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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。 
 
新「東京都立大学」として２年目を迎えた本学は、昨年度から世界的な蔓延が続く新型コロナウイルス感

染の影響のもと、対面とオンライン配信を併用する「新しい対面授業」が導入され、各教員の努力と工夫の

もと、多くの講義・演習を遂行することが出来た。実習の多くも対面での実施に工夫を凝らし、教育効果を

維持できたことは特筆すべきことである。mRNAワクチンの効果が見えはじめた後期には、ようやく正常な

授業・実習が戻ってきたとの手応えを感じていたが、12月初旬に思いもかけぬ８号館５階火災事故が発生し、

実習と研究活動を一時停止せざるを得なかったことは痛恨であった。人的な被害がなかったことは不幸中の

幸いで、今後の安全体制の拡充を図っている。2022 年春の時点で、電力供給を主とした火災被害が解決して

いるわけではないが、専攻の教職員が一体となって研究・教育力の復興を図っているところである。 
 
人事面では、2021 年 4 月に、静岡大学理学部から成川礼准教授（植物環境応答研究室）、東京大学教養学

部から Adam Weitemier准教授（神経生物学研究室）、愛媛大学ミュージアムから吉田貴大助教（動物系統分

類学研究室）を本専攻にお迎えした。3 名ともご着任早々から研究・教育・組織運営の全ての面で大活躍さ

れている。本専攻に新しい刺激と活気をもたらしてくださっていることは、まことに有難いことであり、こ

れからのますますの飛躍を期待している。 

生命事務室では、2021 年 4月から辰馬晴子さんをお迎えし、佐藤弘美さん、狩野真有さん、今井初恵さん

と共に本専攻を支えて下さっている。また、本学では 2021 年 8月から大学院博士前期課程の教育カリキュラ

ム英語化を推進するための枠組みが用意され、その予算をもって清水麻美さん、山本光葉さんに新たに加わ

っていただいた。清水さんは主に理学部全般の英語化対応に、山本さんは生命科学専攻内の英語化に、それ

ぞれ八面六臂の活躍をしてくださっている。生命科学科英語課程事務には、三好雅子さんを新しくお迎えし

た。皆さんには外国人教員・留学生間のコミュニケーション潤滑化にもご尽力いただいている。 
 生命科学科の英語課程は開設 7 年目を迎えた。教育課程として成熟してくると同時に、社会に飛び立った

卒業生も増え、今後の活躍がますます楽しみになってきた。昨年度からオンライン開催している生命科学英

語課程シンポジウムは、「Multilingual approach to studying biology」のタイトルでを 2022 年 3月 16日に盛況

のうちに開催された。オンライン開催のメリットを生かして、海外在住の生物学者と専攻の学生・教職員が

活発にディスカッションしていたことが印象的であった。 

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

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

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

る体制を整えている。 
 15 年もの歴史を重ねてきた「都立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による昨

年度の休止を経て、2021 年度には装いも新たに、大学院生を中核とした新スタイルで再スタートを切った。

幸い、多くの大学院生が本専攻の若手教員と力を合わせて極めて活発な研究交流会を企画してくれた。 
 新年度は本学科が、火災・新型コロナウイルス感染の影響を脱して、高い水準の教育研究活動を再開でき

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。 
 

2022 年 3月 31日 2021 年度生命科学科・専攻長 川原 裕之 
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概要 

 
1. 生命科学科・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 生命科学科・生命科学専攻は、2021 年 4月 1日現在 33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、14 研究室に分かれて研究と教育活動を行っている。また、東

京都の研究機関（東京都医学総合研究所、東京都健康長寿医療センター研究所）、理化学研究所、および産

業技術総合研究所と連携大学院協定を結んでおり、2021 年度は 15 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（生命科学科）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）、総合型選抜（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。2021 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、2021

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 
 10 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、理系学務課理学部教務係（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（2021 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   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 
浅田明子 
齋藤太郎  

朝野維起 
武尾里美  

古川聡子 
木下温子 

横田直人 

職員       

特任 
RA 

●Elizabeth 
Zielinska 
岡未来子 

 ●相垣敏郎 
高岸未聖 

 ◆Hanifah Aini 
◆Maryenti Tety 

●高橋俊樹 

大学院 
博士課程 

真野叶子 
野澤菜緒子 
大場俊弥 
Grigorii 

Sultanakhmetov 

照井宇夢 
 

Rogalski Felipe 
佐藤智士 
鈴木悠希 
倉田裕斗 

▲萩原翠唯那 

城取良樹 
永井敬大 

渡辺選子 
◆Maryenti Tety 
◆Hanifah Aini 
Akter Nargis 

松浦 雪 
萩原拓海 
宮内真帆 
岩佐康之 

大学院 
修士課程 

野口まりえ 
山本千尋 

Limligan Sophia 

王 清揚 高岸未聖 
王 舒誠 

小宮聖十朗 
佐藤岳仁 
桑原舞衣 

伊藤 鋭 
岩本大我 
菊地望海 
千村明日美 
原田真生 

赤坂大輔 
澤本 陸 

増尾心之介 
渡辺真史 

野村千絵 
脇田 慧 
西上文彬 
松下 伸 
酒井俊介 
白井 詢 
全 学哲 
中永早映 
吉田まゆり 

卒研生 

中嶋 翔 
福地 葵 
阿部早織 
高杉菜々子 

小谷美奈恵 
上原里恵 
岡崎 惇 

安田朱里 
外山藍夏 
平石拓海 
小口洋祐 
中野日香理 
船津七海 
田 千佳 

有馬 樹 
石森咲野 
小島光咲 
粕谷麻衣 
小髙優人 

鈴木綾佳 
姫野 翔 

加藤夏子 
松村玲奈 
古賀啓太 
史 京州 
新井涼太 
小野歩美 
市村理沙子 
及川沙南 

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 
★関川明生 
★Ambika	

Krishnankutty 

丸山千秋 
☆鳩貝太郎 

★森 元 

上野耕平 
☆相垣敏郎 
△陳 思彤 

★橋本昌征 
★岩舘佑未 
★倉田竜明 
☆嶋田敬三 

★Kasidit 
Rattanawong 

★戸田絵梨香 
★加藤紀夫 
★内海貴夫 

★大西由之佑 

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 
★嶋田益弥 

その他 
杉村久美子  入澤晃子 

服部智子 
本多弘典 望月真枝 

望月智子 
植草由美 

生命事務室：佐藤弘美・狩野真有・辰馬晴子・清水麻美・今井初恵（事務系）、山本光葉（大学院 GP担当） 
三好雅子（英語課程事務局）、実習準備室：山本高之（技術系） 
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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 
Adam  

Weitemier 

鐘ケ江 健 
成川 礼  岡田泰和  

助教      立木佑弥 

職員 井出俊和     

中野 茂 
小椋 悟 
小田史幸 
三浦幹夫 

特任 
RA 

○田中健太郎 
小川佳孝 
山本廉太 

○谷 美津子 
近藤日名子 

●鈴木貴久  ○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 
藤近敬子 

榎本萌花 
山本高之 

◆近藤日名子 
 

星野宏季 ♦Alam,MD 
Gahangr 

♦He Miao 

◆余 錇 
▲矢崎英盛 
津吹 真 

 

大学院 
修士課程 

井上柚香 
小川雅文 

Chen Yinjia 
小林ちひろ 
上岡瑠奈 

田村珠雲 
熊谷颯之 
酒井杏花 
山本廉太 

Pertiwi 
Rahayu 

 迫 凌輔 
安田彩乃 

髙 希燦 
角濱日向 
胡 睿熠 
河野恵美 

鳥羽真衣 
高山侑樹 
杉山実優 
長縄 健 
吉峯知歩 
齊藤開斗 

金室早貴 
金 普文 
鈴木 薫 
石原真路 
尾崎麻衣 
谷口 直 

卒研生 

佐藤伶圭 
見上日向子 
村井 陸 
植田泰地 
井手 翼 

鈴木宏和 
米満和貴 
津田啓佑 
情野舞花 

  藤井健太 
西村美柚 
伊勢日向子 
林部真奈 
渡邉真理奈 

麻田 樹 
大村拡平 
辻 圭人 
中野美希 
巻本彩乃 

研究生他 

▲福富雄一 
★矢澤 徹 

★初見真知子 
★和多田正義 

☆山本直樹 
★清水 晃 
★田口正敏 
★田中浩輔 
★尾城 隆 
★新津修平 
★吉村 仁 

☆和田正三 
 

△坂庭眞吾 
☆飯野隆夫 
★諸星 聖 

★西原亜理沙 
★伊知地 稔 
★佐藤 剛 
★広瀬節子 

★村上勇樹 
★伊藤睦実 
★岡宮久規 
★岡田雅子 

☆可知直毅 
★相川真一 
★畑 憲治 
★村尾未奈 

□堀田淳之介 

その他 
梅木由紀子 
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 
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 生命科学専攻 生命科学領域  

連携大学院 
人間健康科学専攻 

 動物系統分類学 植物系統分類学 
行動生理学 
運動分子生物学 

教授  村上哲明   

准教授 
江口克之 

Adam Cronin 
角川洋子 

三浦ゆり（都健康長寿研） 
上野耕平（都医学総合研） 
野中 隆（都医学総合研） 
飯野隆夫（理化学研） 
丸山千秋（都医学総合研） 

井上 梓（理化学研） 

 

助教 吉田貴大 加藤英寿  

職員  持田幸良  

特任 
RA 

○菊地波輝 
●Francesco Ballarin 

●藤原泰央  
 

大学院 
博士課程 

▲山田藍生 
 ◆Diyona Putri 

◆Nguyen Thi Thu 
Ha 

＊塚本 将 
◆Ha Ngoc Linh 

佐藤友香 
◆Ahmad, Taffiq 

◆Lola Alyssa Marie 
Albo 

Maximiliano Martinez Cordera
（坂井） 

林 凌也（川原） 

船橋大介 
濱口裕貴 
三田佳貴 

大学院 
修士課程 

日高颯汰 
吉野雄一郎 
諸岡真希 

◆Ardika Dani Irawan 
 

吉田章一郎 
米岡克啓 
片岡利文 
棚橋優花 
山田明史 

◆甲田龍太郎 

見取虎人（春田） 
松若正篤（川原） 

小海裕輔 
須藤優海 
吉田直美 
石田瑞稀 
沈 彦豊 
梁 園園 
朱 浩男 

杉本俊太郎 
中野 昴 
水原莉花子 
小澤佳澄 
土田竜貴 
朱 心和 

卒研生 

玉澤裕宜子 
安田有実 
三島智尋 
堺 琢人 

沓掛 丈 
加藤憶人 
薄田真由 

山口万里花  森岡 文 
古谷綾菜 
土肥希虎 
増田 駿 
飯島夏菜子 
棚田千礼菜 

研究生他 

★中野隆文 
★島野智之 
★稲垣英利  
★野中 勝 

★Nguen Duc Anh 
★Su Yong-Chao 

★Rijal Satria 
★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 

★廖 浩全 
★Nguyen Dac Dai 

★Vu Thi Ha 
★伊藤文紀 
★三谷奈保 
★坂巻祥孝 
★砂村栄力 

★Adrian Richter 
★Phung Thi Hong 

Luong 

△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 

★田金秀一郎 
★瀬戸口浩彰 
★Yulianti Wita 

	 △劉 峪燁 
△Aoriga Lema 

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、甲田龍太郎 
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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 松田憲之 長谷川成人 伊藤嘉浩 石神昭人  

准教授      瀬尾光範 

助教       

特任 
RA 

   
   

大学院 
博士課程 

 霍 安妮  Mohammed 
A.R.Abosheasha 
金 信雄 

Mahmoud Hassan 
Mahmoud Othman 

土志田裕太 
 

 

大学院 
修士課程 

保屋野翔太 
山口昇馬 

  関戸翔平 松井美緒 
祖父江郁也 
前田菜々子 

 

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・坂井貴臣）、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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2021 年度生命科学教室関係役員・委員 
１. 全学 

留学生・留学委員会 江口 

国際交流委員会 江口 

基礎教育部会 岡本 

大学院横断プログラム委員会 岡本 

入試委員会部会（多様な入試） 春田 

入試委員会部会（学部入試） 坂井 

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 

FD委員会 成川 

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)  

研究安全倫理委員会 加藤(潤)・坂井・得平・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 村上 

知的財産委員会 加藤(潤) 

キャリア支援委員会 田村 

ダイバーシティ推進委員会 田村 

ベンチャー支援審査会 村上 

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 加藤(潤) 
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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 

研究推進室長 田村 

自己点検評価委員会 村上 

大学院入試委員会 高鳥 

入試委員会 林（入試制度）・春田（多様な入試）・福田（多様な入試） 

教務委員会 高橋 

図書委員会 安藤 

広報委員会 坂井 

人間関係についての相談チーム 高橋 

FD委員会部会 成川 

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 武尾 

厚生委員（互助組合評議員） 朝野 

放射線管理室 岡本・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・吉田 

会計委員会 武尾・横田・得平・加藤(英)・古川・立木 

教務委員会 （教養） 岡本・鐘ヶ江 

      （学部専門・英語課程） 高橋・野澤・坂井・安藤 

      （大学院） 鈴木・福田・安藤 

      （学部実習） 淺田・加藤(英)・木下・立木・横田 

理工教育 GP 黒川・江口 

担任     １年生 鐘ケ江・淺田 
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       ２年生 野澤・木下 

       ３年生 春田・立木 

       ４年生 高鳥 

自主研究担当 福田・岡本・春田・林・坂井・村上・角川・横田・武尾 

図書委員会 安藤 

セミナー委員 岡田・角川・立木 

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・立木 

バイオカンファレンス担当 木下・野澤・吉田 

将来計画委員会 田村・岡本・鈴木・春田・坂井 

外部評価準備委員会 村上・加藤(潤)・田村・春田・鈴木・岡本・坂井・川原 

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・井出・斉藤・岡田・Weitemier 

大学院入試委員 高鳥・得平・春田・岡田・Cronin 

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 坂井・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・高鳥・鐘ケ江・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/RA)、真野叶子（D2）、野澤菜緒

子（D2）、大場俊弥（D1）、Grigorii Sultanakhmetov（D1）、野口まりえ（M1）、山本千尋（M1）、Sophia Limlingan 

(M1)、阿部早織（卒研生）、高杉菜々子（卒研生）、中嶋翔（卒研生）、福地葵（卒研生）、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）、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, Drosophila and mouse 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 tau abnormality starts, and 
how to suppress tau toxicity 
(Ando, Saito, Asada, Oka, Shinno, Oba, Sultanakhmetov, Noguchi & 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 cultured neurons, transgenic Drosophila and transgenic mouse as 
model systems, we are searching for the genes and pathways that can counteract tau accumulation and 
tau-induced neurodegeneration.  
Tau is hyperphosphorylated in disease brains. Among many kinases that phosphorylates tau, genetic, 
histological, and biochemical evidences suggest that abnormal activation of microtubule-affinity regulated 
kinase (MARK) 4 plays a triggering role in tau accumulation and toxicity. MARK4 belongs to an evolutionary 
conserved Ser/Thr kinase family (Par-1/MARK). Mammals express four MARKs (MARK1-4), 
and Sultanakhmetov found that MARK4 enhances tau accumulation the most among them. We previously 
reported MARK4 enhances tau toxicity, and knockdown of fly Par-1 suppresses tau toxicity in a fly 
model. Sultanakhmetov now investigates whether loss of MARK4 suppresses tau pathology and 
neurodegeneration in a tauopathy mouse model.   
 Abnormal activation of MARK4 is suspected of contributing to disease progression. We investigate 
regulatory mechanisms of MARK4 activity and their deregulation to understand Alzheimer’s disease 
pathogenesis. Saito discovered a novel mechanism that leads to hyperphosphorylation of tau: he found 
MARK4 activity is regulated at multi-fold via phosphorylation and binding proteins (manuscript in 
preparation). Nakajima found proteins that positively regulate MARK activity in a novel mechanism. 
MARK4 seems to have a different set of substrates under pathological conditions; Oba will identify them by 
using the chemical genetics approach. These findings will help us understand disease pathogenesis and 

Diet & molecules

mitochondria
proteostasis

energy metabolism

neuron-glia cross-talk

that keep your brain 
young

Intracellular signaling



−13− 

develop a novel MARK4 inhibitor to treat Alzheimer’s disease and other tauopathies.   
           Phosphorylation of tau is not the only post-translational modification to affect its 
metabolism. Oba and Saito reported that the two cysteines in tau form disulfide bonds and stabilized tau 
proteins (Hum Mol Genet, 2021), suggesting the molecular link between oxidative stress and tau 
accumulation. Asada found that tau can interact with CHMP2B, which is critical for intracellular vesicle 
trafficking, and sequestered into puncta. Further investigation of these novel modifiers will shed light on the 
mechanisms underlying abnormal tau accumulation in disease pathogenesis.  
   
2) Role of mitochondria in neuronal proteostasis and aging (Shinno, Noguchi, Nozawa & Ando) 
Mitochondria are the powerhouse of the cell and also intracellular signaling platforms. In neurons, 
mitochondria are actively transported and localized to meet energy demands. Aging lowers mitochondrial 
function and transport, contributing 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. Nozawa and Noguchi found that a mitochondrial boosting drug, 5-amynorebric acids (5-ALA), can 
extend lifespan and contract age-associated functional decline in flies (FEBS OpenBio, 2021). Noguchi also 
found that 5-ALA treatment suppresses tau toxicity in a fly model (manuscript in preparation). Since 5-ALA is 
found in food and is also available as a dietary supplement, these results may help us identify diet that slow 
down aging.  
 
3) The role of energy homeostasis in brain aging and neurodegenerative disease (Oka, Limlingan, 
Yamamoto, Abe, Saito & Ando) 
The brain is an energy-demanding organ, and glucose is the primary energy source for neurons. During aging 
or under disease conditions such as diabetes, glucose transport into neurons is compromised. We previously 
reported that enhancing glucose uptake in neurons extends healthspan (Oka et al., iScience, 
2021). Abe investigates if enhancement of glucose uptake in neurons also delay age-dependent reduction in 
memory. Saito and Limlingan investigate regulatory mechanisms for glucose uptake in neurons.  
Oka also found that enhancement of glucose uptake protects against tau toxicity (manuscript in 
preparation). Yamamoto fed high-sugar food to a fly model of AD to make it obese and found that the obese 
condition enhances neurodegeneration. She will investigate the roles of glucose transporter and the signaling 
pathways that lead to tau toxicity under obese conditions.  
 
4) Mitochondrial disease and the effect of 5-ALA (Nozawa & Ando) 
Mitochondrial respiratory chain defects are a significant cause of inherited disorders called mitochondrial 
diseases. Although they affect multiple organs and tissues, neurological deficits are prevalent, wide-ranging, 
and disabling for patients. Nozawa investigate a mitochondrial disease with transgenic Drosophila in which 
the fly homolog of NDUFAF6, Sicily, is knocked down. These flies show locomotor deficits and premature 
death. She found that 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) Neuroinflamation (Fukuchi, Saito, Ando) 
Microglia are resident immune cells in the brain and protect neurons from external substances, stress, and 
infection. On the other hand, their chronic or excessive responses lead to neuronal damage. Microglial 
activation in neurodegenerative diseases and after virus infection has been suggested to facilitate 
neurodegeneration. However, it is not fully understood how microglial activation is regulated under disease 
conditions. Fukuchi and Saito found that MARK2 in microglia suppresses its overactivation in response to 
pro-inflammatory stimuli, and Orf9b, a SARS-CoV-2 protein, suppresses MARK2 
activity. Fukuchi investigates the roles of MARK2 in microglial activation in tauopathy mouse models.   
 
6) Myelin regeneration and mitochondria (Takasugi, Saito, Ando) 
Regeneration of myelin sheaths after central nervous system demyelination is essential to maintain neuronal 
functions, and the insufficiency of remyelination leads to axon degeneration in multiple sclerosis. 
Mitochondria play critical roles in remyelination. Saito and Takasugi investigate whether boosting 
mitochondrial functions with 5-ALA can enhance remyelination in cultured cells and Drosophila.  
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3. 研究発表 Publications 
誌上発表 
Research papers, peer-reviewed: 
1. Komaki, K., Takano, T., Sato, Y., Asada, A., Ikeda, S., Yamada, K., Wei, R., Huo, A., Fukuchi A, Saito, T., Ando, K., 
Murayama, S., Araki, W., Kametani, F., Hasegawa, M., Iwatsubo, T., Tomomura, M., Fukuda, M., Hisanaga, S. (2021) 
Lemur tail kinase 1 (LMTK1) regulates the endosomal localization of b-secretase BACE1. J. Biochem. 170. 729-738. 
 
2. Samimi, N., Sharma, G., Kimura, T., Matsubara, T., Huo, A., Saito, S., Murayama, M., Akatsu, H., Hashizume, Y., 
Hasegawa, M., Farjam, M., Shahpasand, K., Ando, K., Hisanaga., S. (2021) Distinct phosphorylation profiles of tau in 
brains of patients with different tauopathies. Neurobiol. Aging, 108, 72-79. 
 
3. Saito T, Chiku T, Oka M, Wada-Kakuda S, Nobuhara M, Oba T, Shinno K, Abe S, Asada A, Sumioka A, Takashima A, 
Miyasaka T, Ando K. Disulfide bond formation in microtubule-associated tau protein promotes tau accumulation and 
toxicity in vivo. Hum Mol Genet. 2021 Oct 13;30(21):1955-1967  
 
4. Nozawa N, Noguchi M, Shinno K, Tajima M, Aizawa S, Saito T, Asada A, Ishii T, Ishizuka M, Iijima KM, Ando K. 
5-Aminolevulinic acid and sodium ferrous citrate ameliorate muscle aging and extend healthspan in Drosophila. FEBS 
Open Bio. 2022 Jan;12(1):295-305. doi: 10.1002/2211-5463.13338. Epub 2021 Dec 12.  
 
Invited review: 
1. 高橋美由紀、友村美根子、久永眞市. (2021) エンドソーム結合性プロテインキナーゼ LMTK1 による Rab11

活性制御と神経機能．生化学、93, 765-769. 
 
学会発表 Abstract 

1. 斎藤太郎、大場俊弥、福地葵、リムリンガンソフィア、飯島浩一、安藤香奈絵「新型コロナウイルス Orf9b
は MARK2の抑制を介してミクログリアからの炎症性サイトカイン IL-6の分泌を増強している」第44回日本

神経科学大会（2021年7月、神戸） 
 
2. Mikiko Oka, Koichi M. Iijima and Kanae Ando. “Increasing glucose uptake suppresses 
neurodegeneration in Alzheimer’s Disease model Drosophila.” The 44 th Annual Meeting of the Japan 
Neuroscience Society, Hyogo, Japan, July 30, 2021 
 
3. 久永眞市、木村妙子、Ambika Krishnankutty、 Nastaran Samimi  
GSK3b とタウの in vivoリン酸化の Phos-tag電気泳動法による解析 
第７２回日本電気泳動学会（7月、Web 開催）（シンポジウム発表） 
 
4. Nastaran Samimi, Taeko Kimura, Tomoyasu Matsubara, Yuko Saito, Shigeo Murayama, Masato Hasegawa, Kanae 
Ando, Shin-ichi Hisanaga 
Distinct phosphorylation profiles of tau in brains of patients with different tauopathies 
第６４回日本神経化学会大会 (９月、オンライン開催) 
 
5. Taeko Kimura,Masami Masuda-Suzukake Shin-ichi Hisanaga、Masato Hasegawa 
Tauopathy pathology in a novel traumatic mouse brain injury model 
第６４回日本神経化学会大会（9月、オンライン開催） 
 
6. Aoi Fukuchi, Taro Saito, Kanae Ando ‘SARS-CoV-2 ORF9b promotes cytokine release from microglial cells via 
inhibition of Microtubule affinity-regulating kinase 2’ 第 64 回⽇本神経化学会⼤会 (2021 年 9 ⽉)(⼝頭発表)  
 
7. 高橋美由紀、Ran Wei、安藤香奈絵、大島登志男、久永眞市 
The role of Cdk5 activity in valproic acid-induced anxiety- and depression-like behaviors. 
第６４回日本神経化学会大会（2021年9月、オンライン開催） 
 
8. Kanae Ando, ‘Neuronal glucose metabolism in brain aging and age-related neurodegenerative diseases’ The 64th 
Annual Meeting of the Japanese Society for Neurochemistry, Oral presentation, Symposium#14 ‘Brain metabolism in 
health and disease’, Sep 2021 
 
9. 斎藤太郎、福地葵、安藤香奈絵「SARS-CoV-2 Orf9b は MARK2 の活性抑制によりミクログリアからのサイ

トカインの放出を変化させる」第 94回日本生化学会大会（2021 年 11月、web 開催） 
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10. Chihiro Yamamoto and Kanae Ando. ‘The effect of sugar intake on neurodegeneration in a Drosophila model of tau 
toxicity’ The 40th Annual Meeting of the Japan Society for Dementia Research (Nov 2021, Online) (Poster Presentation) 
 
11.真野 叶子、鈴木 えみ子、三浦ゆり、飯島 浩一、安藤 香奈絵「神経細胞内ミトコンドリア局在異常は分

解機能低下によるタンパク質の蓄積を引き起こす」第 40回日本認知症学会学術集会, 東京（オンライン開催）, 
2021 年 11月 
 

12.真野 叶子、鈴木 えみ子、三浦ゆり、飯島 浩一、安藤 香奈絵 「神経細胞でのミトコンドリア局在異常は

翻訳異常とタンパク質蓄積を引き起こす」 第 94回日本生化学会大会, オンライン開催, 2021 年 11月, 若手優
秀賞受賞 
 
13. Marie Noguchi, Naoko Nozawa, Emiko Suzuki, Kanae Ando. ‘Protective effects of 5-aminolevulinic acid on aging 
and neurodegeneration in a fly model of Alzheimer’s disease’The 94th Annual Meeting of the Japanese Biochemical 
Society (Nov 2021, Online) (Oral and Poster Presentation) 
 
14. Chihiro Yamamoto, Taro Saito, Akiko Asada, Kanae Ando. ‘The Effects of Sugar Intake on Neurodegeneration in a 
Drosophila Model of Tau Toxicity’ Cell Bio Virtual 2021-An Online ASCB|EMBO Meeting (Dec 2021, Online) (Poster 
Presentation) 
 
 
15. Grigorii Sultanakhmetov, Akiko Asada, Taro Saito, Kanae Ando ‘Differential effects of microtubule 
affinity-regulating kinases on tau toxicity’ Cell Bio Virtual 2021 - An online ASCB|EMBO meeting 1-10 December 2021 
 
16. Marie Noguchi, Naoko Nozawa, Kanae Ando. ‘Protective Effects of 5-Aminolevulinic Acid on Neurodegeneration in 
a Fly Model of Tau Toxicity’ Cell Bio Virtual 2021-An Online ASCB|EMBO Meeting (Dec 2021, Online) (Poster 
Presentation) 
 
17. Shin-ichi Hisanaga, Taeko Kimura, Masato Hasegawa ‘Analysis of the phosphorylation of neurodegenerative disease 
protein Tau by Phos-tag phosphoaffinity SDS-PAGE.’ The International Chemical Congress of Pacific Basin Societies 
2021.（12月、Virtual） 
 
18. Mikiko Oka and Kanae Ando. ‘Enhancement of glucose uptake protects neurons against energetic 
stresses in aging and disease.’ The 99th Annual Meeting of the Physiological Society of Japan, 
Miyagi, Japan, March 17, 2022 (as a symposium speaker) 
 
19. Toshiya Oba, Tomoki Chiku, Taro Saito, Kanae Ando ‘Disulfide bond formation in microtubule-associated tau 
promotes its accumulation under oxidative stress’ 16th International Conference on Alzheimer’s and Parkinson’s Diseases 
(15-20 March 2022, Virtual) Poster presentation 
 
 
招待講演 Invited Seminars 
1. Mikiko Oka, ‘Roles of glucose metabolism in brain aging and neurodegenerative diseases’ “TOIGAKUKEN seminar” 
Tokyo Metropolitan Institute of Medical Science, Sep 16, 2021 
 
2. Kanae Ando, ‘What triggers tau accumulation in neurodegenerative diseases’ UCL IHA Virtual Symposium: 
Neurodegeneration in Flies, Oct 28, 2021 
 
3. Kanae Ando 「老化と加齢依存性疾患における脳神経細胞のグルコース代謝の役割」第 63回歯科基礎医学会

学術大会, Oct 2021 
 
4. Kanae Ando,「健康寿命とミトコンドリア：ショウジョウバエモデルを用いたアプローチ」 
"未来へのバイオ技術"勉強会「健康・長寿研究は今 」, Mar 2022 
 
Organizer 
1. Kanae Ando, Symposium organizer, The 64th Annual Meeting of the Japanese Society for Neurochemistry, ‘Brain 

metabolism in health and disease:脳機能や老化・疾患を制御する多様な代謝システム’ Sep 2021 
 
2. Kanae Ando, Symposium organizer, ‘Multilingual approach to learning Biology’, Mar 2022, Tokyo Metropolitan 

University, Minamiosawa campus 
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プレスリリース News release 
1. Eurek!Alert  NEWS RELEASE 26-JUN-2021 
Toxicity of protein involved in Alzheimer's triggered by a chemical 'switch' 
Spotlight on amino acids causing tau protein toxicity might lead to new therapies 
Toxicity of protein involved in Alzheimer's triggered by a chemical 'switch' | EurekAlert! Science News 
 
2. 【研究発表】タウ蓄積の新たなスイッチを発見！ ～ジスルフィド結合の形成をブロックすることで、認知

症での神経細胞死を抑制！？～ 掲載日：202１年６月 21 日 
https://www.tmu.ac.jp/extra/download.html?d=assets/files/download/auth/press/20210621_press.pdf 
 
3. 【研究発表】東京都立大学による米国科学誌「FEBS Open Bio」への 5-ALA に関する研究論文発表のお知ら

せ ～5-ALA/SFC でショウジョウバエの寿命が延びる可能性～ 掲載日：2021 年 12月 27日 
https://www.tmu.ac.jp/news/topics/31483.html 
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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），王清揚（M2），岡崎惇（卒研），上原 里

恵（卒研），小谷 美奈恵（卒研），山口 万里花（卒研） 

 

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 

ニワトリ胚は、原腸陥入直後はシート状に広がったフラットな形状をしているが、その後、頭部付近が折れ

曲がり、前腸という袋状の構造を作る(st.6)。前腸はその後後方へ伸長し、消化管に分化するが、前腸の伸長

は st.7 から 10 くらいまでは急速に進み、その後、ゆっくりとなると考えられている。本年度は前腸が形成さ

れる時、伸長するときの細胞動態について研究が行われた。 

a) ニワトリ胚頭褶形成に係る力の解析〜核の真円度低下による変形中の組織にかかる力の測定の試み 

発生中に様々な組織が折れ曲がったり、盛り上がったり、窪んだりする変形をへて、動物胚は複雑な構造を

獲得する。この組織変形には、局所的に大きな力がかかることが必要である。しかし、変形中の組織のどこ

にどのような力がかかっているのかを測定する技術は未だ確立されていない。そこで、頭褶形成の際にどの

ような力がどこにかかっているのかを測定する技術の確立を目指した。 

頭褶形成には脊索前板という組織が関わっている。脊索前板は胚前方に存在する逆三角形構造で、中内胚葉

からできており、脊索前盤の前方境界と、中央が将来の頭褶の折れ曲がりになることがわかっている。これ

まで、折れ曲がり前後の標識細胞の位置の変化やそれを踏まえたシミュレーションで、この組織に力がかか

っていることは示唆されているが、直接局所的な力を測定するような実験はなかった。私は、組織中の核の

変形を数値化することで、細胞にかかる力を予想できるのでは無いかと考えた。核は外力を受けると力の方

向によらず不均一な変形をすることが報告されている。マウスの 3T3 細胞に上から 10 nN の力を加えると核

の長軸に比べ短軸が大きく変化することが報告されている。また、この性質は他の細胞でも確認されている。

この結果をもとに、頭褶形成中の脊索前盤を構成する細胞の核の真円度を測定することにした。 

先行研究で、脊索前板前端から中央へ向けて組織が縮んでいることが示唆されており、力のかかる脊索前板

内部では、力のかかりにくい外部と比べ、核の真円度が下がると予想される。核の形を正確に測定するため、

頭褶形成中の胚を固定し、細胞を認識するためにアクチン繊維を染色後、12μm の切片を作成した。正中を含

む切片を DAPI で染色し、共焦点顕微鏡で観察した。取得した画像の核をトレースし、核の位置と真円度を

プロットした。まず、頭褶ができた直後のステージ６の胚で核の真円度を測定したところ、脊索前板前端か

ら中央は、周りより真円度が低かった。 

次に、頭褶が折れ曲がる前のステージ５の胚で同様の解析を行ったところ、位置による真円度の差は見られ

なかった。先行研究ではこの時期に既に組織が縮み始めているので、核の変形の測定では、微小な力は検出

できない可能性がある。今後はステージ 5+で同様の実験を行い、どこから核の真円度の変化による力の測定

ができるかを調査したい。 
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b) ニワトリ胚の２種の胚盤葉下層細胞の動きの解析 

ニワトリ胚の前方消化管の原基である前腸は、急速に後方に伸長する。このとき、細胞の再配置の一種であ

る収斂伸長が起こっている。しかし、前腸のどの部分の細胞の再配置が前腸全体の伸長に重要なのかはわか

っていなかった。前腸の最も後方である前腸門(AIP)正中の細胞を標識すると、伸長後の前腸腹側正中全体に

広がること、AIP正中の細胞を除去した胚では、前腸の伸長が著しく抑制されることなどから、本研究では、

AIP正中細胞の再配置が、前腸伸長を支えているという仮説を立てた。 

まず、前腸伸長期には第１体節の位置が変化していないことを見つけ、AIP から第１体節までの距離を測定

することで、前腸伸長の速度を正確に測る方法を確立した。その結果、前腸の伸長速度は均一ではなく、伸

長初期からしばらくは速くなり、その後、遅くなることがわかった。次に、同一胚で AIP 正中の再配置と、

前腸伸長の変化を比較した。AIP 正中を蛍光色素で標識し、標識された細胞が前後にどれだけ広がったか、

および前腸がどれだけ伸長したかを調べた後、その胚の AIP正中を別の色素で標識し、培養後、同様の測定

を行なった。その結果、AIP 正中細胞の再配置の変化と前腸伸長速度の変化は似ているが、前腸伸長に対す

る AIP正中細胞の再配置の割合は低いことがわかった。 

以上の結果から、AIP よりも、その前方で再配置が盛んに起こり、前腸伸長に寄与している可能性が示唆さ

れた。また、AIP が無いと前腸が伸びないことから、AIP からの何らかのシグナルが再配置を誘導している

ことも示唆された。 

 

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

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．また、隣接細胞との細胞周期のズ

レが中内胚葉細胞の分裂軸を制御することを明らかにした。統計的な解析を用い、Not mRNA の核に対する

位置のズレも非対称分配に重要であることもわかった。これらの結果を日本遺伝学会第９３回大会にて発表
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し，一昨年に続いて Best Papers賞を受賞した． 

 

3. 研究発表 
学会・研究会発表 

高鳥直士、立木佑弥（2021）細胞周期のズレによる細胞変形を介した中胚 葉・内胚葉運命の分離、9月 9日、

Zoom 

 

学会・研究会発表 

Naohito Takatori, Yuuya Tachiki, Cell cycle difference creates cortical tension difference that separates germ layer fates. 

