

生態学、動物生態学、進化遺伝学などの研究室が小笠原に生息・分布する生物を対象にした研究を行ってき

た。また、他大学の研究者との共同研究や文部科学省の科学研究補助金による研究、環境省の地球環境研究

推進費による研究なども行われ、東京都に属しながら大洋中に孤立して存在する海洋島という特殊な条件を

生かしたユニークな研究成果が数多く得られている。なお、研究予算については、2005 年度から 2007 年度

までは傾斜配分研究費（全学枠）により措置され、2008 年度からは企画財務課から配当を受け理系管理課が

管理を所管している。 

 1989 年と 1990 年度にわたって東京都が行った小笠原自然環境現況調査を都立大学が受託し、小笠原研究

委員会が窓口となって大規模な調査を実施し 1991 年秋に報告書を刊行した。1997〜1999 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、2005〜2009 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。2008〜2011 年度には、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）で小笠原の植物を分担した。また、2010〜2013 年度には、基盤研究(A)（海外学術）「小

笠原諸島の植物相の起源を分子植物地理学的にさぐる」（代表者：村上哲明）を、2013〜2015 年度には、科

学研究費基盤(A)「外来生物駆除後の海洋島の生態系変化：環境不均質性を考慮した管理シナリオの提案」（代

表者：可知直毅）の研究が、2014〜2016 年度には、環境省環境総合推進費による「絶滅危惧植物の繁殖成功

に配慮した域内保全手法の開発」（代表者：可知直毅）が、2014〜2017 年度には、基盤研究(B)「外来生物の

侵入による海洋島送粉生態系のレジームシフトとその進化・生態的影響」（代表者：加藤英寿）が実施され

た。さらに、2016〜2018 年度からは、科学研究費基盤(A)「外来生物駆除後の海洋島の生態系変化：環境不

均質性を考慮した管理シナリオの提案」（代表者：可知直毅）の研究が実施された。さらに、2017 年度から

は、科学研究費基盤(B)「海外の起源地との比較による小笠原固有植物の性表現と送粉共生系の進化の解明」

（代表者：村上哲明）が、2019 年度からは、科学研究費基盤(B)「海洋島における外来生物の侵略性：植物の
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栄養利用特性と生態系の土壌特性との相互作用」（代表者：可知直毅）の研究が進行中である。2018 年度の

特筆すべき活動として、2017 年に実施した南硫黄島調査の成果のアウトリーチ活動、小笠原返還 50 周年の

各種記念行事への協力および父島で開催した日本島嶼学会・小笠原研究委員会主催のミニシンポジウムへの

参加がある。 

 小笠原諸島を調査地として 2018 年度に実施された生物系の研究として、各教員やと特任研究員・客員研究

員等による研究の他、修士課程 4 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。

また、厚生労働省東京検疫所と理工学研究科との連携協定に基づき、父島の港湾衛生調査を継続実施した。 
 

２．小笠原研究施設 
 小笠原返還後間もない 1971 年度から、東京

都総務局所管の総合調査室を借用して都立大

学父島研究室が開設され、本学の小笠原研究

の拠点として活用されてきた。この研究室は

1990 年度末に正式に都立大学に移管され、

1991 年度に全面改築を行い、1992 年 3 月末に

完工した。施設の敷地面積は 770ｍ2、建物の

延べ床面積は 547ｍ2で、実験室、標本作製室、

資料室、セミナー室、展示ホールなどを備え

ている。2007 年度に全面改修を行い、2008 年

度に東京都から本学に移管された。施設の管

理業務は、南大沢キャンパス理系管理課の理工学

系庶務係が担当している。 

 従来から本学の研究者との共同研究の場合には他大学の研究者もこの施設を利用している。その人数は 60

名以上にのぼっており、海外の研究者も含め、研究交流の場として活用されている。また、全学の教養科目

「自然と社会と文化：小笠原コース」の教育拠点としても活用されている。 

 2017 年度の施設利用者数は、延べ 185 名、延べ利用日数は 1196 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。2018年度については、No.42として6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。2018年度についてはNo.45として3編の論文が掲載された。なお、2006年度以後の

