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Introduction

国立遺伝学研究所はDNA二重らせん発見の4年前にあたる1949年に
創設されました。60年を越すその歴史は20世紀後半の生命科学の爆発
的発展と重なり、本研究所も、分子進化の中立説、
mRNAのキャップ構造の
発見、DNA複製起点の同定など数々の優れた研究業績を輩出してきまし
た。その後1984年に大学共同利用機関に改組され、遺伝学のナショナル
センターとして機能してきました。
国立遺伝学研究所の使命は生命科学における先端研究とそのための基
盤整備、人材の養成、そしてこれらをもとにした共同利用・共同研究の推進
です。毎年コンスタントに優れた論文が発表され、
国内外の共同研究拠点と
しても多くの優れた成果をあげてきており、論文引用度や外部研究資金の
獲得額も常に高水準を保ってきました。基盤整備ではDNAデータバンク
（DDBJ）
や生物遺伝資源、最近では大規模DNAシーケンシングセンター
を運営し、国際的な拠点として機能するとともに、研究コミュニティとの連
携を進めてきました。本研究所にはマウスやイネなど何十年もかけて収集・
構築してきた遺伝資源が多くありますが、ゲノムの時代の研究材料として
新たな光が当たり始めています。今後とも、
このような長期的な視点での基
盤整備を進めていきたいと考えています。人材育成・分野開拓では、新分野
創造センターを拡充し将来を見すえた体制つくりも進めてきましたし、
また
総合研究大学院大学・遺伝学専攻を担当し、
優秀な研究者を世に送り出して
います。このような大学共同利用機関のミッションを果たすべく、
39の研究
グループ、教職員、学生、
ポスドク、
テクニシャン、SEなど総勢500名近くが
三島の地で活動を続けています。
国立遺伝学研究所は2004年に情報・システム研究機構の一員として法
人化されましたが、法人化の利点を最大限活用して、今後とも、生命システ
ムの個別メカニズムの解明さらにはその全体像の解明をめざした最先端研
究に取り組み、いっそうの発展を期したいと思います。これらを支え先導す
る基盤事業について、昨年度の先端ゲノミクス推進センターに加え、生物

The National Institute of Genetics (NIG) was established in 1949 as the
central institute to study various aspects of genetics. It was reorganized
in 1984 as an inter-university research institute to promote collaborations with researchers at universities. Since 1988, NIG has been participating in graduate education as the Department of Genetics of the
Graduate University for Advanced Studies (SOKENDAI). NIG also
serves as a center for various genetic resources such as mutant strains,
clones and vectors, and houses DDBJ, the DNA Data Bank of Japan,
and a DNA sequencing center.
The history of NIG overlaps the period of a revolution in the field of
Genetics. Genetics is no longer a discipline to study the rules and
mechanisms of heredity, but has become the basis for all fields of life
science. Molecular techniques now allow us not only to decipher the
entire genome sequence of organisms including humans, but also to
understand the details of higher biological phenomena: cell differentiation, morphogenesis, brain function, and evolution --- the history of life
itself. Currently, 39 research groups are actively performing pioneering
and cutting-edge researches in these fields at NIG.
Recent generation of massive information on biological systems and
their environment calls for new directions in life sciences, such as
bioinformatics, system-level analysis, and theoretical approaches to
extract knowledge from databases. NIG has collected and developed
various bioresources (mouse, rice etc.) from wild population for long
time, which are now excellent targets in the new genome era to understand the mechanisms and its evolution and diversity of life. So-called
the next generation DNA sequencing technology will revolutionize a
wide range of life science. To meet this direction NIG sets up Intellectual
Infrastructure Centers (Advanced Genomics Center, Genetic Resource
Center and DDBJ Center) for cooperations and collaborations in the
research community.
We would appreciate your continuous support and encouragement to
NIG, and welcome your comments and suggestions on our research
activities and endeavors.
Yuji Kohara, Director-General

遺伝資源センター、DDBJセンターを共同利用事業センターとして立ち上
げました。国立遺伝学研究所は常に若返り、改革を続け、そして生命科学を
先導する研究所として活動していきたいと考えております。遺伝学・生命科
学を作り上げ発展させてきた先輩達の汗と努力に報いるべく、一層の研鑽
を重ねていく所存でありますので、今後とも、
どうか皆様のご指導・ご鞭撻を
よろしくお願いいたします。
所長

小原

雄治

小原雄治
研究分野：分子生物学、
ゲノム生物学
略歴：名古屋大学助手（1980-1989）、英国MRC分子生物学研究所客員研究員
（1988-1990）、国立遺伝学研究所・遺伝情報研究センター助教授（1989-1996）、同
・構造遺伝学研究センター教授（1996-1998）、同・生物遺伝資源情報総合センター教
授（1998-）、同・副所長（2002-2004）、同・所長（2004-）、情報・システム研究機構理
事（2005-）、総合研究大学院大学教授（1996-）、
日本学術会議会員
（2005-）
所属学会：日本分子生物学会、
日本遺伝学会、HUGO （Human Genome Organization）

所長 Yuji Kohara Director-General

Research Field: Genome biology and molecular biology
Career: Assistant Professor, Institute of Molecular Biology, Nagoya University
(1980-1989); Visiting Scientist, MRC Laboratory of Molecular Biology, Cambridge, UK
(1988-1990); Associate Professor, DNA Research Center, NIG (1989-1996); Professor,
Structural Biology Center, NIG (1996-1998); Professor and Head, Center for Genetic
Resource Information, NIG (1998-2004); Professor, Department of Genetics, SOKENDAI (1996-); Vice Director, NIG (2002-); Director-General, NIG (2004-).
Memberships: Genetics Society of Japan; Molecular Biology Society of Japan; HUGO
(Human Genome Organization)

はじめに／ Introduction
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概

要

遺伝学の最先端研究
CUTTING-EDGE GENETICS RESEARCH

生命科学分野における中核研究機関として国
際水準の先端的研究に取り組んでいる。

共同利用

As a core institute of Genetics, NIG is acting for
advanced research in the field of Life Sciences.

RESEARCH COLLABORATIONS

全国の研究者のために共同研究の機会を提
供し、
またそのための施設の利用に応ずる。

国際交流
INTERNATIONAL COLLABORATION

遺伝学の分野で国際的な学術交流を活発化
するため、研究者の交流や国際シンポジウム
等を開催する。
This institute strives to promote international
scientific exchanges by sponsoring international
symposia and through the exchange of
researchers.

This institute offers collaborative research
opportunities to researchers throughout Japan.

大学院教育

知的基盤整備事業

EDUCATION FOR GRADUATE STUDENTS

総合研究大学院大学生命科学研究科の遺伝
学専攻を担当し、大学院学生の教育を行う。ま
た、
その他の大学の大学院教育に協力する。

INTELLECTUAL INFRASTRUCTURE FOR LIFE SCIENCES

生命科学を支える中核拠点として、バイオリソ
ース事業、DDBJ事業、DNAシーケンシング
事業を行っている。

This institute enrolls graduate students as the
Department of Genetics, School of Life
Sciences, Graduate University for Advanced
Studies, and also participates in the education
of students from other universities.

NIG performs Bioresources Center, DNA Data
Bank of Japan (DDBJ) and DNA Sequencing
Center, as a core institute to build the
intellectual infrastructure that supports Life
Sciences.

生命科学分野における遺伝学の中核拠点としての先端研究活動
Cutting-edge research at the National Institute of Genetics: a core institute for life sciences

ゼブラフィッシュ脊 髄 運
動神経細胞の発火の可視化
Visualization of the activity
of a subset of the motor
neurons in the spinal cord.
カラー 表 示された細 胞 内で実
測された流動の速度分布(上) と
シミュレーションによりコンピュー
タ上に再構築された速度分布(下)
非対称分裂の模式図
Schematic diagrams of
asymmetric division

The flow velocity distribution in
vivo (upper) and that in computer
simulation (lower) are represented
with color.

国立遺伝学研究所は、生命科学分野における中核拠点として生命システムの個別メカニズ
ムの解明、さらにはその全体像の解明を目指した国際水準の先端的研究に取り組んでいる。
生命システムは遺伝情報と多様な生体物質が階層性を持つことが特徴である。そのため、遺
伝子・ゲノムから生命システム解明を目指し、
「 染色体・細胞」、
「 エピジェネティクス」、
「 発生・
分化」、
「 生殖」、
「 行動」、
「 脳科学」、
「 ゲノム・大量情報」、
「 進化・多様性」などのキーワードで
イネ、シロイヌナズナ、マウス、ゼブラフィッシュ、ショウジョウバエ、線虫、酵母、大腸菌などの
モデル生物やデータベースを用いた最先端の研究を行っている。
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概要／ Outline

セントロメアにおける独
自のクロマチン構造
A unique centromeric
chromatin structure
種 子が稔る正 常 型（ 左 ）と種
子がまったく稔らないため穂が
直立するmel2突然変異体（右）
Normal type with seeds (left)
and mel2 mutant (right),
whose head stands upright
due to the absence of seeds.

最近のプレリリースより

NIG is a core institute for advanced research in the field of Life Sciences working to unlock
the mysteries of biological systems and their individual mechanisms. Biological systems are
characterized by hierarchical structure of genetic information and various biological materials. Therefore, to explore from genes and genomes to biological systems, we perform
cutting edge research using rice, Arabidopsis, mice, zebrafish, fruit flies, nematode, E. coli
and other model organisms, and various databases, with keywords such as
“chromosome/cell”, “epigenetics”, “development/differentiation”, "reproduction", “behavior”,
“neuroscience”, “genomics and bioinformatics”, and “evolution and diversity”.

Outline

国立極地研究所

極域科学専攻

National Institute of Polar Research

Department of Polar Science

複合科学研究科

国立情報学研究所

School of Multidisciplinary
Sciences

National Institute of Informatics

情報学専攻
Department of Informatics

統計数理研究所

統計科学専攻

The Institute of Statistical Mathematics

Department of Statistical Science

大学共同利用機関法人

情報・システム
研究機構

生命科学研究科

国立遺伝学研究所

遺伝学専攻

National Institute of Genetics

Inter-University Research
Institute Corporation

Department of Genetics
School of Life Science

Research Organization of
Information and Systems

新領域融合研究センター
国立大学法人

Transdisciplinary Research Integration Center

総合研究大学院大学の一部

ライフサイエンス
統合データベースセンター

A part of SOKENDAI

Database Center for Life Science

生命科学を支える知的基盤整備事業の中核拠点としての活動
Activities to build the intellectual infrastructure that supports life sciences
バイオリソース（生物遺伝資源）事業

Bioresources Project

DDBJ（日本DNAデータバンク）事業

DDBJ Project

NBRP情報センター NBRP Information Center

先端ゲノミクス推進事業

Advanced Genomics Project
DNAシーケンシングセンター
DNA Sequencing Center at NIG

生体認証による入室監理区域

H23年度は1,232件の提供
同意書(MTA)を締結

H23年度のNBRP DBへの
月平均利用者数は21万件

1,232 MTAs were processed
in a period of April 2011 to
March 2012.

The DB had 210,000 views per
month on average in a period
of Nov. 2010 to Oct. 2011.

学術研究用の生物系統の開発、収集、提供の中核拠点とし
てバイオリソース事業を展開している。文科省NBRPの各
種生物の中核代表機関としても活動し、さらに情報センタ
ーとして大学等と連携してバイオリソースデータベースの
構築と公開運用を進めている。

DDBJ(DNA Data Bank of Japan )は1987年に設立され
学術論文や特許公報等を通じて公知にされるDNAデータをす
べて網羅し、
世界の公共財として維持管理する国際学術事業を
行っている。
この事業は過去25年間、
欧州のEBI/EMBLおよび
米国のNCBI/GenBankとの３者の協力体制で行われており、
３
者の間では受付後公開されるデータは毎日交換され、
世界共通
のデータベース
『INSD 国際塩基配列データベース』
がつくら
れる。
３者のどこで登録を受けても世界で同時に公開される。

キャピラリ型シーケンサ

次世代型シーケンサと計算サーバ

クローン釣りロボット

試料保存用超低温槽

多細胞生物の全ゲノム解読では国内最大の実績とノウハウ
を持つ。これまでに〉29機関（大学、研究所）,57グループと
の共同により〉44生物種のゲノムや遺伝子解析を行ってき
た。学術分野のゲノム情報産出の中核として機能している。

概要／ Outline
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遺伝研マップ

NIG Map

実験動物慰霊碑

Memorial Monument for Experimental Animals

テニスコート

展示室

Tennis Court

W

Exhibition Room

K

M
H

V

G

C
B

R
U

J

A

X

S

D

Z
Q

研究員宿泊施設
Ａ 本館
Main Building

Ｂ 図書館
Library

Ｃ 研究実験棟
Laboratory Building

Ｄ 講堂棟
Lecture Hall

Ｇ 構造遺伝学研究センター
Structural Biology Center

Ｈ RI 実験棟
Radioisotope Laboratory
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遺伝研マップ／ NIG Map

Guest House

Ｊ 第２研究実験棟
Laboratory Building II

Ｋ 第２電子計算機棟
Computer Building II

Ｍ 電子計算機棟
Computer Building I

Ｑ 研究員宿泊施設
Guest House

Ｒ 系統生物研究センター
Genetic Strains Research Center

生物遺伝資源情報総合センター
Center for Genetic Resource Information

講堂

Lecture Hall

Ｓ 系統生物西附属棟
Genetic Strains Research Center West Building

Ｕ ネズミ附属棟

食堂

〈研究所の敷地と建物〉
土地総面積

Administration Building for Experimental Farm

Ｗ 生命情報研究センター
Center for Information Biology and DNA Data Bank of Japan

Ｘ 動物飼育実験棟
Animal Research Building

Z 職員宿舎
Official Residence

106,959㎡

Institute Facilities and Grounds

Mouse Breeding Building II

Ｖ 実験圃場管理施設

Dining Room

内訳

Details

研究所敷地 95,080㎡
Institute area

宿舎敷地 11,879㎡
Residential area

建築面積

15,860㎡

建物延面積

37,941㎡

Building area

(Total floor space)

Ī3123༃5ॢ2এ੭ī

遺伝研へのアクセス

Access to the Institute

シンボルマークは減数分裂第一中期の分裂像を図案化し
たもので，
「地球の歴史は地層に、生物の歴史は染色体に
記されてある」
（木原 均、1946）を表している。
:`TIVSTHYRVM[OL0UZ[P[\[L^OPJOKLZPNUZ[OLTL[HWOHZLWSH[L
VM[OLMPYZ[TLPV[PJKP]PZPVUHUKZ`TIVSPaLZ[OLYLTHYRI`+Y
/P[VZOP2POHYH !¸;OLOPZ[VY`VM[OLLHY[OPZYLJVYKLKPU[OL
SH`LYZVMP[ZJY\Z["[OLOPZ[VY`VMHSSVYNHUPZTZPZPUZJYPILKPU[OL
JOYVTVZVTLZ¹

遺伝研周辺地図

遺伝研詳細地図

羽田空港

Haneda Airport

羽田空港

品川駅

Haneda Airport

Shinagawa JR Station
京急 約20分
Keikyu (about 20min)

新幹線こだま 約50分
Shinkansen Kodama (about 50min)

JR約1時間
JR (about 1hr)

遺伝研へのアクセス／Access to the Institute
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研究系・研究センター等の概要

Outline of Departments, Research Centers and Experimental Farm

■分子遺伝研究系
遺伝情報の発現とその制御過程を、染色体構造の構築と機能、その統合性維持の
機構に着目して分子遺伝学の方法で研究している。

■細胞遺伝研究系
細胞内で観察される遺伝現象を分子レベルで解明することを目指して、生細胞及び
無細胞系を用いた研究を行っている。

■個体遺伝研究系
ヒドラ、ショウジョウバエ、ゼブラフィッシュ、マウスなどのモデル生物を用い、発生
や行動など動物のさまざまな生命現象における遺伝子や細胞の役割についての
研究を行っている。

■集団遺伝研究系
生物進化の歴史とその機構を解明する目的で、実験的及び理論的手法を用いて、遺
伝子やゲノムのレベルから集団のレベルまで幅広く研究している。

■総合遺伝研究系
ヒトの高次表現型のシステム医学、脊椎動物の神経回路形成機構、および植物のエ
ピジェネティック制御に関しての総合的な研究を行っている。

■新分野創造センター
若手の優れた研究者が独立して研究室を運営し、遺伝学とその周辺領域に新しい分
野を開拓する研究を行う。これにより、研究共同体の中で重要な役割を果たす人材
を育成する。

■系統生物研究センター
独自に開発・収集したマウス、ゼブラフィッシュ、ショウジョウバエ、イネ、原核生物
の実験系統など有用な生物遺伝資源に立脚して、特色のある先端的研究を推進
している。

■構造遺伝学研究センター
分子から多細胞の各レベルで、遺伝学と構造生物学の境界領域で最先端の研究
を行うとともに、生体内の構造を観察・解析する様々な手法を開発し、遺伝学に導
入している。

■生命情報研究センター
生命情報学の拠点として、情報処理技術を駆使して生命現象の解明を目指した発
見研究と生命科学の推進の為の技術開発を行っている。

■実験圃場
遺伝研における研究と事業支援のための植物遺伝資源作成、管理、分譲及び関連研
究を行っている。

■放射線・アイソトープセンター
放射線や放射性同位元素を、研究利用するための共同利用施設である。137Csを線
源としたガンマー線照射装置を備えている。

■生物遺伝資源センター
生命科学を先導する様々なバイオリソースを開発し、
それらの維持と国内外の大学や
研究機関への分譲を行っています。関連情報は、
データベース化して世界中に公開して
います。
また、
文部科学省のナショナルバイオリソースプロジェクトにも参加しています。

■先端ゲノミクス推進センター
学術分野における超大規模ゲノム情報研究推進の中核として先端ゲノミクス研究
を進めるとともに、次世代型ゲノム情報解析パイプラインの提供等による共同利用・
共同研究を推進する。

■DDBJセンター
DDBJ(DNA Data Bank of Japan )論文や特許を通じて公知にされるDNAデー
タを網羅し、世界公共財として維持管理する国際学術事業を 米国GenBank欧州
EMBLとの3者協力で行っている。また遺伝研スーパーコンピューターの設計維持
管理を行い、解析ツールや環境を広く提供するとともに巨大データを扱うための技
術や機器の評価を行い生命系への取り込みに努めている。

■情報基盤ユニット
研究所全体に関わる所内ネットワークの管理や情報セキュリティ対応支援などを行
う。運営については電子計算機委員会の下に行う。

■マウス研究支援ユニット
マウスを用いた研究のサポートを目的として、施設管理と共に、
マウス供与・胚凍結・
マウスクリーニング・
トランスジェニックマウス作製などを行う。
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■Department of Molecular Genetics
Molecular genetic studies of gene expression and its control are being carried out,
currently focusing on chromosomal structure and function and maintenance of its
integrity.

