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研究グループと所属教員（2011年 4月現在） 

 

生物分子機能学講座 

  代謝調節機能学研究室  教授  平澤 栄次 

    特任助教  堀江 明香 

  生体低分子機能学研究室  教授  田中 俊雄 

    准教授  藤田 憲一 

  生体高分子機能学研究室    教授    寺北 明久 

      准教授  伊藤 和央 

      准教授   小柳 光正 

      特任助教   濱口 祐 

 

生体機能生物学講座 

  動物機能生物学研究室    准教授    小宮  透 

      講師    水野 寿朗 

  植物機能生物学研究室     教授  保尊 隆享 

      准教授    若林 和幸 

      准教授    曽我 康一 

  細胞機能学研究室    教授    宮田 真人 

      教授    中村 太郎 

 

自然誌機能生物学講座 

  動物機能生態学研究室    教授    幸田 正典 

      准教授    高木 昌興 

      特任講師   武山 智博 

  植物機能生態学研究室    教授    伊東  明 

      准教授  名波  哲 

  情報生物学研究室    教授    志賀 向子 

      准教授    後藤 慎介 

  植物進化適応学研究室    教授    飯野 盛利 

      講師    植松千代美 

 

教員の異動 

  2010年 9月  退職  特任講師  宇高 寛子 

  2010年 10月  新採  特任助教  樽井 直子 

  2010年 10月  昇任  准教授    小柳 光正 

  2010年 10月  昇任  准教授    曽我 康一 

  2010年 10月  昇任  准教授    名波  哲 

  2010年 10月  昇任  准教授    後藤 慎介 

  2011年 4月  新採  特任助教   堀江 明香 
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博士論文                                       

 

中村道子（論文博士） 

Molecular mechanism of sporulation in fission yeast 

 

板谷有希子（論文博士） 

Roles of Schizosaccharomyces pombe calmodulin in meiosis and sporulation 

 

Omar Myint (課程博士） 

The influence of timing of mate availability on male filial cannibalism and female 

counterstrategies in a nest brooding fish 

 

松本清二（論文博士） 

Breeding ecology and geographical distribution of the swamp eel Monopterus albus 

 

廣岡青央（論文博士） 

Improvement of sake yeast on production of a flavor compound 

 
 
修士論文                                       

 

  修士論文発表会 2011年 2月 7日 全 27題 

 

 

卒業論文                                       

 

  卒業研究発表会 2011年 3月 1日 全 36題 

 

 

卒業後の進路                                    

 

理学部生物学科 

進路  人数  進路先 

就職  6  トステムビバ株式会社、日本プロセス株式会社、陸上自衛隊、

和泉市職員、大阪市教員、賢明学院中学高等学校 

進学  30  本学大学院(27)、京都大学大学院(1)、総合研究大学院大学(1)、

東京農工大学大学院(1) 

その他  1   

計  37   

 

大学院理学研究科生物地球系専攻  (生物学分野) 前期博士課程 

進路  人数  進路先 

就職  18  日清製粉株式会社、株式会社ミツカングループ本社、六甲バタ

ー株式会社、大塚製薬株式会社、東和薬品株式会社、株式会社

ナリス化粧品、桐灰化学株式会社、旭硝子株式会社、シークス

株式会社、東洋ハイテック株式会社、千代田空調株式会社、株
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式会社ハーマン、株式会社三菱東京 UFJ 銀行、株式会社りそな

銀行、農林水産消費安全技術センター、大阪府高等学校教員、

和歌山県高等学校理科実習助手、国立米子工業高等専門学校 

進学  4  本学大学院（4） 

その他  2   

計  24   

 

 

 

 

注：e‐mailアドレスの@の後には「sci.osaka‐cu.ac.jp」を加えてください。 
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代謝調節機能学研究室 
 

 TEL  06‐6605‐2572（平澤）   

   06‐6605‐3168（樽井） 

 FAX  06‐6605‐2522（事務室） 

 E‐mail  平澤 hirasawa@ 

   樽井  taruin@ 

    

【研究グループの概要】 

 本研究室は現在，教員２名で研究室を構成している。平澤は植物の代謝，特に窒素代

謝の調節に関する研究を行なっている。またその応用展開として植物用有機栄養液の開

発や、切花の鮮度保持に係わる研究も行っている。宇高はナメクジの生理生態研究を行

なってきたが、2009年 10月に転出したため、同年 11月より樽井が配属されて植物用

有機栄養液、特に野菜中の硝酸態窒素を低減するための栄養液の研究を行なっている。 

 

【所属教員と各自のテーマ】 

教授 平澤栄次  

高等植物の窒素代謝、特にアルギニン・メチオニンから生成されるポリアミンの生合

成経路と分解経路の解明とそれに関わる酵素の諸性質を調べてきたが、現在はポリアミ

ンからさらにモノアミンの分解経路の研究を行っている。なお応用面では、低照度下で

の植栽保持、野菜中の硝酸低減、切花の鮮度保持に関わる有機栄養液の開発を行なって

いる。一方、理科教育への関わりから、体温測定による体内時計の調節技術や放射線を

理解するためのプレゼンテーションに関わる研究も行なっている 

●担当授業・実習 

植物生化学、現代の理学 A、実験で知る自然環境と人間、生物学実験 B、専門生物

学実験 B、代謝調節機能学特論 I・II 

●その他の研究費 

教育研究奨励寄付金 1件 

●社会貢献 

大阪公立大学共同出版会 理事 

農芸化学会関西支部 評議員 

バイオ産業研究会 幹事 

 

特任助教 樽井直子 

野菜中の硝酸態窒素を低減するための栄養液の研究 

●担当授業・実習 

遺伝生化学、実験で知る自然環境と人間、生物学実験 B、専門生物学実験 B 

 

 

【所属研究員・大学院生・学生】 

後期博士課程 2名 

前期博士課程 3名 

学部学生 4名 
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【業績】 

Zhang L., Livingstone J.R., Tarui Y., and Hirasawa E. 2009. Effects of citric acid, sucrose, 

and proton concentration in suppressing defoliation in hibiscus plants grown 

under low‐illumination conditions. HortTechnology 19: 305‐308.   

Borjihan, H., Ogita, A., Fujita, K., Hirasawa, E., and Tanaka, T. 2009. The 

vacuole‐targeting fungicidal activity of amphotericin B against the pathogenic 

fungus Candida albicans and its enhancement by allicin. Journal of Antibiotics 62: 

691‐697 

Goto S.G. Udaka H. Ueda C. and Katagiri C. 2010. Fatty acids of membrane 

phospholipids in Drosophila melanogaster lines showing rapid and slow recovery 

from chill coma. Biological and Biophysical Research Communications 391: 

1251‐1254. 

Numata H. and Udaka H. 2010. Photoperiodism in Mollusks. In: Nelson, R.J. Denlinger, 

D.L. and Somers, D.E. (eds) Photoperiodism: The Biological Calendar, pp 173‐192. 

Oxford University Press, New York. 

平澤栄次（2011） 体内時計を調節する技術 フォレスト出版 
 

 

【学会発表】 

[第 53回日本応用動物昆虫学会（札幌）2009年 3月] 

  一般講演 1件 

[3rd International Symposium on the Environmental Physiology of Ectotherms and 

Plants （つくば）2009年 8月] 

  一般講演 1件 

[日本昆虫学会第 69回大会（三重）2009年 10月] 

  招待講演 1件 

[第 34回比較内分泌学会大会（大阪）2009年 10月] 

  一般講演 1件 

[日本動物学会北海道支部講演会（札幌）2010年 2月] 

  招待講演 1件 

[平成 22年日本農芸化学会（東京）2010年 3月] 

  一般講演 1件 

[平成 22年中国植物科学会（天津）2010年 8月] 

  一般講演 1件 
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生体低分子機能学研究室 
 

 TEL 06-6605-3163（田中） 
  06-6605-2580（藤田） 
 FAX 06-6605-3164 
 E-mail 田中 tanakato@ 
  藤田 kfujita@ 
  

 
【研究グループの概要】 
 本研究室では菌核菌の一株が生産する生理活性物質スクレリンの多面的な研究以来，

主に微生物の生理活性二次代謝産物の検索研究やそれらの作用機構研究をおこなって

きた。現在，生理活性物質の検索対象を天然物以外に天然物の化学修飾によって得られ

る物質にも拡大し，それらの作用をとおして種々の生命現象を分子レベルで解明するこ

とを目標としている。近年，酵母や糸状菌など真菌による感染症が増加しており，抗真

菌性抗生物質の種類が少ないだけに，医療の上で深刻な問題となっている。また，真菌

に特有な生命現象の解明も遅れている。従って，抗真菌性抗生物質の検索や作用機構の

研究は基礎分野，応用分野を問わず重要な意味を有しており，本研究室における中心課

題になっている。さらに, シグナル伝達，細胞間認識，分化，形態形成といった高次の

生命現象が様々な手法で研究されている。本研究室では，上記の諸現象を微生物のみな

らず高等生物をも含めた種々の細胞を用いて，分子レベルで調節，制御しうるような生

理活性物質の開発を目差している。これまでに，イソプレノイド誘導体およびフェニル

アラニン類縁体などにユニークな活性を見いだした。 
 
【所属教員と各自のテーマ】 
教授 田中俊雄  
 細胞質膜近傍で機能するシグナル伝達、細胞分化およびそれらと関連する脂質代謝の

機構に対して制御活性を発揮する天然物の検索及びその誘導体の合成を行っている。合

わせて, 既存抗菌剤の潜在活性をひきだす介助分子の探索研究を行っている。2010 年度

には、ポリミキシン B の真菌液胞膜断片化作用に対するニフィマイシン側鎖アナログ

の促進効果を C. albicans を用いて検証した。 
●担当授業・実習 

生物化学 II、生物学への招待、実験で知る自然環境と人間 
●科学研究費補助金  

代表 液胞をターゲットとして真菌を自殺へと導く抗真菌化学療法の開拓（基盤研

究 (C) H20-22 年度）  
●その他の研究費 
●社会貢献 
    日本生物工学会関西支部長 
  発酵学懇話会 主催 
    平成 22 年度バイオサイエンスセミナー「バイオって何やろ 2010」主催 
  バイオ産業研究会幹事 
 SSH 実験（住吉高校） 
 
准教授 藤田憲一  
 将来、医薬への応用が期待される有用な生理活性物質の候補を天然資源および化学合

成などにより広く探索し、その生理活性発現メカニズムについても解析を行っている。
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ガンが再発したときにおきるガン細胞が獲得する多剤耐性能により、抗ガン剤による化

学療法はその継続が困難となる場合が多い。加えて、抗生物質の乱用による多剤耐性菌

の頻出も問題となっている。ガン細胞や真菌の薬剤耐性機構のうち両者に共通する薬剤

排出機構に着目し、それを打ち破る薬剤を探索している。 
γポリグルタミン酸(PGA)の生合成機構についても遺伝子レベルでの解析を行って

いる。 
2010 年度には、植物由来のフェニルプロパノイドであるアネトールが抗真菌薬フル

コナゾールと組み合わせた時に C. albicans に対して相乗効果を発揮するとわかった。加

えて、PGA におけるグルタミン酸の DL 比が PGA の免疫調整活性に影響を与えること

を明らかにした。 
●担当授業・実習 

生物学概論Ｂ、生体分子機能学、実験で知る自然環境と人間、生物学実験Ｂ，専門

生物学実験 
●科学研究費 

代表 ミトコンドリア障害作用物質が示す薬効増強効果発現メカニズム（基盤研究

（Ｃ）H20-22 年度） 
分担 インドネシア産生物由来天然物からの創薬シーズ探索研究（二国間事業

H21-23 年度） 
●社会貢献 
    日本生物工学会関西支部庶務 

醗酵学懇話会 主催 
平成 22 年度バイオサイエンスセミナー「バイオって何やろ 2010」主催 

  SSH 実験（住吉高校） 
 
【所属研究員・大学院生・学生】 
 後期博士課程 3 名 
 前期博士課程 8 名 
 学部 4 回生   3 名 

客員教授    1 名 
 
【業績】 
Yutani, M. Bordihan, B., Ogita, A., Fujita, K. and Tanaka T. 2011. Enhancement effect of 

N-methyl-N-dodecylguanidine on the vacuole-targeting fungicidal activity of 
amphotericin B against the pathogenic fungus Candida albicans. J. Antibiot. in press. 

Yutani, M., Taniguchi, H., Borjihan, H., Ogita, A., Fujita, K. and Tanaka, T. 2011. Alliinase from 
Ensifer adhaerence and its use fro generation of fungicidal activity. AMB Express 1, No. 2. 

Yutani, M., Ogita, Y, Fujita, K., Usuki, Y. and Tanaka, T. 2011, Evaluation of uridine 
5’-eicosylphosphate as a stimulant of cyclic AMP dependent cellular function. Gen. Physiol. 
Biophys. 30, 106-109. 

Hirooka, K., Ogita, A., Fujita, K., Yamamoto, Y. and Tanaka, T. 2011. Isolation of a 
copper-resistant sake yeast mutant with improved flavor compound production. Inst. Brew. 
Distil. 116, 261-264. 