小笠原研究年報とOgasawara Researchは、首都大学東京の機関リポジトリ「みやこどり」

（https://tokyo-metro-u.repo.nii.ac.jp/?page_id=30）の「本学研究紀要」としでPDF版が公開されている。 
  

小笠原研究施設外観 
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牧野標本館の業務 
 

自然科学は証拠主義に基づいている。ある名前で呼ばれている生物はどのような形態的特徴を具えているか、

地球上のどこに分布しているか、というような情報の証拠となるのが学術標本であり、植物学においては、

も効率のよい保存方法として「さく葉標本」（以下、標本と略す）が国際的に採用されてきた。この学術標

本を主に収集保管し、教育・研究のために運用するのが植物標本館（ハーバリウム）である。 

 牧野標本館は、日本の植物分類学の基礎を築いた牧野富太郎博士の没後に寄贈された、旧牧野邸に残され

ていた未整理標本（牧野標本）約 40 万枚をもとにして 1958 年に設立された。このうち、重複標本を除いた

約 16 万点余の整理済み牧野標本が、標本館に収納され、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、

2018 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 497,906 点、コケ類標本 41,649 点、地衣類標

本 1,166 点、海藻標本 24,518 点、菌類 492 点、その他未整理標本約 10 万点に達している。総標本点数や特に

学術的価値が高いタイプ標本数では、国内で東京大学、国立科学博物館、京都大学につぐレベルにあり、国

際記号 MAK として認知された植物標本館の一つである。 

 牧野標本館を も特色づける標本には、牧野博士が発表した新種などのタイプ標本約 800 点があり、日本

産植物の分類学的研究に欠くことのできない資料である。牧野博士自身やその研究協力者により、全国から

まんべんなく収集された標本は、植物の自然分布の証拠としてなくてはならないものである。絶滅に瀕し、

現在では見ることが困難な植物も多数含まれ、貴重な研究資料となっている。このほか、共立薬科大学から

寄贈された故桜井久一博士のコケ類標本 2 万点、故東道太郎氏寄贈の藻類標本約 1 万点、ロシアのコマロフ

植物研究所標本館から交換標本として贈られてきたシーボルト氏採集の標本約 2,500 点なども、当館の特色

ある標本である。2018 年度には、荒井洋一氏から寄贈された 1,347 点を始め、榊原崇氏から 1,175 点や他の

方からの多数の寄贈があり、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。 

2018 年度の研究サービスの実績は、以下のとおりである。 

標本寄贈：国内発送 2 件、 標本交換：国内発送 0 件、国内受入 1 件、国外発送 0 件、国外受入 0 件。 

標本貸出：国外 0 件、国内 2 件。来訪研究者（のべ人数）：国内 195 人、国外 6 人。 

 さらに当館は植物標本の広範な利用に対応するため、所蔵標本をデジタル化して公開する活動を進めてい

る。現在、維管束植物のタイプ標本やシーボルトコレクション、東京都産の維管束植物標本の画像とラベル

情報を、インターネットで検索・閲覧することができる（http://www.biol.se.tmu.ac.jp/herbarium/）。 

 また、植物標本を活用した教育普及活動の一環として、(株)日本ヴォーグ社との産学連携で「原色植物標

本キット」を監修・開発し、同社から一般向けに販売するとともに、これらを活用した植物標本作製講座や

講演会を随時開催している。 

 1991 年の東京都立大学移転に伴って設置された現在の牧野標本館（本館）は、近年、標本数の増加に

伴ってスペース不足が深刻化していたが、2018 年 2 月に本館の 2.5 倍の収蔵容積を有する「牧野標本館別

館」が完成した。またこれに併せて本館の一部を改装して、「展示室」も設置された。種子植物標本は別

館標本庫に移動し、シダ植物やコケ植物・藻類などの標本は本館標本庫に引き続き収蔵され、いずれも閲

覧可能である。 

  



 −111− 

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    

 2014 年          16   17 38 387 

 2015 年 6 5 25 312 

 2016 年 9 11 20 287 

 2017 年 10 6 18 198 

  2018 年          15           4               16              120 
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教育・研究関連資料 
学位取得者 
修士（理学） 
２０１８年度９月修了 
今泉 典子 アメフラシの消化管に対する中枢及び末梢神経系による神経支配 

 主査： 黒川信  副査：林文男・江口克之 

ユリアンティ ウィタ 

 小笠原諸島における侵略的外来植物種シマグワ（Morus australis Poir.）の遺伝的多様性（英

文） 

 主査：村上哲明 副査：可知直毅・Adam Cronin 

近藤 日名子 フレリトゲアメフラシ（軟体動物後鰓類）の消化管神経系の活動と中枢との神経連関 

 主査：黒川信  副査：坂井貴臣・福田公子・可知直毅 

チン ウキン 硫化水素泉の温泉微生物群集に生息する好熱性セルロース利用細菌の性状分析（英文） 

 主査：春田伸 教授 副査：花田智・Vera Thiel 

 
 