■Department of Cell Genetics
Fundamental genetic phenomena are being studied in living cells and in cell-free
systems to explain the phenomena observed at the cellular level in molecular terms.

■Department of Developmental Genetics
We study roles of genes and cells during various biological phenomena of animals
including development and behavior by using model organisms, hydra, Drosophila,
zebrafish and mouse.

■Department of Population Genetics
We are conducting experimental and theoretical studies on the history and
mechanisms of organismal evolution from the gene and genome level to the population level using various organisms, such as human, Drosophila and mouse.

■Department of Integrated Genetics
By integrating various approaches in genetics, we study systems medicine on
complex human traits, neural network formation of vertebrates, and epigenetic
controls of plants.

■Center for Frontier Research
The Center for Frontier Research provides promising young scientists with independent positions and an opportunity of developing new frontiers in genetics and
related research fields. The Center thereby brings up scientists who will play crucial
roles in academic fields in the future.

■Genetic Strains Research Center
This center promotes forefront researches of life science based upon unique
bioresources of mice, Zebra fishes, Drosophila, rice and microorganisms, which are
developed and collected by this center.

■Structural Biology Center
This center was founded to perform the pioneering researches in the new area
between genetics and structural biology, and to develop new methods and
techniques for the area.

■Center for Information Biology
Develop the technologies and resources to make the massive data available, useful
and meaningful for the domain. Also conducts some wet or dry experiments for
knowledge discovery.

■Experimental Farm
The farm is responsible for plant resource generation, management, distribution
and related studies to support research and service in the NIG.

■Radioisotope Center
The Radioisotope Center has facilities for biochemical experiments using radioactive tracers. Irradiation treatment of 137Cs is also available.

■Genetic Resource Center
The center develops, preserves forefront bioresources of various organisms, and
distributes them to domestic and overseas universities and institutes. The related
information is open to the public through the databases. The center participates
actively in “National BioResource Project (NBRP)” of MEXT of Japan.

■Advanced Genomics Center
This Center is planned to conduct most advanced genomic researches and to
provide resources based on new-generation sequencing pipeline to the community.

■DDBJ Center
One of the three inlet for INSD (International Nucleotide Sequence Database; a.k.a.
DDBJ/EMBL/GenBank) as well as one of the three primary data outlet of INSD. The
center also hosts the NIG supercomputer for the public research use. In respond to
the data deluge, the researchers and engineers evaluates new technologies and
machines to handle and process Big Data.

■IT Unit
Responsible for the maintenance of computer network and information security
issues relevant to whole institute. The IT Unit will be operated under the supervision
of the Computer Committee.

■Mouse Research Supporting Unit
In order to facilitate mouse research in NIG, the unit provides live mice, and
undertakes experiments such as embryo freezing, in vitro fertilization, mouse
cleaning, and transgenic production.

研究系・研究センター等の概要／ Outline of Departments, Research Centers and Experimental Farm
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Division of Molecular Genetics
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O[[W!^^^UPNHJQWSHIZ4VS.LULPUKL_FQO[TS
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教授

博
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博
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（医）

50:/056;H[Z\`H
+4LK(ZZPZ[HU[7YVMLZZVY

染色体構造と機能
生物が生命を維持するためには、
ほぼ決まった時間周期で染色体の複製
と分配が正確に行われなければなりません。
染色体の複製・分配といった基
本的な生体反応に狂いが生じると染色体の異数化、
がん化など細胞に対す
る悪影響が生じます。
細胞周期のS 期で複製された染色体は、
M期では両
極から伸びた紡錘体に捕えられ、
娘細胞へと分配されます。
この際、
紡錘体
が結合する染色体の特殊構造はキネトコア ( 動原体 ) と呼ばれ、
キネトコ
アの形成されるゲノム領域はセントロメアと定義されています。
興味深い
ことに、
セントロメア領域は、
DNAの一次配列とは無関係なエピジェネティッ
クな分子機構によって規定されます。
私たちの研究室では、
キネトコアが規定され、
正常に構築されるための集
合機構、
キネトコアと微小管結合を監視するスピンドルチェックポイント
機構、
セントロメア近傍のヘテロクロマチン形成機構など染色体分配に関
わる様々な分子機構の解明を目指して研究を行なっています。
研究手法と
しては、
分子遺伝学、
細胞生物学、
生化学、
構造生物学、
ゲノム生物学といっ
たあらゆる方法を用いています。
また、
未分化な細胞、
初期発生期の細胞、
分化した細胞においてのセントロ

:[Y\J[\YLHUKM\UJ[PVUVMJOYVTVZVTLZ
PUOPNOLY]LY[LIYH[LJLSSZ
;OLJLU[YVTLYLWSH`ZHM\UKHTLU[HSYVSLPUHJJ\YH[LJOYVTVZVTLZLN
YLNH[PVUK\YPUNTP[VZPZHUKTLPVZPZPUL\RHY`V[LZ0[ZM\UJ[PVUZPUJS\KLZPZ[LY
JOYVTH[PKHKOLZPVUHUKZLWHYH[PVUTPJYV[\I\SLH[[HJOTLU[JOYVTVZVTL
TV]LTLU[TP[V[PJJOLJRWVPU[JVU[YVSHUKMVYTH[PVUVMOL[LYVJOYVTH[PU
(S[OV\NOJOYVTVZVTLZLNYLNH[PVULYYVYZJH\ZLNLUL[PJKPZLHZLZPUJS\KPUN
ZVTLJHUJLYZ[OLTLJOHUPZTI`^OPJOJLU[YVTLYLZPU[LYHJ[^P[OTPJYV[\
I\SLZVM[OLZWPUKSLHWWHYH[\ZK\YPUNJLSSKP]PZPVUPZUV[M\SS`\UKLYZ[VVK
;V\UKLYZ[HUK[OLTVSLJ\SHYTLJOHUPZTVMJOYVTVZVTLZLNYLNH[PVU
^LHYLJ\YYLU[S`Z[\K`PUNVURPUL[VJOVYLZWLJPMPJH[PVURPUL[VJOVYLHZZLTIS`
TLJOHUPZTZWPUKSLJOLJRWVPU[M\UJ[PVUHUKMVYTH[PVUTLJOHUPZTVMOL[
LYVJOYVTH[PUZ[Y\J[\YLULHYJLU[YVTLYL>LHYL\ZPUNTVSLJ\SHYNLUL[PJZ
JLSSIPVSVN`IPVJOLTPZ[Y`Z[Y\J[\YHSIPVSVN`HUKNLUVTLIPVSVN`[VJYHSPM`
RPUL[VJOVYLZ[Y\J[\YLHUKM\UJ[PVU
>LHYLHSZVPU[LYLZ[LKPU]HYPV\ZTLJOHUPZTVMJOYVTVZVTLZLNYLNH
[PVUK\YPUNKL]LSVWTLU[VMVYNHUPZTZ;V\UKLYZ[HUK[OLTLJOHUPZTVM
JOYVTVZVTLZLNYLNH[PVUPU[OLVYNHUPZTZHSJVU[L_[^LHYL\ZPUNTPJL
NLUL[PJZHWWYVHJO

メア構造の変化に伴う多様な染色体分配機構に着目し、
マウス遺伝学を用
いた研究も行っています。
5PZOPUV;;HRL\JOP2.HZJVPNUL2,:\a\RP (/VYP ;6`HTH
;4VYPRH^H2*OLLZLTHU04-\RHNH^H;*,57;>:
?-VYTZH<UPX\L*LU[YVTLYPJ*OYVTH[PU:[Y\J[\YL^P[OH/PZ[VULSPRL
-VSK*LSS
.HZJVPNUL 2, ;HRL\JOP 2 :\a\RP ( /VYP ; -\RHNH^H ; HUK
*OLLZLTHU 04  0UK\JLK ,J[VWPJ 2PUL[VJOVYL (ZZLTIS`
)`WHZZLZ [OL 9LX\PYLTLU[ MVY *,57( 5\JSLVZVTLZ *LSS  

:\a\RP ( /VYP ; 5PZOPUV ; <Z\R\YH 1 4P`HNP ( 4VYPRH^H 2
HUK -\RHNH^H ;  :WPUKSL TPJYV[\I\SLZ NLULYH[L [LUZPVU
KLWLUKLU[JOHUNLZPU[OLKPZ[YPI\[PVUVMPUULYRPUL[VJOVYLWYV[LPUZ1
*LSS)PVS 
(THUV 4 :\a\RP ( /VYP ; )HJRLY * 6RH^H 2 *OLLZLTHU
04 HUK -\RHNH^H ;   ;OL *,57: JVTWSL_ PZ LZZLU[PHS MVY
[OL Z[HISL HZZLTIS` VM V\[LY RPUL[VJOVYL Z[Y\J[\YL 1 *LSS )PVS 


図 ― キネトコアタンパク質であるCENP-WおよびCENP-Tをノックアウトした細胞での
染色体像( 青 )とスピンドル形態 ( 緑 )を示している。
コントロールの細胞 (CENP-W ONお
よびCENP-T ON)では、
染色体は正常に整列して2極性のスピンドルが観察されるが、
ノッ
クアウト細胞 (CENP-W OFFおよびCENP-T OFF)では、
染色体が過凝縮を起こし、
染色体
配置が異常になっている。
-PN\YL*OYVTVZVTLTVYWOVSVN`HUK˷[\I\SPUZ[HPUPUNNYLLUPUJVU[YVS*,57>65VY
*,57;65*,57>*,57>6--HUK*,57;*,57;6--KLMPJPLU[+;JLSSZ*OYV
TVZVTL^HZJV\U[LYZ[HPULK^P[O+(70)S\L*VU[YVSJLSSZZOV^[OLUVYTHSZ[HPUPUNWH[[LYUMVY
˷[\I\SPU\WWLY[^VWHULSZ4PZHSPNULKO`WLYJVUKLUZLKJOYVTVZVTLZH[[OLTL[HWOHZLWSH[L
^LYLKL[LJ[LKPU*,57>HUK*,57;KLMPJPLU[JLSSZ

/VYP ; (THUV 4 :\a\RP ( )HJRLY * >LSI\YU 17 +VUN @
4J,^LU )- :OHUN >/ :\a\RP , 6RH^H 2 *OLLZLTHU 04
HUK-\RHNH^H;**(5THRLZT\S[PWSLJVU[HJ[Z^P[OJLU[YV
TLYPJ+5([VWYV]PKLKPZ[PUJ[WH[O^H`Z[V[OLV\[LYRPUL[VJOVYL*LSS
 
6RHKH 4 *OLLZLTHU 04 /VYP ; 6RH^H 2 4J3LVK 0? @H[LZ
00019+LZHP(HUK-\RHNH^H;;OL*,57/0JVTWSL_PZ
YLX\PYLK MVY [OL LMMPJPLU[ PUJVYWVYH[PVU VM UL^S` Z`U[OLZPaLK *,5;(
PU[VJLU[YVTLYLZ5H[\YL*LSS)PVS
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分子遺伝研究系

変異遺伝研究部門

山尾研究室

Department of Molecular Genetics

Division of Mutagenesis

Yamao Group

O[[W!^^^UPNHJQWSHIZ4\[H.LUOVTLQO[TS

山尾文明
教授

理博

@(4(6-\TPHRP
+:J7YVMLZZVY

蛋白質の修飾と動態からみる染色体機能の統御
タンパク質分解の主役であるユビキチン系は、
昨今ではタンパク質分解
における役割を遙かに超えて、
多彩なタンパク質制御を司って、
より広義の
タンパク質の機能を制御する可逆的翻訳後修飾系であると認識されてき
ています。
DNA 損傷修復機構おけるユビキチン系の役割はその代表例で
す。
他方、
複製、
分配、
修復、
組換え、
エピジェネティックな統御機構など、
染
色体の多種多様な高次機能の精緻な維持発現には種々の蛋白質修飾が重
要な意味を持つことが認識されてきています。
本研究室では、
ユビキチン研
究のこれまでの自身の経験と実績の上に立って、
染色体の恒常性維持にお
ける翻訳後修飾の役割を解明することを目的にして、
ユビキチン研究と染
色体研究の双方で新たなパラダイムを拓きたいと考えています。
そのため
に分裂酵母を用いて以下のようなテーマで研究を行っています。
●細胞周期を調節するタンパク質のユビキチンによる動態制御
●DNA の損傷修復におけるユビキチン系の役割
●組換えタンパク質群の翻訳後修飾とその動態

7VZ[[YHUZSH[PVUHSTVKPMPJH[PVUZHUKP[ZYVSLZ
PU[OLPU[LNYH[LKJOYVTVZVTHSM\UJ[PVUZ
;OL\IPX\P[PUZ`Z[LTWVZ[[YHUZSH[PVUHSS`SPURPUN\IPX\P[PU[VH]HZ[YHUNLVM
WYV[LPUZJVU[YPI\[LZ[VHZLSLJ[P]LWYV[LVS`ZPZPUL\RHY`V[PJJLSSZ<IPX\P[PU
OV^L]LY[VNL[OLY^P[OV[OLYWVZ[[YHUZSH[PVUHSTVKPMPJH[PVUZ`Z[LTZOHZ
ILLUL_WLJ[LK [VWSH`YVSLZV[OLY[OHUWYV[LPUKLNYHKH[PVU6U[OLV[OLY
OHUK[OLJOYVTVZVTHSM\UJ[PVUZSPRLYLWSPJH[PVUZLWHYH[PVUKHTHNLYLWHPY
YLJVTIPUH[PVUHUKLWPNLUL[PJJVU[YVSZHUKZVVUOH]LILLUYL]LHSLKV^PUN
[V[OLWVZ[[YHUZSH[PVUHSTVKPMPJH[PVUZ`Z[LTZ)HZLKVUV\YWHZ[HJOPL]L
TLU[ZPU\IPX\P[PUYLZLHYJO^LW\YZ\L[OLYVSLZVMWVZ[[YHUZSH[PVUHSTVKPMP
JH[PVUZLZWLJPHSS`I`\IPX\P[PUZ`Z[LTPU[OLTHPU[LUHUJLVMJOYVTVZVTHS
PU[LNYP[`JYLH[PUNUL^WHYHKPNTPU[OLIV[OMPLSKZ-VY[OPZ\ZPUNMPZZPVU
`LHZ[^LHYLJHYY`PUN[OLMVSSV^PUNWYVNYHTZ
0KLU[PMPJH[PVUVM\IPX\P[PUWH[O^H`ZZWLJPMPJMVYK`UHTPJZVMRL`WYV[LPUZ
MVYJLSSJ`JSLJVU[YVS
:LHYJOHUK\UKLYZ[HUKPUN[OLYVSLVM\IPX\P[PUZ`Z[LTPU[OLYLWHPYVM
KHTHNLK+5(
4VKPMPJH[PVUZHUKK`UHTPJZVMWYV[LPUZPU]VS]LKPUYLJVTIPUH[PVUHUK
YLWHPYVMJOYVTVZVTLZ