Ogita, A., Yutani, M., Fujita, K. and Tanaka, T. 2010. Dependence on vacuole disruption and 
independence of potassium ion efflux in fungicidal activity induced by combination of 
amphotericin B and allicin against Saccharomyces cerevisiae. J. Antibiot. 63, 989-692 

Borjihan, B., Ogita, A., Fujita, K., Doe, M., and Tanaka, T. 2010. The cyclic organosulfur 
compound zwiebelane A from onion (Allium cepa) functions as an enhancer of polymyxin 
B in fungal vacuole disruption. Planta Med. 76:1-3. 
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Ogita, A, Fujita, K., Usuki, Y., and Tanaka, T. 2010. Targeted yeast vacuole disruption by 
polyene antibiotics with a macrocyclic lactone ring. Int. J. Antimicrob. Agents 35: 85-92 

Borjihan, H., Ogita, A., Fujita, K., Hirasawa, E., and Tanaka, T. 2009. The Vacuole-targeting 
fungicidal activity of amphotericin B against the pathogenic fungus Candida albicans and 
its enhancement by allicin. J. Antibiot. 62: 691-697 

Ogita, A., Fujita, K., and Tanaka, T. 2009. Salinomycin and citric acid in combination 
demonstrate bactericidal activity against Gram-negative bacteria. Annal. Microbiol. 53: 
611-614. 

Tanaka, T, Ogita A, Usuki, Y, and Fujita, K. 2009. Selective inhibition of embryonic 
development in starfish by long-chain alkyl derivatives of UMP, TMP and AMP. Natural 
Product Research 23: 1572-1578. 

廣岡青央、山本佳宏、筒井延男、田中俊雄. 2009. イソプレノイドアナログ耐性清酒酵

母における酢酸イソアミルの高生産とアルコールアセチルトランスフェラーゼ活

性の相関. 醸造論文集 64巻, 24-29. 
Ogita, M., Ogita, A., Usuki, Y., Fujita, K. and Tanaka, T. 2009. Antimycin A-induced cell death 

depends on AIF translocation through NO production and PARP activation and is not 
involved in ROS generation, cytochrome c release and caspase-3 activation in HL-60 cells. 
J. Antibiot. 62: 145-152. 

Ogita, A., Konishi, Y., Borjihan, B., Fujita K. and Tanaka, T. 2009. Synergistic fungicidal 
activities of polymyxin B and ionophores, and their dependence on direct disruptive action 
of polymyxin B on fungal vacuole. J. Antibiot. 62: 81-87.  

Ogita, A., Fujita, K. and Tanaka, T. 2009. Enhancement of the fungicidal activity of 
amphotericin B by allicin: effects on intracellular ergosterol trafficking. Planta Med. 75: 
222-226.  

 
【学会発表】 
[日本農芸化学大会（京都）2011 年 3 月] 
    一般講演 5 件 
[The 15th Osaka City University International Conference on Spin Chemistry and 
Dynamic Molecular Science & Research Meeting of Dynamic Molecular Devices（大阪） 
2011 年 1 月] 
 一般講演 3 件 
[日本生物工学大会（宮崎）2010 年 10 月] 
  一般講演 3 件 
[日本農芸化学大会（東京）2010 年 3 月] 
 一般講演 5 件 
[日本生物工学大会（名古屋）2009 年 9 月] 
  一般講演 2 件 
[日本農芸化学会大会（博多）2009 年 3 月] 
 一般講演 5 件 
 

 
 
 



 - 10 - 

生体高分子機能学 I 研究室 
 

TEL 06-6605-2579 (伊藤) 

    06-6605-2585（濵口）                    

FAX 06-6605-2522 

E-mail 伊藤 ito@  

                                     濵口 tasuku@ 

 

【研究室の概要】 

創立当初（1949 年）より酵素学の草分けとして微生物に起源を求め、種々の酵素の

生産菌を探索し、酵素の産生や酵素の分泌機構の解明を行い、酵素の取得法の開発を手

がけ、初期には多くの酵素を結晶化し、その性質を明らかにするとともに実用化をはか

って有用酵素（初代の福本教授による澱粉からの酵素によるブドウ糖生産は世界的に採

用されている）を世に送り出してきた。そして、このような業績によって日本学士院賞

を受賞した。  

 現在当研究室では澱粉をはじめとし、糖質関連の分解酵素や転移酵素、糖蛋白の糖鎖

分解酵素、あるいは核酸分解酵素や蛋白分解酵素の性質（作用特異性やサブユニットの

構成、蛋白の一次構造など）を明らかにするとともに生体内での酵素の働きがいかなる

ものかそれら酵素の構造と機能の関係を明らかにすることをテーマとしている。 これ

らの研究テーマに対して、生化学観点から、分子生物学的および免疫化学手法を取り入

れて取り組んでいる。 

また、当研究室初代（福本寿一郎）教授はアミラーゼ研究会を主催し、シンポジウム

を全国的規模で毎年開催し、この分野の学術研究の推進と酵素の実用化に寄与してきた。

その後、後任の山本武彦教授、南浦能至教授に引き継がれ、さらに現研究室スタッフに

よりアミラーゼにとどまることなく広く糖質関連酵素化学シンポジウムとして継承し

ている。 このような研究の蓄積から、複合糖鎖関連酵素へと展開し、糖鎖生物学、糖

鎖工学への分野へとその研究領域の展開がなされている。また、関西グライコサイエン

スフォーラムの世話人会のメンバーとして、糖質・糖鎖関連研究分野の理、工、農、医、

薬ならびに産、官、学にまたがる研究交流会を開催し、本研究分野の基礎から応用にわ

たる発展に寄与している。一方、日本学術振興会の東南アジア学術交流事業へ参画し、

20 年以上にわたり、タイおよびフィリピンの大学の研究者を受け入れ相互学術交流を

行うとともに、韓国、中国、インドネシアからの留学生を受け入れ、研究教育を行って

きた。 

 

【所属教員と各自のテーマ】 

准教授 伊藤和央  

酵素化学はバイオサイエンスあるいはバイオテクノロジー分野の主軸をなす一研究

分野で我々のグループは、これまで微生物酵素を中心に研究を行ってきたが、近年では、

新しい酵素の発見と開発を念頭に置き、微生物のみならず動物や植物の生産する種々の

酵素を分離精製して、その酵素化学的・蛋白化学的性質を生化学的、分子生物学的手法

を用いて詳細に調べ、酵素蛋白の構造と触媒機能の解明と新規酵素の利用開発に関する

研究を行っている。また、これら酵素の生理的な機能の解明を目指している。特に、酵

素の機能と構造および活性調節の観点から以下のような研究に取組んできた。 

1．糖鎖遊離酵素の構造・特異性相関と同酵素による糖鎖異化機構  

2. 糖タンパク質糖鎖および糖質関連酵素の生理的機能とその応用研究  
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3．加水分解酵素および糖転移酵素によるオリゴ糖、新規物質の合成、グリコシレーシ

ョンによる高分子物質の改変と生成物の機能の利用  

4. タンパク質限定分解系 

2010 年度は、担子菌 Flamurina velutipes の産生するエンド−−N−アセチルグルコサ

ミニダーゼ FV(エンド FV)遺伝子の麹菌における発現酵素を用いて、F. velutipes に

おいてエンド FV をプロセッシングする酵素を精製するとともにその性質を検討し、プ

ロテアーゼとしての性質を明らかにした。また、エンド FV 遺伝子の酵母における発現

系を構築し、組換えエンド FV の発現とその精製酵素を得た。さらに、担子菌 F. 
velutipesの産生する新規ペプチドN-グリカナーゼF-Iの遺伝子の発現系の構築を行っ

た。一方、担子菌 Agaricus bisporus の産生するエンド AB の特異性を明らかにすると

ともに、その遺伝子のクローニングを行った。さらに、担子菌 Lentinus edodes の産生

する酵素エンド LE の精製条件を検討するとともにその特異性を明らかにした。一方、

膜結合型エンド−−N−アセチルグルコサミニダーゼ (エンド HS)遺伝子ホモロログの大

腸菌での発現酵素の大量発現とその精製法を検討した。また、同ホモログ遺伝子に変異

を導入し、変異導入酵素遺伝子の発現系を構築した。また、スクリーニングによって得

られた糖タンパク質糖鎖遊離酵素生産菌の同定をおこない、同菌の産生する糖鎖遊離酵

素の培養条件および同菌体からの酵素の可溶化条件を検討するとともにその性質を明

らかにした。また、エンド HS 遺伝子ホモログを持つ細菌から、同遺伝ホモログの 1つ

をクローニングし、大腸菌での発現系を構築し、発現酵素の性質を検討した。また、同

菌の培養条件を検討するとともに同菌体からの糖鎖遊離酵素の可溶化条件と酵素の特

異性を検討した。さらに、複合多糖分解酵素生産菌の探索を行い、新たに一菌体を分離

することができた。また、耐熱性細菌の産生するシュークラーゼ遺伝子の大腸菌での発

現系を用いて、組換え酵素とその変異導入酵素の発現系を構築し、変異酵素の精製と特

異性を検討し、野生型酵素による転移産物の鎖長の比較を行い、転移生成物の糖鎖長に

かかわるアミノ酸を特定した。 

●担当授業・実習 

生物学概論、生物化学Ｉ、酵素化学、酵素化学特論、生物分子機能学演習、食品酵

素学特論、生物学実験Ａ(SA)、専門生物学実験Ａ、特別研究、前期特別研究 

●科学研究費補助金 

 代表 糖タンパク質糖鎖の酵素的導入による生体認識配糖体創製のための基盤構築 

 （基盤研究 C H21-22 年度） 

●社会貢献 

 第 11 回関西グライコサイエンスフォーラム 代表世話人 

 

特任助教 濵口 祐  

酵素化学的・蛋白化学的性質を生化学的、分子生物学的手法を用いて詳細に調べ、酵

素蛋白の構造と触媒機能の解明と新規酵素の利用開発に関する研究を行っている。特に、

酵素の機能と構造相関の観点から以下のような研究に取組んできた。 

1．糖鎖遊離酵素の構造・特異性相関  

2. 糖タンパク質糖鎖遊離酵素の応用研究  

2010 年度は、担子菌 Flamurina velutipes の産生するエンド−−N−アセチルグルコサ

ミニダーゼ FV(エンド FV)遺伝子の酵母における発現系を構築し、組換えエンド FV の発

現とその精製酵素を得た。さらにその性質を検討した。さらに、担子菌 F. velutipes
の産生するペプチド N-グリカナーゼの遺伝子の発現系の構築を行った。また、エンド

HS 遺伝子ホモログを持つ細菌から、同遺伝ホモログの 1つをクローニングし、大腸菌

での発現系の構築を行った。 

●担当授業・実習 
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生物学概論Ｂ、現代の理学Ａ 実験生物学Ａ 

 

 

【所属研究員・大学院生・学生】 

前期博士課程 6 名 

学部 4回生   4 名 

海外大学後期博士課程学生 1 名 

客員研究員  1 名 

 

 

【業績】 
Nimpiboon, P., Nakapong, P., Pichyangura, R., Ito, K., and Pongsawasdi, P. 2011. Synthesis of 

a novel prebiotic trisaccharide by a type I -glucosidase from B. licheniformis strain 
TH4-2. Process Biochem. 46: 448-457. 

Wongsang, W., Kaulpiboon, J., Ito, K., and Pongsawasdi, P.2010. Synthesis of 
cellobiose-containing oligosaccharides by intermolecular transglucosylation of 
cyclodextrin glycosyltransferase from Paenibacillus sp A11. Process Biochem. 45: 
947-953. 

Hamaguchi, T., Ito, T., Inoue, Y., Limpaseni T., Pongsawasdi, P., and Ito, K. 2010. Purification, 
characterization and molecular cloning of a novel endo--N-acetylglucosaminidase from 
the basidiomycete, Flammulina velutipes. Glycobiology 20: 420-432 

 
【学会発表】 

[2011 年日本農芸化学会大会(京都）)2011 年 3 月] 

 一般講演 1件 

[第 83 回日本生化学会大会（神戸）2010 年 12 月] 

 一般講演 1件 

[The 2nd ACP Joint Seminar( Khon Kaen, Thailand)2010 年 11 月] 

 一般講演 4件 

[2010 年度日本農芸化学会関西支部大会（奈良）2010 年 10 月] 

  一般講演 1件 

[第 18 回糖質関連酵素化学シンポジウム（静岡）2010 年 9 月] 

  シンポジウム 1 件 

[第 57 回日本生化学会近畿支部例会（奈良）2010 年 5 月] 

  一般講演 1 件 

[第 11 回関西グライコサイエンスフォーラム（大阪）2010 年 5 月] 

  一般講演 1件 

 [2010 年日本農芸化学会大会（東京）2010 年 3 月] 

  一般講演 1 件 

[日本応用糖質科学会中国四国・近畿支部合同シンポジウム(岡山)2009 年 11 月] 

 シンポジウム １件 

[第 82 回日本生化学会大会(神戸)平成 2009 年 11 月) ] 

 一般講演 1 件 

[第 56 回日本生化学会近畿支部例会（大阪）2009 年 7 月] 

 一般講演 1 件 
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生体高分子機能学 II 研究室 
 

   TEL  06‐6605‐3144（寺北）   

     06‐6605‐2583（小柳） 

   FAX  06‐6605‐3171（研究室） 

   E‐mail  寺北  terakita@   

     小柳  koyanagi@ 

 

 

