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遺伝子科学研究開発部 

概要 
 

遺伝子科学研究開発部では、重点研究を推進するために、平成 17 年度より遺伝子科学研

究開発プロジェクトを募集し、採択された課題を平成 16 年度に設置した遺伝子組換え動植

物の飼育・培養設備（遺伝子実験施設２階）で実施している。第 1 期は平成 17 年度～平成

19 年度、第 2 期は平成 20 年度～22 年度、第 3 期は平成 23 年度～25 年度、第 4 期は平成 26

年度～28 年度で、一昨年度より第 5 期を 3 年間で実施し、本年度が最終年である。第 5 期

では、植物が 5 テーマ、動物（小型魚類に加え水産生物の受入）が 3 テーマで、所属部局

は、理学研究科（4）、先端物質科学研究科（1）、生物圏科学研究科（1）、総合科学研究科（1）、

自然科学研究支援開発センター（1）を重点支援した。本年度 11 月のセンターの改組のた

め、遺伝子科学研究開発部は廃止されたので、このプロジェクトも今期をもって終了する。 

 

第 5 期のプロジェクト研究は以下の通りである。第 5 期の終了のため、各研究プロジェ

クトの目的と成果を次ページ以降に記載する。 

 

分類 研究テーマ名 所属部局等 研究代表者（職） 

植物 

植物の生存戦略解明と機能開発 理学研究科 坂本 敦（教授） 

植物の葉老化制御機構の分子遺伝

学的解析 
理学研究科 草場 信（教授） 

高等植物の細胞機能に関する研究 先端物質科学研究科 藤江 誠（准教授） 

遺伝子組換えによる高ストレス耐

性植物の作出に関する研究 
生物圏科学研究科 江坂宗春（教授） 

外来異種遺伝子導入による植物の

機能変化の研究 

自然科学研究支援開発

センター 
田中伸和（教授） 

動物 

アリールスルファターゼ(Ars)の

機能解析 
理学研究科 中坪敬子（助教） 

再生組織・器官の大きさを制御す

るメカニズムの解明 
理学研究科 菊池 裕（教授） 

無腸動物の飼育方法の開発と、発

生学的、進化学的研究 
総合科学研究科 彦坂 暁（准教授） 
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各研究プロジェクトの目的と成果 
 

[植物] 

植物の生存戦略解明と機能開発 
（統合生命科学研究科（旧理学研究科） 教授 坂本 敦） 

研究目的：不断に変化する環境を生き抜く植物の生存成長戦略を，分子遺伝学的，分子

生物学的，生化学的および分子生理学的手法を駆使して統合的に理解すること，また，

研究成果の応用を図ることを目的に，遺伝子操作やゲノム編集を用いて農業分野・環境

分野に有用な植物機能開発を行う。 

研究成果：移動能力を持たない植物が，代謝を機軸として獲得してきた巧妙な成長生存

戦略を理解するために，坂本グループは植物代謝の多機能性をその具体例として明ら

かにしてきた。本プロジェクトの第３期および第４期において，核酸プリン塩基の分解

代謝がシロイヌナズナのストレス適応機構に機能し，その分子機構としてストレス条

件下で蓄積する代謝中間体アラントインが，アブシシン酸や（ABA）ジャスモン酸を介

したストレス応答を活性化することを示した。今期（第５期）は，プリン分解が通常条

件では窒素栄養のリサイクル系として花成や種子形成，稔性などの生殖成長に重要な

役割を担うことを明らかにした（Takagi et al., 2018）。即ち，本プロジェクト研究を通

じて，プリン分解が成長とストレス応答という全く異なる植物生理現象の調節に密接

に関わる二元的な生理的役割を担うことを示した。さらに，アラントインと ABA のス

トレス生理学的連関を足がかりとして，ストレスに応答した迅速な ABA 生成機構は，

小胞体ダイナミクスにより制御されていることを明らかにした（Han et al., 2019）。 
 島田グループはルビスコの活性化による光合成機能と生産生の向上に取り組み，タ

