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はじめに 

 
 生命科学科・生命科学専攻の年報は 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。 
 
東京都立大学、都立科学技術大学など旧都立４大学を統合して歴史を刻んだ首都大学東京は、2020 年 4 月

１日、その名を再び「東京都立大学」に改め、新しいスタートを切った。本専攻も、東京都立大学理学部生

命科学科として多くの新入生を迎えた。一方、2020 年初より世界的に蔓延した新型コロナウイルスの影響は

大きく、４月上旬に全国発令された緊急事態宣言に伴い本学の入学式は中止、大学全体が数ヶ月間にわたり

閉鎖される未曾有の事態に至った。その間も、本専攻の教職員が一体となって、急遽始まることになったオ

ンライン授業への対応を進め、連休明けの 5 月 11 日から前期の講義・実習を無事に開始することが出来た。

当初はオンライン授業による教育効果の低下が懸念されたが、各教員が凝らした工夫を互いに情報交換し、

結果として対面授業ではなし得ないメリットも生まれてきたことは特筆すべき点である。一方、オンライン

授業で孤立しがちな学生へのサポートの必要性も浮かび上がってきた１年であった。2021 年春の時点で新型

コロナウイルス感染の状況が解決しているわけではないが、感染防御と教育効果の両立を目指した「新しい

日常」を実現することが、現在の目標となっている。 
人事面では、2020 年 4 月に進化遺伝学研究室の野澤昌文助教が准教授に昇任し、研究・教育の両面での活

躍を続けている。また、本年度は３件の公募人事が行われ、静岡大学理学部から成川礼准教授、東京大学教

養学部から Adam Weitemier准教授、愛媛大学ミュジアムから吉田 貴大助教の新規採用が決まった。本専攻

での飛躍が期待される。 
 一方、長年にわたって本学科・専攻を支えてくださった相垣敏郎教授（細胞遺伝学研究室）が３月に定年

退職された。相垣先生は 1993 年 4 月に本学にご着任以来、28 年間に渡り本専攻の国際的な研究教育の推進

に大きく寄与された。相垣先生は、本専攻在職中にショウジョウバエを用いた「遺伝子探索システム」を開

発され、そのご研究は本学をショウジョウバエ研究の世界的中心へと発展させる原動力となった。また、永

年にわたり本専攻の将来計画委員会委員長を務められ、現在の生命科学教室の体制づくりに大きく貢献され

た。相垣敏郎は、今後も本学の特任教授として研究活動は続けられるとのことなので、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、生命事務室では、村山さんが 2 月に、中村さんが３月にご退職さ

れ、後任に辰馬さん、山本さんに新たに加わっていただいた。 
 生命科学科の英語課程は順調に開設 6 年目を終え、第一期生は大学院修士課程を修了した。今後の活躍が

楽しみである。また、昨年度、新型コロナウイルスの影響で開催延期となった英語課程公開シンポジウム

「Open Symposium on Collaborative Online International Learning」を 2021 年 3 月に盛況のうちに開催した。 
大学院に関しては、一昨年度から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ている。 
 例年秋に行われている「首都大バイオコンファレンス」は、新型コロナウイルス蔓延の影響で 2020 年度は

開催を断念したが、来年度には装いも新たに再スタートする計画を本専攻の若手教員が企画してくれている。 
 2021 年度は本学科・専攻が、コロナウイルス感染の影響下においても高い水準の教育研究活動を推進でき

るよう、また将来向けてさらに発展できるよう、新制度・システムを皆で考え、実現したいと願っている。 
 

2021 年 3 月 31 日 2020 年度生命科学科・専攻長 川原 裕之 
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概要 

 
1. 生命科学コース・生命科学専攻の基本目標 
(1) 生命科学・基礎生物学分野の指導的な研究者・教育者・その他の専門家の養成を、学生と教員間のコミ

ュニケーションを重視した大学院教育・大学教育を通じて行う。 

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

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

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

国際的に活躍する専門家を養成する。 

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

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

地域および東京都に貢献する。 

 
2. 組織構成 
 東京都立大学 生命科学コース・生命科学専攻は、2020 年 4 月 1 日現在 32 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、2020 年度は 13 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、本年報の最後に今年度の記録が載せられている。 

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

教育が行われている。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。2020 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 30 名、ゼミナール入試 15 名、推薦入試

11 名、SAT/ACT・IB入試 4 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、例年、海外研究集会への派遣制度があり毎年数名派遣されていたが、2020

年度は新型コロナウイルス蔓延の影響で中止（延期）されており、早期の再開を願っている。 

 

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

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

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

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

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

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

 
8. 場所と連絡先 
東京都立大学のキャンパスは、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。 

 

〒192-0397 東京都八王子市南大沢 1-1 

東京都立大学 大学院理学研究科 生命科学専攻 

TEL: 042-677-2558（生命科学専攻事務室） 

FAX: 042-677-2559（同事務室） 

HP: http://www.biol.se.tmu.ac.jp/ 
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構成員一覧表（2020 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 
坂井貴臣 

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  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 
木下温子 

横田直人 

職員   井出俊和    

特任 
RA 

●Elizabeth 
Zielinska 

 高岸未聖 
麻田佳史 

  ●高橋俊樹 

大学院 
博士課程 

▲岡未来子 
真野叶子 
野澤菜緒子 

照井宇夢 
 

Rogalski Felipe 
佐藤智士 
鈴木悠希 

城取良樹 渡辺選子 
▲Kasidit 

Rattanawong 
◆Maryenti Tety 
◆Hanifah Aini 

松浦 雪 
萩原拓海 
宮内真帆 
岩佐康之 

大学院 
修士課程 

相澤慎吾 
大野誠真 
大場俊弥 

川野邉征希 
伊 美那 
和崎康和 
竹下 楓 
王 清揚 

舘 啓生 
山本 采 
仲田佳規 
麻田佳史 
萩原翠唯那 
倉田祐斗 

高岸未聖 
王 舒誠 
桑原舞衣 
小宮聖十朗 
佐藤岳仁 

大山夏生 
下仲くるみ 
加藤優一 
君島 歩 
永井敬大 
伊藤 鋭 
宮崎佑一 

赤坂大輔 
安冨 要 
和田美月 
古野真由子 
澤本 陸 

増尾心之介 

森 瑠香 
岡田直樹 
野村千絵 
脇田 慧 
西上文彬 
松下 伸 
酒井俊介 

卒研生 

徐 夢玲 
山本千尋 

野口まりえ 

鳥居琴美 田渕友希 千村明日美 
松永琴子 
原田真生 

渡辺真史 白井 詢 
吉田まゆり 
中永早映 
新谷梨華 

研究生他 

☆久永眞市 
☆三浦ゆり 
☆野中 睦 
鈴木えみ子 
★石黒幸一 

★上村伊佐緒 
★高杉俊之 
★高橋美由紀 
千葉久瑠実 
宮木康輔 
★魏 冉  
★関川明生 
△Sophia  

Limlingan 

☆鳩貝太郎 
★森元 

☆中藤博志 
★木下善仁 
★村松圭吾 
★船越政史 
★ルーカス・ 
トリンダージ 
★西 宏起 

★佐藤由紀子 

★橋本昌征 
★岩舘佑未 
★倉田竜明 

▲戸田絵梨香 
★加藤紀夫 
★内海貴夫 
★大西由之佑 

★嶋田益弥 
井上 梓 

☆長谷川成人  
☆松田憲之 
☆原 孝彦 
☆石神明人 
☆瀬尾光範 
☆伊藤嘉浩 

その他 
杉村久美子  辰馬晴子 本多弘典 松田経子 

望月智子 
植草由美 

実習準備室：山本高之（技術系） 

生命事務室：村山美香・佐藤弘美・狩野真有・清水麻美・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 鈴木準一郎 

准教授 
高橋 文 
野澤昌文 

黒川 信 鐘ケ江 健  岡田泰和  

助教      立木佑弥 

職員 

 

    

中野 茂 
小椋 悟 
長浜真弓 
三浦幹夫 

特任 
RA 

○田中健太郎 
小川佳孝 

近藤日名子   ○菅原弘貴  

大学院 
博士課程 

秋山礼良 
Lulecioglu Sultan 
◆Singh Shikha 

◆Agarwal Sheetal 
蔡 宇佳 
佐藤愛莉 

山本高之 
◆近藤日名子 
榎本萌花 

 ◆西谷真一 
石見 嶺 

◆Chen Yuxin 
♦Alam,MD 

Gahangr 

◆余  

＊矢崎英盛 
津吹 真 

□堀田淳之介 

大学院 
修士課程 

綿貫 栞 
秋山茉子 
木原 渚 
寺川凌平 
藤近敬子 

朱 顏 
 

 髙 希燦 岩浪 創 
鳥羽真衣 
高山侑樹 

伊藤 允 
内田健太郎 
田中葉月 
鈴木 薫 
金室早貴 
金 普文 

卒研生 

山本廉太 
熊谷颯之 
古巣愛衣 
小川雅文 
酒井杏花 

田村珠雲 
井上柚香 
小林ちひろ 
上岡瑠奈 
禿河紫音 

 安田彩乃 岡本 晶 
羅 禎毅 
角濱日向 
コ エイ 

杉山実優 
吉峯知歩 
長縄 健 

石原真路 
入江 遥 
尾崎麻衣 
谷口 直 

早野莉佳子 
村本 馨 

研究生他 

★矢澤 徹 
★初見真知子 
▲吉川元貴 

☆山本直樹 
★清水 晃 
★矢崎育子 
★田口正敏 
★田中浩輔 
★尾城 隆 
★新津修平 
★吉村 仁 
★千葉勝吾 

☆和田正三 
 

△坂庭眞吾 
☆飯野隆夫 
☆松浦克美 
★諸星 聖 

★西原亜理沙 
★伊知地 稔 

★橋本晃生 
★村上勇樹 
★伊藤睦実 
★岡田雅子 
▲岡宮久規 

☆可知直毅 
★相川真一 
★畑 憲治 
★村尾未奈 

その他 
梅木由紀子 
清水彩和子 
市川泰子 

小林由香利 
富田唯 

小浜優子   菊江佳世子 
﨑山恵子 

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、□特別研究学生、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）、井上梓（理化学研究所／生命医科

学研究センター） 
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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 
角川洋子   

助教  加藤英寿   

職員  持田幸良   

特任 
RA 

○菊地波輝 
●Francesco Ballarin  

●永島咲子 
○佐藤 剛 
○広瀬節子 

 

大学院 
博士課程 

▲庄司一貴 
▲山田藍生 

 ◆Diyona Putri 
◆Nguyen Dac Dai 

◆廖 浩全 
♦Nguyen Thi Thu Ha 
＊塚本 将 

♦Ha, Ngoc Linh 

◆Yulianti Wita 
岩切彩夏 

◆Saini, Mohit Kumar 
 

三田佳貴 
船橋大介 
濱口裕貴 

 

大学院 
修士課程 

日高颯汰 
吉野雄一郎 
小林寛昂  

Vu, Thi Ha 

吉田章一郎 
米岡克啓 
片岡利文 

村松 壮 
劉 育伸 

吉田直美 
脇山雄輔 
朱 浩男 
湯 堃 
石田瑞稀 
豊川圭太 
沈 彦豊 
梁 園園 

卒研生 

宮田 陵 
諸岡真希 
山村 緑 

井出春菜 
宮田侑奈 
伊藤 真 
棚橋優花 

 保坂優太 
中野 昂 
水原莉花子 
佃 恵実 
山田勇理 
吉川侑希 
吉野有希子 

研究生他 

★大西一志  
★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 Thu Ha 
★Isaac Planas-Sitja 

Rijal Satria 
★小枝圭太 
★三谷奈保 

★大林隆司 
★蛭田眞平 

★Truong Xuan Lam 
★Wendy Wang 
★寺山守 
★山崎健史 

★Dang Van An 
★Nguyen Thi Phuong 

Lien 
★Hsu Feng Chan 

Nguyen Thanh Luong 
Pham Dinh Sac 
■Marta Quitian 

△加藤朗子 
★丸山厚吉 
★小栗恵美子 
★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 
★菅野菜々子 
☆Vera Thiel 
☆Marcus Tank 
★Martinez,Joval 

Navas 

△金 ギ 
△岡本るみ子 

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) 

ケミカルバイオ 
テクノロジー 

(理化学研究所) 

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 伊藤嘉浩 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 

 霍 安妮 井村 成 Mohammed 
A.R.Abosheasha 
金 信雄 

Mahmoud Hassan 
Mahmoud Othman 

土志田裕太 
 

 

大学院 
修士課程 

浜崎真子 
保屋野翔太 
山口昇馬 

  関戸翔平 浦澤佳苗 
松井美緒 

 

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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2020 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 加藤(潤) 

留学生・留学委員会 江口 

基礎教育部会 鐘ヶ江 

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・福田 

学芸員委員会 黒川・江口・角川 

広報委員会 田村 

入試広報部会 田村 

国際交流委員会 江口 

放射線安全部会 岡本 

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 村上・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)・坂井・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) 

   軍事的安全保障研究委員 相垣 

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 

交通安全委員会 村上 

自己点検・評価委員会 村上 

ベンチャー支援審査会 相垣 

ABSアドバイザリー・チーム 村上・江口 

利益相反マネージメント委員会 相垣 
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２. 理学研究科・理学部 

専攻長・コース長 川原 

専攻長代理 岡本 

研究費評価配分委員会部会 川原 

自己点検評価委員会 加藤(潤) 

大学院入試委員会 得平 

入試委員会 林（入試制度）・春田（多様な入試） 

教務委員会 高橋 

図書委員会 角川 

広報委員会 田村 

人間関係についての相談チーム 高橋 

FD委員会部会 角川 

環境保全施設運営担当 角川 

情報セキュリティー担当 田村・野澤 

RI 運営委員会 岡本 

牧野標本館運営委員会 村上・江口 

就職委員 黒川 

会計委員 横田 

厚生委員（互助組合評議員） 朝野 

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・加藤(英)・古川・朝野・高鳥 

会計委員会 横田・得平・武尾・加藤(英)・古川 

教務委員会 （教養） 鐘ヶ江・坂井・岡本 

      （学部専門・英語課程） 高橋・坂井・安藤・野澤 

      （大学院） 鈴木・福田 

      （学部実習） 浅田・加藤(英)・武尾・木下・立木 

理工教育 GP 黒川・江口 

担任     １年生 野澤・木下 

       ２年生 春田・立木 
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       ３年生 高鳥・黒川・岡田 

       ４年生 角川・得平 

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 角川 

セミナー委員 岡田・立木・高鳥・角川・浅田 

放射線委員 岡本・斉藤・朝野 

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・高鳥・田村 

バイオカンファレンス担当 木下・野澤・高鳥 

将来計画委員会 田村・相垣・岡本・春田・鈴木・坂井 

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・加藤(英)・角川・鈴木 

圃場・温室委員会 鈴木・岡本・黒川・朝野・村上・鐘ヶ江・木下 

動物施設委員会 黒川・林・朝野・高鳥・横田・井出・斉藤・岡田 

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・春田・福田・角川 

毎週説明会担当 田村・春田・岡本・鐘ヶ江・福田 

大学院教育改革担当 鈴木・福田・春田 

実習改革担当 福田・春田・鈴木・江口・朝野・浅田・武尾 

教職課程・教員研修担当 福田・鐘ヶ江・村上・高橋・江口 

英語課程 WG 安藤・福田・高鳥・浅田・Cronin・鈴木 

応用生命分野連絡委員 加藤(潤) 

入試・教務連絡委員会 春田・得平・坂井・鈴木・川原 
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神経分子機能研究室  
Molecular Neuroscience Laboratory 
 

1. 構成 
安藤香奈絵（准教授）、斎藤太郎（助教）、浅田明子（助教）、岡未来子 (D3)、真野叶子（D1）、野澤菜緒子

（D1）、相沢慎吾（M2）、大野誠真（M2）、大場俊弥（M2）、徐夢玲（卒研）、野口まりえ（卒研）、山本千尋

（卒研）、Sophia Limlingan (研究生)、Grigorii Sultanakhmetov（技術補佐員）、久永真市（客員教授）、鈴木えみ

子（客員准教授）、三浦ゆり（都健康長寿医療セ、連携客員准教授）、野中隆（東京都医学総合研究所、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）、高橋美由紀（客

員研究員）、高杉俊之（客員研究員）、魏冉（客員研究員）、千葉くるみ（卒研・北里大学）、宮木康介（卒研・

北里大学）、杉村久美子（秘書） 

 

2. 研究紹介  Research focus 
 Our brains enable us to think, laugh, dance, love, and create. These functions rely on networks of neuronal cells 

processing and storing vast amounts of information. These brain neurons are not replaced for a lifetime and age with the 

individual. Aging is associated with a decline in brain functions and increases risks of neurodegenerative diseases such 

as Alzheimer’s disease. However, it is not fully understood what are the molecular basis of brain aging and how to 

protect brain neurons from aging and neurodegenerative diseases. We tackle these questions focusing on proteostasis 

and energy metabolism. Our experimental approaches include cellular and Drosophila models, molecular biology, 

biochemistry, behavioral analysis, protein expression analysis, and imaging. We believe our study reveals genes and 

molecules that delay brain aging and a cure for age-associated neurodegenerative diseases in the future. 

 

1) Mechanism underlying Alzheimer’s disease and related tauopathies; how to suppress tau toxicity 

(Ando, Saito, Asada, Oka, Shinno, Aizawa, Ono, Oba & Yamamoto) 

Tau is a microtubule-associated protein, which normally regulates microtubule stability in the neuronal axon. However, 

in Alzheimer’s disease and other neurodegenerative diseases, tau is abnormally accumulated and thought to cause 

neuron loss. Thus, blocking tau accumulation is believed to be a promising approach to slow down neuron loss in the 

disease brain. Using transgenic Drosophila expressing human tau and cultured neurons as model systems, we are 

searching for the genes and pathways that can counteract tau accumulation and tau-induced neurodegeneration.  

Tau phosphorylation is known to play an essential 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). MARK-mediated phosphorylation of tau is believed to 

play a trigerring role in tau accumulation. Abnormal activation of these kinases, especially that of MARK4, is suspected 

of contributing disease progression. However, how does it happen?  

Saito discovered a novel mechanism that leads to hyperphosphorylation of tau: He found that abnormal 

activation of Cdk5 phosphorylates another tau kinase MARK4 via a novel mechanism and increases its activity, 

resulting in tau hyperphosphorylation. Detailed analyses to break this synergistic enhancement of tau toxicity are 

ongoing (manuscript in preparation).  

Recently, a de novo mutation in MARK4 has been reported to increase AD risks. Oba found that MARK4 carrying this 
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mutation causes tau accumulation in a gain-of-function mechanism (J Biol Chem, 2020, also see News Release).  

Regulation of MARK4 activity can be another potential therapeutic strategy. Ono revealed a novel protein that 

positively regulates MARK activity (manuscript in preparation). The knockdown of this protein increases MARK4, thus 

enhanced tau phosphorylation and toxicity. Molecular components of this novel pathway and its involvement in disease 

pathogenesis are currently investigated.  

We found several other proteins other than kinases that interact with tau and cause its 

mismetabolism. Asada found that a component of the ESCRT complex, which is critical for intracellular vesicle 

trafficking, promotes the formation of tau-containing puncta and tau accumulation (manuscript in 

preparation). Aizawa found a novel molecular chaperone complex that regulates tau levels. Further investigation of 

these novel modifiers will shed light on the mechanisms underlying abnormal tau accumulation in disease 

pathogenesis.  

Phosphorylation of tau is not the only post-translational modification to affect its metabolism. Saito and 

Chiku found that tau forms disulfide bonds via its Cysteine residues in neurons, and that regulates tau stability 

(manuscript in preparation).  

   

2) Role of mitochondria in neuronal proteostasis and aging (Shinno, Noguchi, Nozawa & Ando) 

Mitochondria are the powerhouse of the cell and also intracellular signaling platform. In neurons, mitochondria are 

actively transported and localized to meet energy demands. Aging lowers mitochondrial function and transport, which 

contribute to age-dependent neuronal dysfunction and degeneration. Investigating the underlying 

mechanisms, Shinno found that genetic depletion of axonal mitochondria causes abnormal accumulation of proteins 

and disruption of autophagy (manuscript in preparation). She also found that mitochondrial protein import affects the 

accumulation and toxicity of Alzheimer’s disease-related protein tau. Noguchi and Nozawa found that treatment of a 

mitochondrial boosting drug, 5-amynorebric acids (5-ALA), can extend lifespan and conteract age-associated functional 

decline in flies (manuscript in preparation). Noguchi also found that 5-ALA treatment counteract tau toxicity in a fly 

model (manuscript in preparation). Their mechanisms of action are under investigation.  

 

3) The role of energy homeostasis in brain aging and neurodegenerative disease (Oka, Noguchi, Nozawa, Saito & 

Ando) 

The brain is an energy-demanding organ; however, how cellular energy status changes in the brain neurons during aging 

in the brain are not fully understood. Using transgenic Drosophila expressing fluorescent ATP sensor, Oka found that 

ATP levels decrease in the cell body during aging. She also found that increasing ATP levels by enhancement of glucose 

uptake in the aged neurons suppresses functional decline during aging and extended lifespan, indicating neuronal 

deficits in ATP are causative for age-associated detrimental changes. Interestingly, the enhancement of neuronal glucose 

uptake effectively extends lifespan under calorie restriction, suggesting neuronal glucose uptake can be a novel 

anti-aging strategy (Oka et al., iScience, 2021, also see News Release). It also suggests the effect of glucose uptake on 

aging may be tissue-specific. Saito investigates regulatory mechanisms for glucose uptake in neurons. 

Obesity is linked to Alzheimer’s disease risks, while underlying mechanisms remain controversial. By using 

the Drosophila model, Yamamoto fed high-sugar food to a fly model of AD to make it obese and found that the obese 

condition enhances neurodegeneration. She plans to use this model system to identify the genes and molecules that link 

diet, circulating sugar, and tau toxicity.  
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4) Mitochondrial disease and the effect of 5-ALA (Nozawa & Ando) 

Mitochondrial respiratory chain defects are an important cause of inherited disorders called mitochondrial diseases. 

Although they affect multiple organs and tissues, neurological deficits are particularly common, wide-ranging and 

disabling for patients. Nozawa established fly model of a mitochondrial disease by knocking down the fly homolog of 

NDUFAF6, sicily, in which flies show locomotor deficits and premature death. Feeding 5-ALA suppressed these 

phenotypes in a dose-dependent manner, suggesting that 5-ALA treatment can be a therapy for genetic diseases that 

result from a primary defect of mitochondrial OXPHOS (manuscript in preparation).  

 

5) Drosophila as a model system to analyze feeding behavior and their changes during aging and disease (Murei 

& Ando) 

Feeding behavior is required for life in all animals. In humans, the basis of health and also joy. The essential 

components of feeding behavior, the decision to eat followed by swallowing, are common among animals. The control 

of feeding behavior declines by aging and age-associated diseases such as Alzheimer's disease, and feeding problems 

reduce the QoL and can lead to life-threatening conditions. However, how detrimental changes occur at the chemical 

and circuits levels are not understood. Murei investigated if Drosophila, a versatile model system for aging and 

neurodegenerative diseases, can be used to tackle this problem. She found that normal aging does not affect feeding 

behavior much, while feeding behavior is disrupted in two models of neurodegenerative diseases preceeding neuronal 

loss. These results suggest that feeding behavior can be a sensitive assay to detect neuronal dysfunctions. The circuits 

and neurotransmitters that are affected in disease conditions will be investigated in the future. It may lead to the 

discovery of a draggable target to treat feeding problems in older people and patients suffering from age-related 

neurodegenerative diseases. 
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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），照井 宙夢（D1），伊 美那（M2），川野邊 征希（M2），和

崎 康祐（M2），竹下 楓（M2），王清揚（M1），鳥居琴美（B4） 

 

2. 研究紹介 
本研究室では、脊索動物胚で細胞分化、形態形成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）鳥類胚を用いた形態形成機構の解明 

a) ニワトリ胚頭褶形成直前の脊索前板内胚葉に係る力の解析 

ニワトリ初期胚は背側から腹側にかけて、外胚葉、中胚葉、内胚葉の三細胞層が広がった、シート状で平坦

な構造をしている。発生が進むと、胚の前方が背側に盛り上がり、頭褶と呼ばれる背側から見て三日月の様

な折れ曲がり構造を形成する。その後、胚の側方、続いて後方にも折れ曲がり構造ができ、胚は胚体外組織

から切り離され、立体的になる。本研究では胚の立体化の最初の過程である頭褶形成に注目し、どのように

して折れ曲がりができるのかを調べることにした。 

まず、頭褶が胚のどこにできるのかを調べた。頭褶形成直前のステージ 5 の胚の前方正中には、前から脊索

前板、頭突起、ヘンゼン結節、原条が並ぶ。胚正中の標識実験により、脊索前板の前端部付近が谷折の、脊

索前板の中央部付近が山折のヒンジに寄与することがわかった。これから谷折ヒンジをヒンジ１（将来の前

腸門）、山折ヒンジをヒンジ２（将来の前腸前端）と呼ぶことにする。 

また、胚の脊索前板を含む胚前方の内胚葉、中胚葉を取り除いたところ、頭褶が形成されなかったことから、

頭褶形成には前方の内胚葉/中胚葉が重要であることが示唆された。 

既に先行研究で、頭褶形成時の脊索前板のアクチンフィラメントの局在が調べられている。ステージ 5 では

脊索前板全体にアクチンの局在は見られないが、脊索前板が背側に盛り上がる頃、脊索前板前半部で強いア

クチンフィラメントの集積が見られた。頭褶ができるときには、脊索前板中央部でアクチンフィラメントの

局在が強くなった。 

先行研究と私のこれまでの研究から、頭褶形成は以下のように起こると考えた。脊索前板内では、前半部の

内胚葉細胞表面がアクチンによって収縮し、引っ張られる力が生じていると考えられる。一方、脊索前板よ

り前方ではその様な力がかかっていないため、脊索前板前方を境に背側に盛り上がる。続いて脊索前板中央

部の内胚葉細胞表面が強く収縮することでヒンジ２ができるとともに、逆 U字型の脊索前板前端が収縮によ

って絞られヒンジ 1 となり、三日月型の頭褶ができる。 

この仮説が正しいとすると、脊索前板内の内胚葉細胞の距離は縮んでおり、脊索前板前端を境界とし、外（前

方）の内胚葉とは違う動態を示すと考えられる。そこで、脊索前板とその周辺の内胚葉の細胞を DiI で複数

ラベルし、頭褶ができるまで 1時間ごとに撮影しながら、時間ごとの DiI の標識点間の距離の変化を調べた。 

脊索前板前端は逆 U 字をしているため、収縮力は脊索前板中心を中心とした照射状にかかると考えられる。

そこで、中央部付近を基準にして、脊索前板前端部から中央部で放射線状に距離の変化を測定すると、距離

が縮んでいることが分かった。次に、脊索前板の中央部を基準にして、脊索前板の内胚葉と脊索前板前方（外

側）の内胚葉の収縮率を比較した。その結果、折れ曲がりが起こる直前時、脊索前板の内胚葉の収縮率の方



−17− 

が、脊索前板前方の内胚葉の収縮率よりも高い事が分かった。また、脊索前板前端の境界部分の距離は縮ま

っていることが分かった。 

さらに、距離が縮まった所で張力が働いているかを検証するために、DiI の標識点間の内胚葉の細胞を除去し

て、点間の距離の変化を調べた。すると除去する前に比べて除去後は 2点間の距離が増加した。このことよ

り、脊索前板内の内胚葉では張力が働いていることが示唆された。 

以上の実験結果より、以下の仮説を立てた。 

1．脊索前板の前端部付近から中央部付近にかけて内胚葉の細胞表層が放射方向に収縮し聴力が発生する。 

2．この時、脊索前板より前方の内胚葉は収縮が起こらない。 

3．その結果、脊索前板の前端部を境にして、内胚葉の収縮率に差が生じるために、脊索前板前端を境として

胚が背側に盛り上がる。 

4．同時に脊索前板前端部（境界）の内胚葉では境界に沿って標力が発生している。脊索前板前端は逆 U 字

構造をしているため、これによって境界部分が絞られる様になり、組織が折れ曲がり、ヒンジ 1が形成され

る。 

ここで、頭褶形成に脊索前板境界の逆 U字型の構造が重要である事を確かめるために、胚に逆 U字型の構造

を人工的に作った。正常胚では脊索前板の側方には中胚葉の前端部がはなだらかに左右に広がっているが、

ここの内胚葉・中胚葉を除去し、脊索前板の中心からみて逆 U字型のあたらな境界を作り、頭褶が形成され

るまで培養した。その結果、新しく作った逆 U字型に沿って頭褶が伸びて形成された。 

以上の結果から、ヒンジ 1 は脊索前板の内胚葉と脊索前板前方の内胚葉の収縮の差と、脊索前板前端の境界

部分での収縮、脊索前板前端の逆 U字型の構造によって、折れ曲がりが起こる可能性が示唆された。 

b) ニワトリ胚の２種の胚盤葉下層細胞の動きの解析 

動物の発生で重要な前後軸の形成は、ニワトリ胚では原条が後方から前方に伸びることによって起こる。原

条形成以前のニワトリ胚（Eyal-Giladi のステージ XII-XIV）は、背側に胚盤葉上層（エピブラスト）、腹側に

胚盤葉下層という二層から成る。胚盤葉下層は初めは(〜st.XIII)ハイポブラストのみからできているが、st.XIV

以降、後方のハイポブラストはエンドブラストにより胚前方へと押しやられる。原条の形成には Nodal signal

が必要で、発生初期にはハイポブラストから分泌される Nodal Antagonist によりその形成が抑えられるが、胚

後方からエンドブラストが広がることで胚後方の Nodal の抑制が解除され、原条の伸長が開始する。 

この様に胚盤葉下層の動きは、胚発生に重要であるにもかかわらず、この頃の胚では、エピブラストがポロ

ネーズ運動と呼ばれる、側方から中心へ、後方から前方へ細胞が移動する動きがみられる( O. Voiculescu ら, 

2014)こと、前方ハイポブラストが GFP ニワトリ胚や、外因性始原生殖細胞を用いた実験から、前方に向け

て直線的である (Kyung Soo Kang ら，2015)と報告されているものの、後方ハイポブラストについては調べら

れていない。本研究では、後方ハイポブラストおよびエンドブラストの動きを調べることを目的とした。 

まず、st. XII-XIII に胚盤葉下層を構成するハイポブラストを DiI で標識し、原条が形成されるまでタイムラ

プス撮影を行うことでその動きを解析した。その結果、原条が形成された Humberger-Hamilton ステージ

(HHst.)3 では、標識されたハイポブラストは原条から少し離れて取り囲む馬蹄型に分布し、原条を含め内側

に標識されない領域が広がった。どのようにして後方ハイポブラストが馬蹄型に広がるのか、後方ハイポブ

ラストを前方、中央、後方、左、右(以下 A,C,P,L,R)の領域に分け、DiI 標識細胞のトラッキングを行った。そ

の結果、①A 領域では緩い速度で前方へ進む。②C 領域では比較的早い速度で前方に進む。③P の前方では

比較的早い速度で前方に進み、P 領域の後方は途中から後方に進む。④L,R 領域の最後方では正中に向かい

比較的早く進み、前方では L は半時計、R は時計方向に回転するような動きがみられた。以上の結果から

st.XII-XIII の後方ハイポブラストはその位置により動きの方向や速さが異なるため、st.3 で馬蹄型に分布する

と示唆された。また、P の中央領域では、トラッキング途中で DiI 標識されない細胞が広がり、エンドブラ
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ストが出現したことが示唆された。 

そこで新たに出現した細胞を標識し、後方ハイポブラストとエンドブラストの両細胞の動きを調べられない

かと考えた。st.XII-III において後方ハイポブラストを DiO により標識し、顕微鏡下で培養し、後方から DiO

で標識されない領域が広がったタイミングで、この領域を DiI によって標識しようとした。しかし、培養中

の胚に新たに DiI を添加すると胚が壊れることや、培養中にどちらの色素でも標識されない領域が新たに広

がることから両細胞の動きを同時に可視化することは難しかった。そのため、別の方法でエンドブラストと

ハイポブラストを区別することが必要となった。 

ミトコンドリア染色液 DiOC2(3)により生体染色を行った際、st.XIII-XIV の胚盤葉下層の後方に染色性の異な

る細胞がみられた。染色性の差により、エンドブラストとハイポブラストを見分けることができないかと考

え、DiOC2(3)の生体染色後、ハイポブラストマーカーCrescent の Whole mount in situ hybridization を行った。

その結果、DiOC2(3)はハイポブラストとエンドブラストを染め分けていなかった。 

Crescent の Whole mount in situ hybridization の結果より、胚盤葉下層後方にエンドブラストが出現する時期が

st.XIV周辺であることわかった。そこで st.XIV の胚盤葉下層後方に DiI を吹き付けることでエンドブラスト

を標識し、タイムラプス撮影を行ったところ、DiI により標識された細胞は前方に進んだ。また DiI 標識細胞

のトラッキングを行ったところ、C 領域や P 領域前方ハイポブラストに近い速度であることが示唆された。 

以上の結果より原腸陥入前の胚盤葉下層の動きについてモデルを立てた。①エンドブラストは P 領域のハイ

ポブラストから出現する。一度標識したエンドブラストは前方へ移動するため、同様の場所から次々とエン

ドブラストが湧き出していると考えられる。②エンドブラストは P 領域前方と C 領域 ハイポブラストを正

中で強く前方へ押し出す。③より前方の A 領域のハイポブラストは前方に移動してきた C 領域と P 領域前

方ハイポブラストにより弱く前方へ押し出される。④側方のハイポブラストはこの動きに巻き込まれる様に

最後方で正中に向かい強く進み、前方では外側に向けて回転する。 

今後はエンドブラストがどの様にして下層に湧き出してくるのか、どの様にしてハイポブラストを押し出し

ているのかの機構についても観察していきたい。 

 

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

が細胞の中心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
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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，細胞面積・体積計測プログラムを用いて核移

動時の細胞形態の変化を効率的に調べ、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

ていることが確認できた。隣接する細胞と、中内胚葉細胞の細胞周期のズレが、細胞形態の変化を介して、

細胞分裂面の位置の制御に必須であることがわかった。さらに、この分裂面のズレが Not mRNA の非対称分

配に重要であることが明らかになった。これらの内容を今後，学会で発表し国際誌への投稿する． 

 

3. 研究発表 
学会・研究会発表 

Kimiko Fukuda (2020) The vitelline membrane and the amniotic collar, a ventral connection between the embryo and 

extra-embryonic membrane, are required for the amnion formation in the chicken embryo.第 53回日本発生生物学

会 

 

 

4. その他の教育・研究活動 
福田公子（2020） 三田国際学園中学校 研究者紹介 講演「研究の失敗は、次の研究の始まり」 7 月 25 日，

zoom 

福田公子（2020） 三田国際学園中学校・高等学校 課題研究支援 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 24 日，Zoom 

福田公子（2020） 埼玉県高等学校生物研究会 講演「高校生物は課題研究にどう取り組むべきか」，11 月 9

日，埼玉 

福田公子（2020） 長野県立伊那北高校 課題研究支援 実験講師「鳥類胚を使った比較観察から研究課題を

見つけ出す」，11 月 12 日，Zoom 

福田公子（2020） 長野県立伊那北高校 課題研究発表会 審査員，1 月 30 日，Zoom 

福田公子（2020） 横浜市立美しが丘中学校 職業インタビュー 講演 「生物学の研究をする大学教員」1

月 22 日，Zoom 

福田公子（2020） ベネッセ STEAMフェスタ 審査員，3 月 14 日，Zoom 

福田公子（2020） ベネッセ STEAMフェスタ you tube 配信 社会人サポーター，3 月 21 日，Zoom 
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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(教授)，朝野維起(助教)，武尾里美(助教)，大沼康平(D3)，フェリピ・ロガルスキ(D3)，

佐藤智士(D3), 鈴木悠希(D2)，舘啓生(M2)，仲田佳規(M2)，倉田祐斗(M2)，麻田佳史(M2)，萩原翠唯那(M2)，

高岸未聖(M1)，小宮聖十郎(M1), 桑原舞衣(M1), 王舒誠(M1), 佐藤岳仁(M1), 田淵友希(B4), 村松圭吾(客員研

究員)，船越政史(客員研究員)，木下善仁(客員研究員)，中藤博志(客員教授)，西宏樹(客員研究員) 

 

2. 研究紹介 
1) ミトコンドリア病原因遺伝子 ski3/TTC37 の機能解析 

  ショウジョウバエ ski3 遺伝子はヒトのミトコンドリア病の原因遺伝子として示唆されている TTC37 のホ

モログである。ski3 機能欠損変異体の表現型を詳細に解析したところ、心拍数の異常、脂肪体における異常

な脂質蓄積，TCA回路の活性低下，ミトコンドリア膜電位の低下，および電子伝達系の酵素複合体の活性低

下を示すことを明らかにした (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 inactivate juvenile hormone in insects. However, the 

precise function of Jheh remais unknown. The Drosophila genome contains three copies of Jheh genes, Jheh1, Jheh2, 

and Jheh3. We generated a double knock out mutant of Jheh1 and Jheh2, which are very similar to each other and both 

are induced by stress, such as starvation. The double mutant showed only a subtle change in starvation resistance. We 

found that the expression level of Jheh3 was upregulated in the double mutants, suggesting functional redundancy 

among the three Jheh genes. We are currently generating a triple knockout mutant in which Jheh1, Jheh2, and Jheh3 are 

deleted (Rogalski, Takeo, Aigaki). 