*HY]HSOV ( - 7PU[V 4 7 .YV\ * 7 =P[VYPUV 9 +VTPUN\LZ 7
@HTHV - :m4PY HUKH * HUK ( aL ]LKV1 ,   /PNO@PLSK
,_WYLZZPVUPU,ZJOLYPJOPHJVSPHUK7\YPMPJH[PVUVM4V\ZL<IPX\P[PU(J[P
]H[PUN,Ua`TL,4VS)PV[LJOUVS6J[B,W\IHOLHKVMWYPU[D
(RHP@2\YVRH^H@5HRHaH^H5;VUHTP4\YHRHTP@:\a\RP@
:OPNL/@VZOPT\YH:/0^HZHRP/:OPYVP^H@5HRHT\YH;:OP
IH[H , HUK @HUHNPKH 4  6WWVZPUN 9VSL VM *VUKLUZPU /PUNL
HNHPUZ[97(PU4P[VZPZHUK0U[LYWOHZL[OYV\NO7YVTV[PUN+5((UULHS
PUN6WLU)PVSVN`YZVI
5H[Z\TL;;Z\[Z\P@:\[HUP;+\USLH]`,47PKV\_(30^H
ZHRP / :OPYHOPNL 2 (SSZOPYL 9 * HUK @HTHV -  ( +5(
7VS`TLYHZL H (JJLZZVY` 7YV[LPU 4JS 0Z 9LX\PYLKMVY 7YVWHNH[PVU VM
*LU[YVTLYL:[Y\J[\YLZPU-PZZPVU@LHZ[7SVZ6ULL
(RHTH[Z\ @ ;Z\[Z\P @ 4VYPZOP[H ; :OHOQHOHU 4+ :PKKPX\L7
2\YVRH^H @ 0RLN\JOP 4 @HTHV - (YJHUNPVSP ) HUK 0^HZHRP /
-PZZPVU@LHZ[:^P:MYHUK9OW9OW+LMLYLU[PHSS`9LN\

図 ― ヘテロクロマチン形成と維持およびセントロメア構築に必須である分裂酵母のMcl1
蛋白質は、
細胞周期依存的に発現し、
複製の場に局在する。
-PN\YL-PZZPVU`LHZ[4JSWYV[LPULZZLU[PHSMVYTHPU[LUHUJLVMOL[LYVJOYVTH[PUHUKVYNHUPaH
[PVUVMJVYLJLU[YVTLYLPZL_WYLZZLKPUJLSSJ`JSLKLWLUKLU[THUULYHUKSVJHSPaLKH[YLWSPJH[PVU
THJOPULY`
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博
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ユビキチン・システムによる細胞周期制御機構
蛋白質の機能はその合成、
翻訳後修飾に加えて分解によって制御されて
います。
ユビキチン・プロテアソーム・システムは細胞内の蛋白質分解制御
において重要な役割を担っています。
ここ10年の間にユビキチン・プロテ
アソーム・システムが多岐にわたる生命現象に密接に関わることが明らか
になってきました。
私はユビキチン・プロテアソーム・システムと細胞機能、
特に細胞周期制御との関係を遺伝学的解析の方法の確立した分裂酵母を
用いて解析しています。
現在、
ユビキチン転移酵素に焦点を当て、
細胞分裂
期の進行に重要な機能を持つユビキチン転移酵素を２つ同定し、
その機能
を解析しています。
解析の結果、
分裂期にユビキチン化される標的蛋白質で
ある分裂期サイクリンが2段階反応でポリユビキチン化される可能性を示
す新しい知見が明らかになってきました。
現在、
以下のプロジェクトを行っています。
１）
分裂酵母を用いたユビキチン・システムによる細胞周期制御機構の解析

9LN\SH[VY`TLJOHUPZTZVMJLSSJ`JSLI`
\IPX\P[PUZ`Z[LT
-\UJ[PVUZVMTHU`WYV[LPUZHYLYLN\SH[LKI`Z`U[OLZPZWVZ[¶[YHUZSH[PVUHS
TVKPMPJH[PVUHUKWYV[LVS`ZPZ<IPX\P[PUWYV[LHZVTLZ`Z[LTPZVULVMPTWVY
[HU[Z`Z[LTZMVYWYV[LVS`ZPZ9LJLU[S`P[PZMV\UK[OH[\IPX\P[PUWYV[LHZVTL
Z`Z[LT^HZPU]VS]LKPUTHU`IPVSVNPJHSWOLUVTLUH0Z[\K`[OLYLSH[PVUZOPW
IL[^LLU\IPX\P[PUZ`Z[LTHUKJLSS\SHYTLJOHUPZTZLZWLJPHSS`JLSSJ`JSL
\ZPUNMPZZPVU`LHZ[5V^0HTMVJ\ZPUN[V[^V\IPX\P[PUJVUQ\NH[PUNLUa`TLZ
[OH[HYLLZZLU[PHSMVYTP[V[PJ[YHUZP[PVUHUKZ[\K`PUN\IPX\P[PUZ`Z[LTPU]VS]LK
PUTP[V[PJ[YHUZP[PVU
;OLWYVQLJ[Z[OH[^LHYLJHYY`PUNHYLILSV^
(UHS`ZPZVM[OLYLN\SH[PVUTLJOHUPZTZVMJLSSJ`JSLI`\IPX\P[PUZ`Z[LT
\ZPUNMPZZPVU`LHZ[
,Z[HISPZOTLU[VM[OLTL[OVKZMVYJVTWYLOLUZP]LLS\JPKH[PVUVMUL[^VYRZ
VM\IPX\P[PUZ`Z[LT

２）
ユビキチン・ネットワークの網羅的解明の方法の確立

:LPUV / 2PZOP ; 5PZOP[HUP / HUK @HTHV -  ;^V \IPX\P[PU
JVUQ\NH[PUN LUa`TLZ <IJ7<IJ HUK <IJ7<IJ OH]L KPZ[PUJ[
M\UJ[PVUZ MVY \IPX\P[PUH[PVU VM TP[V[PJ J`JSPU4VS *LSS )PVS 


図 ― 2つのユビキチン転移酵素変異株において類似した細胞分裂期の進行異常が見られ
る。
（矢印は典型的な分裂期の異常を起こした細胞を示す）
-PN\YL4\[HU[Z[YHPUZVM[^V\IPX\P[PUJVUQ\NH[PUNLUa`TLZL_OPIP[ZPTPSHYHIUVYTHSP[`PUTP[V[PJ
[YHUZP[PVU(YYV^ZPUKPJH[L[OL[`WPJHSJLSSZL_OPIP[PUNHIUVYTHSTP[VZPZ
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,(95:/(>>PSSPHT*
=PZP[PUN7YVMLZZVY7YPUJPWHS9LZLHYJO-LSSV^VM[OL>LSSJVTL;Y\Z[7YVMLZZVYVM*OYVTVZVTL+`UHTPJZ;OL<UP]LYZP[`VM,KPUI\YNO

4(9261VOU-
=PZP[PUN7YVMLZZVY7YVMLZZVY+LWHY[TLU[ZVM4VSLJ\SHY)PVZJPLUJLZHUK7O`ZPJZ (Z[YVUVT`5VY[O^LZ[LYU<UP]LYZP[`,]HUZ[VU03

分裂期染色体の機能と構造に関する研究

DNA の作り出す高次構造の物理学

「分裂期染色体やキネトコアを構成する構造タンパク質に実体は何である
か?」
「キネトコア集合のためにクロマチンのエピジェティック制御がどの
、
ようにはたらいているのか?」
「染色体パッセンジャー複合体
、
（CPC）
が細胞
分裂をどのように制御しているのか?」
の3つの研究プロジェクトを行なっ
ている。
1つ目の課題では、
Juri Rappsilberとの共同研究によって、
プロテオ
ミクスとバイオインフォマティクスを融合させ、
新規染色体タンパク質の機
能同定や、
クローン化されていない100近いキネトコアタンパク質の同定
に成功している。
2つ目の課題では、
人工染色体
（HAC）
のキネトコア上のヒ
ストン修飾を解析することでヒストンH3のK4のメチル化がキネトコア維
持に重要であることを見いだした。
3つ目の課題では、
遺伝学手法を用いて
CPCの解析を行い、
INCENPが AuroraBカイネースの活性を制御して、
こ
の活性の向上が細胞分裂の進行に必須であることを明らかにした。

細胞内でのゲノムDNAの読み見出し、
修復、
複製、
分配のプロセスは、
DNA
の高次構造レベルでの再構築が関与しており、
力学的な見地からのみ完全
に理解できると考えられる。
私たちのグループでは、
DNA−蛋白質の相互
作用やDNA の折り畳み構造を、
ナノメートルレベル･ピコニュートンレベ
ルでの微細操作によって物理的に調べている。
具体的には
「磁気ピンセッ
ト」
技術を用いて、
蛋白質によるDNA の折り畳みを力学的応答によって調
べたり、
１個の染色体を細胞の超微細顕微手術により単離し、
微小な力学測
定をおこなっている。
主な研究対象は，
染色体の高次構造や、
染色体に必須
なSMC 蛋白質複合体の機能、
ヌクレオソームのダイナミクス、
トポイソメ
ラーゼやリコンビナーゼの作用機序、
蛋白質のDNAに対する結合解離の
速度論的解析などである。

客員教授
（ウエルカムトラスト主任研究者、
エジンバラ大学教授）

:[\KPLZVMTP[V[PJJOYVTVZVTLZ[Y\J[\YLHUKM\UJ[PVU
>LZ[\K`[OYLLX\LZ[PVUZ!>OH[HYL[OLZ[Y\J[\YHSWYV[LPUZVM[OLTP[V[PJ
JOYVTVZVTLHUKRPUL[VJOVYL&/V^KVLZJOYVTH[PUWYV]PKLHULWPNLUL[PJ
SHUKZJHWL WLYTPZZP]L MVY RPUL[VJOVYL HZZLTIS`& /V^ KVLZ [OL
JOYVTVZVTHSWHZZLUNLYJVTWSL_*7*YLN\SH[LTP[VZPZ&0UJVSSHIVYH[PVU
^P[O1\YP9HWWZPSILY^L\ZLKHUV]LSHWWYVHJOJVTIPUPUNWYV[LVTPJZ
TPJYVHYYH`HUKIPVPUMVYTH[PJHUHS`ZLZ[VNYV\WRUV^UHUK\URUV^U
JOYVTVZVTHSWYV[LPUZPU[VM\UJ[PVUHSJS\Z[LYZ>LJVYYLJ[S`WYLKPJ[LK[OL
M\UJ[PVUZVM[^VUV]LSJOYVTVZVTHSWYV[LPUZHUKWYLKPJ[LKIHZLKVUHU
\UIPHZLKTHJOPULSLHYUPUNHUHS`ZPZ[OH[ULHYS`UV]LSRPUL[VJOVYL
WYV[LPUZYLTHPU[VILJSVULK,WPNLUL[PJLUNPULLYPUNVM[OLRPUL[VJOVYL
JOYVTH[PULU]PYVUTLU[PUHZ`U[OL[PJO\THUHY[PMPJPHSJOYVTVZVTL/(*
YL]LHSLK[OH[[OLOPZ[VULTVKPMPJH[PVU/2TLPZLZZLU[PHSMVYRPUL[VJOVYL
THPU[LUHUJL/2TLWYVIHIS`WYV]PKLZHJOYVTH[PUºTLTVY`¹WYVTV[PUN
SV^SL]LS[YHUZJYPW[PVUVM[OLRPUL[VJOVYL3HZ[S`NLUL[PJZ[\KPLZVM[OL*7*
YL]LHSLK[OH[05*,57JHUHJ[HZHYOLVZ[H[[VJVU[YVS[OLSL]LSZVM(\YVYH)
RPUHZLHJ[P]P[`HUK[OH[PUJYLHZPUNSL]LSZVM[OPZHJ[P]P[`HYLYLX\PYLKK\YPUN
TP[V[PJWYVNYLZZPVU

客員教授
（米国ノースウェスタン大学教授）

7O`ZPJZVMSHYNLZJHSL+5(VYNHUPaH[PVU
9LZLHYJO+LZJYPW[PVU
;OLWYVJLZZLZI`^OPJOJOYVTVZVTLZHYLYLHKYLWHPYLKK\WSPJH[LKHUK
ZLNYLNH[LKPUJLSSZPU]VS]LSHYNLZJHSLWO`ZPJHSYLVYNHUPaH[PVUZ[OH[JHUVUS`
ILM\SS`\UKLYZ[VVKPU[LYTZVMKYP]PUNMVYJLZHUKTLJOHUPJHSYLZWVUZLZ
6\YNYV\WPZMVJ\ZLKVU[OL\ZLVMUHUVTL[LYZJHSLWVZP[PVUHUKWPJVUL^
[VUZJHSLMVYJLTLHZ\YLTLU[Z[VHUHS`aL[OLPU[LYHJ[PVUZVMWYV[LPUZ^P[O
+5(HUK[VZ[\K`SHYNLZJHSLJOYVTVZVTLMVSKPUN>L\ZLZPUNSLTVSLJ\SL
¸THNUL[PJ[^LLaLYZ¹[LJOUPX\LZ[VHUHS`aLMVSKPUNHUKWYVJLZZPUNVMPUKP
]PK\HS+5(TVSLJ\SLZI`WYV[LPUZ]PHZ[\KPLZVMYLZWVUZLVMWYV[LPU+5(
JVTWSL_LZ[VMVYJLZHUKZ\WLYJVPSPUNHUK^LHSZVPZVSH[LPUKP]PK\HSJOYV
TVZVTLZ\ZPUNJLSSTPJYVZ\YNLY`MVYTPJYVTLJOHUPJHSL_WLYPTLU[Z4HPU
KPYLJ[PVUZMVYV\YYLZLHYJOPUJS\KLZ[\KPLZVMSHYNLZJHSLJOYVTVZVTLZ[Y\J
[\YLM\UJ[PVUZVM:4*WYV[LPUJVTWSL_K`UHTPJZVMU\JSLVZVTLZPUJOYV
TH[PUTLJOHUPZTZVM[VWVPZVTLYHZLZHUKYLJVTIPUHZLZHUKRPUL[PJWH[O
^H`ZMVYWYV[LPUIPUKPUN\UIPUKPUNHUK[HYNL[ZLHYJOVU+5(

図 ― 左：ヒト分裂期染色体の微細操作。
Sun et al, Phys. Biol. (2011).右：48.5kbのラム
ダDNA 分子に結合した細菌の染色体蛋白質であるgfp-Fisを磁気粒子で引っ張っている。
Graham et al, Nucl. Acids Res. (2011).
-PN\YL3LM[!4PJYVTHUPW\SH[PVUVMO\THUTL[HWOHZLJOYVTVZVTL:\UL[HS7O`Z)PVS
9PNO[!RI+5(TVSLJ\SLIV\UKI`NMW-PZHIHJ[LYPHSJOYVTVZVTLWYV[LPUW\SSLKI`THN
UL[PJWHY[PJSL.YHOHTL[HS5\JS(JPKZ9LZ
7OV[V!LUJSVZLKHZZLWHYH[LMPSL

図 ― 左：Random Forest 解析によって染色体タンパク質 ( 赤 )と非染色体タンパク質
が分離している。
右および下の円図: 約50の機能未知のタンパク質の局在を GFP 融合タ
ンパク質として発現させ解析した結果、
90% 以上の確率で Random Forest 解析で得
Rappsilber 研 究 室 の imi-Carlo
ら れ た 予 想 と 一 致 し た。
Random Forest 解 析 は、
Bukowski-Willsによって行われた。
-PN\YL3LM[!9HUKVT-VYLZ[9-THJOPULSLHYUPUNHUHS`ZPZZLWHYH[LZ[YHPUPUNZL[ZVMJOYVTV
ZVTHSYLKMYVTUVUJOYVTVZVTHSNYLLUWYV[LPUZ9PNO[!-PM[`\URUV^UWYV[LPUZY\U[OYV\NO[OL
9-HUHS`ZPZ^LYLJSVULKHUK[HNNLK^P[O.-7;OPZHUHS`ZPZOHZHU%  HIPSP[`[VZLWHYH[L
JOYVTVZVTHSMYVTUVUJOYVTVZVTHSWYV[LPUZHZZOV^UPU[OLWPLJOHY[Z3V^LY9HUKVTMVYLZ[
HUHS`ZPZWLYMVYTLKI`1PTP*HYSV)\RV^ZRP>PSSZPU[OL9HWWZPSILYSHI
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若返りの分子生物学