ンパク質ジスルフィド還元活性を有する BSD2 の過剰発現が，シロイヌナズナの光合

成とバイオマスを改善させうることを明らかにするとともに，BSD2 が関わる新奇な

ルビスコ活性化機構を提示した（Busch et al., 2019）。 
 
植物の葉老化制御機構の分子遺伝学的解析  

（統合生命科学研究科（旧理学研究科） 教授 草場 信） 
研究目的：植物は不要になった葉を老化させ、そこに含まれる栄養を再利用することで

栄養素を効率的に利用しているが、その分子メカニズムを遺伝学的なアプローチを中

心に解明する。 
研究成果：ダイズの細胞質遺伝のステイグリーン突然変異体の原因遺伝子が光化学系

II 小サブユニットのひとつ PsbM であることを明らかにした。また、イネステイグリ

ーン突然変異体 dye1 の原因遺伝子が光化学系 I のサブユニットのひとつである Lhca4
であることを明らかにした。 
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高等植物の細胞機能に関する研究  
（統合生命科学研究科（旧先端物質科学研究科） 准教授 藤江 誠） 

研究目的：①シロイヌナズナのミオシン関連遺伝子の機能解析 
②高等植物と植物病原細菌（植物共生菌）の相互作用の分子解析 

研究成果：タバコ BY-2 細胞に、青枯病菌を経由してタンパク質を注入する実験系の構

築を行なった。青枯病菌の主要なエフェクターである PopA の全長と GFP の融合タン

パク質を発現する青枯病菌株を作製し、BY-2 細胞との共培養においてエフェクターの

移行を試みた。split GFP システムを導入し、BY-2 細胞内で sfGFP1-10 を、青枯病菌

内で sfGFP11 とエフェクターの融合タンパク質を発現させ、高次構造の影響を回避し

て T3SS を通過させる実験系の構築を目指した。まず、split GFP システムが BY-2 細

胞内で機能する事を確認するために、BY-2 細胞の野生株に sfGFP1-10 を形質転換し、

さらに別のベクターで sfGFP11 を形質転換した。その結果、GFP 蛍光が生じ、BY-2
細胞内で split GFP システムが機能する事を確認した。次に、エフェクターである

PopP2 の N 末端と sfGFP11 の融合タンパク質が sfGFP1-10 のカウンターパートとし

て機能することを確認するために、両者を BY-2 細胞内で発現させたところ、GFP 蛍

光が確認された。コンストラクトの構築過程において、必要な塩基配列決定を遺伝子実

験部で実施した。 BY-2 細胞内における蛍光の観察は、遺伝子実験部のレーザー顕微鏡

(LSM700)で実施した。 
 植物病原菌の防除において、バクテリオファージを利用するために、自然界中より青

枯病菌、及びカンキツ潰瘍病に感染するバクテリオファージを探索した。単離したファ

ージについてゲノム構造を解析した。また、病害抑制効果を検討したところ、有用であ

る事が認められた。 
 

遺伝子組換えによる高ストレス耐性植物の作出に関する研究 
（統合生命科学研究科（旧生物圏科学研究科） 教授 江坂宗春） 

研究目的：環境悪化の深刻化により、植物の生育環境も、急激な劣悪条件に変貌しつつ

ある。そこで本研究では、遺伝子組換え技術を用いて、抗酸化能を高めることにより、

劣悪環境においても高い生育能力を有した環境ストレス耐性植物の開発を目指した研

究を行う。 
研究成果：本プロジェクトでは、抗酸化物質であるアスコルビン酸（AsA）に着目し、

AsA 生合成経路に関わる酵素の遺伝子発現を改変することにより植物の AsA 量を増強

させることを目的としている。これまでの研究から、熱帯植物アセロラでは AsA 生合

成の主経路に関わる酵素遺伝子の高い転写物量が、AsA 大量集積の一因である可能性

を明らかにしている。 
 AsA 生合成の主経路の 6 つの酵素に着目し、トマト葉から調製したプロトプラスト

内で一過的に過剰発現させて AsA 量の変動を評価した。その結果、AsA 生合成経路に
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関わる 6 つの酵素のうち、下流 3 つの酵素についてみると、単一酵素の過剰発現ある

いは複数酵素の共発現のいずれもプロトプラストの AsA 量の増加は認められなかった。

一方、上流 3 つの酵素についてみると、GDP-L-galactose phosphorylase の過剰発現

に よ っ て AsA 量 が 増 加 す る 傾 向 が 認 め ら れ 、 さ ら に GDP-D-mannose 
pyrophosphorylase と GDP-D-mannose 3ʹ,5ʹ-epimerase を含めた三つの酵素を共発現