２０１８年度３月修了 
山田 真子 探索時と逃避時におけるアリの運動パターン(英文) 

 主査：Adam L. Cronin 副査：江口克之・鈴木準一郎・岡田泰和 

秋元 勇貴 林床に分布するアズマネザサの稈の空間分布と成長動態に環境要因が及ぼす影響 

 主査：鈴木準一郎 副査：林文男・可知直毅・菅原敬 

淺沼 真冬 プレエンプティブ品質管理を介した不良インスリン分解機構 

 主査：川原裕之 副査：髙橋文・福田公子・眞鍋康子 

猪崎 風葉 緑色糸状性細菌 Chloroflexus aurantiacus の光合成関連遺伝子の転写に与える光および酸素

の影響（英文） 

 主査：春田伸  副査：花田智・得平茂樹  

泉田 采音 Rab 結合タンパク質 GDI を介した不良ポリペプチド認識の新経路 

 主査：川原裕之 副査：相垣敏郎・得平茂樹  

伊藤 圭哉 アルツハイマー病関連タウタンパク質の蓄積と毒性における ESCRT 構成因子による役割 

 主査：安藤香奈絵 副査：相垣敏郎・川原裕之  

犬山 愛莉香 アカショウジョウバエとテングショウジョウバエにおける減数分裂組換えの遺伝的解析 

 主査：田村浩一郎 副査：相垣敏郎・髙橋文  

岩見 百華 イネ受精卵における HAD Phosphatase (OsHPP )および GAMYB 結合タンパク質(OsGMB )

の雄性アリル依存性発現制御機構および機能解析 

 主査：岡本龍史 副査：川原裕之・鐘ヶ江健  

榎本 萌花 モノアラガイ (Lymnaea stagnalis) の敏速な沈水行動の解析 

 主査：黒川信  副査：林文男・坂貴臣  

大塚 夏海 シアノバクテリアにおける窒素代謝のマスターレギュレーターNtcA のレドックスによる

活性制御機構の解明 
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 主査：得平茂樹 副査：川原裕之・高鳥直士  