【研究グループの概要】 

 2006 年度からスタートした本研究グループは、タンパク質の機能について、タンパ

ク質化学的観点、生物物理学的観点、分子生理学的観点から研究を進めている。多くの

動物は、光受容タンパク質である視物質ロドプシンやその類似タンパク質（以後、ロド

プシン類と略）により光を受容し、それを視覚情報として利用するのみならず、たとえ

ば生体リズムの調節など視覚以外の情報としても利用している。ロドプシン類は、 “光

受容”という細胞機能や生体機能の入口に位置しているので、それぞれのロドプシン類

の分子性状・性質の多様性は、生体や細胞がもつ光受容機能と密接に関連していると考

えられる。言い換えれば、多様なロドプシン類が使い分けられたり、または協調的に用

いられたりすることにより、動物の持つ多様な光受容が成り立っていると言える。動物

の光受容の全体像を理解するためには、光受容タンパク質を出発点に解析をすることが

も有効な方法の１つでると考えている。現在、私たちは、多様なロドプシン類の性状・

特徴とその分子特性をもたらすメカニズムを、生化学的、生物物理学的、分子生理学的

に明らかにすることにより、動物が持つ多様な光受容能を、ロドプシン類の分子進化と

関連づけながら、理解することをめざしている。また、ロドプシン類は典型的な G 蛋

白質共役受容体（GPCR）であるので、私たちのロドプシン類の解析は GPCRの機能発

現メカニズムの解明のためにも重要である。 

 

【所属教員と各自のテーマ】 

教授 寺北明久  

多様なロドプシン類の性状・特徴とその分子特性をもたらすメカニズム等を、生化学

的、生物物理学的、分子生理学的・組織化学的に解析してきた。2010 年には、ロドプ

シン類とロドプシン類と相互作用する情報伝達タンパク質の進化的関係を明らかにし

た。具体的には、脊椎動物の視物質と視覚アレスチンの進化的・機能的関係を明らかに

した。 

●担当授業・実習 

生物学概論 C、タンパク質機能学、生体分子機能学特論 

●科学研究費補助金  

       代表 ロドプシン類の多様性とその協調的機能発現の分子生理学的解析（基盤研究 

            A  H19‐22年度） 

       代表 概日リズムの光センサー・メラノプシンの２つのサブタイプと機能シフト  

  （特定領域研究 H21‐22年度） 

  代表 機能未知のロドプシン類を手掛かりとしたマウス脳内光受容能の解明 

  （挑戦的萌芽研究 H22‐23）  

●社会貢献 

   社団法人日本動物学会動物学研究推進理事 

   社団法人日本動物学会会計理事 
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   社団法人日本動物学会評議委員 

           日本生物物理学会委員 

   日本生物物理学会分野別専門委員 

   日本比較生理生化学会評議委員 

   日本光生物学協会委員 

           市大理科セミナー講師 

 

准教授 小柳光正 

光受容タンパク質の性質の多様性と機能多様性との関連やその進化について研究を

進めてきた。2010 年度は、機能未知のロドプシン類の培養細胞での発現・分光学的解

析・生化学的解析に加え、さまざまなトランスジェニックゼブラフィッシュの作製およ

びそれらを用いた松果体色識別の神経基盤の解明に着手した。 

●担当授業 

   生物化学Ⅱ、生命と進化 

●担当実習 

   専門生物学実験、生物学実験 B 

●科学研究費補助金 

  代表 松果体で行われる色弁別の生理的役割の解明（若手研究 A H22‐H25年度） 

分担 ロドプシン類の多様性とその協調的機能発現の分子生理学的解析（基盤研究           

A   H19‐22年度） 

分担 概日リズムの光センサー・メラノプシンの２つのサブタイプと機能シフト 

（特定領域研究 H21‐22年度）  

●社会貢献 

社団法人日本動物学会近畿支部委員 

日本比較生理生化学会将来計画委員、編集委員 

春の市大授業 講師 

 

 

【所属研究員・大学院生・学生】 

日本学術振興会特別研究員 PD １名 

博士研究員 1名 

後期博士課程 1名 

前期博士課程 3名 

学部４回生 2名 

 

 

【業績】 

Kawano‐Yamashita E., Koyanagi M., Shichida Y., Oishi T., Tamotsu S. and Terakita A. 

2011. Beta‐arrestin functionally regulates the non‐bleaching pigment parapinopsin 

in lamprey pineal. PLoS One 6, e16402. 

Wakakuwa M., Terakita A., Koyanagi M., Stavenga D.G., Shichida Y. and Arikawa K. 

2010. Evolution and mechanism of spectral tuning of blue‐absorbing visual 

pigments in butterflies. PLoS One 5, e15015. 

Tsukamoto H. and Terakita A. 2010. Diversity and functional properties of bistable 

pigments. Photochem Photobiol Sci. 9, 1435‐1443. 
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Nagata T., Koyanagi M. and Terakita A. 2010. Molecular Evolution and Functional 

Diversity of Opsin‐Based Photopigments Photobiological Sciences Online 

http://www.photobiology.info/   

小柳光正、寺北明久 2011視覚の分子基盤の進化・多様性：動物の多様なロドプシンと

シグナル伝達系の比較から何がわかるか 細胞工学  30, 288‐294. 

Terakita A. 2010. Diversity and evolution of animal rhodopsin and phototransduction 

cascade. In: Collignon L. N. and Normand C. B. (eds) Photobiology: Principles, 

Applications and Effects. Nova Science Publishers, Inc. 

Tsukamoto H., Terakita A. and Shichida Y. 2010. A pivot between helices V and VI near 

the retinal binding site is necessary for activation in rhodopsins. The Journal of 

Biological Chemistry 285: 7351‐7357.   

Nagata T., Koyanagi M., Tsukamoto H. and Terakita A. 2010. Identification and 

characterization of a protostome homologue of peropsin from a jumping spider. 

Journal of Comparative Physiology A 196: 51‐59. 

Tsukamoto H., Farrens D. L., Koyanagi M. and Terakita A. 2009. The magnitude of the 

light‐induced conformational change in different rhodopsins correlates with their 

ability to activate G proteins. The Journal of Biological Chemistry 284: 20676‐20683. 

Morizumi T., Kimata N., Terakita A., Imamoto Y., Yamashita T. and Shichida Y. 2009. 

G protein subtype specificity of rhodopsin intermediates metarhodopsin Ib and 

metarhodopsin II. Photochemistry and Photobiology 85: 57‐62. 

 

 

【学会発表】 

[大阪市立大学・大阪バイオサイエンス研究所第１回「研究交流会」（大阪）2011年 3

月] 

招待講演 1件 

[第 11回光生物シンポジウム（隠岐）2010年 10月] 

一般講演 4件 

[日本動物学会第 81回大（東京）2010年 9月] 

一般講演 5件 

招待講演 1件 

シンポジウム企画 1件 

[日本遺伝学会第 82回大会（札幌）2010年 9月] 

招待講演 1件 

[第 48回日本生物物理学会年会（仙台）2010年 9月] 

一般講演 1件 

[第 14回視覚科学ホーラム（つくば）2009年 8月] 

一般講演 1件 

[第 16回日本光生物学協会年会（吹田）2010年 8月] 

一般講演 1件 

[The 14th International Conference on Retinal Proteins（Santa Cruz, California, USA）

2010年 8月] 

一般講演（ポスター）2件 

招待講演 1件[ 
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[日本比較生理生化学会第３２回大会（福岡）2010年 7月] 

一般講演（ポスター）2件 

[分子研研究会 「拡がるロドプシンの仲間から“何がわかるか”“何をもたらすか”（岡

崎）2010 年 3 月] 

招待講演１件 

[International Symposium on Marine Genomics (那覇) 2009年 12月] 

一般講演（ポスター）1件 

[第 47回日本生物物理学会年会（徳島）2009年 11月] 

一般講演（ポスター）１件 

[第 34 回日本比較内分泌学会大会・日本比較生理生化学会第 31 回大会合同大会

（CompBiol2009）（豊中）2009年 10月] 

一般講演（ポスター）5件 

[第 82回日本生化学会大会（神戸）2009年 10月] 

招待講演１件 

[日本動物学会第 80回大（静岡）2009年 9月] 

一般講演 5件 

招待講演１件   

[13th Congress of the European Society for Photobiology（Wroclaw,Porland）2009年 9

月] 

一般講演（ポスター）1件 

招待講演 2件 

[生理学研究所研究会「光を用いた神経活動の操作」（岡崎）2009年 9月] 

招待講演 1件 

[第 11回日本進化学会大会（札幌）2009年 9月] 

一般講演（ポスター）2件 

[第 15回日本光生物学協会年会（岡崎）2009年 8月] 

一般講演 1件 

[FASEB SUMMER RESEARCH CONFERENCE 2009（Snowmass Village, USA）2009

年 6月] 

一般講演（ポスター）2件 

招待講演 1件 
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植物機能生物学研究室 

 
 TEL  06‐6605‐2577（保尊） 

   06‐6605‐3150（若林・曽我） 

 FAX  06‐6605‐2577 

 E‐mail  保尊  hoson@ 

   若林 wakaba@   

   曽我  soga@ 

【研究グループの概要】 

 植物が多彩な生命活動を円滑に行うためには、適切な形と大きさを持つ必要がある。

本研究グループでは、植物の形態形成並びに成長調節機構について解析している。これ

らの過程を も直接的に担っているのは細胞壁である。細胞壁は、細胞膜の外に位置す

るが、多くの酵素が活動する活発な代謝の場であり、その性質をダイナミックに変化さ

せて様々な生命活動を調節している。細胞壁を構成する成分は遺伝情報に基づいて合成

される。しかし、植物の場合、遺伝的プログラムは周囲の環境によって強く修飾される。

これは、進化上、固着生活を選択した植物にとって宿命ともいえる特徴であり、植物は

動物以上に敏感で精密な環境応答機構を備えている。したがって、細胞壁の構造や代謝

も環境によって大きく変化し、それが生命活動に影響を与えることになる。植物は、光

や重力などの様々な環境シグナルを受容するが、受容されたシグナルが変換・伝達され

る過程には植物ホルモンと呼ばれる生理活性物質が関与している。植物ホルモンは、ま

た、発現した遺伝子が機能する際にも情報の伝達を担っている。以上のように、植物の

形態形成や成長調節、そしてその結果としての生命活動の調節機構は、次の一連の過程

にまとめられる。 

環境シグナル → 植物ホルモン → 遺伝子 → 植物ホルモン → 細胞壁 → 

 本研究グループでは、このような情報の流れに沿った植物機能の調節のしくみを、生

理学、生化学、分子生物学、形態学、レオロジーなど、様々な手法を柔軟に組み合わせ

て解析している。現在は、環境シグナルによる調節に特に焦点を当て、植物機能調節の

全体像の理解をめざした研究を行っている。宇宙実験による植物の重力反応の解析はそ

の一部である。 

 

 

【所属教員と各自のテーマ】 

教授 保尊隆享 

 植物の成長調節、形態形成、そして環境応答に も直接的に関与する細胞壁の動態を、

構成多糖の代謝、それに対する植物ホルモン(オーキシンなど)の作用、代謝を担う細胞

壁酵素並びにそれらをコードする遺伝子の構造と機能、に焦点を当てて研究してきた。

さらに、遺伝的プログラムに強く影響する環境シグナルの中から重力に着目し、これが

どのような機構を通して細胞壁代謝を修飾し成長調節や形態形成を行うか、宇宙実験並

びに地上シミュレーション実験により研究している。2010 年度は、国際宇宙ステーシ

ョンで実施した Resist Wall 並びに Space Seed 宇宙実験で得られたデータを解析し、

「抗重力反応」のしくみを明らかにした。 

●担当授業：植物細胞生理学、専門生物学演習、生物学への招待、植物機能学特論 I、

生体機能生物学演習、生体機能生物学ゼミナール 

●科学研究費補助金 
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代表 Ｔ－ＤＮＡラインの物性フェノーム解析によるシロイヌナズナのゲノム機

能解明 (基盤研究(C) H22-24 年度) 

●その他の外部資金 

代表 Role of microtubule‐membrane‐cell wall continuum in gravity resistance in 

plants  (宇宙航空研究開発機構、プロジェクト共同研究費(宇宙実験国際公募研

究費) H22 年度)  

代表 植物の抗重力反応機構 －シグナル変換・伝達から応答まで(宇宙航空研究開

発機構、プロジェクト共同研究費(きぼう第 2期利用実験研究費) H22 年度) 

代表 植物の抗重力反応解明 (宇宙航空研究開発機構、宇宙環境利用科学委員会研

究チーム H22 年度)  

●社会貢献 

日本植物学会 学会賞選考委員、評議員 

日本植物生理学会 評議員 

日本宇宙生物科学会 副会長、長期構想委員長、評議員 

京阪神地区植物細胞生理学談話会 世話人 

理化学研究所 国際宇宙ステーション生物科学 WG 委員 

泉北高校 SSH 出張講義、住吉高校 SSH 研究指導 

植物園科学講座講演 

 

准教授 若林和幸 

 高等植物の細胞壁の構造や機能に関する研究を行っている。植物細胞の成長や分化の

過程での細胞壁構成成分の組成や構造変化・代謝様式を調べて、形態形成における細胞

壁の役割についての解析をすすめている。2010 年度は、国際公募採択研究「重力によ

るイネ芽生え細胞壁のフェルラ酸形成の制御機構」を、国際宇宙ステーションのきぼう

実験棟において実施した。 

●担当授業・実習：植物生理学、生命と進化、専門生物学実験B、生物学実験A (SA)、実

験で知る自然の世界、植物機能学特論II 

 

准教授 曽我康一 

 重力や光などの環境要因や植物ホルモンが植物の成長や形態形成に及ぼす影響を解

析している。なかでも、植物が重力に対抗できる体を構築するメカニズムの解析には特

に力を注いでいる。この「抗重力反応」に関する研究が評価され、2010 年度 日本宇宙

生物科学会 奨励賞を受賞した。 

●担当授業・実習：生物学概論、植物の機能と人間社会、生物学実験 A (SA)、実験で知

る自然の世界、専門生物学実験 B 

 

 

【所属研究員・大学院生・学生】 

  後期博士課程 1名 

  前期博士課程 5名 

  学部 4回生 5名 

 

 

【業績】 
Miedes E, Zarra I, Hoson T, Herbers K, Sonnewald U and Lorences EP 2011. 
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Xyloglucan endotransglucosylase and cell wall extensibility. Journal  of  Plant 
Physiology 168: 196-203. 