させると、AsA 量が 3 倍以上も有意に増加することが明らかになった。次に AsA 生合

成の副経路に関わる酵素である galacturonic acid reductase の遺伝子組換えトマトの

作出を試みた。その結果、トマト葉では有意な AsA 量の増加は認められなかったが、

果実は AsA 量が増加する傾向が認められた。 
 本プロジェクトにより、植物の AsA 強化には AsA 生合成の主経路で上流 3 つの酵

素遺伝子の発現が重要であることが明らかとなった。また AsAs 生合成の副経路に関わ

る酵素も器官によって AsA の強化に有効であることも明らかになった。 
 

外来異種遺伝子導入による植物の機能変化の研究  
（自然科学研究支援開発センター 教授 田中伸和） 

研究目的：植物のプロテオグリカンであるアラビノガラクタンタンパク質（AGP）の糖

鎖の人工的な改変を目的とし、糖鎖合成に関わる酵素遺伝子を導入した植物を作製す

る。 
研究成果：AGP は植物の生理、成長、分化、環境応答などで重要な役割を果たすこと

が分かっており、その機能には分子の 90％以上を占める糖鎖が重要と考えられている。

AGP 糖鎖を含む細胞壁マトリックス糖鎖の高ガラクトシル化を目指し、我々はこれま

でヒト由来の UDP-ガラクトース輸送体遺伝子を導入したタバコで高ガラクトシル化

を実現している。今期は、細胞壁マトリックス糖鎖が高ガラクトシル化されたタバコ植

物の形質を解析するとともに、細胞壁マトリックス糖鎖のうち特にアラビノガラクタ

ン糖鎖が高ガラクトシル化された植物を得るべくシロイヌナズナの-1,3-ガラクトー

ス転移酵素（At-1,3-GalT）、-1,6-ガラクトース転移酵素（At-1,6-GalT）遺伝子、

ヒト型人工合成 UDP-ガラクトース輸送体（aUGT）、UDP-ガラクトース合成酵素

（AtUGE2 あるいは AtUGE4）の各遺伝子を単独もしくは組み合わせたベクターを作

製した。これらの遺伝子をタバコに導入して形質転換植物を取得し、その T1 世代の種

子を得た。 
 まず、At-1,3-GalT、At-1,6-GalT、aUGT、AtUGE2 の各遺伝子を単独で導入し

たタバコ形質転換植物において、それぞれの生育を観察したところ、At-1,3-GalT 形

質転換植物が培養時での生育の抑制が見られた。さらに、At-1,3-GalT 遺伝子発現量

も低く、本遺伝子の高発現がタバコ植物において毒性を示すことが示唆された。この状

態はその後の栽培植物においても続き、生育が遅延する系統も見られた。一方、培養時

の生育抑制は培地のショ糖を減らすことである程度回復されたため、ショ糖が生育抑
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制に何らかの影響を与えていることが考えられた。 
 今後は、この At-1,3-GalT 遺伝子の発現とアラビノガラクタン糖鎖と関係及びショ

糖の影響について明らかにしていく予定である。 
 

 
[動物] 
アリールスルファターゼ(Ars)の機能解析 

（統合生命科学研究科（旧理学研究科） 助教 中坪敬子） 
研究目的：初期発生から器官形成までの形態形成運動を観察できるメダカを主材料に、

マウスやラットとも比較することで脊椎動物の形態形成における新奇細胞外基質 Ars
の分子環境とその構築システム及び機能の解明を目指した。 
研究成果： 
1. 細胞外基質 Ars の分子環境と構築システム 
免疫電顕と in situ hybridization 法により、ラット肝臓では、実質細胞で合成された

ArsB が毛細血管の類洞に分泌され、ディッセ腔のコラーゲン繊維や血管内皮細胞の

HSPG と共に細胞外基質を構成することが示唆された。メダカを用いた解析では、脳

脈絡叢の間質の細胞で合成された ArsB が顆粒状の構造体を経て上皮細胞から脳室内

に分泌される可能性が示された。以上より、ArsB は循環系を介して必要な細胞へ運搬

されて、機能している可能性が高い。脈絡叢間質の顆粒状構造が魚類に特徴的なのか、

哺乳類でも保存されているのかをラットの脳を用いた免疫染色により、精査している。  
2. Ars の機能の解明 
ゲノム編集により、ArsB を欠失させた null メダカと ArsB の C 末領域を欠損させ