岸村 真央 都市緑地に生息するヒガシニホントカゲの生活史と微生息環境選択 

 主査：林文男  副査：岡田泰和・江口克之  

古磯 成美 配偶子融合に伴うイネ受精卵内活性酸素種レベルの変動とGPX1およびGPX3の機能解析 

 主査：岡本龍史 副査：春田伸・高鳥直士  

國分 巌 イネ卵細胞および受精卵における細胞質カルシウムレベル変化とその発生に及ぼす影響 

 主査：岡本龍史 副査：鈴木準一郎・高鳥直士  

齊藤 弘真 ポリグルタミン凝集に関わる分子シャペロンの機能重複性 

 主査：川原裕之 副査：安藤香奈絵・福田公子  

酒井 絵理佳 奥多摩と小笠原諸島から見出された新産シダ植物種の独立配偶体（英文） 

 主査：村上哲明 副査：江口克之・角川洋子  

境 夏美 小胞輸送の制御因子 Rab8a と BAG6 の結合領域の同定 

 主査：川原裕之 副査：相垣敏郎・鐘ヶ江健  

鷺 朋子 大腸菌におけるRNA-DNA hybrid およびグアニン 4 重鎖構造(G4)のゲノムワイド解析と第

二の染色体複製開始機構の解明 

 主査：加藤潤一 副査：川原裕之・岡本龍史  

品田 美緒 増殖不能高温領域に分布する好熱性シアノバクテリアの系統と生理性状（英文） 

 主査：春田伸  副査：花田智・得平茂樹  

志村 綱太 先駆樹種オオバアサガラの生残や成長に環境要因がおよぼす影響：野外調査と栽培実験に

よる検討（英文） 

 主査：鈴木準一郎 副査：林文男・可知直毅・角川洋子 

志村 知美 大腸菌の活性酸素分解酵素群の生育における機能に関する遺伝学的研究 

 主査：加藤潤一 副査：相垣敏郎・岡本龍史  

城取 良樹 地理的に離れた温泉中におけるアシドバクテリア門およびクロロビ門の新規光合成細菌

種の分離培養と生理・生化学的性質の解析（英文） 

 主査：花田智  副査：春田伸・得平茂樹  

新森 友香 シアノバクテリア Synechococcus sp. strain PCC 7002 における窒素飢餓適応機構の解明

 主査：得平茂樹 副査：加藤潤一・春田伸  

鈴木 悠希 長期記憶に必須な時計遺伝子 period 発現ニューロンの一細胞解析 

 主査：坂井貴臣 副査：相垣敏郎・安藤香奈絵  

田島 佳寿 BAG6 が制御する新規 Rab アイソフォームの同定とメラニン合成系における機能解析

 主査：川原裕之 副査：岡本龍史・安藤香奈絵  

チョウ ヨウ マレー半島における Floresorchestia 属の分類学的再検討（英文） 

 主査：江口克之 副査：Adam L. Cronin ・角川洋子  

全 永誠 日本に広域に分布するアメイロアリ Nylanderia flavipes の遺伝的多様性の解明 

 主査：江口克之 副査：村上哲明・髙橋文  

土志田 裕太 1 細胞解析を用いた老化関連遺伝子の特定（英文） 

 主査：相垣敏郎 副査：石神昭人・川原裕之・坂井貴臣 

中小路 菫 嫌気的アンモニア酸化能を有する酸素非発生型光合成細菌の探索 

 主査：花田智  副査：春田伸・得平茂樹  

中嶋 渓太 ジャバラハエトリグモ属とその近縁属の系統分類学的再検討 
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 主査：江口克之 副査：髙橋文・角川洋子  

中平 織香 体細胞プロトプラストの分裂・増殖過程の連続観察および増殖性プロトプラストの特定 

 主査：岡本龍史 副査：福田公子・鐘ヶ江健  

萩原 拓海 タンパク質凝集条件下での BAG6-UBL4A 複合体の解離 

 主査：川原裕之 副査：岡本龍史・高鳥直士  

松浦 明利 ダメージミトコンドリアにおける UBL4A の役割解明 

 主査：川原裕之 副査：高鳥直士・得平茂樹  

松浦 雪 RNA 結合タンパク質 ZFP36L1 が核内へ移行する意義（英文） 

 主査：川原裕之 副査：加藤潤一・福田公子  

松尾 侑紀 ヨツボシモンシデムシにおける養育行動の個体群間変異の探索と形質間相関の解明（英文） 

 主査：Adam L. Cronin 副査：江口克之・髙橋文・林文男 

三浦 麻衣 キイロショウジョウバエ自然集団由来の近交系統における睡眠と活動性の分析（英文） 

 主査：髙橋文  副査：田村浩一郎・坂井貴臣  

山口 菜穂 胚体と前方羊膜をつなぐ羊膜襟の形成と機能（英文） 

 主査：福田公子 副査：高鳥直士・川原裕之  

山田 旭 小笠原諸島産シダ類配偶体における AM 菌感染の実態および菌相の解明 

 主査：村上哲明 副査：可知直毅・角川洋子  

渡邊 紳一郎 グリア細胞と神経細胞におけるタウのリン酸化の比較検討 -株化培養細胞を用いた研究- 

 主査：安藤香奈絵 副査：相垣敏郎・福田公子・久永眞市 

 

 

博士（理学） 
２０１８年度課程博士（９月修了） 
大橋 ひろ乃 ショウジョウバエにおける空腹による侵害熱反応低下の遺伝学的研究（英文） 

 主査：坂井貴臣 副査：相垣敏郎・高橋文・久永眞市 

下沢 明希 α シヌクレイン伝播の動物モデル（英文） 

 主査：長谷川成人 副査：川原裕之・安藤香奈絵 

 

 

２０１８年度課程博士（３月修了） 
高橋 俊樹 小胞輸送を制御する Rab タンパク質の分解機構とその意義（英文） 

 主査：川原裕之 副査：岡本龍史・安藤香奈絵 

高橋 美由紀 精神活動における Cdk5 の役割 ―マウスの行動及び生化学的解析―（英文） 

 主査：安藤香奈絵 副査：黒川信・北一郎・久永眞市 

坪 尚義 細胞周期制御における RNA 結合タンパク質 ZFP36L2 の新機能（英文） 

 主査：黒川信  副査：安藤香奈絵・清水敏久・久永眞市・山本 直樹 

 主査：岡本龍史 副査：久永眞市・鐘ヶ江健・瀬尾光範 

 
 