4VSLJ\SHY)PVSVN`VM9LQ\]LUH[PVU

生物は世代交代を繰り返しながら生命の連続性を維持しています。
その
過程で、
それぞれの個体は老化し細胞のほとんどは死んでしまいますが、
生
殖細胞や幹細胞といった細胞を生み出す元となる細胞は生き延び、
種の維
持、
個体の再生に働いています。
当研究室ではこのような
「死なない」
細胞の
維持機構を、
ゲノムDNAに注目して研究しています。
ゲノム
（遺伝情報）
は生物のデザインを決める地球上でもっとも重要な情
報です。
しかしゲノムを担う物質であるDNAは紫外線や化学物質などで傷
つきやすく、
また長い糸状構造のため物理的な力にも弱く切れやすい性質が
あります。
そのためゲノムを安定に保つにはDNAを修復する機構が重要な
役割を担っています。
真核細胞のゲノムには特に壊れやすい領域が存在します。
染色体の末端
に存在するテロメアやゲノムの約１０％を占める反復配列リボソームRNA
遺伝子
（rDNA）
はその代表例です。
当研究室の最近の研究により
「死なない」
細胞では、
そのような
「危うい」
領域が重点的に修復されてゲノム全体が安定
に維持されていることを発見しました。

6YNHUPZTZHYLHS[LYUH[PUNNLULYH[PVUZHUKTHPU[HPUPUN[OLPYZWLJPLZ
+\YPUN[OLSPMLJ`JSL[OV\NOTVZ[VMJLSSZHNL[VKPLNLYTHUKZ[LTSPUL
JLSSZHYLRPUKZVM¸PTTVY[HS¹JLSSZHUKTHPU[HPUZWLJPLZHUKPUKP]PK\HSZ>L
Z[\K`OV^[OVZLJLSSZ¸YLQ\]LUH[L¹HUKRLLW[OLPU[LNYP[`VMNLUVTL
.LUVTLPZ[OLTVZ[PTWVY[HU[PUMVYTH[PVUVU[OLLHY[O[OH[KL[LYTPULZ
[OLKLZPNUVMSPML0UJVU[YHZ[+5([OH[JHYYPLZNLUVTPJPUMVYTH[PVUPZZLUZP
[P]L[V\S[YH]PVSL[HUKJOLTPJHSZ0UHKKP[PVUK\L[VP[ZMPSHTLU[V\ZZ[Y\J[\YL
+5(PZZ\IQLJ[[VWO`ZPJHSZOLHYPUN
0UL\RHY`V[PJJLSSZ[OLNLUVTPJ+5(OHZZL]LYHS¸MYHNPSL¹ZP[LZ[OH[HYL
LZWLJPHSS`\UZ[HISL;OLYPIVZVTHS95(NLULYLWLH[Y+5(PZ[OLIPNNLZ[
VUL;OLYLWLH[VJJ\WPLZe VM`LHZ[NLUVTL9LJLU[S`^LPKLU[PMPLK
[OH[[OLYLWLH[PZPU[LUZP]LS`YLWHPYLKHUKYLJV]LYLK[OLJHWHIPSP[`VMJLSSKP]P
ZPVUPUPTTVY[HSJLSSZ
9LZLHYJO[OLTLZ
4LJOHUPZTZ[VTHPU[HPU[OLNLUVTLZ[HIPSP[`
;OLYLSH[PVUZOPWIL[^LLUNLUVTLZ[HIPSP[`JLSS\SHYHNPUNHUK[\TVYPNLULZPZ

主な研究テーマ
１. ゲノムの安定性維持機構
２.細胞再生の分子機構
4P`HaHRP ; HUK 2VIH`HZOP ;  =PZ\HSPaH[PVU VM [OL K`UHTPJ
ILOH]PVY VM YPIVZVTHS 95( NLUL YLWLH[Z PU SP]PUN `LHZ[ JLSSZ .LULZ
*LSSZ 
0KL:4P`HaHRP ;4HRP/HUK2VIH`HZOP ; (I\UKHUJLVM
YPIVZVTHS95( NLUL JVWPLZTHPU[HPUZNLUVTLPU[LNYP[` :JPLUJL 
 ¶ 
(RHTH[Z\@HUK1HZPU49VSLMVY[OL4HTTHSPHU:^P:MY
*VTWSL_PU+5( :[YHUK)YLHR9LWHPY [OYV\NO/VTVSVNV\Z9LJVTIP
UH[PVU73V:.LUL[L
.HUSL` ( 9+0KL : :HRH2 HUK2VIH`HZOP ;   ;OL LMMLJ[
VM YLWSPJH[PVU PUP[PH[PVU VU NLUL HTWSPMPJH[PVU PU [OL Y+5( HUK P[Z YLSH
[PVUZOPW[VHNPUN4VS*LSS 
0PKH ; 5HRH`HTH 1 HUK 4VHaLK +  ZP95(TLKPH[LK OL[
LYVJOYVTH[PU LZ[HISPZOTLU[ YLX\PYLZ /7 HUKPZ HZZVJPH[LK ^P[O HU[P

図 ― 若返りの瞬間
出芽酵母は分裂時に若返りを起こし、
再生された娘細胞を生み出します
（左下の小さい細胞）
。
一方母細胞
（右上の大きい細胞）
は分裂の度に老化が進み約20回の分裂後死んでしまいま
す。
母細胞の丸い輪は娘細胞を生んだ痕で
「スカー」
と呼ばれています。

ZLUZL[YHUZJYPW[PVU4VS*LSS 
2VIH`HZOP;HUK.HUSL`(9+9LJVTIPUH[PVUYLN\SH[PVUI`
[YHUZJYPW[PVUPUK\JLK JVOLZPU KPZZVJPH[PVU PU Y+5( YLWLH[Z :JPLUJL
 

-PN\YL;OL4VTLU[VM9LQ\]LUH[PVU
;OLI\KKPUN`LHZ[KP]PKLZHZ`TTL[YPJHSS`;OLKH\NO[LYJLSSSLM[ZTHSSLYYLQ\]LUH[LZHUKPTTVY
[HSPaLZ>OPSL[OLTV[OLYJLSSYPNO[IPNNLYHNLZI`JLSSKP]PZPVU;OLJPYJSLZVU[OLTV[OLYHYL
ZJHYZ[OH[HYL[YHJLZVMI\KKPUN
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田中誠司

日詰光治

(9(20/PYV`\RP
+:J7YVMLZZVY

;(5(2(:LPQP
+:J(ZZPZ[HU[7YVMLZZVY

/0A<4,2VOQP
+:J(ZZPZ[HU[7YVMLZZVY

教授

理博

助教

博
（理）

助教

博
（理）

真核生物染色体の DNA 複製機構とその細胞周期による調節
染色体DNAは、
細胞周期のＳ期に一度だけ正確に複製され、
娘細胞に分
配されてゆきます。
この機構により、
遺伝情報は親から子に過不足無く正確
に伝わります。
しかし、
真核生物の染色体DNAの複製がどのように行われ、
どうしてＳ期のみに複製されるのか、
その詳細はよく分かっていません。
本
研究室ではこの問題に答えるため、
出芽酵母を真核生物のモデル系として、
染色体DNA 複製機構の研究を行なっています。
染色体DNA の複製は、
細胞周期により制御されています。
サイクリン依
存性キナーゼ
（CDK）
は、
種々のタンパク質をリン酸化することにより細胞
周期を制御していますが、
染色体DNAの複製においても、
その開始を促進
するとともに重複した開始が起こらないようにしています。
我々は、
複製タ
ンパク質Sld2とSld3がCDKによりリン酸化されると、
もう一つの複製タ
ンパク質であるDpb11と結合して、
複製を開始することを示しました。
しか
し、
この結合がどうして複製を開始させるのかは分かりません。
そこで、
複
製開始の分子機構を研究する一環として、
CDKによる複製開始の制御機構
の研究も行なっています。

4VSLJ\SHYTLJOHUPZTVML\RHY`V[PJ+5(
YLWSPJH[PVUPU[OLJLSSJ`JSL
*OYVTVZVTL+5(PZYLWSPJH[LKHJJ\YH[LS`PUHJJVYKHUJL^P[O[OLJLSS
J`JSLHUKZLNYLNH[LK [VKH\NO[LYJLSSZ ;OPZWYVJLZZLUZ\YLZJLSSZ [V
[YHUZTP[HJJ\YH[LNLUVTPJPUMVYTH[PVU[V[OLPYWYVNLU`/V^L]LYTVSLJ\
SHYTLJOHUPZTVM+5(YLWSPJH[PVUHUKP[ZYLN\SH[PVUPUL\RHY`V[PJJLSSJ`JSL
OH]LUV[ILLU^LSSLS\JPKH[LK;VHWWYVHJO[OPZZ\IQLJ[^LOH]LPZVSH[LK
UV]LSYLWSPJH[PVUMHJ[VYZVMI\KKPUN`LHZ[HUKHUHS`aLK[OLPYM\UJ[PVUZ
,\RHY`V[PJJOYVTVZVTLPZYLWSPJH[LKL_HJ[S` VUJLPU[OL:WOHZLVM
[OLJLSSJ`JSL*`JSPUKLWLUKLU[RPUHZL*+2HRL`JLSSJ`JSLLUNPUL
PUOPIP[ZYLYLWSPJH[PVUHZ^LSSHZWYVTV[LZ[OLPUP[PH[PVUZ[LWVM+5(YLWSPJH
[PVU >LOH]LYL]LHSLK [OH[*+2WYVTV[LZ+5(YLWSPJH[PVU [OYV\NO[OL
WOVZWOVY`SH[PVUKLWLUKLU[PU[LYHJ[PVUIL[^LLUYLWSPJH[PVUWYV[LPUZ":SK
HUK:SKWYV[LPUZHYLWOVZWOVY`SH[LKI`*+2HUK[OLUIPUK [V+WI
;O\ZPM^LI`WHZZ[OPZPU[LYHJ[PVU+5(YLWSPJH[LZ^P[OV\[*+2HJ[P]P[`
/V^L]LYP[PZUV[LS\JPKH[LKOV^[OLPU[LYHJ[PVUIL[^LLU[OLZLWYV
[LPUZWYVTV[LZ+5(YLWSPJH[PVU;OLYLMVYL^LOH]LILLUZ[\K`PUNTVSLJ
\SHYTLJOHUPZTVM [OLPUP[PH[PVUZ[LWPUJOYVTVZVTHS+5(YLWSPJH[PVU
^OPJOYLX\PYLZ*+2HJ[P]P[`

;HUHRH:5HRHUV92H[V\@:OPYHOPNL2HUK(YHRP/6YP
NPUHZZVJPH[PVUVM:SK:SKHUK*KJWYV[LPUZPZHRL`Z[LWMVYKL[LY
TPUH[PVUVMVYPNPUMPYPUN[PTPUN*\YY)PVS
;HUHRH:HUK (YHRP/4\S[PWSLYLN\SH[VY`TLJOHUPZTZ[VPUOPIP[
\U[PTLS`PUP[PH[PVU VM+5( YLWSPJH[PVU HYL PTWVY[HU[ MVY Z[HISL NLUVTL
THPU[LUHUJL73V:.LUL[L
;HUHRH ; <TLTVYP ; ,UKV : 4\YHTH[Z\ : 2HULTHRP 4
2HTPT\YH @ 6I\ZL* HUK (YHRP/ :SK HU :SKHZZVJPH[LK
WYV[LPU YLX\PYLK MVY LMMPJPLU[ JOYVTVZVTHS +5( YLWSPJH[PVU PU I\KKPUN
`LHZ[,4)61 ¶
4\YHTH[Z\ :/PYHP 2 ;HR @:2HTPT\YH @ HUK (YHRP/ 
*+2KLWLUKLU[JVTWSL_MVYTH[PVUIL[^LLUYLWSPJH[PVUWYV[LPUZ+WI

図 ― DNA 複製の開始。
細胞周期のG1期後期からCDK が活性化するとSld2とSld3がリ

:SK7VSεHUK.05:PUI\KKPUN`LHZ[.LULZ +L]

ン酸化されDpb11に結合する。
これらの結合がDNAポリメラーゼを含む複製因子の複製開
始領域への集合を促進し複製が開始する。
-PN\YL0UP[PH[PVUVM+5(YLWSPJH[PVU>OLU*+2PZHJ[P]H[LKMYVT.:IV\UKHY`:SKHUK:SK
HYLWOVZWOVY`SH[LKHUKIPUK[V+WI;OLZLPU[LYHJ[PVUZWYVTV[LHZZLTIS`VMYLWSPJH[PVUWYV
[LPUZPUJS\KPUN+5(WVS`TLYHZLZ[VVYPNPUZHUK[OLU+5(YLWSPJH[PVUZ[HY[Z

:\a\RP @ /PN\JOP @/Pa\TL 2 @VRVRH^H 4 @VZOPT\YH :/
@VZOPRH^H2HUK;HRL`HZ\24VSLJ\SHYK`UHTPJZVM+5(HUK
U\JSLVZVTLZ PU ZVS\[PVU Z[\KPLK I` MHZ[ZJHUUPUN H[VTPJ MVYJL TPJYVZ
JVW`<S[YHTPJYVZJVW`
;HUHRH : <TLTVYP ;/PYHP 2 4\YHTH[Z\ :2HTPT\YH @ HUK
(YHRP/  *+2KLWLUKLU[ WOVZWOVY`SH[PVU VM :SK HUK :SK PUP[P
H[LZ+5(YLWSPJH[PVUPUI\KKPUN`LHZ[5H[\YL
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ブッカ, フレデリック

上田泰己

)6**(9+-YtKtYPJ
=PZP[PUN7YVMLZZVY+PYLJ[L\YKLYLJOLYJOL*LU[YLKL.LUL[PX\L4VSLJ\SHPYLK\*59:

<,+(/PYVRP
=PZP[PUN7YVMLZZVY7YVQLJ[3LHKLY902,5*LU[LYMVY+L]LSVWTLU[HS)PVSVN`

客員教授
（CNRS 分子遺伝学研究センター、
所長）

原核細胞の染色体動態

客員教授
（理研 CDB プロジェクトリーダー）

「時間」
のシステム生物学

原核細胞の染色体 DNA は種々の因子の作用により、凝縮されてい

哺乳類の体内時計など、
最終的に個体の振る舞いとして生物の時間

ることが明らかとなってきたが、依然として不明な点もまだ多い。私た

を表現する複雑な生命現象をシステム的に理解するために、分子・細胞・

ちは、遺伝学的な研究に蛍光顕微鏡観察による解析を加え、原核細胞

組織・個体の階層縦断的な研究手法・研究戦略 ( 同定・解析・制御・設計 )

の染色体構造内にマクロドメインというサブ構造が存在することを見

を構築し遂行する。それらの過程で確立した基盤技術・研究戦略を発生・

いだした。マクロドメインは約１Mbp の領域から成り、DNA の動態はこ
のマクロドメインの空間的配置と関係する。マクロドメインの一つは、こ
の内部の配列とこれに結合する MatP タンパク質により維持されてい
ることを発見した。これらの因子の欠損により異常が起る事から、正し
いマクロドメインの形成は染色体の維持に重要であることが分かる。私

再生現象のような時間的・空間的な制御を必要とする他の複雑な生命
現象にも応用していく。

:`Z[LTZ)PVSVN`VM ;PTL

たちの研究の最終目的は、
マクロドメイン形成の分子機構を解き明か
し、染色体の維持における意義を明らかにする事である。これを達成す
べく、１）Terマクロドメイン形成における MatP、２）その他のマクロド
メイン形成機構、３）マクロドメインの染色体維持における役割、を中心
に研究を進めている。

+`UHTPJZVM)HJ[LYPHS*OYVTVZVTL

6ULVM[OLTHQVYJOHSSLUNLZPUJ\YYLU[IPVSVN`PZZ`Z[LTSL]LS\UKLYZ[HUKPUN
VMK`UHTPJHUKJVTWSL_IPVSVNPJHSWOLUVTLUH;OLSHIVYH[VY`MVYZ`Z[LTZ
IPVSVN`OHZZWLJPMPJHPTZH[KL]LSVWTLU[VM[OLZ`Z[LTZIPVSVNPJHS[LJOUVS
VNPLZ[VKPZZLJ[K`UHTPJHUKJVTWSL_IPVSVNPJHSZ`Z[LTZ[OH[JV]LYPUN
H[VTPJSL]LS[VTVSLJ\SHYSL]LSJLSS\SHY[PZZ\LSL]LSHUKVYNHUPZTSL]LSHUK
[OLPYHWWSPJH[PVUMVYZ`Z[LTSL]LS\UKLYZ[HUKPUNVM[OLK`UHTPJHUKJVTWSL_
VYNHUPZTSL]LSIPVSVNPJHSWYVJLZZLZZ\JOHZTHTTHSPHUJPYJHKPHUYO`[OT
HUKLHYS`LTIY`VNLULZPZ