3) LC/MS を用いたショウジョウバエ成虫の代謝プロファイル解析 

メタボロームデータの非標的型解析は、サンプルに特徴的な未知の代謝物を同定する強力な手法である。遺

伝的要因による影響の解析には、当研究室で取得されたショウジョウバエのピルビン酸カルボキシラーゼ

（PCB）欠損変異と野生型（コントロール）、また環境要因が代謝に及ぼす影響を解析するために、発生段階

の個体密度が異なる 2群における代謝物プロファイル比較解析した。MetaboAnalyst による単変量解析、主成

分分析、階層的クラスタリングに基づく樹形図とヒートマップの作成、および代謝経路予測を行い、PCB 遺

伝子型、あるいは生育密度に特徴的な変動を示す代謝物候補を特定した（舘，武尾，相垣）． 

4) RNA結合タンパク質 Larp4B欠損変異体の解析 

Larp4B は RNA結合性タンパク質で，翻訳の制御に関わることが示唆されている.ショウジョウバエ Larp4B

は卵巣で高発現しているが，その生物学的意義は不明である．Larp4B欠損変異体の卵巣機能に注目して表現

型を解析したところ、産卵数が野生型に比べて 50%以下に低減していることを見出した。変異体で野生型

Larp4B 遺伝子を全身で発現させると産卵数は回復することから、この表現型は Larp4B の欠損によるもので

あることを明らかにした。異なる組織でのレスキュー実験から、Larp4B は生殖系列ではなく、体細胞系列で

必要とされることが示唆された （仲田，武尾，相垣）． 

5) ピルビン酸カルボキシラーゼ欠損変異体の解析 

ピルビン酸カルボキシラーゼ（PC）は、ピルビン酸からトリカルボン酸(TCA)回路の中間体であるオキサロ

酢酸を生成する酵素である．ヒトにおいては、機能欠損を伴う症例がすでに複数報告されている．しかし、

代謝物レベルでどのような変化を引き起こすのかは不明である．ショウジョウバエを用いて PC オーソログ
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（PCB）欠損変異体を作製し、表現型を解析した．成虫までの生存率に影響はないものの、発生遅延が認め

られた。また、変異体では、アセチル CoA の蓄積、および TCA回路中間代謝物が減少しており、ミトコン

ドリアのエネルギー産生機能が低下していることが示唆された（麻田、武尾、相垣）． 

6) ショウジョウバエ卵における代謝制御の数理モデル化 

ショウジョウバエ卵内では、排卵時の活性化に伴いエネルギー代謝（解糖系および TCA回路）の活性化が

起こる．受精において重要な意義があるものと推察されるが、その制御機構は未だ解明されていない．そこ

で、解糖系の数理モデルを構築し、解糖系がどのように制御されているかを検討した．モデルにおいて 3 つ

のパラメータ（グルコース流入量、ピルビン酸消費速度、アデノシンリン酸量）を変化させることにより、

LC/MS を用いて取得した卵内の代謝物データを再現できた（高岸, 立木，武尾、相垣）． 

7) ショウジョウバエ卵における解糖系の役割 

卵と精子が融合し新しい個体を作り出すためには、卵内の生体物質が正常に準備され、初期発生で利用され

ることが重要である．解糖系は、核酸、脂質、アミノ酸などの合成に関与し生命維持に重要な役割を果たす．

解糖系の代謝産物量が受精前後で大きく変化することから、解糖系が卵内で厳密に制御されていることが示

唆された．そこで、解糖系の律速酵素をコードする遺伝子群の卵特異的ノックアウトをおこない、卵形成や

初期発生における影響を調べた．その結果、解糖系は卵形成には必須でないが次世代の生存に大きく影響す

ること、特に解糖系の最初のステップではたらくヘキソキナーゼが重要な機能を持つことが明らかになった． 

（武尾，高岸，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 

 生体成分である核酸（DNA や RNA）の栄養学的寄与に関する知見は乏しい。ショウジョウバエを用いて、

核酸摂取が生体の生理機能に及ぼす影響を検討している. 高分子型あるいは低分子型 DNA-Na をショウジョ

ウバエに投与すると濃度依存的に寿命延長効果が認められた．また、核酸投与群では、加齢による体重の減

少が抑制されることが判明した。生殖機能への影響についても検討中である（武尾，相垣）.  

9) 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．さらに，摘出脳イメージングの研究から，ap変異体の概日時計ニューロンでは

抑制性神経伝達物質である GABA に対する反応が上昇することから，Ap は概日時計ニューロンの GABA-A

受容体の発現を抑制すること可能性が示された (佐藤智士，鈴木，坂井)． 

10) 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．我々はこれまでに，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，そして，転写因子 CREBが光依存的に活性化され

ることで記憶が維持されることを明らかにしていた．本年度は，ハエ記憶中枢に存在し，かつ，光依存的に

CREBの転写活性が上昇する細胞を同定するため，様々なトランスジェニック系統を作製して完成させた (佐

藤岳人，小宮，坂井)． 

11) 磁石を利用した脳特定ニューロンの回収技術の確立 

ハエ記憶中枢には約 4000 個のニューロンが存在し，記憶中枢において CREB が発現するニューロンは多

数存在する．．しかし，光により CREB 活性が上昇するニューロンはその一部である（Inami et al., 2020）、従

来の研究手法では，記憶中枢からランダムに抽出された細胞を対象に解析されたため高精度な解析が困難だ
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った．本研究では，記憶中枢の CREB 発現細胞の中から，光により CREB 活性が上昇するニューロン，つま

り記憶維持に機能している細胞のみを回収する方法を探索した．光により CREB 活性が上昇するニューロン

に mCD::GFP を発現させ，さらに，ビオチン標識されたmCD8抗体を用いて記憶中枢ニューロンに磁性ナノ

ビーズを付加して磁石により回収する方法を確立し，一定数の GFP 陽性細胞の回収に成功した(田淵，佐藤

岳人，坂井)．  

12) 神経伝達物質およびその受容体の発現解析に向けた PCR 用プライマーライブラリの作製 

脳に存在するニューロンは，生理学的な特性が異なるヘテロな細胞集団である．記憶形成や維持に必要な

細胞を複数同定したとしても，その情報伝達経路を明らかにするためには，各ニューロンで利用されている

神経伝達物質や神経伝達物質受容体を詳細に同定することが不可欠である．特定ニューロンを磁石により回

収することができれば，どのような神経伝達物質の合成酵素やトランスポーターがそれらのニューロンで発

現しているのかを RT-PCR で確認することが可能になる。そこで今年度は，神経伝達物質合成酵素、トラン

スポーター、神経ペプチドをコードする遺伝子二注目し、シングルバンドが検出される約 90種類の PCR 用

プライマーの作製に成功した．また，それらの受容体遺伝子約 180個に関しても，シングルバンドが検出さ

れるプライマーを完成させた(田淵，佐藤岳人，坂井)． 

13) 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が転写因子 Clock/Cycle と相互作用する CCIDドメイン(タンパク

質結合ドメイン)を欠失するトランスジーンを用いた研究から，CCID 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． (鈴木，倉田，坂井)． 

14) 過剰ストレスによる行動可塑性現象の機能解明 

 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．そこで，オスバエにストレスを過剰に与えた場合，求愛活性が低下するかどうかを検証した．

その結果，振動ストレスにさらされたオスバエでは，その後しばらく求愛抑制が生じることを見出した．さ

らに，振動ストレス誘発性の求愛抑制減少には cAMP シグナル伝達経路が関与していることを見出した． (佐

藤智士，桑原，坂井)． 

15) 昆虫外骨格硬化のメカニズム 

 昆虫外骨格にはラッカーゼと呼ばれる銅酵素が存在するが, 酸素分子を電子受容体とする酸化反応を触媒

することで外骨格成分間に架橋が形成され, その結果外骨格は硬くなる, とされている. オープンデータベ

ースから得た情報から調べた範囲では, ラッカーゼを持つのは有翅昆虫だけだが, これが陸上における昆虫

繁栄の重要な要因だとする仮説をすでに提示している. これに関連し, 原始昆虫イシノミにラッカーゼ遺伝

子が存在する可能性について解析することを目指すべく, 飼育系の確立を試行している. また, 昆虫が海水

環境にあまり適応していない状況がよく知られているが, これを合理的に説明しうる考察に至った. そのほ

か, ラッカーゼ以外の因子による外骨格成分間の架橋形成や, それに関わる材料成分などについて研究を進

めた（朝野, 萩原, 相垣）.  

16) 昆虫が飛ぶために必要な因子に関わる研究 

 昆虫の翅の根元や脚の関節付近に存在するキチン結合性タンパク質遺伝子について解析を進めている. こ

れまでは, ノックダウン及びフレームシフト変異体の表現型に関する観察をしていたが, CRISPR/Cac9 シス

テムを利用して作成した目的遺伝子全体を欠失した変異体についても, これまで観察されたものと同じ表現

型が確認されている. また, 目的遺伝子全体含むゲノム断片を導入することで表現型を回復することにも成
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功した. このほか, この因子の架橋に関わる分子機構についても解析を進めた（萩原, 朝野, 相垣）. 

 

3. 研究発表 
誌上発表 

1. Ohnuma, K., Kishita, Y., Nyuzuki, H., Kohda, M., Ohtsu, Y., Takeo, S., Asano, T., Sato-Miyata, Y., Ohtake, A., 

Murayama, K., Okazaki, Y. and Aigaki, T. (2020) Ski3/TTC37 deficiency associated with trichohepatoenteric 

syndrome causes mitochondrial dysfunction in Drosophila. FEBS letter, DOI: 10.1002/1873-3468.13792. 

2. Ninomiya, R., Kubo, S., Baba, T., Kajiwara, T., Tokunaga, A., Nabeka, H., Doihara, T., Shimokawa, T., Matsuda, S., 

Murakami, K., Aigaki, T., Yamaoka, Y., Hamada, F. (2021) Inhibition of low-density lipoprotein uptake by 

Helicobacter pylori virulence factor CagA. Biochem Biophys Res Commun. In press. 

3. Show Inami, Tomohito Sato, Yuki Suzuki, Toshihiro Kitamoto, *Takaomi Sakai. (2020) Consolidation and 

maintenance of Drosophila long-term memory require LIM homeodomain protein Apterous in distinct brain neurons. 

bioRxiv doi: https://doi.org/10.1101/2020.09.29.319715 
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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）、城取良樹（D2）、大山夏生（M2）、加藤優一（M2）、君島歩（M2）、

下仲くるみ（M2）、永井敬大（M2）、伊藤鋭（M1）、宮崎佑一（M1）、千村明日美（B4）、松永琴子（B4）、

原田真生（B4）、橋本昌征（客員研究員）、倉田竜明（客員研究員）、岩舘佑未（客員研究員） 

 

2. 研究紹介 
（１）加藤グループ 

 我々は「生命システムを支える基本的な遺伝子群の機能の解明」を目指し、分子レベルでの理解が最も進

んでいるモデル生物である大腸菌を材料として、これまでに数十から数百 kb に及ぶゲノム広域欠失変異を

500 以上作製することにより、トランス、シスに必須な遺伝情報を同定し、多くの重要な機能未知必須遺伝

子の機能を明らかにしてきた。さらにゲノム広域欠失変異を組み合わせることにより、最大で野生株のゲノ

ムの約 44%の領域を欠失させたゲノム縮小株群を作製し、それらを利用して合成致死遺伝子群を同定するこ

とによって潜在的な必須遺伝子群の同定を行い、新規 DNA 修復遺伝子群の同定に成功してきた必須遺伝子

については全ての機能が明らかになったので、次のステップとして潜在的な必須遺伝子群や必須ではないが

増殖、生存に重要な遺伝子群の同定、解析を進めている。特に酸化ストレス耐性機構に焦点を絞り、これま

でに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。 

 細菌の生育は通常、指数関数的に増殖する対数増殖期、増殖は停止しているが増殖能を維持して生存して

いる定常期、そして死滅期に分けられる。定常期の生存機構についてはまだよく分かってないことが多く、

特に定常期の後期には死滅した細菌の細胞成分を利用した再増殖が絶えず起こるために、全体としては生存

を維持しているように見える可能性が考えられている。 

 定常期における生存機構の解明を目指し、大腸菌の特に酸化ストレス耐性機構について研究を行った。ま

ず酸化ストレスを引き起こす要因として鉄イオンが関与するフェントン反応がよく知られていることから、

定常期における生存に対する金属イオンの影響について調べたところ、培地に亜鉛を添加することによって

生存が低下するように見られることがわかった。この亜鉛の影響について詳細に調べてみると、定常期から

の再増殖開始の遅延が原因と考えられることがわかった。また活性酸素種の分解に重要なカタラーゼなどの

酵素群を欠失した変異株では亜鉛感受性が高いことがわかり、酸化ストレス耐性と関連していることが示唆

された。 

 また真核生物を含めて広く保存されている低分子量 GTPase の中で、カタラーゼの活性調節に関与してい

ることはわかっているものの、まだ細胞内での機能がよくわかっていない低分子量 GTPase の変異株では、

野生株との競合生育アッセイで定常期の生存が低下し、この場合も定常期からの再増殖開始に遅延が見られ

ることがわかった。これらの結果から定常期の生存に重要と考えられる定常期からの再増殖に酸化ストレス

耐性機構が関連していることが明らかになった。 

 そこでカタラーゼの活性に対する亜鉛の影響を調べることを考え、アラビノースによって誘導されるプロ

モーターにカタラーゼの遺伝子を連結した過剰生産株を作製したが、顕著な過剰生産は確認できなかった。

しかしカタラーゼ活性が欠損する変異遺伝子の場合には過剰生産が確認できたため、一種のフィードバック

調節機構が機能している可能性が考えられた。遺伝子上流領域を変えた状態で調節されていることから、遺

伝子発現調節の場合には転写または翻訳の伸長段階の調節、遺伝子発現調節でない場合には遺伝子産物の分

解の段階での調節の可能性があると考えた。そこでカタラーゼと β ガラクトシダーゼの融合タンパク質を産
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生する株を作製して調べたところ、カタラーゼの過剰生産による β ガラクトシダーゼ活性の低下が見られ、

遺伝子発現調節機構であることが示唆された。 

 以上のことから、定常期における生存には再増殖が重要であり、この再増殖には酸化ストレス耐性機構が

密接に関連していることが示唆された。また、カタラーゼなどの活性酸素種を除去する酵素群には、フィー

ドバック遺伝子発現調節機構が機能していることがわかってきた。（永井、加藤） 

 

（２）得平グループ（微生物分子生理学グループ） 

１）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。現在、そ

の生理的意義の解明を進めている。（伊藤、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。そこで hetR 遺伝子の有無と系統の関係を調べたところ、系統でなく形態と関連しているこ

とが判明し、同系統のものでも単細胞性にはなく多細胞性のみに保存されていた。これはつまり、hetR 遺伝

子がヘテロシスト分化以外にも多細胞であることの生理的意義を有していることを示唆している。よって、

ヘテロシストを形成しないシアノバクテリアの hetR 遺伝子の機能を調べることで、単細胞生物がなぜ多細胞

化するのかの糸口を見いだすことが期待される。そこで、ヘテロシストを形成しない多細胞性シアノバクテ

リア Oscillatoria rosea NIES-208 の hetR 遺伝子の機能を解析し、hetR 遺伝子がヘテロシスト分化制御以外にど

のような生理的役割を持つのかを調べた。O. rosea の hetR 遺伝子破壊株を作製し、通常培養条件下で培養し

たところ、その増殖は野生株に比べ遅くなっていた。この増殖の遅れは、菌体を植え継いだ直後に増殖が回

復するまでの時間が長くなることが原因であることが分かった。また、hetR 遺伝子破壊株を用いてトランス

クリプトーム解析を行い、hetR 遺伝子破壊により発現が変化した遺伝子を同定した。細胞分裂に関与する rare 
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lipoprotein A をコードする遺伝子や転写因子をコードする遺伝子の発現が変化しており、今後これらの遺伝子

の機能解析により、ヘテロシスト非形成型シアノバクテリアでの hetR 機能を明らかにする。（加藤(優)、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。一方で、これ

までにヘテロシスト形成パターンに異常があるいくつかの変異株が単離されている。それらの株においては、

ヘテロシストが複数個連続して形成されたり、糸状体の末端にしかヘテロシストが形成されないなどのパター

ン異常が起こる。しかし、これまでの解析においてはヘテロシスト分化の誘導後のある時点においてそのパタ

ーンを観察していたため、異常なパターンが形成される過程は分かっていなかった。そこでヘテロシスト分化

の過程を経時的に観察する手法を開発し、パターン異常を示す変異株においてどのように異常なパターンが形

成されるのかを解析した。（大山、得平） 

 また、ヘテロシストパターン形成と細胞内シグナルや遺伝子発現の変化との因果関係を解明するため、

IR-LEGO（Infrared laser-evoked gene operator）システムを利用した一細胞レベルでの遺伝子発現制御系の開発を

進めている。これは赤外レーザーを生体の単一細胞に照射することで細胞を温めて熱ショック応答を起こさせ、

熱ショックプロモーター下流の遺伝子の発現誘導を行う手法である。この技術により、特定の時期に特定の細

胞でのみ遺伝子発現を誘導することが可能となる。Anabaena PCC 7120における熱ショック遺伝子の発現制御

機構を解明し、IR-LEGOによる単一細胞での遺伝子発現制御システムを開発していく。（千村、得平） 

d) ヘテロシスト多糖層の形成制御機構の解明 

 ヘテロシストは窒素固定を行うために、細胞内を嫌気的に保っている。ヘテロシスト特異的に形成される細

胞外多糖層は、嫌気的な細胞内環境の構築に必須の構造である。ヘテロシスト多糖層の形成には多くの遺伝子

が関与していることが知られているが、その形成制御機構は未だ解明されていない。Anabaena PCC 7120の

alr1086遺伝子とall4160遺伝子の破壊株ではヘテロシスト多糖層が形成されない表現型を示す。また、これらの

遺伝子がコードするタンパク質は、細菌の遺伝子制御系であるPartner-switching systemで働くタンパク質のドメ

インを持つ。これらのことから、alr1086遺伝子、all4160遺伝子が同一の遺伝子制御系で働き、ヘテロシスト多

糖層の形成を制御しているのではないかという仮説を立て、これらの遺伝子がコードするタンパク質の関係や、

それに関与するセリンキナーゼの同定を目指している。(原田、得平) 

e) アキネート分化の制御機構 

 シアノバクテリアの中には乾燥やリン酸飢餓などの環境悪化を受けて、光合成を行う栄養細胞からアキネー

トと呼ばれる休眠細胞に分化するものがいる。アキネートは胞子様の細胞であり、過酷な環境に耐えることが

できる。また、環境が改善されると栄養細胞に脱分化し、増殖を再開する。このような現象は古くから知られ

ているが、その分化及び脱分化の制御機構はほとんど明らかになっていない。 

 これまでの研究において、転写因子OrrAがるAnabaena variabilisのアキネート形成に必須であることを見いだ

した。そこで、アキネート分化誘導後のorrA破壊株における遺伝子発現変化をトランスクリプトーム解析によ

り明らかにした。orrA遺伝子の破壊により、数百の遺伝子の発現誘導が見られなくなり、OrrAがアキネート形

成過程で重要な役割を果たすことが示された。さらに、orrA破壊株において発現誘導が見られなくなったhepA

とavaK遺伝子の破壊株を作製し、そのアキネート形成への影響を調べた。その結果、hepA遺伝子破壊株でもア

キネートの形成が起こらなくなった。hepAはヘテロシストの多糖層の形成に関わることが知られている遺伝子

であるが、アキネート形成にも関与していることが示された。一方、avaK遺伝子破壊株では、アキネートは形

成された。しかし、形成されたアキネートの低温耐性が低下している可能性があり、今後詳細に検討していく。

（君島、得平） 

 

２）極限環境への適応機構 
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 シアノバクテリアは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を含めた乾燥応

答におけるシグナル伝達機構は、ほとんど分かっていない。OrrAは二成分制御系のレスポンスレギュレーター

であり、ヒスチジンキナーゼ(HK)からのリン酸基転移により活性が制御される。OrrAのリン酸化に関わるHK

を同定するため、ゲノム上でorrAの近傍にある3つのHKとOrrAの関係について研究を進めた。3つのHKそれぞ

れの遺伝子破壊株を作製したところ、全てのHKが乾燥応答に関わっていた。また、3つのHKはOrrAにより発

現が制御されており、OrrAの下流で機能していることが明らかとなった。今後、これらのHKの機能解析によ

り乾燥応答の分子機構を解明すると共に、OrrAの活性を制御するHKの同定に取り組む。（下仲、得平） 

 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

遺伝子であることが分かっている。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や好冷菌である

Psychrobacter属にもホモログが存在することを見いだした。D. radioduransは放射線耐性菌として知られ、その

放射線耐性は乾燥耐性を獲得した結果として得られたものであると考えられている。また、Psychrobacter属の

細菌は南極の氷からも単離され、氷点下でも増殖が可能なことで知られている。anaKa遺伝子の機能を明らか

にし、極限環境での細菌の生存機構の解明を目指す。（宮崎、得平） 

 

３）機能未知光合成関連遺伝子の機能解析 

 シアノバクテリアや植物などの酸素発生型光合成生物に高度に保存された機能未知遺伝子（ここでは遺伝子

Ａとする）は単細胞シアノバクテリアであるS. elongatusにおける必須遺伝子とされている。また、植物におい

て遺伝子Ａは核ゲノムにコードされているが、葉緑体への移送シグナルペプチドを含んでいる。さらに非光合

成生物や非酸素発生型光合成細菌にはこの遺伝子のホモログは含まれないことから、遺伝子Ａは酸素発生型光

合成に関わる遺伝子であることが推測される。 

 系統的に異なる３種のシアノバクテリアを用いてこの遺伝子Ａの破壊株の作製を試みたが、組み換えが完全

に起こった株は得られず欠損させることができなかった。このことから遺伝子Ａはシアノバクテリアにおいて

必須遺伝子であると考えられる。また遺伝子Ａの発現抑制株を作製したところ、抑制株では光合成色素である

フィコビリンとクロロフィル量の減少が見られ、生育が著しく低下した。以上の結果から遺伝子Ａはシアノバ

クテリアの光合成機能に関与していると考えられる。現在、発現抑制株のより詳細な解析によって、遺伝子Ａ

と光合成との関係の解明を進めている。(城取、得平) 

 

４）シアノバクテリアを用いたCO2からの有用物質生産 

 高い光合成能を有するシアノバクテリアは、CO2から様々な有用物質を生産させるホストとして期待されて

いる。しかし、光合成により取り込まれたCO2の多くが増殖に必要な物質の生合成や目的物質以外の物質の生

産などに利用されてしまうため、目的物質の生産性が高くないという問題がある。そこで、目的の代謝経路の

みが機能するシアノバクテリア細胞を作りだし、CO2から効率的に目的物質を生産させるシステムの開発を進

めている。（松永、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）、木下 温子（助教）、渡辺 選子 (D3)、Kasidit Rattanawong（D3）、Tety 
Maryenti (D2)、Hanifa Aini (D1)、赤坂 大輔 (M2)、古野 真由子 (M2)、安冨 要 (M2)、和田 美月 (M2)、澤
本 陸 (M1)、増尾 心之介 (M1)、渡辺 真史 (B4)、瀬尾 光範（連携客員准教授）、戸田 絵梨香 (学振 PD)、
加藤 紀夫（客員研究員）、内海 貴夫（客員研究員）、大西 由之佑（客員研究員） 
 
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、茎頂分裂組織が栄養成長から生殖成長に転換する過程（花成）についての研究をスタート

させている。さらには、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。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。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) イネ受精卵発生を誘導する OsASGR-BBML1 の標的遺伝子群の同定：これまでの本研究室の研究により、

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 個同定されており、それら遺伝子の中の

AP2型転写因子酵素をコードするOsASGR-BBML1が受精卵の発生誘導に深く関与していることが強く示唆

されている。また、卵細胞での OsASGR-BBML1 の異所的発現による分裂・発生誘導が確認され、卵細胞内

でOsASGR-BBML1により発現が誘導される遺伝子群が受精卵の初期発生を司っている可能性が強く支持さ

れている。今年度は、OsASGR-BBML1 を異所的発現させた卵細胞のトランスクリプトーム解析を進めた。

今後は、①卵細胞、②受精卵、③OsASGR-BBML1 を異所的発現させた卵細胞、および④OsASGR-BBML1
の機能を抑制させた受精卵の遺伝子の発現プロファイルをそれぞれ比較することで、OsASGR-BBML1 の標

的遺伝子群候補の同定を目指す。（増尾、*大島、*光田（*産総研））） 
1-2) イネ配偶子及び受精卵を用いた 1 細胞トランスクリプトーム解析系の確立：卵細胞と精細胞の受精（融

合）後、融合細胞（受精卵）内では、卵細胞から受精卵への変換に伴う卵（受精卵）の活性化や雌雄配偶

子由来因子の活性化あるいは不活性化、新規遺伝子発現の開始など、細胞内でダイナミックな変化が起き

ていると考えられており、受精卵発生機構のさらなる解明に向けては、受精卵を経時的に解析することが

必要だと考えている。しかしながら、in vivo条件下では最初期発生過程の受精卵のサンプリングが難しく、

また、受精後に起こる雌雄核の融合時期は個体によってばらつきがあることが知られている。そこで本研

究では、in vitro受精によって受精卵を作出したのち、受精直後から雌雄核合一完了までの最初期発生過程

の受精卵を経時的にサンプリングし（融合後 15, 30, 60, 120, 240, 360 分）、1 細胞 RNA-seq（scRNA-seq）解

析を行うこととした。はじめに、イネ配偶子の scRNA-seq 解析を行った結果、卵細胞 1 個由来のサンプル

反復間で相関性の高いデータが得られた。受精卵は卵細胞とほぼ同等の大きさであることから、受精卵で

も scRNA-seq 解析によって精度の高いデータが得られると考え、これまでに、受精卵の経時的なサンプリ
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ングおよびシークエンス解析を進めている（現在データ解析中）。これにより、未だ未知な点の多い植物受

精卵の最初期発生過程における遺伝子発現制御やその分子機構の一端を明らかにすることができると考え

ている。（戸田、木下、*越水、*矢野（*明治大）） 
 
２) 受精卵の初期発生機構 
 卵細胞は精細胞と融合することで受精卵へと変換し、発生に向けた細胞および発生プログラムが始動する。

本項目では、活性酸素種 (ROS) のレベル変動、ミトコンドリアの動態変化、および細胞周期の進行制御と

いった受精卵の活性化や初期発生に密接に関連していると推定されている細胞機構について研究を進めた。 
2-1) The dynamics of ROS level and their functions in early developing rice zygotes: Diphenyleneiodonium (DPI), an 

inhibitor for ROS production, was found to fully inhibit the first cleavage of the rice zygotes, indicating the important 
role of ROS in promoting zygotic development. Time-lapse monitoring of ROS levels indicated that, after gamete 
fusion, the overall intracellular ROS levels gradually dropped toward the minimum extent during early development 
of zygotes and, thereafter, increased again in late-stage zygotes. Although the total intracellular superoxide (O2⦁−) 
levels showed no significant difference between egg cells and fertilized zygotes, the levels of mitochondrial O2⦁− were 
abruptly diminished immediately after fertilization, indicating that the entry of a sperm cell into an egg cell can 
quickly trigger the conversion of O2⦁− into hydrogen peroxide (H2O2), specifically in mitochondria, to possibly activate 
the rapid physiological response via H2O2-mediated signaling mechanism. In addition, the rebound of high O2⦁− level 
was estimated to be important for proper development of globular-like embryo. Moreover, the crucial role of 
glutathione metabolism in early zygotic development was shown by the blockage of cytosolic glutathione synthesis 
using buthionine sulfoximine (BSO), which arrested zygotic development at two-cell embryo stage. Not only the 
upregulation upon global de novo gene expression and nuclear localization of glutathione peroxidase 1 (GPX1) were 
observed in zygotes, we also found that the inhibition of GPX enzymatic activity by mercaptosuccinic acid (MSA) 
delayed zygotic/embryonic development. This suggests an interplay of H2O2 production and glutathione metabolism 
in the redox signaling mechanism during zygotic development in rice. Furthermore, we investigated redox potential of 
glutathione (EGSH) during zygotic/embryonic deveoplement using transgenic rice stably expressing Grx1-roGFP2 and 
found that the oxidation of glutathione progressively occurs in zygote after fertilization and reached its peak at 8 HAF. 
The treatment of zygotes, expressing Grx1-roGFP2, with MSA inhibitor allowed visualization of a significant delay in 
glutathione oxidation along with the extremely slow development. These results strongly suggest that both antioxidant 
properties of glutathione and GPX functions are synergistically required for the removal of excessive H2O2 during 
zygotic development.（Rattanawong, 戸田, *田中, *辻（*横市大）） 

2-2) Dynamics of mitochondrial distribution in gametes and zygotes in rice: Mitochondria are highly dynamic 
organelle which constantly undergo events of fission and fusion. This plasticity ensures the proper distribution of the 
metabolism, the proper inheritance of functional organelles and a relatively constant mitochondrial population in the 
cells. In this study, intracellular localization and distribution of mitochondria in the rice gametes and zygotes were 
observed using probes for mitochondrial DNA and matrix. In the egg cells, mitochondria majority were found 
surrounding the nucleus. After gametes fusion, the resulting zygotes showed the mitochondrial distribution and 
localization equivalent to those in rice egg cells until 8 hours after fusion (HAF). From 12 to 18 HAF, the 
mitochondria were uniformly distributed in the zygotes, and subsequently the zygotes entered in mitotic stage. In early 
prophase, the mitochondria migrated and localized densely around the nucleus of the zygotes. Thereafter, the 
mitochondria localized at the peripheral of the possible mitotic spindle during metaphase and anaphase. Then, during 
cytokinesis, the mitochondria localized around phragmoplast where the new cell plate was formed. 