２０１８年度論文博士 
佐藤 翔馬 ショウジョウバエ記憶中枢における新規神経可塑性現象の遺伝学的および生理学的研究
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（英文） 

 主査：坂井貴臣 副査：相垣敏郎・黒川信 

タラ バハドゥル 

 非天然アミノ酸を導入したペプチドアプタマー・センシングプローブの開発（英文） 

 主査：相垣敏郎 副査：川原裕之・伊藤嘉浩 

ラフマン エムディ ハッサヌール 

 イネ受精卵初期発生過程における父性アリル依存的遺伝子発現およびOsASGR-BBML1 に

よる受精卵の発生誘導（英文） 

 主査：岡本龍史 副査：福田公子・鐘ヶ江健 
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2018 年度 生命科学教室セミナー 
 

2018 年度 生物学教室セミナー 

第 1 回 2018 年 5 月 18 日（金） 16：30～ １２号館１０２号室 

Aquatic research and education without borders 

Kiyoko Yokota （The State University of New York College at Oneonta ） 

第 2 回 2018 年 6 月 15 日（金） 16：30～ １２号館１０2 号室 

Social dominance and caste differentiation in monomorphic ants 

Yasukazu Okada （Tokyo Metropolitan University, Animal Ecology Laboratory） 

第 3 回 2018 年 6 月 26 日（火） 16：30～ １２号館１０１号室 

TRANSLATIONAL & PRECLINCAL STUDIES IN NEUROBIOLGY AND CANCER: A HIDDEN LINK 

James A. Bibb （The University of Alabama at Birmingham, Medical Center） 

第 4 回 2018 年 8 月 3 日（金） 16：30～ 国際交流会館大会議室 

哺乳類の受精卵におけるエピゲノム再編成機構 

井上 梓 （理化学研究所，生命医科学研究センター） 

第 5 回 2018 年 8 月 10 日（金） 16：30～ １２号館１０２室 

Insights from evolutionary biology for anti-aging 

Parvin Shahrestani （California State University Fullerton） 

第 6 回 2018 年 8 月 17 日（金） 16：30～ 国際交流会館大会議室 

親へのストレスによるエピジェネティック遺伝現象と、その分子機構の解析 

成耆鉉（そん きひょん） （理化学研究所，筑波研究所） 

第 7 回 2018 年 9 月 19 日（水） 16：30～ １２号館１０１室 

窒素固定植物の創出は夢か～シアノバクテリアを活用したアプローチ 

藤田祐一 （名古屋大学大学院生命農学研究科，ゲノム情報機能学研究室） 

第 8 回 2018 年 9 月 27 日（木） 18：00～ １２号館１０１室 

Reproductive allocation in an ant reproducing by colony fission: experimental and theoretical studies 

Thibaud Monnin （CNRS researcher, Institute of Ecology and Environmental Sciences of Paris (iEES-Paris), 

Sorbonne Université） 

第 9 回 2018 年 9 月 28 日（金） 13：55～ 国際交流会館大会議室 

牧野標本館別館開館記念講演会 

田村 実 （京都大学大学院理学研究科生物科学専攻） 

細矢 剛 （国立科学博物館，植物研究部） 

川北 篤 （東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻，附属植物園） 

第 10 回 2018 年 11 月 17 日（土） 9：30～ １２号館１０１室 

Integration of photoperiod and phytohormone signaling in the shoot apical meristem during floral transition in 

Arabidopsis thaliana 

Atsuko Kinoshita （Max Planck Institute for Plant Breeding Research, Germany） 

第 11 回 2018 年 11 月 17 日（土） 13：00～ １２号館１０１室 

The species barrier in rice endosperm 

Kaoru Saihara (Tonosaki) （Kihara Institute for Biological Research, Yokohama City University; Genome center, 
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University of California Davis） 

第 12 回 2018 年 11 月 17 日（土） 16：00～ １２号館１０１室 

Understanding the initial and final changes brought by fertilization in flowering plants; karyogamy and senescence 

Yukinosuke Ohnishi （Kihara Institute for Biological Research, Yokohama City University） 