BioArxiv, https://doi.org/10.1101/2021.11.10.468043, (2021) 

高鳥直士、立木佑弥（2021）細胞周期のズレによる細胞変形を介した中胚 葉・内胚葉運命の分離、遺伝学の

パラダイムシフトを目指して（II）、9、日本遺伝学会第 93回大会 Best Paper賞 

 

4. その他の教育・研究活動 
福田公子（2021） 東京都立晴海総合高等学校 高校教員向け課題研究勉強会、講演「具体⇄抽象を意識させ

るための課題研究とその準備 課題研究をやると成績が伸びるのはなぜか」8月 2日，Zoom 

福田公子（2021）ベネッセ steam フェスタ 相談員「学術的/社会的に価値を出したいけど、どうする？」8

月 6日，Zoom 

福田公子（2021）東京都立国立高等学校 課題研究支援 実験講師「ニワトリ胚の発生実習」8月 9、10、11

日、東京 

福田公子（2021）福井県立藤島高校 投稿論文指導 9月 9日，Zoom 

福田公子（2021）東京都立晴海総合高等学校 課題研究発表会審査委員 9月 18、19日 東京 

福田公子（2021）長野県立伊那北高等学校 課題研究支援 実験講師「ニワトリ胚の培養と観察」11 月 12

日，Zoom 

福田公子（2022）長野県立伊那北高等学校 課題研究支援 アドバイザー「微生物の培養」1月 29日，Zoom 

福田公子（2022）長野県立伊那北高等学校 課題研究支援 課題研究発表会審査委員 1月 29日，Zoom 

福田公子（2022）品川女子学院 特別講座 実験講師「ニワトリ胚の培養と観察」2月 12日 東京 

福田公子（2022）ベネッセ steam フェスタ 高校生課題研究発表会 社会人サポーター 3月 19、26日，Zoom 

福田公子（2022）東京都教育委員会 理数教育推進ネットワーク 講師「高校での課題研究を始めるにあた

って知っておきたい倫理、注意点」3月 25日 東京 
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細胞遺伝学研究室 
 

1. 構成 
坂井貴臣（教授）、朝野維起（助教）、武尾里美（助教）、相垣敏郎（客員教授）、フェリペ・ロガルスキ（D3）、

佐藤智士（D3）、鈴木悠希（D3）、倉田祐斗（D1）、萩原翠唯那（D1）、高岸未聖（M2）、小宮聖十郎（M2）、

桑原舞衣（M2）、王舒誠（M2）、佐藤岳仁（M2）、安田朱里（B4）、船津七海（B4）、田千佳（B4）、中野日

香理（B4）、平石拓海（B4）、外山藍夏（B4）、小口洋祐（B4）、陳思彤（研究生） 

 

2. 研究紹介 
1) 長期記憶における発生制御因子 Apterous の機能解析 

 動物は 1日を通して様々な記憶を獲得している。インパクトのある出来事や同じ経験の繰り返しにより、

獲得した記憶は脳で固定化されて長期記憶として保存される。しかし、長期記憶を固定化し維持する機構は

まだ十分に理解されていない。我々は、ショウジョウバエ（以下、ハエ）の apterous 遺伝子(ap)の変異体が

長期記憶を形成できないことを発見し、その原因を明らかにする研究を行った。 

ap はハエの発生段階で翅や神経回路を形作るために必要な遺伝子として古くから知られている。Apterous

タンパク質（Ap）は Chip タンパク質(Chi)と複合体を形成し、転写因子として働く。体作りには Ap/Chi複合

体による転写が不可欠である。しかし、体作りが完成した成虫になっても ap は脳で発現し続けているにもか

かわらず、その機能は不明であった。まず、我々はハエ脳で ap の発現する場所を二か所突き止めた。記憶中

枢であるキノコ体とよばれる細胞群と、約 24時間のリズムを作り出すために必要な細胞群（時計ニューロン）

である。遺伝学が発達しているハエの利点を生かし、最新の遺伝子発現技術を用いて解析したところ、時計

ニューロンで発現する ap は長期記憶の固定化に、また、キノコ体で発現する ap は固定化した長期記憶の維

持に必須であることが明らかになった。さらに、キノコ体の Chi は Ap同様に長期記憶の維持に必須であっ

たことから、Ap/Chi複合体を介してキノコ体で新たなタンパク質が提供され続けることにより、長期記憶が

維持されると考えられる。一方、時計ニューロンの Chi は長期記憶には関与していなかったため、時計ニュ

ーロンで発現する Ap には Chi に依存しない未知の機能があると考えられた。 

 長期記憶における時計ニューロンの役割を明らかにするために神経活動を抑制する実験を行ったところ、

長期記憶を固定化できなくなった。そこで、最新の ex vivo イメージングを利用して解析したところ、時計ニ

ューロンの Ap は抑制性の神経伝達物質 GABA に対する反応を抑えており、長期記憶を固定化するためには

時計ニューロンの活性が低下しないように調節する必要があることが明らかになった。本研究により、Ap に

は発現する細胞ごとに異なる機能があり、それらを併用して長期記憶の固定化と維持を制御していることが

明らかになった（下図参照）。 
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ヒトを含む哺乳類にも ap と同じ遺伝子が存在し、記憶に重要な海馬という脳領域で発現している。今後、

哺乳類の ap 遺伝子の研究が、ヒトの記憶メカニズム解明の手掛かりになるかもしれない。 

 以上の結果をまとめて PLoS Biology に発表した。本研究は日本学術振興会科学研究費補助金（21H02528）、

文部科学省科学研究費補助金新学術領域研究「シンギュラリティ生物学」（21H00434）、および住友電工グル

ープ社会貢献基金の支援を受けて行われた。 (佐藤智士、鈴木、倉田、坂井) 

 

2) 長期記憶における時計ニューロンの役割 

 我々はこれまで、概日リズム形成に必須な period (per)遺伝子が長期記憶の形成にも必要であることを報告

してきた（Sakai et al., 2004; Sakai et al., 2012）。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。そこで、脳で発現する 150個の per

発現ニューロンのうち、どのニューロンが長期記憶を制御しているのかを明らかにする実験を開始した。per

発現ニューロンの一部もしくは数個のニューロンの神経活動を阻害する実験を行った結果、6個の per 発現ニ

ューロンで構成される LNd 細胞群のうち、少なくとも２つのニューロンが長期記憶に必須であることを我々

は見出した。そして、LNd で発現する per の発現を抑制すると長期記憶を固定化できなくなることや、PER

タンパク質の機能を阻害するドミナントネガティブフォーム(Per∆PAS)を LNd 特異的に強制発現すると長期記

憶の固定化ができなくなることを確認した。よって、LNd で発現する PER は長期記憶の固定化に必要である

ことが明らかになった。一方、LNd からのシナプス伝達を阻害すると、長期記憶の固定化はできるものの長

期記憶を維持することができなくなることが明らかになった。以上の結果から、LNd の一部の細胞は長期記

憶の固定化と維持の制御に関与していると考えられる。これらの結果をまとめてGenes to Cells誌に発表した。 

(鈴木、倉田、坂井) 

 

3) 時計ニューロン LNd から放出される情報伝達物質の同定 

 時計ニューロンLNdからの神経伝達物質の放出を阻害すると長期記憶を維持できなくなることを我々は見

出した（Suzuki et al., 2022）。そこで、LNd から放出される神経伝達物質を同定する研究を開始した。神経ペ

プチド NPF および神経伝達物質オクトパミンの合成酵素の遺伝子の発現を LNd 特異的に抑制すると長期記

憶が消失することがこれまでに明らかになった。現在は、これらの２つの遺伝子を長期記憶の維持段階でノ

ックダウンした時に長期記憶が消失するかどうかを確認する実験を進めている。(倉田、鈴木、坂井) 

 

4) 光による長期記憶維持システムの研究 

 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きた（Inami et al., 2020）。そこで、光依存的に長期記憶を維持

しているニューロン、すなわち長期記憶維持ニューロンが脳のどこにあるのか、また、何個のニューロンで

長期記憶を維持しているのか、を明らかにする研究を開始した。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して細胞数を定量するために必要なトランスジェニック

系統を複数作製した。(佐藤岳人、中野、坂井) 

 

5) Apterous により転写される長期記憶維持に必須な遺伝子の同定 

 キノコ体と呼ばれるハエの記憶中枢で発現する Apterous (Ap)および補因子 Chip (Chi)の発現は、長期記憶の

維持に必須であることを我々は見出した（Inami et al., 2021）。よって、 Ap/Chi複合体を介してキノコ体で新
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たなタンパク質が提供され続けることにより、長期記憶が維持されると考えられる。そこで、Ap/Chi複合体

により転写調節される遺伝子を網羅的に同定し、長期記憶維持に必須な遺伝子を探索する研究を開始した。

研究戦略は以下の通りである：（１）Apおよび Chi のノックアウト系統を作製し、（２）各ノックアウト系統

および野生型の記憶中枢ニューロンで発現する遺伝子の発現量を比較する。（３）各ノックアウト系統の記憶

中枢ニューロンで発現量が減少する遺伝子を同定し、長期記憶維持に必須かどうかを検証する。現在、Apお

よび Chi のノックアウト系統を作製している。(中野、坂井) 

 

6) 磁石を利用した記憶中枢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する。記憶中枢において CREB が発現するニューロンは多

数存在するが、光により CREB 活性が上昇するニューロンはそれらの一部であることを我々はこれまでに明

らかにしてきた（Inami et al., 2020）。一方、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

象に遺伝子発現解析が実施されているため、高精度な解析が困難であった。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

回収する方法を確立することを目的とした。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、磁

石によりmCD::GFP陽性細胞のみを回収する方法を確立し、一定数のmCD::GFP 陽性細胞の回収に成功した。

現在、細胞の回収効率を上げるための条件検討を行っている。(佐藤岳人、中野、坂井)  

 

7) 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。そこで我々は、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全遺伝子に注目し、シングルバンドが検出される PCR 用プライマーを

完成させた。また、それらの受容体遺伝子に関しても、シングルバンドが検出されるプライマーを完成させ

た。(陳、佐藤岳人、坂井) 

 

8) 過剰ストレスによる性機能障害のショウジョウバエモデル 

 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」もしくは「拘束ストレス」にさらされたオスバエでは、その後しばらくオスの求

愛活性が抑制されることを見出した。そして、神経伝達物質ドーパミンの受容体のノックアウト系統や、細

胞内シグナル分子である cAMP合成酵素の突然変異系統では、ストレス誘発性の求愛抑制が見られないこと

を見出した。これらの結果から、ストレス誘発性の求愛抑制現象にはドーパミンによる情報伝達および cAMP

シグナル伝達経路が関与していることが明らかになった。 (佐藤智士、外山、安田、坂井) 

 

9) 過剰ストレスが脳のドーパミンニューロンにおよぼす影響の検証 

 ストレス誘発性の求愛抑制現象にはドーパミンによる情報伝達が関与することから、過剰ストレスは脳の

ドーパミンニューロンを活性化し、ドーパミンの放出を促進している可能性がある。そこで、「拘束ストレス」

後にドーパミンニューロンの Ca2+レベルが上昇するかどうかを検証する研究を開始した。現在はドーパミン
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ニューロンの Ca2+レベルの変化を検出するための形質転換バエを作製し、条件検討を進めている。 (佐藤智

士、外山、坂井) 

 

10) Genetic analysis of juvenile hormone epoxide hydrolase genes in Drosophila 

Juvenile hormone epoxide hydrolase (JHEHs) are enzymes that inactivate juvenile hormone (JH) in insects. To 

understand the roles of JHEHs in the fruit fly, we investigated the impact of genetic disruption of Jheh1 and Jheh2. 

Using the CRISPR/Cas-9 system, we have generated a mutant deleted for Jheh1 and Jheh2. The mutant flies showed 

decreased body weight and reduced amount of triacylglycerol (TAG). Conversely, overexpression of Jheh1 increased 

TAG storage and body weight. Metabolomic analysis revealed that all glycolytic metabolites were decreased in 

Jheh1-Jheh2 KO flies. Thus, Jheh1 and Jheh2 are involved in the regulation of growth rate, glycolysis, and lipid 

metabolism, demonstrating that they are essential for energy homeostasis in Drosophila. (Rogalski, Sakai, Takeo, 

Aigaki). 

 

11) ヒト希少疾患に関連する代謝酵素遺伝子の機能解析とバリアントの検証 

モデル生物であるショウジョウバエを用いて、未知の遺伝性疾患の原因遺伝子および特定の変異（バリアン

ト）の検証を試みている。本研究では、代謝酵素であるピルビン酸カルボキシラーゼ（PC）、アコニターゼ

（ACO2）、グルタミンアスパラギン酸トランスアミナーゼ（GOT2）に注目し、ショウジョウバエの変異体

解析と、ヒトバリアントを導入した疾患モデルの作製をおこなった。ACO2 のハエオーソログである mAcon1

を欠損する個体は蛹期に致死となる。 一方、PC、GOT2 のオーソログを欠損させた個体は成虫まで生存可能

であるものの、コントロールと比較して TCA回路やアミノ酸などの代謝産物量が有意に異なることから、エ

ネルギー産生やアミノ酸代謝に異常を持つことが考えられた（田、相垣、武尾）。 

 

12) メタボロミクスと数理的アプローチによる受精卵の代謝プログラムの解析 

成熟した卵が受精後、新たな個体を形成していくためには、エネルギー産生や生体分子の新規合成が不可

欠である。そのため、静的状態にある成熟卵の代謝システムが受精後に活性化されること、これにより母親

由来の代謝産物を利用して発生に必要な生体分子を合成していることが予想される。ショウジョウバエ卵の

メタボロミクスにより、受精前後で解糖系の代謝産物量が大きく変化することを明らかにした。さらに、数

理モデル解析によって、受精後には解糖系へのグルコース流入が増加し、解糖系から分岐する核酸合成経路

が活発化することが推測された（高岸、立木、坂井、相垣、武尾）。 
 

13) ショウジョウバエ卵における解糖系の機能解析 

卵形成過程もしくは受精卵の発生において解糖系がどのような機能を果たしているかを明らかにするため、

解糖系の律速酵素をコードする 3 遺伝子（HexA, pfk, pyk）を卵特異的にノックアウトし、表現型解析をおこ

なった。HexA, pyk変異により産卵数や孵化率が著しく低下することから、解糖系が卵成熟に重要な機能を持

つことが明らかになった。一方 pfk変異体では、卵成熟には影響がないが、受精後の発生過程で多くが致死

となり成虫の生存率は 5％程度であった。この結果は、卵でおきた代謝異常が次世代の発生に影響を及ぼす

可能性を示唆しており、今後はこの母性効果について検証をおこなう予定である（船津、高岸、相垣、武尾）。 

 

14) 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。核酸を主成分とするサケ白

子抽出物がショウジョウバエの寿命に与える影響を調べたところ、低濃度（0。5%）で 2倍の寿命延長効果
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を示した。さらに、高純度サンプルを用いた寿命実験により、DNA の長さによって寿命延長効果が異なるこ

とを明らかにした（武尾、相垣）。 

 

15) 昆虫外骨格の硬化に関わる酸化酵素 

 MCO2（マルチ銅オキシダーゼ２）は、昆虫独自に発達した酵素で、通常の発生過程における外骨格の硬化

や着色に機能すると考えられている。ショウジョウバエをモデルとし、トランスポゾン挿入変異体の表現型

観察、及び表現型回復実験を進めているほか、CRISPR/Cas9 系による変異体作成を進めている。これまでの

研究から、MCO2 分子は活性がほとんどない前駆体として合成され、脱皮などに伴い活性化されるなど、厳密

に機能が制御されているといった仮説を提唱している。ショウジョウバエにおいても、３齢幼虫外骨格中に

MCO2前駆体が蓄積することを示す結果が得られた。MCO2 遺伝子のノックダウンによって、囲蛹殻内で通常生

じる外骨格成分間の架橋反応が進まないことを示す結果も得られた。MCO2 とは別に、活性酸素種を発生する

ヘムタンパク質が外骨格成分間の架橋形成に機能することを示す結果が得られている。活性酸素種がタンパ

ク質表面のアミノ酸残基を酸化するといったプロセスが重要ではないかと考えているが、活性酸素が外骨格

中で発生することをライブでモニターするシステムの開発を試みている（小口、萩原、坂井、朝野）。  

 

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関節にあるゴム状マトリクスを形成するキチン結合性タンパク質について、これまで、

そのタンパク質をコードする遺伝子のノックアウト系統作成や、ゲノム断片を用いた表現型回復実験などを

行なってきた。今年度は、Gal4-UAS系を利用した表現型回復に成功したほか、特異抗体を作成することがで

きた。現在、抗体を用いたイムノブロット解析によって、このタンパク質に生じているとされている架橋に

よるポリマー化の観察を進めている（萩原、坂井、朝野）。 

 

17) 昆虫の誕生や進化に関して 

これまで、MCO2 遺伝子の獲得が昆虫の陸上適応に与えた影響について新仮説を立てている。昆虫が MCO2 を

介した酸化反応を利用した外骨格構築のしくみを進化させてきたこと、及び大気中に分子状酸素が豊富であ

ることを関連づけて説明している。これに関連し、昆虫が外洋環境にほとんど見られない事をも説明しうる

新しい解釈について発表準備を進めている。また、今年度は、昆虫の前脚が特殊化するメカニズムについて

調べる目的で、ハエ類の中でも二つの種類を用いた研究を開始した。一つは、カマ状前脚を持つカマバエで、

もう一つはオスにおいて前脚が巨大化するテナガショウジョウバエである。現在のところ、カマバエの飼育

法確立に向けた試行錯誤をしているほか、テナガショウジョウバエの前脚が発生する蛹期における、発生過

程のステージング・前脚発生の観察などを行なった（平石、坂井、朝野）。 

 

3. 研究発表 
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neurons and mushroom bodies in the Drosophila brain. PLoS Biology 19(12):e3001459. doi: 

10.1371/journal.pbio.3001459. 

2. Yuki Suzuki, Yuto Kurata, *Takaomi Sakai. (2022) Dorsal-lateral clock neurons modulate consolidation and 
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3. Noriyoshi Akiyama, Shoma Sato, Kentaro Tanaka, Takaomi Sakai, and Aya Takahashi. (2021) The role of the 



−25− 

epidermis enhancer element in positive and negative transcriptional regulation of ebony in Drosophila melanogaster. 

G3 doi: 10.1093/g3journal/jkac010. 

4. Kanoh H, Iwashita S, Kuraishi T, Goto A, Fuse N, Ueno H, Nimura M, Oyama T, Tang C, Watanabe R, Hori A, 
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1. 坂井貴臣 (2022) 光により駆動するシンギュラリティ細胞による長期記憶維持システムの解明 新学術

領域「シンギュラリティ生物学」第 6回領域会議 1月 19日 WEB 開催  

2. 佐藤智士、 坂井貴臣 (2021) ストレス依存的な性的モチベーション低下のショウジョウバエモデルの解

析 第 44回日本神経科学大会 7月 31日 兵庫 神戸（WEB参加） 

3. Yuki Suzuki, Takaomi Sakai. (2021) period-expressing dorsal lateral neurons’ neural activity is necessary for memory 

maintenance in Drosophila long-term memory.  第 44回日本神経科学大会 7月 31日 兵庫 神戸（WEB
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5. 船津七海、高岸未聖、坂井貴臣、相垣敏郎、武尾里美（2021）Genetic analysis of glycolytic genes in Drosophila 

oocytes. 第 14回日本ショウジョウバエ研究集会 9月 13日WEB 開催 

6. 高岸未聖、船津七海、坂井貴臣、相垣敏郎、武尾里美（2021）Metabolic transition at fertilization in Drosophila 

eggs: Experimental analysis and mathematical modeling of glycolysis. 第 14回日本ショウジョウバエ研究集会 

9月 13日WEB 開催 

7. 田千佳、坂井貴臣、相垣敏郎、武尾里美（2021）Genetic analysis of human disease variants in the mitochondrial 

aconitase, ACO2 using Drosophila. 第 14回日本ショウジョウバエ研究集会 9月 13日WEB 開催 

8. 萩原翠唯那、坂井貴臣、相垣敏郎、朝野維起 (2021)  The functions of a chitin-binding protein in flight and 

jumping of insects」第 14回日本ショウジョウバエ研究集会 9月 13日、つくば、茨城（WEB 開催） 

9. 平石拓海、坂井貴臣、朝野維起 「昆虫のカマ状前脚を作るしくみの解明に向けて：カマバエの採集及び

飼育」 第５回関東昆虫学研究会、2022 年 2月 10日 町田 東京（WEB 開催） 
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10. 小口洋祐、相沢研介、坂井貴臣、朝野維起 「昆虫外骨格の硬化・着色に必要な銅酵素をコードする遺伝

子の機能解析」第 66回 応用動物昆虫学会年会、2022 年 3月 21-22日、川崎 神奈川（WEB 開催） 

11. 萩原翠唯那、坂井貴臣、相垣敏郎、朝野維起 「昆虫の飛翔及び跳躍に必要な弾性タンパク質をコードす

る遺伝子の機能解析」第 66回 応用動物昆虫学会年会、2022 年 3月 21-22日、川崎 神奈川（WEB 開催） 

12. 松井美緒、浦澤佳苗、佐藤綾美、滝野有花、佐藤安訓、斉藤紀克、大澤肇、相垣敏郎、石神昭人（2021）

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. 日本ビタミン学会第 73回大会 東京 6月 20

日 

13. 新村柚里香、土志田裕太、岩淵禎弘、福井浩二、滝野有花、佐藤綾美、相垣敏郎、橋本真一、石神昭 人

（2021）加齢に伴う SMP30 遺伝子発現と相関する関連遺伝子 Akr1c6 の同定と遺伝子欠損マウスを用いた

Akr1c6 の機能解析. 第 94回日本生化学会大会 11月 3-5日WEB 開催 

 

招待講演 

1. 朝野維起 「Programs of cuticle hardening in insects: systems for smooth completion of molting process and 

perspectives」INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON APPLIED BIOLOGY, 2022 年 1月 13日光州、韓国、（WEB

開催） 
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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（D3）、永井敬大（D1）、伊藤鋭（M2）、岩本大我（M1）、 

菊地望海（M1）、千村明日美（M1）、原田真生（M1）、有馬樹（B4）、石森咲野（B4）、粕谷麻衣（B4）、小

島光咲（B4）、小髙優人（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にして、生育に必須な遺伝情報を同定しいくつかの重要な機能未知

必須遺伝子の機能を明らかにしてきた。現在までに全必須遺伝子の機能がほぼ解明されたので、次のステッ

プとして潜在的に増殖、生存に重要な遺伝子群の同定、解析を、我々が作製してきた多数の染色体広域欠失

変異やゲノム縮小株群などのユニークなリソースを利用して、特に酸化ストレス耐性機構を中心に進めてい

る。 

１）大腸菌ゲノム縮小株のゲノムシークエンス 

 我々はこれまでに大腸菌の野生株の染色体の約４４％までを欠失させたゲノム縮小株群を作製してきた。

基本的には必須遺伝子を含まない染色体領域の広域欠失変異を組合わせることによってΔ33a 株 (約 39%欠

失)、Δ37b株 (約 43%欠失)、Δ41c株 (約 44%欠失)などを作製してきたが、途中生育速度が著しく低下した

Δ33a株、Δ37b株については、これらを約２ヶ月間継代培養することによって生育が改善された実験室進化

株(Δ33b株、Δ37c株)を得てきた。今回これらのゲノム縮小株の中の９株について Illumina MiSeq によって

ゲノム re-sequence を行なったところ、多数の一塩基変異 (SNV) が同定された。また Short read の mapping

に着目して解析することによって、いくつかの挿入／欠失変異 (in/del) も同定することができた。個々の変

異について見るとΔ33a株から継代培養によってΔ33b株が得られた際には、いくつかの必須遺伝子にミスセ

ンス変異が起こっていた。またΔ37b株から継代培養によって独立に得られた５株のΔ37c株では、興味深い

ことに全てで一つの遺伝子のプロモーター領域に種々の点突然変異が起こっていて、これらの変異によりそ

の遺伝子の発現が増大していることがわかった。その遺伝子を含む染色体広域欠失変異株について野生株と

の競合培養により調べたところ、特定の培養条件の時に定常期における酸化ストレス耐性が低下しているこ

とがわかり、この領域が酸化ストレス耐性に関与することが示唆された。ゲノム縮小株群の解析からこれま

でに明らかにされてこなかった潜在的な酸化ストレス耐性機構が同定される可能性がある。（小高、橋本、加

藤） 

 

２）大腸菌の低分子量GTPase、YchF の生体内での機能 

 広く保存されている低分子量 GTPase のうち、大腸菌 YchF のファミリーについては生体内での機能がまだ

よくわかっていない。生化学的な機能としては過酸化水素を分解除去するカタラーゼの活性調節に関与する

ことがすでに報告されており、またリボソームと相互作用して翻訳の開始因子である IF3 を介して翻訳にも

関与していることが昨年報告された。我々は大腸菌の ychF欠失株では、酸化ストレス条件下で野生株との競

合培養において割合が低下することを見出した。その原因を調べたところ定常期からの再増殖に遅延が見ら

れることがわかった。また ychF欠失株ではカタラーゼの過剰発現によりカタラーゼ遺伝子の転写開始後の過

程が影響を受ける可能性を見出した。さらに ychF欠失変異株ではカタラーゼ遺伝子などの発現量を変化させ
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た時に生育、生存が影響を受けることもわかってきた。多くの細菌、アーキアからヒトまで保存されている

にも関わらず、生体内での機能がはっきりしなかった低分子量 GTPase である YchF のファミリーの、酸化ス

トレス耐性に関連した機能を明らかにすることを目指して解析を進めている。（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) ヘテロシスト形成パターンの制御機構 

 Anabaena sp. PCC 7120は窒素化合物が培地中に存在すると、栄養細胞のみからなる糸状体を形成する。そし

て、窒素化合物が欠乏するとヘテロシスト分化が誘導され、およそ10〜15細胞ごとに1個の細胞がヘテロシス

トとなる。栄養細胞のみからなる糸状体は均一な細胞から構成されており、その中から分化する細胞、しない

細胞がどのように決められているのか、その仕組みは分かっていない。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転写因子であり、その発現が上昇した細胞がヘテロシストへと分化する。最近、窒素

化合物が存在する培地で培養した栄養細胞のみからなる糸状体において、各細胞でのHetRの発現レベルが異な

ることが報告された。我々は、分化誘導前のHetRの発現レベルと将来ヘテロシストへと分化する細胞との間に

関係があると考え、分化誘導前からヘテロシスト分化完了までの過程でのhetR発現レベルの変動をGFPをレポ

ーターとして顕微鏡下で一細胞レベルで経時的に観察する実験系を開発した。本実験系を用いて、一見均一に

見える細胞集団の中から、ヘテロシストへと分化する細胞が選び出される仕組みの解明を進めている。なお、

本研究は当専攻発生生物学研究室の高鳥准教授との共同研究である。（千村、得平） 

c) ヘテロシスト多糖層の形成制御機構 

 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関与する遺伝子

が数多く同定されているが、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。Alr1086タンパク質はホスフ