;OL^H`IHJ[LYPHJVTWHJ[[OLPYJOYVTVZVTLYLTHPUZLS\ZP]LL]LU[OV\NOH
U\TILYVMMHJ[VYZPU]VS]LKPU+5(JVUKLUZH[PVUOH]LILLUPKLU[PMPLK<ZPUN
NLUL[PJZHUKMS\VYLZJLUJLTPJYVZJVW`^LKLTVUZ[YH[LK[OLL_PZ[LUJLVM
4HJYVKVTHPUZ"SHYNLYLNPVUZVMHIV\[4IHUKZOV^LK[OH[+5(K`UHT
PJZJVYYLSH[LZ[OLTHJYVKVTHPU[VWVNYHWO`VM[OLJOYVTVZVTL>LPKLU[P
MPLK[OLMHJ[VY4H[7[OH[I`PU[LYHJ[PUN^P[OHYLWLH[LKTV[PMVYNHUPaLZVUL
VM[OLTHJYVKVTHPU7YVWLYJVUMVYTH[PVUHUKVYNHUPaH[PVUVMTHJYVKV
THPUZHYLPTWVY[HU[MVYJOYVTVZVTLTHUHNLTLU[HZPUHJ[P]H[PVUVM[OL
Z[Y\J[\YPUNMHJ[VYPZOPNOS`KL[YPTLU[HS;OLTHPUNVHSVMV\YWYVQLJ[PZ[V
JOHYHJ[LYPaL[OLTVSLJ\SHYTLJOHUPZTZ\ZLK[VZ[Y\J[\YLTHJYVKVTHPUZ
HUK[VPKLU[PM`[OLYVSL[OL`WSH`PUJOYVTVZVTLTHUHNLTLU[;VHJOPL]L
[OPZNVHS[OYLLHZWLJ[ZHYLZ[\KPLK!P4H[7:[Y\J[\YPUNVM[OL;LY4+PP
:[Y\J[\YPUNWYVJLZZLZVMV[OLY4+ZPPPYVSLVM4HJYVKVTHPUZPUJOYVTV
ZVTLTHUHNLTLU[

図 ― 哺乳類概日時計の転写制御ネットワーク図
-PN\YL;OL[YHUZJYPW[PVUUL[^VYRVMHTHTTHSPHUJPYJHKPHUJSVJR

図 ― 原核細胞の染色体の細胞内構造とその分離•分配
-PN\YL*VUMVYTH[PVUHUKK`UHTPJZVM[OLIHJ[LYPHSJOYVTVZVTL
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器官構築の発生遺伝学
個体発生は受精卵がゲノム情報をもとに複雑な生物個体へと自律的に
変化していく高度に秩序立った過程です。
私たちはこの神秘的な現象の本
質的理解に貢献すべく、
以下のような研究を行っています。
１．
神経系では神経細胞同士が長い突起を介して連結し、
情報を交換しあっ
ています。
私たちは
「軸索」
と呼ばれる神経細胞の突起が目には見えない
「節」
により区画化されていることを明らかにしました
（図A）
。
この軸索の
区画化が神経回路構築に果たす役割について調べています。
２．
いくつかの器官には
「幹細胞」
と呼ばれる特別な細胞が存在し、
寿命や損
傷により失われた細胞に代わる新たな細胞を生み出して器官を維持し
ています。
私たちは生殖巣を例に、
通常の細胞からこの特殊な細胞が確
立される機構を解析しています
（図B）
。
３．
組織や器官の構築過程では、
個々の細胞は内的要因や外部環境に起因し
た様々な力学的影響にさらされています
（図C）
。
これら力学的作用が個
体発生に及ぼす影響について研究しています。

+L]LSVWTLU[HSNLUL[PJZVM
VYNHUVNLULZPZ
*VUZ[Y\J[PVUVMHUVYNHUYLX\PYLZHU\TILYVMJLSS\SHYL]LU[ZZ\JOHZWYVSPM
LYH[PVUYLNPVUHSZWLJPMPJH[PVUHUKJLSSZOHWLJOHUNL>LHYLHUHS`aPUNOV^
[OLNLUVTPJPUMVYTH[PVUVYJOLZ[YH[LZ[OLZLL]LU[Z[VKPZJV]LYUL^WYPUJP
WSLZVMVYNHUVNLULZPZ
*LSSJLSSJVTT\UPJH[PVUPU[OLULY]V\ZZ`Z[LTPZHJOPL]LKI`SVUNJLSS\SHY
WYVJLZZLZ[OLH_VU>LKPZJV]LYLK[OH[H_VUZHYLZ\IKP]PKLKPU[VKPZ
[HSHUKWYV_PTHSJVTWHY[TLU[ZLHJOJVU[HPUPUNKPZ[PUJ[TLTIYHULWYV
[LPUZ-PN\YL(>LHYLZ[\K`PUNOV^Z\JOJVTWHY[TLU[HSPaH[PVUJVU[YPI
\[LZ[VUL\YHSUL[^VYRMVYTH[PVU
6YNHUTHPU[LUHUJLKLWLUKZVU¸Z[LTJLSSZ¹HZWLJPHSPaLKJLSS[`WL[OH[
Z\WWSPLZKPMMLYLU[PH[PUNJLSSZ[OYV\NOV\[HUPTHSSPML>LZ[\K`OV^Z[LT
JLSSZHYLLZ[HISPZOLKK\YPUNNVUHKVNLULZPZVM[OL+YVZVWOPSHV]HY`-PN
\YL)
+\YPUNVYNHUVNLULZPZPUKP]PK\HSJLSSZHYLJVU[PU\V\ZS`L_WVZLK[VWO`ZPJHS
MVYJLZVMPU[YPUZPJHUKL_[YPUZPJVYPNPU-PN\YL*>LZ[\K`OV^Z\JO
MVYJLZHMMLJ[HUKJVU[YPI\[L[VHUPTHSKL]LSVWTLU[

2H[Z\RP;1VZOP9(PSHUP+/PYVTP@*VTWHY[TLU[HSPaH[PVU
^P[OPUUL\YP[LZ!P[ZTLJOHUPZTZHUKPTWSPJH[PVUZ+L]5L\YVIPVS

2H[Z\RP;(PSHUP+/PYHTV[V4HUK/PYVTP@ 0U[YHH_VUHS
WH[[LYUPUN! PU[YPUZPJ JVTWHY[TLU[HSPaH[PVU VM [OL H_VUHS TLTIYHUL PU
+YVZVWOPSHUL\YVUZ5L\YVU 
/PYHTV[V 4 HUK /PYVTP @  96)6 KPYLJ[Z H_VU JYVZZPUN VM
ZLNTLU[HS IV\UKHYPLZ I` Z\WWYLZZPUN YLZWVUZP]LULZZ [V YLSVJHSPaLK
5L[YPU5H[\YL5L\YVZJPLUJL 
2HUHP 4 0 6RHIL 4 HUK /PYVTP @  ZL]LU\W JVU[YVSZ
Z^P[JOPUN VM [YHUZJYPW[PVU MHJ[VYZ [OH[ ZWLJPM` [LTWVYHS PKLU[P[PLZ VM
+YVZVWOPSHUL\YVISHZ[Z+L]LSVWTLU[HS*LSS
(ZHVRH 4 HUK 3PU /  .LYTSPUL Z[LT JLSSZ PU [OL +YVZVWOPSH
V]HY`KLZJLUK MYVTWVSL JLSSZPU [OL HU[LYPVYYLNPVUVM [OL LTIY`VUPJ
NVUHK+L]LSVWTLU[  
/H`HZOP ; HUK *HY[OL^ 9>  :\YMHJL TLJOHUPJZ TLKPH[L
WH[[LYUMVYTH[PVUPU[OLKL]LSVWPUNYL[PUH5H[\YL

図 ― (A) 神経細胞。
軸索が区画化されている。
(B) 正常卵巣と幹細胞が形成されない突然変
異体の卵巣。
(C) 複眼の構造
（上）
と力学モデルに基づいたシミュレーション結果
（下）
。
-PN\YL((UPZVSH[LKUL\YVUPUJ\S[\YL;OLH_VUPZZ\IKP]PKLKPU[V[^VJVTWHY[TLU[Z)(
UVYTHSV]HY`HUKHT\[HU[V]HYPVSLSHJRPUNNLYTSPULZ[LTJLSSZ*;OLZ\YMHJLZ[Y\J[\YLVM[OL
JVTWV\UKL`LHUKP[ZJVTW\[LYZPT\SH[PVU

 研究活動／ 9LZLHYJO(J[P]P[PLZ

ಷ݊ྰၔ!)*/!ʏʿɾʐʿɾʨʀ༯ऌાࠎ੧ၲɂʣʛʙ/!੧ၲߔ! 

ᆹࡦષ!) */!ʏʿɾʐʿɾʨʀ੧ၲɈवൔड़ฤݿาɬૅ༯ȳɥယાʹʃ
ʣʒʸɂȷɈౘᆅʺʟ˃ /!౺ဘဘᆅ   

個体遺伝研究系

Department of Developmental Genetics

発生遺伝研究部門 Division of Developmental Genetics

清水研究室

Shimizu Group

O[[W!^^^UPNHJQWSHIZ6U[V.LUOVTLO[TS

清水

助教

裕

工博

:/040A</PYVZOP
+,UN(ZZPZ[HU[7YVMLZZVY

ヒドラの行動、
生理機能発現機構の進化生理学的解析
生理学は
「生命現象を機能の側面から研究する生物学の一分野」
である
が、
現実的には医学への応用という観点からほ乳類を対象にした研究が大
多数である。
多細胞動物の生理機能が、
進化の過程でどのように発達してき
たかを明らかにすることは多細胞体制進化の研究にとって重要と考えられ
るが、
そのような観点からの研究はほとんどおこなわれていないと言って
よい。
我々は、
発達した神経系をもつ多細胞動物としてもっとも原始的な刺
胞動物に属するヒドラを用いて生理機能の進化過程を明らかにする試みを
おこなっている。
これまで、
拡散によるとされてきた消化、
循環機能発現が、
ほ乳類と同様なぜん動や、
拍動的な動きに依存すること
（Shimizu et al.,
2003; Shimizu et al., 2004）
、
それらを制御する神経系の機能が、
高等
動物がもつ自律神経系のそれと非常によく似た特徴を有することを明らか
にした
（Shimizu & Okabe, 2007）
。
最近の研究から、
ヒドラの１センチに
満たない長さの消化管において、
部域に依存して異なる消化運動、
機能を
示すいわゆる領域化がすでに認められることを明らかにした。
この領域化
の機構は未解明であり現在その解析をおこなっている。

(UHS`ZPZVMILOH]PVYHSHUKWO`ZPVSVNPJHSTLJOH
UPZTZPU/`KYHPU[LYTZVML]VS\[PVUHY`WO`ZPVSVN`
7O`ZPVSVN`PZ[OLZJPLUJLVM[OLM\UJ[PVUPUNVMSP]PUNZ`Z[LTZHUKKLHSZ^P[O
KPNLZ[P]LJPYJ\SH[VY`L_JYL[VY`HUKV[OLYM\UJ[PVUZ/V^T\S[PJLSS\SHYVYNHU
PZTZVI[HPULKHUKKL]LSVWLK]HYPV\ZWO`ZPVSVNPJHSM\UJ[PVUZPZH]LY`
PTWVY[HU[HUKPU[LYLZ[PUNWYVISLTPUTL[HaVHUL]VS\[PVUOV^L]LYH]HPSHISL
PUMVYTH[PVUHIV\[[OLPZZ\LPZ]LY`T\JOSPTP[LKILJH\ZLWYHJ[PJHSHYLHVM
YLZLHYJOVMWO`ZPVSVN`PZYLZ[YPJ[LK[VTHTTHSZILJH\ZLVMP[ZWV[LU[PHS
HWWSPJHIPSP[`[VTLKPJHSZJPLUJL6\YNYV\WOHZILLUPU]VS]LKPUZ[\K`PUN[OL
TLJOHUPZTVMWO`ZPVSVN`VMO`KYH;OLYLZLHYJOOHZ`PLSKLKMPUKPUNZ[OH[
KPNLZ[P]LHUKJPYJ\SH[VY`M\UJ[PVUZVMO`KYHPU]VS]LTV]LTLU[ZZ\JOHZWLYP
Z[HSZPZHUKW\TWPUNTV]LTLU[ZPTWS`PUN[OH[[OLZLTV]LTLU[Z^LYL
PU]LU[LKPU[OL]LY`LHYS`Z[HNLVMTL[HaVHUL]VS\[PVU:OPTPa\L[HS"
:OPTPa\L[HS(SZVP[^HZMV\UK[OH[[OLUL\YHSYLN\SH[PVUVMKPNLZ[P]L
HUKJPYJ\SH[VY`M\UJ[PVUZZOHYLIHZPJJOHYHJ[LYPZ[PJMLH[\YLZ^P[O[OLH\[V
UVTPJULY]V\ZZ`Z[LTVMTHTTHSZ:OPTPa\ 6RHIL9LJLU[
YLZLHYJOKL]LSVWTLU[OHZYL]LHSLK[OH[YLNPVUHSZWLJPMPJH[PVUVM[OLKPNLZ
[P]L[YHJ[[OH[PZHUV[PJLHISLMLH[\YLVMOPNOLYVYNHUPZTZPZVIZLY]LKPU
O`KYHHUK[OH[P[ZNLUL[PJIHJRNYV\UKPZKPMMLYLU[MYVTV[OLYVYNHUPZTZ
PU]VS]PUN*U6[_HUVY[OVSVN\LVM6[_PUO`KYH;OPZPZPUZOHYWJVU[YHZ[^P[O
THTTHSPHUKPNLZ[P]L[YHJ[^OLYL/V_VY[OVSVN\LZWSH`HTHQVYYVSL;OL
TLJOHUPZTVM[OLYLNPVUHSZWLJPMPJH[PVUPZILPUNPU]LZ[PNH[LK

:OPTPa\ /  ;YHUZWSHU[H[PVU HUHS`ZPZ VM KL]LSVWTLU[HS TLJOH
UPZTZPU/`KYH0U[1+L])PVSPUWYLZZ
;HRHR\ @ :OPTPa\ / -\QPZH^H ;  4PJYV[\I\SLZ HYL PU]VS]LK
PUYLN\SH[PUNIVK`SLUN[OPUO`KYH+L])PVS
2H^HPKH / :OPTPa\ / -\QPZH^H ; ;HJOPKH / 2VIH`HRH^H @
 4VSLJ\SHY WO`SVNLUL[PJ Z[\K` PU NLU\Z /`KYH .LUL 

:OPTPa\ / 5HTPRH^H /   ;OL IVK` WSHU VM [OL JUPKHYPHU
TLK\ZH!KPZ[PUJ[KPMMLYLUJLZPUWVZP[PVUHSVYPNPUZVMWVS`W[LU[HJSLZHUK
TLK\ZH[LU[HJSLZ,]VS+L] 
౸!ᄽĂ
ူ!ݭᅖ!) */!ʇˁʊवɈࡧɂమ!ߔݨ!ݛǏॢਖ! !࠾༜
ங๑

図 ― ヒドラ体幹から作成した食道組織の給餌後１０分後から３０分後までの変化。
体幹上
部組織はヒドラ消化管の中で口に最も近い。
この部分の組織を多数の個体から切り出し、
釣
り糸を通して移植した結果、
食道ぜん動能
（一方向への物質輸送能）
が全域で高い状態を実

:OPTPa\/ (\MZJOUHP[LY93P3 :HYYHZ47 1Y)VYaH+) (IYH
OHTZVU +9 :HKV @ AOHUN ?  ;OL L_[YHJLSS\SHY TH[YP_ VM
O`KYH PZ H WVYV\Z ZOLL[ HUK JVU[HPUZ [`WL 0= JVSSHNLU AVVSVN` 


現できる。
一方、
体幹下部組織の移植ではこれと異なる小腸的なぜん動がみとめられる。
この
ように、
ヒドラの盲管状で、
かつ短い消化管内でもすでに機能的な領域化が起こっており、
領
域化が比較的高等な動物に特異的ではない事を示している。
-PN\YL,ZVWOHNLHSYLMSL_TV]LTLU[K\YPUNTPUHM[LYMLLKPUN;OL[PZZ\L^HZJVU
Z[Y\J[LKI`L_JPZPUNKVU\[YPUNVM\WWLYIVK`JVS\TU[PZZ\LMYVTTHU`WVS`WZHUKNYHM[PUN[OLT
PU[HUKLTSPRLJOHPUVMILHKZ)`[OPZNYHM[PUNHUHUPTHS[OH[M\UJ[PVUZSPRLLZVWOHN\ZJHUIL
THKL0M[OLNYHM[PUNPZWLYMVYTLKI`\ZPUNSV^LYIVK`JVS\TU[PZZ\LPU[LZ[PUHS[PZZ\LSPRL[\IL
[OH[OHZOPNOJHWHJP[`VMWLYPZ[HS[PJYLMSL_JHUILTHKL;OLZLVIZLY]H[PVUZKLTVUZ[YH[L[OH[
YLNPVUHSZWLJPMPJH[PVUVM[OLKPNLZ[P]L[YHJ[^OPJOPZ[OV\NO[[VILZWLJPMPJ[VYLSH[P]LS`OPNOLY
TL[HaVHUZPZWYLZLU[HSYLHK`PU/`KYVaVHVMWO`S\TJUPKHYPH
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マウスを用いた神経回路発達の分子から個体までの統合的解析
哺乳類の脳がもつ高度な情報処理能力の基盤となるのは、
複雑でありなが
ら精緻に構築された神経回路です。
その発達と機能を、
分子から動物個体
まで統合的に理解することを目的に、
最先端のマウス遺伝学に、
組織学、
in
vivoイメージング
（2光子励起顕微鏡）
、
子宮内胎仔脳電気穿孔法、
行動解析
など幅広い技術を適用し解析をすすめています。
主に、
以下の二つの相互に
関連したテーマに取り組んでいます。
1. 脳の正常な発達には、
子どもの時期に外界から適切な刺激を受けること
が重要です。
その仕組みの分子、
細胞レベルでの解明に、
マウス類の体性
感覚野にみられる特徴的な組織学的構造である
「バレル」
を主要なモデ
ルとして取り組んでいます。
2.神経回路の発達と機能において、
アクチン細胞骨格の制御は重要ですが、
その機構はほとんど不明です。
我々は最近、
αキメリンによるアクチン制
御が運動系神経回路形成において重要な役割を担うことを発見しました。
αキメリンは、
その発現パターンや生化学的性質から、
神経回路の発達と
機能の幅広い局面で重要な働きをすることが期待されます。
マウス遺伝学
を用いて、
その解明を目指しています。