 In animal, generally the mitochondria will be passed on to the offspring maternally from female gamete. However, 
in plant, some species also could obtain the mitochondria from both of male and female gametes (biparental 
inheritance) or from male gamete only (parental inheritance). To see stability of male mitochondria in rice zygotes, 
stained-sperm cell of rice was electro fused with wild type rice egg cell. The result showed mitochondrial signals were 
detected around sperm nucleus inside of the fertilized egg cell and developing zygotes. Therefore, to ensure this 
possibility that paternal mitochondria persist on fuse with maternal mitochondria in early zygotes, we are establishing 
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transgenic plants expressing GFP and RFP targeted to mitochondria to facilitate our observation. In the near future, we 
would like to perform electrofusion between rice egg cell expressing H2B-GFP and rice sperm cell expressing 
Mitochondria-RFP and observe the stability of the sperm-derived mitochondria in the fertilized egg cell（Aini、*佐藤
（*名古屋大））. 

2-3) 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、あるいは機能を阻害し、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。卵細胞における発現抑制のため、配列特異

的な dsRNA を PEG-Ca2+ transfection法を用いて卵細胞に導入することによる、OsKRP2 の発現抑制を試み

た。dsRNA導入が認められた細胞の半定量的 RT-PCR を行ったが、dsRNA導入による発現抑制の効果を確

認することが出来なかった。次に、受精卵の初期発達段階における OsWEE1 の機能を明らかにするために、

受精卵を WEE1 阻害剤存在下で培養し、受精後から第一分裂に要する時間とその後の発達過程に対する阻

害剤の効果を調べた。その結果、阻害剤で処理することにより、受精卵の第一分裂に要する時間が短くな

る傾向が見られた。また、初期胚発達において、発達遅延や分裂不全、核の肥大化などの異常が見られた

ため、正常な受精卵発達には OsWEE1 活性が必要であることが示唆された。さらに、この OsWEE1阻害に

よる初期胚発達不全が受精卵の第一分裂における WEE1 阻害によるものなのか否かを確かめるために、受

精卵が第一分裂を終えた直後に阻害剤を添加し、観察を行ったところ、初期胚発達の進行はほぼ正常であ

った。これらの結果から、受精卵初期発達過程の中でも、雌雄ゲノム混合や受精卵ゲノムの再構成などが

生じる、第一分裂前の発達過程において OsWEE1が重要な機能を担っている可能性が考えられた。（安冨） 
2-4) 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、

フィーダー細胞培養液中に存在するタンパク質が初期発生の促進に働くことが示唆されている。昨年度特

定したフィーダー細胞培養液中の熱不安定性タンパク質の中から、プロテオーム解析の検出頻度の高かっ

た 60種についてデータベースを用いて細胞内の局在及び遺伝子オントロジーについて解析を行った。現在

は、検出頻度が最も高かったアミラーゼが受精卵の初期発生に与える影響について検討している。さらに、

培地中の 2,4-D の存在の有無にかかわらず、Oc 細胞が存在しないと受精１日後に核合一が観察される IVF
受精卵の割合は低かったことから、Oc 細胞の核合一への影響について検討を進めている。（渡辺選） 

 
３）分子マーカーを用いたイネ受精卵初期発生機構の解析 
被子植物においては、受精卵の第一分裂がその後の発生過程に重要な機能分化をもたらすと考えられてい

るが、その詳細な分子メカニズムについては明らかにされていない。その要因の一つとして、受精卵および

初期胚発生過程が組織の深部にあり、生理学的解析や発生過程の観察が困難であることが挙げられる。これ

までの解析から、in vitro受精系で作出された受精卵が通常の発生過程と同様に二細胞胚・球状胚へと成長す

ることが形態的に確認されている。しかしながら、イネの胚発生段階の指標となる分子マーカーが少ないこ

とから、in vitro受精卵の発生における分子的な知見は非常に限られている。そこで本項目では分子マーカー

を用いて in vitro受精卵の発生様式を検証し、in vivo の発生と比較することにより、受精卵の第一分裂や初期

胚発生機構に必要な分子機構の実態にせまることを目的として実験を行った。 
3-1) 3次元画像構築を用いた 4細胞胚の観察：in vitro受精系で作出された受精卵の初期発生過程は概ね in vivo
の発生過程を反映していると考えられるが、これを定性的に示した例はない。近年他のグループから発表

された論文で、in vivo では 2 細胞胚における頂端および基部 2 細胞の分裂が独立して起こり、この 2 細胞

における分裂面間の角度はランダムであることが示されている(Ishimoto et al., 2019)。in vitro の発生過程に

おける受精卵の分裂様式について知見を得るため、in vitro受精系で作出した受精卵を約 24時間培養し、得

られた 4 細胞胚の細胞壁を染色して共焦点レーザー顕微鏡で Z-stack画像を取得した。構築した 3次元像よ
り、胚の表面を観察したところ、2 細胞胚における 2 つの第二分裂面がほぼ一致しているものから、分裂面
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の角度にわずかな差を生じているもの、分裂面間の角度が 90 度近いものなど様々なバリエーションの 4 細

胞胚が観察された。このことから、in vitro においても、2 細胞胚における 2 つの第二分裂が独立して起こ

り、その間の角度はランダムであることが示唆された。（木下） 
3-2) 2 細胞胚における特性の発生学的解析：3-1)より、in vivo と in vitro の発生過程において、受精卵から 4
細胞胚までの分裂パターンは高度に保存されていることが示唆された。この結果を受け、in vitro で作出し

た 2 細胞胚の特性を明らかにすることを目的として、実験細胞生物学的アプローチを試みている。まず、

分離技術を習得するため、先行研究 (Okamoto et al., 2005) に倣ってイネ in vitro 2 細胞胚の細胞壁分解およ

び細胞単離を試みた。その結果、イネ in vitro 2 細胞胚の分離および培養に成功した。さらに、2 細胞胚にお

ける個々の細胞の特性を明らかにするため、分離した 2 細胞をそれぞれ独立のシャーレで培養し経時観察

を行った。その結果、細胞サイズの大きい基部細胞は培養期間を通じて盛んに分裂し、カルスを経て植物

体再生に至ったのに対して、細胞サイズの小さい頂端細胞は培養後 2 日目以降に分裂活性が顕著に低下す

る様子が観察された。この結果は、2 細胞胚における頂端及び基部細胞の特性が異なっている可能性を示唆

している。今後は分離した 2 細胞を用いて、一細胞トランスクリプトーム解析を行う予定である。（木下） 
3-3) Whole-mount in situ hybridization (WISH) 法を用いたマーカー遺伝子の発現パターン解析：昨年度、茎頂

メリステムの初期マーカーである OSH1 遺伝子の発現をレポーターライン gOSH1-GFP を用いて観察した。

OSH1 は in vivo において受粉後 3-4 日後から転写が確認される遺伝子であるため、より初期の胚発生過程に

おける分子マーカーの発現を検証するため、WISH法による遺伝子発現パターン解析を行った。まず、イネ

における WISH法の確立およびマーカー遺伝子の選抜を目的として、in vivo胚を用いて WISH を行った。

その結果、初期胚発生で発現することが知られている 2 遺伝子のプローブについて、特異的な発現パター

ンが確認された。そこで、このうち 1種類のプローブを用いて in vitro胚における発現パターンを検出した

ところ、受精後 4−5 日目の胚において in vivo胚に比べて顕著に発現領域が縮小するという予備的な結果を

得た。今後は、試行数を重ねより詳細に発現パターンを検証するとともに、新たなプローブについても解

析を進めることにより、発生過程における in vivo と in vitro の相違を明らかにしていきたいと考えている。

（木下） 
 
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。また、卵細胞における発生抑制機構に関

与する転写因子の同定に向けた解析も進めている。 
4-1) Previously, our group demonstrated that cold stress might trigger the G1-arrested egg cell to progress from G1 to S 

phase of the cell cycle, thereby promoting mitosis of the haploid egg cell. In this academic year, the cold treatment 
experiment in Nipponbare egg cells has been further conducted and we found that 15-20% of egg cells exhibited cell 
division after cold treatment (n = 7/41) and approximately 60% of the divided egg cells regenerated into mature rice 
plants (n = 4/7). The ploidy levels of the egg cell-derived plants were also measured by assessment of nuclear DNA 
amount using flow cytometry. Among the examined egg-derived plants, various ploidy numbers were detected, 
including haploid (n), diploid (2n) and tetraploid (4n). The presence of haploid plant affirms that the obtained plant is 
truly regenerated from an egg cell and the genome duplication might occur under the influence of cold stress, resulting 
in the polyploidy. Furthermore, due to the presence of single nucleotide polymorphisms (SNPs) in Japonica 
(Nipponbare; NB) and Indica (Kasalath; KS) subspecies, the intersubspecific hybrid plants (NBKS hybrid) were 
created to test the hypothesis that whether genome duplication would normally occur during autonomous egg cell 
division, and that all the duplicated chromosomes in the egg-derived plant would exhibit an identical array of SNPs, 
which resulted from an only single chromosome recombination event during meiosis. Up to now, we have got a large 
number of plants regenerated from egg cells isolated from diploid NBKS hybrid individuals and, using material from 
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these plants, SNPs-based mRNA sequencing will be performed in the future. The preliminary test for the ploidy levels 
in NBKS egg cell-derived plants exhibited variety of ploidy numbers, including 2n, 3n, 4n, 5n and 6n. Interestingly, 
the obtained hexaploid plants showed extreme growth defects such as pale and narrow leaves, weak and thin stem and 
short stature (n = 3), compared to the other egg-derived plants with diffrent ploidy.  (Rattanawong)   

4−2) 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アニリドヒドロキサ

ム酸（SAHA）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。イネ卵細胞の分裂および発生を

高頻度で誘導する SAHA処理条件検討の結果、濃度 10 µM で 24時間処理する条件において、最も効率的

に誘導できることが考えられ、この条件で処理した野生型イネ卵細胞は、カルスを経て植物体へと再分化

した。得られた植物体の倍数性は、2倍体、4倍体および 6倍体の 3種類であったことから、イネ卵細胞が

SAHA 処理により分裂・増殖する過程で核内倍加が生じたことを示している。SAHA が核分裂誘導に有効

である一方で、HDAC 阻害剤として広く知られているトリコスタチン A（TSA）を処理した卵細胞では分

裂誘導が見られなかった。そこで、SAHA処理卵細胞、 TSA処理卵細胞および未処理卵細胞の遺伝子発現

プロファイルの比較を進めた結果、多くの発現変動遺伝子（DEGs）が検出され、有性生殖、細胞骨格、お

よび発生現象への関与が推定される遺伝子群などが、発生誘導機構の有力な候補因子であると考えられた。

（和田、*佐藤（*名古屋大）） 
4−3) 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

伝子座解析を進めるため、解析予定の 53品種のうち 45品種に関して培養実験を行い、分裂率を算出した。

また、Kasalath卵細胞の自律的分裂・発生の詳細な動態を観察するため、核がヒストン H2B-GFP で標識さ

れる形質転換体をアグロバクテリウム法によって作出した。この形質転換体の生殖細胞では核蛍光がおお

よそ半分の割合で見られ、導入遺伝子をヘテロで持つ可能性が高い。現在その植物体の種子より成る F2世
代を生育・選別しホモ化に取り組んでいる。（赤坂、*江花（*食品産技研）） 

4−3) イネ卵細胞の自律的分裂・発生を誘導する新規遺伝子の探索: 卵細胞では分裂や発生の進行が抑制され

ているが、その発生機構は精細胞と受精することをトリガーとして解除され、受精卵内で発生誘導機構が

新たに駆動し、発生が始まる。本項目では、イネの未受精卵細胞の自律的分裂・発生を誘導する新規転写

因子を同定し、その機能を明らかにすることで、卵細胞における発生抑制機構および受精卵の初期発生機

構を解明することを目的とした。本解析では、キメラリプレッサー法を用いることで発生の抑制あるいは

誘導機構を制御することを試みた。キメラリプレッサー法とは転写因子に短い転写抑制ドメインを付加す

ることで、その転写因子およびホモログの標的遺伝子群の発現を効率よく抑制する技術である。イネの配

偶子および受精卵のトランスクリプトームデータと次世代シーケンスのデータより受精により発現が抑制

される転写因子遺伝子(4 遺伝子)、あるいは促進される転写因子遺伝子(32 遺伝子)を昨年度絞り込み、今年

度は、受精により発現が抑制される 4 遺伝子から 2種類の転写因子キメラリプレッサーについて検討した。

また、プラスミドは PEG-Ca2+法 ransfectipn 法で導入しているが、導入時の Ca2+濃度を 2倍にすることで従

来の導入効率よりも高い導入効率が得られた。（澤本、*高木、**大島、**光田（*埼玉大、**産総研）） 
 
５) 交雑受精卵の発生機構：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 
イネおよびトウモロコシに加え、コムギ配偶子を用いた in vitro受精系が近年確立され、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交雑受精卵が発生能を有するか見つけ出すとともに、

交雑受精卵・胚の中で生じる、染色体脱落、異種ゲノム間の軋轢、異種ゲノム DNA の挿入などの機構の解

明を目指している。 
5-1) イネ—コムギ交雑卵の解析 Production of cytoplasmic hybrid derived from wheat and rice gametes fusion:  

Since hybridization plays role in evolution and diversification, the production of hybrid has been a particular interest 
among scientists. However, mechanism in hybridization largely unknown due to limitations in production of hybrid 
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zygotes with desirable gamete combinations. The use of IVF system has opened the access to hybridization event 
since sexual reproduction and manipulation of ploidy level of fertilization could be conducted. In this study, we 
hybridized subfamily distant species of wheat and rice by IVF system. The fusion of rice sperm cell and wheat egg 
cell resulted in the hybrid embryonic arrest. In consistent with its reciprocal combination, the embryo also encountered 
degeneration. The addition of wheat egg cell and the increase of double sperm cell dosage have overcome hybrid 
developmental arrest in both combinations, respectively. However, during the developmental progression of hybrid 
zygotes, rice genome appeared to be eliminated. Interestingly, plants regenerated from these combinations showed 
variance of phenotypes. Therefore, those plants were subjected to NGS and further analyses. According to NGS data, 
rice nuclear and mitochondrial genome appeared to be integrated in wheat genome. We confirmed the data by running 
PCR test and conducting FISH experiment. The results of PCR indicated that rice nuclear and mitochondrial genome 
integrated in some of wheat-rice regenerated plants. Moreover, FISH results showed the co-existence of both 
mitochondrial signals derived from wheat and rice in the cytoplasmic area of hybrid root cells. These pre-liminary 
data suggested that the cytoplasmic hybrid plant could be possibly produced by IVF system and it could be the source 
of genetic variance for wheat improvement. （Maryenti，*石井、**越水、**矢野（*鳥取大、**明治大）） 

5-2)トウモロコシ—コムギ交雑卵の解析：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脱落することで半数性のコムギ種子が形成されるこ

とが知られているが、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。本項目では、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。昨年度までに、トウモロコシ—コムギ交雑受精卵で

は順調に発生が進み、幼植物体が得られた。また、その植物体の形態及び花粉の観察、稔実率調査及びフ

ローサイトメトリー解析の結果から、コムギ-トウモロコシ交雑受精卵から得られた植物体は半数体コムギ

であると考えられた。今年度は、交雑受精卵由来の植物体の全ゲノム解析の結果より得られたトウモロコ

シゲノム推定挿入部位に対するゲノム PCR を行ったところ、交雑受精卵由来植物体のゲノムにトウモロコ

シゲノム断片の挿入は確認されなかった。このことから、今回得られた植物体がコムギの半数体であるこ

とがわかった。 （古野，*石井、**越水、**矢野（*鳥取大、**明治大）） 
 
６) イネ受精卵—葉プロトプラスト融合細胞の発生プロファイル 
 被子植物において、卵細胞は精細胞との配偶子融合によって次世代個体となる受精卵を形成する。全能性

細胞である受精卵は高い分化・増殖能をもち、各組織・器官への分化を伴う発生・発達によって、胚形成お

よび個体形成を進行させる。受精卵（胚）の発生過程で形成される各組織・器官を構成する細胞は、エピゲ

ノム修飾状態の変換に伴い、それぞれが異なる遺伝子発現プロファイルを示す。本研究では、イネ in vitro受
精系を用いて、受精卵に葉プロトプラストを細胞融合することによって、エピゲノム修飾状態が異なる細胞

の融合が受精卵の発生プロファイルにどのような影響を及ぼすかについて、実験発生学的に明らかにするこ

とを目的とした。 
6-1）融合受精卵の作出および発生解析：卵細胞と葉プロトプラストの融合細胞を作出し、それらの観察を行

ったところ、半数以上の個体で卵核と葉プロトプラスト核の合一がみられた。次に、卵細胞、精細胞およ

び葉プロトプラストの融合によって、融合受精卵（受精卵×葉プロトプラスト）を作出し、それらの発生過

程を観察したところ、融合受精卵の多くは核合一後にその発生を停止した。一方で、28個体中 6個の融合

受精卵は、核分裂を進行させ 2 核となり、また、そのうち 1 個体はカルスへと発生・発達した。これらの

結果より、エピゲノム修飾状態が異なるゲノムあるいは葉プロトプラスト由来の細胞質・オルガネラの混

合が、植物受精卵の発生に影響を及ぼすことが示唆された。（戸田） 
6-2）雌性過多な融合受精卵の作出および発生解析：先行研究において、雌雄バランスが不均衡なイネ倍数性

受精卵の発生プロファイルが観察され、雌性過多な倍数性受精卵（複数個の卵細胞と 1 個の精細胞からな

る倍数性受精卵）は、2倍体受精卵と同等の発生能をもつことが示されている。そこで、この雌性過多な倍

数性受精卵に対して同様に葉プロトプラスト融合を行ったところ、融合受精卵を構成する卵細胞の割合を

増やすことによって、融合受精卵が受精卵様の発生様式を示すようになることが明らかになった。これら

の結果より、細胞内の配偶子と体細胞の比率・割合によって、融合受精卵は異なる発生プロファイルを示
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すこと、また、配偶子（卵細胞）の割合を増やすことで、融合受精卵は体細胞由来のゲノム・細胞質・オ

ルガネラとの軋轢を乗りこえ、受精卵としての分裂・発生を進行させることが示唆された。（戸田） 
 
７) 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。 
Identification of proliferative cells among protoplasts prepared from rice scutellum callus: Plant somatic cells have been 

considered to maintain totipotent potential, since the undifferentiated cell mass, termed callus, is induced from somatic 
tissue via a variety of abiotic stress and plantlets can be regenerated from the callus. However, it remains open which 
cells in callus possess totipotent potential and how the putative totipotent callus cell proliferate. This will be mainly 
due to the difficulties in identification of cells with proliferative and totipotent potential among callus cells population. 
In this study, identification of cells exhibiting proliferation ability among somatic protoplasts isolated from rice 
scutellum callus was examined. Conditions for callus preparation/culture, cell wall digestion of callus cells, and 
protoplast culture were optimized to usage of callus (showing cream-color with 2-6 mm diameter) cultured for 4 days 
after subculture of 1st rice scutellum generation calli, treatment with enzyme solution consisting of 1 % cellulase 
"Onozuka" RS, 0.1 % pectolyase Y-23 for 6 h, and culture of isolated protoplasts by embedding them in agarose-based 
gel. By using those condition, it was found that the protoplasts divided into two nuclei stage at 3 days after culture, 
and subsequent progression of cell division and proliferation were observed approximately in 3.5% of cultured 
protoplasts.（Aini） 

 
８）新形質植物の作出 
 イネ、コムギ、トウモロコシの 3 大穀物について in vitro受精系が確立されていることから、当該系は、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。今年度は、コムギ−イネ雑種植

物の形質評価：上記項目 5-1 で作出したコムギ−イネ雑種植物を鳥取大学乾燥地研究センターの実験人工気

象室および実験圃場にて形質評価を進めており、現在までに、コムギ−イネ雑種植物はコムギと比べて開花が

2週間程遅れる傾向が見られている。次年度は、形質評価に供するコムギ−イネ雑種植物の系統を大幅に増や

すとともに、海外での圃場試験も視野に入れ研究を進める。（Maryenti，*石井（*鳥取大） 
 
９）花成にともなう茎頂メリステムの形態変化解析 
花成は植物が栄養成長から生殖成長に転じる過程であり、配偶子形成の第一段階として重要な意義を持つ。

先行研究により、花成に際し茎頂メリステムの形態、および遺伝子発現パターンが大きく変動することが知

られている。そこで本項目では花成における茎頂メリステムの形態変化に着目し、分子遺伝学的解析を試み

る。昨年度は、遺伝学的知見が数多く報告されているシロイヌナズナの変異体および蛍光分子マーカーを収

集し、これらの生育環境の確立や種子の収穫を行った。今年度は、これらのマーカー遺伝子の発現を観察す

るための顕微鏡観察基盤を整備した。 
9-1)シロイヌナズナ茎頂メリステムにおける WUS 遺伝子の発現パターン解析：植物の茎頂メリステムにおい

ては、ホメオボックス型転写因子である WUS と、分泌型ペプチドである CLV3 の間の負のフィードバック

機構が、幹細胞の恒常性を維持していると考えられている。先行研究により、花成に伴い茎頂メリステム

のサイズが増大することが報告されているが、この際 CLV3 や WUS の発現にどのような変化が生じるのか

についてはこれまで明らかにされていない。そこで、植物の生長相に応じた幹細胞制御機構の変化を検証

するため、WUS の発現レポーターラインを用いて経時的観察を行った。その結果、栄養生長期には WUS
を発現する細胞数が少なくまたその発現レベルも低いのに対し、転換期では WUS を発現する細胞数が増大

し、生殖生長期には WUS の発現レベルが上昇する様子が確認された。今後は、3次元画像解析ソフトウエ
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アや内生のリファレンス遺伝子との比較を通じて、これらの結果を定量・定性的に解析していく予定であ

る。（木下） 
9-2)花成における茎頂メリステムのサイズとアイデンティティ転換：栄養成長相から生殖成長相への転換期

である花成に際して、茎頂メリステムが増大する現象が幅広い被子植物種知られているものの、これまで

に茎頂メリステムのサイズと花成の関係性について明確に示されていない。本項目ではシロイヌナズナの

茎頂メリステムが増大する変異体を用いて、茎頂メリステムの増大が花成に与える影響を分子遺伝学的に

明らかにすることを目的とした。今年度は茎頂メリステムが増大する変異体の花成表現型や花成経路統合

遺伝子の発現パターンを確認し、野生型よりも花成が早期に誘導されることが示唆された。今後は、蛍光

分子マーカーの作出および生理学実験により、メリステムの恒常性に関わる遺伝子と花成の関係性につい

て調べる。（渡辺真） 
 
１０）新病害の同定及び植物病原微生物のライフサイクルの解析 
 新病害に関しては、都市緑化植物の病害の一例として、前年に引き続き実態調査と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ている。今年度は、調査および野外での採集を行うことができなかった

ため、調査面での大きな進展は得られなかった。その中では、大都市駅の屋上緑化地で、スナゴケに新規と

思われる病害を発見した。また、菌のライフサイクルの解析に関しては、完全世代のみしか通常観察されな

いネギ黒渋病菌Mycosphaerella allicina を用い、不完全世代を形成する条件の検討を開始した。今年度は、

人工培地上での子嚢核形成について、ALP培地（2000 Furukawa & Kishi）での核形成の確認とクチナシ葉抽

出成分の効果について検討した。（古川） 
 
3. 研究発表 
誌上発表 
Deushi R., Toda E., Koshimizu S., Yano K., Okamoto T. (2021) Effect of paternal genome excess on the developmental 

and gene expression profiles of polyspermic zygotes in rice. Plants 10: 255.  
Honma Y., Adhikari P.B., Kuwata K., Kagenishi T., Yokawa K., Notaguchi M., Kurotani K., Toda E., Bessho-Uehara K., 

Liu X., Zhu S., Wu X., Kasahara R.D*. (2020) High-quality sugar production by osgcs1 rice. Communications 
Biology, 3, 617. 

Ichikawa M., Kato K., Toda E., Kashihara M., Ishida Y., Hiei Y., Isobe S., Shirasawa K., Hirakawa H., Okamoto T., 
Komari T. (2021) Whole-genome sequence analysis of mutations in rice plants regenerated from zygotes, mature 
embryos, and immature embryos. BioRxiv. https://biorxiv.org/cgi/content/short/2021.01.20.427397v1, 

*Kinoshita A., *Richter R. (2020) Genetic and molecular basis of floral induction in Arabidopsis thaliana. J Exp Bot 71 
(9): 2490-2504. (*Corresponding author) 

*Kinoshita A, *Vayssières A, Richter R, Sang Q, Roggen A, van Driel AD, Smith RS, Coupland G. Regulation of shoot 
meristem shape by photoperiodic signaling and phytohormones during floral induction of Arabidopsis. Elife. 2020 
9:e60661 *equally contributed 

Maryenti T., Kato N., Ichikawa M., Okamoto T. (2021) In vitro fertilization system using wheat gametes by electric 
fusion. Methods in Mol Biol. in press 

Otsuka K, Mamiya A, Konishi M, Nozaki M, Kinoshita A, Tamaki H, Arita M, Saito M, Yamamoto K, Hachiya T, 
Noguchi K, Ueda T, Yagi Y, Kobayashi T, Nakamura T, Sato Y, Hirayama T, Sugiyama M. Temperature-dependent 
fasciation mutants provide a link between mitochondrial RNA processing and lateral root morphogenesis. Elife. 
2021 10:e61611. 

Toda E., Okamoto T. (2020) A CRISPR/Cas9-based genome-editing using rice zygotes. Current Protocols in Plant 
Biology, 5, e20111. 

Toda E., Okamoto T. (2020) Gene expression and genome editing systems by direct delivery of macromolecules into rice 
egg cells and zygotes. Bio-protocol, 10, e3681. 

岡本 龍史、戸田絵梨香、加藤 紀夫 (2020) 「植物受精卵を用いたゲノム編集」、植物の化学調節、55 (1) 52-56. 
加藤 紀夫、岡本 龍史 (2021) 「植物受精卵でのゲノム編集技術の開発と品種改良への応用とその課題」、ゲ
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ノム編集技術を応用した製品開発とその実用化（技術情報協会）、第7章2節 pp522-528. 
加藤 紀夫、戸田絵梨香、岡本 龍史(2020) 「イネ受精卵への一過的導入法」、進化するゲノム編集vol. II（NTS

出版）、pp27-31. 
 
学会・セミナー等での発表 
Toda E, Koiso N, Takebayashi A, Ichikawa M, Kiba T, Osakabe K, Osakabe Y, Sakakibara H, Kato N, Okamoto T. An 

efficient DNA- and selectable-marker-free genome-editing system using zygotes in rice and its possible application 
to other crop species. Keystone Symposia “Plant Genome Engineering: From Lab to Field”（3 月、Denver・オンラ

イン） 
Aini H., Nakahira O., Okamoto T. “Identification of proliferative cells among protoplasts prepared from rice scutellum 

callus” 第 62回日本植物生理学会年会、2021 （3 月、オンライン) 
Maryenti Tety., Takayoshi Ishii., Okamoto T. “Developmental profiles of inter-subfamily polyploid zygotes produced by 

the fusion of wheat and rice gametes’’ 第 62回日本植物生理学会年会（3 月、松江） 
Rahman MH, Toda E., Kobayashi M., Kudo T., Koshimizu S., Takahara M., Iwami M, Watanabe Y., Sekimoto H., 

Yano K., Okamoto T. “Expression of Genes from Paternal Alleles in Rice Zygotes and Involvement of 
OsASGR-BBML1 in Initiation of Zygotic Development” 第 62回日本植物生理学会年会（3 月，松江・オン

ライン） 
Rattanawong K., Koiso N., Toda E., Tanaka M., Tsuji H., Okamoto T. “ROS dynamics and GSH-mediated glutathione 

peroxidase functions in developing rice zygote” 第 62回日本植物生理学会年会（3 月，松江・オンライン） 
木下 温子、Maryenti Tety、Aini Hanifah、戸田 絵梨香、岡本 龍史「単子葉植物イネ受精卵および初期胚にお

ける極性決定機構」第 62回日本植物生理学会年会（3 月、オンライン） 
戸田絵梨香「植物受精卵への物質導入によるゲノム編集」第 62回日本植物生理学会年会（3 月、松江・オンラ

イン） 
戸田絵梨香「イネ in vitro 受精系を用いた植物多精受精卵の発生過程および受精卵発生における雌雄配偶子の

機能差に関する解析」日本植物学会第 84回大会（9 月、名古屋・オンライン） 
戸田絵梨香, 亀川拓夢, 岡本龍史「イネ受精卵と葉プロトプラストから作出した融合細胞における核合一およ

び発生プロファイル」日本植物学会第 84回大会（9 月、名古屋・オンライン） 
渡辺真史, 岡本龍史, 木下温子「シロイヌナズナの花成における茎頂メリステムサイズとアイデンティティ転

換」第 62回日本植物生理学会年会（3 月，松江・オンライン） 
Okamoto T. “In vitro fertilization system in plants” UOS-TMU Life Science Conference 2020（2 月, 都立大・オンラ

イン） 
岡本龍史「父性転写因子による受精卵の発生誘導および異質倍数性受精卵の発生機構」新学術領域「植物新種

誕生の原理」2020 年班会議（7 月、オンライン） 
 
受賞・その他 
2021 PCP Best Paper Award: Rahman MH, Toda E., Kobayashi M., Kudo T., Koshimizu S., Takahara M., Iwami M, 

Watanabe Y., Sekimoto H., Yano K., Okamoto T. “Expression of Genes from Paternal Alleles in Rice Zygotes and 
Involvement of OsASGR-BBML1 in Initiation of Zygotic Development” 

2020 年度日本植物学会賞若手奨励賞 戸田絵梨香「イネ in vitro受精系を用いた植物多精受精卵の発生過程お

よび受精卵発生における雌雄配偶子の機能差に関する解析」 
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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）、高橋俊樹（特任助教）、松浦 雪（D2）、萩原拓海（D2）、宮内真帆（D1）、

岩佐康之（D1）、林 凌也（D1, 連携大学院）、森瑠香（M2）、岡田直樹（M2）、松下 伸 (M1)、西上文彬 (M1)、

野村千絵 (M1)、脇田 慧 (M1)、酒井俊介 (M1)、白井詢（B4）、中永早映（B4）、吉田まゆり（B4）、新

谷梨華（B4） 

  

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）プレエン

プティブ品質管理を介した膜タンパク質の選択的分解機構、２）ユビキチン化を介した低分子量 G タンパク

質の新しい機能制御、３）RNA結合タンパク質を介した細胞周期の調節機構、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、５）BAG6 複合体構成タンパク質の発現調節機構の解明も進めている。これ

らの研究の概要と現状について記載する。 

 

（１） プレエンプティブ品質管理を介した膜タンパク質の選択的分解機構 

 タンパク質生合成に至る遺伝子発現プロセスには、mRNA スプライシングの不良や各種オルガネラへの配

送異常など、多岐にわたるリスク要因が存在しています。正常な立体構造の形成に失敗した不良ポリペプチ

ド群は、本来は分子内部にパッキングされるべき疎水性残基がタンパク質の分子表面に露出し、細胞質で凝

集しやすい傾向を持ち得ます。これら不良構造をとった新合成タンパク質の多くは、生成した直後にその異

常性が認識され、分解系にターゲットされるのですが、不良ポリペプチドの認識・分解がうまくいかないと、

その蓄積・凝集体形成から、神経変性疾患や免疫異常など種々の病理的現象が誘導されます。このように、

新合成不良タンパク質の認識・分解系は、私たちの体の恒常性維持にきわめて重要ですが、その分子メカニ

ズムにはいまだ不明な点が多く残されています。 

 細胞質リボソームで新合成された膜タンパク質（あるいはインスリンなどの分泌タンパク質）は、その N

末端にシグナル配列を持ち、シグナル配列認識粒子（SRP）とトランスロコンの働きを介して、粗面小胞体

内腔へと輸送されます。一方、意外なことに、このプロセスの成功効率は必ずしも高くありません。特にス

トレス条件下では、シグナル配列の認識不良などが誘起され、シグナル配列を N末端に保持したまま（正常

な小胞体内プロセシングを受けないまま）の不良膜/分泌タンパク質が「細胞質」に蓄積します。これら凝集

性の高い不良タンパク質の蓄積を防ぐため、新しい「細胞質性」分解経路の存在が予見され、「プレエンプテ

ィブ（pre-emptive：予防的）」なタンパク質品質管理と命名されました。 

 私たちは、プレエンプティブ品質管理の中心的な因子として BAG6 を初めて見出しました。BAG6 とその

コファクターUBQLN4 は、不良インスリンなどをはじめとする新合成不良タンパク質を認識し、プロテアソ

ーム依存的分解系に導くのです。BAG6 は、ヒト第 6染色体MHC クラス III 領域にコードされるユビキチン

様タンパク質として 1990 年に記載されていたものの、長らく機能不明の遺伝子産物として注目を集めること

はありませんでした。私たちは、2005 年にプロテアソームの結合因子として BAG6 を見つけてから実験を続

けてきた結果、BAG6 が不良構造を持つ新合成ポリペプチドを特異的に認識して、これらをプロテアソーム
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系にリクルートする役割を持つことを世界で初めて見出したのです。 