ァターゼドメインを持ち、All4160タンパク質はリン酸化ドメインを持っており、All4160のリン酸化によりヘ
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テロシスト多糖層の形成が制御されていると考えられる。そこで、まずAll4160をリン酸化するキナーゼの同定

を進めた。大腸菌を用いたツーハイブリッド法であるBACTHシステムとin vitroでのリン酸化アッセイにより、

All2284とAlr3423がAll4160をリン酸化することが示された。また、All4160のリン酸化残基であるSerをAlaに置

換すると、alr1086遺伝子破壊株でもヘテロシスト多糖層が形成されることが明らかとなった。以上の結果は、

All4160をAlr1086が脱リン酸化することで、ヘテロシスト多糖層が形成されることを示唆している。現在、さ

らに生化学的、遺伝学的解析を行い、ヘテロシスト多糖層形成の制御機構の解明を進めている。(原田、得平) 

d) 異なる分化細胞を作り分ける制御機構 

 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。Anabaena variabilisは、アキネートとヘテロシストの両方の分化細胞を形成することができるシアノバ

クテリアである。アキネートとヘテロシストは共に、多糖層と糖脂質層からなる特殊な外膜を細胞壁の外側に

持っている。多糖層に含まれる多糖の組成はアキネートとヘテロシストで同一であり、同じ酵素を使って多糖

が合成されている。また、糖脂質の合成酵素もアキネートとヘテロシストで同一であることが示されている。

以上の知見と化石試料の解析から、ヘテロシストはアキネートを元にして新たに作りだされた分化細胞である

と考えられている。アキネート分化の制御機構を解明し、二つの分化細胞を作り分ける方法を理解することで、

多様な分化細胞からなる多細胞体が作りだされる仕組みの理解を目指す。 

 アキネート分化とヘテロシスト分化の制御機構の違いを調べるため、上述のalr1086のA. variabilisにおけるオ

ルソログ遺伝子ava3723の破壊株を作製した。ava3723破壊株では、ヘテロシストの多糖層が形成されないだけ

でなく、アキネートの多糖層も形成されなくなった。したがって、ava3723がアキネートとヘテロシスト両方

の多糖層形成を制御していることが示された。今後はさらに上流で働く多糖層形成制御遺伝子の破壊株を作製

し、二つの分化細胞の形成への影響を評価していく。（粕谷、得平） 

 

２）極限環境への適応機構 

 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。また、乾燥という現象が分子レベルでどのように

して認識されるのか、そのシグナル受容の機構も明らかではない。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。今後、生化学的解析によ

りこれらのHKが実際にOrrAの活性を制御しているのかを明らかにすると共に、HK間の相互作用を明らかにし、

乾燥応答のシグナル伝達機構を解明すると共に、乾燥シグナル受容メカニズムを明らかにする。（有馬、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。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0℃近くの低温でも増

殖可能な好冷菌であるPsychrobacter属にもホモログが存在している。したがって、anaKa遺伝子は細菌が極限
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環境に適応する上で重要な役割を果たしていると考えられる。そこで、anaKaの機能解明を目指し、anaKa遺

伝子破壊株が乾燥以外のどのようなストレスに感受性になるのかを探索した。様々なストレス条件下で破壊株

を培養した結果、EDTA存在下で増殖能が低下することが明らかとなった。EDTAは細胞壁の構造に影響を及ぼ

すと考えられており、anaKaが細胞壁の構造維持に関与している可能性が示唆された。（菊地、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Synechococcus 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。遺伝子Aの機能を明らかにするため、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大気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、大気中の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。これまでに遺伝子改変により、アルコールや炭化水素など燃料やプラスチック原料となる化合

物を生産するシアノバクテリアが作り出されてきた。シアノバクテリアには炭素固定だけでなく、大気中の窒

素ガスを取り込む窒素固定能を持つものがいる。我々は窒素固定能を有するシアノバクテリアを生産ホストと

して利用することで、大気中のCO2とN2を原料とした含窒素化合物の生産プロセスの開発を目指している。 

 含窒素化合物のモデルとして1,3-ジアミノプロパン（1,3-DAP）や1,5-ジアミノペンタン（1,5-DAP）などの

ジアミンを生産するシアノバクテリアを遺伝子改変により作製した。1,3-DAPは、シアノバクテリアの持つシ

デロホアの合成経路の中間体である。シデロホアは鉄欠乏条件下で合成されるが、中間体の1,3-DAPはすぐに

次の代謝産物に変換されてしまうため通常は蓄積することはない。そこで、1,3-DAPを変換する酵素をコード

する遺伝子を破壊し、1,3-DAPを代謝できない株を作製した。この株を鉄欠乏条件で培養したところ、1,3-DAP

の生産が確認された。また、リジンを1,5-DAPに変換する酵素をコードする遺伝子を導入することで、1,5-DAP

生産株の作製にも取り組んでいる。（岩本、得平） 

 大気からのジアミン生産の効率を向上させるためには、窒素固定活性を強化する必要がある。窒素固定反応

は窒素固定産物によるフィードバック制御を受けるため、その制御を解除することで窒素固定反応が促進され

ることが期待できる。そこで、窒素固定産物を速やかにアミノ酸ポリマーであるシアノフィシンに変換させる

ことで、フィードバック阻害の解除に取り組んでいる。シアノフィシン合成を調節している制御タンパク質を

改変することで、シアノフィシン合成が促進されるかを検討していく。（小島、得平） 

 

５）シダ植物アゾラとシアノバクテリアの共生関係 

 シダ植物であるオオアカウキクサ（アゾラ）には、シアノバクテリア Nostoc azollae が共生している。N. 

azollae は窒素固定により作りだした窒素化合物をアゾラに供給する一方、アゾラは安全な生息環境と糖を N. 

azollae に提供していると考えられている。N. azollae とアゾラの共生関係は世代を超えて維持されており、ア
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ゾラが胞子を形成すると N. azollae がその胞子内に入り込み、アキネートへと分化する。そして、胞子が発芽

するとアキネートも栄養細胞ヘと戻り増殖した後にヘテロシストを形成し、アゾラへと窒素化合物を供給す

る。N. azollae が胞子に入り込む際には、ホルモゴニアという運動性のある細胞に分化し、胞子へと移動して

いく。この様にアゾラの生活環に合わせて N. azollaeも分化細胞を作り分けており、強い相互作用が存在して

いると考えられる。我々は、アゾラと N. azollae の世代を超えた共生関係が維持される仕組みの解明を目指し

ている。現在、日本各地でみられるアゾラはほとんどが交雑種であり、胞子を形成することができない。日

本各地のアゾラを採取または取り寄せ、その葉緑体ゲノムの配列を決定し、交雑種ではないと考えられるア

ゾラを得ることができた。今後、このアゾラを材料に研究を進めていく。（石森、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)、Tety Maryenti (D3)、Hanifa Aini 
(D2)、Nargis Akter (D1)、赤坂 大輔 (M2)、澤本 陸 (M2)、増尾 心之介 (M2)、渡辺 真史 (M1)、鈴木 綾佳 (B4)、
姫野 翔 (B4)、瀬尾 光範（連携客員准教授）、Kasidit Rattanawong（客員研究員）、戸田 絵梨香 (客員研究員)、
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おり、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」、「胚発生」および「花成」の過程に焦点を当て、主に下

の 2 つの方向性で研究を推進している。 
【植物の受精と胚発生過程を顕微鏡下で再現することで植物の発生原理を知り、そして新たな植物を創生す

る】 

【植物の可塑的な発生プログラムを支える細胞の運命決定様式を探る】 

 
１) 受精卵の初期発生機構 受精卵発生における雌雄ゲノムの分子機能 
 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。

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発生に向けた遺伝子発現が始ま

り、また、卵細胞から受精卵への変換に伴って、活性酸素種 (ROS) のレベル変動やミトコンドリアの動態

変化など様々な受精卵発生に必須な細胞マシナリーの駆動が始まる。 
1-1) イネ受精卵発生を誘導する OsASGR-BBML1 の機能解析：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し、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。今年度は、OsBBML1 により発現制御を受ける遺伝

子群の特定を目指し、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。

その結果、OsBBML1より発現が制御されている可能性が高い遺伝子が 22個特定され、興味深いことに、

それらの中にはシロイヌナズナ卵細胞で高発現し、配偶子融合過程に深く関与している Cysteine rich peptide
をコードするシロイヌナズナ EC1 のイネホモログである OsEC1-like が含まれていたことから、OsBBML1
を発現している卵細胞では雌性配偶子としての細胞機能（能力）が低下していることが推定された。（増尾、

*大島、*光田、**越水、**矢野（*産総研、**明治大）） 
1-2) The dynamics of ROS level and their functions in early developing rice zygotes（イネ受精卵における ROS 動態

およびその機能）: Analyses using ROS inhibitors and indicators indicated 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. 
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 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）） 
1-3) Dynamics of mitochondrial distribution during development and asymmetric division of rice zygotes（イネ受精卵

におけるミトコンドリア動態およびその機能）: Mitochondria are highly dynamic organelles that actively move 
and change their localization along with actin filaments during the cell cycle. Mitochondrial nucleoids of rice egg cells 
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and zygotes were successfully stained by using N-aryl pyrido cyanine 3 (PC3), and their intracellular localization and 
distribution were demonstrated. Mitochondria in rice egg cells were small and coccoid in shape and were primarily 
distributed around the nucleus. After gamete fusion, the mitochondria started to disperse throughout the cytoplasm of 
the zygotes, and this dispersive distribution pattern continued until the zygotes entered the mitotic phase. At early 
prophase, the mitochondria redistributed from dispersive to densely accumulated around the nucleus, and during the 
metaphase and anaphase, the mitochondria were depleted from possible mitotic spindle region. Thereafter, the 
mitochondria distributed along the phragmoplast, and relatively equivalent amounts of mitochondria were detected in 
the apical and basal cells which were produced through asymmetric division of the zygotes. Further observation by 
treating the egg cell with latrunculin B revealed that the mitochondrial dynamics in egg cells and early zygotes 
depended on the actin meshwork. (Aini、*佐藤（*名古屋大）） 

1-4) Sperm-derived mitochondrial stability in rice zygotes（イネ受精卵における雄性ミトコンドリアの運命）: 
Although the mitochondria is generally passed on to the offspring maternally from female gamete, in some plant 
species, the mitochondria is biparentally or paternally transmitted into progenies through sexual reproduction. To 
visualize and monitor male mitochondria in rice zygotes, we produced transgenic rice plants expressing 
F1-ATPaseɣ-GFP and F1-ATPaseɣ-RFP targeted to mitochondria. By using sperm cell from one of these transgenic 
plants, several fusion combinations have been performed and the sperm-derived mitochondrial behavior was observed. 
The results showed that sperm-derived mitochondria are scattered throughout the cytoplasm of the fused-egg cells, 
and some of those mitochondria are likely to remain in the zygotes until 4 hours after fusion or until around 
karyogamy takes place. These results lead to the possibility of the sperm-derived mitochondria to fuse with the 
egg-derived mitochondria during zygote formation, or in another way, that some portion of sperm-derived 
mitochondrial DNA might integrate into the egg-derived mitochondrial genome DNA. To ensure this hypothesis, we 
are monitoring the data obtained from genome sequencing of hybrid rice plants between Kasalath (Indica rice, KS) 
and Nipponbare (Japonica rice, NB) to judge whether mitochondrial SNPs from male side (sperm genome) is retained 
or not. (Aini, Rattanawong)  

1-5) Transformation of rice mitochondria（イネミトコンドリアの形質転換）: Introducing and integrating exogenous 
gene into plant mitochondria are still highly challenging due to the present of the double membrane and the small size 
of the organelle. Recently, peptide-based carrier method to introduce exogenous gene into the mitochondria of 
Arabidopsis thaliana had been established. Therefore, we would like to adopt this method in combination with our 
established polyethylene glycol calcium (PEG-Ca2+) transfection method to integrate the fluorescence marker gene 
(ScCOX2::OsMT1GFP-SPECr) into the rice mitochondrial genome DNA. We are still unable to obtain successfully 
transfected or transformed rice zygotes by using this construct. This probably because the very distance promoter that 
is used in this construct, which is derived from yeast. In the future, we would like to deliver the new construct with 
mCherry fluorescent marker and Rice ATP9 promoter (OsATP9::mCherry:ScCOX2t and 
OsATP9::mCherry:ScCOX2t-ATOLl1m) into the rice zygotes. (Aini, *吉積（*高崎健康福祉大）） 

1-6) フィーダー細胞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る。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
卵の割合は低い。IVF４時間後で比較すると、作出した受精卵に対し精核または核合一した核が見られた受

精卵の割合は+Oc+2,4D で 83%に対し、-Oc+2,4D では 27％であった。今後は、IVF４時間の間には核合一に

関与する遺伝子の発現調節が起きていることが示されていることから、Oc依存的に発現調節をうける遺伝

子群の特定を目的に、+Oc+2,4D および-Oc+2,4D の条件で IVF 後２時間培養した受精卵（形態的に顕著な

違いが見られず、また FDA 染色による細胞活性もみられる発生ステージ）をトランスクリプトーム解析す

る予定である。（渡辺選） 
 
２）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
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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。 
2-1) 2 細胞胚における特性の発生学的解析：前年度までの解析により、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，イネ in vitro 2 細胞胚を細胞壁分解で処理し，単離した 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

顕著に低下するものが多く観察された。ただし，細胞壁分解酵素や分離による細胞へのストレスが影響し

ている可能性も否定出来ないため，今後試行数を増やして統計的な解析を進めていく予定である。（木下） 
2-2) 2 細胞胚における遺伝子発現プロファイル：双子葉植物において受精卵の第一分裂によって生じる 2 細

胞の発生運命は明確に異なっており，この 2 細胞の間には遺伝子発現プロファイルも異なることが知られ

ている。一方で，単子葉植物の初期胚発生における運命決定については，ほとんど知見が得られていない。

そこで，3-1)で単離した 2 細胞胚における遺伝子発現を解析することにより，単子葉植物であるイネ 2 細胞

胚において，発現が変動する遺伝子の探索を試みた。本年度は，単離した 2 細胞からそれぞれ転写産物を

回収し，シングルセルトランスクリプトーム解析を行った。現在，得られたシークエンスデータをもとに

発現変動遺伝子の同定を進めている。（木下） 
 
３) イネ卵細胞の単為発生機構 
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受精非依存的に分裂・増殖して植物体へと再分化

することから、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と考えられている。また、卵細胞由来の植物体多くが二倍体または四

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。さらに

は、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。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。 
3-1) Basic mechanisms in parthenogenesis of isolated rice egg cells（イネ卵細胞における単為発生の基本メカニズ

ム）: Among the examined egg-derived plants, various ploidy numbers were detected, including haploid (n) (n = 4), 
diploid (2n) (n = 10), tetraploid (4n) (n = 12) and aneuploid (4n+ or 5n-) (n = 2). Next, the incidence of genome 
duplication during autonomous egg development was determined using modified DAPI (mDAPI) staining. The 
amount of nuclear DNA was found to be doubled from haploid to diploid levels when the dividing egg cells 
progressed from 2-celled to 10-20-celled stages. 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 development, and that all the duplicated chromosomes in the doubled and quadrupled haploid egg-derived 
plants would exhibit an identical array of homozygous SNPs, which resulted from an only single chromosome 
recombination event during meiosis. Genome sequencing for these egg-derived plants confirmed the same 
homozygous patterns of SNPs at all the investigated loci.（Rattanawong、**越水、**矢野（*産総研、**明治大））   

3-2) 卵細胞の自律的発生に関与する遺伝子座の同定：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、当該現象に関与している可能性のある染色体領域（7番染色体の一部）を絞り

こんだ。次に、日本晴および Kasalath 卵細胞のトランスクリプトームおよびそこから得られた発現変動遺

伝子（DEGs）データを用いて、当該候補領域に存在し、かつ、日本晴と Kasalath 間で発現レベルが異なる

19 個の遺伝子群を特定した。さらに並行して、品種間における分裂率の違いおよび多型を利用した遺伝子
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座解析を進めるため、世界のイネコアコレクション 46品種に関して培養実験を行ったところ、Basilanon で

65%（15/23）と高い分裂率が確認された。これらの結果から日本晴に対して Kasalath と Basilanon が共通し

て保持している SNPおよび INDEL を上記の 19 遺伝子およびそれらの上・下流 2 kbp に対してゲノムブラ

ウザ TASUKE を用いて検索したが、そのような SNP、INDEL は検出できなかった。この結果より単離卵細

胞の受精非依存的な分裂には複数個所の遺伝子もしくは遺伝子制御領域が関与している可能性が示された。

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。（赤坂、戸田、**越水、**矢野（*産総研、**
明治大）） 

3-3) 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、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。イネ配偶子

および受精卵のトランスクリプトームデータより、卵細胞内で発現し、かつ受精により発現レベルが抑制

される転写因子遺伝子（7 遺伝子）を絞り込みそれら転写因子を Egg1～Egg7 とした。Egg1、2および 3 の

それぞれのキメラリプレッサー発現プラスミドと GFP-ER 発現プラスミドをイネ卵細胞に共導入し、それ

らを培養後に GFP蛍光を発した細胞をキメラリプレッサー発現細胞として経時観察を行った。結果、Egg1
のキメラリプレッサープラスミド導入卵細胞において高効率で核分裂が誘導されることが示され、Egg1キ
メラリプレッサープラスミド導入卵細胞 17個のうち、培養 24時間後に GFP蛍光が確認された 10個体のう

ち 1個体のみで核分裂の進行が見られたのに対して、培養 42時間後以降に GFP蛍光が確認された 7個体の

うち 6個体が核分裂を進行させた。Egg1キメラリプレッサーによって発現制御をうける遺伝子群を特定す

るために、Egg1キメラリプレッサー発現卵細胞のトランスクリプトーム解析を行った。その結果、そのう

ちの核分裂率が高い pEgg1卵細胞で特異的に発現レベルが上昇している 69個の遺伝子の中で分裂・発生に

関与している可能性が考えられる遺伝子が複数見つかった。また、pEgg1卵細胞で発現レベルが減少してい

る遺伝子は 19個であり、その遺伝子の中には発生過程や応答機能を調整することが知られている転写因子

が含まれていた。（澤本、*高木、*高崎、**大島、**光田（*埼玉大、**産総研）） 
 
４) 異質倍数性交雑受精卵の発生解析：雑種形成機構とコムギ−イネ cybrid植物の創出 
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。 
4-1) Production of cytoplasmic hybrid derived from wheat and rice gametes fusion（多様なイネ−コムギ交雑受精卵の

発生）:  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 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. These results suggest that hybrid breakdown can be 
overcome through optimization of gamete combinations, and the present hybrid will provide a new horizon for 
utilization of inter-subfamily genetic resources.（Maryenti，*石井（*鳥取大）） 

4-2) Birth of cytoplasmic hybrid (cybrids) between wheat and rice (コムギ−イネ雑種植物の創出)： During the 
developmental progression of wheat-rice hybrid zygotes, rice chromosomes are mostly eliminatefd, and the resulting 
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hybrid plants displayed wheat plant morphology and approximately 20% of regenerated plants showed abnormal 
morphology. Genome sequencing of these plants inidicated that rice nuclear and organelle genome appeared to be 
integrated in wheat genome. PCR and FISH analyses for these plants also confirmed the existence of two 
mitochondrial genome in the hybrid root cells. Moreover, inheritance of nuclear and mitochondrial genome was also 
detected in the F2 generation by PCR and FISH tests. Interestingly, one of hybrid lines, DZ1A, showed a 
late-flowering time. Since agronomical traits needs to be checked in the larger scale, combinations of wild type rice 
and wheat were created, and planted at the experimental field of Tottori University. In order to determined how the 
rice genome DNA is inserted into wheat genome DNA, long-read sequencing for the genome DNAs and transcripts 
from the wheat-rice cybrids are now conducting using PacBio system. In addition, transcriptome analyses with variety 
of tissues will also be conducted for examining the genes derived from rice is expressed in the cybrids.（Maryenti，*
石井、**越水、**矢野（*鳥取大、**明治大）） 

4-3) 四倍体コムギ卵細胞－四倍体／二倍体イネ精細胞交雑受精卵の作出および発生プロファイル：先行研究

より、コムギ－イネ交雑受精卵は組み合わせる配偶子の倍数性によって発生の可否が決まることが示され

ている。本項目では、交雑受精卵活性化と配偶子の細胞質およびゲノム量の関係性の明瞭化を目指して、

四倍体コムギの卵細胞と二倍体/四倍体イネの精細胞を in vitro 受精系で融合し、作出した交雑受精卵の発

生過程を観察した。その結果、いずれの交雑受精卵においても分裂・発生が見られなかったが、交雑受精

卵の細胞状態・安定性が配偶子の組み合わせによって異なっていたことから、イネ精細胞の卵細胞活性化

能はその倍数性によって差があることが示唆された。（鈴木、Maryenti） 
 
５）新たなイネ科植物の創出に向けて 
 in vitro受精系は、受精卵発生機構の解明のための実験系という側面に加え、異質あるいは同質倍数性受精

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

育種技術となるポテンシャルを有している。本年度は、重要なイネ科作物であるサトウキビおよびその近縁

種を用いた in vitro受精系の確立を行うとともに、C4 型光合成を行うイネ科植物の利用に向けた試みを進め

た。 
5-1) Establishment of IVF system in sugarcane（サトウキビ in vitro受精系の確立）：Based on the collaboration with 

JIRCAS, we intermittently received sugarcane spikes containing mature flowers of different varieties from Ishigaki, 
Okinawa. Using the same procedure as reported in rice, egg and sperm cells of sugarcane, Saccharum spp., could be 
isolated from ovaries and anthers, respectively. In addition, the isolation of functional gametes from the flowers was 
found to be possible in sugarcane spikes stored at 4oC for over a week, and the spikes could restore their freshness 
after returning to room temperature. Based on the in vitro fertilization procedure previously reported by our group, the 
isolated gametes were then fused together using electrofusion and the resultant zygotes divided into two-celled 
embryos within 2-3 days after fertilization (DAF) in N6Z medium. The embryos developed further into cell masses 
and subsequently formed several white cell colonies in callus induction (CI) medium, which regenerated into calli 
with multiple young leafy shoots and roots in regeneration (RE) medium. However, the culture of sugarcane calli was 
quite problematic, since, upon the development, white calli consistently produced toxic purple or orange pigments 
accumulating peripherally, causing growth defects and death of the regenerated calli. Therefore, in this study, we 
modified the culture method by constantly switching the media between solid and liquid forms to allow the toxic 
chemicals to be washed off and it was shown that the regenerated calli were healthy and properly developed into 
plantlet-like structures. Currently, the regenerated calli with large leafy shoots and branched roots were formed and 
continuously growing in liquid hormone-free (HF) medium. In addition to production of sugarcane zygotes, multiple 
hybrid lines by fusion between gametes from different varieties of sugarcane and closely related genera/species, e.g. 
Miscanthus spp., could be produced in this study. Developmental profiles of the hybrids were monitored and the 
successfully developed calli were recently transferred to CI medium to increase the number of calli. Thereafter, 
regeneration of white calli will be further induced by transferring to RE medium in the near future.（Rttanawong、*
寺島、**ツジラット（*JIRCAS国際農林水産業研究センター、**コンケン畑作物研究センター）） 

5-2) C4 型光合成イネ科植物からの卵細胞単離：乾燥や高温に非常に高い耐性をもつ C4 型光合成イネ科植物
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であるパールミレットからの卵細胞の単離を試みた。さらに、C4 型光合成イネ科植物のモデル植物として

知られるエノコログサからの卵細胞単離および生育条件の検討を進めた。（姫野、*石井（*鳥取大）） 
 
６）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およびソフトウエアを整備した。 
6-1)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。本年度は，新規に導入したウォー

ターディップレンズと 3 次元画像解析ソフトウェア MorphoGraphX を用いて，レポーター発現の定性およ

び定量化を試みた。（木下） 
6-2) 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 clv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。前年度、clv3 変異体において野生型よりも花成経路統合遺伝子の発現

が早期に上昇していることを半定量 PCR で確認した。今年度は花成関連遺伝子の空間発現を確認するため

に、入手した発現レポーターラインと clv3 変異体を交配し、clv3 バックグランドのレポーターラインを作

出した。また、アラビノシル化 CLV3 ペプチドの培地添加による、茎頂メリステムサイズと花成進行への

影響を検討した。生育条件によっては、clv3 変異体と野生型間で花成進行に差がないことが判明し、要因

の特定を進めている。（渡辺真） 
6-3) 花成におけるジベレリン代謝の変動解析：これまでの解析により，栄養成長相から生殖成長相への転換

期に，茎頂メリステムにおけるジベレリンの代謝がダイナミックに変動することが示された。しかしなが

ら，ジベレリン生合成の最終段階を触媒する GA3ox の発現については，検証されていなかった。本年度は

新たに作出したレポーターラインをもちいて，GA3ox の発現変動を観察した。その結果，GA3ox ファミリ

ーに属する 1 遺伝子について，花成に伴う遺伝子発現上昇が確認された。（木下） 
 
７）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 

Aini H., Sato Y., Uno K., Higashiyama T., Okamtoto T. (2022) Dynamics of mitochondrial distribution during 
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development and asymmetric division of rice zygotes. Plant Reprod. 35: 47-60 
Maryenti T., Ishii T., Okamoto T. (2021) Development and regeneration of wheat–rice hybrid zygotes produced by in 

vitro fertilization system. New Phytol. 232: 2369–2383. 
Maryenti T., Kato N., Ichikawa M., Okamoto T. (2022) In vitro fertilization system using wheat gametes by electric 

fusion. Methods 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. 

Rattanawong K., Koiso N., Toda E., Kinoshita A., Tanaka M., Tsuji H., Okamoto T. (2021) Regulatory functions of 
ROS dynamics via glutathione metabolism and glutathione peroxidase activity in developing rice zygote. Plant J. 
108: 1097-1115. 
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Aini H., Sato Y., Uno K., Higashiyama T., Okamoto T. “Dynamics of mitochondrial distribution during development and 
asymmetric division of rice zygotes” 日本植物学会第 85回大会（９月、八王子・オンライン） 

Maryenti T., Ishii T., Okamoto T. “Developmental profiles of inter-subfamily polyploid zygotes produced by the fusion of 
wheat and rice gametes’’ 日本育種学会第 141回講演会（9月、オンライン） 

Rattanawong K, Totsuka K, and Okamoto T. “Autonomous development and regeneration of rice egg cells in a 
fertilization-independent manner”日本植物学会第 85回大会（９月、八王子・オンライン） 

岡本龍史「コムギ in vitro 受精系 : 異質倍数性受精卵の作出とその発生解析」麦学オンラインセミナー（12
月 3日） 

木下温子「イメージング技術を基盤とした生理活性物質の時空間的パターン解析」日本植物学会第 85 回大会

（9月、八王子・オンライン） 
澤本陸、大島良美、貴嶋紗久、光田展隆、池田美穂、高崎寛則、高木優、戸田絵梨香、岡本龍史「キメラリプ

レッサーを用いたイネ卵細胞の分裂・発生を誘導する新規転写因子の探索」日本植物学会第 85回大会（9
月、八王子・オンライン） 

増尾心之介、大島良美、貴嶋紗久、光田展隆、池田美穂、高崎寛則、高木優、戸田絵梨香、木下温子、岡本龍

史「イネ受精卵発生を誘導する OsASGR-BBML1 の標的遺伝子群の同定」日本植物学会第 85 回大会（9
月、八王子・オンライン） 

渡辺真史, 岡本龍史, 木下温子「シロイヌナズナ clavata 変異体における花成進行および花成関連遺伝子の発

現解析」日本植物学会第 85回大会（9月、八王子・オンライン） 
Maryenti T., Ishii T., Okamoto T. “Developmental profiles of inter-subfamily polyploid zygotes produced by the fusion of 

wheat and rice gametes’’ 東京都立大学バイオカンファレンス 2021 
澤本陸「Investigation of transcription factors that induce division and development of rice egg cell using chimeric 

repressors」東京都立大学バイオカンファレンス 2021 
増尾心之介「The identification of target genes of OsASGR-BBML1 that induce rice zygote development」東京都立大

学バイオカンファレンス 2021 
渡辺真史「Analysis of flowering integrators in clv mutant」東京都立大学バイオカンファレンス 2021 
 
特許 

「融合細胞、融合細胞の製造方法、細胞塊、植物体及び植物体の製造方法」 
発明者：岡本龍史、石井孝佳、矢野健太郎、マリエンティ テティ  
出願者：東京都立大学、鳥取大学、明治大学 
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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（D3）、萩原拓海（D3）、宮内真帆（D2）、

岩佐康之（D2）、林 凌也（D2, 連携大学院）、松下 伸 (M2)、西上文彬 (M2)、野村千絵 (M2)、脇田 慧 (M2)、

酒井俊介 (M2)、白井詢（M1）、中永早映（M1）、吉田まゆり（M1）、全学哲（M1）、松若正篤（M1, 連

携大学院）、松村玲奈（B4）、小野歩美（B4）、及川沙南（B4）、新井涼太（B4）、加藤夏子（B4）、古賀
啓太（B4）、市村理沙子（B4）、史京州（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
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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
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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。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。 

 

 

3. 研究発表 
1. 川原 裕之 (2021)「プレエンプティブ品質管理を介した不良タンパク質のサーベイランスとその意義」

月刊「細胞」3月号,53巻, pp. 179 – 181 
2. 宮内真帆(2021)「低分子量 Gタンパク質 RhoAのユビキチン化とアクチン骨格を制御する新規メカニズム
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の同定」2021 年 8月 28日(土) 新学術領域研究「ケモユビキチン」第３回若手主体発表会 オンライン

口頭発表 
1. S. Nakanaga, T, Takahashi, H. Kawahara (2021) The function of the BAG6 complex in regulating 

lysosomal Rab proteins. 日本分子生物学会 ワークショップ「リソソームの新形態・新機能」2021 年

12月 3日（金）パシフィコ横浜 

2. 白井 詢、川原裕之（2021）「タンパク質分解を介した低分子量 G タンパク質 Rab9a の新しい制御機構」

日本生化学会 ２０２１年１１月３日 

3. 川原 裕之（2022）「ユビキチン化を介した低分子量 Gタンパク質群の新しい調節機構」新学術領域「ケ

モユビキチン」第５回領域会議 2021 年 6月 26日(金)  オンライン口頭発表 

4. 川原 裕之（2022）「新合成膜タンパク質の品質管理における Rabシャペロンの新しい機能」新学術領域

「ケモユビキチン」第 6回領域会議 2022 年 2月 11日(金)  オンライン口頭発表 

5. 高橋俊樹、川原裕之（2022）「ユビキチン化を介した Rabファミリー低分子量 Gタンパク質の調節機構」

新学術領域研究「ケモユビキチン」第４回若手主体発表会 2022 年 2月 11日(金) オンライン口頭発表 

6. Syunsuke Sakai（2021）“Stability and localization of mRNA degradation-inducible factor ZFP36L1 is 
controlled by its C-terminal Ser-Thr cluster." TMU BioConference 2021. 2021年 11月 19日(金) 