第 13 回 2018 年 11 月 22 日（木） 16：30～ 国際交流会館大会議室 

The role of Drosophila THO/TREX in the biogenesis of piRNA 

Yun Doo Chung （Department of Life Science, University of Seoul, Korea） 

第 14 回 2018 年 12 月 13 日（木） 16：30～ １２号館１０２室 

Understanding the Chemical Language of Insects with Mass Spectrometry 

Joanne Yew （Pacific Biosciences Research Center, University of Hawaii at Manoa） 

第 15 回 2018 年 12 月 20 日（木） 16：30～ １２号館１０１室 

Mathematical Modeling on Biological Phenomena 

Yuuya Tachiki （Plant Ecology Lab, Department of Biological Sciences, Tokyo Metropolitan University） 

第 16 回 2019 年 1 月 30 日（水） 16：30～ １２号館１０１室 

   Toward a new paradigm of ecology: The importance of ontogenetic growth and niche shift 

Takefumi Nakazawa （National Cheng Kung University, Taiwan） 

第 17 回 2019 年 3 月 14 日（木） 17：00～ 国際交流会館・大会議室 

放浪しながら切り拓いた軌跡 

可知 直毅 （首都大学東京・大学院理学研究科） 

第 18 回 2019 年 3 月 20 日（水） 16：30～ １１号館２０４号室 

Seed dispersal: Interaction networks and functional diversity among frugivorous birds and fruiting plants 

Marta Quitián （Senckenberg Biodiversity and Climate Research Centre Frankfurt (BiK-F), Germany） 

 

首都大バイオコンファレンス 2018 
 

11 月 16 日（金），首都大学東京南大沢キャンパスにおいて，研究交流会「首都大バイオコンファレンス

2018」が開催された．本学生命科学専攻，東京都医学総合研究所，東京都健康長寿医療センター研究所の若

手研究者が，多様な分野にわたる自らの研究内容を互いにアピールし，相互に討論することを目的とした．

東京都医学総合研究所，東京都健康長寿医療センター研究所，本学人間健康科学研究科ヘルスプロモーショ

ンサイエンス学域，分子物質化学専攻の方々にご参加，ご協力いただいた．国立生理学研究所，理化学研究

所の若手研究者の方々に御講演を依頼した． 

 交流会は午後 1 時 00 分から開催され，村上 哲明理工学研究科長の挨拶の後，石川 麻乃氏（国立遺伝学研

究所）による「A metabolic key innovation enabled freshwater colonization and radiation by marine stickleback fish」，

大沼 康平氏（首都大学東京 細胞遺伝学研究室）による「SKI3 is a novel protein essential for mitochondrial 

function in Drosophila」，高山 賢一氏（東京都健康長寿医療センター研究所）による「Reguratory mechanisms 

of gene expression by androgen receptor for prostate cancer progression」，河合 繁氏（首都大学東京 環境微生物

学研究室）による「Symbiotic dissimilatory sulfur metabolism of thermophilic phototrophic bacterium and sulfur 

disproportionating bacterium」，丸山 千秋氏（東京都医学総合研究所）による「A novel regulatory mechanism of 

radial neuronal migration via synaptic transmission from subplate neurons」，YOU, Zhiying 氏（東京都医学総合研
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究所）による「Biochemistry of Mcm, the central factor for DNA replication: a hetelro-hexameric helicase core complex 

that does not show DNA helicase activity」，石川 由希氏（名古屋大学）による「Evolutionary change in a neural 

network underlying mating preference of fruit fly」という講演があった．これらの講演を挟む形で，大学院生や

研究員らによるポスター発表が行われた．72 件のポスター発表も行われた． 後に，軽食をとりながら様々

な分野の研究者との交流が行われた．参加者は 168 名であった． 
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学会活動など 
 