Soga K 2010. Gravity resistance in plants. Biological Sciences in Space (in press). 

Soga  K.,  Yamaguchi  A.,  Kotake  T.,  Wakabayashi  K.  and  Hoson  T.  2010. 

1‐Aminocyclopropane‐1‐carboxylic  acid  (ACC)‐induced  reorientation  of  cortical 

microtubules is accompanied by a transient increase in the transcript levels of γ

‐tubulin  complex  and  katanin  genes  in  azuki  bean  epicotyls.  Journal  of  Plant 

Physiology 167: 1165‐1171. 

Soga K, Yamaguchi A, Kotake T, Wakabayashi K and Hoson T (2010) Transient increase 

in  the  levels of γ‐tubulin complex and katanin are responsible  for reorientation 

by  ethylene  and  hypergravity  of  cortical  microtubules.  Plant  Signaling  and 

Behavior 5: 1480‐1482. 

Hoson T., Matsumoto S., Soga K. and Wakabayashi K. 2010. Cortical microtubules are 

responsible  for  gravity  resistance  in  plants.  Plant  Signaling  and  Behavior  5: 

752‐754. 

Matsumoto S., Kumasaki S., Soga K., Wakabayashi K., Hashimoto T. and Hoson T. 2010. 

Gravity‐induced  modifications  to  development  in  hypocotyls  of  Arabidopsis 

tubulin mutants. Plant Physiology 152: 918‐926. 

Arai K., Wakabayashi K., Soga K. and Hoson T. 2010. Fucosylated high molecular mass 

but  not  non‐fucosylated  low molecular mass  xyloglucans  undergo  an  extensive 

depolymerization in cell walls of azuki bean epicotyls. Journal of Plant Physiology 

167: 800‐804. 

Hoson  T.  2010.  Cellulose  as  the  anti‐gravitational  polysaccharide.  In  Cellulose: 

Structure  and Properties, Derivatives  and  Industrial Uses, Edited by Lejeune A. 

and Deprez T., Nova Science Publishers, New York. 

保尊隆享  2010. きぼう、新しい宇宙時代の幕開け－特集によせて． 生物工学  88: 270. 

神阪盛一郎、唐原一郎、笠原宏一、山田晃弘、矢野幸子、谷垣文章、笠原春夫、枡田大

輔、嶋津徹、福井啓二、西谷和彦、保尊隆享  2010. 国際宇宙ステーションでの Space 

Seed実験． 生物工学  88: 288‐291. 

保尊隆享、曽我康一、若林和幸  2010. 国際宇宙ステーション実験による植物の抗重力

反応機構の解明． 生物工学  88: 292‐295. 
保尊隆享  2010. 6項目．石川 統ら編 「生物学辞典」 東京化学同人. 

曽我康一  2010. 植物の運動． 神阪盛一郎・谷本英一 共編 「新しい植物科学 環境と

食と農業の基礎」  pp. 92‐99. 培風館. 

曽我康一  2010. 光形態形成． 神阪盛一郎・谷本英一 共編 「新しい植物科学 環境と

食と農業の基礎」  p. 152‐155. 培風館. 

Wakabayashi K., Nakano S., Soga K. and Hoson T. 2009. Cell wall‐bound peroxidase 

activity and  lignin  formation  in azuki bean epicotyls grown under hypergravity 

conditions. Journal of Plant Physiology 166: 947‐954. 

Ooume K., Inoue Y., Soga K., Wakabayashi K., Fujii S., Yamamoto R. and Hoson T. 2009. 

Cellular  basis  of  growth  suppression  by  submergence  in  azuki  bean  epicotyls. 

Annals of Botany 103: 325‐332.  

Soga K., Kotake T., Wakabayashi K., Kamisaka S. and Hoson T. 2009. The  transcript 

level  of  katanin  gene  is  increased  transiently  in  response  to  changes  in 

gravitational  conditions  in azuki bean  epicotyls. Biological Sciences  in Space 23: 
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23‐28. 

Hoson T., Matsumoto S., Soga K., Wakabayashi K., Hashimoto T., Sonobe S., Muranaka 

T., Kamisaka S., Kamada M., Omori K., Ishioka N. and Shimazu T. 2009. Growth 

and  cell  wall  properties  in  hypocotyls  of  Arabidopsis  tua6  mutant  under 

microgravity conditions in space. Biological Sciences in Space 23: 71‐76. 

Hoson  T.  and  Fujii N.  2009.  Preface: Gravity  responses  and  the  cell wall  in  plants. 

Biological Sciences in Space 23: 113. 

Kamada M., Omori K., Yokoyama R., Nishitani K., Hoson T., Shimazu T. and Ishioka N. 

2009. Preparation and outline of space‐based studies on gravity responses and cell 

wall formation in plants. Biological Sciences in Space 23: 115‐120. 

Hoson T., Soga K. and Wakabayashi K. 2009. Role of the cell wall‐sustaining system in 

gravity resistance in plants. Biological Sciences in Space 23: 131‐136. 

Wakabayashi K., Soga K. and Hoson T. 2009. Modification of cell wall architecture  in 

gramineous plants under altered gravity conditions. Biological Sciences  in Space 

23: 137‐142. 

Kotake  T.,  Hirata  N.,  Kitazawa  K.,  Soga  K.  and  Tsumuraya  Y.  2009. 

Arabinogalactan‐proteins  in  the  evolution  of  gravity  resistance  in  land  plants. 

Biological Sciences in Space 23: 143‐149. 
Kamada M., Omori K., Nishitani K., Hoson T., Takeoka H., Shimazu T., Yoda S. and 

Ishioka N. 2009. Germination and growth test in four strains of Arabidopsis thaliana 

in  the  reference model of European Modular Cultivation System.  Journal of  the 

Japan Society of Microgravity Application 26: 249‐254. 

 

 

【学会発表】 

[日本宇宙生物科学会第 24回大会 仙台 2010年 9月] 

  一般講演 2件 

招待講演 5件 

[第 27回宇宙利用シンポジウム 相模原 2011年 1月] 

    一般講演 4件 

[38th Committee on Space Research Scientific Assembly (Bremen) July 2010] 

  一般講演 1件、招待講演 2件 

[第 51回日本植物生理学会年会 熊本 2010年 3月] 

  一般講演 1件 

[第 26回宇宙利用シンポジウム (相模原) 2010年 1月] 

  一般講演 4件 

[日本宇宙生物科学会第 23回大会 (つくば) 2009年 10月] 

  一般講演 5件 

[日本植物学会第 73回大会 (山形) 2009年 9月] 

  一般講演 1件 

[第 49回生命科学夏の学校 (神戸) 2009年 8月] 

  招待講演 1件 
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動物機能生物学研究室  

 
TEL 06-6605-2578（小宮） 

06-6605-3159（水野） 

E-mail 小宮 tkom@ 

水野 mizu@ 

 

【研究室の概要】 

 発生学の中心命題は、「多細胞生物は 1 個の卵からどのような経過をたどって、構造

的にも、機能的にも高度に組織化された体を完成させるのか？」、そこに「分子や細胞

間の相互作用がどのように介在しているのか？」、そしてそれらは「多くの生物種での

共通原理か？」を解きあかすことにある。これらの問題の中心的な一分野である多細胞

動物の生殖細胞形成機構の研究で長い歴史を持つ当研究室では、これらの問題を引き続

き追求すると同時に、さらに視野を広げ、個体発生における細胞分化や形態形成の現象

を、分子レベルおよび細胞レベルで、生物の多様性と普遍性という視点をもって、解析

している。 

 

【所属教員】 
准教授 小宮 透 

 アフリカツメガエルの生殖細胞の決定の機構は、ほ乳類などの誘導による機構とは異

なり、卵に存在する母性の生殖細胞決定因子を受け継いだ割球が生殖細胞へと分化する

という、決定因子の非対称的な分配メカニズムを採用している。遺伝子の発現を網羅的

に解析するために本研究者が独自に開発した Large-scale in situ hybridization 法を

用いてアフリカツメガエルの生殖細胞決定因子 (germ plasm) に局在する mRNA の同定

を進め、XGRIP2 遺伝子を見いだした。この mRNA は生殖質に局在し移動中の始原生殖細

胞で発現するが移動の停止とともに発現も停止する。ノックダウン実験によりこの遺伝

子の機能は生殖細胞の増殖・分化・移動に関わることが明らかとなったが、さらなる機

能解析とともに、現在この RNA の決定因子への局在化および体細胞での分解と miRNA の

関連についての解析を行っている。また、XGRIP2 の機能を明らかにする一環として生

殖細胞の移動にはケモカインのシグナリングが重要な働きをしていることを明らかに

した。 

 オスのマウスの生殖細胞のまさに精子になろうとしている精子細胞で発現する遺伝

子の多くは次世代への遺伝子の受け渡しに関わっている。そこで、Large-scale in situ 

hybridization 法を用いて精子細胞で特異的に発現する遺伝子の単離と発現・機能解析

を進めている。 

●担当授業・実習：分子発生生物学、動物機能学特論 I、動物機能学特論 II、現代科学

と人間、臨海実習、専門生物学実験 B、専門生物学演習、特別研究 

●社会貢献：植物園のポスター展示 

●その他の研究費：使途特定寄附金１件 

 

講師 水野寿朗   

 魚類胚の形態形成に対する卵黄細胞の役割を解析している。ゼブラフィッシュ胚の卵

割期における卵黄細胞の除去や二分割による半胚作成により得られる背腹軸の形成不

全の観察により、背側形成因子の卵割期の分布と挙動を精査している（卒業研究指導）。

また胞胚期の卵黄細胞の一部除去によりもたらされる形態異常の形態形成過程につい

て正常胚との相違を比較し、卵黄細胞と胴尾部形成の関係について検討している。 
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●担当授業・実習：生物学概論 II、発生生物学 II、生物学実験 A、生物学実験 B、専門

生物学実験 B、実験で知る自然環境と人間、臨海実習 

●社会貢献：オープンキャンパス実行委員 

 

  

【所属研究員・大学院生・学生】 

研究員     1 名 

前期博士課程   6 名  

学部 4回生    3 名 

 

 

【業績】 

Tanaka, T., Nishiumi, F., Komiya, T. and Ikenishi, K. 2010. Characterization of the 
38-kDa protein lacking in the gastrula-arrested mutant Xenopus embryos. 
International Journal of Developmental Biology, 54, 1347-1353. 

Takeuchi, T., Tanigawa, Y., Minamide, R., Ikenishi, K. and Komiya, T. 2010. 
Analysis of SDF-1/CXCR4 signaling in primordial germ cell migration and 
survival or differentiation in Xenopus laevis. Mechanism of Development, 127, 
146-158. 

Tanigawa, Y., Ikenishi, K. and Komiya, T. 2009. A novel method for microinjection 
into Xenopus eggs and embryos supported in methylcellulose solution. 
International Journal of Developmental Biology 53, 1053-1056. 