7. Kei Wakita（2021）“Development and application of novel probe which recognizes defective proteins in 
nucleus." TMU BioConference 2021. 2021年 11月 19日(金) 

8. Jun Shirai（2021）“Regulatory mechanism of exosomal composition by BAG6." TMU BioConference 
2021. 2021年 11月 19日(金) 

9. Sae Nakanaga（2021）”Elucidation of the function of BAG6 complex in regulating lysosomal Rab 
proteins." TMU BioConference 2021. 2021年 11月 19日(金) 

10. Mayuri Yoshida（2021）“Building the Improved TanGIBLE: Development of highly sensitive detection 
methods for intracellular defective proteins." TMU BioConference 2021. 2021年 11月 19日(金) 

11. jeon-hakcheol（ 2021） “Elucidation of the physiological significance of Rab3 family proteins 
degradation." TMU BioConference 2021. 2021年 11月 19日(金) 
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進化遺伝学研究室  

 
1. 構成  
田村浩一郎（教授），髙橋 文（准教授），野澤昌文（准教授），井出俊和（職員），田中健太郎（特任研究員），福冨雄

一（学振 PD），小川佳孝（RA），秋山礼良（D6），ルレジオール スルタン（D4），シン シカ（D3），アガーワル シータ

ル（D2），佐藤愛莉（D2），蔡 宇佳（D2），藤近敬子（D1），山本廉太（M1），熊谷颯之（M1），小川雅文（M1），酒井

杏花（M1），田村珠雲（M1），井上柚香（M1），小林ちひろ（M1），上岡瑠奈（M1），陳 胤佳（M1），ペルティウィ ラハ

ユ（M1），井手 翼（卒研生），見上日向子（卒研生），村井 陸（卒研生），佐藤伶圭（卒研生），植田泰地（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，髙橋，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，低温耐性が向上している．低温環境への適応進化

のメカニズムを明らかにするため，集団ゲノム，トランスクリプトーム，表現型など多面的な解析を行っている． 

i）低温順化による低温耐性向上の分子機構解明のための遺伝子発現調節機構 

これまでの研究により，温帯に生息する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こと

が分かっている．低温順化に関与する遺伝子を明らかにするため，低温順化によるトランスクリプトームの変化，また

その系統間変異をRNA-Seqによって解析している．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変化の

多様性は高く，系統間で共通して変化する遺伝子は見いだせないことが分かった．（シン，田村浩）また，温帯のショウ

ジョウバエ種において，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知られている

概日リズム遺伝子 timeless (tim)について，熱帯から温帯に移住したアカショウジョウバエで低温順化に伴ってトランス

クリプトアイソフォームにどのような差が生じるか，デジタル PCR を用いて調べている．現在までに，アカショウジョウバ

エでも低温順化によってトランスクリプトアイソフォームに差が生じることが示唆されている．（アガーワル，田村浩） 

ii）ケージ集団を用いた人為選択性実験による低温耐性向上の分子機構 

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，台湾で採集した 250系統からケージ集団を構築し，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．今年度は，これまでに pool-Seqによって得られた

0，11，21，31，41，51 世代目の集団のゲノム配列から，FSTや主成分分析を

用いて集団間の関係を調べた．昨年度から引き続き，低温による人為選択

を続けた 5 集団に共通して起きているゲノムの変化と，それと関連している遺伝子の探索を行っている．（小川佳，田

村浩） 

人為選択で行う低温処理によってエピジェネティック効果が生じる可能性を検証するため，低温処理を施した個体

から生まれる次世代以降の個体の出生数と低温耐性を調べた．その結果，低温処理を行わずに継代した場合，3～4
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世代目以降で低温処理による生存率の低下，すなわち低温耐性の低下が見られた．このことから，逆に低温処理に

よるエピジェネティックな効果が低温耐性を向上させている可能性が示唆された．（小林，田村浩） 

低温処理による人為選択は，成虫のみならず成虫体内の生殖細胞にも作用する可能性がある．そこで，人為選択

集団と対照実験集団について，親個体の低温処理後 2～4日の間に産卵した次世代の数，成長速度を調べた．その

結果，対照実験集団では，低温処理によって次世代の出生個体数は減少し，その程度は低温処理を受けた直後が

大きくその後徐々に回復するが，人為選択集団では，特に低温処理直後の減少が軽減されることが分かった．また，

成虫になるまでの日数は，対照実験集団では低温処理によって遅延するが，人為選択集団ではあまり変化しないこ

とが分かった．これらのことから，成虫個体への低温処理は成虫体内の生殖細胞にもおよび致死や生殖細胞の発生

の遅延を引き起こし，人為選択はそれらの現象にも作用したことがわかった．（田村珠，田村浩） 

低温耐性の向上は，代謝率の増加による場合があることが分かっている．そこで，アカショウジョウバエの人為選択

による低温耐性の向上のメカニズムを明らかにするため，人為選択集団から確立された複数の系統について，低温

耐性と代謝との関連を調べた．その結果，全ての人為選択系統は，対照実験系統に比較して低温処理後の生存率

が統計的に有意に高くなっていたが，代謝率には差はほとんど見られなかった．すなわち，人為選択によって向上し

た低温耐性は代謝率上昇によるものではないことが示唆された．（井手，田村浩） 

iii）アカショウジョウバエ野外集団に関する集団遺伝学的解析 

アカショウジョウバエは，低温耐性の向上によって台湾から日本に移住した．そこで，台湾と日本の自然集団のゲノ

ムを比較し，日本への移住に伴う低温適応のメカニズムの解明を試みている．西日本で 1991年，2011年，2020年に

採集された集団に台湾で 2016 年に採集された集団を加え，pool-seq によって集団の全ゲノム配列を決定した．そし

て，それら集団間の系統関係を調べ，日本集団の遺伝的構成は移住が始まった 1980 年代後半からどのように変化

してきたのかを明らかにした．その結果，2016年の台湾集団に遺伝的に最も近い日本集団は 1991年のもので，2011

年，2020 年の集団がそれに続いた．この結果から，台湾から日本へのアカショウジョウバエの移住は 1980 年代後半

に限られ，その後，日本集団は独自の進化を遂げたことが示唆された．（上岡，小川佳，田村浩） 

また，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 iHS (integrated haplotype score)，XP-EHH (cross population extended haplotype 

homozygosity) scoresを調べ，his と NSL (number of segregating sites by length) の比較を行った．これらの結果は，

方法による差は無かったものの，日本と台湾の集団間でも大きな差は認められなかった．（ルレジオール，小川佳，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．これまでの研究から，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，これまでの研究で用いら

れたテングショウジョウバエの TNR35 系統の雌と VNS23 系統の雄を交配して雑種第一世代 （F₁）を作製し，F₁雄に

おける減数分裂組換えの有無をマーカー遺伝子の配列を読むことで再検討したが，雄組換えを検出することはでき

なかった．（植田，田村浩） 

一方，これまでの研究で，テングショウジョウバエとアカショウジョウバエの種間交配で生じる F₁雄においては，性染

色体の不分離が高確率で生じることが分かっている．この性染色体不分離に対する負の自然選択がテングショウジョ

ウバエとアカショウジョウバエの種分化を駆動した可能性を検証するため，ケージ集団を用いた進化実験を開始した．

（井上，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 
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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てい

る．本年度はヒトの遺伝病に関わる変異配列データセットを用い，タンパク質コード領域以外の解析性能を検証したと

ころ，高精度で遺伝病に関連する変異を検出することに成功した．また，クロスプラットフォームで簡単に使える JAVA

ソフトウェアとグラフィカルユーザインタフェースの開発を行った．（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，Windows，macOS，Linux

のクロスプラットフォーム化を進め，高速計算法の開発による大規模配列データへの対応を進めた．（田村浩，

1Kumar： 1テンプル大学） 

4）ebony遺伝子におけるゲノム編集を用いた発現制御領域の解析 
キイロショウジョウバエの ebony 遺伝子は体の様々な部位で発現している．ebony の表皮エンハンサー領域（約

900bp）に腹部背側正中線部の発現抑制因子（サイレンサー）が含まれており，体の模様の形成を担っている．このサ

イレンサーをより細かく同定するため，CRISPR/Cas9システムを用いて，ebonyの 3’末に蛍光タンパク質をノックインし，

表皮エンハンサー領域のノックアウトによる腹部正中線での発現パターンを比較した結果，腹部正中線での発現を

抑制するサイレンサーを 351 bpまで絞り込むことに成功した．また，自然集団を用いたこの領域の配列比較と模様の

表現型の比較により，いくつかの塩基が表現型変化の原因である可能性が示唆された．  

また，雄の腹部後節では ebonyの発現が抑えられることで黒色の色素沈着パターンを形成している．この部位のサ

イレンサー領域の一部をノックアウトした系統を作成した結果，雄腹部の黒色部分の両端のみ抑制が解除されて黄

色くなることがわかった．（秋山，見上，髙橋） 

5）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．こ

れらの選好性の進化機構を詳細に明らかにするため，今年度は D. suzukiiに最も近縁な D. subpulchrellaを加えた 4

種の複数系統において，腸内共生細菌に含まれる酢酸菌に対する選好性を調査した．その結果，D. subupulchrella

では酢酸菌への選好性が弱くなる系統もあり，特に D. suzukii では選好性無しから忌避まで選好性に種内多型があ

ることが示唆された．(佐藤愛，髙橋，2Yew：2ハワイ大学) 

6）Drosophila suzukii と D. subpulchrellaにおける雄生殖器形態の違いの背景にある遺伝的基盤 
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得られた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いそれらの QTL解析を行った. 

また，オスの生殖器の中でも surstylus と pregonite という構造に着目し以下の解析

を進めた．交尾中のペアを固定し，クチクラを透明化した後に観察した結果，

surstylus は産卵管の先端を掴んでいることが示唆された.また，surstylus の先端部分

を切除することで交尾への影響を調べた結果，切除した個体は交尾開始時に生殖

器同士がうまくかみ合わず交尾が失敗することが分かった．pregonite はフック状の形

をしており，メスの産卵管の背側にあるクチクラのポケット状構造に引っかかることで，

交尾安定化の役割を果たしていると考えられている．先行研究において，D. 

subpulchrellaでは pregoniteが機能していることに対し，D. suzukiiでは機能していな
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いことが示唆された．この 2種におけるパラメアの形態差の遺伝的背景を明らかにするため，2種の pregoniteに形態

的差が観察される蛹期の発生段階の前後である APF 48 h と APF 62 hにおいて腹部先端組織を用いた RNA-seqを

行った． (田中，熊谷，酒井，3上村，髙橋：3 慶應義塾大学) 

7）Drosophila suzukiiの卵巣休眠時における時計遺伝子の振動パターンの解析 

D. suzukii は先行研究において，温度や日長変化を感知すること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． D. suzukiiにおける日長変化の感知と時計遺伝子の関連について明らかにするため，都立大で採集

した個体から確立した 1系統由来の羽化直後の未交尾雌を 12度または 25度で，短日条件（8L16D）においた実験

個体，飼育環境条件である中日条件（12L12D），長日条件（16L8D）の 6環境条件にそれぞれ 7日間おいた個体を 4

時間おきに回収し，頭部を用いて qPCRを行い，6個の時計遺伝子の振動パターンが得られた．(藤近，髙橋) 

8）Drosophila suzukii雄の前脚特異的な形態進化メカニズムの解明 
 交尾行動に関わる形態は性選択によって他の形態と比べ急速に進化することが知られている．交尾姿勢に違いが

あるD. suzukiiとD. subpulchrellaにおいて，交尾開始時に雄が雌を掴む際に使用する前脚の長さを測定したところ，

D. suzukiiの雄は性選択によってより長い前脚を獲得した可能性が示唆された．また，雄の前脚特異的に存在する性

櫛の色素沈着量が減少するキイロショウジョウバエ(D. melanogaster)yellow 遺伝子欠失突然変異体（以下 yellow 変

異体）では交尾成功率が低下することが知られている．そこで D. suzukii と D. subpulchrella を用いた CRISPR-Cas9

によるゲノム編集によって yellow変異体を作成し交尾成功率を比較した結果D. suzukiiでは yellow変異体は野生型

に比べ交尾成功率が低いことがわかった．（山本，田中，髙橋） 

9）Study of genetic basis of the differential wing spot positions in Drosophila suzukii and D. 
subpulchrella 

Some fruit flies in genus Drosophila have patterned wings that vary widely in color, shape, size, position, and 

degree of pigmentation. To identify the genomic regions associated with the wing spot position differences between D. 

suzukii and D. subpulchrella, we conducted an association analyses using the backcross males. The genomic regions 

that contributed to the differential wing spot positions were chromosomes 3 and X. These regions consisted of strong 

candidate genes optomotor-blind (omb) and yellow (y), frizzled 2 (fz2), silver (svr), yellow-e (y-e), l(3)mbt, Delta (Dl), 

and ebony (e). (Pertiwi，田中，髙橋). 

10）Scaptomyza graminumの化学受容体の発現解析 
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，共同研究先から大学院生を受け入れて味覚

受容体の発現を調べるための RNA サンプルの取得を行った．野外採集した個体を実験室で飼育し，次世代の成虫

の組織を採取した．（4 鈴木，田中，4 Whiteman，髙橋：4カリフォルニア大学バークレー校） 

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 
我々は性染色体の一生を分子レベルで詳細に追跡することで，生物の進化や多様化の一端を解明することを目

指している．そのために，性染色体の一生において様々なステージにある性染色体を持つ多様な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，雌雄で本数の異なるX染色体上に存在する遺伝子の発現量を雌雄で等しくする機構である．

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が 2 倍になる．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．ネオY染

色体には多くの機能遺伝子が残存しているため，重イオン線を 2種のオスに照射することでネオ Y染色体上の遺伝

子を破壊し，ネオ X 染色体上の相同遺伝子が即時に遺伝子量補償を獲得するかを検証している．これまでに，鉄イ

オン線を 2Gy照射すると，照射しない個体と比べてF1個体数が半減することを明らかにした．現在，F1個体のゲノム
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配列を決定し，欠失領域の同定を進めている．（小川雅，5 常泉，5 阿部，野澤：5理研和光） 

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 

性染色体は進化過程で常染色体へと転換することがある．X 染色体が常染色体に転換すると，この染色体はオス

でも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配し，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，雑種個体を用

いたRNA-seqを行い，両種のネオX染色体は常染色体に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．また，遺伝子量補償の不可逆性の程度は性染色体が生じてからの時間にはよらないことが示唆された．

（小川雅，野澤） 

iii）ネオ性染色体におけるヒストン修飾の進化 

X染色体とY染色体のヒストン修飾状態は大きく異なることが知られている．しかし，性染色体の誕生後，どのように

ヒストン修飾が進化してきたのかはよく分かっていない．ChIP-seqを用いた当研究室の先行研究により，約110万年前

に生じた D. mirandaの成虫オスのネオ Y染色体では，転写促進型修飾（H3K4me3）が近縁種 D. pseudoobscuraの

相同常染色体に比べ相対的に減少し，転写抑制型修飾（H3K9me2）が相対的に増加していることが明らかになって

いる．そこで，ヒストン修飾の進化が発生段階によって異なるのかを検証するために，幼虫と蛹を用いたChIP-seqを鋭

意進めている．また，外群種である D. obscuraでも ChIP-seqを行っている．また，本研究過程で，D. obscuraにおけ

る系統特異的な性比異常現象を発見した（陳，野澤）． 

iv）Y染色体消失過程の解明 

Y 染色体は多くの種において退化しているが，オス化や生殖

に関わる重要な遺伝子が存在するため通常は消失しない．しか

し，当研究室では Y 染色体を完全に失ったオスが多型状態で

存在する D. lacteicornisを発見した．この種のオスがいかにして

Y 染色体を消失し得たのかを明らかにすべく研究を進めている．

今年度は，ロングリードシーケンサーとショートリードシーケンサ

ーを組み合わせて Y染色体を持つオスと持たないオスのゲノム

配列をそれぞれ決定した．また，幼虫，蛹，成虫，精巣，卵巣のRNA-seqを行い，トランスクリプトームを決定して発現

量解析を行った．その結果，Y染色体の部分配列約 1Mbp と Y染色体上の発現遺伝子を 10個程度同定した．これ

ら遺伝子はいずれも D. melanogasterには存在しない遺伝子であった．現在，染色体 FISH法を用いて，これら遺伝

子の位置を確認している．（佐藤伶，小川佳，初見，和多田，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行った．（田中） 

13）ミズタマショウジョウバエを用いた模様形成メカニズムの解析 
 動物の模様は，形態進化の研究や発生におけるパターン形成メカニズムの研究のモデルとして用いられている．本

研究では，ミズタマショウジョウバエ (Drosophila guttifera) の翅のユニークな水玉模様を用い，どのように新奇なパタ

ーンの模様が出現したのか，どのように模様のできる範囲が決まる (パターン形成がなされる) のかについて迫ろうと

している．前者の問いについては，自身の先行研究から挙げられた模様形成候補遺伝子の機能解析を進めることで

Y 染色体を持つオス    Y 染色体を持たないオス 

X 

Y 

X 
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の解明を目指している．また，後者の問いについては，温度と模様形成範囲の関係性を調べた上で，模様のできる

範囲が決まるメカニズムを明らかにするための解析を進めた.（福冨） 
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神経生物学研究室 
 

1．構成 
黒川 信(准教授)、Adam Weitemier (准教授)、山本高之（D3）、近藤日名子(D3・秋期入学、RA)、榎本萌花 (D3)、

鈴木宏和（卒研生）、情野舞花（卒研生）、津田啓祐（卒研生）、満米和貴（卒研生）、山本直樹（客員教授)、

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） 

 

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。水産無脊椎動物の軟体

動物（アメフラシ、モノアラガイ、コノハミドリガイなど）、節足動物（クルマエビ、オオグソクムシ、ザリ

ガニ、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いる。2021 年 4月から Weitemier

准教授が加わり、哺乳類（マウス）の脳機能研究も始めた。水産無脊椎動物を用いた研究では消化器官系な

どの自律運動系の神経調節や、逃避行動、盗葉緑体現象、尿コミュニケーションなどに関するものがある。

また、アルツハイマー病モデルマウスなどを用いた行動学的、神経組織学的研究も進めている。これらの研

究は、電気生理学的、神経化学的解析を中心に薬理学、組織学、免疫細胞化学などの手法を用いて進められ

る。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＞」に参画している。 

 

１）軟体動物を用いた研究 

a）摂食行動と消化管の神経支配機構：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。我々は系統進化的視点から食性の異なる各種の軟体

動物後鰓類を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いる。これまでの研究で、大型海藻食性のアメフラシ(Aplysia kurodai) と

付着藻類食性のタツナミガイ(Dolabella auricuraria)およびトゲアメフラシ（Bursatella leachii）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。末梢ニューロンの細胞体はいずれの種でも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群はタツナミガイとトゲアメフラシではそ嚢上に、アメフラシ

では砂嚢上に存在し、食性に依存した局在が明らかになった。（近藤・黒川） 

b）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
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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） 

c）盗葉緑体現象による光合成と動物行動：後鰓類嚢舌目のコノハミドリガイ(Elysia ornate）の仲間は捕食

するハネモなどの藻類から「盗葉緑体現象」により取り込んだ葉緑体をもちいて光合成を行い、栄養や酸素

を得ている。この光合成活動と、行動や内臓機能、特に心臓循環機能の関係を調べた。その結果、光強度お

よび波長に依存した逃避行動の発現や心拍変化を見出した。（鈴木・黒川） 

 

２）節足動物等を用いた研究 

 a) 十脚類の尿コミュニケーション：ザリガニは尿を顎脚の運動により水中に拡散させることで、尿内物

質を用いて他個体とのコミュニケーションを行うことが明らかにされている。本研究ではアメリカザリガニ

（Procambarus clarkii）を用いて尿放出に関わる神経の顕微解剖学的探索を行なった結果、尿放出孔である触

角腺開口部の括約筋への頭部神経節からの神経支配を見出した。同神経の自発活動のインパルス活動の解析

と電気刺激実験により、この神経支配の機能解析を進めた。（米満・黒川） 

 b) 十脚類のセロトニン受容体の発現：十脚甲殻類クルマエビ（Marsupenaeus japonicus）において、主要な

生理活性物質の１つであるセロトニン（5-HT）の5-HT受容体１タイプのmRNA 塩基配列の一部を明らかにし

た。In situ hybridizationによりで心臓、腸、直腸、および骨格筋など幅広い組織での分布を見つけた。さらにト

ランスクリプトーム解析で網羅的に5-HT様受容体の発現解析を行なったところ、近縁種でのPenaeus vannamei

で報告された5-HT1、5-HT2A及び5-HT4様受容体と相同の受容体発現が確認された。しかし、このうち5-HT1受

容体は、両種で塩基配列が異なっていたため、両種で一致する3つのサブタイプ以外に新規サブタイプの存在

の可能性が示唆された。各サブタイプの生体機能との関連性を明らかにするため、それらの完全長の塩基配列、

分布及び発現量の解析を進めた。（田中・黒川） 

 c) 鱗翅目昆虫コバネガ科における翅原基の組織形態学的研究：完全変態昆虫は、「内翅類」という別称を持

つ。その呼称の由来は、終齢幼虫期における中・後胸側面の外表皮内側にある上皮組織の陥入による翅原基の

構造様式が、内翅類を定義づける固有派生形質であるという認識に拠る。完全変態昆虫の進化的起源について

は、主に分子系統解析により研究が進められているが、翅原基の発生様式のパターンから議論されることは極

めて限定されていた。今回、我々は、内翅類の進化的起源の研究を進めるにあたり、鱗翅目において最も原始

的なグループであるコバネガ科昆虫を研究材料に翅原基の発生学的研究を組織形態学的な解析を進めている。

（新津・清水） 

 

３）哺乳類（マウス）を用いた研究 

 a) Behavioral analysis in 301S Tauopathy Mouse Model：Alzheimer's disease is a neurodegenerative disorder that 

is thought to result from neuronal cell death due to the accumulation of the microtubule-associated protein tau. 

Behavioral experiments were conducted using P301S, a mouse model of Alzheimer's disease. Significant differences in 

behavior were observed in several tests. In the future, we will investigate neurobiological basis of these behavioral 

difference.  (Tsuda & Weitemier) 

 アルツハイマー病モデルマウスでの行動学的解析：アルツハイマー型認知症は、神経細胞でアポトーシスが

おこることで、脳全体が委縮してしまう疾患である。中枢神経系に発現している微小管結合タンパク質タウ

に異常が発生すると凝集がおこり、アポトーシスがおこる。本研究では、記憶や認識とアルツハイマー病の

関連性を解明することを目的とし、ヒトタウ遺伝子導入マウスである P301Sを用いて行動学的実験を行った。

社会性相互作用を評価する Crawley’s social interaction testと空間認知を評価する Y-maze実験を行な

った結果、前者では、野生型との間に有意差は認められなかったが、後者では野生型と比べて、運動量が増

大し、Y-mazeの中央部にいる割合は少ないなどの結果が得られた。本研究から、P301Sは空間認知力におい



−54− 

て、野生型と差がある可能性が示唆された。これらの行動の差をもたらす神経生物学的基盤の解明を通して

アルツハイマー病発症機構の理解につなげる。 

 b) Relationship between neurogenesis and phosphorylated tau in adult mice: In recent years, it was shown that 

new neurons are being generated during adulthood in the hippocampus, which is responsible for memory and learning.  

Previous studies have shown that patients with Alzheimer's disease (AD), who suffer from memory impairment, have 

reduced neurogenesis compared to healthy individuals. Currently, it has been reported that activation of neurogenesis 

improves memory, and it is thought that memory enhancement in AD may be achieved by increasing hippocampal 

neurogenesis. Therefore, investigating the relationship between phosphorylated tau, which is the cause of AD, and 

neurogenesis is an important step toward the fundamental treatment of AD.  In this study, we investigated the 

relationship between neurogenesis and the expression of phosphorylated tau in the mouse hippocampus after wheel 

running exercise, which increase neurogenesis. The results obtained using wild-type mice have not yet shown obvious 

relationship between the increase in neurogenesis and the expression level of phosphorylated tau. We would like to 

perform double staining of doublecortin and phosphorylated tau to examine whether there is a relationship between 

neurogenesis and phosphorylated tau in AD model mouse in addition to wild type. (Seino & Weitemier) 

成体での神経新生とリン酸化タウタンパク質の関係：近年、記憶・学習に重要な海馬でニューロン新生が起

こることが明らかになった。記憶障害を発症するアルツハイマー病患者では、ニューロン新生が健常者と比

べて減少していること、ニューロン新生の活性化で記憶改善がみられることが報告されており、アルツハイ

マー病の原因となるリン酸化タウとニューロン新生の関係について調べることは、その根本治療に向けての

重要なステップである。本研究ではホイールランニングによってニューロン新生を増加させ、海馬における

ニューロン新生とリン酸化タウの発現量の関係を調べている。野生型マウスではまだ明確な結果は得られて

いないが、今後さらにアルツハイマー病モデルマウスでも実験を進める。 

 

４）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 などを用い、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、興奮伝導などのさまざまな現象のシミュレーションを可能とした。プログラム言語として JavaScript を

用いることで、学習者自身が所有するスマートフォンやタブレット端末のブラウザ上で簡便に実行できるも

のとした。これらのシミュレーターは高等学校や多くの大学の神経生物学実習で使用され、大きな効果をあ

げた。(山本・黒川) 

 

3．研究発表 
誌上発表 

Shimizu A, Pitts JP, Rodriguez J, Wahis R, Yoshimura J. (2021) Systematics and convergent evolution in three 

Australian genera of Pepsinae spider wasps (Hymenoptera: Pompilidae). Austral Entomology 60, 301–316. 

Nishimoto Y, Shimizu A, Yoshimura J, Endo T. (2021) Life history and nesting ecology of a Japanese tube-nesting 

spider wasp Dipogon sperconsus (Hymenoptera: Pompilidae). Scientific Reports 11:12810.  

https://doi.org/10.1038/s41598-021-92124-z 

Shimizu A, Pitts JP, Yoshimura J, Wahis R. (2021) New genus and spiders of Pompilinae spider wasps from the Oriental 



−55− 

Region (Hymenoptera, Pompilidae). Journal of Hymenoptera Research 84, 339–359.  doi: 

10.3897/jhr.84.68810 https://jhr.pensoft.net 

Watanabe K, Shimizu A, Sugawara T. (2021) Polygamous breeding system identified in the distylous genus Psychotria: 

P. manillensis in the Ryukyu archipelago, Japan.  PeerJ 9:e12318. DOI 10.7717/peerj.12318     

近藤日名子、可知直毅、黒川 信、高道昌志、市古太郎 (2021) 東京都立大学火山災害研究センターにおいて

実施された防災リテラシーに関する研究.  Nissology日本島嶼学会年報23   

 

口頭・ポスター発表 

近藤日名子、可知直毅、黒川信、市古太郎 (2021) 伊豆大島における土砂災害跡地をフィールドとした小学

校防災学習) 日本島嶼学会2021 年次大会（気仙沼大島 オンライン） 

山本高之、黒川信 (2022)  スマホでできる学生実習用「神経活動のシミュレーション」の開発と実践 2021

年度日本動物学会関東支部大会（東京・オンライン） 

 

その他の教育・研究活動 

黒川信 分担（2021）東京都立大学教育改革推進事業【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 代表（2021）東京都立大学教育改革推進事業【Ｂ】個人提案型支援プログラム「学外体験・実習型

講義での ICTの活用----事前学習効果の向上と履修動機付けを支援する取り組み-----」 
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 他（2021）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：八丈島

の自然と社会と文化」 

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 

黒川信 代表（2021）東京都立大学ベストティーチング賞 2020受賞「学外体験型教養科目「自然と社会と文

化」のリモート開講」 
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植物環境応答研究室 
 
1. 構成 
鐘ケ江 健、成川 礼、鈴木 貴久（特任助教）、三宅 敬太（静岡大学からの研究派遣学生、D3）、星野 宏季

（D1）、鈴木 冴子（静岡大学からの研究派遣学生、M2）、迫 凌輔（M1）、安田 彩乃（M1） 

 

2. 研究紹介 
 本研究室では光情報によって制御される植物や藻類・シアノバクテリア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、生化学、生物物理学などの手法を用

いて解析している。植物の光応答機構を解明するために、多様な光環境で生育するさまざまな植物を材料と

して、光受容体の分子内・細胞内シグナル伝達機構と光シグナルに応答した遺伝子発現変動の解析、さらに

RNA修飾などの転写後調節による新たな光環境応答の分子機構の解明を目指している。また、本研究室では、

シアノバクテリアを対象として、植物のフィトクロムと似て非なる光受容体であるシアノバクテリオクロム

という光受容体群の光感知機構を解明することを目指している。特に、シアノバクテリオクロムが感知する

光の波長を決める色調節機構の解明を進め、変異導入によってその吸収波長を改変する研究を進めている。 

 
シロイヌナズナ クリプトクロム結合因子 CIF5の機能解明 
 シロイヌナズナの青色光受容体クリプトクロム結合因子として我々が同定した AtCIF5 (Arabidopsis thaliana 

Cryptochrome Interacting Factor 5) は、mRNA のメチル化に関わる可能性が示唆されている。最近クリプトク

ロム欠損変異体の RNA メチル化レベルが野生型と比べて有意に差があると報告されたことから、クリプト

クロムを受容体とする光形態形成調節において RNA修飾を介した転写後調節機構の存在が考えられている。

そこで AtCIF5 がこのシグナリング経路に関与している可能性を検証するため、AtCIF5 変異体を用いて光生

理応答および mRNA メチル化変動の解析を行なっている。現在、T-DNA 挿入変異のホモラインの確立を進

めており、単離されたホモラインにおいて RT-PCR による AtCIF5 遺伝子の発現量を確認している。また、光

環境に応答した RNA修飾の状況をより詳細に調べるため、日周・日長に応じた RNAメチル化レベルの変動

解析も進めている。（安田、鐘ケ江） 

 

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、核に分布することが明らかになった。そこで本研究では、phy3 による遺伝

子発現調節の可能性を検証することを目的として、野生型と phy3 を欠損した rap（red-light aphototropic）変

異体での遺伝子発現量を比較解析している。（木村*、鐘ケ江 *京大） 
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Acaryochloris属のシアノバクテリアの光受容・光捕集の解析 
 Acaryochloris 属のシアノバクテリアは、赤色光を吸収するクロロフィル a ではなく、長波長の遠赤色光を

吸収するクロロフィル d を光合成の反応中心色素として保持している。光合成のエネルギーとして他のシア

ノバクテリアよりも長波長の光質を利用しているため、感知する光質も長波長シフトしている可能性を考え、

実際にビリベルジン（BV）を結合して遠赤色光を感知するシアノバクテリオクロムを発見した（Narikawa et 

al. 2015 Sci. Rep.）。一方、Acaryochloris は橙色光を捕集し、その光エネルギーを光合成の反応中心に伝達する

フィコビリソームという超複合体を有するが、BV ではなく、その代謝産物で短波長の光質を吸収するフィ

コシアノビリンという開環テトラピロール色素を結合して機能する。以上より、Acaryochloris では、開環テ

トラピロールを共通の色素として、長波長の遠赤色光を感知する一方、短波長の橙色光を捕集する機能を併

せ持っていると言える。我々はこれまで、開環テトラピロール色素合成酵素に着目し、その機能分化に関す

る研究を推進してきたが（Miyake et al. 2020 FEBS J.）、今年度はその機能分化に重要なアミノ酸残基を同定す

ることに成功した（英文原著論文 1）。また、これまでの解析によって、橙色光で長期間継代培養することで、

フィコビリソームを不可逆的に高蓄積する株の取得に成功しているが、これらの株の電子顕微鏡観察や DNA

リシーケンス解析を進めることで、フィコビリソーム高蓄積に関する分子基盤が解明されつつある。来年度

はこれらの成果を英文原著論文として報告する予定である。さらに、Acaryochloris 属であるにもかかわらず、

クロロフィル d を保持せず、ジビニルクロロフィル a・b を用いて光合成を行う A. thomasi という種が近年発

見された。この種がどのような光質を感知しているかを解明する研究を進めている。（三宅、鈴木冴、迫、成

川） 

 

ビリベルジン結合型シアノバクテリオクロムの解析 
 我々はこれまで、Acaryochloris に着目することで、BV という長波長の遠赤色光を吸収する哺乳類内在性の

開環テトラピロール色素を結合して光受容体として機能するシアノバクテリオクロムを発見・開発してきた

（Narikawa et al. 2015 Sci. Rep., Fushimi et al. 2019 PNAS）。これらは、哺乳類内在色素であり、動物組織への浸

透性が高い BV を結合することから、動物細胞での応用利用性に長けた分子群である。中でも、AnPixJg2_BV4

は 4 つのアミノ酸変異を導入することで BV結合能力を付与し、結晶構造も決定された分子である。我々は

この分子のラマン解析などを共同研究で進めることで、その詳細な分子基盤を解明した（英文原著論文 3, 4）。

さらに、AnPixJg2_BV4 の色素近傍アミノ酸に着目し、部位特異的に飽和変異を導入することで、色素結合タ

ンパク質の発現量が増大した変異体やユニークな色調節機構を有する変異体の作出に成功している。来年度

はこれらの研究成果を英文原著論文として報告する予定である。（鈴木貴、成川） 

 

新規シアノバクテリオクロムの探索と解析 
 シアノバクテリオクロムは、その配列が多様化することで、様々な分光特性を有するものが知られている。

ほとんどのシアノバクテリオクロムは第一の Cys と呼ばれる Cys残基を持ち、いくつかについては、さらに

第二の Cys とよばれる Cys残基を持つ。我々は最近、例外的に第一の Cys を欠き第二の Cys のみを保有する

シアノバクテリオクロムが緑色光の強度を感知するセンサーとして機能することを見出している（Fushimi et 

al. 2016 Biochemistry）。我々は、この例外的なシアノバクテリオクロムの構造を決定し、そのユニークな分光

特性の分子基盤の解明を目指し研究を進めている。さらに、第一の Cys、第二の Cys、それらの周辺残基に

おいて、ユニークな配列特徴を有する分子群を探索し、それらの解析を進めることで、ユニークな分光特性

を有する分子の同定を目指している。実際に、これまでに報告例のない橙色光と青色光の間で光変換する分

子の同定に成功している。（星野、成川） 
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緑藻から見出されたデュアルクロムの解析（成川） 
 共同研究によって見出されたフィトクロムの光受容領域とクリプトクロムの光受容領域とを併せ持った分

子・デュアルクロムの分光特性を解析し、それぞれが橙／遠赤色光と青色光を感知していることを示した（英

文原著論文 2）。来年度以降、フィトクロムであるにもかかわらず、赤色光ではなく橙色光を感知する分子基

盤について解析を進める予定である。（成川） 

 

3. 研究発表 
英文原著論文 

1. Miyake, K., Kimura, H., Narikawa, R. (2022) Identification of significant residues for intermediate accumulation in 

phycocyanobilin synthesis. Photochem. Photobiol. Sci. Accepted. 