5L\YVUHSJPYJ\P[KL]LSVWTLU[PU[OL
TV\ZLIYHPU
;V\UKLYZ[HUKKL]LSVWTLU[VMJVTWSL_`L[ZVWOPZ[PJH[LKUL\YVUHSJPYJ\P[Z
\UKLYS`PUNOPNOLYIYHPUM\UJ[PVUVMTHTTHSZPU[LNYH[P]LZ[\KPLZ^OPJOJV]LY
MYVTTVSLJ\SLZ[V^OVSLHUPTHSZHYLPUKPZWLUZHISL)`[HRPUNHK]HU[HNLVM
TV\ZLNLUL[PJ[LJOUVSVNPLZ^LHYLZ[\K`PUNTLJOHUPZTZVMKL]LSVWTLU[
HUKM\UJ[PVUVMTHTTHSPHUUL\YVUHSJPYJ\P[Z
:WLJPMPJ(PTZ!
● 0U[OLZVTH[VZLUZVY`Z`Z[LTVM[OLTV\ZLMVYTH[PVUHUKYLMPULTLU[VM
UL\YVUHSJPYJ\P[Z^OPJOJVUULJ[[OLWLYPWOLYHSZLUZVY`VYNHUHUKJVY[L_
JHUILKL[LJ[LKTVYWOVSVNPJHSS`HZ IHYYLS WH[[LYUPUN>LOH]LILLU
Z[\K`PUNTVSLJ\SHYTLJOHUPZTZVMIHYYLSWH[[LYUPUNHZHTVKLSVMHJ[P]P[`
KLWLUKLU[JPYJ\P[TH[\YH[PVUI`KL]LSVWPUNHUK\ZPUNJ\[[PUNLKNL[LJO
UVSVNPLZPUTV\ZLNLUL[PJZ
● 0UKL]LSVWTLU[HUKM\UJ[PVUVMUL\YVUHSJPYJ\P[ZZPNUHSPUNMYVTJLSSZ\Y
MHJLYLJLW[VYZ[VHJ[PUJ`[VZRLSL[VUWSH`ZPTWVY[HU[YVSLZ/V^L]LY[OLZL
TLJOHUPZTZHYLWVVYS`\UKLYZ[VVK>LWYL]PV\ZS`MV\UK[OH[PUH_VU
N\PKHUJLVM[^VTHQVYTV[VYJPYJ\P[Z˷JOPTLYPU9OVMHTPS`.;7HZLHJ[P
]H[PUNWYV[LPU9OV.(7YLN\SH[LZHJ[PUK`UHTPJZHZHU\UL_WLJ[LKRL`
TLKPH[VYVMLWOYPU),WO(MVY^HYKZPNUHSPUN6\YYLJLU[^VYRM\Y[OLY
YL]LHSLK[OH[˷JOPTLYPUPZPTWVY[HU[MVY^PKLYYHUNLZVMUL\YVUHSJPYJ\P[
KL]LSVWTLU[HUKM\UJ[PVU>LHYLJ\YYLU[S`MVJ\ZPUNVUYVSLZVM˷JOP
TLYPUPUM\UJ[PVUHUKTVYWOVSVN`VMOPWWVJHTW\ZJPYJ\P[Z

0^HZH[V;0UHU42HURP/,Ya\Y\TS\9:0[VOHYH:*YHPY4*
*VY[PJHSHKLU`S`SJ`JSHZLPZYLX\PYLKMVY[OHSHTVJVY[PJHSZ`U
HWZLTH[\YH[PVU HUK HZWLJ[Z VMSH`LY0=IHYYLS KL]LSVWTLU[ 15L\
YVZJP 
0^HZH[V ; 2H[VO / 5PZOPTHY\ / 0ZOPRH^H @ 0UV\L / :HP[V
@4 (UKV 9 0^HTH 4 ;HRHOHZOP 9 5LNPZOP 4  0[VOHYH :
 9HJ.(7JOPTLYPUYLN\SH[LZ TV[VYJPYJ\P[ MVYTH[PVU HZ H RL`
TLKPH[VYVMLWOYPU),WO(MVY^HYKZPNUHSPUN*LSS
0^HZH[V ;+H[^HUP ( >VSM (45PZOP`HTH/ ;HN\JOP @ ;VUL
NH^H : 2U&WMLS ; ,Ya\Y\TS\ 9: HUK 0[VOHYH :  *VY[L_
YLZ[YPJ[LKKPZY\W[PVUVM54+(9PTWHPYZUL\YVUHSWH[[LYUZPU[OLIHYYLS
JVY[L_5H[\YL
,Ya\Y\TS\ 9: HUK0^HZH[V ;  7H[[LYUPUN VM [OL ZVTH[VZLU
ZVY` THWZ ^P[O 54+( YLJLW[VYZ 0U +L]LSVWTLU[ HUK WSHZ[PJP[` PU
ZLUZVY` [OHSHT\Z HUK JVY[L_ ,Ya\Y\TS\ 9: .\PKV > HUK 4VSULY
ALK5L^@VYR:WPUNLY

図―(A)マウス大脳皮質第4層切片のCO染色。
体性感覚地図
（青線）
のヒゲ対応領域(wp)に
見える斑点が
「バレル」
。
1個のバレルは1本のヒゲからの入力のみを受ける。
(B)大脳皮質特
異的にCre組換え酵素を発現するマウスの開発。
(C)αキメリン変異マウス
（miffy）
は、
運動
系神経回路が左右混線しているため、
両足をそろえて歩く。
-PN\YL ― ()HYYLSZHYL]PZPISLPU[OL^OPZRLYWHK^WYLWYLZLU[H[PVUHYLHVM[OLZVTH[VZLUZVY`
JVY[L_IS\LSPUL(*6Z[HPULK[HUNLU[PHSZLJ[PVUVM[OLJLYLIYHSJVY[L_SH`LY3V^LYQH^SQ
MVYLWH^MWHUKOPUKWH^OWYLWYLZLU[H[PVUHYLHZHYLZOV^U)*YLTLKPH[LKJVY[L_ZWLJPMPJ
NLULTHUPW\SH[PVU*(OVWWPUNNHP[VM˷JOPTLYPUT\[HU[TPMM`TV\ZL
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ゼブラフィッシュ高次生命現象の遺伝学的解析
小型熱帯魚ゼブラフィッシュ
（Danio rerio）
は、
脊椎動物の発生・器官
形成・行動等の複雑な生命現象を遺伝学的に研究するための優れたモデ
ル動物です。
しかしながら、
比較的新しいモデル動物であるため、
1990
年代には効率の良いトランスジェネシス法やトランスポゾン技術が開発
されていませんでした。
我々は、
メダカ Tol2因子が自律的トランスポゾンであることを明らか
にし、
Tol2を用いてトランスジェニックゼブラフィッシュを効率よく作
製する方法の開発に成功しました。
さらに、
ゼブラフィッシュにおける遺
伝子トラップ法・エンハンサートラップ法・Gal4-UAS 法の開発に世界に
さきがけて成功してきました。
これらの方法により、
さまざまな組織・細
胞・器官で、
GFP や酵母転写因子 Gal4を発現するトランスジェニック
フィッシュの大規模な作製が可能になりました。
我々はこれらの方法を駆使して、
脊椎動物の行動や、
学習・記憶などの
脳のはたらきを制御する神経回路および分子メカニズムを明らかにしよ
うとしています。
我々は、
脳や脊髄の特定の神経回路に Gal4を発現する

;OLNLUL[PJIHZPZVMKL]LSVWTLU[
HUKILOH]PVYZPUaLIYHMPZO
ALIYHMPZOPZHUL_JLSSLU[TVKLS]LY[LIYH[LILJH\ZLVMOPNOMLJ\UKP[`YHWPK
LTIY`VUPJ KL]LSVWTLU[ [YHUZWHYLUJ` H[ [OL LTIY`VUPJ Z[HNLZ HUK
PUL_WLUZP]LHUKLHZ`IYLLKPUNWYVJLK\YLZ/V^L]LY[OLYLOHKUV[ILLUHU
LMMPJPLU[[YHUZNLULZPZTL[OVKHUKH[YHUZWVZVU[LJOUVSVN`>LPKLU[PMPLKHU
H\[VUVTV\ZTLTILYMYVT[OLTLKHRHMPZO;VS[YHUZWVZHISLLSLTLU[HUK
KL]LSVWLKHOPNOS`LMMPJPLU[[YHUZNLULZPZTL[OVKMVY[OLMPYZ[[PTLPU
aLIYHMPZO-\Y[OLY^LZ\JJLZZM\SS`KL]LSVWLK[OLNLUL[YHWHUKLUOHUJLY
[YHWTL[OVKZHUK [OL.HS<(:TL[OVK)`\ZPUN [OLZLTL[OVKZ^L
JYLH[LKHSHYNLU\TILYVM[YHUZNLUPJMPZO[OH[L_WYLZZ[OL.-7YLWVY[LY
NLULVY[OL`LHZ[.HS[YHUZJYPW[PVUHJ[P]H[VYPUZWLJPMPJJLSSZ[PZZ\LZHUK
VYNHUZ;OLZL[YHUZNLUPJMPZOHYL]HS\HISLYLZV\YJLZMVYZ[\KPLZVMKL]LSVW
TLU[HSIPVSVN`HUKUL\YVZJPLUJL>LOH]LHWWSPLK[OLZLTL[OVKZ[V[OL
Z[\K`VMUL\YVZJPLUJL)`\ZPUN[YHUZNLUPJMPZO[OH[L_WYLZZ.HSPUZWLJPMPJ
UL\YHSJPYJ\P[ZHUK[OL.HS<(:Z`Z[LT^L]PZ\HSPaLZ[Y\J[\YLZVMZWLJPMPJ
UL\YHSJPYJ\P[ZPUOPIP[[OLPYM\UJ[PVUZHUKKL[LJ[[OLPYHJ[P]P[PLZI`JHSJP\T
PTHNPUN;O\ZZ[\KPLZ[OH[HPT[V\UKLYZ[HUKTVSLJ\SHYHUKJLSS\SHYTLJOH
UPZTZ\UKLYS`PUNJVTWSL_ILOH]PVYZVMH]LY[LIYH[LHYLJ\YYLU[S`VUNVPUNPU
V\YSHIVYH[VY`

トランスジェニックフィッシュを多数作製し、
Gal4-UAS 法によりそれ
ら神経回路の機能を阻害し、
行動異常の解析を行っています。
また、
カル
シウムイメージングによりそれら神経回路の活動を可視化する研究を精
力的に行っています。

(ZHRH^H2/PNHZOPQPTH:HUK2H^HRHTP2(UTUYIOS_
I SILUOHUJLY[YHWSPUL[OH[SHILSZZWPUHSHUKHIK\JLUZTV[VYUL\YVUZ
PUaLIYHMPZO+L]LSVWTLU[HS+`UHTPJZ
:\Z[LY43 (IL . :JOV\^ ( HUK2H^HRHTP2  ;YHUZWV
ZVUTLKPH[LK )(* [YHUZNLULZPZ PU aLIYHMPZO 5H[\YL 7YV[VJVSZ 
 
4\[V ( L[ HS  .LUL[PJ ]PZ\HSPaH[PVU ^P[O HU PTWYV]LK .*H47
JHSJP\TPUKPJH[VYYL]LHSZZWH[PV[LTWVYHSHJ[P]H[PVUVM[OLZWPUHSTV[VY
UL\YVUZPUaLIYHMPZO7YVJ5H[S(JHK:JP<:(
2H^HRHTP 2 L[ HS  a;YHW! aLIYHMPZO NLUL [YHW HUK LUOHUJLY
[YHWKH[HIHZL)4*+L]LSVWTLU[HS)PVSVN`
(NL[Z\TH 4 L[ HS  ;OL OHILU\SH PZ JY\JPHS MVY L_WLYPLUJL
KLWLUKLU[ TVKPMPJH[PVU VM MLHY YLZWVUZLZ PU aLIYHMPZO 5H[\YL 5L\YV
ZJPLUJL
<YHZHRP((ZHRH^H2HUK2H^HRHTP2,MMPJPLU[[YHUZWVZP
[PVU VM [OL ;VS [YHUZWVZHISL LSLTLU[ MYVT H ZPUNSLJVW` KVUVY PU
aLIYHMPZO7YVJ5H[S(JHK:JP<:(  
(ZHRH^H2L[HS.LUL[PJKPZZLJ[PVUVMUL\YHSJPYJ\P[ZI`;VS
[YHUZWVZVUTLKPH[LK .HS NLUL HUK LUOHUJLY [YHWWPUN PU aLIYHMPZO
7YVJ5H[S(JHK:JP<:(

図 ― 遺伝子トラップ・エンハンサートラップ法による細胞・組織・器官特異的 GFP 発現。
（左上）
骨格，
（右上）
表皮上の細胞，
（左下）
血管，
（右下）
感覚神経。

5HNH`VZOP : L[ HS0UZLY[PVUHST\[HNLULZPZI` [OL;VS [YHUZ
WVZVUTLKPH[LK LUOHUJLY [YHW HWWYVHJO NLULYH[LK T\[H[PVUZ PU [^V
KL]LSVWTLU[HS NLULZ! [JM HUK Z`ULTIY `USPRL +L]LSVWTLU[ 
 

-PN\YL.-7L_WYLZZPVUPUZWLJPMPJJLSSZ[PZZ\LZHUKVYNHUZI`NLUL[YHWWPUNHUKLUOHUJLY
[YHWWPUN\WWLYSLM[ZRLSL[VU\WWLYYPNO[JLSSZVU[OLZRPUSV^LYSLM[ISVVK]LZZLSZSV^LY
YPNO[ZLUZVY`UL\YVUZ
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Stern 研究室
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Stern Group

Furlong 研究室 Furlong Group

O[[W!^^^WYPUJL[VULK\eKZ[LYU

O[[W!M\YSVUNSHILTISKL

スターン , ディヴィド L.