 
 

【学会発表】 

[日本分子生物学会第 32 回大会 （神戸）2010 年 12 月] 

  一般公演２件 

[日本分子生物学会第 32 回大会 （横浜）2009 年 12 月] 

  一般講演 2件 

 



 - 23 - 

細胞機能学研究室 
 

 TEL 06-6605-3157（宮田）  
  06-6605-3156（中村） 
 FAX 06-6605-3158 
 E-mail 宮田 miyata@ 
  中村 taronaka@ 

 
【研究グループの概要】 
本研究室ではこれまでに誰も手がけたことのない、微生物が起こす不思議な生命現象

を、原子あるいは分子レベルで明らかにするために、生物物理学、生化学、細胞生物学、

分子生物学などの手法を駆使しながら研究を進めている。病原性のバクテリアであるマ

イコプラズマの滑走運動と真核生物である分裂酵母の有性生殖を研究しているグルー

プがあり、相互に有機的に連携しながら活発な研究教育活動を展開している。 
 
 
【所属教員と各自のテーマ】 
教授 宮田真人 
病原性のバクテリアであるマイコプラズマは、ガラスなど固形物の表面にはりつき滑

るように動く“滑走運動”を行う。これまでに、この運動の分子メカニズムが既知のどん

な生体運動とも本質的に異なっていることを明らかにしてきた。2010 年度には、滑走

装置とその各部品の構造、実際の動き、生化学的活性についてさらに明らかにした。得

られた研究結果は学術論文などとして発表され、発表論文に関連する図が、バクテリア

の権威である科学雑誌、「Journal of Bacteriology」の表紙に採用された。 
          

 担当授業･実習 
生物理学、生物学概論Ⅱ、現代科学と人間、専門生物学実験 A、専門生物学演習、特

別研究、細胞機能学特論Ⅱ、前期特別研究、後期特別研究 
 科学研究費補助金 

代表 マイコプラズマ滑走運動の分子メカニズム(基盤研究 A H21-23 年度) 
代表 マイコプラズマ滑走の足の動きの検出(特定領域研究 H21-22 年度) 

 社会貢献 
2011 年 生体運動研究合同班会議世話人 
日本マイコプラズマ学会副理事長 
日本細菌学会評議員 
オープンキャンパス体験授業 
2010 年冬のマイコプラズマ性肺炎の大流行にともない，９つの報道番組にビデオ

と写真を提供した． 
 
教授 中村太郎  

分裂酵母を用いて有性生殖の分子メカニズムの解明を目指している。有性生殖過程の

１つの胞子形成は母細胞の細胞質に新たに細胞膜が形成される現象であるが、この「細

胞膜新生」にいかなるタンパク質が関わるか、分子遺伝学的、分子細胞生物学的手法に

より解析している。また、文部科学省ナショナルバイオリソースプロジェクトを推進し

ている。その中で分裂酵母の完全長 cDNA ライブラリーを構築し、その解析から分裂酵

母のトランスクリプトームの解明を目指している。 
 担当授業･実習 
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分子細胞生物学、生物学概論 D、生物学実験 B、専門生物学実験 A、専門生物学演

習、特別研究、細胞機能学特論Ｉ、前期特別研究 
 科学研究費補助金 
 代表 DDK による減数分裂、配偶子形成のカップリングの制御メカニズム(特定領域

研究 H22-23 年度） 
 代表 減数分裂時に起動するエンドサイトーシスの分子メカニズム（基盤研究 C 

H21-23 年度) 
 その他の研究費 

代表 文部科学省バイオリソースプロジェクト 
 社会貢献 
 生物遺伝資源運営委員 
 酵母研究会運営委員 
 日本農芸化学会代議員 
 地域貢献委員 
 住吉高校スーパーサイエンスハイスクール運営指導委員 
 SSH 実験（住吉高校） 
 高津高校入試説明会 
 
 
【所属研究員･大学院生･学生】 

博士研究員 1 名 
後期博士課程 1 名  
前期博士課程 8 名  
学部 4 回生 2 名  
 
 

【業績】 
Nakane D. Adan-Kubo J. Kenri T. and Miyata M. 2011. Isolation and characterization of P1 

adhesin, a leg protein the gliding bacterium Mycoplasma pneumoniae. Journal of 
Bacteriology. 193: 715-722 (selected for cover illustration). 

Lesoil C. Nonaka T. Sekiguchi H. Osada T. Miyata M. Afrin R. and Ikai A. 2010. Molecular 
shape and binding force of Mycoplasma mobile's leg protein Gli349 revealed by an AFM 
study. Biochemical and Biophysical Research Communications 391: 1312-1317. 

Nonaka T. Adan-Kubo J. and Miyata M. 2010. Triskelion structure of Gli521 protein involved in 
gliding mechanism of Mycoplasma mobile. Journal of Bacteriology 192: 636-642 
(selected for cover illustration). 

Itadani A. Nakamura T. Hirata A. and Shimoda C. 2010. Schizosaccharomyces pombe 
calmodulin, Cam1, plays a crucial role in sporulation by recruiting and stabilizing the 
spindle pole body components responsible for assembly of the forespore membrane. 
Eukaryotic Cell. 9: 1925-1935. 

Nakase M. Tani M. Morita T. Kitamoto H.K. Kashiwazaki J. Nakamura T. Hosomi A. Tanaka N. 
and Takegawa K. 2010. Mannosylinositol phosphorylceramide is a major sphingolipid 
component and is required for proper localization of plasma-membrane proteins in 
Schizosaccharomyces pombe. Journal of Cell Science 123: 1578-1587. 

Onishi M. Koga T. Hirata A. Nakamura T. Asakawa H. Shimoda C. Bähler J. Wu J.Q. Takegawa 
K. Tachikawa H. Pringle J.R. and Fukui Y. 2010. Role of septins in the orientation of 
forespore membrane extension during sporulation in fission yeast. Molecular and Cellular 
Biology 8 : 2057-2074. 

Yamazaki Y. Akashi R. Banno Y. Endo T. Ezura H. Fukami-Kobayashi K. Inaba K. Isa T. 
Kamei K. Kasai F. Kobayashi M. Kurata N. Kusaba, M. Matuzawa, T. Mitani, S. 
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Nakamura T. Nakamura Y. Nakatsuji N. Naruse K, Niki H. Nitasaka E Obata Y. Okamoto 
H. Okuma M. Sato K. Serikawa T. Shiroishi T. Sugawara H. Urushibara H. Yamamoto M. 
Yaoita Y. Yoshiki A. and Kohara Y. 2010. NBRP databases: databases of biological 
resources in Japan. Nucleic Acids Research. D26-30. 

Mukaiyama H. Nakase M. Nakamura T. Kakinuma Y. and Takegawa K. 2010.  Autophagy in 
the fission yeast Schizosaccharomyces pombe. FEBS Letters. 584: 1327-1334. (Review). 

Chen J. Neu J. Miyata M. and Oster G. 2009. Motor-substrate interactions in Mycoplasma. 
Motility explains non-Arrhenius temperature dependence. Biophysical Journal 97: 
2930-2938. 

Uenoyama A. Seto S. Nakane D. and Miyata M. 2009. Regions on Gli349 and Gli521 protein 
molecules directly involved in movements of Mycoplasma mobile gliding machinery 
suggested by inhibitory antibodies and mutants. Journal of Bacteriology 191: 1982-1985. 

Nakane D. and Miyata M. 2009. Cytoskeletal asymmetrical-dumbbell structure of a gliding 
mycoplasma, Mycoplasma gallisepticum, revealed by negative-staining electron 
microscopy. Journal of Bacteriology 191: 3256-3264. 

Kashiwazaki J. Iwaki T. Takegawa K. Shimoda C. and Nakamura T. 2009. Two fission yeast 
Rab7 homologs, Ypt7 and Ypt71, play antagonistic roles in the regulation of vacuolar 
morphology. Traffic. 10: 912-924. 

Maeda Y. Kashiwazaki J. Shimoda C. and Nakamura T. 2009. The Schizosaccharomyces pombe 
syntaxin 1 homolog, Psy1, is essential in the development of the forespore membrane. 
Bioscience Biotechnology and Biochemistry 73: 339-345. 

Miyata M. 2010. Unique centipede mechanism of Mycoplasma gliding. Annual Review of 
Microbiology 64: 519-537. 

Mukaiyama H. Nakase M. Nakamura T. Kakinuma Y. and Takegawa K. 2010. Autophagy in the 
fission yeast Schizosaccharomyces pombe. FEBS Letters 584:1327-1334. 

宮田真人. 2010. 病原細菌, マイコプラズマのユニークな滑走運動. 化学と生物 48: 
176-181 (表紙の図に採用). 

宮田真人 中根大介 2010. 病原細菌, マイコプラズマのユニークな滑走運動を支える細

胞骨格. 生物の科学 遺伝 2010.3 月号: 47-51. 
宮田真人. 2009. マイコプラズマ滑走運動の分子メカニズム. IFO RESEARCH 

COMMUNICATIONS 23: 131-138. 
宮田真人. 実験室の厄介者, 2009. マイコプラズマのひみつ－モータータンパク質も細

胞骨格も使わない細胞運動－. 生化学 81: 31-34. 
宮田真人 中根大介 2009. Mycoplasma pneumoniae の滑走運動. 生体の科学 60: 98-102.  
中村太郎 2009. GeneDB, SGD ～究極のモデル真核生物「酵母」を支えるデータベース. 

細胞工学 別冊 バイオリソース＆データベース活用術: 132-135 
 

 

【学会発表】 
[the 3rd International Conferenace of the OCU Advanced Research Institute for National 
Science and Technology（大阪）2011 年 3 月] 

一般講演 1 件  
[2011 年 生体運動研究合同班会議（大阪）2011 年 1 月] 

一般講演 2 件  
[大阪府立大学･大阪市立大学ニューテクフェア（大阪）2010 年 12 月] 

招待講演 1 件   
[第 33 回日本分子生物学会年会、第 83 回日本生化学会大会 合同大会（神戸）2010 年

12 月] 
一般講演 4 件 

 [第 36 回日本生体エネルギー研究会 特定領域研究「革新的ナノバイオ」合同シンポ
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ジウム（大阪）2010 年 11 月] 
一般講演 6 件  

[第 48 回 日本生物物理学会年会（仙台）2010 年 9 月] 
招待講演 1 件 一般講演 6 件  

[日本遺伝学会 第 82 回大会 （北海道）2010 年 9 月] 
     一般講演 2 件 
[第 4 回 細菌学・若手コロッセウム（伊豆）2010 年 8 月] 

一般講演 1 件  
[the 18th International Congress of International Organization for Mycoplasmology (IOM)
（Chianciano Term）2010 年 7 月] 

一般講演 6 件  
[第 19 回 酵母合同シンポジウム（東京）2010 年 6 月]  
 招待講演 1 件 
[日本マイコプラズマ学会 第 37 回学術集会（東京）2010 年 6 月] 

一般講演 6 件 
[第 62 回 日本細胞生物学会（大阪）2010 年 5 月] 
 一般講演 3 件 
[第 83 回 日本細菌学会総会（横浜）2010 年 3 月] 

招待講演 1 件、一般講演 4 件 
[日本物理学会 第 65 回年次大会（岡山）2010 年 3 月] 

招待講演 1 件 
[特定領域研究「バイオ操作」 第 8 回公開シンポジウム（福岡）2010 年 3 月] 

一般講演 1 件 
[2010 年生体運動研究合同班会議（東京）2010 年 1 月]  

一般講演 1 件 
[第 55 回 生命機能研究科研究交流会（大阪）2009 年 12 月] 

招待講演 1 件 
[第 32 回 日本分子生物学会（横浜）2009 年 12 月] 
 一般講演 3 件 
[第 4 回 人工筋肉コンファレンス－生体模倣、人工筋肉とナノバイオに関する第 5 回 国
際会議（大阪）2009 年 11 月] 

招待講演 1 件 
[Fifth International Fission Yeast Meeting（東京）2009 年 10 月] 
     一般講演 6 件、 

招待講演 1 件 
[バイオリソースシンポジウム「KYOTO BRAND 高品質遺伝資源の開発」（京都)2009 年

10 月] 
     招待講演 1 件 
[第 81 回 日本遺伝学会（松本）2009 年 9 月] 

一般講演 1 件 
[日本生物物理学会 第 476 回年会（徳島）2009 年 10 月] 

一般講演 3 件 
[第 42 回 酵母遺伝学フォーラム（筑波）2009 年 7 月] 

一般講演 6 件 
[第 16 回日本微生物資源学会（大阪）2009 年 6 月] 
     招待講演 1 件 
[日本マイコプラズマ学会 第 36 回学術集会（札幌）2009 年 6 月] 
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一般講演 4 件 
[財団法人発酵研究所第 3 回助成研究報告会（大阪）2009 年 6 月] 

招待講演 1 件 
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植物機能生態学研究室 
 

TEL    06‐6605‐3166（伊東） 

   06‐6605‐3165（名波） 

   06‐6605‐2582（山倉） 

FAX             06‐6605‐3167 

E‐mail      伊東  itoha @ 

  名波  snanami @ 

              山倉  yamakura@ 

 

【研究グループの概要】 

 1950年代の実験個体群を使った植物成長についての理論的研究と 1960年代から 1970

年代にかけて行った森林生態系の物質生産と物質循環の研究を基盤として、植物生態学

の分野で先端的な研究を進めてきた。現在、マレーシア・サラワク州のランビル国立公

園の熱帯低地フタバガキ林、タイ・ドイインタノン国立公園の熱帯山地シイ・カシ林、

奈良県春日山の暖温帯シイ・カシ林、3 ヶ所に大面積長期生態観察調査区を設置して、

森林群集の長期モニタリングを継続している。また、タイ北部の熱帯季節林および熱帯

山地マツ林、奈良県御蓋山のナギ林にも調査区を設け、生物多様性の解明と、群集内で

のニッチ分割や、群集動態、森林植物の繁殖生態の研究を行っている。さらに、外来草

本の個体群動態、分子遺伝学的手法をもちいた植物個体群の遺伝的多様性の評価や遺伝

子流動の研究などを、他分野の研究者や市民団体と共同して推進している。 

 