2. Makita, Y.#, Suzuki, S.#, Fushimi, K.#, Shimada, S.#, Suehisa, Y., Hirata, M., Kuriyama, T., Kurihara, Y., 

Hamasaki, H., Okubo-Kurihara, E., Yoshitake, K., Watanabe, T., Sakuta, M., Gojobori, T., Sakami, T., Narikawa, R., 

Yamaguchi, H., Kawachi, M., and Matsui, M. (2021) Identification of a dual orange/far-red and blue light 

photoreceptor from an oceanic green picoplankton. Nat. Commun. 12: 3593 #: Equally contributed 

3. Tachibana, S.R., Tang, L., Zhu, L., Takeda, Y., Fushimi, K., Ueda, Y., Nakajima, T., Kuwasaki, Y., Sato, 

M., Narikawa, R., and Fang, C. (2021) An engineered biliverdin-compatible cyanobacteriochrome enables a unique 

ultrafast reversible photoswitching pathway. Int. J. Mol. Sci., 22 (10): 5252 

4. Tachibana, S.R., Tang, L., Cheng Chen, C., Zhu, L., Takeda, Y., Fushimi, K., Seevers. T.K., Narikawa, R., Sato, M., 

and Fang, C. (2021) Transient electronic and vibrational signatures during reversible photoswitching of a 

cyanobacteriochrome photoreceptor. Accepted to Acta A Mol. Biomol. Spectrosc. 250: 119379 

 

英文総説・書籍 
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1. 成川 礼 (2021) シアノバクテリオクロムの光遺伝学・バイオイメージングへの応用 生物工学会誌 99 (9): 

473-476 

2. 成川 礼 (2021) 長波長を吸収するロドプシン NeoR の発見がもたらすもの 実験医学 39 (13): 2093-2094 
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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）、磯部一夫（客員教員）、諸星聖（客員研究員）、西原亜理沙

（客員研究員）、広瀬節子（客員研究員）、佐藤剛（客員研究員）、Joval N. Martinez（客員研究員）、坂庭

眞吾（研究生）、西谷真一（D3）、Chen Yuxin（D3）、Alam MD Gahangir（D3）、何苗（D1）、高希燦（M2）、

角濱日向（M1）、胡睿熠（M1）、河野恵美（M1）、見取虎人（M1）、岡本晶（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）新規微生物/微生物機能の探索 Exploration of novel microoganisms and microbial functions 

1-a. 河床礫バイオフィルムから分離した新規好気性光合成細菌 

Taxonomic characterization of a novel aerobic anoxygenic photosyntrophic bacterium isolated from epilithic 

river biofilms 

多摩川の礫上バイオフィルムから好気性細菌 08T株を分離した。本研究では、その生理学的、系統学的解

析を行った。細胞を回収しその吸収スペクトルを測定したところ、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がみられた。本菌は絶対好気性で、嫌気光照射条件では生育能が見ら

れず、好気性光合成細菌であると考えられた。16S rRNA 遺伝子塩基配列による系統解析より、08T 株は

Roseomonas 属に分類されることが示され、最近縁種は Roseomonas lacus TH-G33T でその相同性は 98.2％であ

った。菌体化学組成や有機物利用性解析の結果、S08T株は Roseomonas 属の既知種と明確な違いが見られた。

以上から、S08T 株は Roseomonas 属の新種として、Roseomonas fluvialis sp. nov.を提案した。これまでに

Roseomonas 属には 48 種が報告されており、その多くが光合成色素を生産しないが、S08T 株は Roseomonas

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２例目の光合成細菌である。（広瀬、諸星、花田） 

 

1-b. 高温硫化水素泉から分離した新規好熱嫌気性細菌 

Taxonomic characterization of a novel anaerobic thermophilic bacterium isolated from sulfidic hot springs 

Nakabusa hot spring (Nagano prefecture) is a slightly alkaline and sulfidic hot spring and displays various microbial 

mats and streamers in the hot spring water at 45°C–80°C. Recent studies suggested the existence of uncultured novel 

bacteria. A thiosulfate-reducing strain, WW01T was isolated from Nakabusa hot springs. 16S rRNA gene sequence 

analysis indicated that strain WW01T represented a member of the genus Thermoanaeromonas and closely related to 

Thermanaeromonas toyohensis ToBET with 97.3% identity. Strain WW01T displays low genome-wide average nucleotide 

identity (84.4%), average amino acids identity (86.2%), and digital DNA-DNA hybridization value (28.0%) aligned with 

T. toyohensis ToBET. Based on the distinct phylogenetic position, biochemical and physiological characteristics, strain 

WW01T is considered to be a novel species of the genus Thermoanaeromonas for which the name Thermanaeromonas 

nakabusensis sp. nov. is proposed. (Chen、飯野) 
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1-c. 高温硫化水素泉から分離した新規好熱性窒素固定細菌 

Taxonomic characterization of a novel nitrogen-fixing bacterium isolated from sulfidic hot springs 

Thermophilic N2-fixing isolates which grow over 70°C are still limited. Now, a thermophilic fermentative bacterium, 

named as YA01, was isolated using combined nitrogen-poor medium from Nakabusa Hot Springs. Phylogenetic trees of 

the 16S rRNA gene sequence and concatenated sequences of 40 single-copy ribosomal genes revealed that strain YA01T 

belonged to the genus Caldicellulosiruptor and is lower than 98.1% identity to the closest relative. Strain YA01T has low 

genome-wide average nucleotide identity, average amino acid identity, and digital DNA-DNA hybridization value with 

the related species of the genus Caldicellulosiruptor. Based on its distinct phylogenetic position, biochemical and 

physiological characteristics, and the major cellular fatty acids, strain YA01T is considered to be a novel species of the 

genus Caldicellulosiruptor for which the name Caldicellulosiruptor diazotrophicus sp. nov. is proposed. (type strain 

YA01T = DSM 112098T = JCM 34253T). (Chen、西原、飯野) 

 

1-d. 温泉バイオフィルムから分離した新規好気性光合成細菌 

Taxonomic characterization of a novel aerobic anoxygenic photosyntrophic bacterium isolated from hot springs 

長野県中房温泉（弱アルカリ性・硫化水素泉）から分離した新規好気性光合成細菌 N10株の系統・生理学

的特徴を明らかにし、新属新種 Neotabrizicola shimadae を提案した。中房温泉の流水中（30℃）に発達するバ

イオフィルムを採取し、30℃・好気・暗所・従属栄養条件で培養し、バクテリオクロロフィルを生産する分

離株N10を得た。嫌気条件で光合成生育できず、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た。

16S rRNA 遺伝子塩基配列から Rhodobacteraceae 科の細菌と考えられた。遺伝子塩基配列に基づく分子系統解

析の結果、N10株は、嫌気光合成細菌として古くから知られる Rhodobacter 属の基準種 Rhodobacter capsulatus

とは別系統で、嫌気光合成細菌 Rhodobacter blasticusおよび好気性光合成細菌を含む Tabrizicola 属細菌、光合

成色素生産性が無い Xinfangfangia 属細菌と相同性を示した。N10株は、光合成能の獲得と多様化を考えるう

えで非常に興味深い系統的・生理的特徴を有する細菌である。Tabrizicola 属細菌に類縁性のある新属として

属名 Neotabrizicola を提案し、本学名誉教授で好気性光合成細菌の進化・生化学に多大なる功績を上げられて

きた嶋田敬三博士のお名前にちなんで種小名 shimadae を提案した。（村松、広瀬、飯野、花田） 

 

1-e. 新規好熱性 Leptolyngbya シアノバクテリアの生理学的特性 

Physiological characterization of thermophilic Leptolyngbya  

Leptolyngbya is a group of non-heterocyst forming and non-branching filamentous cyanobacteria. Leptolyngbya 

cyanobacteria are found in a wide range of environments including thermal environments. However, the diversity and 

ecology of thermophilic Leptolyngbya have not been studied well. Our previous studies indicated the existence of 

phylogenetically diverse Leptolyngbya cyanobacteria in Nakabusa hot springs. In this study, we successfully cultivated 

the unisolated novel Leptolyngbya, strain E01 and physiologically and morphologically characterized it. 

Leptolyngbya cyanobacterium E01 exhibited common morphological features of Leptolyngbya group, i.e., the 

formation of cell aggregates, the absence of differentiated cells such as heterocysts, and the filamentous nature of 

multicellular cells covered with thin sheath. However, unlike other known Leptolyngbya, false branches on the filaments 

were observed in strain E01. Strain E01 grew under far-red light irradiation conditions indicating the production of 

unusual chlorophylls. These physiological and morphological properties characterize this novel Leptolyngbya 

cyanobacterium E01.（佐藤、永島、谷口） 
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1-f. 好熱性 Chlorogloeopsis シアノバクテリアの多様性 

Diversity of thermophilic Chlorogloeopsis cyanobacteria 

Chlorogloeopsis is a filamentous heterocyst-forming cyanobacterium. Although Chlorogloeopsis cyanobacteria were 

also reported from thermal environments, their phylogenetic and physiological studies have not progressed. In this study, 

the genome of the thermophilic Chlorogloeopsis, strain ON57a isolated from Onikobe hot spring, Miyagi Prefecture, 

was sequenced and comparative analyses were conducted with phylogenetically related Chlorogloeopsis strains. 

Molecular phylogeny based on the 16S rRNA gene had discriminated the thermophilic lineage from the mesophilic 

lineage. This was supported by the genome comparison. The average nucleotide identity (ANI) of strain ON57a showed 

99% with the thermophilic strains, PCC 7702 and PCC 7518, while the ANI of ON57a with the mesophilic relatives, 

PCC 6912 and PCC 9212 was about 80%. The mesophilic strains grew under far-red light, but the thermophilic ones did 

not. All these strains possess a gene set for Mo-type nitrogenase and strain ON57a also has the complete gene set for 

V-type nitrogenase, i.e., vnfDG, vnfK, vnfE, and vnfN. Strain ON57a formed heterocysts and hormogonia and showed 

motility. These results suggest that strain ON57a retains the original features of Chlorogloeopsis.（佐藤、谷口、河野） 

 

1-g. 好熱性シアノバクテリア Synechococcus sp. C9 のゲノム解析 

Genomic study on a thermophilic cyanobacterium Synechococcus sp. C9 

A thermophilic unicellular cyanobacterium Synechococcus sp. strain C9 was originally isolated from a thermal pool at 

Octopus Springs, Yellowstone National Park, USA. Phylogenetic studies based on 16S rRNA gene sequences indicates 

that strain C9 belongs to the deepest-branching clade in the phylum Cyanobacteria. In this study, we analyzed genome 

sequence of Synechococcus sp. strain C9. DNA of the strain C9 was extracted and the sequence was determined using 

DNBSEQ-G400 platform. After sequence assembly and quality filtering, 2,958,309 bp of sequence was obtained for the 

chromosome. Automatic annotation predicted that the genome consists of 2,854 protein-coding sequences, 44 tRNAs, 

one rRNA clusters. In the genome, strain C9 possesses the gene set for molybdenum-iron nitrogenase (nifXNE, 

nifBSUHDKVZT) but lacks nifT which is broadly conserved in diazotrophic organisms.（河野、Martinez、佐藤） 

 

２）種間相互作用 Interspecies interaction 

2-a. 単細胞性シアノバクテリアの細胞凝集形成を促進する糸状性滑走運動細菌の作用 

Cell aggregation of a unicellular cyanobacterium was facilitated by filamentous gliding bacteria 

A thermophilic unicellular cyanobacterium, Thermosynechococcus, is widely found in microbial mats developed in 

hot water stream at geothermal alkaline hot springs. Microbial cells are densely packed in the microbial mats. However, 

isolated strains of Thermosynechococcus do not show the ability to form cell aggregates under growing conditions. 

Co-existing other bacteria in the mats may facilitate formation of the cell aggregates of Thermosynechococcus. In this 

study, I examined the effects of other bacteria on the cell aggregate formation of Thermosynechococcus. 

Microbial mats were collected at Naruko and Onikobe hot springs (Miyagi prefecture) and a piece of the mats was 

inoculated into photoautotrophic medium in glass flasks. Growth of greenish biofilms in the flask was stably observed 

after repetitive subcultivations. 16S rRNA gene targeted PCR amplicon analysis indicated that the biofilms in the 

culture flasks were dominated by Thermosynechococcus and bacteria in the genus Chloroflexus. Chloroflexus is a 

filamentous gliding bacterium and forms cell aggregate through its gliding motility. Microscopic observation of the 

mixed culture of Thermosynechococcus and Chloroflexus aggregans found that cells of Thermosynechococcus were 

entangled with C. aggregans filaments.（河野） 
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2-b. 好熱性嫌気的アンモニア酸化微生物群集 

Thermophilic anaerobic ammonia-oxidizing microbial community 

Anaerobic ammonia oxidation is scarecely described except for so-called ANAMMOX. The ANAMMOX process 

reported in 1990’s uses nitrite as the electron acceptor for ammonia oxidation. It has long been estimated that other 

chemicals such as sulfate could also work as the electron acceptor and anoxygenic phototrophs could use ammonia as 

the electron source for the photosynthesis, but no organism showing these reactions has been identified yet. In this study, 

I explored anaerobic ammonia oxidation from geothermal springs in a sulfate-containing medium under illumination.  

I collected sediment samples from a slightly alkaline and non-sulfidic hot spring. These samples were anaerobically 

cultivated at 55˚C in the light. I successfully obtained enrichment cultures, which anaerobically grew on NH4+ as the 

sole electron source and CO2 as the sole carbon source. 16S rRNA gene-targeted PCR amplicon analysis indicated the 

enrichment cultures were dominated by an anoxygenic photosynthetic bacterium in the genus Chloroflexus and some 

species of sulfate-reducing bacteria. Growth of the enrichment cultures required illumination and was inhibited by an 

inhibitor of sulfate-reducing bacteria, molybdate. These results suggest that ammonia oxidation by the enrichment 

cultures was achieved by cooperation of the anoxygenic phototroph and sulfate-reducing bacteria. (Gahangir) 

 

2-c. 鉄を腐食する新規微生物機能の探索 

Anaerobic microbial iron corrosion 

本研究では、嫌気的に鉄を腐食する微生物群集機能の同定を目的としている。まず、鉄腐食能が知られる

Shewanella algae NT181株と他菌を鉄片を含む培地で嫌気的に共培養し、鉄腐食活性を評価した。その結果、

硫酸還元菌である Desulfocurvus sp. NT185 や Oleidesulfovibrio sp. NT118株との共培養により腐食活性が高く

なることが分かった。また、野外の海水に浸漬していたステンレス鋼からバイオフィルムを採取し、鉄片を

含む培地で集積培養を行っている。これら集積培養系から微生物の検出・同定および分離培養を計画してい

る。（見取、飯野） 

 

３）細菌の生存戦略、環境中での生理生態 Survival strategy and ecophysiology 

3-a. 好熱糸状性細菌の細胞集塊形成を促進する細胞外シグナル因子の同定 

Identification of extracellular signaling molecules promoting the formation of cell aggregates of a thermophilic 

filamentous bacterium, Chloroflexu aggregans 

Chloroflexus aggregans is a thermophilic, multicellular filamentous bacterium. This bacterium forms non-adhesive 

cell aggregate through its active gliding motility. Previous studies in our laboratory suggested that the cell-free culture 

supernatant promoted the cell aggregate formation. In this study, I tried to identify the aggregate-promoting extracellular 

signaling molecules.  

The extracellular fraction of C. aggregans was fractionated by ultrafiltration. The cell aggregate-promoting activity 

was detected from the fraction smaller than 1 kDa. SDS-PAGE of the active fraction followed by silver staining detected 

multiple bands. Then, I applied several column chromatography methods. The target molecule(s) passed through C18 

and porous graphite carbon reverse-phase columns under acidic pH conditions. This result indicates high hydrophilicity 

of the target molecule(s). The hydrophilic nature was also confirmed through organic solvent extractions. Based on 

these results, I am going to optimize the purification procedure to identify the extracellular signaling molecule.（角濱） 

 

3-b. 好熱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 thermophilic anoxygenic photosynthetic bacterium Chloroflexus aggregans 
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A filamentous anoxygenic photosynthetic bacterium, Chloroflexus aggregans is widely distributed in terrestrial hot 

springs and frequently forms microbial mats with other bacteria. In the mats, C. aggregans co-exists with oxygenic 

photosynthetic bacteria and heterotrophic bacteria. Previous study in our laboratory showed that a cell-lytic enzyme, 

protease which was produced by a heterotrophic bacterium in the mats affected the cellular motility of C. aggregans. 

This observation suggests that C. aggregans adaptically modify its physiological states by stimulus (e.g., reactive 

oxygen and cell-lytic enzymes) in the mats. In this study, I am investigating the combinational effects of various 

environmental stresses to clarify adaptive and survival strategies of C. aggregans in natural environments.（胡） 

 

3-c. 河床礫バイオフィルムのメタゲノム解析 

Metagenome-assembled genome sequences recovered from epilithic river biofilms 

東京都青梅市を流れる多摩川の河床礫からバイオフィルムを採取し、全 DNA を抽出して、遺伝子塩基配

列情報を取得した。配列情報を解析し、50%以上の完全性を示す 31 の metagenome-assembled genomes (MAGs) 

を得た。これらはいずれも既知近縁種と 97%以下の Average nucleotide identity (ANI) 値を示した。31 の MAG

の内訳は、Proteobacteria 門 19、Bacteroidota 門 8、Verrucomicrobiota 門 3、Cyanobacteria 門 1 であり、

Proteobacteria門のなかには、光合成反応中心、プロテオロドプシンの遺伝子を有するものがあり、異なる光

利用戦略をもつ細菌が藻類と共生していると考えられた。（Martinez、西原） 

 

3-d. 温泉微生物マットのメタゲノム解析 

Metagenome-assembled genome sequences recovered from hot spring microbial mats 

Total DNA was extracted from microbial mats developed at 70-80°C in Nakabusa Hot Springs. Metagenomic 

sequences were analyzed and two nearly complete genomes, bin 04 and 10, were recovered. Genome-wide and marker 

gene-based phylogenetic analyses indicated that bacteria of these metagenome-assembled genomes belonged to the 

phylum Bacteroidetes; bin 04, the class Rhodothermaceae; bin 10, a distinct class. Metabolic reconstruction found that 

both bins contained complete gene sets for glycolysis, the TCA cycle, and gluconeogenesis. Their major electron 

transport chain was composed of NADH:ubiquinone oxidoreductase (Complex Ⅰ), membrane-bound succinate 

dehydrogenase (Complex Ⅱ), cytochrome c oxidases (Complex Ⅳ), and an F-type H+-ATPase (Complex Ⅴ). In addition, 

in bin 04, we found reductase genes for sequential reductions of tetrathionate to thiosulfate to sulfite.（何、⻄原） 

 

*共同研究者の方々 Collaborators 

花田智（産業技術総合研究所）、永島咲子（神奈川大学）、村松壮（現 日本製鉄）、谷口絵乃（東京都立大学） 
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Kawai, S., J. N. Martinez, M. Lichtenberg, E. Trampe, M. Kuhl, M. Tank, S. Haruta, A. Nishihara, S. Hanada, V. Thiel. 

In-situ metatranscriptomic analyses reveal the metabolic flexibility of the thermophilic anoxygenic photosynthetic 

bacterium Chloroflexus aggregans in a hot spring cyanobacteria-dominated microbial mat. Microorganisms 9:652 

(2021) 

春田伸「セルロースを生産する温泉微生物－好熱性化学合成独立栄養細菌によるセルロース合成－」化学と

生物 59:543-548 (2021) 

 

著書 Books 

Haruta, S., Kakuhama, H., Fukushima, S., and Morohoshi, S. Motility assays of Chloroflexus. In: Methods in Molecular 

Biology “Bacterial and Archaeal Motility”. Minamino, T., Miyata, M., and Namba K. (eds.) Springer Nature (2022)  

 

口頭・ポスター発表 Presentations 

Chen, Y., A. Nishihara, and S. Haruta. Fermentative bacteria broke the highest temperature record for bacterial nitrogen 

fixation. World Microbe Forum 2021. 

河野恵美「温泉微生物の秘めたる可能性に迫る」超異分野学会 東京大会 2022. 
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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 D2、10月より D3）、矢崎英

盛（D2）、津吹 真（D2）、鳥羽真衣（M2）、髙山侑樹（M2）、杉山実優（M1）、吉峯知歩（M1）、長縄 健（M1）、

齊藤開斗（M1）、藤井健太（卒研）、西村美柚（卒研）、林部真奈（卒研）、伊勢日向子（卒研）、渡邉真理奈

（卒研）、村上勇樹（客員研究員）、伊藤睦実（客員研究員）、岡宮久規（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、2021 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 

森林に生息するアカネズミは、森の中で様々な餌に出会うが、それらを無差別に食べているわけではない。

何か選択基準があるに違いない。そこで、アカネズミの重要な餌資源であるドングリ類に含まれる成分に着目

し、渋味成分であるタンニンなどのフェノール類を嫌い、甘味成分である糖類を好むかを検証した。まず、タ

ンニン酸塩とブドウ糖濃度が異なる4種類の人工飼料（どの成分も含まない、ブドウ糖を含む、タンニン酸塩

を含む、ブドウ糖とタンニン酸塩の両方を含む）がそれぞれ入った4個の餌箱を毎日同じ場所（飼育ケージ内

の4すみ）に配置した餌の選択実験と、それらの餌箱の位置を毎日ランダムに変えた選択実験を行った。アカ

ネズミは、ブドウ糖を含む餌を好み、タンニン酸塩を含む餌を忌避した。餌箱の位置を日々変化させると選択

性が弱くなることから、餌箱の位置の学習が選択性に関与することが明らかになった。次に、野外で集めた4

種のドングリ（スダジイ、マテバシイ、コナラ、アラカシ）の選択性を野外で捕獲したアカネズミに対して調

べた（図1）。その結果、スダジイとコナラが選択され、マテバシイとアラカシが忌避された。総フェノール濃

度はアラカシで最も高く、ブドウ糖濃度はマテバシイで最も低かった。同じ選択実験を室内生まれのアカネズ

ミ（ネズミ用飼料で飼育）に対して行った結果、初めて出会うにも関わらず実験開始時からドングリを運搬（貯

蔵）した。摂食したドングリの選択性も野外捕獲個体と同様の結果となった。ドングリ類の持ち去り行動や選

択的採餌には、ある程度生得的な行動要素が関与しているかも知れない（23）。 

樹上性リス類もいろいろなものを食べるが全てが好適な餌ではない。ニホンリス、キタリス、クリハラリ

スの3種について、ドングリ類の防御物質であるタンニンなどのフェノール類や、マツ類の種子の防御物質で

あるα-ピネンやリモネンといったテルペン類に対する耐性についての種間比較を行った。その結果、ニホン

リスはフェノール類に対する耐性が低く、テルペン類に対する耐性が強いことが明らかとなった。これに対し、

キタリスはどちらに対しても耐性が強く、クリハラリスはフェノール類には強い耐性を示すが、テルペン類に
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対する耐性は弱いことが示された。キタリスは寒い地域に生息し（日本では北海道のみ）、ミズナラなどのド

ングリをつける落葉広葉樹とマツボックリをつける針葉樹からなる比較的単純な森が主な生息地である。一方、

クリハラリスは台湾，中国南部，東南アジアの照葉樹林に生息し，そこではマツボックリのなる針葉樹は極め

て稀である。つまり、本州と四国に固有のニホンリスは、ドングリのなる木の多い落葉樹林や照葉樹林で暮ら

すのではなく、高標高の針葉樹林帯が本来の生活圏ではないかと推定された。ニホンリスを保護するためには、

シラビソ、トウヒ、チョウセンゴヨウ、モミなどの針葉樹林が欠かせないと考えられる（14）。 

 (b) 両生類 

本州に分布する有毒種アズマヒキガエルは、北海道に人為的に導入され、在来生態系への悪影響が懸念さ

れている。これまでの研究から、北海道在来種のエゾアカガエル幼生がアズマヒキガエルの孵化胚を捕食す

ると必ず中毒死することがわかっている。アズマヒキガエルが導入されてから長期間が経過した地域のエゾ

アカガエル集団では、アズマヒキガエルの毒性に対する適応的な変化が生じているかも知れない。この予想

を確かめるため、アズマヒキガエルの侵入年代が異なる地域（未侵入、10 年前、30-40 年前、>100 年前）の

エゾアカガエル集団間で、ヒキガエル孵化胚に対する選好性と耐毒性を比較した。その結果、いずれの集団

のエゾアカガエル幼生もヒキガエル孵化胚を避けることなく捕食し、すべての個体が中毒死した。導入から

100 年以上経過しても、自然条件下ではエゾアカガエルの適応によってアズマヒキガエルの毒性効果は緩和

されていないことが示された（10）。一方、ヒキガエル類は自身で毒素を合成できることが知られているが、

他の両生・爬虫類のように、食べた餌の毒を利用してさらに強い毒性を獲得している可能性がある。そこで、

無毒の餌のみを与えて卵から飼育したヒキガエルの雌雄に由来する孵化胚を与えて、エゾアカガエル幼生に

対するその毒性を調べた。その結果、無毒の餌のみを与えて育てられたヒキガエルでも、エゾアカガエル幼

生を中毒死させるのに十分な毒性を持っていることが確かめられた（12）。 

 

(2) 無脊椎動物を対象とした研究 
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、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（5）。オクトパミンの他にも、インスリンが攻撃行動や活動性を統合的に制御すること

がわかってきた。こうした生理因子は、適応的行動の統合的制御を行っていると考えられる。 

 

(3) その他 
 以上の他、ヒメネズミの餌選択、アカネズミの採餌行動、カエル類の捕食行動、鱗翅目の擬態、ドクガ類

の性的二型、オオツノコクヌストモドキの闘争行動、トゲオオハリアリの脂肪代謝、広翅類の天敵に対する

防御行動、脈翅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., Abe, M. S. and Okada, Y. (2021) Individual ants do not show activity-rest rhythms in nest conditions. 

Journal of Biological Rhythms, 36: 297-310. 

2. Hashimoto, K. and Tateno, H. (2022) Holarctic canthariphilous biting midge Atrichopogon lucorum (Meigen, 1818) 
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(Diptera: Ceratopogonidae) in Japan. Oriental Insects (in press). 

3. Iwanami, T., Yu, P. and Hayashi, F. (2021) Defensive spray by a semiaquatic osmylid larva (Insecta: Neuroptera) for 

both aquatic and terrestrial predators. Journal of Ethology, 39: 369-377. [Editor's Choice Award 2021（2021 年の

主席論文賞）受賞] 

4. Jiang, Y., Yue, L., Yang, F., Gillung, J. P., Winterton, S. L., Price, B. W., Contreras-Ramos, A., Hayashi, F., Aspöck, 

U., Aspöck, H., Yeates, D. K., Yang, D. and Liu, X. (2021) Similar pattern, different paths: tracing the 

biogeographic history of Megaloptera (Insecta: Neuropterida) via mitochondrial phylogenomics. Cradistics (in 

press). 