安藤香奈絵 Galen Medical Journal, Editorial Board 

福田公子 国立女性教育会館運営委員 

福田公子 東京都 理数イノベーション校 評価委員 

福田公子 グローバルサイエンスキャンパス推進委員会委員 

相垣敏郎 日本基礎老化学会 評議員 

坂井貴臣 日本比較生理生化学会 評議員 

加藤潤一 日本ゲノム微生物学会 評議員 

得平茂樹 日本ゲノム微生物学会 評議員 

得平茂樹 日本光合成学会幹事 

川原裕之 国際学術誌 The Journal of Biochemistry, Editorial Board 

田村浩一郎 日本学術振興会学術システム研究センター 専門研究員 

田村浩一郎 日本進化学会 会長（～2018.8）、監事（2018.9～） 

田村浩一郎 日本進化学会 設立代表理事 

田村浩一郎 Molecular Biology and Evolution, Associate Editor 

髙橋 文 日本遺伝学会 男女共同参画推進特別委員 

髙橋 文 日本進化学会 評議員 

髙橋 文 Molecular Biology and Evolution, Associate Editor 

髙橋 文  Genes and Genetic Systems, Associate Editor 

髙橋 文 Frontiers in Physiology, Melanism:macropysiology to molecules, Topic editor 

野澤昌文 日本進化学会 ウェブ担当 

野澤昌文 日本進化学会 代議員 

野澤昌文 埼玉県立熊谷高校 SSH 運営指導委員 

野澤昌文 科学技術・学術政策研究所 科学技術専門家ネットワーク・専門調査員 

黒川 信 日本比較生理生化学会 評議員 

黒川 信 都立新宿高校・都立大島海洋国際高校・都立大島高校学校運営連絡協議会委員 

春田 伸 日本微生物生態学会 評議員 

春田 伸 Microbes and Environments Senior Editor 

春田 伸 Frontiers in Microbiology Associate Editor 

春田 伸 Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry Editor 

春田 伸 環境バイオテクノロジー学会 理事 

可知直毅 日本生態学会 理事 

可知直毅 種生物学会 幹事 

可知直毅 日本島嶼学会 副会長 理事 

可知直毅 国際環境研究協会 Global Environmental Research＆地球環境研究編集委員 

可知直毅 Journal of Marine and Island Culture 編集委員 

可知直毅 the Tokyo U-Club 理事 

可知直毅 東京都環境審議会委員 

可知直毅 東京都 小笠原国立公園聟島列島植生回復事業検討会座長 



 −120− 

可知直毅 東京都 父島列島外来植物対策調査検討委員会委員 

可知直毅 環境省 小笠原世界自然遺産地域科学委員会委員 

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委員 

可知直毅 林野庁 林野庁国有森林生態系の修復事業にかかる検討委員 

可知直毅 経団連 生物多様性民案参画パートナーシップアドバイザリーボードメンバー 

可知直毅 京都大学 生態学研究センター運営委員 

可知直毅 国立環境研究所外部研究評価委員 

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 Clonal Plant Workshop, Scientific committee  

鈴木準一郎 国際学術誌「Population Ecology」Associate Editor 

立木佑弥 日本生態学会 将来計画専門委員会委員 

立木佑弥 日本生態学会 大会企画委員会委員 

立木佑弥 日本数理生物学会 事務局 

立木佑弥 科学技術・学術政策研究所 科学技術専門家ネットワーク・専門調査員 

林 文男 環境省・農林水産省生物多様性影響評価検討会委員 

江口克之 日本分類学会連合ニュースレター担当委員 

江口克之 日本分類学会連合 ABS 問題対策ワーキンググループ 委員 

江口克之 日本分類学会連合国立自然史博物館新設ワーキンググループ 委員 

江口克之 日本昆虫学会 日本分類学会連合担当委員 

江口克之 牧野標本館 ABS 学術支援チーム（H29 年度ナショナルバイオリソースプロジェクト） 委員 

江口克之 国際学術誌「Myrmecological News」Editorial Advisory Board 委員 

江口克之 国際学術誌「Halteres」Editorial Board 委員 

江口克之 国際学術誌「Asian Myrmecology」Editorial Board 委員 

Adam Cronin 国際学術誌「Asian Myrmecology」Editor-in-chief  

Adam Cronin 国際学術誌「Insectes Sociaux」Editor  

Adam Cronin 「Ogasawara Research」 Expert Group and Editorial Committee 小笠原研究委員会・専門部会員 

清水 晃 日本昆虫学会 自然史学連合 委員 

村上哲明 日本シダ学会 代表 

村上哲明 東京都植物研究会 会長 

村上哲明 日本分類学会連合 ABS 問題対策 WG 座長・国立自然史博物館新設 WG 委員 

村上哲明 日本植物分類学会 ABS 問題対応委員会委員長・評議員・APG 編集委員 

村上哲明 牧野標本館 ABS 学術支援チーム（H30 年度ナショナルバイオリソースプロジェクト） 委員 

村上哲明 日本植物学会 理事・代議員 

村上哲明 日本進化学会 日本分類学会連合担当 

村上哲明 コスモス国際賞選考専門委員会 委員 

村上哲明 千里文化財団松下賞選考委員会 委員 

村上哲明 日野グリーンファンド 理事 

村上哲明 東京都文化財保護審議会 委員 

村上哲明 日本学術会議（基礎生物学委員会 IUBS 分科会） 連携会員 

村上哲明 「東京都の保護上重要な野生生物種（本土部）」改定に関する検討会 植物専門部会 委員 
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村上哲明 国立科学博物館外部評価委員会 委員 