【所属教員】 

教授 伊東 明 

森林群集における樹木種の更新過程と共存機構の研究、とくに熱帯雨林における多種

共存の動的メカニズムを解明するための研究を実施している。近年は、熱帯雨林におけ

る同種密度と立地条件が樹木の種多様性維持に果たす役割の解明を進めている。2009

年には、ハビタット、同種密度、病気・被食の 3者が実生の死亡と成長に与える影響を

評価するための野外実験をマレーシア、サラワク州の熱帯雨林に設置されている大面積

調査区（52 ha)で開始した。また、外来植物の分布拡大メカニズムの解明のため、2003

年から雑種タンポポの分布調査を続けている。2010 年には、近畿、中国、四国、九州

北部の環境関連市民団体、大学、博物館の研究者が協働して行う「タンポポ調査・西日

本 2010」の大阪府実行委員会の副委員長として予備調査を実施し、特に雑種解析を担

当した。予備調査から、カンサイタンポポの分布が瀬戸内海東部沿岸部に限定されるこ

と、雑種タンポポの分布域が、在来 2倍体タンポポの非分布域にも拡大していることが

明らかになった。 

●担当授業・実習 

植物生態学、専門生物学実験 A、野外実習 A、野外実習 B、生物学概論 A、生物学実

験 A、実験で知る自然の世界、21 世紀の植物科学と食料・環境問題、機能生態学、

機能生態学特論 

●科学研究費 

代表 市民との協働調査による西日本の雑種タンポポの現状と変遷の研究（基盤研究

C H21‐23年度） 

代表 ハビタット分化と密度依存的死亡の相互作用が熱帯林の樹木多様性に果たす

役割（基盤研究 B H20‐23年度） 
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分担 カエデ属樹木の性転換が森林更新に与える影響（基盤研究 C H20‐24年度） 

●その他の外部資金 

分担 環境省地球環境総合研究推進費「熱帯林の減少に伴う森林劣化の評価手法の確

立と多様性維持」（H21‐23年度） 

分担 都市と森の共生をめざして―大学附属の森の植物園からの提言（日本生命財団

研究助成  H21‐23年度） 

分担 都市環境の再生に向けた戦略的新展開（大阪市立大学重点研究 H20‐24年度） 

●社会貢献 

市大理科セミナー実験担当 

「タンポポ調査・西日本 2010」大阪実行委員会副委員長 

 

准教授 名波 哲 

森林群集における植物の種多様性維持機構を説明するため、植物個体間の相互作用に

注目している。固着性生物である植物においては、群集の空間構造を考慮することが重

要であると考え、空間構造の形成過程に関わる植物の生活史特性、特に繁殖特性、なら

びに形成された空間構造が逆に生活史特性に及ぼす効果について研究を進めている。奈

良市御蓋山および春日山を主なフィールドとし、研究事例の少ない雌雄異株植物を対象

にしてきた。また森林保全の立場から森林内に侵入しつつある外来植物の個体群動態の

研究も進めており、実証的かつ理論的に森林保全についての提言を行うことを目指して

いる。マレーシアボルネオ島の熱帯多雨林においては、樹木の極めて高い種多様性の創

出と維持のメカニズムの迫るため、花粉媒介による遺伝子流動の範囲の違いに依存して、

個体群内の遺伝的分集団化の程度が異なる、という仮説のもと、花粉媒介様式の異なる

フタバガキ科樹種の比較研究を進めている。 

2010 年度には、マレーシアサラワク州の原生林とシンガポールの都市域における断

片化化が進んだ残存林において、フダバガキ科樹種の繁殖生態の調査を進めた。残存林

においては、森林の主要構成種であるショレア属樹種間で雑種が形成されることが確認

された。一方、原生林においては、雑種個体は見つからなかった。個体数の減少と森林

の断片化が種間の遺伝子流を促進していると考えられた。国内では、奈良県春日山にお

いて、性転換することで知られる樹木ウリハダカエデの繁殖を調査した。2010年には、

繁殖個体集団の性比はオスに偏ること、少数ながら両性個体が存在することが分かった。 

●担当授業・実習 

数理生物学、専門生物学実験、野外実習 A、野外実習 B、生物学概論 A、生物学実験

A、実験で知る自然の世界、植物と人間 

●科学研究費 

代表 カエデ属樹木の性転換が森林更新に与える影響（基盤研究 C H20‐24年度） 

分担 市民調査との協働による西日本雑種タンポポの現状と変遷の研究（基盤研究 C 

H21‐23年度） 

分担 照葉樹林の植生動態に対するシカと外来植物の影響と生物多様性保全に関す

る研究（基盤研究 C H19‐21年度） 

分担 ハビタット分化と密度依存的死亡の相互作用が熱帯林の樹木多様性に果たす

役割（基盤研究 B H20‐23年度） 

●その他の外部資金 

分担 環境省地球環境総合研究推進費「熱帯林の減少に伴う森林劣化の評価手法の確

立と多様性維持」（H21‐23年度） 

分担 環境省地球環境総合研究推進費「熱帯林の断片化による雑種化促進リスクと炭

素収支への影響評価」（H22‐23年度） 
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●社会貢献 

  かたの環境講座講師 

 

特任教授 山倉拓夫 

個体群や群集内での個体のサイズ分布と階層構造を定量的に記述する手法を開発し、

サイズ分布と階層構造が植物個体の成長を規定していくプロセスについて研究を行っ

てきた。1990 年からは、マレーシア、ランビル国立公園の低地熱帯多雨林に設置した

大面積長期観察区での研究を、主導的立場にたって推進している。ここでは、地形によ

る森林群集の構造の変化を解析し、さらに、主要な構成種の間にみられるニッチ分割や、

開花フェノロジーの調査を通じて、複雑な群集組成の成立ちを解明しつつある。また、

多雨林構成種の光強度に対する成長反応や、光合成特性の調査を通じて、生物機能の多

様性についての研究も進めている。化学物質を介した生物間相互作用をになうアレロケ

ミクスの森林内での動態について研究をすすめ、化学生態学の研究に新しい局面を開い

た。 

2010 年度には環境省地球環境総合研究推進費「熱帯林の減少に伴う森林劣化の評価

手法の確立と多様性維持」のもと、マレーシア，サラワク州の原生林と劣化が進んだ択

伐残存林において，フダバガキ科樹種の繁殖生態の調査を継続した．2010 年には，フ

タバガキ科樹種をはじめとする森林の主要構成種の初期成長過程に関するデータを得

た． 

●その他の外部資金 

分担 環境省地球環境総合研究推進費「熱帯林の減少に伴う森林劣化の評価手法の確

立と多様性維持」（H21‐23年度） 

●社会貢献 

  奈良県文化財保護審議会委員 

紀伊山地カモシカ保護地域特別調査指導委員会 

 

 

【所属研究員・大学院生・学生】 

研究員 1名 

後期博士課程  1名 

前期博士課程  2名 

 

 

【業績】 

伊東明，名波哲，福西洋一，森本美樹．2011. 西日本における雑種タンポポの分布状況．

タンポポ調査・西日本2010 調査報告書（タンポポ調査・西日本2010実行委員会編），

pp. 43‐43. 

Nanami S., Kawaguchi H. & Yamakura T. 2011. Spatial pattern formation and relative 

importance of intra‐ and interspecific competition in codominant tree species, 

Podocarpus nagi and Neolitsea aciculata. Ecological Research 26: 37‐46. 

Nanami S., Kawaguchi H. & Yamakura T. 2010. Seasonal patterns of stem diameter 

growth in woody species with different life forms and geographical distributions. 

Applied Forest Science 19: 27‐34 (in English with Japanese Summary). 

Matsuyama, S. & Sakimoto, M. 2010. Sexual dimorphism of reproductive allocation at 

shoot and tree levels in Zanthoxylum ailanthoides, a pioneer dioecious tree. 

Canadian Journal of Botany 88: 867‐874. 
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Kettle, C.J., Ghazoul, J., Ashton, P.S., Cannon, C.H., Chong, L., Diway, B., Faridah, E., 

Harrison, R., Hector, A., Hollingsworth, P., Koh, L.P., Khoo, E., Kitayama, K., 

Kartawinata, K., Marshall, A.J., Maycock, C.R., Nanami, S., Paoli, G., Potts, M.D., 

Sheil, D., Tan, S., Tomoaki, I., Webb, C., Yamakura, T. & Burslem, D.F.R. 2010. 

Mass fruiting in Borneo: a missed opportunity. Science, 330: 584. 

Itoh A., Ohkubo T., Nanami S., Tan S. & Yamakura T. 2010. Comparison of statistical 

tests for habitat associations in tropical forests. Forest Ecology and Management 

259: 323–332. 

Zuidema PA, Yamada T, During HJ, Itoh A, Yamakura T, Ohkubo T, Kanzaki M, Tan S 

and Ashton PS. 2010. Recruitment subsidies support tree subpopulations in 

non‐preferred tropical forest habitats. Journal of Ecology 98: 636–644. 

Tobita H., Hasegawa S., Tian X., Nanami S. & Takeda H. 2010. Spatial distribution and 

biomass of root nodules in a naturally regenerated stand of Alnus hirsuta (Turcz.) var. 

sibirica. Symbiosis 50: 77–86. 

石原正恵・石田健・井田秀行・伊東明・榎木勉・大久保達弘・金子隆之・金子信博・倉

本惠生・酒井武・齋藤哲・崎尾均・嵜元道徳・芝野博文・杉田久志・鈴木三男・高

木正博・高嶋敦史・武生雅明・田代直明・田中信行・?地直子・並川寛司・新山馨・

西村尚之・野口麻穂子・野宮治人・日浦勉・藤原章雄・星野大介・本間航介・蒔田

明史・正木隆・吉岡崇仁・吉田俊也. 2010. モニタリングサイト 1000 森林・草原調

査コアサイト・準コアサイトの毎木調査データの概要. 日本生態学会誌 60: 111‐123. 

Yamakura T., Satoh H., Kanzaki M., Itoh A., Nanami S., Hirayama D., Yoneda T., 

Hozumi K. & Kira T. 2009. Hidden implications of dendrographic records of tropical 

trees observed by Dr. Kyoji Yoda. Tropics 18: 127–141. 

Sungpalee W., Itoh A., Kanzaki M., Sri‐ngernyuang K., Noguchi H., Mizuno T., 

Teejuntuk S., Hara M., Chai‐udom K., Ohkubo T., Sahunalu P., Dhanmmanonda P., 

Nanami S., Yamakura T. & Sorn‐ngai A. 2009. Intra‐ and interspecific variation in 

wood density and fine‐scale spatial distribution of stand‐level wood density in a 

northern Thai tropical montane forest. Journal of Tropical Ecology 25: 359–370.   

市栄智明・市岡孝朗・伊東明．  2009. 野外研究サイトから（12）ランビル・ヒルズ国

立公園．日本生態学会誌  59: 227‐232. 

 

 

【学会発表】 

[第 58回日本生態学会大会（札幌）2011年 3月] 

一般講演 3件 

[Annual Meeting of the Association for Tropical Biology and Conservation Asia‐Pacific 

Chapter (Bali, Indonesia) 2010年 7月] 

一般講演 3件 

[第 20回日本熱帯生態学会大会（広島）2010年 6月] 

一般講演 2件 

[第 57回日本生態学会大会（東京）2010年 3月] 

一般講演 2件 

[Sarawak Biological Resource Forum 2010 (Kuching, Malaysia) 2010年 3月] 

一般講演 2件 

[International Meeting  for Promoting Asia‐Pacific Biodiversity Observation Network 
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(東京) 2009年 12月]   

  招待講演 1件 

[Ecological Society of America 94th Annual Meeting (Albuquerque, USA) 2009年 8月] 

一般講演 3件 

[第 19回日本熱帯生態学会大会（大阪）2009年 6月] 

一般講演 4件 
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動物機能生態学研究室 
	
                     	  TEL  	 	 06‐6605‐2584	(幸田)	
                        	 06‐6605‐2670	(高木)	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 06‐6605‐3170(武山) 	 	
                      FAX	    	 	 06‐6605‐3170	(ゼミ室)	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 E‐mail	 	 	 	 	 	 幸田	 maskohda@	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	高木 mtakagi@	
      	武山	 takeyama@	 	

	
【研究グループの概要】	
 本研究室は，脊椎動物を主な研究対象とし，行動生態学，動物社会学，動物生態学の

立場から 先端の研究を目指している。具体的には，動物を個体識別し各個体の繁殖や

成長の履歴の追跡，個体間関係の行動観察などを通し研究を行う。分子生物学的，生化

学的手法などの技術も用いる。動物の生涯での繁殖回数，産仔数，移動分散といった生

活史特性と関連づけた個体の適応度の把握も重要となる。	
主な研究対象は自然状態で生息する魚類や鳥類であり，全国各地をはじめ海外でも

野外調査を行ない，国内外の共同研究も積極的に進めている。 近の具体的な調査地と

しては，関西の河川や湖沼，沖縄や四国沿岸・アフリカのタンガニイカ湖など（以上魚

類），関西の森林，沖縄県南大東島など（鳥類）があり，多くは長期間の野外調査を実

施している。実験室内での飼育観察実験も行っている。	
	
【所属教員】	
教授	幸田正典	

種類数が多くかつ行動観察や実験が容易な熱帯性の魚類を主な材料とし，知的行動

や認知行動，社会構造，群集構造について，野外での潜水調査及び研究室での飼育観察

と実験を行い研究している。研究にあたり独創的な着想や発想を重視している。 近の

研究テーマ群は，(1)意思決定や認知様式など(行動：進化心理学)，(2)魚類の代替繁殖

戦術や共同繁殖など(社会：行動生態学)，さらに(3)種多様性の高い熱帯水域での近縁魚

種共存機構(生態：群集生態学)の解明である。	
2010度は，協同的一妻多夫魚を水槽飼育し，「雌による操作」の観点から一妻多夫

の成立に関する問題を研究し，その一部については論文を公表した。雌が父性の操作を

している事を示す新たな証拠も得る事ができた。特に，協同的一妻多夫のシクリッド魚

類を用いた水槽実験では，さらに，雌は雄の父性認識を操作しており，その結果として

父性操作が生じているという仮説を検証する実験を行い，その可能性を支持する結果が

示された。このテーマは来年度も研究を継続する。また，論理的思考の１つである推移

的推察（例えば，A＞Bかつ B＞Cから A＞Cを導くこと）についても水槽飼育実験を行

った結果，魚でも推移的推察ができることを示した。また 2010年度には，タンガニイ

カ湖での野外調査では新たな共同繁殖種を発見した。この他カワヨシノボリでのカニバ

リズム,	配偶者選択に関する 3つの実験を実施した。6編の英文原著論文を公表した。	
●担当授業	

生物学概論 A,	生物学への招待(1部と２部)，現代の理学 A，行動生態学，生物学実

験，社会生態学特論 I，自然誌機能生物学演習	
●科学研究費補助金	
  代表 脊椎動物の共同繁殖のモデルシステムとしてのタンガニイカ湖魚類の繁殖  	
     と社会性の解明（基盤研究 B	H22‐24年度）	