 ヒトゲノムにコードされた全ポリペプチドの約 1/3 が、膜タンパク質（あるいは分泌タンパク質）です。

健康な我々の細胞でも、膨大な数量の不良ポリペプチドが日常的に産生され、BAG6（プレエンプティブ品

質管理）の顧客として処理されていることがわかってきました。一方、このシステムがうまく働かないと、

神経変性疾患や知的障害、１型・２型糖尿病、免疫疾患、発癌リスクの上昇など、多くの病態と関係するこ

ともわかっています。現在、研究室では、BAG6 を中心としたプレエンプティブ品質管理機構の作動メカニ

ズムと生物学的意義について、研究を進めています。 

 

（２） ユビキチン化を介した低分子量G タンパク質の新しい機能制御 

 BAG6 の機能を解している過程で、私たちは低分子量 G タンパク質群が、プレエンプティブ品質管理シス

テムの新しい標的となっていることを見つけました。 

 Rab ファミリー低分子量 G タンパク質は、メンブレントラフィックを制御する単量体 GTPase です。Rab

タンパク質は、GTP 結合型と GDP 結合型をサイクルすることにより、その立体構造や機能、細胞内局在が

変化します。低分子量 G タンパク質の活性制御は、ヌクレオチド交換（GTP-GDP 交換サイクル）から説明

され、世界中の教科書にもそのように記載されています。一方、出発オルガネラと到着（目的）オルガネラ

が物理的に隔たる RabファミリーG タンパク質の場合、到着地で不活性化（GTP加水分解）された GDP型

Rab タンパク質が、その後どのような運命をたどるのかは、ほとんど理解されていませんでした。さらに、

GDP型の蓄積が小胞輸送に重篤な障害を引き起こすことが、かねてより種々の Rabファミリータンパク質に

ついて報告されていました。これらの結果は、細胞質の GDP型 Rab タンパク質は低い量的水準に抑えられ、

GTP型に平衡が偏っている可能性を示唆しています。 

 一般に、GTP型（あるいは野生型）RabファミリーG タンパク質は長い半減期を示します。そのため、Rab

ファミリーG タンパク質の選択的分解に関連した研究は、これまでほとんど存在しませんでした。ところが、

私たちは最近、低分子量 G タンパク質の一つ Rab8aが、GDP型特異的にプロテアソームによる急速分解を受

けることを見つけたのです。重要なことに、GDP型 Rab8a の分解は、BAG6 を中核としたプレエンプティブ

品質管理システムが担っていることが判明しました。BAG6 は、GDP型 Rab8a タンパク質を認識し、これを

ポリユビキチン化することで、プロテアソーム依存的分解系に導いています。これらの知見は、低分子量 G

タンパク質 Rab8a に、タンパク質分解を介した全く新しい制御システムが存在することを示しています。 

 低分子量 G タンパク質 Rab8a は、主にゴルジ-エンドソーム間の小胞輸送を制御しています。そこで、こ

れらのオルガネラに局在するタンパク質群をマーカーに、BAG6 がメンブレントラフィックに与える影響を

検討したところ、BAG6 ノックダウンによって、Rab8a のクライアントとして知られるオルガネラに重篤な

異常が生じることも見つけました。真核生物ゲノムにコードされる 100種を超える低分子量G タンパク質は、

GTPase ドメインにおいて高いアミノ酸配列の相同性を示します。これらの低分子量 G タンパク質は、その

機能異常が多くの疾患と結びつくことが報告されており、私たちは BAG6 の機能不全時に誘導されるオルガ

ネラ恒常性の破綻が、多くの病態と直結する可能性に着目し、これらの実験を進めています。 

 

（３） RNA結合タンパク質を介した細胞周期の調節機構 

 mRNA の品質管理は、遺伝子発現の量的・質的制御と密接に関連しています。私たちは、モデル生物線虫

を用いて、卵減数分裂の進行を司る新しい RNA 結合タンパク質を同定してきました。それが、CCCH 型

zinc-finger タンパク質 ZFP36ファミリーです。最近、私たちはヒト細胞に発現する ZFP36が、細胞増殖の制

御、特に G1期から S期への進行のプロセスに重要な役割を果たしていることを見出しました。例えば、ZFP36

ファミリータンパク質が機能できないと、細胞は DNA 障害チェックポイントの実行に異常を生じます。
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ZFP36ファミリータンパク質の量は、細胞周期依存的な変動を示し、G1/S期で極大を示すのですが、シスプ

ラチン処理などで DNA に障害が生じた条件下では、ZFP36 ファミリータンパク質の発現はさらに増強され

ます。増大した ZFP36ファミリータンパク質は、G1サイクリンmRNA群の蓄積を抑制し、G1/S期停止を促

します。 最近、ZFP36 ファミリータンパク質が、これまで知られていた細胞質だけでなく、核内にも多く

蓄積すること、その蓄積は G1/S期にピークを示すこともわかりました。今後、ZFP36ファミリータンパク質

の新しい核内機能が見つかってくることを期待しています。 

 

（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。昨年度、ノックアウト細胞の作製に成功したので、今年度は、標

的遺伝子を検出が難しいタンパク質にタグ配列をノックインする系に挑戦した。その結果、FLAG タグを

UBL4A の N末端側にノックインすることに成功した。今後は本細胞株を利用し、BAG6 複合体を形成するタ

ンパク質の量的制御機構の解明にアプローチしていく。また、BAG6 をノックダウンさせた細胞は致死にな

るのに対し、BAG6 をノックダウンした細胞は生存可能である。これは、BAG6 の機能を他のタンパク質や、

経路が補償していることを強く示唆する。そこで、BAG6 のノックアウト細胞のタンパク質、mRNA の発現

量解析を行い、新しいタンパク質品質管理機構の解明を試みている。 

 

（５）BAG6 複合体タンパク質構成タンパク質の発現調節機構の解明 

BAG6 の機能解析をすすめる過程において、BAG6 のノックダウン（KD）が TRC35 の減少を、逆に TRC35

の KDが BAG6 の減少を誘導することを見出した。この現象は、作出した BAG6 ノックアウト細胞でも観察

されたことから、複合体の構成因子量が厳密に制御されていることを示唆する。BAG6 の過剰発現は、不良

タンパク質分解に影響を与え、TRC35 の過剰発現は BAG6 複合体の細胞内局在をかく乱することからも、

BAG6 複合体構成タンパク質のストイキオメトリーの維持は重要であると考え、研究を進めた。 

BAG6-KD時に TRC35 の mRNA量に変化が見られないこと、また TRC35-KD時に、BAG6 の mRNA量に

変化が見られないことから、発現量調節は転写調節に依存しないことが明らかになった。また、この相互依

存的な発現量調節は、過剰発現させた BAG6並びに TRC35 では観察されなかったことから、翻訳制御による

発現量調節の可能性が考えられた。一方、プロテアソーム阻害剤を用いた実験から BAG6 ならびに TRC35

の分解はユビキチン-プロテアソーム依存的な分解も受けることが示された。この分解経路に BAG6 と協働す

る E3ユビキチンリガーゼ RNF126 が関与するか否かを RNF126 遺伝子の KD ならびに KO を行い解析した

ところ、BAG6 ならびに TRC35 分解に影響を与えないことが明らかになった。以上の結果から、BAG6 と

TRC35 の発現量は翻訳ならびに翻訳後調節を介して行われている可能性が考えられた。 
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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（准教授），田中健太郎（特任研究員），吉川元貴（学振 PD），小

川佳孝（RA），秋山礼良（D5），ルレジオール スルタン（D3），シン シカ（D3），アガーワル シータル（D2），佐藤愛

莉（D1），蔡 宇佳（D1），綿貫 栞（M2），藤近敬子（M2），秋山茉子（M2），寺川凌平（M2），木原 渚（M2），山本廉

太（卒研生），熊谷颯之（卒研生），古巣愛衣（卒研生），小川雅文（卒研生），酒井杏花（卒研生），田村珠雲（卒研

生），井上柚香（卒研生），小林ちひろ（卒研生），上岡瑠奈（卒研生），禿河紫音（卒研生） 

 
2. 研究紹介  
本研究室では，適応進化，種分化，染色体進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．低温

耐性の分子機構を明らかにするため，低温順化の応答に関与する遺伝子を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．その結果，低温順化によって生じるトランスクリプトーム

の差異よりも系統間差異の方が大きいことが分かった．（シン，田村浩）また，選択的スプライシングによるトランスクリプ

トアイソフォームに温度依存的差異がある概日リズム遺伝子 timeless (tim)について，低温順化によってトランスクリプト

アイソフォームにどのような差が生じるかについて研究を始めた．（アガーワル，田村浩） 

低温順化したアカショウジョウバエの低温耐性と高温耐性を調べた結果，低温耐性と高温耐性の間に両立しないト

レードオフが示唆された．そこで，トレードオフの分子機構を明らかにするため，先行研究でアカショウジョウバエの低

温耐性向上への関与が示されている Sdr を，キイロショウジョウバエで GAL4-UASシステムを用いて強制発現させて

みたところ，高温耐性が向上することが確認された．また Sdr同様，インスリンシグナル伝達に関与する精子が低温順

化の効果に影響を及ぼすかどうかを調べた結果，精子を持たない個体は，低温耐性については精子を持つ個体同

様の低温順化の効果が見られたが，高温耐性については低温順化の効果が見られなかった．これらのことから，高

温耐性等のストレス耐性強化はインスリンシグナル伝達経路を介していることが示唆された．（秋山茉，田村浩） 

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．今年度は

LDhatによる組換え率の推定と集団間の分化を主成分分析によって解析した（ルレジオール，小川佳，野澤，1和多田，

田村浩：1愛媛大学）また，台湾で採集した 250系統から実験集団を構築し，低温処理による人為選択を行うことで，台

湾から日本への移住に伴う低温耐性向上の再現実験を行っている．今年度，58 世代経過したが，pool-Seq によって

41，51 世代目の集団のゲノム配列を決定し，昨年度までに得られた 0，11，21，31 世代目の集団のゲノム配列ととも

にFSTを用いて集団間の関係を調べた．その結果，低温による人為選択を続けた 5集団では，世代ごとに共通した遺

伝的構成に向かって変化していることが示唆された．また，ゲノム領域ごとに塩基多様度を調べたところ，第二染色体

右腕に人為選択を続けた 5集団に共通して差が生じている領域が見出だされた．（小川佳，田村浩）一方，台湾から移

住して以来，日本集団における遺伝的構成の変化を調べるため，1991 年，2011 年，2020 年に採集された系統に関

してゲノム配列の分析を始めた．（上岡，小川佳，田村浩） 

低温処理による人為選択の表現型に対する効果を詳しく調べるため，低温処理を行った親から生まれた個体の数
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や成長速度を調べた結果，低温処理を行った親から生まれる次世代の個体数が減ることが分かり，低温処理によっ

て親個体内の生殖細胞の時期に致死的影響が出ることが示唆された．（田村珠，田村浩）また，低温処理による人為選

択が低温以外のストレスにおよぼす影響を調べるため，人為選択集団と対照実験集団について，プロピオン酸，酢

酸，塩酸に対する耐性を調べた．その結果，人為選択集団ではプロピオン酸に対する耐性が低下していることが分

かった．酢酸，塩酸に対する耐性は差が無いことから，プロピオン酸に対する耐性の低下は pHに対する耐性の変化

によるものではないことが示唆された．（古巣，田村浩）さらに人為選択のための低温処理によって生じる可能性のある

エピジェネティックな効果を調べるため，低温処理を施した個体から生まれた個体の数と低温耐性と調べた．その結

果，対照実験群に比較して低温耐性にはあまり差はなかったが個体数にはわずかながら差が見られ，低温処理によ

る産卵，発生過程へのエピジェネティックな効果が示唆された．（小林，田村浩） 

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，その分子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．しかし，雄組換えが起こると考えられていたテングショウジョウバエの同じ系統間でも，正逆交

配によって生じた個体の間で雄組換えの有無に違いがあることが分かった．そこで，雄組換えが起きる組み合わせの

系統間ハイブリッドと雄組換えが起きない組み合わせの系統間ハイブリッドについて，雄性生殖細胞系列で発現して

いる遺伝子を網羅的に比較解析したところ，発現量に差がある遺伝子がいくつか発見された．これらの遺伝子の中に

は，減数分裂組換えに関与する遺伝子があったため，アキアズミーの有力な候補遺伝子であると考えられる．（寺川，

田村浩） 

アカショウジョウバエの雄組換え抑制候補遺伝子の機能解析を視野に，低分子干渉 RNA（siRNA）の成虫へのイ

ンジェクションによる雄性生殖細胞における遺伝子ノックダウン法を確立した．生殖細胞特異的に発現する bam の

Gal4ドライバーを用いて雄性生殖細胞でGFPが発光する個体を作成し，GFP遺伝子とbamをターゲットとしたsiRNA

をインジェクションした後，それら標的遺伝子のmRNA量の低下を RT-qPCRによって確認した．（木原，田村浩） 

テングショウジョウバエとアカショウジョウバエの雑種における減数分裂時の雄組換えと性染色体不分離の関係を

調べるため，2種の複数の系統の組合せについて性染色体不分離を調べている．（井上，寺川，田村浩） 

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．分散共分散行列を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を開発し，本

年度は各座位をガンマ分布に基づいたカテゴリに分類するモデルを導入した．また．コード領域以外も解析できるよ

うに DNA配列用の JAVA ソフトウェアを開発した．（蔡，田村浩） 

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，最尤法による系統解析の

アルゴリズムを改良し，計算に必要なメモリ量を削減することによって，大規模データへの対応能力を向上させた．

（田村浩，2Kumar：2テンプル大学） 

ショウジョウバエの翅脈画像を読み込むだけで自動的に種を判別するシステムに，深層機械学習を取り入れる試

みを行った．Python を用いたプログラムを構築し，学習状況と判別精度の出力を行った．8 回の繰り返し学習の結果，

判別精度は最大 99.79%となり，これまでのシステムの 96.6%を上回った．しかし，プログラム実行ごとに精度に変動が

見られ，学習データ数や繰り返し学習数を増やす必要性が示唆された．（禿河，田村浩） 

4）ハワイ産ショウジョウバエの分散能力が種分化に及ぼす影響の解明 

ハワイ諸島に生息する生物の種分化は，多くの場合，新しい島が形成されるとその島へ移住し新たな種へ分化す

るという“progression rule”に従ったパターンで起こり，種分化の順序が島の形成順序と一致していることが知られてい

る．しかし，分散能力が高いと移住が頻繁に起こり，progression rule に従わない可能性もある．そこで分散能力を反
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映して固有種率に大きな差があるハワイ産ショウジョウバエの 2分類群（Hawaiian Drosophilaと Scaptomyza）を用いて

分子系統地理学的解析を行い，種分化パターンの比較をおこなった．その結果，Hawaiian Drosophila の種数が増

加した年代は，大きな島の形成年代と一致しており， ハワイ諸島における地理的隔離の影響を強く受けたことが示

唆された．一方，Scaptomyza 属の種数が増加した年代は，大きな島の形成年代と必ずしも一致しておらず，ハワイ諸

島における地理的隔離の影響よりも地球規模の気候変動の影響を受けたことが示唆された．（綿貫，1 山口，田村：1

北海道大学） 

5）ebony遺伝子におけるゲノム編集を用いたエンハンサー解析 
キイロショウジョウバエにおいて体色形成に関与する ebony遺伝子では表皮エンハンサーが存在するとされる領域

が示されているが，エンハンサー単一の発現調節では説明できない体色や発現量の変化が確認されている．

CRISPR-Cas9によるゲノム編集を用いて ebonyの表皮エンハンサーを除去した個体の体色にはほとんど変化がない

ことから，これまでエンハンサーが存在するとされた領域以外に，表皮での発現を補うための領域が存在することが

示唆された．また，このエンハンサー除去個体では腹部の黒い帯状の模様の正中線部分が欠損しており， ebony エ

クソン3’末へ蛍光タンパクをノックインした系統を使用し，ebonyの発現部位を直接可視化した結果，腹部正中線部で

ebony の発現が確認された．表皮エンハンサーを用いたレポーターアッセイではその部分の発現が見られないことか

ら，既知の表皮エンハンサー領域には冗長的な発現促進を同時に抑制する腹部正中線部サイレンサーの機能が存

在することが明らかとなった． (秋山礼，高橋) 

6）オウトウショウジョウバエ(Drosophila suzukii)とその近縁種における産卵基質選択機構の進化 

D. 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．他個体利用の痕跡に含まれる微

生物の影響を分析したこれまでの研究により，利用後の基質に付着した微生物が D. melanogasterおよび D. suzukii

の近縁種であるD. biarmipes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ていた．本

研究では，これらの選好性の進化機構を詳細に明らかにするため，16S-rRNA遺伝子の配列を用いて他個体利用の

痕跡に含まれる微生物を調べた．その結果，腸内共生細菌としても知られる Acetobacter や Gluconobacter などの酢

酸菌が，D. suzukii の産卵抑制やその近縁種の産卵基質選好性に関与していることが示唆された．(佐藤，田中，高

橋，3Yew：3ハワイ大学) 

7）オウトウショウジョウバエの卵巣休眠時に発現変動していた遺伝子の解析 
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．本実験では都立大で採集した個体から確立した 2 系統由来の羽化直後の未交尾雌を低温，短日条

件（8L16D）においた実験個体と長日条件（16L8D）においたコントロール個体の脳の遺伝子発現量を RNA-seq 法を

用いて比較し，卵巣休眠に関連すると考えられる候補遺伝子を絞り込んだ．14 個の候補遺伝子をキイロショウジョウ

バエのGAL4-UASシステムを用いて卵巣発達に影響するかどうか検証したところ，7遺伝子で卵巣発達が抑制され，

1遺伝子で促進された．(藤近，田中，高橋) 

8）オウトウショウジョウバエにおける雄生殖器の遺伝的基盤の解明 
オウトウショウジョウバエは他の多くのショウジョウバエと異なり新鮮で硬い果実に産卵するためメスの産卵管が長く

伸長している. この産卵管は交尾の際にも用いられるためオスの生殖器も産卵管に合わせた形状になっており, 近

縁種との形状の違いが機械的隔離に寄与している可能性がある.オウトウショウジョウバエとニセオウトウショウジョウバ

エの間で交配させ戻し交雑個体雌雄それぞれ 182個体について雄生殖器の複数の形態形質の測定を行った.また，

これらのゲノムをローカバレッジでシークエンスし，アセンブルしたゲノムにマッピングした後遺伝子型を同定した.オス

の生殖器の中でも clasper (surstylus)と paramere (pregonite) という構造に着目し遺伝的基盤の解明を目指した.表現

型と遺伝子型の相関解析を行った結果, 第3染色体の一部が両構造の形態の違いに関連していることが示唆された. 

そこで, 関連するゲノム領域のみニセオウトウショウジョウバエ由来のゲノムを持つイントログレッション系統の作成を

試みた. また，2種の蛹の発生段階において pregoniteの形態的差が見られるステージを調査した.その結果，蛹化後
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55時間から 60時間の間で 2種間の形態差が生じることが観察された.(田中，熊谷，酒井，小川佳，高橋) 

9）オウトウショウジョウバエにおける性櫛の共進化の検証 
 性櫛は一部のショウジョウバエ種のオスの前脚内側に存在する剛毛で, 交尾の際にメスの腹部を把持するのに用

いられることが知られている. キイロショウジョウバエを用いた研究では性櫛の色素沈着には yellow 遺伝子が関わっ

ており,  yellow 遺伝子をノックアウトした個体では交尾成功率が低下することも明らかになっている. キイロショウジョ

ウバエ種群のオウトウショウジョウバエは近縁種と比較したときにより色の濃い性櫛を持っている.オウトウショウジョウバ

エの性質の色素沈着がこの種が持つ硬い新鮮な果実への産卵適応による腹部形態の変化との共進化の可能性を

探った. yellow 遺伝子をノックアウトしたオウトウショウジョウバエを作成し, 野生型との交尾への影響の違いを比較し

ている. 今後,近縁種でニセオウトウショウジョウバエでも同様に比較を行い, 性櫛の色素沈着と硬い新鮮な果実への

産卵適応による腹部形態の変化との共進化の可能性の解明を目指している.（山本，田中，高橋） 

10）Scaptomyza graminumの飼育方法の確立及びゲノム解析 
幼虫が生きた葉を食べて成長する草食性の S. graminum について，実験室での飼育方法改善のため，植物の選

定や飼育容器の工夫を行った．その結果，宿主となるナデシコ科の植物のうち，ハコベ及びオランダミミナグサを用

いた飼育方法を改善することができた．また，この種について Nanopore ロングリード及び Illumina ショートリードを用

いたゲノムの de novoアセンブリを米国研究グループとの共同研究により行った．（小川佳，高橋文， 4 Whiteman：4カリ

フォルニア大学バークレー校，5 Kim，5Dmitri：5スタンフォード大学） 

11）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

色体を獲得し多様化している．この謎を解くべくショウジョウバエを用いて研究を進めている． 

I）ネオ X染色体における即時遺伝子量補償の検証 

遺伝子量補償とは，Y染色体の退化を補償する機構である．ショウジョウバエにおいては，オスでの X染色体遺伝

子の発現量を 2 倍にする機構が知られている．Y染色体遺伝子の退化後，遺伝子量補償がX染色体相同遺伝子に

即時に作用するかを検証するために，常染色体が性染色体と融合することで生じた起源の新しい性染色体（ネオ性

染色体）を持つD. miranda と D. albomicansを用いて研究を進めている．まず，これら 2種のオスに γ 線を照射し，そ

れぞれの種のメスと交配させた．得られた F1オスのなかにはネオ Y染色体遺伝子が欠失した個体も含まれている可

能性がある．このオス個体のネオ X 染色体相同遺伝子が発現上昇しているかを調べることで，即時遺伝子量補償の

検証を行っている．これまでにD. mirandaの F1オス 14個体，D. albomicansの F1オス 20個体のDNA-seqを行い，

ゲノム配列を決定した．現在，欠失箇所を正確に同定する手法の構築を進めている．（小川雅，野澤） 

II）性染色体から常染色体への転換時における遺伝子量補償 

性染色体は常染色体に由来する染色体であるが，長い生物進化の中で常染色体へと再転換することもあることが

知られている．X染色体が常染色体に再転換すると，オスでもこの元X染色体は 2本となるため，遺伝子量補償が作

用したままだと遺伝子が過剰発現状態となり，個体にとって有害となる可能性がある．したがって，遺伝子量補償には

柔軟性・可逆性が必要かもしれない．そこでネオ性染色体を持つ2種（D. mirandaとD. albomicans）のメスとそれぞれ

の近縁種オスを交雑させ，ネオ Y染色体偽遺伝子が近縁種の相同常染色体機能遺伝子に置き換わった雑種オスを

作成することで，性染色体転換期を模倣した．これまでに，これら雑種個体を用いた RNA-seqを行い，D. albomicans

のネオ X 染色体は常染色体に再転換しても遺伝子量補償が完全には消失しない可能性を明らかにした．（小川雅，

野澤） 

III）Y染色体消失過程の解明 

 Y染色体は多くの生物で退化しているが，オスの発生や生殖に関わる遺伝子はY染色体上においても存続する必

要がある．しかし実際には，Y 染色体を完全に失った，いわゆる XO 型の生物も存在する．そこで，昨年度に我々の

グループが新規に発見したXO型ショウジョウバエD. lacteicornis，D. asahinai，D. neoasahinaiの近縁3種を用いて，
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Y染色体の消失過程を明らかにしようと試みている．これら 3種には XY型のオスも混在しており，XY型と XO型が

多型状態にある．これまでにこれら 3種XY型のオスゲノムのロングリードおよび雌雄のショートリードDNA-seqを行っ

た．現在，得られたゲノム配列から Y染色体由来のコンティグを同定するパイプラインを構築中である．（野澤） 

12）キイロショウジョウバエ近縁種を用いた交尾器形態進化に関する研究 

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，その進化過程の解明は種分化プロセスを理解する上での重要である．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 もその例に漏れず，雄交尾器形態には顕著な違いが見られる．

形態差を生み出す遺伝子の同定に向け，本年度はこれら雑種の交尾器におけるアリル特異的遺伝子発現解析から

候補遺伝子を網羅的に探索した．現在，これら遺伝子の機能を解析している．（田中） 

13）Rag1/Rag2遺伝子のエンハンサー領域の配列解析 

獲得免疫の始まりを解明するため，遺伝⼦再構成に関わる Rag1/Rag2 遺伝子のエンハンサー領域の配列解析を

行った．その結果，陸生動物（哺乳類，鳥類，爬虫類）では配列が保存されているが，水生動物（魚類，両生類）では

保存されていないことが分かり，陸生動物の進化と獲得免疫の進化に繋がりがあることが示唆された．また，進化の時

間スケールを反映した系統樹（timetree）から得られる情報を用いてウイルスの多様化速度がどのように変化している

かを調べている．（吉川） 
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神経生物学研究室 
 

1．構成 
黒川 信(准教授)、山本高之（D3）、近藤日名子(D2-3・秋期入学、RA)、榎本萌花(D2)、朱 顔(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)、新津修平（客員研究員）、清水晃（客員研究員）、吉村仁（客員研究員）、千葉勝吾（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、これ

まで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、昆虫など）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きた。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、神経生物学教育用シミュレーターの開発研究にも取り組んだ。さらに、島しょ地域をフィールド

とした研究として火山災害研究センター「防災+島づくりの視点をもった災害リテラシーUPプログラムの構

築＜D2＞」および「東京都・島しょエリアの産業活性化プロジェクト」に参画した。 

 

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。 

タツナミガイと同じ付着藻類食のトゲアメフラシ（Bursatella leachii）の消化管運動の自律的リズムは、消

化管神経系内のニューロン群の周期的なバースト活動に起源がある神経原性であることが分かった。消化管

神経系の末梢ニューロンの細胞体は、外表面では、そ嚢上から後砂嚢上に分布していたが、神経切断実験な

どから、ペースメーカーニューロンはそ嚢上に存在することが示された。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。食道神経を介した消化管自律

運動の中枢制御回路の単一ニューロンレベルでの解析を進めた。（近藤・黒川） 
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b）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を行った。この行動は無脊椎動物での睡眠の定義である五要素  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）のすべてを満たすことを示した。この睡眠リズムに対応した神経活動の探索を埋め込

み電極による in vivo 記録により進めた。（朱・黒川） 

c）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。沈水行動時の空気

放出を細胞外誘導により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。呼吸行動時とは異なる神経機構が存在するものと考え、沈水行動時の空気放出の神経回

路を明らかにするため、細胞内誘導による単一ニューロンレベルの解析を進めた。（榎本・黒川） 

d）モノアラガイの卵完熟･排卵の神経内分泌学的解析：半濁止水から濾過流水に移すと卵完熟･排卵が的

確に誘起される。雌雄同体の本種は、生殖巣から両性生殖輸管を経て輸卵管に入る直前で受精するが、卵核

胞消失(GVBD)と極体放出は、輸卵管末端の卵莢膜腺まで抑制される。in vitro での培養実験から、減数分裂

から卵割･発生に至る過程は、生殖腔液の浸透圧変化(通常約 140mOsm) に感受性が高く、低張液中で開始さ

れ、高張液中では抑制されることが明らかになった。卵莢膜腺では、特に産卵口の手前で受ける低張刺激が

第一極体放出以降の発生プロセスに必須と考えられた。卵完熟･排卵が体内でホルモン支配下にある魚類の場

合と異なる反面、幾つかの共通点が見出された。（尾城・黒川） 

 

２）節足動物等を用いた研究 

 a) 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修飾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、す

でに5-HT受容体の１つのタイプのmRNA sequenceの一部を明らかにし、In situ hybridization（ISH）法を用い、

局在を調べると、心臓、腸、直腸、および骨格筋にと幅広い組織で分布していることが分かった。次にトラン

スクリプトーム解析を行い、網羅的に5-HT様受容体の発現解析を行った。すると近縁種であるPenaeus vannamei

で発現している３つのタイプ5-HT 受容体と相同性の高いシークエンスが見つかった。これまで明らかにした

５-HT１様受容体のほかに、5-HT2A様受容体および5-HT4受容体が得られた。このことから、クルマエビでも

少なくとも３種類の5-HT受容体サブタイプの発現が示唆された。今後これらのサブタイプの分布の違いや機能

の違いを調べることにより体内での5-HTの多様な作用機序が明らかになることが期待される。（田中・黒川） 

 

b) 膜翅目昆虫クモバチ科におけるデイ器官（Day’s organ）の組織形態学的研究：デイ器官とは、クモバチ

科オスの腹部節間膜に存在する微小孔によって形成された器官をいう。この器官は、ある種のフェロモンを産

生する構造と考えられているが、その詳細な機能は未だ不明である。現在、透過型電子顕微鏡と光学顕微鏡観

察によって、この構造の分泌機構について組織形態学的な解析を進めている。（清水・新津・黒川） 
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３）その他の研究  

 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。それに加え，軸索を多数のセグメントに分割し，十分

に小さい積分ステップにより，空間的に独立な興奮の伝導のシミュレーターを作成した。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) 
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その他の教育・研究活動 

 

黒川信 代表（2020）傾斜的研究費(全学分)学長裁量枠 社会連携支援（社会連携活動支援）「島嶼地域での

学外・体験型社会人・シニア教育プログラムの開発研究」 

黒川信 分担（2020）首都大学東京教育改革推進事業【Ｂ】個人提案型支援プログラム「共同体験活動とそ

の効果のルーブリック自己評価」 

黒川信，近藤日名子 分担（2020）火山災害研究センター「防災+島づくりの視点をもった災害リテラシー

UPプログラムの構築＜D2＞」 

黒川信，近藤日名子 分担（2020）東京都「島しょエリアの産業活性化プロジェクト」 

黒川信（2019.10）都立小山台高等学校 探求型総合授業 MIRAIAction 2020講師（東京） 

黒川信 他（2021.2）プレミアムカレッジ/アディショナル科目（春季集中）「東京の「離島」を学ぶ：伊豆

大島の自然と社会と文化」（オンライン開講） 

山本高之 (2021) 免疫実習のアイディア 理科教室 2021 年 5 月号(No.797): pp46-51 本の泉社 

清水 晃（2020） 第 13章 クモを狩るハチたち 原始的社会性の進化的起源．前藤 薫（編著）『寄生バ

チと狩りバチの不思議な世界』，265－289頁. 一色出版，東京． 

清水 晃（2020）Pompilidae クモバチ科（ベッコウバチ科）．日本昆虫目録編集委員会（編集）『日本産昆

虫目録 第 9巻 膜翅目』．56－84頁．櫂歌書房，福岡． 
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植物環境応答研究室 
 
1. 構成 
鐘ケ江 健、安田彩乃（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。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。一方で、古くから

知られている多くの光生理反応は多様な植物種で幅広く観察されることから、基幹的な光応答反応の制御機

構は進化的に保存されていると考えられる。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、進化的に離れているシダ植物とモデル植物

のシロイヌナズナにおける光情報伝達因子の機能互換性を調べることで、光シグナリング機構の種特異性と

普遍性という視点での比較解析を行っている。 

 
ホウライシダ細胞内における光受容体フィトクロム３の機能解明 
 植物における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

赤色光を受容できる特徴的な光受容体が存在する。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。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。ホウライシダ 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 phy3 を欠損した

rap（red-light aphototropic）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 *

京大） 

 

ホウライシダ光受容体フィトクロム３がシロイヌナズナにおいて制御する生理反応の解析 
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核局在

時に光依存の種子発芽誘導能を有することから、その相同部位を有し核へと分布している phy3 による種子発

芽への影響を検討している。現在までに、phy3 発現形質転換体において赤色光依存的に種子発芽が誘導され

ること、赤色光量に依存して発芽率が上昇すること、phy3 による種子誘導は赤色光—遠赤色光可逆的な反応

であることが示されている。この種子発芽に関し、シロイヌナズナではフィトクロムによる赤色光に依存し

た遺伝子の発現調節により制御されることから、本研究では phy3が種子発芽に関わる遺伝子の発現制御機能

を持つかについての検討も行っている。RT-PCR法による遺伝子発現変動解析を行った結果、現在までに、シ
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ロイヌナズナにおいて種子発芽に抑制的に働く遺伝子 SOM に関して、phy3 形質転換体において赤色光照射

による発現の減少が確認されている。（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 
 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ている。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。前項の種子発芽関連遺伝子のほか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ている。（木村*、鐘ケ江 *京大） 

 