ファーロング , アイリーン

:;,95+H]PK3
=PZP[PUN7YVMLZZVY7YVMLZZVY7YPUJL[VU<UP]LYZP[`

-<9365.,PSLLU
=PZP[PUN7YVMLZZVY1VPU[/LHKVM<UP[HUK:LUPVY:JPLU[PZ[,4)3

客員教授
（プリンストン大学教授）

客員教授
（EMBL ゲノム生物学ユニット長）

形態と行動の進化の遺伝的要因

発生における転写調節ネットワーク

私たちの目標は形態と行動の多様性を作り出した遺伝子とその中の
変異座位を見いだすことです。形態、生理、行動や生態に大きな違いが
あるキイロショウジョウバエグループのいくつかの種を対象にし、形質
進化の分子生物学的解析のためのゲノムリソースや遺伝学的ツールを
開発しています。
形態の進化の解析では、
形態変化を引き起こしたシス調節配列の変
化に着目してきました。単独では小さな効果しかもたない変異が複数
のエンハンサー領域で起こり、それらの効果が積み重なることによって
大きな形態変化がもたらされることを発見しました。
現在、これらのシ
ス調節配列に結合する転写因子の同定を行っています。

個体発生を駆動するのは、
時間・空間的に決まった複雑なパターンでおこ
る遺伝子発現です。
遺伝子発現は、
遺伝子の cis調節領域にシグナルや転
写ネットワークが集約されることで開始されます。
エンハンサーの機能解
明は多細胞生物の発生とその進化を理解するうえできわめて重要です。
私たちは、ショウジョウバエをモデル系に使って、胚発生における細
胞運命の決定を司る転写の調節原理を明らかにすることを目指してい
ます。そのために、エンハンサーの作用機構や転写因子の分布がクロマ
チン状態をどのように規定するかを研究し、遺伝子調節ネットワークが
発生を制御する機構やネットワークに加えられた摂動が発生に与える
異常を解析しています。遺伝的手法に機能ゲノミックスや数理生物学的
手法を組み合わせ、転写や発生の進行を予言する事を可能にするモデ
ルを作成しています。

.LUL[PJJH\ZLZVM[OLL]VS\[PVUVMTVYWOVSVN`HUKILOH]PVY
6\YNVHSPZ[VPKLU[PM`[OLNLULZHUK\S[PTH[LS`[OLPUKP]PK\HSU\JSLV[PKLZ
[OH[OH]LNLULYH[LKKP]LYZP[`VMMVYTHUKILOH]PVY4\JOVMV\Y^VYRPZ
MVJ\ZLKVUHNYV\WVMJSVZLS`YLSH[LKZWLJPLZPU[OL+YVZVWOPSHTLSHUV
NHZ[LYZWLJPLZNYV\W;OLZLZWLJPLZKPZWSH`LUVYTV\ZTVYWOVSVNPJHS
WO`ZPVSVNPJHSILOH]PVYHSHUKLJVSVNPJHSKP]LYZP[`>LHYLKL]LSVWPUNHZL[VM
NLUVTPJZHUKNLUL[PJZ[VVSZ[VHJJLSLYH[LTVSLJ\SHYHUHS`ZPZVMWOLUV[`WPJ
L]VS\[PVUPU[OPZNYV\WVMZWLJPLZ
6\Y^VYRVU[OLL]VS\[PVUVMMVYTOHZMVJ\ZLKVU[OLJPZYLN\SH[VY`
JOHUNLZ[OH[SLK[VTVYWOVSVNPJHSL]VS\[PVUIL[^LLUJSVZLS`YLSH[LKZWLJPLZ
VM+YVZVWOPSH>LOH]LKPZJV]LYLK[OH[[OLZLTVYWOVSVNPJHSJOHUNLZHYVZL
I`[OLHJJ\T\SH[PVUVMT\S[PWSLJPZYLN\SH[VY`T\[H[PVUZVM]LY`ZTHSSLMMLJ[
[OH[OH]LHJJ\T\SH[LKPUTHU`PUKLWLUKLU[LUOHUJLYZ>LHYLUV^^VYR
PUN[VPKLU[PM`[OL[YHUZJYPW[PVUMHJ[VYZ[OH[IPUK[V[OLZLL]VS]PUNJPZYLN\SH
[VY`LUOHUJLYZ

;YHUZJYPW[PVUHSJVU[YVSK\YPUNKL]LSVWTLU[
+L]LSVWTLU[PZKYP]LUI`JVTWSL_WH[[LYUZVMNLULL_WYLZZPVUH[WYL
JPZL[PTLZHUKZWH[PHSKVTHPUZ(S[OV\NOHU\TILYVMTLJOHUPZTZMPUL
[\ULL_WYLZZPVUZ[H[LZP[PZPUP[PH[LK[OYV\NO[OLPU[LNYH[PVUVMZPNUHSSPUNHUK
[YHUZJYPW[PVUHSUL[^VYRZJVU]LYNPUNVUJPZYLN\SH[VY`LUOHUJLYLSLTLU[Z
<UKLYZ[HUKPUNOV^LUOHUJLYZM\UJ[PVUPZ[OLYLMVYLJLU[YHS[V\UKLYZ[HUKPUN
TL[HaVHUKL]LSVWTLU[HUKL]VS\[PVUHY`JOHUNL
;OLHPTVMV\YYLZLHYJOPZ[V\UKLYZ[HUK[OL\UKLYS`PUNYLN\SH[VY`WYPUJPWSLZ
VM[YHUZJYPW[PVUKYP]PUNJLSSMH[LKLJPZPVUZK\YPUNLTIY`VNLULZPZ\ZPUN+YVZV
WOPSHHZHTVKLSZ`Z[LT;OPZPUJS\KLZZ[\KPLZVM[OLTLJOHUPZTVMLUOHUJLY
M\UJ[PVUHUK[OLPU[LYWSH`VM[YHUZJYPW[PVUMHJ[VYZHUKJOYVTH[PUZ[H[LHZ^LSS
HZZ[\KPLZVMOV^NLULYLN\SH[VY`UL[^VYRZJVU[YVSKL]LSVWTLU[HUKOV^
UL[^VYRWLY[\YIH[PVUZSLHK[VZWLJPMPJWOLUV[`WLZ;VHKKYLZZ[OPZ^LPU[L
NYH[LM\UJ[PVUHSNLUVTPJNLUL[PJHUKJVTW\[H[PVUHSHWWYVHJOLZ[VTHRLWYL
KPJ[P]LTVKLSZVM[YHUZJYPW[PVUHUKKL]LSVWTLU[HSWYVNYLZZPVU

図 ― ショウジョウバエの ZOH]LUIHI` 遺伝子のシス調節エンハンサーは、
毛状突起
（緑）
を
分化する細胞の一部の細胞
（マジェンタ）
でのみ転写を誘導する。
このパターンと重なったり
相補的だったりするパターンを誘導するエンハンサーも存在する。
-PN\YL6ULVM[OLJPZYLN\SH[VY`LUOHUJLYZVM[OLZOH]LUIHI`NLULKYP]LZNLULL_WYLZZPVUPU
[OL+YVZVWOPSHLTIY`VPUHZ\IZL[VM[OLJLSSZTHNLU[H[OH[KPMMLYLU[PH[L[YPJOVTLZNYLLU6[OLY
ZOH]LUIHI`LUOHUJLYZKYP]LL_WYLZZPVUPUWHY[PHSS`V]LYSHWWPUNHUKJVTWSLTLU[HY`WH[[LYUZ
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図 ― A: エンハンサー上の転写因子の分布, B: エンハンサー活性 (GFPレポーターの発現),
C: ネットワーク活性
-PN\YL(!,UOHUJLYVJJ\WHUJ`I`[YHUZJYPW[PVUMHJ[VYZ)!,UOHUJLYHJ[P]P[`.-7YLWVY[LYL_WYLZ
ZPVU*!5L[^VYRHJ[P]P[`
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Saitou Group

O[[W!ZH`LYSHIUPNHJQW

斎藤成也

隅山健太

:(0;6<5HY\`H
7O++:J7YVMLZZVY

:<40@(4(2LU[H
+:J(ZZPZ[HU[7YVMLZZVY

教授

Ph. D. 博
（理）

助教

博
（理）

ゲノムレベルにおける生物進化

,]VS\[PVUVMVYNHUPZTZH[NLUVTPJSL]LS

本研究室では生物の進化をゲノムレベルでコンピュータ解析と実験の両面
から研究している。
特にヒトにいたる霊長類と哺乳類の進化に興味がある。
われわれの研究テーマは以下のように多岐にわたっている。
●各進化過程でのゲノム変化：脊椎動物、
哺乳類、
霊長類などの各進化段階
において、
系統独自の変化をゲノムデータの大規模比較により解析して
いる。
●人類集団のＤＮＡ解析：現代人の遺伝的近縁関係をアジアを中心に調べ
ている。
古代ＤＮＡ解析も進めている。
●塩基配列解析法の開発：高速でバクテリアゲノム規模の多重整列を行な
うシステムMISHIMAを開発した。
●発生制御の進化：哺乳類における転写調節領域の進化を大規模ゲノムク
ローンの配列解析および遺伝子導入実験により解析している。
●その他の研究テーマ：血液型遺伝子の進化、
重複遺伝子の進化、
霊長類近
縁種間での遺伝子流入。

>LZ[\K`L]VS\[PVUVMVYNHUPZTZH[[OLNLUVTPJSL]LSZ[OYV\NOJVTW\[LY
HUHS`ZLZHUK^L[L_WLYPTLU[Z>LHYLWHY[PJ\SHYS`PU[LYLZ[LKPUWYPTH[LHUK
THTTHSPHUL]VS\[PVU[V^HYKO\THU;OLTLZVMV\YZ[\K`HYLX\P[LKP]LYZLHZ
MVSSV^Z
● (UHS`ZPZVMNLUVTLL]VS\[PVU!>LZ[\K`SPULHNLZWLJPMPJL]VS\[PVUHY`
JOHUNLZH[KPMMLYLU[SL]LSZVMVYNHUPZTNYV\WZZ\JOHZ]LY[LIYH[LZ
THTTHSZWYPTH[LZHUKO\THU
● +5(HUHS`ZPZVMO\THUWVW\SH[PVUZ!>LZ[\K`NLUL[PJHMMPUP[PLZVMTVKLYU
O\THUZ^P[OZWLJPHSYLMLYLUJL[V[OVZLPU(ZPH>LHSZVWYVJLLKHUJPLU[
+5(HUHS`ZPZ
● +L]LSVWTLU[VMU\JSLV[PKLZLX\LUJLHUHS`ZPZTL[OVKZ!>LKL]LSVWLK
UL^Z`Z[LT40:/04(^OPJOJHUT\S[PWS`HSPNUTHU`IHJY[LYPHSNLUVTL
ZPaLZLX\LUJLZ
● ,]VS\[PVUVMKL]LSVWTLU[HSYLN\SH[PVU!>LHYLZ[\K`PUNL]VS\[PVUVMJPZ
JVU[YVSLSLTLU[ZI`ZLX\LUJLHUHS`ZPZHUKNLUL[YHUZMLYL_WLYPTLU[ZVM
SHYNLZJHSLNLUVTPJJSVULZ
● 6[OLY[OLTLZ!ISVVKNYV\WNLULL]VS\[PVUK\WSPJH[LKNLULL]VS\[PVUHUK
HUHS`ZPZVMPU[YVNYLZZPVUIL[^LLUJSVZLS`YLSH[LKWYPTH[LZWLJPLZ

;HRHOHZOP4HUK:HP[V\50KLU[PMPJH[PVUHUKJOHYHJ[LYPaH[PVU
VMSPULHNLZWLJPMPJOPNOS`JVUZLY]LKUVUJVKPUNZLX\LUJLZPUTHTTH
SPHUNLUVTLZ.LUVTL)PVS,]VSPUWYLZZ
2P[HUV ; )SHUJOLY ( HUK :HP[V\ 5  ;OL M\UJ[PVUHS ( HSSLSL
^HZ YLZ\YYLJ[LK ]PH YLJVTIPUH[PVU PU [OL O\THU ()6 ISVVK NYV\W
NLUL4VS)PVS,]VS PUWYLZZ
:\TP`HTH 2 HUK :HP[V\ 5  3VZZVM¶M\UJ[PVU T\[H[PVU PU H
YLWYLZZVY TVK\SL VM O\THUZWLJPMPJHSS` HJ[P]H[LK LUOHUJLY /(*5:
4VS)PVS,]VS
,aH^H 2 0RLV 2 .VQVIVYP ; HUK :HP[V\ 5  ,]VS\[PVUHY`
WH[[LYUZ VMYLJLU[S` LTLYNLK HUPTHSK\WSVNZ .LUVTL)PVS,]VS 
 
:\a\RP 9 HUK :HP[V\ 5  ,_WSVYH[PVU MVY M\UJ[PVUHS U\JSLV[PKL
ZLX\LUJLJHUKPKH[LZ^P[OPUJVKPUNYLNPVUZVMTHTTHSPHUNLULZ+5(
9LZ

図 ― ABO式血液型 A 型遺伝子の組換えによる復活。
Kitano et al. (2012)より。
-PN\YL9LZ\YYLZJ[PVUVM()6ISVVKNYV\WNLUL(HSSLSL]PHYLJVTIPUH[PVU-YVT2P[HUVL[HS


4H[Z\UHTP4:\TP`HTH2HUK:HP[V\5,]VS\[PVUVMJVU
ZLY]LK UVUJVKPUN ZLX\LUJLZ ^P[OPU [OL ]LY[LIYH[L /V_ JS\Z[LYZ
[OYV\NO[OL [^VYV\UK^OVSLNLUVTLK\WSPJH[PVUZYL]LHSLKI`WO`SV
NLUL[PJMVV[WYPU[PUNHUHS`ZPZ14VS,]VS
2Y`\RV] 2 HUK :HP[V\ 5  40:/04(  H UL^ TL[OVK MVY OPNO
ZWLLKT\S[PWSLHSPNUTLU[VMU\JSLV[PKLZLX\LUJLZVMIHJ[LYPHSNLUVTL
ZJHSLKH[H)4*)PVPUMVYTH[PJZ
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教授

裕

長田直樹

Ph. D.

助教

(2(:/0/PYVZOP
7O+7YVMLZZVY

Ph. D.

6:(+(5HVRP
7O+(ZZPZ[HU[7YVMLZZVY

集団遺伝とゲノム進化

7VW\SH[PVUNLUL[PJZHUKNLUVTLL]VS\[PVU

本研究室では、
グローバルなゲノムの適応に着目してゲノム進化のメカ
ニズムを解明するために，
理論と実験を組み合わせた研究を行っています。
現在の研究テーマは以下のようなものです。
●タンパク質の進化と生合成過程の研究
タンパク質の構造は，
細胞内での機能や生化学的特性を最適化するよう
な自然選択によって形作られてきたと考えられます。
それだけでなく、
タ
ンパク質の合成効率に働く自然選択もタンパク質の大きさ，
アミノ酸組
成、
進化速度などを決めていると考えられます。
本研究室では、
遺伝子発
現とタンパク質の進化パターンとの関連を研究することにより、
代謝お
よび翻訳効率に関わる適応機構を解明しています。
●同義座位とタンパク質の進化の系統特異的なパターンの研究
キイロショウジョウバエとその近縁種の解析から、
弱い淘汰と非平衡状
態は、
ショウジョウバエの分子進化の一般的特徴であることが示唆され
ています。
●弱い力が変動しながら働く時の進化過程のモデル化
突然変異間の連鎖と適合度の相互作用を組み入れたコンピューターシ
ミュレーションを用いて、
進化上の弱い淘汰を検出するための統計的手

>LJVTIPUL[OLVYL[PJHSHUKSHIVYH[VY`Z[\KPLZ[VPKLU[PM`TLJOHUPZTZVM
NLUVTLL]VS\[PVU^P[OHMVJ\ZVUNSVIHSHKHW[H[PVUZ*\YYLU[PU[LYLZ[ZPU
[OLSHIPUJS\KL!
● 0KLU[PM`PUNIPVZ`U[OL[PJJVUZ[YHPU[ZPUWYV[LPUL]VS\[PVU5H[\YHSZLSLJ[PVUPZ
[OV\NO[[VHJ[\WVUWYV[LPUZ[Y\J[\YLZ[VVW[PTPaLIPVJOLTPJHSWYVWLY[PLZ
YLSH[LK[V[OLPYZWLJPMPJJLSS\SHYM\UJ[PVUZ:LSLJ[PVUMVYLMMPJPLU[Z`U[OLZPZ
TH`HSZVILHUPTWVY[HU[MHJ[VYPUKL[LYTPUPUN[OLZPaLHTPUVHJPKJVT
WVZP[PVUHUKL]VS\[PVUHY`YH[LZVMWYV[LPUZI\[HYLSLZZMPYTS`LZ[HISPZOLK
>LZ[\K`YLSH[PVUZOPWZIL[^LLUNLULL_WYLZZPVUHUKWH[[LYUZVMWYV
[LPUL]VS\[PVU[VPKLU[PM`HKHW[H[PVUMVYTL[HIVSPJHUK[YHUZSH[PVUHSLMMP
JPLUJ`
● :[\K`PUNSPULHNLZWLJPMPJWH[[LYUZVMZPSLU[HUKWYV[LPUL]VS\[PVU6\YZ[\K
PLZVM+YVZVWOPSHTLSHUVNHZ[LYHUKP[ZJSVZLYLSH[P]LZZ\NNLZ[[OH[IV[O
^LHRZLSLJ[PVUHUKKLWHY[\YLZMYVTZ[LHK`Z[H[LHYLWYL]HSLU[MLH[\YLZ
VMTVSLJ\SHYL]VS\[PVU
● 4VKLSPUNL]VS\[PVUHY`WYVJLZZLZ\UKLYHIHSHUJLHTVUN^LHRMVYJLZ
[OH[MS\J[\H[L>LLTWSV`JVTW\[LYZPT\SH[PVUZVM^LHRZLSLJ[PVU^P[O
NLUL[PJSPURHNLHUKMP[ULZZPU[LYHJ[PVUZHTVUNT\[H[PVUZ[VKL[LYTPUL
Z[H[PZ[PJHSTL[OVKZ[VKL[LJ[Z\I[SLMVYJLZPUL]VS\[PVU