たメダカを作成した。前者は特徴的な顔貌を示し、肋骨に異常がある個体が検出された

が、脊椎骨に狭窄はなく、脊髄は正常に形成されていた。RT-PCR 法により、ArsB の

変異体では、ArsB の発現が低下し、同じサブファミリーに属す遺伝子群の発現が上昇

していたので、機能保全が起こっている可能性が示唆された。C 末領域が欠損した変異

体は、野生型に比べて、生育率が低く、原因を精査している。 
 

再生組織・器官の大きさを制御するメカニズムの解明 
（統合生命科学研究科（旧理学研究科） 教授 菊池 裕） 

研究目的：再生可能な動物における再生機構に関して、遺伝子発現制御をエピジェネテ

ィック機構の側面から解明する事を目指す。 
研究成果：多くの脊椎動物は，外傷や疾患による損傷に対して高い再生能力を有するが，

哺乳類等の高等動物は非常に限られた再生能力しか示さない。そこで私達は，再生能力

が高い・低い脊椎動物間における再生機構の違いを解明することにより，iPS 細胞を用

いた移植による再生医療ではなく，生体内での再生医療の創生を目指している。私の研
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究室では，再生能力が高い動物として小型熱帯魚ゼブラフィッシュを用い，尾ビレ再生

を実験系として研究を行っている。第 5 期は，尾ビレ再生過程を制御するシグナル伝

達系（Mechanistic target of rapamycin complex 1 (mTORC1)）の機能を明らかにし

たので報告する。 
ゼブラフィッシュは，体のほとんど全ての組織・器官が再生可能なモデル脊椎動物であ

り, 再生研究に盛んに用いられている。再生過程には，どの様にして再生が始まり止ま

るのか，なぜ元と同じ大きさ・形状に戻す事が出来るのか等，多くの疑問点が存在して

いる。ゼブラフィッシュの尾ビレ再生では，切断位置に変えても元の大きさの尾ビレに

戻る事が知られている。この結果は，切断位置に依存した精密な細胞増殖制御メカニズ

ム（位置の記憶：Positional memory）の存在を示唆しているが，その詳細は明らかに

されていなかった。私達は，特異的アミノ酸（ロイシン・グルタミン）が，アミノ酸輸

送体→液胞型プロトンポンプ（V-ATPase）によるリソソームの酸性化を経て mTORC1
を活性化させ，細胞増殖を制御していることを明らかにした。私達哺乳類は再生出来な

いため，再生可能な動物の再生機構を解明することは，再生医療への応用において非常

に重要である。特に「切断された位置の記憶」及び「その制御機構の解明」は，正確に

再生させるために必要不可欠な基礎的情報である。更に本研究成果は，オルガノイドの

様に試験管内で三次元的に作られる組織・器官の大きさの制御にも応用可能であると

考えている。 
 

無腸動物の飼育方法の開発と、発生学的、進化学的研究 
（統合生命科学研究科（旧総合科学研究科） 准教授 彦坂 暁） 

研究目的：無腸動物を実験室内で継続的に飼育する方法を確立し、無腸動物を実験動物

として広く利用できるようにする。同時に、卵や初期胚を用いた様々な発生学実験を行

う。また動物と藻類の共生進化についても研究を行う。 
研究成果： 
① 瀬戸内海産無腸動物 Praesagittifera naikaiensis を瀬戸内海沿岸各地で採取・飼

育し、これら個体のミトコンドリア COI 遺伝子配列による DNA バーコーディングを

行い、地理的分布と各地の個体群間の遺伝的分化を調査した。その結果、P. naikaiensis
は瀬戸内海に広く分布し、各地の個体群の間には十分な遺伝的交流があることが明ら

かになった（Hikosaka-Katayama et al., 2020）。 
② P. naikaiensis のドラフトゲノムを沖縄科学技術大学院大学（OIST）と共同で解

読し、公開した（https://marinegenomics.oist.jp/p_naikaiensis/viewer?project_id=71; 
Arimoto et al., 2019）。 
③ P. naikaiensis の共生藻 Tetraselmis について、葉緑体 rbcL 遺伝子配列による

DNA バーコーディングを行った。その結果、共生藻のハプロタイプは大きく２つに分

けられ、いずれも瀬戸内海全域に分布しており、同一個体に両タイプが同時に共生する
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場合もあることがわかった。 
④ P. naikaiensis の発生関連遺伝子と組織分化マーカー遺伝子の cDNA をクローニ

ングし、Whole mount in situ hybridization 法により成体における発現の解析を行っ

た。 
⑤ P. naikaiensis の浸透圧適応能力を調べるために、高塩濃度、低塩濃度海水での飼

育実験を行った。その結果、P. naikaiensis が広範囲の塩濃度に適応できる広塩性であ

ることがわかった。 

― 35―


	anual2019all_Part37
	anual2019all_Part39
	anual2019all_Part40
	anual2019all_Part41
	anual2019all_Part42
	anual2019all_Part43
	anual2019all_Part44
	anual2019all_Part45