ホウライシダ青色光受容体クリプトクロムのシグナル伝達初期過程の解明 
植物では数多くの青色光に応答した生理現象が知られている。細胞レベルの観察が容易なシダ植物配偶体に

おいても青色光依存の生理反応の記載は多く、原糸体細胞の先端伸長反応の抑制、先端部の光膨潤反応の誘

導、細胞分裂・細胞周期調節、光屈性・偏光屈性反応の誘導、葉緑体光定位運動の制御などがある。それぞ

れの反応を調節する青色光受容体の細胞内における光受容部位も、青色光の微光束照射などの手法を用いて

解析され、先端成長調節、細胞周期調節は核近傍に、先端膨潤や屈性や葉緑体光定位運動は細胞膜近傍にそ

れぞれ光受容部位が存在することが示されている。ホウライシダでは 5 つの青色光受容体クリプトクロム遺

伝子 (AcCRY1 ~ AcCRY5) が単離されており、核を光受容部位とする反応を制御する青色光受容体の候補と

して、核局在性が示されている AcCRY3、AcCRY4 が挙げられる。これら核局性クリプトクロムによる青色

光シグナル伝達の初期過程を明らかにすることを目的として、AcCRY3、AcCRY4 結合タンパク質を酵母

Two-hybrid法を用いて探索した。ホウライシダ原糸体細胞から調製した cDNA ライブラリーをスクリーニン

グした結果、新規のクリプトクロム結合因子 (cryptochrome interacting factor: CIF)遺伝子２種（CIF1, CIF5）を

単離した。ホウライシダ CIF1、 CIF5 の機能を解明するため、シダ植物で開発された DNAi（DNA干渉）法

を用い、遺伝子発現を抑制した細胞での青色光依存の生理反応を解析している。（鐘ケ江） 

 

ホウライシダ光受容体クリプトクロムがシロイヌナズナにおいて制御する生理反応の解析 
 ホウライシダ クリプトクロム (AcCRY1 ~ AcCRY5) の生理機能を調べるため、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してい

る。酵母 Two-hybrid法により、AcCRY3 と AcCRY4がシロイヌナズナのクリプトクロムシグナリング因子と

して知られる COP1(constitutive photomorphogenic 1)、CIB1(cryptochrome interacting bHLH 1)と光依存的に結合

することを明らかにしている。また 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部分的に機能相補することも明らかになったため、光シグナリング

機構の両植物間における進化的保存性が推測される。本年度は、これら生理反応についてより詳細な光応答

性の解析を進めている。シロイヌナズナのクリプトクロムは核内光形態形成調節因子との物理的相互作用を

介して様々な遺伝子の転写を調節し、光生理反応を制御していることが知られている。そこで今年度も引き

続き、シロイヌナズナの「胚軸伸長抑制」「花成誘導時期の調節」に関わる遺伝子群の発現様式を形質転換シ

ロイヌナズナにおいて解析している。（安田、鐘ケ江） 
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シロイヌナズナ クリプトクロムの新規光応答調節機構の可能性 
 シロイヌナズナのクリプトクロムは、ユビキチン-プロテアソーム系の構成因子 COP1/SPA1 との結合によ

りタンパク質分解を介して光応答の調節をすることが知られている。また、転写因子 (CIB1, PIF4/5) との相

互作用により、直接転写調節に関わることも明らかにされている。上述のように、我々はホウライシダにお

いてクリプトクロム結合タンパク質遺伝子 (AcCIF1, AcCIF5) を単離している。シロイヌナズナにおいては、

クリプトクロム結合タンパク質遺伝子として AcCIF 類似の遺伝子の報告はこれまでにない。そこで、AcCIF

配列情報をもとにシロイヌナズナの相同遺伝子を探索し、AtCIF1、 AtCIF5 遺伝子を単離した。シロイヌナ

ズナにおいてもクリプトクロム (AtCRY1, AtCRY2) とAtCIFが結合するかどうかを酵母Two-hybrid法で確認

したところ、青色光依存的に結合することが示された。これら AtCIF はこれまでにシロイヌナズナの青色光

応答に関連しているとの報告はなく、新規の青色光シグナリング機構の調節タンパク質である可能性が考え

られる。現在、これら遺伝子の変異体/過剰発現体の作成と選抜を進めており、単離後ただちに青色光依存の

表現型解析を行う予定である。（安田、鐘ケ江） 
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環境微生物学研究室 Environmental Microbiology 
 
1. 構成 Members 
春田伸（教授）、飯野隆夫（連携客員教員）、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（D3）、石見嶺（D3）、Chen Yuxin（D2）、Alam MD Gahangir（D1）、

山口真由（M2）、村松壮（M2）、劉育伸（M2）、高希燦（M1）、岡本晶（B4）、角濱日向（B4）、胡睿

熠（B4）、羅禎毅（B4） 

 

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. Leptolyngbya シアノバクテリアの多様性 

Diverse Leptolyngbya cyanobacteria in geothermal springs at Nakabusa, Japan 

Leptolyngbya is described as non-heterocystous and non-branching filamentous cyanobacteria. Previous reports 

indicate the existence of Leptolyngbya in geothermal springs. However, physiological and morphological diversity and 

ecology of thermophilic Leptolyngbya have not been studied well. In this study, diversity of Leptolyngbya was 

investigated in slightly alkaline and sulfidic hot springs, Nakabusa Hot Springs (Nagano, Japan), where 

cyanobacteria-dominated microbial mats are observed in a wide temperature range in a limited area.  

Microbial mats developed in hot spring water were collected in Nakabusa and PCR-amplicon analysis targeting 16S 

rRNA gene was applied. From 45°C to 60°C, seven phylogenetic groups of Leptolyngbya were detected; Groups A to G. 

After subcultivation of microbial mats under photoautotrophic conditions, 21 Leptolyngbya cultures were obtained and 

these 16S rRNA gene seuqences were determined. Cultured Leptolygbya belonged to phylogenetic Groups C, D, and E. 

Group C had been reported from various thermal environments. Group D grew under far-red light, but Group C did not. 

Group E possessed unique false branches in the filaments and grew under far-red light as well as Group D. 

In this study, phylogenetically diverse Leptolyngbya were detected from 45°C to 60°C in Nakabusa. The cultured 

Leptolyngbya differed in cellular morphology and growth capability under far-red light. These results suggest the 

taxonomic diversification in thermophilic Leptolyngbya. Diverse Leptolyngbya possibly escape competition with each 

other within microbial mats under hot spring water stream by establishing isolated micro-habitats.（劉） 

 

1-b. Rhodobacter 系統群における光合成遺伝子の進化系統解析 

Comparative genomic studies on Rhodobacter lineage 

細菌界において、光合成遺伝子が進化的にどのように獲得・伝播されてきたかについて、活発に研究され

ている。我々の研究により、Rhodobacter 系統群には嫌気性光合成細菌と化学合成細菌だけでなく、好気性光

合成細菌が存在することが明らかになった。そこで、本研究では、Rhodobacter 系統群に注目し、これらのゲ

ノム情報を比較解析した。 
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ゲノムのコアタンパク質および光合成関連タンパク質を対象に二つの分子系統樹を作成し、樹形を比較し

た。二つの系統樹の樹形は系統樹の末端部分でよく保存され、好気性光合成細菌は光合成遺伝子を祖先の嫌

気性光合成細菌から垂直伝播により獲得したと推定された。また、好気性光合成細菌の中には、光合成遺伝

子をプラスミドに有するものがあることが明らかになり、それらは近縁の好気性光合成細菌から水平伝播で

獲得したことが示唆された。これらの結果から、Rhodobacter 系統群の光合成遺伝子の由来には垂直伝播、水

平伝播の両方が関与していると考えられた。また、Rhodobacter 系統群にみられる代謝多様性は、光合成遺伝

子の垂直伝播、欠失に加え、散発的な水平伝播により生じたと考えられた。（村松） 

 

1-c. 好熱性滑走運動細菌の細胞集塊形成 

Characterization of cell aggregation forming ability through extracellular compounds in thermophilic gliding 

bacteria 

Chloroflexus is multicellular filamentous bacteria found in geothermal springs. Chloroflexus forms cell aggregate 

through gliding motility. Previous studies in our laboratory suggested that an extracellular molecule produced by 

Chloroflexus aggregans strain NBF promoted its own cell aggregation. In this study, I tried to characterize and identify 

the signal molecule.  

Aggregation promoting activity was recovered from the flow-through fraction from 3kDa cut-off filtration. Next, I 

examined the aggregation promoting activities in other strains. Cells of each strain were incubated in Tris-HCl buffer at 

55˚C in the light to collect extracellular fraction by centrifugation. The activities were found in the extracellular fraction 

from C. aggregans strain MD66, but not in Chloroflexus aurantiacus strain J10-fl. I further investigated 

auto-inducibility of the activity. I added a small amount of the extracellular fraction into the cell suspension and 

incubated as described above. Results indicatated that excretion of the active compound(s) was accelerated. These 

findings provide basic knowledge of cell-cell interactions of C. aggregans.（角濱） 

 

1-d. 糸状性酸素非発生型光合成細菌 Chloroflexus aggregans の環境ストレス抵抗性 

Environmental stress tolerance of a filamentous anoxygenic photosynthetic bacterium Chloroflexus aggregans 

A filamentous anoxygenic photosynthetic bacterium, Chloroflexus aggregans co-exists with cyanobacteria and other 

heterotrophic bacteria to form microbial mats in geothermal springs such as Nakabusa hot spring, Japan. The previous 

study in our laboratory showed that a cell-lytic enzyme, protease which was produced by other bacteria promoted the 

cell-aggregate formation of C. aggregans. Formation of cell aggregate would increase the tolerance against 

environmental stresses. In this study, I investigated tolerance of C. aggregans against environmental stresses.  

I applied various concentrations of protease and H2O2 to C. aggregans strain NBF for 30 min at room temperature 

and evauated the viability by cultivation on agar plates. I found C. aggregans was susceptible to 0.01-0.2 mU/mL of 

protease from Bacillus licheniformis and 30% of H2O2. I am going to further investigate the combinational effects of 

various environmental stresses and to clarify adaptive and survival mechanisms of C. aggregans in natural 

environments.（胡） 

 

1-e. 紅色光合成細菌 Rhodopseudomonas palustris の熱抵抗性 

Heat tolerance of a purple anoxygenic photosynthetic bacterium Rhodopseudomonas palustris 

A purple anoxygenic photosynthetic bacterium Rhodopseudomonas palustris is Gram-negative bacteria in the phylum 

Proteobacteria. R. palustris is metabolically versatile bacteria and widely distributed in natural environments, soils and 

fresh water. In this study, I examined the effects of culture supernatant on heat tolerance of R. palustris to understand its 



−57− 

survivability.  

I cultivated R. palustris strain CGA009 under anaerobic light conditions to collect extracellular fraction. When I 

applied the extracellular fraction collected from the stationary phase of growth, R. palustris cells were more susceptible 

to heat treatment (50°C for 15 min). This result suggests that R. palustris produces chemical compounds at the 

stationary phase to reduce the number of viable cells.（羅） 

 

1-f. 高温硫化水素泉に発達する化学合成細菌群集のセルロース合成 

Cellulose production in chemosynthetic microbial communities developed in sulfidic hot spring 

細菌界におけるセルロース合成機能は、酢酸菌などのプロテオバクテリアやシアノバクテリアでは知られ

ていたが、70℃以上で生育する好熱菌では報告がない。本研究では、微生物学的知見が蓄積する高温硫化水

素泉の長野県中房温泉の微生物集塊を対象に、セルロースの検出、メタゲノムおよびメタトランスクリプト

ーム解析からセルロース合成特性を明らかにすることを目的とした。 

長野県中房温泉の 76～82℃の温泉流水中から淡黄や灰白色の微生物集塊を採取した。集塊をセルラーゼで

処理し、ヘキソキナーゼを用いた酵素比色法で調べると、グルコースの遊離が確認できた。集塊から全 DNA

を抽出しメタゲノム解析したところ、90%以上の完全性でメタゲノムアッセンブリゲノム（MAG）が構築で

きた。この MAG は未培養 Sulfurihydrogenibium 属細菌と考えられた。この MAG についてセルロース合成関

連遺伝子を検索すると、UDP-glucose-beta-glucan glycosyltransferase（bcsA）、cyclic di-GMP-binding regulatory 

protein gene（bcsB）、外膜タンパク質（bcsC）が一つの領域に並んでいることが確認できた。次いで微生物集

塊から抽出した全 RNA を RNA-Seq 解析に供したところ、上記三つのセルロース合成関連遺伝子の転写が確

認され、その転写量は炭酸固定経路の鍵酵素遺伝子と同程度であった。以上から、中房温泉の 70℃以上の温

泉流水中に発達する微生物群集では、優占化する未培養 Sulfurihydrogenibium属細菌が一次生産者として働き、

菌体外にセルロースを分泌して集塊構造の形成に寄与していると考えられた。（山口、西原） 

 

２）種間相互作用 Interspecies interaction 

2-a. 温泉微生物マットにおける Chloroflexus 属細菌のエネルギー代謝変化 

Diel changes in energy metabolism of the thermophilic anoxygenic photosynthetic bacterium Chloroflexus 

aggregans in cyanobacteria-dominated microbial mats revealed by metatranscriptomic analyses 

長野県中房温泉のシアノバクテリアが優占化する微生物マットには、糸状性酸素非発生型光合成細菌

Chloroflexusが分布しており、その多様な代謝能（光合成従属栄養、光合成独立栄養、化学従属栄養、化学独

立栄養）から群集内での役割が注目されていた。そこで、群集内での Chloroflexus 属細菌の転写について、

一昼夜における変化を解析した。メタトランスクリプトーム解析の結果、日照の減少する夕方に、炭酸固定

の鍵酵素遺伝子とともに硫黄や水素酸化酵素遺伝子の転写量の上昇が検出され、光合成による一次生産者と

して働いていると考えられた。一方、微生物マット内の酸素濃度が 400 µmol/L を超える日中には、シアノバ

クテリアによって供給される有機物を酸化して、専ら好気呼吸でエネルギーを得ていると考えられた。夜明

け前には炭酸固定酵素遺伝子およびヒドロゲナーゼ遺伝子の転写が活発で、化学独立栄養生育していると考

えられた。（河合） 

 

2-b. 好熱性嫌気的アンモニア酸化微生物群集 

Thermophilic and anaerobic ammonia-oxidizing microbial community 

In nature, ammonia is provided by biological nitrogen fixation and protein degradation and works as an electron 

donor for aerobic chemolithotrophic prokaryotes. Anaerobic respiration using ammonia as an electron donor is scarecely 
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described except for so-called ANAMMOX. Recently N2 fixation via aerobes and anaerobes in thermal environments 

was reported, but thermophilic anaerobic ammonia-oxidation has not been described yet. In this study, I explored 

microbial ammonia oxidation in geothermal springs.  

I collected two sediment samples at 57˚C to 59˚C in a slightly alkaline and non-sulfidic spring, Onikobe hot spring 

(Miyagi). These samples were inoculated into cultivation medium containing Na-bicarbonate and ammonium sulfate 

and anaerobically cultivated at 55˚C in the light (10-20 μmol m‒2 s‒1 using halogen lamp with <700 nm cutting filter). I 

successfully continued the subcultivations of the two samples under the same conditions. I confirmed the consumption 

of NH4+ during the cultivation. Their growth required illumination. Spectrophotometric analysis of the cultures 

indicated the existence of bacteriochlorophyll-containing bacteria in the culture. Interestingly, growth of the cultures 

was inhibited by addition of 20 mM of molybdate. These results suggested that the obtained cultures contained 

sulfate-reducing bacteria and anoxygenic photosynthetic bacteria and they grew together. (Alam) 

 

2-c. ペクチンからのメタン生成 

Methane production from pectin 

Methanogens in the class Thermoplasmata use methyl compounds such as methanol to produce methane. In their 

habitats, it is suggested that methyl compounds are supplied through degradation of pectin by other bacteria. However, 

no study has shown the conversion of pectin to methane by coculture of pectin-degrading bacteria and thermophilic 

Thermoplasmata methanogen. In this study, I obtained microbial communities from a geothermal spring to elucidate the 

interspecies interaction between bacteria and archaea.  

Sediment samples were collected at 51°C – 96°C in Onikobe hot spring (Miyagi). These samples were inoculated into 

media containing pectin and the gas phase of the culture vessels were replaced with N2:CO2 (4:1, v:v). After cultivation 

at 50°C for 2 – 4 days, methane production was detected by GC equipped with TCD detector. Reproducible methane 

production was observed from the enrichment cultures from two samples among 23 samples tested. I am going to 

determine the methanogenic pathways in the cultures.（髙） 

 

３）新規微生物/微生物機能の探索 Exploration of novel microoganisms and microbial functions 

3-a. 好熱性発酵細菌の窒素固定 

Nitrogen-fixing ability and nitrogen fixation related genes of thermophilic fermentative bacteria 

Nitrogen-fixing ability has not been extensively studied in thermal environments. In this study, we successfully 

isolated an isolate, strain YA01 which grew in combined nitrogen-poor medium at 70˚C and characterized its 

nitrogen-fixing ability and nitrogen fixation related genes. 

 16S rRNA gene sequence analysis indicated that strain YA01 was a new species in the genus Caldicellulosiruptor. 

We also confirmed N2 dependent growth of strain YA01 and the relatives, Caldicellulosiruptor hydrothermalis 108 and 

Caldicellulosiruptor kronotskyensis 2002. Nitrogenase activities were examined by acetylene reduction assay. 

Comparable activities were detected from all the three strains. Genome analysis found that strain YA01, as well as some 

other Caldicellulosiruptor strains, possesses a gene set for nitrogen fixation but lacks nifN gene. nifN encodes an 

essential protein, i.e., nitrogenase iron-molybdenum cofactor biosynthesis protein. Caldicellulosiruptor may possess 

different N2-fixing systems than previously known other nitrogen fixing bacteria. A phylogenetic tree of the NifHDK 

concatenated sequences showed that Caldicellulosiruptor were placed in the deepest clade in the tree. This study 

demonstrated nitrogen-fixing ability in fermentative bacteria at 70˚C for the first time. Caldicellulosiruptor possibly 

retains the ancient type of nitrogen fixing enzyme system. (Chen、西原) 
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3-b. 硫化水素泉から分離培養した新規 Rhodobacter 系統群細菌 

Novel species in Rhodobacter lineage isolated from sulfidic spring  

長野県中房温泉（弱アルカリ性・硫化水素泉）から、新規好気性光合成細菌を分離し、その系統・生理学

的特徴を明らかにした。 

中房温泉の流水中（30℃）に発達する微生物マットを採取し、30℃・好気・暗所・従属栄養条件で培養し

た。光合成色素バクテリオクロロフィルを有するコロニーを選別・純化した。二つの分離株, N10株、N12株

を得、これらの 16S rRNA 遺伝子塩基配列からいずれも Rhodobacter 系統群の細菌と考えられた。最近縁種は

Rhodobacter blasticus で、塩基配列相同性はそれぞれ 97.0%、96.9%であった。しかしこれら二株は、嫌気条

件で光合成生育できず、これまでに見つかっているどの Rhodobacter 系統群細菌とも異なり、光合成色素を

生産するがもっぱら好気呼吸で生育する好気性光合成細菌の特徴を有していることが明らかになった。（村松、

飯野） 

 

3-c. 新規好熱性セルロース分解細菌の探索 

Exploration of novel thermophilic cellulose degrading bacteria 

Cellulose is an important organic carbon in the carbon cycle on earth. However cellulose degrading and utilizing 

bacteria at over 70˚C have not been studied well. From terrestrial geothermal environments, cellulose-degrading 

bacteria are explored. In this study, thermophilic cellulose-degrading bacteria were isolated to assess their physiological 

and phylogenetic characteristics. 

Sediment samples from a geothermal spring were cultivated at 70°C in anaerobic medium containing filter paper to 

establish a stable enrichment culture. Using the enrichment culture, we conducted repetitive subcultivations through 

serial dilution and cultivation on medium solidified with gellan gum. A strain that we isolated degraded filter papers 

within three days in liquid culture. We are going to further isolate cellulolytic bacteria and characterize the isolates. (髙、

Chen) 

 

3-d. 高温硫化水素泉から分離した新規好熱性発酵細菌 

Novel thermophilic fermentative bacteria in the genus Caldicellulosiruptor isolated from sulfidic hot spring 

Caldicellulosiruptor in the phylum Firmicutes has been known to be thermopilic anaerobes and have high degrading 

capability of plant biomass. In this study, we isolated Caldicellulosiruptor from 78°C at Nakabusa and physiologically 

and phylogenetically characterized it. 

We cultivated environmental samples in nitrogen-poor medium under anaerobic conditions at 70°C and successfully 

isolated strain YA01. Cells of strain YA01 displayed short rods with single, two pairs or short chains. 16S rRNA gene 

sequence analysis suggested that strain YA01 belonged to the genus Caldicellulosiruptor and closely related to 

Caldicellulosiruptor hydrothermalis 108 (with 98.0% identiy), Caldicellulosiruptor bescii DSM 6725 (with 97.7% 

identiy), and Caldicellulosiruptor kronotskyensis 2002 (with 97.7% identiy). The G+C content of the genomic DNA was 

34.8 mol%. Average nucleotide identy to the relatives was approximately 90%. Strain YA01 grew at 50-78˚C with 

optimum temperature at 65˚C and at pH 5.0-9.0 with optimum pH at 6.5. Strain YA01 produced H2 and CO2 by 

consuming cellobiose as carbon source. Based on the phylogenetic and physiological characteristics, strain YA01 is 

considered to be a novel species of the genus Caldicellulosiruptor. (Chen、西原、飯野) 

 

3-e. 新規好熱性ペクチン分解細菌の探索 
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Exploration of novel thermophilic pectin degrading bacteria 

Pectin is an acidic heteropolysaccharide, which is a component of plant cell walls. Pectin degradation and utilization 

by bacteria in thermal environments have not been studied well. Fermentative pectin degrading bacteria could produce 

methanol and H2 to make a part of energy and carbon flows in nature. In this study, I explored thermophilic pectin 

degrading bacteria to characterize the physiology and phylogeny. 

Sediment samples were collected at 51˚C – 96˚C at Onikobe hot spring (Miyagi, Japan) and were inoculated into 

cultivation media containing pectin as the sole carbon source. The samples were anaerobically cultivated at 50˚C and 

repetitively subcultured. After more than three times of subcultivations, I conducted anaerobic cultivation on agar plate 

containing pectin to isolate. I successfully isolated two strains through single colony isolations. These isolates showed 

similar rod-type cell morphology. I am going to further characterize these isolates.（高） 

 

3-f. 好熱性メチル化合物利用性メタン生成アーキアの探索 

Exploration of uncultured thermophilic methylotrophic methanogen  

Methanogenic archaea utilizing methyl compounds such as methanol, methylamines, and dimethyl sulfide have been 

widely reported in natural environments. However, their phylogenetic diversity and ecophysiology have not been 

studied well. In this study, we explored novel thermophilic methylotrophic methanogens in geothermal springs. 

Sediments were collected from a geothermal spring, Onikobe hot spring (Miyagi). Total DNAs were extracted to 

amplify archaeal 16S rRNA gene by PCR. Sequence data in the PCR amplicons indicated the existence of methanogenic 

archaea in uncultured phylogenetic lineages. Sediment samples from Onikobe were inoculated into cultivation media 

containing 10 mM of methanol and the gas phase of the culture vessels were replaced with N2:CO2 (4:1, v:v). After 

repetitive subcultivations at 50°C, three enrichment cultures were obtained. We are going to isolate methylotrophic 

methanogen from these enrichment cultures.（高、石見、飯野） 

 

3-g. 糸状性酸素非発生型光合成細菌 Chloroflexus のアンモニア/亜硝酸依存的生育 

Ammonia-/nitrite-dependent growth of filamentous anoxygenic photosynthetic bacteria 

Chloroflexus are thermophilic filamentous anoxygenic photosynthetic bacteria which are thought to be ancient 

photosynthetic organisms. Chloroflexus are metabolically versatile. Recently, chemoautotrophy on H2 and 

photoautotrophy on H2 and sulfide were reported in Chloroflexus. In this study, I examined their photoautotrophy on 

NH4+ and NO2-.  

I cultivated Chloroflexus aurantiacus J-10-fl, Chloroflexus aggregans MD66, C. aggregans NBF, C. aggregans 

NA9-6, and C. aggregans H20 in culture medium containing bicarbonate as a sole carbon source and NH4+ or NO2- as a 

sole nitrogen and electron source. All these strains did not show marked growth on 2 mM of NO2-, but showed a limited 

growth on 15 mM of NH4+. I am going to examine factors which determine the growth capability on NH4+ (e.g., quality 

and quantity of light, micro-nutrients, concentration of NH4+ etc.). (Alam) 

 

3-h. 嫌気的アンモニア/亜硝酸酸化光合成細菌の探索 

Exploration of ammonia- and nitrite-oxidizing anoxygenic photosynthetic bacteria 

Anaerobic ammonia and nitrite oxidations are important steps in the nitrogen cycle on Earth. Only a few strains of 

purple bacteria possessing nitrite-oxidizing ability were reported, and no one has discovered ammonia-oxidizing purple 

bacteria. I tried to cultivate and isolate ammonia-/nitrite-oxidizing purple bacteria from natural environments. 

I firstly cultivated the following environmental samples under photoheterotrophic conditions at 30°C in the light to 
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enrich purple bacteria; sediment from ponds and microbial mats in hot springs. After I confirmed the growth of purple 

bacteria by detecting absorption spectrum corresponding to bacteriochlorophylls, I inoculated the cultures into 

autotrophic medium containing NH4+ as a sole electron source. I successfully cultivated bacteria derived from the 

microbial mats under NH4+ dependent conditions and isolated five strains of purple bacteria from the cultures. I 

confirmed their growth on NH4+ and NO2-. I will further characterize their growth properties, physiologies, and 

phylogenies. (Alam) 

 

*共同研究者の方々 Collaborators 

花田智、Vera Thier、永島咲子、佐藤剛、Joval N. Martinez 
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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）、菅原弘貴（特任研究員）、YU Pei（9 月まで D1、10 月より D2）、矢崎英

盛（D1）、津吹 真（D1）、岩浪 創（M2）、鳥羽真衣（M1）、髙山侑樹（M1）、杉山実優（卒研）、吉峯知歩

（卒研）、長縄 健（卒研）、岡宮久規（学振特別研究員）、橋本晃生（客員研究員）、村上勇樹（客員研究員）、

伊藤睦実（客員研究員）、藤岡春菜（客員研究員）、岡田雅子（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、最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、2020 年度に実施あるい

は発表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 

樹上性草食哺乳類であるムササビは、樹上で葉を採食する際に、葉を２回折りたたんでその角をかじるこ

とによって丸く穴をあけることが知られている。こうしたムササビの食痕を集めて比較すると、樹種に応じて

穴のあく位置が異なり、葉の最も幅の広いところに穴があく傾向が認められた。ムササビは、葉の主軸をまず

手で掴んでから葉を折り始める。そこで、様々な形状の（丸い、細長い、中央部が最も幅広い、基部付近が最

も幅広い、先端ほど幅広い）紙の主軸をムササビの手に見立てたクリップで挟んだ時に、紙がどれくらいコン

パクトに折りたたまれるかを調べた。その結果、幅が最も広い位置で主軸を挟んだときに最もコンパクトに折

りたたまれた。コンパクトに折りたたむと次の作業が容易になると考えられ、穴のあく位置はこのような葉の

物理的特性で決まるのではないかと推定された。実際、葉が細長くて基部の方が広いとその基部の部分に穴が、

葉が丸くて中央部が広い葉では中央部に穴が、葉が細長くて先端にかけて広くなっていると先端の方に穴があ

く（18）。 

 

(b) 両生類 

ツチガエル（図 1）は本州から九州まで広く分布する。本種の幼生は孵化した年にすべての個体が変態を

完了せず、多くが越冬後に変態することが知られている。しかし、野外での越冬個体の割合の地域変異や越

冬幼生と非越冬幼生の変態サイズの違いなどについては明らかにされていない。そこで、生活史と水温との

関係に着目し、埼玉県の河川から採集した卵を 15，20，25℃の 3 つの温度条件下で長期間飼育した。また、

同じ河川において 1 年間の生活史調査を行った。飼育実験の結果、低温で飼育した個体ほど幼生の成長は緩

やかで、孵化から変態までに要する日数は長く、変態サイズは大きくなる傾向がみられた。特に、変態まで

の日数は水温によって大きく変化し、25℃では孵化から 100 日前後で変態する個体がみられる一方、15℃で

は 900 日以上幼生のまま生存する。野外での生活史調査の結果、幼生は 4〜10 月まで成長を続け、水温が低
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下する 11〜3 月には成長が停止した。変態個体は 6-7 月と 8-9 月に出現し、変態サイズは前者の方が大きか

った。前者は低温下で成長した越冬群で、後者は高温下で成長した非越冬群であると考えられた。これらの

結果から、ツチガエルの幼生は地域ごとに季節適応するのではなく、生活史（とくに幼生の成長や発生過程）

に大きな可塑性を有しながら温度環境の異なる地域での生息を可能にしているのではないかと考えられた。

その結果として、広い分布域が実現していると推測される（19）。  

 

(2) 無脊椎動物を対象とした研究 
動物は、化学物質を分泌して天敵から身をまもることが多い。それでも、化学物質を天敵に向けて噴射（ス

プレー攻撃）する例は稀である。とくに水中での例はほとんど知られていない。スカシヒロバカゲロウの幼

虫は、小川や池の縁の倒木表面などに生息する半水棲の脈翅目昆虫である。本種の幼虫が外的刺激を受ける

と、その方向に尾を曲げ、後腸の開口部から透明の液体を噴射することを初めて見出した。噴射行動は水中

でも陸上でも起こる。液体は後腸末端部に貯蔵されていることが解剖により明らかとなった。そこで、この

液体の噴射が、彼らの天敵に対してどのような効果を持つのか明らかにするため、水中の捕食者であるヤマ

トクロスジヘビトンボの幼虫とアカハライモリの成体、さらに陸上の捕食者であるツチガエルの幼体とクロ

ヤマアリの働きアリを用いた捕食実験を行なった。その結果、いずれの捕食者に襲われた場合でもスカシヒ

ロバカゲロウの幼虫は液体を噴射し、それによって捕食者が幼虫を放す、あるいは吐き戻すという行動を示

した。クロヤマアリでは、噴射された液体が体表に付着すると、おそらく脚が痙攣するのか正常に歩行でき

なくなった。アカハライモリとツチガエルから吐き戻された幼虫は、その多くが生存したが、ヤマトクロス

ジヘビトンボの大顎に捕らえられた幼虫はおそらく外傷を負うことによってたとえ放されてもすべての幼虫

が死亡した。このように、スカシヒロバカゲロウの幼虫における化学物質の噴射は、水中、陸上両方の捕食

者に対して有効であり、とくに両生類や魚類などのように餌を丸呑みする捕食者や、アリなどの比較的小型

の捕食者に対して高い捕食回避効果を持つことが明らかとなった（20）。 

オオツノコクヌストモドキ（Gnatocerus cornutus、以下オオツノ）のオスは、多くの動物と同様に資源や

メスを巡ってオス同士で争う。攻撃行動はエネルギーコストや報復のリスクが大きい行動であるため、常に

攻撃的に振る舞うことが適応的であるとは限らない。実際に社会環境や齢などの環境要因にともなって攻撃

性や性行動の程度が調節される現象は数多く知られているが、その生理基盤や統合メカニズムの多くは不明

である。オオツノでは加齢に伴って攻撃性が増加することがわかり（11）、神経化学物質のオクトパミンが，

攻撃性と性行動を抑制する一方で，活動性（分散距離と関連すると思われる）や射出される精子のサイズを

増加させることがわかった（9）。こうした行動変化は、単に生理システムの破綻（老化）という観点だけで

なく、繁殖価から考えた場合、適応的かつ統合的な行動の遷移であると考えられる。 

 

(3) その他 
 以上の他、昆虫類の防御行動，鱗翅目の生活史を通しての擬態、ネズミの餌選択、クワガタムシ類の形態

特性、オオツノコクヌストモドキの闘争行動、カエル類の食性、ウスバカゲロウ類の系統分類などに関する

調査・研究が行われた。 

 

3. 研究発表 
誌上発表 

1. Fujioka, H., Okada, Y. and Abe, M. S. (2020) Bipartite network analysis of ant-task associations reveals task groups 
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2. Fujioka, H., Okada, Y. and Abe, M. S. (2021) Individual ants do not show activity-rest rhythms in nest conditions. 
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図１．谷戸などに生息するツチガエル。 
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植物生態学研究室 

 
1. 構成 
鈴木準一郎、立木佑弥、伊藤允（M2）、内田健太郎（M2）、田中葉月（M2）、金室早貴（M1）、金普文（M1）、

鈴木薫（M1）、石原真路（卒研生）、入江遥（卒研生）、尾崎麻衣（卒研生）、早野莉佳子（卒研生）、 

谷口直（卒研生）、村本馨（卒研生）、堀田淳之介（D2特別研究学生：九州大学大学院システム生命科学府）、

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）土壌の組成と栄養塩量がホソムギとシロツメクサの生育に及ぼす影響 
 植物の分布は、土壌の組成や水分量・栄養塩の種類や量などの影響を受ける。しかし、土壌特性が植物の