代表 ヘルパー型共同繁殖や一妻多夫魚類の繁殖戦術に関する水槽での行 	
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   動観察及び実験 	 (基盤研究 C	H20‐22年度)	
分担 水生動物群集における左右性の動態と進化（基盤研究 B	H21‐24年度）	 	 	

●社会貢献	
日本魚類学会 評議員	
日本魚類学会英文誌編集員	
関西自然保護機構会誌編集委員	
日本生態学会近畿地区会委員	
NPO法人飛鳥川自然公園推進委員会理事	
大阪府立三国ヶ丘高校 SSH研究指導	
理学部の高校生のための先端研究紹介	

	
准教授 高木昌興	
1.	長期研究プラットフォームと位置付けている南大東島に生息する鳥類 3種ダイトウ

コノハズク、モズ、メジロの生活史進化に関する研究を行った。本研究の目的は生活史

形質に現れる進化的変化を長期的な視野から検出することである。本年は、南大東島に

おける環境保全活動の一環として、南大東島において研究成果地域還元講演会開催し、

南大東島の研究成果を一冊にまとめた資料集を島内学校、教育委員会など主要機関、環

境省、大学研究機関に配布した。さらに、南大東島の年間を通した自然事象を折り込ん

だ自然カレンダーを作成し、南大東島全戸に無料配布した。2.	2004年以来継続してい

るリュウキュウコノハズクの鳴き声の地域変異の補足調査を行った。本研究の目的は南

西諸島の環境が様々に異なる島々に生息するリュウキュウコノハズクの声を収集し、音

声学的解析によって、島間の鳴き声の類似性、異質性から鳴き声の環境適応、移動分散

の状況、さらに南西諸島におけるリュウキュウコノハズクの進化過程について解明する

ことである。3.	南大東島内でダイトウコノハズクが鳴き声による血縁認識を行ってい

るかどうかを確認するために、出生履歴の判明している雄個体の鳴き声の収集、および

雌個体のつがい相手の鳴き声収集を行った。本研究の 終目的は分散および移入が制約

され、近親交配を免れない小面積大洋島で、個体群が存続する機構を解明することであ

る。（以下学生主体研究）4.	主に大阪北西部に生息するフクロウの鳴き声の個体変異を

検出する研究、5.	北海道から九州に至るフクロウの鳴き声の地理変異に関する研究、

6.	大阪市内におけるハシブトガラスとハシボソガラスの分布に関する基礎研究、7.	モ
ズおよび各種鳥類に寄生する蠕虫相の地域間、および種間比較研究を行った。	
●担当授業	
 動物生態学、専門生物学実験、自然誌機能生物学演習	
●科学研究費	

代表 日本学術振興会・基盤研究（C）	継続「海洋島に隔離分布する鳥類の鳴き声

による血縁認識と近親交配の回避機構」	
分担 日本学術振興会・基盤研究（B）	継続「異所的集団の種分化研究と種分類学‐DNA
バーコードを越えて」	
分担 日本学術振興会・基盤研究（C）	継続「フクロウ類の巣に生息する鱗翅目昆

虫の系統地理学・進化生態学的研究」	
●その他の研究費	

日本自然保護協会	プロ・ナトゥーラ・ファンド研究助成（2010年	 第 14期）継続

「南大東島の環境保全のための啓蒙活動」	
●社会貢献	
International	Ornithological	Congress	(IOC)	評議員	
日本鳥学会評議員	
Ornithological	Science	 編集委員	



 - 35 - 

国際鳥学会議	 (IOC)	日本実行委員会委員	
環境省南大東島生物多様性保全協議会専門委員	
南大東島研究成果地域還元講演会開催	
南大東島研究成果業績集提供、および南大東島自然カレンダーを全戸無料配布	
	

	
特任助教 武山智博	
2010年4月に着任し、親が子の保護を行う魚類の繁殖戦術に関する飼育観察と操作実験

研究を補助的に行った。これらの研究の一部は、学術論文として発表された。	
 新潟県佐渡島において、野外へ再導入されているトキが主な採餌環境として利用する

水田を、生物量と生物多様性が高い状態に再生することを目指した研究を進めている。

水田内の局所スケールおよび水田周辺の景観スケールでの環境の異質性に焦点を当て、

生物量と種多様性が 大になるような環境の組み合わせとそのスケールを現地調査と

統計モデルによって予想するため、2010年度は佐渡島中央部の国仲平野の水田と、そ

の周辺の里山と平野がモザイク状に混在する地域の水田の、合計76地点の水田で採取さ

れた水生動物の同定と生物量の計測を実施した。	
●担当授業	
 生物学概論I、現代の理学A、生物学実験B	
●科学研究費	

代表 日本学術振興会・若手研究（B）	 H22‐24年「トキの主要な採餌環境である水

田における生物多様性の決定要因の解明と応用」	
●社会貢献	

学術雑誌査読（Ichthyological	Research、魚類学雑誌、Limnology）	
	
	
【所属研究員・大学院生・学生】	

後期博士課程 2名	
前期博士課程 5名	
学部学生 	  	 5名	
研究生    1名	

 

 

【研究業績】 

Matsumoto S, Takeyama T, Ohnishi N, Kohda M 2011 Mating system and   

      size‐advantage in mating in a protogynous swamp eel Monopterus albus with   

      paternal care in a semi natural habitat. Zoological Science (in press) 

Myint O, Takeyama T, Okuda N, Ohnishi N, Kohda M 2011 Mate availability facilitates   

      cannibalistic behavior of a paternal nest brooding fish: eggects of timing during   

      brood cycle. Behaviour 148: 247‐264. 

Ota K, Kohda M. 2011 Nest choice by territorial males under counterstrategy yo       

      spawning takeover. Journal of Fish Biology, 78: 700‐712. 

Ota K, Kohda M, Sato T 2011 Why are reproductively parasitic fish males so small? –   

      influence of tactic‐specific selection. Naturwissenschaften 97: 1113‐1116. 

Ota K, Heg D, Hori M, Kohda M 2010 Sperm phenotypic plasticity in a cichlid: a 

territorial male’s counterstrategy to spawning takeover. Behavioural Ecology. 21: 

1293‐1300. 
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Myint O, Takeyama T, Ohnishi N, Tsujimoto H, Kohda M 2010 Mate availability to 

males affects female choice in a fish with paternal care: female counterstrategies 

against filial cannibalism. Journal of Ethology 29: 153‐159. 

Ota K, Kohda M, Sato T 2010 Allometry for sexual size dimorphism in a cichlid where 

males are extremely larger than females: it is not explained by sexual selection. 

Journal of Biosciences. 35: 257‐265. 
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【学会発表】 

[International Society of Behavioral Ecology (Perth: Australia) October 2010] 

        一般講演 2 件 

[International Ornithological Congress (Brazil: SanPaulo) 2010 年 8 月] 

        一般講演 3 件 

[日本魚類学会2010年度大会（津）2010年9月]        

一般講演2件  

[日本動物行動学会第29回大会（那覇）2010年11月]          

一般講演3件 

[日本動物行動学会第 28 回大会（筑波）2009 年 11 月] 

    一般講演３件 

[日本生態学会第 57 回大会（東京）2010 年３月] 

    一般講演２件 

[日本生態学会第 56 回大会（盛岡）2009 年 3 月]  

一般講演 3件 

[日本鳥学会大会（函館）2009 年 9 月] 

    一般講演 6 件 

[日本鳥学会大会（東京）2010 年 9 月] 

    一般講演 4 件 

 



 - 38 - 

情報生物学研究室 
 

TEL  06‐6605‐2574（志賀）   

      06‐6605‐2573（後藤） 

FAX  06‐6605‐2522（事務室） 

E‐mail  志賀  shigask@ 

    後藤  shingoto@ 

 

【研究室の概要】 

 生態学的生理学の伝統をもつ当研究グループは、これまで生態学者と対話のできる生

理学を目指してきました。現在も、それぞれの対象動物の野外での生活を常に念頭にお

いて、生物の多様性に着目しながら生物機能の研究をするという比較生理学の立場から

研究を進めています。 

 季節は一年に一回めぐってきます。暑い夏、寒い冬だけでなく、雨の多い季節や乾燥

した季節があり、これらの物理的な環境の変動にしたがって生物的な環境も変動してい

ます。地球上にすむほとんどの生物はこの物理的、生物的な季節変動に対応しなければ

生きのびて遺伝子を残すことができません。私たちは、動物が季節変動に対応している

しくみを、個体・細胞・遺伝子のさまざまなレベルで解析し、その全体像を明らかにし

ようとしています。 

 当面の研究課題は、陸上動物の季節適応において重要な役割を果たしている光周性を

中心とした休眠調節機構の解明です。光周性とは生きものが日長に反応する性質です。

現在は、ハエ類やカメムシ類を中心に、光入力系および内分泌出力系から、さらには概

日時計遺伝子の発現状態から光周性機構の解析を進めています。また、環境適応に重要

な役割を果たしている生物時計にも着目し、現在、潮汐リズム、概日リズム、概二日リ

ズムといった様々な周期の生物時計のしくみについても解析を行っています。 

 

 

【所属教員】 

教授 志賀向子  

昆虫の季節適応機構における神経生物学的研究を行っている。個体レベルに視点を置

きながら、外環境からの情報がどのようにして行動や内分泌調節系を切り替えるのか、

それらを仲介する神経機構に興味を持っている。昆虫を用いて、（1）概日時計と光周

時計の両方に着目し、光周期情報がどのようにして概日リズムの同調や休眠調節を行う

のか、両時計の共通原理は存在するのか、（2）脳内神経分泌ニューロンの休眠誘導に

おける役割、（3）非 24時間の生物時計の意味としくみについて、生理学的に解析して

いる。2010 年度は、ゲッティンゲンで開催された第 9 回ドイツ神経科学会で”A 

neurobiological approach towards insect photoperiodism”というタイトルで基調講演

を行った。 

●担当授業・実習 

情報生物学特論 I、自然誌機能生物学演習、神経生物学、時間生物学、専門生物学

実験 A、臨海実習、生物学概論 I、生物学実験 B（SB） 

●科学研究費補助金 

代表 神経分泌細胞による昆虫の休眠調節機構（基盤研究（C）H20‐22年度） 

分担 カメムシの光周性と休眠を支配する中枢機構（基盤研究（B）H20‐23年度） 

分担 ハエの羽化リズムを調節する概日時計出力機構の神経・内分泌学的研究（基
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盤研究（C）H22‐23年度） 

●共同研究 

無脊椎動物脳プラットフォームの開発と運用（独立行政法人理化学研究所脳科学総

合研究センター他 4機関） 

●社会貢献 

  日本比較生理生化学会 将来計画幹事（委員長） 

  日本比較生理生化学会 評議員 

  日本比較生理生化学会 光生物学協会委員 

日本時間生物学学会評議員 

ニューロエソロジー談話会世話人 

理研ニューロインフォマティクス 委員 

 

准教授 後藤慎介  

生物はどのようにして生存に不適切な環境を乗り越えようとするのか、その分子メカ

ニズムはどのようなものか、を大きなテーマとして研究を行っている。なかでも昆虫の

低温耐性獲得機構や光周性機構に、どのような遺伝子が関わっているのか、これらの機

構はどのように進化してきたのか、大きな関心を払っている。2010 年度，日本昆虫学

会若手奨励賞を受賞した．また，主として指導した後期博士課程の学生が日本時間生物

学会学術大会優秀ポスター賞を受賞した． 

●担当授業・実習 

遺伝生化学，生物学実験 B  (SB)、生物学概論 C、動物生理学、専門生物学実験 A、

臨海実習、自然誌機能生物学演習 

●科学研究費補助金 

 代表 光周反応における「外的符合モデル」の実体の解明（若手研究（B）H23‐25

年度 

 分担 カメムシの光周性と休眠を支配する中枢機構（基盤研究（B）H20‐23年度） 

分担 神経分泌細胞による昆虫の休眠調節機構（基盤研究（C）H20‐22年度） 

分担 深海サンゴ骨格に刻まれる１日‐半世紀におよぶ海洋表層環境の復元‐（挑戦

的萌芽研究 H22‐23年度） 

●その他の研究費 

分担 National Science Foundation  (USA) 2009‐2012 Collaborative proposal: Roles 

for  dehydration  and  photoperiodism  in  preparing  an  Antarctic  insect  for  the 

polar night.   