5. Kiyose, K., Katsuki, M., Suzaki, Y., Okada, K. and Okada, Y. (2021) Octopaminergic system orchestrates combat and 

mating behaviors: a potential regulator of alternative male mating tactics in an armed beetle. Journal of Insect 

Physiology, 131: 104211. 

6. Kiyose, K., Okada, Y., Katsuki, M., Suzaki, Y. and Okada, K. (2021) Sexually selected traits and life history traits of 

larger and smaller males of the horned flour beetle Gnatocerus cornutus. Ecological Entomology, 46: 807-815. 

7. Liu, X., Hayashi, F. and Letardi, A. (2022) A new species of the fishfly genus Ctenochauliodes van der Weele 

(Megaloptera: Corydalidae) from Vietnam. Oriental Insects, 56: 160-170. 

8. Matsumoto, R., Kikuta, Y. and Hayashi, F. (2021) Unexpected species diversity of Japanese Paraglenurus 

(Neuroptera: Myrmeleontidae) based on DNA barcoding and adult and larval morphology. Japanese Journal of 

Systematic Entomology, 27: 1-30. 

9. Okada, K., Katsuki, M., Sharma, M. D., Kiyose K, Seko T, Okada Y, Wilson A. J. and Hosken D. J. (2021) Natural 

selection increases female fitness by reversing the exaggeration of a male sexually selected trait. Nature 

Communications, 12: 3420. 

10. Okamiya, H., Inoue, Y., Takai, K., Crossland, M. R. and Kishida, O. (2021) Native frogs (Rana pirica) do not 

respond adaptively to alien toads (Bufo japonicus formosus) 100 years after introduction. Ecological Research, 

36: 1005-1014. 

11. Okamiya, H. and Kishida, O. (2022) Proximate stimuli: An overlooked driving force for risk-induced trait responses 

affecting interactions in aquatic ecosystems. Population Ecology (in press). 

12. Okamiya, H., Tagami, M., Crossland, M. and Kishida, O. (2021) Are toxic effects of alien species affected by their 

prey? Evaluation by bioassay with captive-bred toad embryos and a vulnerable predator. Hydrobiologia, 848: 

4445-4452. 

13. Sasaki, K., Okada, Y., Shimoji, H., Aonuma, H., Miura, T. and Tsuji, K. (2021) Social evolution with decoupling of 

multiple roles of biogenic amines into different phenotypes in Hymenoptera. Frontiers in Ecology and Evolution, 

9: 287. 

14. Tamura, N., Ito, M. and Hayashi, F. (2021) Different responses of endemic and alien tree squirrels to tree seed 

chemicals. Mammal Study, 46: 237-250. 

15. Tamura, N., Boonkhaw, P., Prayoon, U., Phan, Q. T., Yu, P., Liu, X. and Hayashi, F. (2021) Geographical variation in 

squirrel mating calls and their recognition limits in the widely distributed species complex. Behavioral Ecology 

and Sociobiology, 75: 97. 

16. Zheng, Y., Hayashi, F. and Liu, X. (2022) Taxonomic notes on the antlion genus Dendroleon Brauer, 1866 

(Neuroptera, Myrmeleontidae, Dendroleontinae) from China, with description of a new species and a newly 

recorded species. Zootaxa, 5099 (3): 344-354. 

17. Zheng, Y., Hayashi, F. and Liu, X. (2022) Unveiling the evolutionary history of a puzzling antlion genus Gatzara 
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Navás (Neuroptera: Myrmeleontidae: Dendroleontinae) based on systematic revision, molecular phylogenetics, 

and biogeographic inference. Insect Systematics and Diversity (in press). 

 

口頭・ポスター発表 

18. 長縄健，岡田泰和（2021）カエルのアリに対する忌避反応は生得的か学習か？日本進化学会第 23回東京

大会（オンライン開催）． 

19. 岡田泰和（2021）性的形質の進化とその生態的波及効果．シンポジウム「性的形質の進化とその生態的

波及効果」．日本進化学会第 23回東京大会（オンライン開催）． 

20. 齊藤開斗，林 文男（2022）水生脈翅類の系統と生活史：特にシロカゲロウ科の特異性．第 69 回日本生

態学会（福岡）（オンライン開催）． 

21. 齊藤開斗，岸本圭子，林 文男（2022）日本産ミズカゲロウ科及びシロカゲロウ科の系統と分類．第 3回

オンライン基礎昆虫学会議． 

22. 杉山実優，岡田泰和（2021）オオツノコクヌストモドキの武器形成機構：RNAi によるスクリーニング解

析．日本進化学会第 23回東京大会（オンライン開催）． 

23. 鳥羽真衣，林 文男（2022）アカネズミのドングリ嗜好性に及ぼす甘味・渋味の影響．第 69 回日本生態

学会（福岡）（オンライン開催）． 

24. 津吹 真，矢崎英盛，林 文男（2022）鱗翅目幼虫・蛹における２つの異なる警告色擬態系．第 3 回オン

ライン基礎昆虫学会議． 

25. 矢崎英盛，林 文男（2022）ドクガ亜科において翅色彩の性的二型を創出する２つの進化機構．第 3回オ

ンライン基礎昆虫学会議． 

26. 吉峯知歩，藤岡春菜，岡田泰和（2021）オオツノコクヌストモドキにおける性形質発現の生態生理学．

日本進化学会第 23回東京大会（オンライン開催）． 

 

その他の出版物、受賞など 

27. 岡田泰和（2021）第 7章 動物の集団からみた個性．個性学入門 （保前文高、大隅典子編）、朝倉書店． 

28. 岡田泰和（2022）利他的行動の進化と遺伝．遺伝学の百科事典（遺伝学普及会，日本遺伝学会編）、丸善

出版． 

29. 岡田泰和「2021 年日本進化学会研究奨励賞」受賞． 

 
図 1．あるアカネズミの採食結果（上段からスダジイ、マテバシイ、コナラ、アラカシのドングリ）。向かっ

て左側は餌箱内から、中央は飼育ケージの床から、右側は巣内から回収したもの。横棒は 3 cm を示す。 
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植物生態学研究室 

 
1. 構成 
鈴木準一郎、立木佑弥、金室早貴（M2）、金普文（M2）、鈴木薫（M2）、石原真路（M1）、 

尾崎麻衣（M1）、谷口直（M1）、麻田 樹（卒研生）、大村 拡平（卒研生）、辻 圭人（卒研生）、 

中野 美希（卒研生）、巻本 彩乃（卒研生）、堀田淳之介（D3特別研究学生：九州大学大学院システム生命科

学府）、可知直毅（客員教員）、畑憲治（客員研究員）、Jeremy T. Lundholm（客員研究員） 

 

2. 研究紹介 
 本研究室では、高等植物を中心とする生態現象をさまざまな時間的・空間的スケールで多角的にとらえる

ことをめざしている。そのために、フェノロジー観察、植生調査、個体群統計、成長解析、野外実験、栽培

実験、数理・統計モデル、分子マーカーを用いた遺伝的解析、脂肪酸分析、生理的特性の測定などの手段で、

キャンパス内の緑地、温室や圃場や人工気象室、小笠原の海岸草原や乾性低木林、八ヶ岳の針葉樹林、東京

大学秩父演習林、富士山、ヨーロッパの半自然草原、各地のササ群集などの場所で研究を行っている。対象

としている生物も、モデル植物であるシロイヌナズナをはじめとする各種の草本植物や木本植物、植食性の

昆虫など多岐にわたる。野外で植物が繰り広げる生態現象の多様性を反映して研究内容も多彩である。詳し

い研究紹介は植物生態学研究室のホームページ（http://www.biol.se.tmu.ac.jp/plantecol/）に掲載されている。こ

こでは、卒業研究および修士論文について研究課題と概要を紹介する。 

 

１）物理的接触に対する植物の反応の定量的評価 
植物の地上部は、弱い強度で継続した物理的接触により障害を受ける。しかし、物理的接触により植物の成

長にどのような影響が見られるかはよく知られていない。そこで、植物の上部に物理的な接触が連続的に生

じる場合に、植物の成長の方向や速度の変化を、浮き草を材料に定量する栽培実験を行った。アカウキクサ

（Azolla sp.）を、水面からの高さが異なる網の下で栽培できる装置を考案し、その成長を定期的に撮影し、

成長の評価を試みた。当初予定していた人工気象機内での栽培実験が火災の影響で十分に行えなかったため、

ガラス温室での栽培実験を試みた。ガラス温室の環境条件下では、アカウキクサの成長は限定的で、部分的

な枯死を示す個体も多く見られ、物理的接触の成長への影響評価は困難だった。管理された栽培条件下で、

物理的接触の成長へのより厳密な影響評価を改めて行いたい（麻田樹：卒業研究）。 

 

２）垂直方向で資源分布が異なる土壌でのクローナル植物の根の空間分布 
土壌栄養塩の分布が水平方向でパッチ状に異なる環境に生育するクローナル植物は、富栄養のパッチに根を

より多く分配することが知られている。一方で、土壌栄養塩の分布が垂直方向で不均質な場合にクローナル

植物が示す反応についての知見はほとんどない。そこで、栄養塩が土壌の上下２層のどちらかに偏って分布

する条件下で、クローナル植物であるカキドオシ（Glechoma hederacea）を栽培し、栄養塩の垂直分布の影響

を検討した。栄養塩が上下２層の土壌の上層にのみ分布すると、植物体重量が下層にのみ分布する場合より

も大きくなるかを検討したが、下層のみに分布した場合と差はなかった。一方で、根は、栄養塩が上層に偏

って分布するとそちらに多い傾向が見られた。以上より、カキドオシは土壌栄養塩の垂直方向の分布に応答

した可能性がある。今後は、栄養塩のほか水も加えて垂直方向での資源分布の不均質性に対するクローナル

植物の反応を検討したい（大村拡平：卒業研究）。 
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３）菌根共生における菌従属栄養植物の介入 
 菌従属栄養植物は、菌根共生下にある独立栄養植物とは異なり、光合成を行わずに菌根菌から資源を搾取

することで成長する。一般的な菌根共生では、植物と菌根菌の間で炭素資源と無機塩類のトレードが成立し

ており、資源分配量および資源の交換率に均衡が成立する。つまり、状況依存的に炭素資源と無機塩類の価

値に変化が生じ、交換レートに変化が生じる。そこで本研究では、数理モデルを用いて植物と菌根菌が互い

に自身の成長を最大化しようと交渉し、均衡に至る状況において、搾取的な菌従属栄養植物が共生系に介入

した際に生じる変化を記述した。その結果、共生系全体に対して菌従属栄養植物に搾取される資源量が小さ

い間は、独立栄養植物と菌根菌の資源分配や交換率は搾取されない場合の均衡と変わらず、共生系に影響を

与えないが、搾取率が大きくなると共生系の均衡が破れることがわかった。このことは一般に菌従属栄養植

物が小さく生物量が小さいことが、菌従属栄養性進化の必要条件であることを示唆する（辻圭人：卒業研究）。 

 

４）施肥量の違いがスギナの生育に与える影響 
スギナ（Equisetum arvense）は、北半球の極域から温帯に広く分布し、その生育環境も貧栄養な砂地から富栄

養な農地まで多様である。そこで、環境に違いが見られた 4地点（管理放棄畑、路傍、多摩川河原、都立大

圃場）に生育するスギナを採集し、根茎 3 節を異なる栄養塩条件と土壌 pH の下で栽培し、植物の形態と成

長を比較した。採集地の土壌の成分分析の結果、全窒素量が極めて低かった多摩川河原を除き、全窒素量に

は採集地点間で大きな違いはなかった。採集直後のスギナの形態は、採集地点間で大きく異なり、管理放棄

畑のスギナがもっとも大きかった。8週間の栽培後には、管理放棄畑でスギナの乾燥重量がもっとも大きく、

都立大圃場、路傍、多摩川河原の順で小さくなった。それぞれの採集地ごとに見ると、土壌 pH のスギナ乾

燥重量への影響は明確ではなかった。土壌栄養塩量に対して、スギナは生育地によって多様な反応を示す可

能性がある（中野美希：卒業研究）。 

 

５）クローナル植物における生理的統合の病原体拡散への影響 
地上茎と根からなるラメットが匍匐枝等によって複数個連結されているクローナル植物では、ラメット間で

物質や水の転流（生理的統合）とともにウイルスなどの病原体も広がりやすいと言われている。また、カキ

ドオシ（Glechoma hederacea）では、基本的に頂芽方向にのみ転流が生じることも知られている。そこで、病

原体の伝搬にも方向性が見られるかどうかを、5 個のラメットが連結したカキドオシの中央のラメットに、

葉に病変を生じるウイルスを接種することで検討した。接種後に、頂芽とは反対方向のラメットに病変が生

じた植物も見られたが、その再現性は高くなかった。その理由の一つとして、植物の成長が十分ではなかっ

たことがある。成長が活発な時期に再実験を行う必要がある（巻本彩乃：卒業研究）。 

 

６）異なる時季に散布されたスズメノカタビラ(Poa annua L.)種子の重量と発芽特性の解析 
 予測不能な頻撹乱環境下で生育する植物では、同一個体の生産する種子の休眠期間が異なり、発芽がばら

つくと進化的に有利だとされる。休眠期間には種子重量が影響するので、撹乱依存種の一個体が生産した種

子の重量は大きくばらつき、発芽もばらつく可能性がある。そこで、本研究では、秋と春に非常に多数の超

微量な種子を生産する、典型的な撹乱依存種の冬型一年生植物スズメノカタビラ(Poa annua L.)を用い、種子

の重量と発芽特性を個体レベルで解析した。本研究では、3 地点(地点 1：東京都板橋区都立城北中央公園、

地点 2、3：東京都八王子市南大沢東京都立大学)で継続的に種子を採集し、個体あたりの種子数を記録した。

各採取日で最大 96粒の種子を一粒ずつ秤量し、発芽実験を 90日間行い、未発芽種子の生死を TTC 染色で確

認した。2020 年 10月から 2021 年 9月までの間で、種子生産は 11月 4日から 12月 30日と 2月 20日から 6

月 1日に見られた。秋季には、約 0.10 mg~0.40 mg の軽い種子が少数生産され、発芽までの日数は約 20日~60
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日だった。種子の生残率や発芽率は春季に比べて低く、生残率は種子生産期間の進行につれて減少した。春

季には、約 0.05 mg ~0.60 mg の重い種子が多数生産され、発芽までの日数は約 10日~90日だった。夏に向か

って、種子重量と 90日以内の発芽率は減少し、種子数が増加した。採集した種子の重量と生残率には、両季

節で正の関係が見られた。頻撹乱地に生育するスズメノカタビラでは、種子の休眠期間が異なり、発芽直後

の脆弱な実生の時期も子供の間でばらつき、全ての子が一斉枯死するリスクが低下しているのだろう。秋散

布種子は、長い休眠期間で冬季の低温を回避し、春季後半に生産された軽量種子は、予測性の高い夏季の高

温を、長い休眠期間で回避した可能性がある（金室早貴：修士論文）。 

 

７）植物にみられる共有地の悲劇に関する一般化 
植物は競争状況になるとそれに対応する表現型可塑性を示す。例えば土壌資源をめぐる競争下では単独で

生育している場合に比べて根の量を増加させ、競争相手よりも資源を多く獲得するようにふるまう。この反

応は根への資源投資率を高めるため、結果的に繁殖に投資する資源の減少を招く。そのため、単独で生育し

た場合に比べて種子生産量が低下する。このことは、目の前の相手と比べて適応度を高めるふるまいとして

進化的に安定な戦略になることが進化ゲーム理論的解析によって示されている。一方で、一連の実証研究群

は、植物が土壌資源競争下において根の量を増やす応答が必ず検出されるとは限らないことを示してきた。

本研究では、これまで提案されてきた植物の共有地の悲劇に関するゲームモデルを一般化することよって植

物の競争応答に関する議論を行った。ここで一年生植物を考え、植物体は地上部と地下部からなるとた。地

上部では光合成により炭素資源を獲得し、地下部では土壌資源を獲得するとした。これらの資源は地上部と

地下部に再分配され、成長に使用されるとした。また、それぞれの器官の成長率は分配される炭素資源と土

壌資源のうち少ない方に律速されるとして、それぞれの資源の地下部への分配率について進化的に安定な戦

略を議論した。植物の適応度に関する経験的な議論に基づくと植物の適応度は植物体のバイオマスに比例す

ると考えられるが、それが地上部、地下部、もしくはこれらの和である全重量のどの重量に比例するのかは

状況や種によって異なる。そこで、これらの３つの重量が適応度に比例するとそれぞれ仮定することで、適

応度尺度の違いによって進化的に安定な資源分配が異なるかを検討した。その結果、植物の適応度が地上部

に強く規定される場合には、競争時に根が肥大化する共有地の悲劇が生じた一方、適応度が地下部に律速さ

れる場合には適応度が低下するという意味で共有地の悲劇は生じるが、根の肥大化は起こらないことを導い

た。このことは、土壌資源競争において根の肥大化は共有地の悲劇の指標として不十分であることを示して

おり、これまでの実証研究群の再検討を提案する結果となった（金普文：修士論文、原著論文）。 

 

８）シカ摂食圧下の森林動態に菌根共生が与える影響 
近年のシカ密度の上昇は、森林植生の過採食を通じて、多様性の低下や被度低下に伴う土壌流失など森林

生態系に多面的に影響を与えている。これに対する森林保全の施行として、シカの駆除や排除柵の設置など

の対策がとられ、森林植生回復課程が調べられている。シカ排除柵の設置はシカの存在しない領域を作り出

すことで被食を無くし植生回復に直接的に効果があると期待されているが、興味深いことに、排除柵の設置

時期におうじて植生回復の速度が異なることが明らかになってきた。長い期間高い摂食圧にさらされてきた

地域では植生回復が遅れることが見いだされている。本研究では、シカによる摂食圧にさらされる期間に応

じた回復速度の違いについて、植物と土壌微生物との相互作用に起因する可能性を数理的に検討した。土壌

共生微生物の中には植物と資源のやり取りを通じて互いの成長や生存に正のフィードバックをもたらすもの

が存在する。この正のフィードバックが過採食にあった植生の動態に非線形な効果をもたらすと考えられる

ため、シカ採食圧下における森林動態モデルを構築した。ここでは植物の種の違いは無視し、植生密度にの

み焦点を当てる。シカによって主に食害を受けるのは下層植生であるため、森林を下層植生と林冠木の二層
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に分割した。下層植生が成長することで上層の林冠木密度が増加し、林冠木からの繁殖により下層植生が定

着するという力学系を構築した。菌根菌は下層植生の定着に正のフィードバックがあると仮定した。このモ

デルの安定性解析を行った結果、シカ摂食圧増加に伴い植生密度は低下するが、その低下は連続的ではなく、

ある特定の摂食圧を超えると植生が維持される平衡点が消失し絶滅に至るレジームシフトが発生することが

わかった。また、一度高い摂食圧に晒された後、摂食圧を低下させるシミュレーションを行った結果、野外

の状況と同じように、摂食圧に晒される期間に応じて、植生回復の速度が異なることが見いだされた。この

結果は生物間相互作用における正のフィードバックにより一度植生が衰退すると菌根菌相も衰退してしまう

ため、たとえ摂食圧を下げても共生関係の構築が困難になることに起因していた（鈴木薫：修士論文）。 

 
９）代替生活史戦術の存在は、環境変化に対して不可逆的な進化-生態的応答を引き起こす 
 代替生活史戦術とは、生物がその生涯の特定のタイミングで異なる生活史を歩むように意思決定を行うこ

とであり、サケ科魚類の一部が示す河川残留と海洋への摂餌回遊の分岐は有名な例である。サケ科魚類にお

いては、稚魚期に意思決定を行うが、そのときの体サイズが大きいものほど河川残留しやすいことが知られ

ている。河川残留型を選択した個体はその年に性成熟するが、繁殖時の競争において体サイズの大きいもの

ほど有利であるため、大きいものほど残留型生活史を選択しやすいと考えられる。この現象は進化ゲーム理

論において状況依存戦略モデルで解釈されている。与えられた個体群構造の中で自身が個人合理的に適応度

の高い生活史戦術を採用するならば個体群にサイズ閾値が形成され、大きいものは残留型を、小さいものは

回遊型を選択することが合理的となる。サイズ閾値を各個体が持つ戦略であると考えた場合、閾値は進化的

に調整され、各個体は個体群の状況を知らずとも、自身の状態に応じて代替生活史戦術を意思決定可能にな

る。この閾値モデルを採用した場合、各個体が自身のサイズが閾値を超えるか否かで意思決定を行うことに

なる。そのため、周囲の環境が変化し、各個体の成長が改善された場合、閾値を超える個体が増加し、河川

の競争は激化する。そのため、閾値が高い個体ほどより競争の小さい回遊型を選択しやすくなり、閾値が大

きくなる進化が駆動される。そこで本研究では閾値モデルを採用し、外部環境が一方向的に変化した際に見

られる進化的、生態的応答について進化速度と環境変化速度のバランスという観点から解析を行った。一般

には進化は非常に遅いプロセスであると考えられているため地球温暖化などに代表される環境の急速な変化

に対して代替生活史戦術の閾値は即時応答できないと思われる。この状況では環境が急速に変化した場合、

個体群構造は即時変化するが、閾値がそのままであるため、代替生活史戦術の採用割合が大きく改変される。

例えば体サイズが急速に大きくなるとほとんどの個体が河川残留型を選択してしまう。このことによって、

河川における資源競争や繁殖競争が激化することが考えられる。もし資源競争が意思決定時の体サイズを規

定するならば、次世代の稚魚のサイズは小さくなることが考えられる。これにより次世代は回遊型が増加す

る応答が見られると考えられる。よって、サイズ分布と回遊型割合に年変動が生じうる。このときの周期は

パラメータにより変化し、単純な 2周期からカオスまで複雑に分岐した。一方で、環境変化に対して進化的

な応答が十分に速い場合には、このような複雑な生態的応答が見られないことがわかった。生物が示す急速

な進化的応答については近年知見が蓄積されつつあるが、環境変化に対してどのくらい速く進化が起こるの

かについては一般的議論がない。そのため、野生生物個体群の予測可能な保全のためには、地球温暖化に代

表される環境変化の速度を緩やかなものにすること、進化や表現型可塑性による外部環境変化にたいするレ

スポンスの速さを定量化する努力が求められる（堀田淳之介ら：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。 
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3. 各種活動 
・ 2021 年 5月 30日に、NHK「サイエンス ZERO『120 年に一度のチャンス! 竹 一斉開花の謎に迫る』」に

立木が出演し、一斉開花の進化理論について解説した。 

・ 2021 年 6月以降、各月に1回程度、高大連携事業の一環として、東京都立南多摩中等教育学校の探究学

習の論文指導を鈴木が行った。 

・ 2021 年 6月 20日に、株式会社サイエンスグルーヴ主催「ICT利活用に関するオンライン意見交換会」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。 

・ 2021 年 7月 29日に、京都大学で開催された「シカの脅威と次世代型森林再生のロードマップ研究集会」

にて立木が数理的理論の役割に関してオンライン講演した。 

・ 2021 年 9月 8日−10日に、日本遺伝学会第 93回大会にて高鳥（発生生物学研究室）と立木が Best Paper

賞を受賞した。演題は、「細胞周期のズレによる細胞変形を介した中胚葉・内胚葉運命の分離」。 

・ 2022 年 3月 4日−6日に、京都大学で開催されたゲーム理論ワークショップ 2022 にて立木が講演した。 

・ 2022 年 3月 14日に、日本生態学会第 69回大会（福岡）フォーラム「トレンド分析から捉える Ecological 

Research誌：多様なニーズに応えるための取り組み」にて鈴木がコメンテーターを務めた。 

・ 2022 年 3月 18日に、日本生態学会第 69回大会（福岡）自由集会「科研費の仕組みと審査：DC, PDの仕

組みと過去の審査員にポイントを聴く」にて鈴木が講演した。 
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Yamaguchi, R., Iwasa, Y., & Tachiki, Y. (2021). Recurrent speciation rates on islands decline with species number. 

Proceedings of the Royal Society B, 288(1949), 20210255. 

Horita, J., Iwasa, Y., & Tachiki, Y. (2021). Eco-evolutionary dynamics may show an irreversible regime shift, illustrated 

by salmonids facing climate change. Theoretical Ecology, 14(2), 345-357. 

Katsuhara, K. R., Tachiki, Y., Iritani, R., & Ushimaru, A. (2021). The eco-evolutionary dynamics of prior selfing rates 

promote coexistence without niche partitioning under conditions of reproductive interference. Journal of Ecology, 

109(11), 3916-3928. 

その他の出版物 

世界自然遺産小笠原諸島：自然と歴史文化（東京都立大学小笠原研究委員会編）184p. 「第 8章 小笠原諸島

の生態系の特徴」pp72-79, 朝倉書店（2021）  

世界自然遺産小笠原諸島：自然と歴史文化（東京都立大学小笠原研究委員会編）184p. 「第 11 章 小笠原諸

島における外来生物の影響と対策」pp95-102, 朝倉書店（2021）  

近藤日名子・可知直毅・黒川信・高道昌志・市古太郎（2021）東京都立大学火山災害研究センターにおいて

実施された防災リテラシーに関する研究成果の概要．日本島嶼学会年報, 23, 59-73.  

 

その他、日本生態学会第 69回大会（福岡）などで計 11件の発表を行った。口頭発表の詳細は研究室ホーム

ページ（http://www.biol.se.tmu.ac.jp/plantecol/）に掲載されている。 
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動物系統分類学研究室  
 

1. 構成  
本研究室は、1) 系統分類学・系統地理学研究グループと、2) 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 

江口克之、吉田貴大、Francesco BALLARIN（特任助教）、菊地波輝（特任研究員）、山田藍生（D3）、廖浩全

（D3）、NGUYEN Dac Dai（D3）、塚本将（D2） 、Ha Ngoc Linh（D2）、Vu Thi Ha（M2）、吉野雄一郎（M2）、

日高颯汰（M2）、加藤憶人（B4）、沓掛丈（B4）、薄田真由（B4）、荒木葵（インターンシップ研修生）、小林

陽允（インターンシップ研修生）、小美濃零也（インターンシップ研修生）、塚賀員（インターンシップ研修

生）、蛭田眞平（客員研究員）、稲垣英利（客員研究員）、伊藤文紀（客員研究員）、三谷奈保（客員研究員）、

中野隆文（客員研究員）、野中勝（客員研究員）、大林隆司（客員研究員）、坂巻祥孝（客員研究員）、島野智

之（客員研究員）、砂村栄力（客員研究員）、寺山守（客員研究員）、山﨑健史（客員研究員）、Adrian RICHTER

（客員研究員）、DANG Van An（客員研究員）、HSU Feng-Chuan（客員研究員）、NGUYEN Duc Anh（客員研

究員）、NGUYEN Thanh Luong（客員研究員）、NGUYEN Thi Phuong Lien（客員研究員）、PHAM Dinh Sac（客

員研究員）、PHUNG Thi Hong Luong（客員研究員）、Rijal SATRIA（客員研究員）、SU Yong-Chao（客員研究

員）、TRUONG Xuan Lam（客員研究員）、Wendy WANG（客員研究員）、 

 

2) 動物行動学・進化生態学研究グループ 

Adam L. CRONIN、Marta QUITIAN（JSPS 外国人特別研究員）、Diyona PUTRI（D3）、NGUYEN Thi Thu Ha (D2) 、

諸岡真希（M1）、三島智尋 (B4)、玉澤裕宜子(B4)、安田有実(B4)、堺琢人(B4)、Simon Tierney（客員研究員）   

 

2. 研究紹介  
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、日本だけでなく、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、研究に取り組んでいる。分類学は今まで種同定が困難であった分類群について、

誰でも同定できる状態に整理することで、生物学のすそ野を広げる学問である。我々は、研究対象の無脊椎

動物について、調査地域でどのような種が分布しているのかを調べ（種相の解明）、新分類群（新種や新属）

を発見すれば、それらを記載し、分類学的な基盤を作っている。また、系統学は対象分類群の進化の系譜を

明らかにする学問である。DNA配列や形態情報を使って、研究対象の系統関係を明らかにすることで、従来

知られていた分類体系の更新や、形態・生態の進化に迫っている。正確な系統関係を推定するために、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にも取り組んでいる。同様の手法で、

対象分類群が、地域間でどの程度遺伝的に離れているかを調べることで、生物集団の分岐過程や空間分布形

成の背景を明らかにしている（系統地理学）。また、研究の進んでいない分類群に注目していると、未知なる

興味深い生態が判明することもある。その生態や関連する形態の多様性・進化史を明らかにすることで、そ

の分類群の生き様を解き明かしている。ほかにも、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/ 

• 吉田貴大：https://amamiikitai.wixsite.com/yoshida 
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     https://www.researchgate.net/profile/Takahiro-Yoshida-6 

• Francesco Ballarin：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 

• 東部インドシナ半島とその周辺地域におけるナミバラアリ属 Acanthomyrmex の種多様性、系統地理、お

よび進化史の解明を目的とした研究を進めている。本年度は A. humilis 種群を対象とした縮約ゲノムデ

ータ（MIG-seq法による)の取得とその解析を行った。さらに昨年度までに得られていた A. glabfemoralis

種群のデータと総合し、インドシナ半島における本属の時空間的多様化と無翅型女王の進化のパターン

を祖先形質復元によって明らかにした。現在、結果のまとめと論文の執筆作業を進めている。A. 

glabfemoralis種群の研究成果についてのポスター発表を日本昆虫学会第 81回大会において行い、ポスタ

ー優秀賞を受賞した。また、本研究テーマの副次的成果として、A. glabfemoralis が多種かつ多数のナナ

フシ類の卵を巣内に集積させる観察事例を論文として報告した。これは、古くから報告があるにもかか

わらず、野外及び実験下での観察例が非常に限られているナナフシ卵のアリ散布現象が、東南アジア熱

帯においても普遍的に生じていることを示唆する興味深い事例である。【山田】 

B) Biogeography and diversity of ground and subterranean spider fauna in Eastern Asia and Europe   My 

research involves the study of the origin, diversity and distribution of ground and subterranean-dwelling spider 

species in Europe and Eastern Asia, in particular in the Japanese archipelago. During the last year I mainly focused 

on finishing some ongoing works as well as collecting new data for the researches in progress. As a result, I 

published or got accepted some articles involving European or Asian spider fauna, describing new species and a 

new genus. In addition, several field collections were carried out in forests and subterranean environments in 

different Japanese islands including Shikoku, Kyushu, and the Ryukyu archipelago. Aim of these collections was 

to obtain data on endemic ground and cave spider fauna in different islands to compare their morphological and 

molecular differences. Taxonomic, phylogenetic and biogeographic analyses of the collected material are currently 

in progress and related papers are in preparation. They include the revision of the troglophilic spider genus 

Nesticella in Japan, and the study of time and mode of cave adaptation in the Japanese endemic cave spiders of the 

families Nesticidae and Leptotenidae. I am also continuing to study the impact of invasive spider species in Europe 

and Japan.【Ballarin】 
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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、ヒメバチ亜科の新規分類形質として後体節腹板の形態形質を詳細に