分布に影響を及ぼす機構は十分に分かっていない。そこで、本研究では、土壌の組成と栄養塩の量が、植物

の分布におよぼす影響を定量することを目的とした。 

ホソムギ(Lolium perenne)もしくはシロツメクサ(Trifolium repens)を 1 つの鉢に 1個体ずつ植え、5水準ずつ設

定した土壌の組成と栄養塩の量の下で、約２ヶ月の間、栽培し、地上部および地下部の乾燥重量を測定した。

土壌の組成と栄養塩の量を説明変数とし、一般線形モデルで解析の結果、ホソムギでは地上部重量と個体重

で土壌の組成の効果が有意だった。また、シロツメクサでは地上部と地下部の重量、個体重の全てで、土壌

の組成、栄養塩の量および交互作用の効果が有意だった。以上より、ホソムギやシロツメクサとも土壌の組

成の影響が見られた。（石原真路：卒業研究） 

 

２）都市環境への適応の速さを規定するメタ個体群構造 
 都市化は物理的、生物的環境を変容させることで、生物に生態的進化的に大きなインパクトを与える。そ

の結果、多くの生物で都市環境への急速な適応がみられ、同一種内において都会型/田舎型の多型が生じるこ

とがある。そこで、複数のゆるくつながった個体群(メタ個体群)を考え、田舎型から都会型が分化する速さ

に、個体群の繋がりが与える影響を調べた。その結果、田舎と数多くつながるほど進化速度は小さくなり、

都会と多くつながるほど即座に分化することがわかった。よって、都市環境への適応の速さは遺伝分散や種

子分散などの生物学的要因だけでなく、都市の配置や都市間の輸送など人類起源の要因に非線形的な複雑な

影響を受けると考えられる。（入江遥：卒業研究） 

 
３）個葉の面積は樹高の異なるアオキの間で異なるのか 
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植物の葉の大きさには変異が見られることが知られている。本研究では、アオキ（Aucuba japonica var. 

japonica)を対象に葉面積と葉身長、葉幅の間の関係を求め、それらと樹高の関係について検討した。樹高 1m

以下で分枝のない小型個体、樹高 1m 以上で分枝のある大型個体の各 9 個体を対象に、全ての個葉の葉身長

と葉幅、葉面積、葉柄の付け根までの地表面から茎の長さと自然高を測定した。葉身長と葉幅の積と葉面積

にはアロメトリー関係が見られ、小型個体と大型個体では、回帰直線の傾きは異ならなかったが、切片は有

意に異なり、葉の形が異なったことを意味する。また、分散分析の結果、葉身長、葉幅、葉面積は、いずれ

も大型個体で有意に小さかった。一方で、個葉の面積は、地表面から茎の長さや自然高にはよらなかった。

以上より、アオキでは、個体の大きさが個葉の葉面積に影響している可能性が考えられる。（尾崎麻衣：卒業

研究） 

 
４）タケササ類一斉開花枯死の進化生態学 
タケササ類は長期のクローン成長の後に開花枯死する一回繁殖型植物である。発芽から開花までの待ち時

間は種によって異なり、長いものでは 120 年間で開花する。開花時間には地理的な傾向が存在することが示

されており、熱帯の種に比べ、温帯に生育する種は開花時間が長いと言われている。また、これに付随する

地理的傾向として、クローン成長の際に出芽する地下茎の構造が種によって異なることが指摘されている。

熱帯の種は地下茎が短く株が叢生する一方、温帯は水平に長い地下茎を展開し、株は空間的に入り混じる空

間構造を構築する。本研究グループはタケ類に見られる生活史戦略の地理的なパターンを創出するメカニズ

ムに迫るべく、タケ類の生活史のシミュレーション構築による理論的アプローチと、野外集団の統計的解析

による実証的アプローチの両面から研究を行った。 

連続空間での個体ベースモデルを採用し、タケ類の生活史を記述した。クロナール成長パターンと開花周

期をコントロールするパラーメータが同時に進化する条件下で、地下茎と開花周期が共に長く進化する、ま

たは短く進化する条件を探索した。その結果、クロナール成長率のパラメータが高いと地下茎と開花周期が

共に長く進化すし、種子散布量のパラメータが高いと地下茎が短く開花周期が短く進化することが分かった。

この結果より、クローナル成長率と種子散布量のバランスの違いが地理的傾向を創出していると考えられる。

地下茎が長く進化するとラメットの空間分布が変化し、クロナール成長効率が低下することでさらに開花周

期と地下茎の長期化を促進していると考えられる。（早野莉佳子：卒業研究） 

京都花背において 2007 年に開花したチュウゴクザサ個体群は、開花時および発芽後のラメットの空間遺伝

構造が時系列的に記録されている稀有な個体群である。そこで、発芽後 4 年間のデータを用いて、人口動態

を規定しうる近交弱勢、密度依存的死亡を回帰分析により調べた。その結果、発芽初期の死亡は密度に依存

せず起こっており、ホモ接合度の高い個体ほど死亡しやすかった。このことから発芽初期は、個体数は多い

もののラメットサイズが小さく、個体間の相互作用はほとんど起こっていないことが考えられる。また、4

年目にクローナル成長により多数のラメット出芽が確認されたことから、密度依存性は 4 年目以降に生じる

ことが考えられる。（谷口直：卒業研究） 

 

５）植物の血縁認識による競争回避が進化する条件 
植物は互いに資源をめぐり競争するが、競争相手が血縁者である場合には競争を回避するようにふるまうこ

とが知られている。そこで、植物が血縁認識可能な場合に競争を回避する条件を数理モデルにより研究した。

本研究では土壌中の資源をめぐり根を伸長させる系をモデリングし、競争相手が血縁者か他人かによって異

なる戦略を採用する条件戦略モデルを採用した。その結果、血縁者間で協力するためには、1) 種子散布範囲

が狭く頻繁に血縁者と相互作用すること、2) 血縁認識が精緻であること、の２つの条件が必要であることが

わかった。（村本馨：卒業研究） 
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６）不均質な土壌資源分布下でのクローナル植物カキドオシの匍匐枝導管の解剖学的解析 
 匍匐枝の導管を通じて栄養塩や水が移動するクローナル植物では、空間的に不均質に分布する資源の効率

的な獲得が見られる。導管の発達は維管束形成層で二次的に起こるので、生育環境の資源量に応じて資源輸

送効率が変化する可能性がある。また、ラメットから生じる匍匐枝数が増加すると、匍匐枝あたりの資源移

動量が減少し、導管面積が変化する可能性もある。本研究では、生育環境の資源量や、匍匐枝の分枝が導管

面積と資源輸送効率に与える影響を検討した。 

 クローナル植物のカキドオシ(Glechoma hederacea)を用いた 2 つの栽培実験を実施した。実験 1 では、給水

量と栄養塩量を 2 要因とし、それぞれ 3水準を設けた。実験 2 では、親ラメットから 2 本に分枝した匍匐枝

を形成させ、その本数や生育時の水分環境を要因とし 2水準を設けた。実験 1、2 とも、親ラメットと子ラメ

ットを匍匐枝で連結させたまま栽培し、親ラメットから 9番目の子ラメットが生産された時点で刈り取り、

分解し、ラメット毎の乾燥重量を測定した。親ラメットから 1・3・5・7番目の匍匐枝断片を包埋し切片化し

た。匍匐枝切片の顕微鏡画像から導管面積を測定し、導管の資源輸送効率を算出した。 

 実験 1 では、匍匐枝が成長過程で経験した資源量が多いと導管面積が有意に大きく、資源輸送効率も高く

なり、これと矛盾しない結果は、実験 2 でもみられた。実験 2 では、分岐した匍匐枝が 2 本で給水が少量だ

と、1 本のときと比べ、親ラメットから子ラメットへの匍匐枝で導管面積が有意に小さかった。小さい導管

面積が、低い資源輸送効率をもたらし、その結果、資源移動のコストが増加した可能性がある。（伊藤允：修

士論文） 

 

７）伊勢湾台風による大規模撹乱から 60年後の北八ヶ岳シラビソ・オオシラビソ林の構造と 
  成長動態 

 台風などによる大規模撹乱後に一斉更新をした森林では、自己間引き過程を経て森林構造が空間的に均質

化していく。一方で、老齢な森林の特徴の一つは、空間的に不均質な空間的構造であり、老齢化の過程で密

度非依存的な枯死によって不均質化が進行すると考えられる。この均質化から不均質化への推移の過程の報

告は、ほとんどない。本研究は、1959 年の伊勢湾台風による大規模風倒後に一斉更新した森林にて、2004

年と 2019 年の間で、個体の生残と成長、密度および収量の変化を比較し、局所的な均質化と不均質化の過程

を明らかにした。調査地は、長野県茅野市にある亜高山帯針葉樹林に設定した 2 つのサイト（それぞれに 50 

× 50 m2調査区が 2 つ）で、シラビソとオオシラビソが優占している。各調査区を 25個の 10 × 10 m2の小

区に分け、小区あたりの密度と平均個体サイズの関係を解析した。 

 2004 年から 2019 年に、個体数は半減し、2004 年に DBHが 10 cm 以下の小型個体の多くは枯死した。生

存個体の DBH のサイズ分布で見られた L 字型から一山型への変化は、劣勢小型個体の枯死による自己間引

きの進行を示唆する。しかし、積算胸高断面積が減少した小区も多く、局所的には、密度非依存的な大型個

体の枯死が生じたことを示唆する。両対数軸上に表した密度と平均個体サイズの、2004 年と 2019 年の 2 点

間の傾きが、自己間引き過程で期待される-1.5 に近い値を示す小区が多い一方で、-1 付近の値を示す小区も

見られた。この結果は、自己間引きが進行中の場所とほぼ終了した場所が混在していることを示す。（内田健

太郎：修士論文） 

 

８）土壌表面の礫層が土壌水分量と植物の成長に与える影響 

植物は生存に必須な水を土壌から吸収する。土壌の水分量は降水などの供給と蒸発散などの消失によって決

まり、その量は土壌表面の状態で変化する。土壌表面に礫があると、土壌からの蒸発量は減少すると予想さ

れるが、土壌への水分供給も減少する可能性がある。そのため、土壌表面の礫の有無で土壌水分量や植物の
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成長がどのように変化するかは明らかでない。そこで本研究では、土壌表面の礫層が土壌水分量および植物

の成長に与える影響を圃場実験で検討した。 

 本研究では、1800 ml の土が入った直径 18 cm の鉢と、長径約 2 cm の発泡ガラス製の礫とホソムギ(Lolium 

perenne)を用いて、土壌表面の礫層が土壌水分量に及ぼす影響（実験 1）、植物 1個体に及ぼす影響（実験 2）

および複数の植物個体に及ぼす影響（実験 3）を評価した。 

 実験 1 では、礫層が有ると、無い場合よりも土壌水分量は多かった。実験 2 でも、礫礫が有ると土壌水分

量は多く、植物個体重は大きかった。実験 3 では、礫が有ると土壌水分量は多かったが、無い場合との差は、

個体数が増えると小さくなった。礫層が有ると無い場合よりも、植物個体重は大きかったが、その差は個体

群の密度が最も高い時に小さかった。 

 実験 1 では、植物が存在しなかったため、水分の消失は土壌からの蒸発に起因し、土壌からの蒸発は土壌

表面の礫層により抑制されたと考えられる。礫が存在すると土壌水分量が増加したので、実験 2 では、礫の

存在下で植物がより大きく成長できたのだろう。実験 3 から、密度が高いと、蒸散が増加し、土壌水分量が

低下し、礫層の効果が低減した可能性が考えられる。以上から、土壌表面の礫によって土壌水分量が増加し、

植物の成長量が増加したことが示された。また、植物の成長に対する礫の影響は、植物群集の密度によって

変化する可能性が示唆された。（田中葉月：修士論文） 

 
９) 闘争とホルモン産生との正のフィードバックが代替生活史戦術をつくりだす 

自然界には種内で個体ごとに異なる生活史戦術を採用する生物が存在する。この現象は代替生活史戦術と呼

ばれ、様々な分類群で知られている。異なる形質は内分泌的な状態が異なることで、遺伝子発現を調節し実

現される。また、生体内の生理状態は個体間相互作用によって変化する。本研究ではモデル生物としてサク

ラマスを用いて闘争とホルモン産生を結びつける理論を構築し生活史意思決定に関する解析を行った。サケ

科魚類に属するサクラマスは、孵化後一部の個体は孵化した当年に河川で成熟するが(残留型)、他の個体は、

海に降る (降海型)という代替生活史戦術を示す。これまでの研究では個体の状態を表す指標として体サイズ

が用いられ、大きい稚魚ほど残留型になる傾向が示されている。一方で内分泌的な要因に着目すると、サク

ラマスの成熟に伴う形態や行動の変化には 11-ケトテストステロンなどの成熟因子群が関与している。本研究

では行動とホルモン産生間の正のフィードバックループを考慮したモデルを構築した。成熟因子群は個体間

の闘争で勝利することで産生量が増加することが知られている。そこで、個体間闘争と成熟因子、体サイズ

成長を定式化し、稚魚個体群において発達過程での体サイズとホルモンの時間変化を調べた。その結果、ホ

ルモン産生と勝率間の正のフィードバックが強く（しかしあまり強すぎず）働くときに、連続的なホルモン

量分布から明瞭な離散的なクラスターを形成した。この時、大きい稚魚ほど成熟因子を多く産生しており、

これまで知られていた特性に合致しているものであった。一方で、体サイズによって勝率が左右される場合

にはホルモン量の明瞭なクラスターは見られなかった。本モデルは多くの生物種への個体間相互作用と生活

史特性に置き換えることが可能である。生物がどのように他個体と相互作用し、どのように振る舞うのかを

知るための大きな枠組みを提供する。（堀田淳之介ら：原著論文） 

 
10）小笠原諸島における強い攪乱による生態系機能の消失：野生化ヤギ駆除後の生態系の復元にお

ける新しい枠組み 

海洋島では野生化したヤギ（以下ノヤギ）による攪乱によって植生退行と土壌流出が起こる。このような

侵略的外来動物による生態系機能消失とその駆除に伴う生態系の変化について小笠原諸島媒島を例として紹

介した。植生の消失と表層土壌の流出は、貧栄養・酸性の下層土壌の露出を引き起こす。このような下層土

壌では草本植物の成長が制限される。そのため、一旦土壌流出が起きた環境における生態系の回復には、ノ
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ヤギの駆除だけではなく土壌環境の改善が必要であると考えられる。以上の生態系の変化に基づいて、攪乱

を受けた生態系を保全・復元する上でより現実的な目標となる「Novel ecosystem」の概念について紹介した。

（畑憲治ら：原著論文） 

 
 上記以外の継続中の研究課題は、植物生態学研究室のホームページ(http://www.biol.se.tmu.ac.jp/plantecol/)に

紹介されている。 

 
3. 各種活動 
 
・ 2020 年 6 月 24 日に、株式会社リバネス主催「員向け探究活動を促進する STEAM 教育フォーラム」にて

立木が webアプリケーションを用いた教育の探求について立木が講演した。 

・ 2020 年 7 月 30 日に、2020 年度 東京都立大学 FD セミナー（通算第 22回）オンライン授業実践事例発表

会にて、生態学実験（植物生態学）での活動報告を立木が行った。 

・ 2020 年 8 月 13 日に、東京都立大学生命科学専攻リカレント講座「探究を止めるな 〜on line で実習や探

究〜」にて、立木が行った。 

・ 2021 年 3 月 19 日に、日本生態学会第 68回大会（岡山）にて、Bo-moon KIM（金普文）が「英語口頭発

表聴衆特別賞」を受賞した。演題は、"The tragedy of the commons in plants: from the perspective of growth and 

resource allocation."だった。 

・ 2021 年 3 月 21 日に、日本生態学会第 68回大会（岡山）にて、フォーラム「野外調査に初めて行く人の

ための安全講習」にて鈴木が講演した。 

 

 

4. 研究発表 
誌上発表 

Hata K. (2019). Loss of ecosystem functions caused by severe disturbances in the Ogasawara islands can limit 

restoration: Implications for a new framework of practical restoration of disturbed ecosystems after eradication of 

feral goats. Global Environmental Research, 23 (1-2), 37-44. 

Fukano, Y., Guo, W., Uchida, K., & Tachiki, Y. (2020). Contemporary adaptive divergence of plant competitive traits in 

urban and rural populations and its implication for weed management. Journal of Ecology, 108(6), 2521-2530. 

Horita, J., Iwasa, Y., & Tachiki, Y. (2020). Positive feedback between behavioral and hormonal dynamics leads to 

differentiation of life-history tactics. The American Naturalist, 196(6), 679-689. 

Binay, S., Kaneko, N., Sakura, A., & Suzuki, J.-I. (2020). Use of weeds as a nitrogen resource with slashing and 

mulching treatment in no-tillage with soybean crop. 有機農業研究, 12:71-80, 

 

 

その他、日本生態学会第 68回大会（岡山）などで計 10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、Francesco BALLARIN（JSPS 外国人特別研究員；2021 年 11 月より特任助教）、

菊地波輝（特任研究員）、Isaac PLANAS-SITJA（JSPS 外国人特別研究員）、Marta QUITIAN（JSPS 外国人特別

研究員）、庄司一貴（D3）、山田藍生（D3）、廖浩全（D3）、Diyona PUTRI（D3）、NGUYEN Dac Dai（D3）、

NGUYEN Thi Thu Ha (D2) 、塚本将（D1） 、Ha Ngoc Linh（D1）、Vu Thi Ha（M2）、吉野雄一郎（M2）、日

高颯汰（M2）、宮田陵（B4）、諸岡真希（B4）、山村緑（B4）、DANG Van An（客員研究員）、伊藤文紀（客員

研究員）、稲垣英利（客員研究員）、島野智之（客員研究員）、寺山守（客員研究員）、中野隆文（客員研究員）、

野中勝（客員研究員）、蛭田眞平（客員研究員）、砂村栄力（客員研究員）、山﨑健史（客員研究員）、NGUYEN 

Duc Anh（客員研究員）、NGUYEN Thanh Luong（客員研究員）、PHAM Dinh Sac（客員研究員）、PHUNG Thi Hong 

Luong（客員研究員）、Adrian RICHTER（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、系統分類学・系統地理学研究グループと、動物行動学・進化生態学研究グループによって構

成される。 

 

1) 系統分類学・系統地理学研究グループの研究概要 

我々研究グループは、東南アジア、特にインドシナ地域に生息する陸上無脊椎動物の様々な分類群を対象

として、種相の解明、新分類群の記載や分類体系の更新、分類群の空間分布やその形成過程・背景の解明に

取り組んでいる。研究には、形態学的観察・解析だけでなく、次世代シーケンシングによって得られる縮約

ゲノム情報を用いた系統解析などを用いている。また、東京都や東京都下の自治体と連携して、外来種の防

除に関する基礎研究も行っている。研究活動の詳細（前年度以前）に関しては、各 P I の URLも参照された

い。 

• 江口克之：https://www.researchgate.net/profile/Katsuyuki-Eguchi-2 

https://researchmap.jp/antist2007/ 

• Francesco Ballari：https://www.researchgate.net/profile/Francesco-Ballarin-2 

• 菊地波輝：https://www.researchgate.net/profile/Namiki-Kikuchi 

A) アリ類の系統分類学的、多様性生物学的研究 

• 主にインドシナ半島を研究対象地域として、ナミバラアリ属 Acanthomyrmex の種多様性、系統地理的パ

ターン、進化史の解明を目的として研究を進めている。本年度は主にベトナムに産する A. glabfemoralis

種群の約 260コロニーのサンプルを材料に縮約ゲノムデータ（MIG-seq法により取得）に基づく系統解

析、COI 遺伝子塩基配列データに基づく系統解析、形態測定学的解析を進めた。オスに基づく形態測定

学的解析は分子系統解析の結果と明瞭に一貫したパターンを示し、本種群で見つかっている遺伝的系統

の多くにおいてその独立種としての位置づけを支持した。現在ワーカーに基づく形態測定学的解析を進

めている。インドシナ半島以外の種も含めた系統解析からは、本属にみられる多様な無翅女王の形態的

特徴には明瞭な系統的パターンがあることが示唆された。また、ベトナム中部に産する A.humilis を対象

に COI 遺伝子塩基配列データに基づく系統解析を行い、本種が多数の遺伝的に大きく分化した地理的系

統からなることが示唆された。【山田】 
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• 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 ritae種群、Pheidole fervida種群、Gnamptogenys taivanensis 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。縮約ゲノムデータ（MIG-seq 法によ

り取得）に基づく系統解析と形態測定学的解析により、ベトナム北部に産する Gnamptogenys taivanensis

が複数種からなる種群であることが明らかとなった。現在は Myrmica 属の解析を進めている。【Nguyen 

DD】 

B) Biogeography and diversity of soil spider fauna in Eastern Asia and Europe  My research involves the study of 

the origin, diversity and distribution of soil and subterranean-dwelling spider species in Europe and Eastern Asia, 

in particular in the Japanese archipelago. During the last year I mainly focused on the analysis of the data of the 

material collected during previous surveys and on the preparation of related articles. As a result, new species and a 

new genus of spiders have been described. Additional taxonomic, phylogenetic and biogeographic analysis of the 

collected material are currently in progress and related papers are in preparation. They include the study of the 

evolutionary history of the endemic Japanese species of the subterranean spider genus Nesticus and the 

biogeography of the cosmopolitan cave-dwelling spider invasive species Nesticella mogera. More recently, a 

detailed survey has been carried out in the Ryukyu archipelago visiting numerous islands. Aim of this research is 

to define a standardized method to assess the soil spider fauna in oceanic islands comparing morphological and 

molecular analysis. The study of the collected material is currently in progress.【Ballarin】 

C) 東アジア産ヒメバチ科ヒメバチ亜科（膜翅目）の系統分類学的研究 ヒメバチ亜科はヒメバチ科に含

まれる最も属・種数の多い一群で、全てが鱗翅目の寄生者と考えられている。東アジア地域での多様性

解明は比較的遅れていると考えられ、日本からは 270種程度が記録されているが、ヨーロッパ地域の既

知種数の半分に満たない。また、分類の遅れにより、宿主情報の蓄積がほとんどなされていないのが現

状である。本研究では、日本を中心とした東アジア地域での多様性を解明し、系統分類学的に整理する

ことを目的としている。今年度は、これまで国内では北海道でのみ知られていたヒロクチヒメバチ属

Alomya を本州中部地域から新たに採集し、形態比較、COI 遺伝子と核 28S 遺伝子の解析から、未記載種

であることを明らかにした。また、日本から未記録であった Linycus 属において、1 新種を含む 2種を日

本から初めて確認し、論文として発表した。【菊地】 

D) 台湾のアリガタバチ科ムカシアリガタバチ亜科の系統分類学・系統地理学的研究  アリガタバチ類は

農業害虫である鞘翅類や鱗翅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、台湾及び琉球列島に産するムカシ

アリガタバチ類の種分類体系を再検討すること、日本列島、琉球、台湾、中国大陸にかけての種多様性

のパターンや地理的遺伝構造とその背景要因を考察することを目的としている。2019 年に行った

Propristocera 属の種分類の再検討の手法に倣い、外部形態及び雄交尾器の観察及び分子系統解析を組み

合わせて、琉球及び台湾に産する Eleganesia 属の種分類の再検討を行った結果、7既知種、2 新種を確認

し、そのうち 2種については同種のオスとメスの対応関係を明らかにできた（投稿中）。また、琉球及

び台湾に産する Pristepyris 属の種分類の再検討においては、6 既知種を確認し、そのうちの一部の種を

もとに新属を提案する予定である（投稿準備中）。さらに、世界から 4種しか知られていない Formosiepyris

属について、台湾から 1既知種とともに 1 新種を発見し、記載論文を準備中である。【廖】 

E) カミキリムシ科（鞘翅目）の分子系統解析  従来形態的に十分に認識されていなかったニセゴマダラ

モモブトカミキリ（Leiopus masaoi）が 28SrRNA でゴマダラモモブトカミキリ（L. stillatus）と明瞭に区

別出来る事が明らかになった結果、前者はブナを主要なホストとしてブナ帯に分布する種であることが

判明した。また、石川県と長野県で同一の倒木から両種の幼虫が確認され、両種は同所的に生息する事
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が確認された。フォッサマグナを挟んで東西両集団に分かれる L. stillatus については、境界線上の二カ

所において 28SrRNA の両方のアリルを持つ個体が採集され、交雑が進行している事が示された。【野中】 

F) ベトナム及び周辺地域に生息するBiasticus属サシガメ類の種分類  インドシナ地域における捕食性半

翅目の一群であるモンシロサシガメ亜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。現在は、Biasticus 属を対象群として、形態観察、形態測定・解析、分子系統解析を組み合わせ

て、ベトナム及び周辺地域に生息する種の分類を行っている。ベトナムとその周辺地域から得られた

Biasticusまたはそれに類似する 65 標本を精査した結果、外部形態学的特徴に基づいて 20 の形態種に分

類できた。それらのうち、11種についてミトコンドリアの 16S 遺伝子、COI 遺伝子のシーケンスが成功

したので、分子系統解析を行ったところ、それぞれが独立した系統として識別できた。一方、形態計測

分析の予備的な結果は、外部形態の観察結果および分子系統解析の結果をよく支持した。【Ha NL】 

G) ミトコンドリア DNA COI を用いた日本産 Pycnoscelus 属の系統関係の解明  オガサワラゴキブリ属

Pycnoscelus には形態的差異が無く、生殖様式のみで分類される P. surinamensis（単為生殖）と P. indicus

（両性生殖）の 2種が存在する。これらの系統関係、種としての実態の解明を本研究の目的とする。本

年度は伊豆諸島、小笠原諸島、琉球列島などから 400 個体を超えるオガサワラゴキブリ類を収集した。

得られた個体は生かしたまま持ち帰り、繁殖実験を行い種を判別した後、体の一部から DNA を抽出し、

ミトコンドリア COI 遺伝子のシーケンスデータを用いて分子系統解析を行なっている。いまだ解析途中

であるが、暫定的な系統樹からは、単為生殖 P. surinamensisが多系統的に出現している可能性が示唆さ

れた。【宮田】 

H) ムカデ類の分類学的、多様性生物学的研究   

• 日本・台湾産ナガズジムカデ科の系統地理学的研究: ナガズジムカデ科は世界で 11 属が知られている。

そのうち、日本・台湾では 8 属が知られ、うち 3 属が当該地域に固有である。本研究は、ナガズジムカ

デ科の系統ならびに分散、それに伴う種分化の歴史の解明を目的としている。本年度は、日本で 9 属目

の新記録属となる新種を本州と九州から発見した。現在、記載と系統解析を進めている。【塚本】 

• ベトナム産ジムカデの 1 属 Vinaphilus の系統分類学的研究: ベトナムの中部山岳地帯からVinaphilus の 2

新種を発見した。また、タイプ種 V. unicusも含めて、ジムカデ目の科をほぼ網羅した分子系統解析を行

い、本属の分類学的位置を確認した（投稿中）。【塚本】 

• 琉球・台湾産半水棲オオムカデの研究: 沖縄、久米島、台湾より得られた半水棲のオオムカデ属につい

て、近縁種との形態比較と分子系統解析により、新種と結論付けた（Zootaxa誌に受理済、2021 年 4 月

12 日出版）。【塚本・島野・蛭田・江口】 

• 地表性の中型のムカデ類であるアオムカデ属の種分類体系を再検討することを目的としている。本属に

はこれまでに 3亜属 120種余りが知られているが、種分類に有用な形態形質が少ない上に、色彩などに

変異が見られるため、種分類が混乱している。本研究では、ベトナム及び周辺地域において、徹底した

採集を行なった上で、従来的な形態観察に加えて、複数の遺伝子マーカーに基づく分子系統解析や形態

測定学的解析を取り入れて、種の識別と種分類体系の更新を目指す。これまでに 304個体をベトナム及

び周辺地域から収集した。ミトコンドリアの COI 遺伝子及び 16S 遺伝子、核の 28S 遺伝子の塩基配列情

報を用いた分子系統解析と外部形態の観察により、ベトナム新記録 1種、1 新種を含む少なくとも 12種

が識別された。【Vu TH】 

I) その他の研究活動、アウトリーチ活動 

• 本学理学研究科と以下の研究機関との部局間学術協定締結において、本学側連絡担当教員として、中心

的な役割を果たした：ベラウ国立博物館（新規）、タイ国立科学博物館（更新）。【江口】 

• 生命科学専攻動物系統分類学研究室、植物系統分類学研究室と、ベトナム生態学生物資源研究所を中核
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とした研究プロジェクト（2020 年度学長裁量枠戦略的研究プロジェクト、代表：村上哲明）の初年度の

活動として、３回のオンライン国際セミナーを共同企画運営した。【江口】 

• ナショナルバイオリソースプロジェクトの分担機関として、名古屋議定書にかかる国内指針への対応に

関する相談・支援窓口を設置し、国内（学内を含む）の研究・教育機関や個人への助言やサポート、講

演会を行なった。【江口、菊地、Ballarin】 

• 東京都八丈町のアシジロヒラフシアリ対策プロジェクトに外部専門家として参加し、本種の防除のため

の基礎研究を八丈町、森林総合研究所とともに行った。【江口】 

• 東京都下の高等学校からの依頼に応じて、生物教育する助言やサポートを行なった。【江口】 

 

2) 動物行動学・進化生態学研究グループの研究概要 

A) Complex Systems Biology  【Cronin】 

• Social Behavior The experimental work on Madagascan Hissing Cockroaches continued, with data obtained from 

multiple individual pairings and new cockroaches obtained for the next round of experiments. Data anlayis from 

videos has started. All experimental apparatus were migrated to a new laboratory room in late 2020. 

【Planas-Sitja・Cronin】 

• Empirical Studies of Collective Behavior  The analysis of experimental data obtained in 2019 was completed in 

India by internship student Purbayan Ghosh and subsequently analysed and written up in late 2020 in Japan. The 

work was published without issue in Ethology【Cronin】 

• Modelling collective effects of personality  The simulation modelling work on collective group movements was 

competed and submitted to Communications Biology but required heavy revisions. The simulation work was 

reorganized and built upon with additional mathematical models by J-L Denoubourg (Brussels) to add proofs of 

concepts alluded to in simulations. This work has now been accepted for publication 【Planas-Sitja・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. The long-term study of the phylogeography of reproductive strategies in Japanese Myrmecina ants 

was published in The Journal of Evolutionary Biology 【Cronin】 

• Invasion biology of Technomyrmex  The first paper comparing inter-island variation among invasive populations 

has almost been completed and will soon be submitted. A second paper, which will incorporate phylogeographic 

data and ecological niche modelling is in preparation for inclusion in a Special Issue of the journal Animals 

【Putri・Cronin】 

• Bee ecology and evolution We collected samples of Lasioglossum baleicum to send to US colleagues in August 

2020 for genomic anlaysis. Colleagues in Taiwan are currently processing samples of Apis and varroa mites using 

RAD-Seq. A joint publication from this work is current under review in Apidologie【Cronin・Nguyen】 

• Social Immunity We undertook a field trip to Hokkaido in August 2020 and conducted a study of immune activity 

in social and solitary bees of a Sapporo population of Lasioglossum baleicum. This work in is collaboration with 

researchers from Princeton University who are currently performing the transcriptome analyses. We also collected 

Ceratina bees in Okinawa in November 2020 and have been using these to conduct laboratory behavioural assays 

and test methods of immune testing using extracted haemolymph which will provide the basis for the 2021 field 

season 【Cronin・Nguyen】 

• Co-evolutionary dynamics of reproductive strategies The simulation-based study of ant reproductive strategies has 
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been completed and the manuscript is mostly finished. A complete draft will soon be sent to colleagues in Paris 

and we anticipate publication this year【Planas-Sitja・Cronin】 

C） Ecosystem Ecology 【Cronin】 

• Pollinator networks in Ogasawara  Our Ogasawara pollinator networks study was post-poned because of 

corona-virus and will commence in March 2021. Marta Quitian successfully obtained a JSPS post-doctoral 

fellowship and joined the lab in November 2020 and will be leading this project.【Quitian・Cronin】 

 

3. 研究発表  
1) 系統分類学・系統地理学研究グループ 

＜誌上発表＞ 

1. Ballarin F, Yamasaki T, Su YC. 2021. A survey on poorly-known rainforest litter-dwelling spiders of Orchid Island 

(Lanyu) with the description of a new species (Families Linyphiidae, Tetrablemmidae, and Theridiosomatidae). 

Zootaxa, 4927, 197-208. 

2. Ballarin F, Yamasaki T. 2021. Nihonella gen. nov., a new troglophilic genus of dwarf spiders from Japan (Araneae, 

Linyphiidae, Erigoninae). European Journal of Taxonomy, 733, 1-18. 

3. Marusik YM, Haddad CR, Azarkina GN, Ballarin F, Crews SC (EDS.) 2020. Festschrift in honour of Wanda 

Wesołowska on the occasion of her 70th birthday. Zootaxa, 4899, 1-383. 

4. Ballarin F, Salmaso R, Latella L. 2020. The arachnological collections of the Museo Civico di Storia Naturale of 

Verona (Italy): an overview. Arachnologische Mitteilungen, 60, 26-26. 

5. Steibl S, Ballarin F, Nadolny A, Laforsch C. 2020. First record of the wolf spider Draposa lyrivulva (Bösenberg & 

Strand 1906) from the Maldivian Islands, Indian Ocean (Araneae, Lycosidae). Acta Arachnologica, 69, 115-119. 