村上哲明 高知県立牧野植物園磨き上げ整備基本構想検討委員会 委員 

村上哲明 練馬区立牧野記念庭園・植生保全管理計画策定検討委員会 委員 

菅原 敬 八王子市文化財審議委員会委員 

菅原 敬 相模原市環境評価審査会委員 

菅原 敬 日野市文化財保護審議会委員 

加藤英寿 林野庁 小笠原諸島森林生態系保護地域保全管理委員会アドバイザー 

加藤英寿 林野庁 国有森林生態系の修復事業にかかる検討委員 

加藤英寿 環境省 希少野生動植物種保存推進員 

加藤英寿 環境省 小笠原世界自然遺産地域科学委員会・陸産貝類保全ワーキンググループ委員 

加藤英寿 環境省 西之島の価値と保全にかかる検討委員会委員 

加藤英寿 東京都 「東京都の保護上重要な野生生物種（本土部）」改定に関する検討会植物専門部会委員 

加藤英寿 東京都 南島モニタリング調査・植生回復調査検討会委員 

加藤英寿 東京都 神代植物公園植物多様性センターアドバイザリー会議委員 

花田 智 日本微生物生態学会 評議員 

花田 智 Microbes and Environments 誌 Senior Editor 

花田 智 文部科学省 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会 遺伝子組換え技術等専門委員会委員 

花田 智 日本微生物資源学会 理事 

 

研究集会の開催など 
安藤香奈絵  首都大学東京理学部生命科学科英語課程５周年記念公開シンポジウム「真のグローバル学術

教育を目指して～首都大学東京生命科学科英語課程の挑戦」の企画・開催  首都大学東京南大沢キャン

パス、2019 年 3 月４日 

加藤潤一 日本ゲノム微生物学会第 13 回年会 年会長 首都大学東京南大沢キャンパス、2019 年 3 月 6-8

日 

田村浩一郎 Organizers of a Symposium “Molecular and genetic basis of adaptive evolution” at the 1st AsiaEvo 

Conference, Shenzhen, China, April 20, 2018. 

田村浩一郎 Organizer of "TMU International Symposium on Evolutionary Biology", Yokohama, Japan, July 8, 

2018.    

田村浩一郎 Chief Organizer of "Annual Meeting of the Society for Molecular Biology and Evolution 2018", 

Yokohama, Japan, July 8-12, 2018.  

田村浩一郎 Organizers of a Symposium “Phylogenomics -genome-scale data and the methods and analyses for 

phylogeny construction and time estimation” at the Annual Meeting of the Society for Molecular Biology and 

Evolution 2018, Yokohama, Japan, July 12, 2018.  

Aya Takahashi Co-organizer of "Genetic conflict and speciation", Symposium SY10 at Annual meeting of 
the Society of Molecular Biology and Evolution (SMBE2018), Yokohama July 9, 2018.  

野澤昌文 国立遺伝学研究所研究集会「理論分子進化学の新機軸」共同代表者、国立遺伝学研究所、2018 年

11 月 10～11 日． 
野澤昌文 SMBE2018 Symposium on “The evolution of non-coding RNAs” Organizer, Pacifico Yokohama, 

Yokohama, Japan. July 9, 2018. 
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春田 伸 研究集会「Principles of Microbial Ecosystems」主催者、首都大学東京（八王子）、2018 年 9 月 4 日 

可知直毅 第 50 回種生物学シンポジウム（八王子）実行委員長、2018 年 12 月 7〜9 日 

可知直毅 日本生態学会 66 回大会（神戸）自由集会「生態系機能の持続可能性〜外来生物に起因する土壌環

境の劣化に伴う生態系の変化〜」企画者、2019 年 3 月 16 日． 

鈴木準一郎 日本生態学会 66 回大会（神戸）フォーラム「野外調査に初めて行く人のための安全講習」企画

講演者、2019 年 3 月 17 日． 

村上哲明 日本植物分類学会第 18 回大会（八王子）実行委員長、2019 年 3 月 6 日〜9 日

菅原 敬 日本植物分類学会第 18 回大会（八王子）大会長、2019 年 3 月 6 日〜9 日

加藤英寿 日本植物分類学会第 18 回大会（八王子）事務局長、2019 年 3 月 6 日〜9 日
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