検討し、種レベルや亜科内の分類体系構築への有効性を認めた。また、日本から未記録であった Hymenura

属を日本から初めて確認し、本属の後体節腹板形質を初めて記載した論文として発表した。【菊地】 

D) カミキリムシ科（鞘翅目）の分子系統解析  ニセゴマダラモモブトカミキリ（Leiopus masaoi）はゴマ

ダラモモブトカミキリ（L. stillatus）の近縁種として形態差に基づき 1991 年に記載された。その後 30 年

以上にわたって本種は正しく認識されず疑問種とされていたが、近年 28SrRNA の部分配列によって両

種は明確に区別できることが明らかになった。その結果、L. masaoi は原記載に挙げられた長野、石川、

福島に加えて栃木、群馬、富山の各県及び北海道にも分布することが判明した。L. stillatus の 28SrRNA

配列はフォッサマグナを挟んで非連続的な東西二系統に分かれるが、L. masaoi のそれは北海道産も含め

てよく保存されており、この近縁二種は全く異なる進化史を持つことが示唆された。【野中】 

E) 甲虫の分類学・系統学・自然史   

• ヒラタムシ上科の系統分類学的研究: これまでの研究に引き続き、生息環境への適応に着目した進化学

的研究を進めた。本年度では、二次元環境への適応と交尾行動の関係について、チビヒラタムシ科・ヒ

ラタムシ科・ホソヒラタムシ科の樹皮下生活者を中心に観察を進め、知見を蓄積した。また、葉鞘環境

に生息する甲虫にも注目し、新属新種のチビヒラタムシ科の自然史研究をまとめ、同じ葉鞘環境に生息

するケシキスイ科やオサムシ科に関する生活史の知見を集積した。また、日本産 Cryptamorpha 属の未記

載種について、包括的な情報をまとめ、記載論文を出版した。【吉田】 

• 害虫種の Ecological Niche Modeling: 外来種として知られるモンセマルホソヒラタムシ Cryptamorpha 

desjardinsii について、ブラジルの研究者とともに、新熱帯区からの初めての地点データ（ブラジル）を

伴う記録を伴う Ecological Niche Modeling を遂行した。モデリングの結果を通して、侵略の可能性のあ

る気候条件の地域を示すとともに、モデリングの結果の妥当性に関する議論を含めた論文を国際誌に出

版した。【吉田】 

• 甲虫目の自然史研究: ヒラタムシ上科の交尾行動について観察の蓄積を行い、ヒラタムシ科と近縁の分

類群で構成される単系統群の中で異なる交尾行動が進化している可能性が明らかとなった。また、チビ

ヒラタムシ科の幼虫が跳躍する行動をとることを発見し、アメリカの研究グループと共同で本科の幼虫

の跳躍行動について、その行動の記載とメカニズムに関する研究をハイスピードカメラによる行動の捕

捉やＣＴスキャンによる筋肉量の測定から跳躍行動に関する知見をまとめ、国際誌に論文を出版した。

【吉田】 

• そのほかの甲虫の分類学的研究: 世界のヒラタムシ上科のチェックリスト作成プロジェクトに携わり、

アメリカの研究者とともに、ホソヒラタムシ科とチビヒラタムシ科のチェックリストを補完した。プロ

ジェクト遂行中に発覚した命名規約上の問題点について、正しい分類学的処置をまとめ、国際誌に論文

を出版した。また、トカラ列島・中之島から日本未記録属新種のゴミムシダマシ科を発見し、記載論文

を国際誌に出版した。本新種は樹皮下環境に生息していると考えられ、交尾器形態からも樹皮下環境へ

の適応に関連した行動を示す可能性が考えられた。【吉田】 

F) Discrimination of the species of the three genera Biasticus, Sphedanolestes and Rhynocoris (Hemiptera: 

Heteroptera: Reduviidae) known from Vietnam and surrounding areas  In the present study, I aimed to 
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discriminate the species of three genera Biasticus, Sphedanolestes and Rhynocoris known from Vietnam and 

surrounding areas by using a combination of conventional morphological examination, morphometric analyses and 

molecular phylogenetic analyses. A total of 260 specimens from Vietnam and surrounding areas were examined 

and assigned to 63 morphospecies assigning to the three genera (45 morphospecies of Biasticus, 11 of 

Sphedanolestes, and 7 of Rhynocoris) based on their external morphological characteristics. The results of 

molecular phylogenetic analyses based on the mt16S and/or mtCOI sequence dataset of 23 morphospecies from 

the above mentioned 63 morphospecies and the preliminary results of morphometric analysis also support for the 

discrimination based on morphological examination.【Ha NL】 

G) 多足類の分類学的、多様性生物学的研究   

• 日本産オオムカデ属の系統分類学的研究: オオムカデ属 Scolopendra Linneus, 1758 は、分類学の父リンネ

によって創設された分類群である。世界からは 100種が記載されているが、多くの種では散発的な分布

記録があるだけで、分布範囲の詳細は不明であり、再検討を要する状況にある。大型であるため、種間

差を示す特徴を多く持ちそうに思うかもしれないが、実際には、種の間での形態的な差異が少ない一方

で、色彩などには種内でしばしば大きな個体差が見られることが知られており、種レベルの分類が混沌

としている。当研究室の塚本らは、琉球列島から発見された巨大なオオムカデの系統学的な位置につい

て、形態学と分子系統学の手法を組み合わせて検討し、新種であるとの結論に至り、リュウジンオオム

カデ Scolopendra alcyona として命名・記載した。この論文は EurekAlert!にも掲載された。【塚本・島野・

江口】 

• 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、本州と九州か

ら発見した日本で 9 属目となる新記録属の 2形態種（種名未確定種）に対し、DNA barcoding ならびに

系統解析を行なった結果、2形態種間に遺伝的な交流がないことが判明した。さらに、2種のうち 1種

はジムカデ目では極めて稀な単為生殖種の可能性が強く示唆された。現在この 2 新種の記載論文を投稿

中である。【塚本・島野・江口】 

• 日本産コムカデの系統分類学的研究: コムカデ綱コムカデ目は世界で 220種余りが知られている。日本

にはこのうち 3 属 3種が生息するとされているが、これはわずか 1 度の報告（Rochaix, 1954）のみに基

づいており過小評価の可能性がある。また 3種すべてがヨーロッパを模式産地としており、3種の実態

についても再検討する必要がある。本研究は日本産コムカデの種分類を網羅的に行うことを目的として

いる。本年度は日本各地から 2000個体程度のコムカデを新たに収集した。また、コムカデの分類を効

率的に進めるために、保存管理方法の開発、共焦点顕微鏡観察のためのプレパラートアダプターの開発、

非破壊的 DNA抽出方法の開発に取り組んだ。加えて、試験的に行ったミトコンドリア COI 遺伝子によ

る分子系統解析では、同属異種のコムカデが同じ土の中に生息している状況が明らかとなり、日本産コ

ムカデが知られているよりも種多様性の高いグループであることが示唆された。今後も研究手法を開発

しながら解析を進めていく。【沓掛】 

• 日本産マクラギヤスデ（Niponia nodulosa）の遺伝的構造の解析: マクラギヤスデ（Niponia nodulosa）は、

シロハダヤスデ科 Niponia 属を構成する唯一の既知種であり、東日本から台湾にかけて広く分布してい

るとされている。本研究では、日本における本種の地理的な遺伝的構造を明らかにすることを主な目的

とする。本年度は東北地方から九州地方・奄美にかけて約 500個体の標本を採集することができた。標

本から DNA を抽出し、PCR でミトコンドリア DNA上にある CO1 領域を増幅させ行った系統解析と地

理情報を組み合わせ、遺伝的構造を調べた。採集された個体のうち南関東の一部の標本について、2 つ
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のハプロタイプを確認することができたものの、地理構造との関係はまだわからなかった。現在、日本

各地での採集を行うとともに分子系統解析を進めている。また、鹿児島県で発見された個体が、日本本

土の一般的なマクラギヤスデと明らかに違うことが確認され、調査中である。【加藤】 

• 東アジア産・東南アジア産タマヤスデ類の系統分類学的研究：タマヤスデ科は東南アジア産や東アジア

において種多様性が高いことが予想されているが、系統分類学的な研究は十分に進んでいない。そこで、

Nguyen Duc Anh と江口が中心となり、形態学的観察と分子系統学的手法を組み合わせて、分類体系の再

検討を進めている。2021 年度は、ベトナム北部の２箇所の洞窟から、それぞれ１新種を発見した。また、

日本では、関東および周辺地域から３新種、近畿から１新種を発見した。これらについて記載論文を準

備中である。【黒田・薄田・Nguyen DA・江口】 

• 日本産タマヤスデ類 Hyleoglomeris 属の生殖的隔離に関する研究：タマヤスデ属は、西はギリシャから東

は日本まで広く分布し、タマヤスデ目の中でも多くの種が記載されている属の一つである。しかしなが

ら、今日に至るまで繁殖時期、産卵時期、生殖行動などの生活史に関してはほとんど調べられてこなか

った。本研究では、異なる種であることが示唆された４つの個体群について産卵時期と交尾行動につい

て、野外調査と実験室での行動観察によって明らかにすることに取り組んだ。結果として、繁殖時期に

は周期性があり、年に複数回産卵する個体群もいることが示唆された。また、個体群ごとに交尾行動が

異なることが示唆された。また平行して、交尾器の構造について詳細に観察する過程で、上述の通り、

３種の新種候補を発見し、記載論文を準備中である。【薄田】 

H) 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： Tay Nguyen 大学（ベトナム；新規）、聖トマス大学（フィリピン；新規）、国立

彰化師範大学（台湾；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

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）の次年度の

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。2021 年度は、前年度に新規開発したアシジロヒ

ラフシアリ専用のハイドロジェルベイトを用いて、八丈町樫立集落にて全世帯を対象とした試験防除を

実施し、防除効果を確認した。また、沓掛が中心となり、モニタリング・ベイトトラップに集まるアシ

ジロヒラフシアリの自動判別・カウントのプログラムを新規開発した。【砂村・寺山・小林・沓掛・江

口】 

• 当研究室の塚本が新種として記載・命名・発表したリュウジンオオムカデ Scolopendra alcyona が、環境

省によって、令和 3 年 7月 1日から令和 6 年 6月 30日までの 3 年間、種の保護法の元での緊急指定種

に指定された。【塚本・島野・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】 

• Empirical Studies of Collective Behavior   Building on the previous study by intern Purbayan Ghosh, we started 
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more experiments with Camponotus yamaokai on looking at how group composition influences collective 

performance. These data are being combined with modelling studies at present【Cronin・Sakai】 

• Modelling collective effects of personality A new collaboration was initated with the laboratory of Nir Gov in 

Israel to combine modelling with empirical data and explore the mechanics of collective behaviour using ants as a 

model system 【Cronin・Sakai】 

B） Ecology and Evolution of Social Insects 【Cronin】 

• Invasion biology of Technomyrmex  The first paper comparing inter-island variation among invasive populations 

was published in Animals, and Diyona Putri successfully defended her PhD. A second paper, which will 

incorporate phylogeographic data and ecological niche modelling is in preparation【Putri・Cronin】 

• Bee ecology and evolution The data fromour gene expression experiment on Lasioglossum baleicum provided 

good data and results will be presented at the IUSSI meeting in California in 2022. We will need to repeat the 

experiment using frozen samples as RNAlater seems not up to the task.  RAD-Seq data from colleagues in 

Taiwan are being analysed as part of Ha Nguyen’s PhD thesis【Cronin・Nguyen】 

• Social Immunity Our study of immune activity in social and solitary  Lasioglossum baleicum bees continues. 

Transcriptome analyses failed on our first trial as RNAlater did not provide sufficient preservation. We thus plan 

to repeat this work using frozen samples in 2022. Ha Nguyen developed a new method to analyse individual 

immune responses in  Ceratina bees and the first results from these analyses are now being written up for 

publication 【Cronin・Nguyen】 

• Co-evolutionary dynamics of reproductive strategies This work has been completed and the manuscript is 

currently in review in Oikos【Planas-Sitja・Cronin】 

C） Ecosystem and Evolutionary Ecology 【Cronin】 

• Pollinator networks in Ogasawara  The Ogasawara field study was completed successfully in 2021 despite many 

limitations of COVID. The very large data are now being collated and the first paper from this work prepared

【Quitian・Cronin】 

• Evolutionary ecology of Green Anoles As an extension of our pollinator study, we began work on Green Anoles in 

2021 as these lizards cause the pollinator decline that is the focus of the main project. We collected many lizards at 

different times and islands, and are now analysing morphological variation and undertaking a comparative analysis 

of diet using meta-barcoding methods 【Morooka・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. Tsukamoto S, Nguyen DA, Eguchi K. 2021. Confirmation of the phylogenetic position of the unique 

geophilomorph genus Vinaphilus Tran, Tran & Bonato, 2019 (Chilopoda: Geophilomorpha: Gonibregmatidae) by 

molecular phylogenetic analyses, with two new species from the Central Highlands of Vietnam. Zoologischer 

Anzeiger, 293, 74–88. 

2. Tsukamoto S, Hiruta SF, Eguchi K, Liao J-R, Shimano S. 2021. A new amphibious species of the genus 

Scolopendra Linnaeus, 1758 (Scolopendromorpha, Scolopendridae) from the Ryukyu Archipelago and Taiwan. 

Zootaxa, 4952, 465–494. 

3. Kikuchi N. 2021. The first record of Hymenura Townes, 1965 (Hymenoptera: Ichneumonidae) from Japan. 

Zootaxa, 5040 (2), 296–300. 
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4. Ballarin F. & Pantini P. 2022. A synthesis of the genus Palliduphantes Saaristo & Tanasevitch, 2001 in Italy with 

the description of two new species (Araneae, Linyphiniidae, Micronetinae) Arachnology (Accepted). 

5. Fomichev A., Ballarin F. & Marusik M.Y. 2022. Daginesticus gen. n. A new genus of Nesticidae (Arachnida: 

Araneae) from the Caucasus. Arthropoda Selecta (Accepted). 

6. 江口, 塚本, Ballarin, 沓掛, 薄田. 2022. 台湾原産の不快害虫であるヤンバルトサカヤスデ Chamberlinius 

hualienensis Wang, 1956（オビヤスデ目ヤケヤスデ科）の東京都本土における初確認. 衛生動物, 73(2) 

(Accepted). 

7. Ballarin F. & Petri I. 2021. Essay on the knowledge of the urban spider fauna in the city of Verona. In: Latella L. 

ed. (2021) Natural history of the city of Verona. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona–2a serie. 

Monografie Naturalistiche 6-2021. (in Italian) 

8. Petri I., Bernasconi M, Ballarin F., Pantini P., Armanni M., Caccianiga M., Chirichella R., Lencioni V., Mustoni A. 

& Gobbi M. 2021. High mountain spiders in the Dolomiti del Brenta Mountain chain. Studi Trentini di Scienze 

Naturali, 101: 73–82 (in Italian) 

9. Lin Y., Yan X., Li S., Ballarin F. & Chen H. 2021. Five new species of Macrothele Ausserer, 1871 from China 

(Araneae, Macrothelidae). ZooKeys 4927(1): 16–74. DOI: 10.3897/zookeys.11.68623 

10. Nguyen DA, Nguyen DD, Eguchi K. 2021. Mountainous millipedes in Vietnam. I. Two new species of the family 

Paradoxosomatidae from Mount Fansipan (Diplopoda, Polydesmida). ZooKeys, 1032, 1-15. 

11. Liao HC, Terayama M, Eguchi K. 2021. Revision of Taiwanese and Ryukyuan species of Eleganesia Alencar & 

Azevedo, 2018 (Hymenoptera, Bethylidae). Zoologischer Anzeiger, 294, 62-79. 

12. 寺山, 砂村, 藤巻, 小野, 森, 戸田, 江口. 2021. 侵略的外来種アシジロヒラフシアリ Technomyrmex 

brunneus (膜翅目：アリ科)の防除実施上の諸問題. 蟻（日本蟻類研究会会誌）, 42, 34-53. 

13. Mizuno R, Suttiprapan P, Jaitrong W, Yamada A, Ito F. 2021. Colony composition, phasic reproduction, and 

queen–worker dimorphism of an oriental non-army ant doryline Cerapachys sulcinodis species complex in 

northern Thailand. Insectes Sociaux, 69, 1–17. (https://doi.org/10.1007/s00040-021-00841-5) 

14. Yamada A, Bresseel J, Chen Z, Nguyen AD, Eguchi K. 2021. Deposition of phasmid eggs (Phasmatodea) in the 

nests of Acanthomyrmex glabfemoralis Zhou & Zheng, 1997 (Hymenoptera: Formicidae: Myrmicinae). Taiwania, 

66(2), 267–272. (https://doi.org/10.6165/tai.2021.66.267) 

15. Yoshida T. 2021. A new species of the genus Cryptamorpha Wollaston (Coleoptera, Silvanidae) from Japan. Elytra, 

New Series, 11(1), 77–84. 

16. Yoshida T. & Ando K. 2021. Discovery of the genus Platycotylus Olliff, 1883 (Coleoptera, Tenebrionidae) in 

Japan: Description of a new and remarkable species. ZooKeys, 1076, 125–133. 

17. McElrath T. C. & Yoshida T. 2021. Proposed nomenclatural changes for some genera of Laemophloeidae and 

Monotomidae (Coleoptera: Cucujoidea). The Coleopterists Bulletin, 75(3), 702–706. 

18. Bertone M. A., Gibson J. C., Seago A. E., Yoshida T., Smith A. A. 2022. A novel power-amplified jumping 

behavior in larval beetles (Coleoptera: Laemophloeidae). PLoS One, 17(1), e0256509. 09.  

19. Alencar J. B. R., Bento M., Yoshida T., Fonseca C. R. V. d., Baccaro F. B. 2022. Modeling potential invasion of 

stored-product pest Cryptamorpha desjardinsii (Guérin-Méneville, 1844) (Coleoptera: Silvanidae) with emphasis 

on newly recorded areas. Journal of Asia-Pacific Entomology, 25(2), in press. 

20. 吉田貴大. 2021. オンライン基礎昆虫学会議の開催報告. 昆虫と自然, 56(6), 27–30.  

21. 吉田貴大. 2022. 最近のホソヒラタムシ科と近縁数科の基礎研究. 昆虫と自然, 57(2), 5–8.  

＜口頭発表＞ 
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1. 菊地波輝. ヒメバチ科ヒメバチ亜科における後体節腹板の形態形質：系統と族分類．日本昆虫学会第 81

回大会，東京（オンライン），2021 年 9月 4–6日． 

2. Ballarin F. On the biogeography and systematics of the family Nesticidae in Japan: an unexpected diversity. John 

Murphy and Mike Roberts Memorial Symposium (virtual), British Arachnological Society, 3rd December 2021 

3. Ballarin F., Mammola S., Zhang Z. Phylogeography and niche expansion of the troglophilic invasive spider 

Nesticella mogera 32nd European Congress of Arachnology (virtual) 23rd-26th August 2021 

4. 吉田貴大. 港湾・空港において輸入品から発見されるホソヒラタムシ科（甲虫目：ヒラタムシ上科）. 都

市有害生物管理学会第 42回大会, オンライン. 2021 年 4月 14日 

5. 吉田貴大. ヒラタムシ類における交尾行動パターンの進化過程. 日本昆虫学会第 81 回大会, 法政大学, 

東京（オンライン）. 2021 年 9月 5日 

6. 吉田貴大. ヒラタムシ上科の自然史. 日本甲虫学会 2021 年第 1回東京例会, オンライン. 2021 年 9月 11

日（招待講演） 

＜ポスター＞ 

1. Tsukamoto S, Shimano S, Eguchi K. Taxonomic revision of Japanese species of the centipede genus Arrup 

(Chilopoda: Geophilomorpha: Mecistocephalidae). XVIII International Colloquium on Soil Zoology. 16-21 Aug. 

2021. 

2. 山田藍生, 小栗恵美子, 江口克之. Acanthomyrmex glabfemoralis 隠蔽種群(膜翅目アリ科ナミバラアリ属)

のベトナムにおける地理的分化と種分化. 日本昆虫学会第 81回大会, M0102, 法政大学(オンライン開催), 

2021 年 9月(日本語). 

3. 吉田貴大. タコノキ科植物の葉鞘環境に適応したチビヒラタムシ科未記載属の形態と⽣活史. 第三回オ

ンライン基礎昆虫学会議, オンライン. 2022 年 2月 20日 

＜受賞・その他＞ 

1. Ballarin F., Chairman. Vietnam-Japan Bilateral Workshop on Bioinformatics and Bioresources 2021, 7th-31st 

August 2021 (virtual)  

2. 山田藍生, 小栗恵美子, 江口克之. 優秀ポスター賞. 日本昆虫学会第 81回大会. 2021 年 9月 

3. 吉田貴大. 論文奨励賞, 都市有害生物管理学会. 2021 年 4月 

 

2) 動物行動学・進化生態学研究グループ 

＜誌上発表＞ 

1. Putri, D., Yokozawa, M., Yamanaka, T. & Cronin, A.L. (2021). Trait plasticity among invasive populations of the 

ant Technomyrmex brunneus in Japan. Animals, 11, p.2702  

2. Planas-Sitjà, I., Deneubourg J-L & Cronin, A. L. (2021). Variation in personality can substitute for social feedback 

in coordinated animal movements. Communications Biology, DOI: 10.1038/s42003-021-01991-9 

＜口頭発表＞ 

1. Quitián, M, Planas-Sitjàa, I, Traveset, A, Tierney, S. M. & Cronin, A. L. (2021). Sayonara bees: impacts of 

invasive species on pollination interaction networks of the Ogasawara Islands. European Congress of the 

International Union for the Study of Social Insects, Toulouse, France, October/November 2021. 

 
  



−82− 

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、藤原泰央（特任助教）、Wita Yulianti（D3）、佐藤有香（D1）、Ahamad Taufiq

（D1）、Lola Alyssa Marie Albo（D1）、片岡利文（M2）、吉田章一郎（M2）、米岡克啓（M2）、棚橋優花

（M1）、山田明史（M1）、甲田龍太郎（M1）、山口万里花（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、コバノイシカグマ科や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。 

 ユノミネシダ（コバノイシカグマ科）は世界中の熱帯、亜熱帯、温帯に広く分布するシダ植物の種である。

これまで、この種は単一の広域分布種だと考えられてきた。ところが屋久島の複数のユノミネシダ集団にお

いて、葉緑体 rbcL 遺伝子の塩基配列が少なくとも 11 塩基異なる 2 つの DNA タイプがみつかった。二つの

DNA タイプは日本に広く分布しており、根茎の鱗片と葉の形態にも両 DNAタイプ間で違いが見られた。こ

の DNA タイプと形態形質の対応は、屋久島の同所的集団で確認でき、さらに日本各地とオセアニアで採取

されたサンプルでも確認できたことから、両 DNA タイプは互いに交配することのない別の生物学的種であ

ると結論した（村上）。 

 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、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 遺伝子など葉緑体 DNA の塩基配列を決定することによって種

を同定した。その結果、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た。さらに、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。もし、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・藤原・村上）。 

 日本産ヤマハハコ属植物として 3 種 7 変種が報告されていた。一方で、これらは形態にのみにもとづく分

類群なので、その遺伝的背景は未解明である。さらに最近、伊豆大島から葉の形態と開花期によって互いに

区別できるものの、従来のどの変種とも形態が一致しないヤマハハコ（広義）の２型が報告された。また、

御蔵島でも、形態が伊豆大島産のものとも異なるヤマハハコ（広義）の存在が確認された。そこで、核およ
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び葉緑体 DNA の分子系統解析、MIG-seq 解析、形態の計測と多変量解析を行った。その結果、伊豆大島の

２型はそれぞれ、ヤマハハコとカワラハハコに含まれ、遺伝的・形態的・生態的に明瞭に分化していること

が示された。一方、御蔵島のヤマハハコ（広義）は、いずれの変種からも遺伝的にも大きく分化しており、

形態的にも明確に異なっていたので、新分類群である可能性が高い（片岡・藤原・加藤・村上）。 

 

２）種分化・多様性に関する研究 
 小笠原固有変種のオオハマボッス（サクラソウ科）と広域分布する基準変種のハマボッスについて、花形

態の計測と訪花昆虫の観察を行った。その結果、花全体が大きいオオハマボッスには、主に夜間に大型のガ

類が、サイズが小さいハマボッスには、昼間にハチやハエ、チョウ類などの様々な昆虫が訪花することが分

かった。また、オオハマボッスは、ハマボッスに比べて自動自家受粉による結実率が高く、雄蕊と雌蕊の長

さが等しいことから、自家受粉を行う傾向が強いことが示唆された（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． 

Katoh, S,. K. Takayama, H. Kato, M. Marutani, N. Murakami, M. Martinez, J. Manglona, J. Tuquero, J. MacConell 

(2021) Genetic diversity of Serianthes nelsonii on Guam and Rota. Micronesica 2021-03: 1–10. 

Noda, H., A. Nishimura, H. Kato, A. Naiki, W. Xiao, M. Martinez, M. Marutani, J. McConnell and K. Takayama (2022) 

Multiple origins of two Ochrosia (Apocynaceae) species endemic to the Bonin (Ogasawara) Islands. Molecular 

Phylogenetics and Evolution, 171, 107455. 

Shinohara, W., L.R. Perrie, and N. Murakami (2021) At least two evolutionary distinct species within Histiopteris incisa 

inferred from molecular and morphological evidence. Am. Fern J. 111: 205-213.  

Wita, Y., S. Kato, N. Sugita, G. Kokubugata, H. Kato and N. Murakami (2022) Microsatellite markers reveal genetic 

differentiation of an invasive mulberry, Morus australis Poir. (Moraceae), among the island groups in Japan and its 

introduction to the Ogasawara Islands. Acta Phytotax. Geobot. 73: 1-18.  

Wita, Y., S. Kato, T. Fujiwara, H. Kato and N. Murakami (2022) The current hybridization between the endemic Morus 

boninensis Koidz. and the invasive Morus australis Poir. in the Ogasawara Islands. Ogasawara Research 48: 217-235.  

 

 

［学会発表］ 

村上哲明（2021）「ウェブ上の DNA情報と写真情報を活用した日本産キノコの種多様性と進化の研究」シン

ポジウム 「ビッグデータから探る生物多様性と進化：国立沖縄自然史博物館の設立に向けて」（オーガナ

イザー:長谷川眞理子）日本進化学会第 23回大会（2021 年 8月 18-20日、オンライン） 

米岡克啓・堀清鷹・片岡利文・海老原淳・村上哲明（2021）「半世紀ぶりに再発見された奥秩父産イトシシラ

ンの独立配偶体における葉緑体 DNAハプロタイプ解析」日本植物学会第 85回大会（2021 年 9月 16,19-21

日、オンライン） 

片岡利文・米岡克啓・藤原泰央・加藤英寿・村上哲明（2021）「御蔵島（伊豆諸島）に産するヤマハハコ属植

物」日本植物学会第 85回大会（2021 年 9月 16,19-21日、オンライン） 

棚橋優花・渡邊謙太・山本薫・村上哲明・加藤英寿（2021）「広域分布種サクラソウ科ハマボッスの小笠原諸

島における夜行性昆虫へのポリネーターシフト」日本植物学会第 85回大会（2021 年 9月 16,19-21日、オ
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ンライン） 

岩崎貴也・谷川茜・阿部晴恵・綱本良啓・陶山佳久・高山浩司・加藤英寿・尾関雅章（2021）「関東中部地方

から伊豆諸島、南硫黄島、トカラ列島に生育するタマアジサイ類の分子系統地理解析」日本植物学会第 85

回大会（2021 年 9月 16,19-21日、オンライン） 

片岡利文・米岡克啓・藤原泰央・加藤英寿・廣田峻・陶山佳久・矢原徹一・村上哲明（2022）「日本産ヤマハ

ハコ属（キク科）の分類学的再検討」日本植物分類学会第 21回大会（2022 年 3月 4-6日、オンライン） 

米岡克啓・片岡利文・堀清鷹・藤原泰央・村上哲明（2021）「ナンゴクホウビシダ（チャセンシダ科）は独立

配偶体を形成できる」日本植物分類学会第 21回大会（2022 年 3月 4-6日、オンライン） 

篠原渉・Leon R. Perrie・村上哲明（2022）「汎世界的に分布するユノミネシダの２つの進化学的種」日本植物

分類学会第 21回大会（2022 年 3月 4-6日、オンライン） 

鈴木節子・成田智史・玉木一郎・須貝杏子・永野惇・伊原徳子・加藤英寿・井鷺裕司（2022）「RAD-seq法を

用いた小笠原諸島ムラサキシキブ属の種分化とエコタイプ分化パターン」日本生態学会第 69回大会（2022

年 3月 14-19日、オンライン） 

 

［その他の教育・研究活動］ 

講演会 

加藤英寿（2021）神奈川県立生命の星・地球博物館 特別展『絶海の自然・硫黄列島をゆく』講演会「硫黄列

島の植物相〜海鳥が創る森、ネズミが創る森〜」2021 年 10月 16・23日、オンライン 

加藤英寿（2021）花のサロン講演会（日本植物友の会）「ポツンと海洋島：小笠原諸島火山列島の自然」2021

年 11月 6日、東京 

加藤英寿（2022）小笠原諸島世界自然遺産地域登録 10周年記念『小笠原学術研究会』講演会「植物をめぐる

10 年間の歩み」2022 年 2月 23日、オンライン 

展示 

特別展「絶海の自然 硫黄列島をゆく」（2021 年 11月 8日〜11月 19日、牧野標本館別館・TMUギャラリー） 

企画展「未来につなぐ植物標本」（2021 年 11月 22日〜12月 22日、牧野標本館別館・TMUギャラリー） 

 

 
伊豆大島におけるフィールドワークの様子（米岡克啓撮影） 
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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）、高木 理子（修士 2 年）、保屋野 翔太（修士 2 年）、山口 昇馬（修士 2 年）、斎藤 理佐（修

士 1 年）、真貝 美奈子（修士 1 年）、佐々木 紫保（修士 1 年）、関 文哉（学部 4 年）、安藤 輝（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 2021 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（進行中） 

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 細胞の造血系オルガノイド培養系に欠落しているサイトカインを同定した。 

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化合物の薬効発揮に必要十分な酵素を突き止めた。 

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 

DDX1 が特定の RNAプロセシングに必須であることを見出した。 

５） CXCL14 の生理的機能解明とがん免疫療法開発への応用 

CXCL14-DNA複合体の構造的基盤を解明した。 

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. T. Suzuki, S. Takagi, and T. Hara*. Multiple gene transfer and all-in-one conditional knockout systems in 

mouse embryonic stem cells for analysis of gene function. Frontiers in Cell Dev. Biol., in press. 
2. R. Iwase, N. Naruse, M. Nakagawa, R. Saito, A. Shigenaga, A. Otaka, T. Hara*, and K. Tanegashima*. 