6. Suzuki Y, Ballarin F. 2020. Nesticus kosodensis Yaginuma, 1972 bona species. Molecular and morphological 

separation from N. latiscapus Yaginuma, 1972 with notes on cave scaffold-web spiders subspecies in Japan 

(Araneae, Nesticidae). Subterranean Biology, 35, 79-96. (https://doi.org/10.3897/subtbiol.35.53933). 

7. Ballarin F, Pantini P. 2020. Three new species and new records of the genus Centromerus (Araneae, Linyphiidae) 

from Italy. European Journal of Taxonomy, 660, 1-23. (https://doi.org/10.5852/ejt.2020.660). 

8. Terayama M, Sunamura E, Fujimaki R, Ono T, Eguchi K. 2021. A Surprisingly Non-attractiveness of Commercial 

Poison Baits to Newly Established Population of White-Footed Ant, Technomyrmex brunneus (Hymenoptera: 

Formicidae), in a Remote Island of Japan. Sociobiology, 68, e5898. 

9. Nguyen AD, Nguyen GS, Eguchi K. 2021. A new Rhopalomeris species (Diplopoda: Glomerida: Glomeridae), and 

notes on the phylogenetic relationships between glomeridans in Vietnam. Zootaxa, 4927, 257-264. 

10. Vu HT, Nguyen HD, Le SX, Eguchi K, Nguyen AD, Tran BTT. 2020. A review and notes on the phylogenetic 

relationship of the centipede genus Otostigmus Porat, 1876 (Chilopoda: Scolopendromorpha: Scolopendridae) 

from Vietnam. Zootaxa, 4808, 401-438. 

11. Eguchi K, Oguri E, Sasaki T, Matsuo A, Nguyen DD, Jaitrong W, Yahya BE, Chen Z, Satria R, Wang WY, 

Suyama Y. 2020. Revisiting museum collections in the genomic era: potential of MIG-seq for retrieving 

phylogenetic information from aged minute dry specimens of ants (Hymenoptera: Formicidae) and other small 

organisms. Myrmecological News, 30, 151-159. 

12. Nguyen DD, Oguri E, Yamada A, Lin CC, Zhilin C, Nguyen AD, Suyama Y, Eguchi K. 2020. Genome-wide 

MIG-seq and morphometric data reveals heterospeci city of the Gnamptogenys taivanensis group (Hymenoptera: 

Formicidae: Ectatomminae) in the northern mountainous region of Vietnam. Raffles Bulletin of Zoology, 68, 
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539-555. 

13. Novita N, Amiruddin H, Ibrahim H, Jamil TM, Syaukani S, Oguri E, Eguchi K. 2020. Investigation of Termite 

Attack on Cultural Heritage Buildings: A Case Study in Aceh Province, Indonesia. Insects, 11, 385. 

14. Kikuchi M, Konishi K. 2021. A taxonomic revision of the genus Linycus Cameron, 1903 from Japan. Zootaxa, 

4948, 546-558. 

15. 菊地, 石田, 鹿児島, 江口. 2021. ABS に関連した論文撤回と付随する問題（2021 年 2 月 13 日現在までの

経過報告）. タクサ, 50, 23-24. 

＜ポスター＞ 

1. Liao H., Terayama M., Eguchi K. A remarkable discordance between mitochondrial and nuclear phylogenies of 

bethylid wasps in Taiwan and the Ryukyus. 41st Annual Meeting of Taiwan Entomological Society. 17-18 Oct. 

2020 (Poster). 

 

2) 動物行動学・進化生態学研究グループ 

1. Ghosh, P. & Cronin, A. L. (2021). Collective decision-making, caste roles and sequential transport during colony 

emigration in the small carpenter ant, Camponotus yamaokai. Ethology DOI: 10.1111/eth.13140  

2. Cronin, A. L, Azuma, N., Miyazaki, S., Oguri, E., Schwarz, M. P. & Ito, F. (2020). Geographic patterns in colonial 

reproductive strategy in Myrmecina nipponica: links between biogeography and a key polymorphism in ants. 

Journal of Evolutionary Biology 33: 1192-1202. DOI: 10.1111/JEB.13659  

3. Planas-Sitjà, I. (2020).  Personality variation improves collective decision-making in cockroaches. Behavioural 

Processes DOI: 10.1016/j.beproc.2020.104147 
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植物系統分類学研究室 
 
1. 構成 
村上哲明、角川洋子、加藤英寿、小栗恵美子（特別研究員）、Wita Yulianti（D3）、岩切彩夏（M2）、片岡

利文（M1）、吉田章一郎（M1）、米岡克啓（M1）、井出春菜（卒研生）、伊藤真（卒研生）、棚橋優花（卒

研生）、宮田侑奈（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。そのために肉眼から走査電子顕微鏡レベルにいたる形態の比較、解

剖学的観察、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 の塩基配列情報を最大限に活用した系統分類

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やシダ

植物の配偶体相の調査、キノコの隠蔽種や新産種の探索等を行った。 

 オシダ科オシダ属 Dryopteris 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。今年度は屋久島産固有種の三倍体無配生殖種コスギイタチシダ D. yakusilvicola と，この種が

含まれるナガバノイタチシダ複合体の複数の 2 倍体有性生殖種について核と葉緑体 DNA マーカーを用いて

解析をした。これまでコスギイタチシダは 2倍体有性生殖種のミヤマイタチシダと 4倍体有性生殖型のナガ

バノイタチシダの交雑由来とされてきたが、今回の研究により、クロミイタチシダ D. melanocarpa に近縁な

未知種とミヤマイタチシダの交雑由来の三倍体無配生殖種であることが分かった（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、今年度

は関東の奥秩父山系でシダ植物の配偶体マットを多数採集し、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。昨年度、その胞子体が日本国内では 50 年以上前に 2 度採集されただけの幻のシダであるイ

トシシラン Haplopteris mediosora（イノモトソウ科シシラン類）の独立配偶体を発見していたが、今年度は

奥秩父に 2 系統のイトシシランの独立配偶体が見られ、一つは台湾、もう一つはヒマラヤ地域のものと同じ

ゲノム構成をもつことが明らかになった。これら遠く離れた二つの地域に由来する独立配偶体が共に奥秩父

に現在、生育しているのならば、とても興味深い（米岡・伊藤・村上）。 

 核 ITS 領域の塩基配列などを活用して高等菌類（キノコ類）の隠蔽種の探索を行った。ベニタケ科のキチ

チタケ類の子実体サンプルを日本国内 11ヶ所から合計 228個の採集し、核 ITS 領域を用いて分子系統樹を作

成した。その結果、日本産のキチチタケ複合体は４つの群に分かれた。ヨーロッパ産の狭義のキチチタケ

（Lactarius chrysorrheus）は日本のものとは異なる単一系統群にまとまったので、日本産キチチタケは、これ
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まで学名が当てられてきた L.chrysorrheus そのものではなく、それとは別の 4 つの隠蔽種を含むことも分かっ

た。その中には日本新産種のみならず、新種とするべきものも含まれていると考えられた。さらに、子実体

の直下から採集した菌根に含まれる植物由来の rbcL 遺伝子と菌由来の核 ITS 領域の塩基配列を解読して、菌

種と樹種の共生関係を調べた。その結果、日本産キチチタケ類には、カラマツ属（針葉樹）と共生する２種

と落葉広葉樹のコナラ属と共生する２種が含まれることが分かった。このようにごく近縁なキノコの隠蔽種

間で、共生する樹木種が大きく異なっていたことはとても興味深い発見である。この他、キチチタケと同じ

くチチタケ属に含まれるキノコを幅広く材料に用いて、その核 ITS 解析を行ったところ、ヨーロッパや北米

で記載されていた多くの日本新産種を見出すこともできた（岩切・井出・宮田・丸山・村上）。 

 

２）種分化・多様性に関する研究 
 小笠原諸島固有種オガサワラモクレイシ（マチン科）の自生地における開花・結実状況調査と花部形態の

解剖学的観察を行った。その結果、本種は雄蕊に花粉を有する個体と花粉を欠く個体が存在し、両者とも雌

蕊に胚珠を有していた。しかしながら、前者はほとんど結実が見られないが、後者は多くの個体が結実した

ことから、本種は雌雄異株である可能性が高い。また、花粉を有する花は、蕾の段階で葯が裂開して、花粉

が柱頭側面に付着していたことから、secondary pollen presentation という受粉様式を持つことが明らかとなっ

た（棚橋・加藤）。 

 

3. 研究発表 
＜誌上発表＞ 

Hori, K., A. Ebihara and N. Murakami (2021) Origin of the apogamous Japanese fern Dryopteris yakusilvicola 

(Dryopteridaceae). Taxon 70: 16−26． 

Sato, H., R. Ohta and N. Murakami (2020) Molecular prospecting for cryptic species of the Hypholoma fasciculare 

complex: toward the effective and practical delimitation of cryptic macrofungal species. Sci. Rep. 10: 13224. 

DOI:10.1038/s41598-020-70166-z. 

加藤英寿・後藤雅文（2021）北硫黄島の維管束植物．小笠原研究47, 73-92． 

 

 

［学会発表］ 

岩切彩夏・丸山厚吉・村上哲明・佐藤博俊（2020）日本産キチチタケ(Lactarius chrysorrheus， 担子菌門ベニ

タケ科) の隠蔽種の探索と宿主樹種の解明.日本植物分類学会第 20回大会（2021 年 3 月 8-10 日、オンライ

ン） 

米岡克啓・酒井絵理佳・岩切彩夏・片岡利文・堀清鷹・村上哲明（2020）配偶体での生育が基本となるシダ

植物？〜半世紀ぶりに奥秩父一帯で再発見されたイトシシラン（イノモトソウ科）〜. 日本植物分類学会

第 20回大会（2021 年 3 月 8-10 日、オンライン） 

常木静河・小野笑実・柿嶋聡・村上哲明・芹沢俊介（（2020）希少種ミカワコケシノブの胞子体生育地の近傍

におけるコケシノブ科配偶体の生育状況. 日本植物分類学会第 20回大会（2021 年 3 月 8-10 日、オンライ

ン） 

村上哲明（2020）DNA 情報を活用したシダ植物の配偶体フロラの調査： 日本でもまだまだ新産種は見つか

る．日本植物学会第 84回大会（名古屋・オンライン） シンポジウム 「国立沖縄自然史博物館設立計画

と多様性植物学の未来」 2020 年 9 月 19-21、名古屋・オンライン） 

西村明洋・加藤英寿・布施静香・田村実・髙山浩司（2020）小笠原諸島固有寄生植物シマウツボにおける集
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団間分化と宿主転換の関係性. 日本植物学会第 84回大会（2020 年 9 月 19-21 日、オンライン）  

鈴木節子・須貝杏子・玉木一郎・高山浩司・加藤英寿（2021）広域分布種アカテツの遺伝的多様性と構造お

よび集団動態．日本生態学会第 68回大会（2021 年 3 月 17-21 日、オンライン） 

鈴木節子・須貝杏子・葉山佳代・加藤英寿（2021）母島列島産のオオバシマムラサキにおけるエコタイプの

分化と交雑．日本森林学会第 132回大会（2021 年 3 月 19-23 日、オンライン） 

 

［その他］ 

企画展「未来につなぐ植物標本」．（2020 年 11 月 16 日〜12 月 11 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）、永島咲子（特任助教）、広瀬節子（プロジェクト研究員）、佐藤剛（プロジェクト研究員）、

Martinez, Joval N.（リサーチアシスタント）、河合繁（リサーチアシスタント）、 Saini, Mohit K.（D3）、村

松壮（M2）、Yushen, Liu（M2）嶋田敬三（客員教授）、Tank Marcus（客員教授）、Thiel Vera（客員教授） 

 

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きた。本年度が最

終年度である。 

 

１）複合微生物系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 

中房温泉の 56℃の微生物マットから新規好熱性紅色光合成細菌 No.7T株を分離した。この細菌は細胞内に

硫黄顆粒を蓄える。No.7T 株は硫酸、チオ硫酸、亜硫酸、水素を電子供与体として使用し、重炭酸を唯一の

炭素源として、光独立栄養的に生育した。嫌気光条件下での至適増殖温度は 50℃であった。No.7T 株は近縁

のThermochromatium tepidum との16S rRNA遺伝子の類似性が90.4 %と低く、系統解析ではThermochromatium 

tepidum の隣の分類群である Chromatiaceae 内に長い枝長で分岐しており、高い新規性を支持した。No.7T株

のゲノムは 2.99 Mbp の染色体から成り、多相分類法により、No.7T は Chromatiaceae 科の新属新種と結論づ

け、２番目の真に好熱性の紅色光合成細菌としてCaldichromatium gen. nov.の基準株Caldichromatium japonicum 

sp.nov. (DSM 110881=JCM 39101)として記載した。（Saini、Thiel、花田、Tank）また、イエローストーン国立

公園から分離した新規系統を含む Chloracidobacterium 8株について、そのゲノム情報を比較した。ゲノム塩

基配列相同性から新種に分類されると考えられるものが含まれていることが分かった。それらは、細胞形態、

生育温度特性、酸素要求性の点でも明確に異なった。（Saini、花田、Tank） 

1-b．新規 Rhodobacter 系統群細菌の硫化水素泉からの分離培養 

長野県中房温泉（弱アルカリ性・硫化水素泉）から、新規好気性光合成細菌を分離し、その系統・生理学

的特徴を明らかにした。中房温泉の流水中（30℃）に発達する微生物マットを採取し、30℃・好気・暗所・

従属栄養条件で培養した。Rhodobacter blasticus に近縁の二つの分離株, N10株、N12株は、嫌気条件で光合

成生育できず、これまでに見つかっているどの Rhodobacter 系統群細菌とも異なり、光合成色素を生産する

がもっぱら好気呼吸で生育する好気性光合成細菌の特徴を有していることが明らかになった。（村松、広瀬、

花田） 

1-c. 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 
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長野県中房温泉のシアノバクテリアが優占化する微生物マットには、糸状性酸素非発生型光合成細菌

Chloroflexus が分布しており、その多様な代謝能（光合成従属栄養、光合成独立栄養、化学従属栄養、化学

独立栄養）から群集内での役割が注目されていた。そこで、群集内での Chloroflexus 属細菌の転写について、

一昼夜における変化を解析した。メタトランスクリプトーム解析の結果、日照の減少する夕方に、炭酸固定

の鍵酵素遺伝子とともに硫黄や水素酸化酵素遺伝子の転写量の上昇が検出され、光合成による一次生産者と

して働いていると考えられた。一方、微生物マット内の酸素濃度が 400 μmol/L を超える日中には、シアノバ

クテリアによって供給される有機物を酸化して、専ら好気呼吸でエネルギーを得ていると考えられた。夜明

け前には炭酸固定酵素遺伝子およびヒドロゲナーゼ遺伝子の転写が活発で、化学独立栄養生育していると考

えられた。（河合, Martinez, Tank, 花田, Thiel） 

長野県中房温泉の微生物被膜のメタゲノム解析においてアセンブルされたメタゲノム情報から分別された

ゲノム（bin）の内の新たな光合成菌株 Ca. Roseilinea sp. NK_OTU-006（DDBJ/ENA/GenBank under the accession 

JAAFGM000000000）について、そのゲノム・アナウンスメントを投稿し受理された。シークエンス情報は

NCBI の Sequence Read Archive (SRA)（accession number SRR12784215）および BioProject （accession number 

PRJNA603154）にて公開されている。（Martinez、河合、Saini、Tank、花田、Thiel） 

1-d. Chloracidobacterium thermophilum の二酸化炭素代謝の解明 

Chloracidobacterium thermophilum は、Acidobacterium 門に初めて見つかった光合成細菌であるが、その生

理については不明な点が多い。ゲノムには炭酸固定関連遺伝子が見つからないが、その生育には CO2 の添加

が促進的に働くことが示された。そこで、安定同位体標識した CO2 の取り込みを質量分析法で解析した。菌

体への CO2 の取り込みを確認でき、それはアナプレロティック反応によることが分かった。これらの解析か

ら、Acidobacterium 門光合成細菌の炭素代謝の特徴を明らかにすることができた。（Saini、河合、永島、花田、

Tank） 

1-e. 高鉄濃度、低硫酸濃度の湖から見出した Chlorobia門細菌群の代謝 

 シールド湖群（Boreal Shield lakes）は夏季の水温成層によって深水層が嫌気的になり、溶存鉄濃度が上昇

して硫酸イオン濃度が減少する。メタゲノム解析と集積培養法により、カナダの北方シールド地域の３つの

湖で、この深水層の酸素非発生型光合成と鉄硫黄循環の代謝多様性を調査した。メタゲノムデータから４種

の Chlorobia門のドラフトゲノムを得、集積培養では２種の Chlorobia門の新規硫黄酸化細菌の濃縮に成功し

た。その内、Candidatus Chlorobium canadense は光合成硫黄酸化遺伝子群の近傍に光合成鉄栄養に関連する 

cyc2 遺伝子をコードしていることが分かった。メタゲノム解析から、他のクロロビウム門細菌にも cyc2 遺

伝子が検出され、また光合成硫黄酸化遺伝子群は cyc2よりも広く検出された。以上から、これら湖には、硫

化物ベースの成長を促進する潜在的な硫黄循環の可能性が示唆された。（Tank、花田） 

1-f. 系 I 型光合成反応中心複合体を持つ Chloroflexota 門の新規光合成細菌の分離と系統解析 

カナダの実験調査湖域（IISD-ELA）の溶存鉄濃度が高い寒帯の湖から、新規 Chloroflexota 門光合成細菌を

培養した。既知の Chloroflexota 門の光合成細菌は光エネルギー変換に光化学系 II と呼ばれる反応中心複合

体を有するが、本研究で発見した‘Candidatus Chlorohelix allophototropha’は光化学系 I を持つことが明らかに

なった。分子系統解析により、‘Ca. Chx. allophototropha’の祖先種において Chloroflexota 門の他細菌と遺伝子

交換が行われたことが示唆された。Chloroflexota 門の光合成細菌はその進化の過程に未解明の問題を抱えて

いるが、光化学系 I を持つ‘Ca. Chx. allophototropha’の発見は、光合成の進化の基礎となる問題を明らかにす

る有用なモデルシステムを提供すると期待される。（永島、花田、Tank） 

 

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 
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Leptolyngbya はヘテロシスト非形成性・非分岐型の糸状性シアノバクテリアの一群である。Leptolyngbya は

系統的に多様で、淡水から海水環境まで広く見つかっている。近年、陸上温泉から Leptolyngbya シアノバク

テリアの発見に関する報告がなされるようになってきた。しかしながら、好熱性 Leptolyngbya の生態や形

態・生理学的多様性についての研究は限られている。本研究では、長野県中房温泉の弱アルカリ性硫化水素

泉に発達する微生物マットを対象に Leptolyngbya シアノバクテリアの分布と多様性を解析した。16S rRNA 

遺伝子を対象にした PCR アンプリコン解析から、45℃～60℃の温度域に七つの系統の Leptolyngbya が混在

していると考えられた。中には、これまで他の環境でほとんど見つかっていない系統や未記載の系統もあっ

た。また、これら七つのうち、四つの系統の Leptolyngbya シアノバクテリアの培養に成功した。これら

Leptolyngbya は、細胞形態、生育可能温度や近赤外光の利用性といった点で違いがあることが明らかとなっ

た。（Liu、佐藤、Martinez、花田、永島） 

2-b. 好熱性 Chlorogloeopsis 属シアノバクテリアのゲノム解読 

シアノバクテリアは形態的な特徴を基に分類されてきた経緯があるため、近年の遺伝学的技術の進歩に伴

い、分子系統学的に再分類されてきている。Chlorogloeopsis は形態に基づく分類法で subsection V（Bergey’s 

Manual）に分類されているグループ（属）である。また、細胞形態の多型性や、クロロフィル d やクロロフ

ィル f を合成する種がいる等、生理的にも多様である。今回、宮城県鬼首温泉より新たに単離した、

Chlorogloeopsis 属 ON57a 株について全ゲノム解読を行った。その結果、この好熱性 Chlorogloeopsis 属シア

ノバクテリアは、特徴的な窒素固定代謝能を有することが示唆された。（佐藤、花田） 

 

３）礫上バイオフィルム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. 礫上バイオフィルム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 

多摩川の礫上バイオフィルムから好気性光合成細菌W35T 株を分離した。絶対好気性、非運動性で、有機

化合物を含む寒天平板上にピンクベージュ色のコロニーを形成し、バクテリオクロロフィル a を含む光合成

器官に典型的な近赤外領域に吸収極大を示した。16S rRNA 遺伝子による系統解析より、最近縁種は

Aquabacterium commune B8T で 97.9％の類似性を示した。多相分類比較の結果は W35T 株が Aquabacterium 属

の他のメンバーと明確に区別できることを示したため、基準株を W35T (=DSM 106757T=NBRC 111963T)とす

る Aquabacterium 属の新種、Aquabacterium pictum sp. nov. を提案した。Aquabacterium pictum W35T は

Aquabacterium 属細菌の中で、バクテリオクロロフィル a の生産が確認された初めての光合成細菌である。

（広瀬、Tank、花田）また、河川から単離したアルファプロテオバクテリアの 2 つの系統にそれぞれ属する

好気性光合成細菌単離株 4株について新種提案の準備をすすめている。S08株は Roseomonas 属菌として 2例

目の光合成細菌である。W09,W19,W32株はいずれも嫌気的に光合成を行う紅色非硫黄細菌 Rhodobacter 属に

近縁な好気性光合成細菌であり、またこれら互いに近縁な 3株は保有する光捕集複合体の種類が異なるほか、

貧栄養条件への適応などで違いがある。（広瀬、花田） 

また、礫上バイオフィルム内の好気性光合成細菌の培養による存在量、多様性とバイオフィルム内の藻類

のクロロフィル含量の関係を調べた。上流・中流の 5 カ所の礫上バイオフィルム 15サンプルについて比較し

た結果、バイオフィルム内の微細藻類由来のクロロフィル量が少ないサンプルほど全コロニー中の好気性 

光合成細菌コロニーの割合が多かった。（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 

酸素非発生型好気性光合成細菌、aerobic anoxygenic phototrophic (AAP) bacteria は海洋を中心に、様々な水

圏環境に普遍的に存在し、炭素循環を駆動するキープレイヤーとして重要である。しかしながら、河川にお

けるその分布はほとんど調べられていない。本研究では、多摩川における AAP bacteria の分布と、その生活

様式（浮遊性・粒子付着性）を、河川水試料を用いて、赤外蛍光顕微鏡直接検鏡により調べた。その結果、
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多摩川において AAP bacteria は上流から中流域まで普遍的に分布していることが分かった。また浮遊性 AAP 

bacteria の全菌数に対する割合は 20%以下だったのに対し、粒子付着性 AAPbacteria のその割合は 52.2%だっ

た。AAP bacteria は、沿岸海洋においても粒子付着性の生活様式が確認されているが、本研究により、多摩

川においても粒子付着性として多く存在していることが明らかになった。(広瀬、花田) 

また、季節ごとの多摩川礫上バイオフィルムの光合成微生物の多様性を調べるため、微生物のアンプリコ

ン解析を行った。ロドバクター近縁の特定の好気性光合成細菌の遺伝子配列が、全 16S rRNA 遺伝子配列中

最大で約 10％を占め、四季を通じた平均でも 1％程度を占めるなど興味深い結果が出ている。細菌の 16S 

rRNA 遺伝子とともに今年度は 18S rRNA 遺伝子アンプリコンも併用して解析し、川底礫上バイオフィルムの

好気性光合成細菌の存在割合とバイオフィルム中の藻類を含めた環境要因との関係を統計的に解析している。

（広瀬、花田） 

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それと全く異なる事を明らかにした。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、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 との相同性が最も高かったが、その相同性は 97％と低く、且つ生理学的な

特徴にも違いが見られたことから、全ゲノム配列の決定を含め、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と判断し、この株について Litoreibacte 

rbadius と命名し、新種記載した。（花田） 

また、同地点から得られた分離株である AI77T 株は Roseobacter ponti MM-7T 株に近縁（97.8％）であっ

たが、デジタル DNA-DNA ハイブリダイゼーションによる相対類似度は 18.70％と低く、その他の生理性状

試験の結果から Roseobacter 属の新種と結論づけた。 Roseobacter cerasinus と命名し、 AI77T 

(=DSM110091T=NBRC 114115T)を基準株として新種記載した。AI77T 株は、種々の抗生物質に対する耐性能

があり、そのゲノムには抗生物質耐性に関連する遺伝子群も確認できた。（村松、広瀬、花田） 

3-e. 光合成遺伝子の進化系統解析 

細菌界において、光合成遺伝子が進化的にどのように獲得・伝播されてきたかについて、活発に研究され

ている。我々の研究により、Rhodobacter 系統群には嫌気性光合成細菌と化学合成細菌だけでなく、好気性光

合成細菌が存在することが明らかになった。そこで、本研究では、Rhodobacter 系統群に注目し、これらのゲ

ノム情報を比較解析した。ゲノムのコアタンパク質および光合成関連タンパク質を対象に二つの分子系統樹

を作成し、樹形を比較した。二つの系統樹の樹形は系統樹の末端部分でよく保存され、好気性光合成細菌は

光合成遺伝子を祖先の嫌気性光合成細菌から垂直伝播により獲得したと推定された。また、好気性光合成細

菌の中には、光合成遺伝子をプラスミドに有するものがあることが明らかになり、それらは近縁の好気性光

合成細菌から水平伝播で獲得したことが示唆された。これらの結果から、Rhodobacter 系統群の光合成遺伝子

の由来には垂直伝播、水平伝播の両方が関与していると考えられた。また、Rhodobacter 系統群にみられる代

謝多様性は、光合成遺伝子の垂直伝播、欠失に加え、散発的な水平伝播により生じたと考えられた。（村松、

永島、花田） 

3-f. 光合成器官の進化への塩ストレスの影響 

光合成細菌の光合成反応中心（RC）は、光のエネルギーを利用して電荷分離を行う。 RC によって失われ

た電子は、シトクロム c などの電子供与体によって再供給される。電子供与体と RC の間の分子認識はイオ

ン-イオン相互作用や疎水性相互作用で行われ、そのために電子供与体と RC の両方のタンパク質表面に特定
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のアミノ酸が分布し、ドッキングサイトを形成する。この分子認識に対する水生環境の塩分の影響を調査す

るために、異なる塩分に生息する近縁種の RCおよびチトクロームタンパク質に対して系統発生分析および 3

次元構造モデル分析を実施した。海洋光合成細菌である Porphyrobacter sanguineus と河川から分離された近縁

種である OG32が 3次元構造モデルに適用された。その結果、RC タンパク質のドッキングサイト内で複数の

アミノ酸置換が見つかり、主な電子供与体の違いが反映されていることが示唆された。Porphyrobacter 属内の

他の海洋種と淡水種の間でも同様の置換が推定された。 RC とシトクロムの系統発生分析は、電子供与体と

RCが細胞外塩分に応答して共進化することを示唆している。（永島、花田） 

 

4. 研究発表 
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japonicum gen. nov., sp. nov., a novel thermophilic phototrophic purple sulphur bacterium of 

the Chromatiaceae isolated from Nakabusa hot springs, Japan. Int J Syst Evol Microbiol. 2020 
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phototrophic Chloroflexota member uses a Type I reaction center. bioRxiv, 
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ポスター発表 

Sakiko Nagashima, Yurika Morioka, Satoshi Hanada. Effect of salinity on protein surface amino acid compositions in 

type II reaction center membrane protein complex of photosynthetic bacteria. ISME Virtual Microbial Ecology 
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応用生命科学領域 幹細胞制御学研究室 
（公財）東京都医学総合研究所、幹細胞プロジェクト 
 
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）、中川 美帆（修士 2 年）、中田 千尋（修士 2 年）、谷川 実優（修士 2 年）、石毛 香帆（修士

2 年）、浜崎 真子（修士 2 年）、高木 理子（修士 1 年）、山口 昇馬（修士 1 年）、保屋野 翔太（修士 1 

年）、斎藤 理佐（学部 4 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。

主な研究テーマと 2020 年度の進捗状況は、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 

胎生期の造血反応を模倣するマイクロ流路培養系を開発した。 

２） ヒト iPS 細胞から、造血幹細胞や免疫担当細胞を体外産生する方法の開発 

ヒト iPS 細胞から短期骨髄再建能を持つ造血幹細胞を分化誘導する方法を開発した。 

３） 急性 Tリンパ芽球性白血病に対する治療薬の創出 

T-ALL 細胞を特異的に死滅させる新奇化合物の合成反応系を開発し、薬効と関連する酵素を見出した。 

４） RNAヘリケース DDX1 の生理的機能と癌幹細胞との関係解明 

One step conditional KO システムを開発し、DDX1がRNA ストレスの解消に必須であることを証明した。 

５） CXCL14 の生理的機能解明とがん免疫療法開発への応用（進行中） 

６） 免疫系ヒト化マウス系統の開発（進行中） 

 

3. 研究発表 
誌上発表 *Corresponding authors 
1. M. Paulis*, L. Susani, A. Castelli, T. Suzuki, T. Hara, L. Straniero, S. Duga, D. Strina, S. Mantero, E. Caldana, 

L. S. Sergi, A. Villa, and P. Vezzoni. Chromosome transplantation: a possible approach to treat human X-linked 
disorders. Mol. Ther. Met. Clin. Dev., 17: 369-377, 2020. 

2. T. Suzuki, Y. Kazuki, T. Hara, and M. Oshimura*. Current advances in microcell-mediated chromosome 
transfer technology and its applications. Exp. Cell Res., 390: 111915, 2020. 

3. K. Sato*, M. Maeda, E. Kamata, S. Ishii, K. Yanagisawa, K. Kitajima, and T. Hara. Nitric oxide and a 
conditioned medium affect the hematopoietic development in a microfluidic mouse embryonic stem cell/OP9 
co-cultivation system. Micromachines, 11: 305, 2020. 

4. C. Yoshida, T. Higashi, Y. Hachiro, Y. Fujita, T. Yagi, A. Takechi, C. Nakata, K. Miyashita, N. Kitada, R. Saito, 
R. Obata, T. Hirano, T. Hara, and S. A. Maki*. Synthesis of polyenylpyrrole derivatives with selective growth 
inhibitory activity against T-cell acute lymphoblastic leukemia cells. Bioorg. Med. Chem. Lett., 30: 127837, 
2021. (doi.org/10.1016/j.bmcl.2021.127837). 

5. T. Suzuki*, E. Katada, Y. Mizuoka, S. Takagi, Y. Kazuki, M. Oshimura, M. Shindo, and T. Hara. A novel 
all-in-one conditional knockout system uncovered an essential role of DDX1 in ribosomal RNA processing. 
Nucl. Acid Res., in press (doi: 10.1093/nar/gkaa1296). 
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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（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）、小島和華（ポ

スドク）、木村まゆみ（技術補佐員）、川脇純子（技術補佐員）、カクアンニ（東京都立大学大学院・博士

課程）、宇田川智里（お茶の水女子大学大学院・修士課程） 

 

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 を主な研究対象に設定し、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 (全て当研究室所属メンバーが筆頭著者 兼 責任著者であるもの) 
1. Kojima, W. et al., Mammalian BCAS3 and C16orf70 associate with the phagophore assembly site in response to 

selective and non-selective autophagy.  Autophagy, in press, 2021. 

2. Yamano, K. et al., Critical role of mitochondrial ubiquitination and the OPTN-ATG9A axis in mitophagy.  

J Cell Biol., 219(9), e201912144, 2020. 

3. Koyano, F. et al., Parkin-mediated ubiquitylation redistributes MITOL/March5 from mitochondria to peroxisomes. 

EMBO Rep., 20(12), e47728, 2019. 

4. Koyano, F. et al., Parkin recruitment to impaired mitochondria for nonselective ubiquitylation is facilitated by 

MITOL.  J Biol Chem., 294(26), 10300, 2019. 

5. Yamano, K. et al., Endosomal Rab cycles regulate Parkin-mediated mitophagy.  eLife, 7, pii: e31326, 2018 
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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、木村妙子、河上緒、髙瀨未菜、大谷

麗子、勝又竜、井村成（首都大、生命科学 D4）、樽谷愛理 (協力研究員)、森啓 (客員研究員)、久永眞市 (客

員研究員) 

 

2. 研究紹介 
 当研究室ではアルツハイマー病(AD)、レビー小体型認知症(DLB)、筋萎縮性側索硬化症(ALS)などの認知症

や神経疾患の発症、進行の機構解明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）リコンビナントタウ線維を接種するタウ伝播のマウスモデル 
 野生型マウス脳内にデキストラン硫酸で線維化したタウを注入することにより、接種後数ヶ月から半年で

患者脳にみられるような異常型タウの蓄積病理が形成され、脳内伝播を再現するモデルマウスが確立できた。

（鈴掛、鈴木、細川、野中、長谷川）。 

２）様々な神経変性疾患脳に蓄積するタウの翻訳後修飾の分析と比較 
 AD、ピック病(PiD)、皮質基底核変性症(CBD)、進行性核上性麻痺(PSP)などの神経疾患の患者脳に蓄積す

るタウ線維の翻訳後修飾を網羅的に同定し、疾患ごとに特徴的な翻訳後修飾を受けていることを明らかにし

た（亀谷、長谷川）。 

３）α シヌクレインの病変形成、蓄積機構 
 リコンビナント α シヌクレインを、塩の非存在下と生理的条件の塩の存在下で形成し、凝集体が異なる構

造を持つことを確認した。α シヌクレイン凝集体の毒性はその構造により異なり、プロテアソームの活性を

阻害する毒性をもつ構造のものが存在が明らかとなった（鈴木、井村、細川、勝又、野中、久永、長谷川）。 

４）異常型 α シヌクレイン線維のクライオ電顕による構造解析 
 神経疾患の患者脳に形成される異常型 α シヌクレインの構造を明らかにするため、英国MRC, LMB のグル

ープとクライオ電顕による楮解析を進め、今年度は日本ブレインバンクネットから提供された多系統萎縮症

(MSA)患者脳から精製した異常型 α シヌクレイン線維の構造を明らかにすることに成功した（樽谷、長谷川）。 

 
3. 研究発表 
1. Schweighauser M, Shi Y, Tarutani A, et al. Structures of α-synuclein filaments from multiple system atrophy. 