受託研究 1件 

●社会貢献 

  Entomological Science, Associate Editor 

  Czech Science Foundation, Reviewer   

  社団法人日本動物学会近畿支部委員 

  昆虫の季節適応談話会世話人 

  新聞報道（2件） 

  ラジオ電話取材（1件） 

 

 

【所属研究員・大学院生・学生】 

博士後期課程   2名  

博士前期課程  4名 
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学部学生    5名 
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【学会発表】 

[9th Göttingen Meeting of the German Neuroscience Society (Göttingen) 2011年 3月] 

  招待講演 1件 

[第 55回日本応用動物昆虫学会大会（福岡）2011年 3月] 

  一般講演 3件 

[日本化学会第 91春季年会(2011)（横浜）2011年 3月] 

  一般講演 1件 

[The 15th Osaka City University International Conference, on Spin Chemistry and 

Dynamic Molecular Science& Research Meeting of Dynamic Molecular Devices 

(Osaka)] 

  招待講演 1件 

[日本昆虫学会近畿支部 2010年度大会・日本鱗翅学会近畿支部第 141回例会（三田）2010

年 12月] 

  招待講演 1件 

[第 17回日本時間生物学会学術大会（東京）2010年 11月] 

  一般講演 2件（うち，1件について日本時間生物学会学術大会優秀ポスター賞受賞） 

[日本動物学会第 81回大会（東京）2010年 9月] 

  一般講演 3件 

[日本遺伝学会第 82回大会（札幌）ワークショップ 2010年 9月] 

  招待講演 1件 

[日本昆虫学会第 70回大会（鶴岡）2010年 9月] 

  一般講演 1件 

[第 16回日本光生物学協会年会（大阪）2010年 8月] 

  一般講演 1件 

  招待講演 1件 

[第 54回日本応用動物昆虫学会大会（千葉）2010年 3月] 

  一般講演 1件 

[第 10回東日本魚類生態研究会（日大・下田実験所）2010年 2月] 

一般講演 1件 
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[日本動物行動学会第 28回大会（筑波大）2009年 11月] 

一般講演 1件 

[第 16回日本時間生物学会学術大会（大阪）2009年 10月] 

  一般講演 4件（うち，1件について日本時間生物学会学術大会優秀ポスター賞受賞） 

[CompBiol 2009（第 34回日本比較内分泌学会大会・日本比較生理生化学会第 31回大会

合同大会）（大阪）2009年 10月] 

  一般講演 5件 

  招待講演 1件 

[日本昆虫学会第 69回大会（津）2009年 10月]   

  一般講演 1件 

[日本動物学会第 80回大会（静岡）2009年 9月] 

  一般講演 4件 

[3rd  International  Symposium  on  the  Environmental  Physiology  of  Ectotherms  and 

Plants (Tsukuba) 2009年 8月] 

  一般講演 5件 

[2009年度日本動物学会近畿支部研究発表会（神戸）2009年 5月] 

  一般講演 1件 
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植物進化適応学研究室（附属植物園） 
 

TEL  072‐891‐2751（飯野） 

  072‐891‐2681（植松） 

FAX  072‐891‐7199 

E‐mail  飯野  iino@ 

               植松  uematsu@ 

 

【研究グループの概要】 

 当研究室のある植物園では国内外の様々な植物を遺伝資源として生きた状態で収

集・保存している。1950 年の発足以来、各種の見本園に加え、日本各地を代表する森

林（11 種類）を造成する事業を進め、近年は、植物多様性保全の視点から絶滅危惧植

物の収集・保存にも力を入れている。植物園の植物は広く研究・教育に利用されると共

に、一般にも公開されている。研究室では、植物の環境適応や遺伝的多様性について種々

の材料と手法を用いて研究している。 

 

【所属教員と各自のテーマ】 

教授 飯野盛利 

植物の環境応答を光受容体と植物ホルモンの働きに注目し、またイネを中心的な材料

にして研究している。主な研究課題と成果は次の通りである。（１）光屈性：芽ばえの

光屈性に特異的な突然変異体を分離し、その原因遺伝子からシグナル伝達機構を明らか

にする研究を進めている。これまでの研究により、シロイヌナズナ NPH3 のオルソロ

グ（CPT1）が幼葉鞘の光屈性においても必須の因子であることを明らかにし、CPT2

遺伝子（葉緑体移行シグナルとキナーゼ様ドメインをもつ）を幼葉鞘光屈性に関与する

新規遺伝子として同定した。また、逆遺伝学的手法により、光受容体フォトトロピン１

がイネ芽ばえにおける光屈性の唯一の光受容体であることを明らかにした。（２）光形

態形成と傷害応答・病害抵抗性：光形態形成反応（光成長抑制）のイネ突然変異体を２

系統分離し、それらの原因遺伝子はジャスモン酸生合成に関与するアレンオキシド合成

酵素とアレンオキシドシクラーゼをコードしていることを明らかにした。これらの結果

を受け、この光形態形成反応と、同じくジャスモン酸が関与する傷害応答の関係を解析

し、また、上記の突然変異体を用いてジャスモン酸と病害抵抗性の関係を解析している。

（３）重力応答と回旋運動：イネの重力屈性が部分的に低下した突然変異体の原因遺伝

子 LAZY1を新規遺伝子として同定し、その産物は幼葉鞘において、重力に応答したオ

ーキシン不均等分配の誘導と回旋運動の発現に必須な因子であることを明らかにした。

また、シロイヌナズナのホモログ遺伝子（AtLAZY1）も胚軸と節間の重力屈性に関与

していることが明らかになってきた。 

●担当授業・実習 

２１世紀の植物科学と食糧・環境問題、植物と人間（演習）、生物学概論 B、植物

環境適応学、環境適応植物科学、植物光生物学特論、自然誌機能生物学演習 

●社会貢献 

日本植物学会評議員 

日本光生物学協会運営委員 

日本植物園協会評議員 

日本植物園協会植物多様性保全委員 

第 21回国際生物学オリンピック、日本代表団派遣員 

交野市山地対策協議会幹事 
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朝日カルチャーセンター・大阪市大植物園連携講座、講演 

大阪コンソーシアム・センター科目、講義 

 

講師 植松千代美 

 テーマⅠ．高等植物の遺伝的多様性と進化に関する研究。（１）木本植物における枝

変わり突然変異の仕組みをツバキならびにサクラを用いて調べた。ツバキ品種「京都佐

野」は１個体中に着色花と斑入り花を生じるが、いずれの花色においても花弁の主要色

素はシアニジン-3-グルコシドで、その含有量が着色花で多く、斑入り花で少なかった。

斑入り花のつぼみ花弁ではアントシアニン合成系遺伝子群のうち Ans 遺伝子の発現が

顕著に低かった。これが色素含有量の差の原因と考え、当該遺伝子を単離・クローニン

グして斑入り花で発現が低かった原因を調査中である。またサクラについては互いに枝

変わりで生じた可能性を示唆されている緑の花をつける品種「ウコン」、「ギョイコウ」、

「シンニシキ」について花の形態調査と、核 DNA の SSR 解析を行った。その結果「ウ

コン」と「ギョイコウ」の花は着色形質が異なるものの花や花弁のサイズで識別するこ

とは出来なかった。これら２品種に比べ「シンニシキ」の花ならびに花弁は有意に小型

で識別できた。しかし SSR 解析の結果はこれら３品種が非常に近縁であり、枝変わり

突然変異により生じた可能性を DNA レベルで支持した。（２）葉緑体(cp)DNA の構

造変異を指標としたバラ科の進化学的研究と （３）東北地方のナシ属遺伝資源の探索・

保存と遺伝的多様性の評価を継続中である。 
 テーマⅡ．植物園の森の多様な機能の解明。本研究成果は「都市と森の共生をめざす

研究会（代表・植松）」のメンバーによるものであるが、植物園の学術的意義を示すも

のとして重要であると考え、ここにその一部を紹介する。（１）森林は CO2 吸収能に

より地球温暖化防止への貢献が期待されている。樹林の CO２吸収量は樹体内への炭素

蓄積（ΔW）と落葉・落枝などの土壌への蓄積（ΔS）によって与えられることから、

ほぼ同一環境条件に造成された異なる樹林についてこれらの値の推定を試みた。 その

結果、常緑樹林２林分と落葉樹林２林分の間で樹木炭素蓄積量ならびに年間の蓄積変化

量（ΔW）に大きな差があることが明らかになった。一方葉リターからの CO2 放出量

と土壌呼吸量については樹林あるいは樹種間で顕著な差異は認められなかった。（２）

植物園の森には絶滅危惧種や稀少種を含む多様なクモや昆虫、鳥が生息することが明ら

かになった。その相互の関係について解析を継続している。（３）2010 年 4 月から 12
月の間に 20 回に渡り植物園内に野生的に生育している草本ならびにシダ植物を網羅的

に調査し、78 科 244 種について採集し標本を作製した。これらの中には絶滅危惧種、

準絶滅危惧種も含まれる。シダ植物に限れば 17 科 72 種 2 変種 2 雑種（逸出帰化種であ

るホウライシダとイヌケホシダを含む）が野生的に生育していた。草本・シダ植物とも

近隣地域で記録されている種数と比較して、植物園は面積あたりの出現種数が高かった。

（４）これらの基礎研究の成果にもとづいて環境講座や森の教室などを企画・運営し、

社会に向けて発信した。 
●担当授業・実習 

植物環境適応学、２１世紀の植物科学と食糧・環境問題、植物と人間、博物館実習、

専門生物学実験 A、生物学実験 A（SA） 

●科学研究費 

代表 市民参加による大学附属植物園を利用した環境教育プログラムの開発（基盤

研究 C H21‐ 23年度） 

分担 ナシ属における史前帰化植物と自生植物との交雑・野生化と保全に関する研

究（基盤研究 C H21‐ 23年度） 

●その他の研究費 

代表 都市と森の共生をめざしてー大学附属の森の植物園からの提言ー（日本生命
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財団環境問題研究助成・学際的総合研究） 

●社会貢献 

枚方市社会教育委員 

2010年度交野環境講座企画 

  

  

【所属研究員・大学院生・学生】 

 博士研究員 １名 

後期博士課程 ２名 

前期博士課程 ４名 

学生 ３名 

 

 

【業績】 

飯野盛利, 吉原 毅, 芳賀健  2009. イネ芽ばえの成長とその光・重力制御. 植物の生長

調節  44: 142‐153. 

飯野盛利  2009. 回旋運動、就眠運動 石井龍一他編「植物の百科事典」pp.40‐42. 朝倉

書店. 

植松千代美  2009. 『食の安全事典 第一部解説編「遺伝子組換え食品」』山口英昌編著,

旬報社, 東京. 

Iketani  H.,  Yamamoto  T.,  Katayama  H.,  Uematsu  C.,  Mase  N.,  Sato  Y.  (2010): 

Introgression between native and prehistorically naturalized  (archaeophytic) wild 

pear (Pyrus spp.) populations in Northern Tohoku, Northeast Japan. Conservation 

Genetics, 11, 115‐126. 

Matsumura, Y., Kakehi, S., Masaki, K., Miyake, M., Uematsu, C., Katayama, H. Pear 

(Pyrus  ssp.)  genetic  resources  from  Northern  Japan:  Evaluation  of  threatened 

landraces for morphological and agronomical traits, Acta Horticulturae (in press). 

Uematsu, C, Uozumi, K., Makino,  I., Arakawa, O., Katayama, H., Martin, C.    Flower 

colour variegation in single petal flowering peach, Acta Horticulturae (in press). 

 

 

【学会発表】 

[日本森林学会（静岡）2011年 3月] 

一般講演 １件 

[日本生態学会（札幌）2011年 3月] 

一般講演 １件 

[日本育種学会（横浜）2011年 3月] 

一般講演 １件 

[Asia Flux Workshop 2010 (Guangzhou) December 2010] 

ポスター発表 1 件 
[園芸学会（大分）2010年 9月] 

一般講演 1件 

[28th International Horticultural Congress (Lisbon) August 2010] 

ポスター発表 2 件 
[Plant Signalling Mechanisms (Freiburg) June 2010] 

  招待講演 1件 
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[日本環境学会（横浜）2010年 6月] 

一般講演 1件 

[日本森林学会（筑波）2010年 4月] 

一般講演 １件 

[日本植物生理学会第 51回年会（熊本）2010年 3月] 

一般講演 2件 

[日本農芸化学会（東京）2010年 3月] 

一般講演 1件 

[日本植物分類学会第６回大会（愛知）2010年 3月] 

一般講演 2件 

[Memorial symposium for the 25th international prize for biology  (Kyoto) December 

2009] 

招待講演 1件 

ポスター発表 4 件 
[2009 年度日本植物分類学会講演会（吹田）2009 年 12 月] 

招待講演 １件 
[植物化学調節学会（仙台）2009 年 10 月] 

一般講演 1件 

[日本育種学会（札幌）2009年 9月] 

ポスター 1件 

[園芸学会（秋田）2009年 9月] 

一般講演 1件 

[第 15 回日本光生物学協会年会（岡崎）2009年 8月] 

ポスター発表 1 件 
[Plant Biology 2009 (Honolulu) July 2009] 

一般講演 1件 

[日本環境学会（京都）2009年 6月] 

一般講演 1件 

 