Identification of functional domains of CXCL14 involved in high-affinity binding and intracellular 
transport of CpG DNA. J. Immunol., 207: 459-469, 2021. (doi:10.4049/jimmunol.2100030) 
*Co-corresponding author. 

3. 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., 49: e40, 2021. (doi: 10.1093/nar/gkaa1296) 

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) 
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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、遺伝性潜性パーキンソン病の原因遺伝子産物 DJ-1 など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. Queliconi, B. et al., Unfolding is the driving force for mitochondrial import and degradation of the Parkinson's 

disease-related protein DJ-1.  J Cell Sci., 134(22), jcs258653, 2021 

2. Kojima, W. et al., Mammalian BCAS3 and C16orf70 associate with the phagophore assembly site in response to 

selective and non-selective autophagy.  Autophagy, 17(8), p2011, 2021. 

3. Yamano, K. et al., Critical role of mitochondrial ubiquitination and the OPTN-ATG9A axis in mitophagy.  

J Cell Biol., 219(9), e201912144, 2020. 

4. Koyano, F. et al., Parkin-mediated ubiquitylation redistributes MITOL/March5 from mitochondria to peroxisomes. 

EMBO Rep., 20(12), e47728, 2019. 

5. Koyano, F. et al., Parkin recruitment to impaired mitochondria for nonselective ubiquitylation is facilitated by 

MITOL.  J Biol Chem., 294(26), p10300, 2019. 
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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、勇亜衣子、髙瀨

未菜、大谷麗子、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）タウオパチー患者由来のタウ線維を導入する細胞モデル 
 様々なタウオパチー患者脳から調製したタウ線維を培養細胞に導入すると細胞内に発現したタウが線維化

して凝集することが観察された。3Rタウからなるピック病(PiD)のタウ線維を導入すると 3Rタウが選択的に、

また 4Rタウからなる皮質基底核変性症(CBD)、あるいは進行性核上性麻痺(PSP)患者の線維を導入すると 4R

タウが選択的に凝集した。一方、3Rタウと 4Rタウからなる AD患者由来のタウは PHF様の線維を形成した

（樽谷、野中、亀谷、長谷川）。 

２）タウオパチーのマウスモデル 
 AD、PiD、CBD、PSP などの神経疾患には疾患を特徴づけるタウの病変が認められ、蓄積するタウのアイ

ソフォームも異なっている。タウの病変をマウス脳で再現するため、ヒトと同じ様に成熟しても 3R タウを

4Rタウと同程度発現するマウスを作製した。3Rタウと 4Rタウの発現に関わる Exon10-Intron10部分をゲノ

ム編集し Exon10 の挿入されないマウスを作出した。これを野生型マウスと掛け合わせ 3Rタウと 4Rタウを

同量発現するマウスを作出した。このマウスに AD、PiD、CBD のタウ線維を接種すると患者脳の病理と似た

病理が接種後 6-9ヶ月後に形成されることがわかった（細川、鈴掛、鈴木、野中、長谷川）。 

３）構造に基づくタウオパチーの分類 
 タウオパチー患者に蓄積するタウ線維の構造について、英国 MRC 分子生物学研究所の研究グループと共

同で進行性核上性麻痺（PSP）、球状グリア性タウオパチー（GGT）、嗜銀顆粒性認知症（AGD）のタウ線維

の構造を決定しました。タウ遺伝子 MAPT のイントロン 10 内の+3および+16 位の変異を持つ遺伝性の症例

のタウ線維の構造も解明しました（樽谷、亀谷、長谷川）。 

４）認知症を伴う ALS 患者由来の病的 TDP-43 線維の構造 
 愛知医科大学加齢医学研究所、および MRC 分子生物学研究所のグループと共同で、ALS及び FTD患者の

前頭葉及び運動皮質から TDP-43凝集体を含む試料を調製し、低温電子顕微鏡解析(クライオ電顕)を行い、ヘ

リカル再構成法を用いて、2.6 オングストローム（Å）の分解能で構造を明らかにした。（亀谷、長谷川）。 

3. 研究発表 
1. Arseni D, Hasegawa M, Murzin AG, Kametani F, Arai M, Yoshida M, Falcon B, Structures of TDP-43 filaments 

from amyotrophic 1 lateral sclerosis with frontotemporal lobar degeneration, Nature 2022 Jan;601(7891):139-143. 

2. Shi Y, Zhang W, Yang Y, "Structure-based classification of tauopathies", Nature 2021 Oct;598(7880):359-363. 

3. Hosokawa M, Masuda-Suzukake M, et al, Development of a novel tau propagation mouse model endogenously 

expressing 3 and 4 repeat tau isoforms. Brain 2021 Sep 13. 

4. Tarutani A, Miyata H, et al. Human tauopathy-derived tau strains determine the substrates recruited for templated 

amplification. Brain. 2021 Sep 4;144(8):2333-2348. 
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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（D3）、Shin Woong KIM（D2）、

Mahmoud Hassan Mahmoud OTHMAN（D2）、関戸翔平 (M2) 

 

2. 研究紹介 
 当研究室では、化学的手法と生物工学的手法を融合させた新しい生命科学技術の方法論ケミカルバイオテ

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. Mohammed A. Abosheasha, Toru Itagaki, Yoshihiro Ito, and Motoki Ueda, "Tubular assembly formation 

induced by leucine alignment along the hydrophobic helix of amphiphilic polypeptides", Int. J. Mol. Sci., 
22(21), 12075 (2021) 

学会発表 
１． Mahmoud H. Othman, Jun Akimoto, and Yoshihiro Ito, “Development of thermoresponsive smart hydrogels 

using dynamic covalent bonds for dissociating near body temperature”, the 43rd Annual Meeting of the 
Japanese Society for Biomaterials and The 8th Asian Biomaterials Congress, Nagoya, Japan, 30/11/2021 

２． Mohammed A. Abosheasha, Toshiro Aigaki, Yoshihiro Ito, and Motoki Ueda, "Shape control of self-assembly 
by amphiphilic polypeptides having various amino acids on terminal of hydrophobic helix ", 70th SPSJ 
Annual Meeting, online, 26/05/2021  
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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）、土志田 裕

太（博士 3 年）、松井 美緒（修士 2 年）、前田 菜々子（修士 1 年）、祖父江 郁也（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, Itabashi M, Takei T, Takino Y, Sato A, Yumura W, Maruyama N, Ishigami A. Reduced Plasma 

Ascorbate and Increased Proportion of Dehydroascorbic Acid Levels in Patients Undergoing Hemodialysis. Life 

(Basel). 2021 Sep 28;11(10):1023. 

2.  Sato A, Takino Y, Yano T, Fukui K, Ishigami A. Determination of tissue-specific interaction between vitamin C 

and vitamin E in vivo using senescence marker protein-30 knockout mice as a vitamin C synthesis deficiency 

model. Br J Nutr. 2021 Nov 2:1-33. 

3.  Osaka M, Deushi M, Aoyama J, Funakoshi T, Ishigami A, Yoshida M. High-Fat Diet Enhances Neutrophil 

Adhesion in LDLR-Null Mice Via Hypercitrullination of Histone H3. JACC Basic Transl Sci. 2021 May 

19;6(6):507-523. 
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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、鈴木洋弥、藤山敬介、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、

シロイヌナズナNPF5.1を新たなABA輸送体として同定しました。NPF5.1は葉の維管束組織や葉肉細胞において

細胞内にABAを取り込むことで、維管束組織から孔辺細胞へと輸送されるABAの量を抑制する、つまり気孔の

閉鎖を抑制する働きをしていることを明らかにしました。一方で、以前に私たちがABA輸送体として同定した

NPF4.6は、孔辺細胞へのABAの取り込みを介して気孔の閉鎖を促進する因子であることを明らかにしました。 
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技の術開発を進めています。さらには、レーザーマイクロダイセクション

によって調整した超微量組織からの植物ホルモン分析、メタボローム解析法の開発も進めています。 
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

らのうちエチレン情報伝達に関連した変異体に着目し、種子における休眠関連遺伝子の発現解析や植物ホルモ

ン分析などを行い、休眠性の誘導と維持に関わる制御機構の解明を進めました。 
 

3. 受賞 
Clarivate Analytics Highly Cited Resercher 2021 
 
4. 研究発表（一部のみ） 
Tabeta, H., Watanabe, S., Fukuda, K., Gunji, S., Asaoka, M., Hirai, Y.M., Seo, M., Tsukaya, H., Ferjani, A. “An auxin 
signaling network translates low-sugar-state input into compensated cell enlargement in the fugu5 cotyledone” PLOS 
Gent. 17, e1009674 (2021). 
Shimizu, T., Kanno, Y., Suzuki, H., Watanabe, S., Seo, M. “Arabidopsis NPF4.6 and NPF5.1 control leaf stomatal 
aperture by regulating abscisic acid transport” Genes 12, 885 (2021). 
Fabrissin, I., Sano, N., Seo, M., North, H.M. “Aging beautifully: can the benefits of seed priming be separated from a 
reduced lifespan trade-off?” J. Exp. Bot. 72, 2312-2333 (2021). 
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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（主任研究員）、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。 
12. 研究発表 
13. _Kawakami, K., Fujita, Y., Kato, T., Horie, K., Koie, T., Umezawa, K., Tsumoto, H., Miura, Y., Katagiri, Y., Miyazaki, T., 

Ohsawa, I., Mizutani, K., Ito, M.: Diagnostic potential of serum extracellular vesicles expressing prostate-specific 
membrane antigen in urologic malignancies, Scientific Reports, 11, 15000, (2021) 

14. _Imae, R., Manya, H., Tsumoto, H., Miura, Y., Endo, T.: PCYT2 synthesizes CDP-glycerol in mammals and reduced 
PCYT2 enhances the expression of functionally glycosylated α-dystroglycan, J. Biochem. 170,183-194, (2021) 

15. _Sato, M., Tsumoto, H., Toba, A., Soejima, Y., Arai, T., Harada, K., Miura, Y., Sawabe, M.: Proteome analysis 
demonstrates involvement of endoplasmic reticulum stress response in human myocardium with subclinical left 
ventricular diastolic dysfunction, Geriatr. Gerontol. Int. 21, 577-583, (2021) 

16. _Hishida, S., Kawakami, K., Fujita, Y., Kato, T., Takai, M., Iinuma, K., Nakane, K., Tsuchiya, T., Koie, T., Miura, Y., Ito, 
M., Mizutani, K.: Proteomic analysis of extracellular vesicles identified PI3K pathway as a potential therapeutic target 
for cabazitaxel-resistant prostate cancer, The Prostate, 81, 592-602, (2021) 

17. _Muramatsu-Maekawa, Y., Kawakami, K., Fujita, Y., Takai, M., Kato, D., Nakane, K., Kato, T., Tsuchiya, T., Koie, T., 
Miura, Y., Ito, M., Mizutani, K.: Profiling of serum extracellular vesicles reveals miRNA-4525 as a potential biomarker 
for advanced renal cell carcinoma, Cancer Genomics & Proteomics, 18, 253-259, (2021） 

18. _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).  

19. _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) 

20. _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) 
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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 2 年, 学振 DC1)、松若正篤 (修士 1 年)、公文麻美（テクニカルスタッフ） 

 

2. 研究紹介 
 当研究室では、DNA を収納するヒストンタンパク質の翻訳後修飾などのエピゲノム情報が、どのように世

代を超えて伝承されるかについて研究している。特に、環境によるエピゲノムへの作用に着目し、生殖細胞

のエピゲノム情報の変化が次世代の形質にどのように影響するかに興味を持っている。このために、マウス

を用いた遺伝学や分子生物学といった常法に加え、最先端の超微量核酸の解析技術、バイオインフォマティ

クス、生殖工学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) エピゲノム伝承機構に関する研究 

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、エピゲノム情報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

は分裂後も元の機能を発揮できる。しかし、配偶子（卵と精子）から胚へと世代が切り替わるタイミングで

は、エピゲノム情報のほとんどが一旦消去されると考えられてきた。ところが、近年の我々の研究により、

卵のヒストン修飾の一部は消去されずに、次世代の胚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、このような世代を超えるヒストン修飾が、卵の形成過程においてどのように確立され、どのように伝

承され、そしてどのような機能を発揮するかについて研究を進めている。 

 

(2) 環境による伝承性エピゲノムへの作用 

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、親世代の生活習慣や環

境により、卵や初期胚のエピゲノムは変化するだろうか。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、獲得形質の遺伝に類似した現象が起こる可能性がある。このような仮説に

基づいて、個体環境や卵巣内・卵管内の微小環境が卵・初期胚のエピゲノムにどのように影響するか研究し

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, 53, p539-550, 2021. 

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、東京都立大

学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、2017〜2020 年度には、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〜2021 度には、科学研究費基盤(B)「海洋島における外来生物の侵略性：植物の栄養利用
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特性と生態系の土壌特性との相互作用」（代表者：可知直毅）が実施された。2021 年度からは科学研究費基

盤(B)「気象データと古文書の分析に基づく小笠原諸島 父島・母島の気候変動の復元」（代表者：松山 洋）

の研究が進行中である。2021 年度の特筆すべき活動として、TMU ギャリーでの特別展「絶海の自然〜硫黄列

島をゆく」の開催（2021 年 11月 8日〜11月 19日）、小笠原諸島世界自然遺産地域登録10周年記念小笠原

学術研究会の開催（2022 年 2月 23日）がある。 

 小笠原諸島を調査地として2021 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 4名（植物系統分類 1、動物系統分類 1、特別研究学生 2）、

修士課程 2名（植物系統分類1、動物系統分類1）、研究生１名（植物系統分類）による研究が行われた。ま

た、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 770ｍ2、建物の

延べ床面積は 547ｍ2で、実験室、標本作製室、

資料室、セミナー室、展示ホールなどを備え

ている。2007 年度に全面改修を行い、2008 年

度に東京都から本学に移管された。施設の日

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。 

 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 90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 年度の施設利用は、コロナ禍の影響を

受けて減少したが、2021 年度の延べ利用者は 149 名、延べ利用日数は 1207 日とコロナ禍前の水準にもどっ

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。2021年度は、No.45として7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。2021年度は、No.48としてオガサワラカワラヒワ保全にかかわる19編の

特集論文と1編の一般投稿論文が掲載された。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、

2022 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 504,862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贈られてきたシーボルトコレクション約 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。 

 2021 年度には、東京農工大学から寄贈された約 3,650点や、藤井伸二氏ら個人の方々から寄贈された 679

点、兵庫県立人と自然の博物館からの交換標本 208点があり、現在整理中である。2021 年度もコロナウィル

ス感染症拡大防止のための措置が取られていたが、ほぼ平常通りの勤務がなされた。 

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 1件、国外発送 0件、国外受入 0件。 

標本貸出：国外 1件、国内 4件。来訪研究者（のべ人数）：国内 65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・展示などを随時開催している。2021 年度はコロナ禍により講座や講演会を休止したが、隣接する

TMUギャラリーにおいて企画展「未来につなぐ植物標本」（2021 年 11月 22日〜12月 22日）を学内向けに

開催した。 
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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    

 2017 年 10 6 18 198 

 2018 年          15           4               16              120 

 2019 年 25 3 36 180 

    2020 年           1           0               10               25 

    2021 年      6           2               14               120 
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教育・研究関連資料 
学位取得者 
修士（理学） 
２０２１年度９月修了 
ヴ チ ハー 形態学的、分子系統学的アプローチによるベトナム産 Otostigmus 属（ムカデ綱：オオムカ

デ科）の再検討（英文） 

 主査：江口克之 副査：林文男・髙橋文 

 
 
２０２１年度３月修了 
鈴木 薫 シカ摂食圧下の森林動態の理論研究 

 主査：鈴木準一郎 副査：岡本龍史・春田伸 

赤坂 大輔 イネ品種間差を利用した単離卵細胞の受精非依存的な分裂に関与する遺伝子群同定の試

み 

 主査：岡本龍史 副査：鈴木準一郎・鐘ヶ江健 

吉野 雄一郎 日本に生息するモリチャバネゴキブリ（Blattella nipponica）の系統地理学 

 主査：江口克之 副査：村上哲明・髙橋文 

王 舒誠 ショウジョウバエ求愛学習の自動解析法の確立 

主査：坂井貴臣 副査：福田公子・岡田泰和 

王 清楊 ニワトリ胚前腸伸長に寄与する前腸腹側細胞の収斂伸長 

 主査：福田公子 副査：岡本龍史・髙鳥直士 

片岡 利文 日本産ヤマハハコ属（キク科）の分類学的再検討 

 主査：村上哲明 副査：江口克之・野澤昌文 

金室 早貴 異なる時季に散布されたスズメノカタビラ（Poa annua L.）種子の重量と発芽特性の解析 

 主査：鈴木準一郎 副査：岡本龍史・林文男 

金 普文 資源分配と成長動態の観点を適用した植物の共有地の悲劇ゲーム（英文） 

 主査：鈴木準一郎 副査：林文男・野澤昌文 

酒井 俊介 mRNA 分解誘導因子 ZFP36L1 のセリンクラスターを介した安定性と局在制御 

 主査：川原裕之 副査：加藤潤一・福田公子 

佐藤 岳仁 ショウジョウバエにおける光依存的な長期記憶維持の分子機構の解明 

 主査：坂井貴臣 副査：得平茂樹・野澤昌文 

澤本 陸 キメラリプレッサーを用いたイネ卵細胞の分裂・発生を誘導する新規転写因子の特定およ

びその標的遺伝子群の探索 

 主査：岡本龍史 副査：鐘ヶ江健・髙鳥直士 

関戸 翔平 感染症予防に向けた超低速細胞内移行性キャリアの開発 

 主査：伊藤嘉浩 副査：川原裕之・加藤潤一・福田公子 

髙岸 未聖 メタボロミクスと数理的アプローチによる受精卵の代謝プログラムの解析  

 主査：坂井貴臣 副査：川原裕之・野澤昌文 

鳥羽 真衣 ドングリの甘味・渋味がアカネズミのドングリ嗜好性に及ぼす影響 
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 主査：林文男  副査：岡田泰和・鈴木準一郎 

西上 文彬 mTOR シグナル伝達経路の BAG6 による調節機構 

 主査：川原裕之 副査：福田公子・安藤香奈絵 

野村 千絵 GDP 型 Rab32 のユビキチン化を司る因子の同定とその意義の解明 

 主査：川原裕之 副査：岡本龍史・鐘ヶ江健 

保屋野 翔太 急性 Tリンパ芽球性白血病細胞を特異的に死滅させる低分子化合物の創出と作用機序 

 主査：原孝彦  副査：川原裕之・福田公子 

増尾 心之介 イネ受精卵発生を誘導する OsASGR-BBML1 の標的遺伝子群の同定 

 主査：岡本龍史 副査：鐘ヶ江健・得平茂樹 

松井 美緒 表皮でのビタミン C によるエピジェネティクス制御 

 主査：石神昭人 副査：川原裕之・福田公子・安藤香奈絵・相垣敏郎 

松下 伸 GDI1 を介した細胞内タンパク質恒常性の維持機構 (英文) 

 主査：川原裕之 副査：安藤香奈絵・得平茂樹 

吉田 章一郎 絶滅危惧植物シムライノデの遺伝的多様性の解析 

 主査：村上哲明 副査：江口克之・野澤昌文 

米岡 克啓 シダ植物の見逃されていた多様性：イトシシランは日本に独立配偶体として生き残ってき

た（英文） 

 主査：村上哲明 副査：江口克之・野澤昌文 

脇田 慧 核内不良タンパク質を検出するための新プローブの開発と応用 

 主査：川原裕之 副査：得平茂樹・髙鳥直士 

 

 

博士（理学） 
２０２１年度課程博士（９月修了） 
岡 未来子 脳の老化と加齢性神経変性疾患におけるグルコース代謝の役割（英文） 

 主査：安藤香奈絵 副査：川原裕之・坂井貴臣・相垣敏郎 

ユリアンティ ウィタ   小笠原諸島および日本の他の諸島におけるシマグワの集団遺伝学的研究（英文） 

 主査：村上哲明 副査：江口克之・Adam Cronin 

リャオ ハォチャン   台湾および琉球列島に生息するムカシアリガタバチ亜科（膜翅目: アリガタバチ

科）の分類学的再検討（英文） 

 主査：江口克之 副査：村上哲明・林文男 

チン ウキン 温泉から分離した Thermanaeromonas 属と Caldicellulosiruptor 属の新規好熱・嫌気性細菌

に関する生理学的・系統学的研究（英文） 

 主査：春田伸  副査：得平茂樹・飯野隆夫 

グエン ダック ダイ   ベトナム北部山岳地域におけるアリ類（膜翅目：アリ科）の３つのグループに

おける遺伝的多様性と種多様性 

 主査：江口克之 副査：村上哲明・髙橋文 

 

 

２０２１年度課程博士（３月修了） 
プトリ ディヨナ  侵略のための形質：侵略的外来種アシジロヒラフシアリTechnomyrmex brunneus Forel, 1895 
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における成功要因の解明（英文） 

 主査：Adam Cronin 副査：岡田泰和・江口克之 

鈴木 悠希  ショウジョウバエの長期記憶の固定化と維持にかかわる時計ニューロンの神経遺伝学的

解析 （英文） 

 主査：坂井貴臣 副査：黒川信・安藤香奈絵 

土志田 裕太 RNA結合タンパク質 ZFP36 ファミリーの核内蓄積を制御する機構とその意義に関する研

究（英文） 

 主査：川原裕之 副査：川原裕之・坂井貴臣・相垣敏郎 

加藤 雪 シングルセル遺伝子発現解析を用いた老化細胞に関する研究（英文） 

 主査：石神昭人 副査：岡本龍史・福田公子 

秋山 礼良 キイロショウジョウバエにおける体色関連遺伝子 ebony の転写制御と多面発現に関する

遺伝学的研究 （英文） 

 主査：髙橋文  副査：田村浩一郎・坂井貴臣 

 
 
２０２１年度論文博士（９月修了） 
ラッタナワオン カシディット  イネ受精卵発生過程におけるグルタチオン代謝およびグルタチ

オンペルオキシダーゼ活性を介した ROS 動態の調節機能（英文） 

 主査：岡本龍史 副査：川原裕之・髙鳥直士 
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2021 年度 生命科学教室セミナー 
 

第 1回(2021/04/22) 

 多様性情報集積で得られた日本のシダ植物相に関する新知見 

  海老原 淳 / Atsushi Ebihara（国立科学博物館 植物研究部） 

第 2回(2021/05/07) 

 開環テトラピロールを巡る研究 ～基礎から応用まで～ 

  成川礼 / Rei Narikawa（都立大 植物環境応答研究室 准教授） 

第 3回(2021/06/04) 

 枯れた植物の隙間に潜む甲虫の自然史 

  吉田貴大（都立大理学部 動物系統学） 

第 4回(2021/06/18) 

 Traction force generation by a migration tissue in vivo 

  Naoya Yamaguchi （Skirball Institute of Biomolecular Medicine, New York University School of Medicine, 

Holger Knaut lab） 

第 5回(2021/07/02) 

 Behavioral and Electrochemical Techniques in Neuroscience 

  Adam Weitemier（都立大 神経生物学 (TMU, Neurobiology)） 

第 6回(2021/07/21) 

 Drosophila guttifera as a model to study color pattern formation by morphogen 

  福冨 雄一 Yuichi Fukutomi（進化遺伝学 (Evol Genet, TMU)） 

第 7回(2021/07/30) 

 RuBisCO 研究とその応用 

  蘆田弘樹 Hiroki Ashida（神戸大学・人間発達環境学研究科 准教授） 

第 8回(2021/09/10) 

 実験生物学と数理生物学の融合による神経前駆細胞の挙動の理解 

  八杉 徹雄（金沢大学、新学術創成研究機構、数理神経科学ユニット） 

第 9回(2021/11/12) 

 RNA修飾による生命機能制御 

  魏范研（東北大学加齢医学研究所モドミクス医学分野） 

第 10回(2021/12/10) 

 「機械学習を用いた画像解析」ノスヽメ -うまいぞ、はやいぞ、やすいぞ！ 

  長岐清孝（岡山大学資源植物科学研究所・准教授）第 1回 2020 年 5月 29日（金）  
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都立大バイオカンファレンス 2021 
 

バイオカンファレンスは平成 17 年度に採択された文部科学省の補助事業「魅力ある大学院教育イニシア

ティブ」の活動の一環として、首都大学東京（当時）の生命系分野、東京都の研究機関、海外との人的交流

促進を目的として開始された。平成 22 年度からは時勢に応じてその内容を変更しつつ、専攻長の企画のも

と生命科学専攻の各委員が連携して自主的に開催している。コロナ禍により、研究交流の機会が極端に減少

している本年は、大学院生を主体とした研究活動を活性化するため、11 月 19 日（金）、東京都立大学南大

沢キャンパスにおいて、感染症対策をとりながら対面でのミニ講演会とポスター発表が開催された。 

 ミニ講演会は「大学院進学とキャリアパス」と題して、松山龍太氏（東京都檜原都民の森管理事務所職員） 

による「大学院時代から自然解説員になるまで」、内海貴夫氏（株式会社 Rhelixa、取締役 COO）による「今

考える大学院で役に立ったこと」の二つの講演があり、その後は演者とパネリストの片岡利文氏（植物系統

分類学研究室 M2 / 東京都職員）を加えて総合討論が行われた。これらの講演に加え，大学院生や研究員ら

によるポスター発表（72件）が行われた。 
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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 

安藤香奈絵 日本神経化学会 評議員 

安藤香奈絵 日本生化学会 評議員 

福田公子 東京都立国分寺高等学校 理数教育重点校評価委員会 評価委員 

福田公子 東京都立晴海総合高等学校 理数教育重点校評価委員会 評価委員 

福田公子 東京都立科学技術高等学校 SSH推進委員会 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 

加藤潤一 日本ゲノム微生物学会 評議員 

得平茂樹 日本光合成学会幹事 

得平茂樹 日本植物学会第 85回大会実行委員 

木下温子 日本植物学会第 85回大会実行委員 

木下温子 日本植物学会ダイバーシティ推進委員 

木下温子 日本植物学会選挙管理委員 

川原裕之 国際学術誌 The Journal of Biochemistry, Editorial Board 

田村浩一郎 日本進化学会 国内渉外理事 

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 評議員 

髙橋 文 日本遺伝学会 男女共同参画推進特別委員 

髙橋 文 Molecular Biology and Evolution, Associate Editor 

髙橋 文  Genes and Genetic Systems, Associate Editor 

髙橋 文 iDarwin, Associate Editor 

野澤昌文 日本進化学会 ウェブ担当 

野澤昌文 日本進化学会第 23回東京大会 高校生ポスター発表審査員 

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 

野澤昌文 Frontiers in Genetics, Associate Editor 

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 

成川 礼 日本植物学会 ダイバーシティ委員 

成川 礼 日本光合成学会 常任幹事 

成川 礼 Phycological Research, Associate Editor 

成川 礼 Scientific Reporst, Associate Editor 

成川 礼 Frontiers in Plant Sciences, Associate Editor 

春田 伸 日本微生物生態学会 評議員 
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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委員 

鈴木準一郎 Clonal Plant Workshop, Scientific committee  

鈴木準一郎 国際学術誌「Population Ecology」Associate Editor 

鈴木準一郎 国際学術誌「Ecological Reseqarch」Deputy Editor-in-Chief（2021 年 12月まで） 

鈴木準一郎 国際学術誌「Ecological Reseqarch」Editor-in-Chief（2022 年 1月から） 

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 日本進化学会第 23回東京大会委員 

岡田泰和 日本生態学会 英語口頭発表審査員 

江口克之 日本分類学会連合国立自然史博物館新設ワーキンググループ 委員 

江口克之 日本昆虫学会 編集理事（和文誌担当） 

江口克之 日本昆虫学会誌「昆蟲(ニューシリーズ)」 編集委員長 

江口克之 日本土壌動物学会誌「Edaphologia」 ABSアドバイザー 

江口克之 ナショナルバイオリソースプロジェクト第 4期分担事業「牧野標本館 ABS 学術支援チーム」分担

者 

江口克之 国際学術誌「Myrmecological News」Editorial Advisory Board 委員 

江口克之 ベトナム科学技術アカデミー発行「Academia Journal of Biology」誌 編集委員会委員 

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 

吉田貴大 日本昆虫学会 大会実行委員会 委員 

吉田貴大 日本昆虫学会 編集委員会 和文誌昆蟲（ニューシリーズ） 副編集長 

吉田貴大 愛媛県レッドリスト改訂分科会 分科会員 

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 日本植物分類学会 会長・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（2021 年度ナショナルバイオリソースプロジェクト）委員 
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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 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 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 

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 南島モニタリング調査・植生回復調査検討会委員 

加藤英寿 東京都 神代植物公園植物多様性センターアドバイザリー会議委員 
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研究集会の開催など 
安藤香奈絵 Symposium organizer, the 64th Annual Meeting of the Japanese Society for Neurochemistry, ‘Brain 

metabolism in health and disease:脳機能や老化・疾患を制御する多様な代謝システム’ Sep 2021, 

Online 

安藤香奈絵 Symposium organizer, ‘Multilingual approach to learning Biology’, Mar 2022, Tokyo Metropolitan 

University, Minamiosawa campus 

得平茂樹 研究集会「ラン藻ゲノム交流会」世話人代表、東京都立大学南大沢キャンパス、2021 年 10月

30日 

Shigeki EHIRA Organizer of "The 8th German-Japanese Binational Seminar", Potsdam (hybrid), Germany, March 

3-5, 2022 

田村浩一郎 The 2nd AsiaEvo Conference, Chief-Organizer, August 16-19, 2021, Tokyo Metropolitan University 

(online). 

田村浩一郎 日本進化学会第 23回大会、大会委員長、2021 年 8月 18-21日、東京都立大学（オンライン） 

高橋文  The 4th Drosophila genitalia meeting, organizer, May 3-12, 2021, online. 

野澤昌文 日本進化学会第 23回東京大会、大会委員、2021 年 8月 18-21日 

野澤昌文 日本進化学会第 23回東京大会、シンポジウム「動物の性決定システムの進化」企画者、2021 年 8

月 20日 

野澤昌文 日本進化学会第 23回東京大会、進化学夏の学校「形態と機能の進化：計算機によるアプローチ」

企画者、2021 年 8月 21日 

野澤昌文 The 2nd AsiaEvo Conference、シンポジウム「Evolutionary genetics and genomics of sex determination 

and sex chromosomes」企画者、2021 年 8月 17日 

成川 礼 第 11回日本光合成学会年会およびシンポジウム、年会準備委員、2021 年 5月 28-29日 

成川 礼 日本植物学会第 85回大会、実行委員（オンライン担当）、2021 年 9月 16-20日 

吉田貴大 日本昆虫学会第 81回大会 大会実行委員、法政大学（オンライン） 2021 年 9月 4–6日 

吉田貴大 日本甲虫学会第 11回大会 共催団体（昆虫分類学若手懇談会）事務局長 北海道大学（オンライ

ン） 2021 年 12月 4–5日 

吉田貴大 第三回オンライン基礎昆虫学会議 運営補佐 オンライン 2021 年 2月 27日 

村上哲明 日本植物学会第 85回オンライン八王子大会、大会会長、2021 年 9月 16日、19-21日  
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