Nature 2020 Sep; 585(7825):464-469. 

2. Masuda-Suzukake M, Suzuki G, et al. Dextran sulphate-induced tau assemblies cause endogenous tau aggregation 

and propagation in wild-type mice. Brain Communications 2020 Jul 8;2(2): fcaa091. 

3. Suzuki G, Imura S, et al. α-Synuclein strains that cause distinct pathologies differentially inhibit proteasome. eLife. 

2020 Jul 22;9:e56825. 

4. Shimonaka S, et al. Asparagine residue 368 is involved in Alzheimer's disease tau strain-specific aggregation. J 

Biol Chem 2020 Oct 9;295(41):13996-14014. 

5. Kametani F, Yoshida M, et al. Comparison of common and disease-specific post-translational modifications of 

pathological tau associated with a wide range of tauopathies. Front Neurosci 2020 Nov 4; 581936. 
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応用生命科学領域 ケミカルバイオテクノロジー研究室 

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）、Mohammed Abdelhamid ramadan ABOSHEASHA（D2）、Shin Woong KIM（D1）、

Mahmoud Hassan Mahmoud OTHMAN（D1）、関戸翔平 (M1) 

 

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ケミカルバイオテ

クノロジー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）ナノメディシン 、生体材料学 
 医薬を患部に効率よく送達するドラッグデリバー技術は、現在盛んに研究されるようになってきている核

酸やペプチドからなる中分子医薬について欠かせません。これらは体内循環中に分解されやすく持続的な効

果が得にくいからです。そこで、これらを内包して患部に届けるための細胞サイズより小さなナノサイズの

キャリア（運搬体）が注目されています。本研究室では、サイズや形状が制御されたナノキャリアを化学合

成してドラッグデリバリーへの応用を研究しています。 

 
２）人工抗体（アプタマー）、進化分子工学 
 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． Shin-Woong Kim, Akiko Yumoto Noriko Minagawa, Kon Son, Yun Heo, Yoshihiro Ito, and Takanori Uzawa, 

"Selection of ovalbumin-specific binding peptides through instant translation in ribosome display using E.coli 
extract", Anal. Sci., accepted (2021)  

学会発表 
１． Mahmoud Hassan Mahmoud OTHMAN, Synthesis of Smart Hydrogel for Biomedical Applications using 

Thermal Cleavage Techniques, Tokyo Metropolitan University-Seoul City University Bio-Conference, 
18/02/2021, Korea 

２． Mohammed Abdelhamid ramadan ABOSHEASHA, Motoki Ueda, Toshiro Aigaki, and Yoshihiro Ito, 
“Breaking down the barriers: siRNA delivery using peptide-lipid hybrid vesicle-mediated by fusogenic 
pathway”, UOS-TMU Life Sciences Conference, 07/02/2020, Korea 
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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）、佐藤 綾美（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（博士 2 年）、浦澤 佳苗（修士 2 年）、松井 美緒（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.  Doshida Y, Sano H, Iwabuchi S, Aigaki T, Yoshida M, Hashimoto S, Ishigami A. Age-associated changes in the 

transcriptomes of non-cultured adipose-derived stem cells from young and old mice assessed via single-cell 

transcriptome analysis. PLoS One. 2020 Nov 25;15(11):e0242171. 

2.  Kawahori K, Kondo Y, Yuan X, Kawasaki Y, Hanzawa N, Tsujimoto K, Wada F, Kohda T, Ishigami A, Yamada T, 

Ogawa Y, Hashimoto K. Ascorbic acid during the suckling period is required for proper DNA demethylation in the 

liver. Sci Rep. 2020 Dec 4;10(1):21228. 

3.  Takino Y, Aoki H, Kondo Y, Ishigami A. : Acerola (Malpighia emarginata DC.) Promotes Ascorbic Acid Uptake 

into Human Intestinal Caco-2 Cells via Enhancing the Gene Expression of Sodium-Dependent Vitamin C 

Transporter 1. J Nutr Sci Vitaminol. 2020;66(4):296-299. 
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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、Tsai Yi-Lun、鈴木洋弥、菅野裕理 
 
2. 研究紹介 
 私たちは、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（IAA）などの植物ホルモンに着目し、最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必要です。私たちの研究室では、液体クロマトグラフィータンデム

質量分析法（LC-MS/MS）を用いた高感度ホルモン定量に関して世界トップレベルの技術を有しています。ま

た最近では、生きた植物細胞ひとつから、植物ホルモンを定量する技術の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 
 近年私たちは、NPFおよびSWEETと呼ばれる輸送体ファミリーに着目した研究を進めています。本年度は、

IAAのマイナーな前駆体あるインドール酪酸の輸送体として機能するシロイヌナズナNPFタンパク質、ABAの

輸送体として機能するトマトNPFタンパク質、GA輸送体として機能するイネSWEETタンパク質を同定しまし

た。 
2) 植物ホルモンの質量分析 
 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、

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。ま

た、生きた植物細胞の内容物を顕微鏡下でnano-ESI tipと呼ばれるガラスキャピラリーを用いてサンプリングし、

直接質量分析を行う一細胞質量分析により、植物ホルモンの定量やメタボローム解析を行う技術開発を進めて

います。さらには、イメージング質量分析により、植物組織内での植物ホルモンの分布を可視化することを試

みています。 
3) 種子機能に関する研究 
 多くの種子は、母体植物上で形成された直後には吸水してもすぐに発芽しません。このような種子の性質を、

休眠といいます。休眠性は植物が乾燥や極度の高温、低温などの過酷な環境を乗り越えるために必要です。し

かしながらABAの生合成に欠陥を持つ変異体種子の休眠性は、野生型に比べて低いことが知られています。私

たちはこれまでに、ABA欠損変異体背景で休眠を誘導できる復帰変異体を複数単離しています。本年度はこれ

らの変異体種子における休眠関連遺伝子の発現解析などを行い、休眠性誘導機構の解明を進めました。 
 

3. 受賞 
Journal of Plant Research Best Paper Award 2020 

Clarivate Analytics Highly Cited Resercher 2020 
 
4. 研究発表（一部のみ） 
Watanabe, S., Takahashi, N., Kanno, Y., Suzuki, H., Aoi, Y., Takeda-Kamiya, N., Toyooka, K., Kasahara, H., Hayashi, 
K., Umeda, M., Seo, M “The Arabidopsis NRT1/PTR FAMILY protein NPF7.3/NRT1.5 is an indole-3-butylic acid 
transporter involved in root gravitropism” Proc. Natl. Acad. Sci. USA 117, 31500-31509 (2020).  
Morii, M., Sugihara, A., Takehara, S., Kanno, Y., Kawai, K., Hobo, T., Hattori, M., Yoshimura, H., Seo, M., 
Ueguchi-Tanaka, M. “The dual function of OsSWEET3a as a gibberellin and glucose transporter is important in young 
shoot development of rice” Plant Cell Physiol 61, 1935-1945 (2020).  
Shohat, H., Illouz-Eliaz, N., Kanno, Y., Seo, M., Weiss, D. “The Tomato DELLA Protein PROCERA Promotes Abscisic 
Acid Responses in Guard Cells by Upregulating an Abscisic Acid Transporter” Plant Physiol. 184, 518-528 (2020). 
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連携大学院 三浦研究室 

（地独法）東京都健康長寿医療センター研究所 老化機構研究チーム・プロテオーム 
 
1. 構成 
三浦ゆり（研究副部長）、津元裕樹（研究員）、梅澤啓太郎（研究員）、川上恭司郎（研究員）、横堀 暁

（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。 
 
3. 研究発表 
_Ozawa, K.*, Tsumoto, H.*, Miura, Y.*, Yamaguchi, J., Iguchi-Ariga, S.M.M., Sakuma, T., Yamamoto, T., Uchiyama, Y.: DJ-1 
is indispensable for S-nitrosylation of parkin, which maintains the function of mitochondria, Sci. Rep. 10, 4377, (2020). *These 
authors contributed equally. 
_Miura, Y., Hayakawa, A., Kikuchi, S., Tsumoto, H., Umezawa, K., Chiba, Y., Soejima, Y., Sawabe, M., Fukui, K., Akimoto, 
Y., Endo, T.: Fumarate accumulation involved in renal diabetic fibrosis in Goto-Kakizaki rats, Arch. Biochem. Biophys. 678, 
108167, (2019) 
_Enomoto, A., Fukasawa, T., Tsumoto, H., Karube, M., Nakagawa, K., Yoshizaki, A., Sato, S., Miura, Y., and Miyagawa, K.: 
Prevention of calpain-dependent degradation of STK38 by MEKK2-mediated phosphorylation, Sci. Rep. 9, 16010, (2019) 
_Hanamatsu, H., Nishikaze, T., Tsumoto, H., Ogawa, K., Kobayashi, T., Yokota, I., Morikawa, K., Suda, G., Sho, T., Nakai, M., 
Miura, N., Higashino, K., Sekiya, S., Iwamoto, S., Miura, Y., Furukawa, J., Tanaka, K., Sakamoto, N.: Comparative glycomic 
analysis of sialyl linkage isomers by sialic acid linkage-specific alkylamidation in combination with stable isotope labeling of 
α2,3-linked sialic acid residues, Anal. Chem. 91, 13343-13348, (2019) 
_Akimoto, Y., Yan, K., Miura, Y., Tsumoto, H., Toda, T., Fukutomi, T., Sugahara, D., Kudo, A., Arai, T., Chiba, Y., Kaname, S., 
Hart, G. W., Endo, T., Kawakami, H.: O-GlcNAcylation and Phosphorylation of β-Actin Serine199 in Diabetic Nephropathy, 
Am. J. Physiol. Renal Physiol. 317, F1359-1374, (2019) 
_Miura, Y., Tsumoto, H., Iwamoto, M., Yamaguchi, Y., Ko, P., Soejima, Y., Yoshida, S., Toda, T., Arai, T., Hamamatsu, A., 
Endo, T., Sawabe, M.: Age-associated proteomic alterations in human aortic media, Geriatr. Gerontol. Int., 19, 1054-1062, 
(2019) 
_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) 
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連携大学院 代謝エピジェネティクス研究室 
特定国立研究開発法人 理化学研究所 横浜事業所 生命医科学研究センター 
 
1. 構成 
井上梓（上級研究員）、小塚智沙代（基礎科学特別研究員）、ハイリャン・メイ (特別研究員)、林凌也 (博

士 1 年)、公文麻美（テクニカルスタッフ） 

 

2. 研究紹介 
 当研究室は、主にマウスを用いて、卵母細胞のエピゲノムが次世代に伝承される現象について研究してい

る。本研究を通じて得られる知見を、疾患発症リスクの超早期診断や栄養学的介入に活用することを目標と

している。分子生物学や遺伝学といった常法に加え、生殖工学、超微量核酸の解析技術、バイオインフォマ

ティクスなどの幅広いアプローチを用いている。具体的な研究テーマは以下のとおりである。 

 

(1) 経世代エピゲノムに関する研究 

ゲノムは、細胞分裂時に母細胞から娘細胞に受け継がれる。このとき、娘細胞でも母細胞の性質が保たれ

るように、エピゲノム修飾（DNA自身への化学修飾や、DNA を収納するヒストンタンパク質への化学修飾）

も一緒に受け継がれる。細胞分裂を通じてエピゲノムが維持されることで、細胞は分裂後もその機能を発揮

できる。配偶子（卵と精子）から次世代の胚へと世代が切り替わる時期には、多くのエピゲノムが一旦消去

される。しかし近年の研究により、卵のヒストン修飾の一部は消去されずに、着床前胚および胚体外組織に

おいて遺伝子発現を制御することがわかってきた。現在、このような経世代エピゲノムが卵母細胞の形成過

程においてどのように確立されて、どのように伝承されるのか、そして何のために伝承されるのかについて

研究を進めている。 

 

(2) 環境によるエピゲノム伝承への作用 

ゲノムと違い、エピゲノムは環境によって変化し得ることが知られている。では、個体の生活習慣や環境

により、卵巣内の卵母細胞の経世代エピゲノムは変化するだろうか。もしそうであれば、親の環境がゲノム

変異によらずに次世代の形質に影響するという、獲得形質の遺伝のような現象が起こる可能性がある。現在、

このような仮説に基づいて、個体環境や卵母細胞を取り囲む微小環境が卵母細胞のエピゲノムにどのように

影響するかについて研究している。 

 

3. 研究発表 
誌上発表 

1. Mei H, Kozuka C, Hayashi R, Kumon M, Koseki, H, Inoue A. (2021) H2AK119ub1 guides maternal inheritance 

and zygotic installation of H3K27me3 in mouse embryos. Nature Genetics, in press. 

2. Chen Z, Yin Q, Inoue A, Zhang C, Zhang Y. (2019) Allelic H3K27me3 to allelic DNA methylation switch 

maintains noncanonical imprinting in extraembryonic cells.  

Science Advances 5, eaay7246. 

3. Yang KT, Inoue A, Lee YJ, Jiang CL, Lin FJ. (2019) Loss of Ikbkap/Elp1 in mouse oocytes causes spindle 

disorganization, developmental defects in preimplantation embryos and impaired female fertility.  

Scientific Reports 9(1), 18875. 
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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（2020 年度に東京都立大学に改称）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）の研究が実施された。また、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：植物の栄養
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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。2020 年度の特筆

すべき活動として、小笠原研究委員会（編）として「世界自然遺産小笠原諸島：自然と歴史文化」を朝倉書

店から刊行したこと、鹿児島大学国際島嶼教育研究センターと理学研究科が小笠原と奄美諸島の自然環境の

研究にかかわる連携協定を締結したことがある。 

 小笠原諸島を調査地として 2020 年度に実施された生物系の研究として、各教員や特任研究員・海外特別研

究員・客員研究員等による研究の他、博士課程 2 名（植物系統分類 1、特別研究学生 1）、修士課程 3 名（特

別研究学生 3）、卒研生 3 名（植物系統分類 1、動物系統分類 2）、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 770ｍ
2、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。2019 年度には、外壁の

補修工事等を実施した。施設の日常的な管理業務は、南大沢キャンパス理系管理課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。その人数は約

30 名にのぼっており、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。 

 2020 年度の施設利用者数は、コロナ禍の影響を受け、特に年度前半の利用が例年に比べて少なかったが、

延べ利用者は 87 名、延べ利用日数は 850 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（https://www.comp.tmu.ac.jp/ogasawara/）

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。2020年度については、No.44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、英文を含む専門性の高い研究

報告や資料的価値が高い総説等が掲載される。2020年度についてはNo.47北硫黄島特集号として13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、東京都立大学の機関リポジトリ

「みやこどり」（https://tokyo-metro-u.repo.nii.ac.jp/?page_id=30）の「本学研究紀要」として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、

最も効率のよい保存方法として「さく葉標本」（以下、標本と略す）が国際的に採用されてきた。この学術標

本を主に収集保管し、教育・研究のために運用するのが植物標本館（ハーバリウム）である。 

 牧野標本館は、日本の植物分類学の基礎を築いた牧野富太郎博士の没後に寄贈された、旧牧野邸に残され

ていた未整理標本（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、

2020 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 503,111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。 

 牧野標本館を最も特色づける標本には、牧野博士が発表した新種などのタイプ標本約 800点があり、日本

産植物の分類学的研究に欠くことのできない資料である。牧野博士自身やその研究協力者により、全国から

まんべんなく収集された標本は、植物の自然分布の証拠としてなくてはならないものである。絶滅に瀕し、

現在では見ることが困難な植物も多数含まれ、貴重な研究資料となっている。このほか、共立薬科大学から

寄贈された故桜井久一博士のコケ類標本 2万点、故東道太郎氏寄贈の藻類標本約 1万点、ロシアのコマロフ

植物研究所標本館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。 

 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。1991

年の東京都立大学八王子移転に伴って設置された牧野標本館本館に加えて、2018 年 2 月には本館の 2.5倍も

の収蔵容積を有する別館が完成した。またこれに併せて本館の一部を改装し、展示室も設置された。 

 2020 年度には、東京学芸大学から寄贈された約 22，000点や、山崎厚氏ら個人の方々から寄贈された 457

点、国立科学博物館からの交換標本 1,132点があり、現在整理中である。2020 年度はコロナウィルス感染症

拡大防止のための緊急事態宣言が出され、４月、５月の約二ヶ月間は休館措置が取られた。また、７月の豪

雨被害により水没した熊本県人吉城歴史館所蔵の腊葉標本約 2,000点の修復作業を、7 月末から 12 月末まで

行った。牧野標本館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 0件、 標本交換：国内発送 0件、国内受入 2件、国外発送 0件、国外受入 0件。 

標本貸出：国外 1件、国内 1件。来訪研究者（のべ人数）：国内 50人、国外 0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。 
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ショウジョウバエ系統保存事業 
 

 首都大学東京のショウジョバエ系統保存は、昭和 37 年に東京都の事業として 認定されて以来、毎年充実

され世界でも有数のショウジョウバエ供給の事業所として、国内外の需要に応えている。 

 事業は動物飼育担当技術職員（井出俊和） および理工学系生命科学コースの進化遺伝学、細胞遺伝学両

研究室の構成員によって遂行されている、首都大学東京の系統保存の特色は、100 種以上のショウジョバエ

種を維持していることである。各種について多くの野生系統及び突然変異系統を維持しているが、それ以外

にも分析中の多くの未確定系統があり、それらを加えると維持系統の総数は 3,000 を越える。 

 

  系統維持している種数            キイロショウジョバエの系統 

 Dorsilopha 亜属  1種  野生型純系系統 4 系統 

 Drosophila 亜属    43種 突然変異系統 136 系統 

 Sophophora 亜属    66種 地域由来系統      

                          日    本 11地域 

                          外     国 19地域 

 

 

 毎年多くの系統を国内外の教育.研究機関に分譲しているが、過去 5 年間の実績は次のとおりである。 

 

                 分  譲  先  

 

           大学・研究機関    高等（中）学校  分譲系統数合計 

   国内 国外    

 2016 年 9 11 20 287 

 2017 年 10 6 18 198 

 2018 年          15           4               16              120 

 2019 年 25 3 36 180 

    2020 年           1           0               10               25 
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教育・研究関連資料 
学位取得者 
修士（理学） 
２０２０年度９月修了 
山口 真由 高温硫化水素泉に発達する化学合成細菌群集のセルロース合成 

 主査：春田伸  副査：岡本龍史・得平茂樹 

ハー ゴック リン ベトナムおよび周辺地域に産する Biasticus 属（カメムシ目カメムシ亜目サシガメ

科）の種分類（英文） 

 主査：江口克之  副査：髙橋文・角川洋子 

ハニファ アイニ  イネ配偶子および受精卵におけるミトコンドリアの動態（英文） 

 主査：岡本龍史  副査：川原裕之・高鳥直士 

 
 
２０２０年度３月修了 
朱 顔 日本産アメフラシ（Aplysia kurodai）の睡眠様行動の解析 

 主査：黒川信  副査：林文男・坂井貴臣 

舘 啓生 LC/MS を用いたショウジョウバエ成虫の代謝プロファイル解析 −代謝関連遺伝子欠損お

よび発生段階の個体密度の影響−  

 主査：相垣敏郎 副査：坂井貴臣・野澤昌史 

仲田 佳規 ショウジョウバエ雌の産卵力に及ぼす Larp4B欠損変異の影響 

 主査：相垣敏郎 副査：坂井貴臣・安藤香奈絵 

相澤 慎吾 アルツハイマー病関連タンパク質タウの蓄積と毒性におけるシャペロニン CCT2 の役割

主査：安藤香奈絵 副査：相垣敏郎・川原裕之 

秋山 茉子 アカショウジョウバエにおける低温耐性と高温耐性のトレードオフの検証 

 主査：田村浩一郎 副査：坂井貴臣・髙橋文 

麻田 佳史 ショウジョウバエを用いたピルビン酸カルボキシラーゼ欠損変異体の解析 

 主査：相垣敏郎 副査：坂井貴臣・髙橋文 

伊藤 允 不均質な土壌資源分布がクローナル植物カキドオシの匍匐枝維管束に与える影響の解剖

学的解析 

 主査：鈴木準一郎 副査：岡本龍史・岡田泰和 

岩切 彩夏 日本産キチチタケ（Lactarius chrysorrheus）の隠蔽種の探索と宿主樹種の解明（英文） 

 主査：村上哲明 副査：江口克之・野澤昌文 

岩浪 創 ツチガエルの幼生形質に対する水温と流速の効果について 

 主査：林文男  副査：岡田泰和・黒川信 

伊 美那 ニワトリ胚頭褶の形成機構 

 主査：福田公子 副査：髙鳥直士・川原裕之 

内田 健太郎 伊勢湾台風による大規模撹乱から 60 年後の北八ヶ岳シラビソ・オオシラビソ林の構造と

成長動態 

 主査：鈴木準一郎 副査：林文男・村上哲明 
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浦澤 佳苗 ビタミン C による表皮角化細胞のエピジェネティクス変化 

 主査：石神昭人 副査：相垣敏郎・坂井貴臣 

大野 誠真 E3 ユビキチンリガーゼ poe/UBR4 はアルツハイマー病関連タンパク質 MARK4 の分解を

制御している  

 主査：安藤香奈絵 副査：相垣敏郎・川原裕之 

大場 俊弥 MARK4 の制御機構とアルツハイマー病発症機序への関与 

 主査：安藤香奈絵 副査：川原裕之・得平茂樹 

大山 夏生 ヘテロシストパターン形成に異常がある変異株群におけるヘテロシストパターン形成過

程の解析 

 主査：得平茂樹 副査：岡本龍史・髙鳥直士 

岡田 直樹 膜タンパク質 Ptc1 の局在と分解を規定するメカニズムの解明 

 主査：川原裕之 副査：坂井貴臣・福田公子 

加藤 優一 ヘテロシスト非形成型シアノバクテリア Oscillatoria rosea NIES-208 における hetR 遺伝子

の機能解明 

 主査：得平茂樹 副査：春田伸・髙鳥直士 

川野邊 征希 ニワトリ胚胚盤葉下層の動き（英文） 

 主査：福田公子 副査：髙鳥直士・岡本龍史 

木原 渚 アカショウジョウバエ成虫への siRNA インジェクションによる精子形成関連遺伝子ノッ

クダウン法の確立 

 主査：田村浩一郎 副査：相垣敏郎・髙橋文 

君島 歩 シアノバクテリアAnabaena variabilis ATCC29413におけるアキネート形成に関与する遺伝

子の同定 

 主査：得平茂樹 副査：春田伸・髙鳥直士 

倉田 裕斗 長期記憶における時計遺伝子 period の機能解明に向けた形質転換バエの作製 

 主査：坂井貴臣 副査：相垣敏郎・髙橋文 

下仲 くるみ シアノバクテリア Anabaena sp. PCC 7120 の乾燥応答における遺伝子発現制御機構の解明

主査：得平茂樹 副査：春田伸・鐘ヶ江健 

田中 葉月 土壌表面の礫層が土壌水分量と植物の成長に与える影響 

 主査：鈴木準一郎 副査：林文男・春田伸 

寺川 凌平 アカショウジョウバエとテングショウジョウバエの雄減数分裂組換え抑制に関するトラ

ンスクリプトーム解析 

 主査：田村浩一郎 副査：相垣敏郎・野澤昌文 

永井 敬大 大腸菌の定常期における酸化ストレス耐性機構の解析 

 主査：加藤潤一 副査：田村浩一郎・岡本龍史 

萩原 翠唯那 ショウジョウバエの飛翔と跳躍に関わる弾性タンパク質レジリン（Resilin）をコードする

遺伝子の機能解析 

 主査：相垣敏郎 副査：坂井貴臣・岡本龍史 

浜崎 真子 ヒト iPS 細胞から造血幹・前駆細胞への分化誘導システムの構築 

 主査：原孝彦  副査：川原裕之・得平茂樹  

藤近 敬子 オウトウショウジョウバエを用いた生殖休眠の遺伝学的解析（英文） 

 主査：髙橋文  副査：野澤昌文・岡田泰和 
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古野 真由子 コムギ-トウモロコシ交雑受精卵の発生過程におけるトウモロコシ染色体の脱落とその可

視化 

 主査：岡本龍史 副査：鐘ヶ江健・福田公子 

村松 壮 新規好気性光合成細菌の多相分類と光合成遺伝子の進化系統解析 

 主査：春田伸  副査：得平茂樹・飯野隆夫 

森 瑠香 シグナル配列変異インスリン L13R の品質管理機構の解明 

 主査：川原裕之 副査：岡本龍史・安藤香奈絵 

安冨 要 イネ配偶子における OsKRP2および OsWEE1 の機能解析 

 主査：岡本龍史 副査：鐘ヶ江健・角川洋子 

劉 育伸 長野県中房温泉に分布する Leptolyngbya シアノバクテリアの多様性（英文） 

 主査：春田伸  副査：得平茂樹・飯野隆夫 

和田 美月 ヒストン脱アセチル化酵素阻害剤処理により誘導されるイネ単離卵細胞における受精非

依存的な分裂および発生機構の解明 

 主査：岡本龍史 副査：川原裕之・春田伸 

綿貫 栞 ハワイ諸島形成史に基づくショウジョウバエ亜科の種分化パターン解析 

 主査：田村浩一郎 副査：林文男・野澤昌文 

 

 

博士（理学） 
２０２０年度課程博士（９月修了） 
大沼 康平 ショウジョウバエを用いた新規ミトコンドリア病関連遺伝子の機能解析（英文） 

 主査：相垣敏郎 副査：坂井貴臣・安藤香奈絵 

 

 

２０２０年度課程博士（３月修了） 
サイニ モヒット クマール 陸上温泉から分離した Chloracidobacterium 属光合成細菌の生理学的・遺伝

学的研究と新規紅色硫黄細菌の分離同定 （英文） 

 主査：花田智  副査：春田伸・得平茂樹・Marcus Tank 
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2020 年度 生命科学教室セミナー 
 

第 1回 2020 年 5 月 29 日（金）  

Life in darkness. What cave animals can teach us about Evolution and Climate Change 

Francesco Ballarin （Systematic Zoology Laboratory, TMU） 

第 2回 2020 年 6 月 12 日（金） 

巨大ウイルスの比較進化ゲノム解析 

吉川 元貴 （東京都立大学 理学部 生命科学科 進化遺伝学） 

第 3回 2020 年 8 月 28 日（金）  

Applications of phylogenomic and population genomic tools to biogeography and ecological adaptation – cases of bees, 

mites, and fireflies. 

Yong-Chao Su （Kaohsiung Medical University · Department of Biomedical Science and Environmental Biology） 

第 4回 2020 年 9 月 8 日（火） 

ハナバチにおける個体間のヒエラルキーを探る 

横井智之 （筑波大学 大学院生命環境系 保全生態学研究室） 

第 5回 2020 年 10 月 17 日（土） 

吉田 貴大（愛媛大学 ミュージアム） 

甲虫の“隠蔽環境への適応”の実態解明 

第 6回 2020 年 10 月 17 日（土）  

平野 尚浩（東北大学 東北アジア研究センター） 

日本産陸・淡水産貝類の進化史の解明 

第 7回 2020 年 10 月 17 日（土）  

清水 壮 So Shimizu（神戸大学 農学研究科 昆虫多様性生態学教室) 

ヒメバチ科の自然史～ホシアメバチ属の系統分類学と多様性創出の歴史～ 

第 8回 2020 年 10 月 30 日（金）  

脳機能を制御するグリア細胞ー神経細胞シナプス間の分子探索技術の創出 

高野 哲也 （慶應義塾大学 医学部 生理学） 

第 9回 2020 年 12 月 24 日（木）  

熱帯から温帯へ ～ タケササ類のクローナル特性と開花習性の進化を探る 

蒔田 明史 （秋田県立大学） 

第 10回 2021 年 2 月 18 日（木）  

Simultaneous profiling of 3D genome structure and DNA methylation in single human cells 

Dongsung Lee （Dept. of Life Science, University of Seoul, Seoul, South Korea） 

第 11回 2021 年 2 月 19 日（金） 

神経変性疾患における鋳型依存的な異常タンパク質増幅機構 

樽谷愛理 / TARUTANI Airi （東京大学 大学院薬学系研究科 ） 

第 12回 2021 年 3 月 19 日（金）  

相垣敏郎先生 最終講義「ハエを知り、ヒトを知る。」 

相垣敏郎 （理学部生命科学科 細胞遺伝学） 
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学会活動など 
 
安藤香奈絵 Galen Medical Journal, Editorial Board 

安藤香奈絵 日本認知症学会 代議員 

福田公子 東京都立国分寺高校 理数イノベーション校 評価委員 

福田公子 東京都立科学技術高等学校 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 

福田公子 生物学オリンピック 2020国際大会作題委員 

相垣敏郎 日本基礎老化学会 評議員 

加藤潤一 日本ゲノム微生物学会 評議員 

得平茂樹 日本ゲノム微生物学会 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 日本進化学会 監事（7 月まで）国内渉外理事（8 月から） 

田村浩一郎 日本進化学会 設立代表理事 

田村浩一郎 日本遺伝学会 評議員 

田村浩一郎 Molecular Biology and Evolution, Associate Editor 

田村浩一郎 Life, Evolutionary Biology Section Editor-in-Chief 

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（2020 年 6 月まで） 

野澤昌文 埼玉県立熊谷高校 SSH運営指導委員会副委員長 

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 

野澤昌文 iDarwin, Associate Editor（2021 年 1 月から） 

野澤昌文 Frontiers in Genetics, Associate Editor（2021 年 2 月から） 

野澤昌文 生物学オリンピック 2020国際大会作題委員 

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 

鈴木準一郎 日本生態学会 野外安全管理委員会 

鈴木準一郎 Clonal Plant Workshop, Scientific committee  

鈴木準一郎 国際学術誌「Population Ecology」Associate Editor 
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鈴木準一郎 国際学術誌「Ecological Reseqarch」Deputy Editor-in-Chief 

立木佑弥 日本生態学会誌 編集委員 

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 日本数理生物学会 運営委員 

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 

岡田泰和 日本生態学会 英語口頭発表審査員 

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 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 八丈町「アシジロヒラフシアリ対策」外部アドバイザー 

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 

村上哲明 日本植物分類学会 会長・評議員・ABS問題対応委員会委員長・APG編集委員 

村上哲明 日本シダ学会 代表 

村上哲明 東京都植物研究会 会長 

村上哲明 国際生物科学連合（IUBS）Exective Committee Member（理事） 

村上哲明 日本植物学会 理事 

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 日本進化学会 日本分類学会連合担当 

村上哲明 牧野標本館 ABS 学術支援チーム（2020 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 日本学術振興会 審査会等委員 

村上哲明 藤原ナチュラルヒストリー財団 評議員 

村上哲明 日野グリーンファンド 理事 

村上哲明 コスモス国際賞選考専門委員会 委員 

村上哲明 千里文化財団松下幸之助花の万博記念賞選考委員会 委員 

村上哲明 東京都文化財保護審議会 第三部会長・委員 

村上哲明 日本学術会議 連携会員、進化学分科会・委員長，IUBS 分科会・副委員長 

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 

村上哲明 国立科学博物館 外部評価委員会 委員長 

村上哲明 国立科学博物館 筑波実験植物園運営委員会 委員 

加藤英寿 林野庁 小笠原諸島森林生態系保護地域保全管理委員会アドバイザー 

加藤英寿 林野庁 国有森林生態系の修復事業にかかる検討委員 

加藤英寿 環境省 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 
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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 
田村浩一郎 日本進化学会第 22回オンライン大会、大会委員、2020 年 9 月 6-9 日 

田村浩一郎 Genome Concept Centennial Conference, Organizer, Ferurary 15-17, 2021, online. 

野澤昌文 日本進化学会第 22回オンライン大会、大会委員、2020 年 9 月 6-9 日 

春田 伸 研究集会「Principles of Microbial Ecosystems」主催・企画者、東京都立大学（Web 開催）、2020 年

11 月 21 日 

立木佑弥 2020 年度日本数理生物学会年会 シンポジウム(s20p2) 多階層現象へのモデル駆動型定量的デ

ータ解析アプローチの最前線 企画 

村上哲明 日本植物学会第 84回大会（名古屋・オンライン） シンポジウム「国立沖縄自然史博物館設立計

画と多様性植物学の未来」オーガナイザー・講演者 2020 年 9 月 20 日 
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