法を開発しています。
6ZHKH 5 HUK (RHZOP /  4P[VJOVUKYPHS5\JSLHY 0U[LYHJ[PVUZ
HUK (JJLSLYH[LK *VTWLUZH[VY` ,]VS\[PVU! ,]PKLUJL MYVT [OL 7YPTH[L
*`[VJOYVTLJ6_PKHZL*VTWSL_4VS)PVS,]VS ¶
+YVZVWOPSH ZLX\LUJPUN JVUZVY[P\T   ,]VS\[PVU VM NLULZ HUK
NLUVTLZVU[OL+YVZVWOPSHWO`SVNLU`5H[\YL
2V>@7PHV:HUK(RHZOP/:[YVUNYLNPVUHSOL[LYVNL
ULP[`PUIHZLJVTWVZP[PVUL]VS\[PVUVU[OL+YVZVWOPSH?JOYVTV
ZVTL.LUL[PJZ 
(RHZOP/2V>@7PHV:1VOU(.VLS73PU*-HUK
=P[PUZ(4VSLJ\SHYL]VS\[PVUPU[OL+YVZVWOPSHTLSHUV
NHZ[LYZWLJPLZZ\INYV\W!-YLX\LU[WHYHTL[LYMS\J[\H[PVUZVU[OL[PTL

図 ― A) バクテリアでの生合成にかかるエネルギーの割合。
バクテリアの細胞では約75%

ZJHSLVMTVSLJ\SHYKP]LYNLUJL.LUL[PJZ

のエネルギーがタンパク質合成に使われています (Neidhardt et al. 1990)。
B) エネルギーコストに関わるタンパク質の進化。
枯草菌のゲノムを見てみると、
量の多い

(RHZOP/;YHUZSH[PVUHSZLSLJ[PVUHUK`LHZ[WYV[LVTLL]VS\

タンパク質はコストの安いアミノ酸を使って合成されていることが分かります。

[PVU.LUL[PJZ 

-PN\YL4L[HIVSPJLJVUVTPJZHUKTPJYVIYPHSWYV[LVTLL]VS\[PVU
(*OLTPJHSLULYN`HSSVJH[PVUZMVYIPVZ`U[OLZPZVMHIHJ[LYPHSJLSS(IV\[ VM[OLI\KNL[PZ
\ZLKMVYWYV[LPUZ`U[OLZPZ)HZLKVUKH[HMYVT,JVSP5LPKOHYK[L[HS 
)7YV[LPUHKHW[H[PVUMVYLULYNL[PJLMMPJPLUJ`0U)HJPSS\ZZ\I[PSPZHI\UKHU[WYV[LPUZLTWSV`SLZZ
LULYNL[PJHSS`JVZ[S`HTPUVHJPKZ

HJPKJVTWVZP[PVUPU[OLWYV[LVTLZVM,ZJOLYPJOPHJVSPHUK)HJPSS\Z

(RHZOP/HUK.VQVIVYP;4L[HIVSPJLMMPJPLUJ`HUKHTPUV
Z\I[PSPZ7YVJ5H[S(JHK:JP<:(

 

(RHZOP/.LULL_WYLZZPVUHUKTVSLJ\SHYL]VS\[PVU*\YY
6W.LU+L]
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進化バイオインフォマティクス
当研究室では、
現在のゲノムを形作った進化的な力を研究しています。
●系統推定のためのアルゴリズムやモデルを開発しています。
それらをもとにして、
平
行・分散環境における効果的なプログラムを開発しています。
それらの応用として、
動
物と菌類の進化史を研究しています。
●最近になって、
我々は系統樹に依存した塩基置換行列で進化過程を記述する配列進
化の新しい観点を提唱しました。
この１ステップ突然変異行列は、
モデルで使われて
いる仮定の妥当性を検定したり、
整列中から他とは異なる進化をしている領域を検出
したり、
あるいは配列進化で通常用いられるマルコフモデルからの逸脱を与えるシ
ミュレーションにも用いることができます。
●私たちは、
大量塩基配列データの解析にもとりかかっています。
これらのデータの質
をコントロールしたり、
これらのデータを解析するための効率的なアルゴリズムや
データ構造を開発しています。

,]VS\[PVUHY`)PVPUMVYTH[PJZ
4`NYV\WZ[\KPLZ[OLL]VS\[PVUHY`MVYJLZ[OH[OH]LZOHWLKJVU[LTWVYHY`
NLUVTLZ
● >LKL]LSVWHSNVYP[OTZHUKTVKLSZMVYWO`SVNLUL[PJPUMLYLUJL;OLKL]LS
VWTLU[VMZ\JOHWWYVHJOLZPZJVTWSLTLU[LKI`HULMMPJPLU[PTWSLTLU[H
[PVU\ZPUNWHYHSSLSHUKKPZ[YPI\[LKJVTW\[H[PVU
(ZHUHWWSPJH[PVUVMWO`SVNLUL[PJPUMLYLUJL^LHYLPU]LZ[PNH[PUN[OLL]VS\
[PVUHY`OPZ[VY`VMHUPTHSZHUKM\UNP
● 4VYLYLJLU[S`^LOH]LZ\NNLZ[LKHMYLZO]PL^VMZLX\LUJLL]VS\[PVU[OH[
KLZJYPILZ[OLL]VS\[PVUHY`WYVJLZZPU[LYTZVM[YLLKLWLUKLU[Z\IZ[P[\[PVU
TH[YPJLZ;OLZLZVJHSSLKVULZ[LWT\[H[PVUTH[YPJLZJHUIL\ZLK[V[LZ[
[OL]HSPKP[`VMTVKLSHZZ\TW[PVUZ[VKL[LJ[YLNPVUZPUHUHSPNUTLU[^OLYL
L]VS\[PVUKL]PH[LZMYVT[OLYLZ[HUKHSZV[VHZPT\SH[PVU[VVS[OH[PU[YV
K\JLZ^LSSJVU[YVSSLKKL]PH[PVUZMYVT[`WPJHSTHYRV]TVKLSZMVYZLX\LUJL
L]VS\[PVU
● 4VYLYLJLU[S`^LZ[HY[LK[V^VYRVU[OLHUHS`ZPZVMKLLWZLX\LUJPUN
KH[H>LHYLPU[LYLZ[LKPUHWWYVHJOLZ[VJVU[YVS[OLX\HSP[`VMZ\JOKH[H
HZ^LSSHZPULMMPJPLU[HSNVYP[OTZHUKKH[HZ[Y\J[\YLZ[VHUHS`aL[OLKH[H

図 ― 左：３配列に対する１ステップ突然変異行列 右：木村の３変数モデル
-PN\YL6ULZ[LWT\[H[PVUTH[YP_SLM[MVYH[OYLL[H_H[YLLHUK[OL2PT\YHWHYHTL[LYTVKLSYPNO[
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自然集団における適応的な変異の遺伝的基礎
当研究室では、
多因子疾患の遺伝的基礎、
特に良く知られている遺伝子制御ネットワー
クがその表現型の背景にある場合について研究をおこなっています。
●ヒトの比較ゲノム学
わたしたちはCelera社と協力して、
40人のヒトとチンパンジーについて遺伝子配
列の解析をおこなっています。
これらのデータは集団内の多型についての多くの知
見をもたらし、
適応進化を遂げた遺伝子のゲノムワイドでの検定方法を与えてくれ
るでしょう。
●多因子疾患の遺伝的背景について
一塩基置換多型
（SNPs）
は多因子疾患の原因となる遺伝子を同定するのに役立ちま
す。
私たちは心疾患のリスクとなる遺伝子について、
突然変異、
組み換え、
ヒトの移住、
そして自然選択がヒト集団内の多様性にどうやって影響を与えてきたかについて研
究をおこなっています。
●代謝調節の進化
わたしたちはショウジョウバエを用いて、
脂質とグリコーゲンの貯蔵に関する遺伝的
変異の研究をおこなっています。
わたしたちの解析によって、
中間代謝に関わる酵素
は代謝の表現型に関して驚くほど多くの相互作用を示すことがわかりました。
他に、
昆虫の免疫、
ショウジョウバエの性染色体進化、
様々な集団遺伝学の理論的研
究を行っています。

.LUL[PJIHZPZVMHKHW[P]L]HYPH[PVUPUUH[\YHSWVW\SH[PVUZ
4`SHIZ[\KPLZ[OLNLUL[PJIHZPZMVYJVTWSL_[YHP[ZLZWLJPHSS`PUJHZLZ^OLYL
[OLYLPZH^LSS\UKLYZ[VVKNLULYLN\SH[VY`UL[^VYR\UKLYS`PUN[OL[YHP[

● /\THUHUKJVTWHYH[P]LNLUVTPJZ!0UJVSSHIVYH[PVU^P[O*LSLYH^LHYL
HUHS`aPUNZLX\LUJLZVM[OLJVTWSL[LZL[VM[YHUZJYPILKNLULZPUO\THUZHUK
JOPTWHUaLL;OLZLKH[H^PSSWYV]PKLHYPJO]PL^VMWVS`TVYWOPZTHUKHSSV^
NLUVTL^PKL[LZ[ZMVYHKHW[P]LS`L]VS]PUNNLULZ

● .LUL[PJIHZPZVMJVTWSL_KPZLHZL!:PUNSLU\JSLV[PKLWVS`TVYWOPZTZ
:57ZTH`OLSW[VPKLU[PM`NLULZ[OH[\UKLYSPLJVTWSL_KPZLHZLZ>LLTWSV`H
JHUKPKH[LNLULHWWYVHJO[VJHYKPV]HZJ\SHYKPZLHZLYPZRHUKX\HU[PM`OV^T\[H
[PVUYLJVTIPUH[PVUTPNYH[PVUHUKUH[\YHSZLSLJ[PVUPTWHJ[O\THU]HYPH[PVU

● ,]VS\[PVUVMTL[HIVSPJYLN\SH[PVU!>LZ[\K`NLUL[PJ]HYPH[PVUPUSPWPKHUK
NS`JVNLUZ[VYHNLPU+YVZVWOPSH6\YHUHS`ZPZVMLUa`TLZPUPU[LYTLKPHY`TL[HI
VSPZTZOV^LKHZ\YWYPZPUNHTV\U[VMLWPZ[HZPZPU[OLPYLMMLJ[ZVUTL[HIVSPJ[YHP[Z

6[OLYHYLHZPUJS\KLPUZLJ[PTT\UP[`+YVZVWOPSHZL_JOYVTVZVTLL]VS\[PVUHUK
HZZVY[LK[VWPJZPU[OLVYL[PJHSWVW\SH[PVUNLUL[PJZ

図 ― 平衡淘汰にあるヒト遺伝子のハプロタイプネットワーク
丸は各ハプロタイプを表しています。
黒はアフリカ系アメリカ人、
白はヨーロッパ系アメリカ人の割
合です。
枝の長さはSNPの数に比例しています。
祖先型のハプロタイプはチンパンジーから推定さ
れました。
Andres et al. Mol Evol. Biol 2009より
-PN\YL/HWSV[`WLUL[^VYRZMVYO\THUNLULZ\UKLYIHSHUJPUNZLSLJ[PVU*PYJSLZHYL
OHWSV[`WLZZPaLWYVWVY[PVUHS[VMYLX\LUJ`ISHJRMVY(MYPJHU(TLYPJHUZHUK^OP[LMVY,\YVWLHU(TLYP
JHUZ)YHUJOSLUN[OZWYVWVY[PVUHS[V:57U\TILYZ(UJLZ[YHSOHWSV[`WLZPUMLYYLK\ZPUNJOPTWKH[H-YVT
(UKYLZL[HS4VS)PVS,]VS 
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高次表現型とゲノム情報を結合したシステム医学研究
本研究室はヒトを対象としたゲノム研究をおこなう目的で井ノ上が昨年
末に赴任しスタートしました。
ヒト疾患に関連するゲノム医科学研究を中
心に、
病気の成り立ちを進化的な概念で理解する進化医学の進展までを研
究対象とし、
病気の原因、
機序を明らかにし、
将来治療に結びつく研究成果
を目指します。
近年、
個人のゲノム配列が次々と決定されており、
ゲノム医
科学研究もパーソナルゲノム時代を迎えています。
パーソナルゲノム研究
の進展はテーラーメイド医療などのシステム医学への本格的な実用化に直
結することから、
臨床への貢献が大きい分野です。
次世代シーケンサーから
産出されるパーソナルゲノム情報と電子カルテ化に基づくデジタル臨床
情報を結合することで可能となるgenome-phenome 解析を進めます。
ゲ
ノム医科学研究を対象とする本研究室は東海大学医学部、
新潟大学医学部、
徳島大学医学部、
希少難病患者支援事務局などの外部の医療機関、
NPOと
連携し、
積極的に共同研究を行っています。

4\S[PKPTLUZPVUHSWOLUV[`WLHUKNLUVTL
YLSH[PVUZOPW[VWYVTV[LZ`Z[LTTLKPJPUL
4HZZP]LS`WHYHSSLSZLX\LUJPUNVM[HYNL[YLNPVUZL_VTLZHUKJVTWSL[L
NLUVTLZOHZILN\U[VKYHTH[PJHSS`PUJYLHZL[OLVWWVY[\UP[PLZMVYPKLU[PM`PUN
NLUL[PJ]HYPHU[Z\UKLYS`PUNYHYLHUKJVTTVUKPZLHZLZ6\YYLZLHYJOPU[LY
LZ[OHZILLUMVJ\ZLKVUWLYZVUHSNLUVTLHUHS`ZPZ[VLS\JPKH[LKPZLHZL
JH\ZHSP[PLZ^OPJOSLHKZ[VKL]LSVWTLU[VM[OLYHWL\[PJ[VVS>LOH]LZ[HY[LK
HSVUNZ[HUKPUNWYVQLJ[[OH[PU]LZ[PNH[LZNLUVTLWOLUVTLYLSH[PVUZOPWI`
PU[LNYH[PUN[OLWLYZVUHSNLUVTLPUMVYTH[PVUHUKJSPUPJHSPUMVYTH[PVU>LPUP
[PHSS`MVJ\ZVU[OLL_VTLHUK[HYNL[YLZLX\LUJPUNILMVYL^LPUP[PH[L[V
KL[LYTPUL[OL^OVSLWLYZVUHSNLUVTL
;OLYLZLHYJOWYVQLJ[ZHYLHZMVSSV^!
● ,_VTLZLX\LUJPUN[VPKLU[PM`[OLJH\ZHSP[`VMNLUL[PJKPZLHZLZ
● 9LZLX\LUJPUNVM[OLLU[PYL/3(YLNPVUMVYPUMVYTH[P]LWVS`TVYWOPZT
KL[LJ[PVU
● (WWSPJH[PVUVMZ[H[PZ[PJHSTVKLSMVY[OL\UKLYZ[HUKPUNVMNLUVTLWOLUVTL
YLSH[PVUZOPWZ
● *VUZ[Y\J[PVUVMNLUL[PJYPZRWYLKPJ[PVUTVKLSVMJVTWSL_O\THUKPZLHZL

当部門では次のようなテーマで研究しています。
●全エクソンシーケンスによる希少疾患の原因遺伝子同定
●脳動脈留感受性遺伝子検索
●男性不妊のゲノム解析
●HLA 領域のハプロイドゲノム配列決定
●ヒト疾患における易罹患性予測モデルの構築
●統計数理モデルによるGenome-phenome解析

@VZOPOHYH2L[HS/PNOYPZRV]HYPHUJHUJLYIHZLKVUNLULL_WYLZZPVU
ZPNUH[\YLPZ\UPX\LS`JOHYHJ[LYPaLKI`KV^UYLN\SH[PVUVMHU[PNLUWYLZLU[H[PVU
WH[O^H`*SPU*HUJLY9LZPUWYLZZ
@HZ\UV2L[HS*VTTVU]HYPHU[ULHY[OLLUKV[OLSPUYLJLW[VY[`WL(
,+59(NLULPZHZZVJPH[LK^P[OPU[YHJYHUPHSHUL\Y`ZTYPZR7YVJ5H[S(JHK:JP
<:(  
5HRHVRH/*\P;6RH(4P[Z\UHNH:2HZOP^HZL2/VTTH@:H[V:
:\a\RP@0UVRV/0UV\L0(Z`Z[LTZNLUL[PJHWWYVHJOWYV]PKLZH
IYPKNLMYVTKPZJV]LYLKNLUL[PJ]HYPHU[Z[VIPVSVNPJHSWH[O^H`ZPUYOL\TH[VPK
HY[OYP[PZ73V:6ULL 
@HTHN\JOP;/VZVTPJOP25HYP[H(:OPYV[H;;VTV`HZ\@4HRP20UV\L0
,_VTLYLZLX\LUJPUNJVTIPULK^P[OSPURHNLHUHS`ZPZPKLU[PMPLZUV]LS
7;/9]HYPHU[ZPUHWYPTHY`MHPS\YLVM[VV[OLY\W[PVUPU1HWHULZL1)VUL4PULY
9LZ
@VZOPOHYH2;HQPTH((KHJOP:8\HU12HZL/@HOH[H;0UV\L0;HUHRH2
.LYTSPULJVW`U\TILY]HYPH[PVUZPU)9*(HZZVJPH[LKV]HYPHUJHUJLY
WH[PLU[Z.LULZ*OYVTVZVTLZ*HUJLY
(RP`HTH25HYP[H (5HRHVRH/*\P;;HRHOHZOP;@HZ\UV2;HQPTH(
2YPZJOLR)@HTHTV[V22HZ\`H//H[H(0UV\L0.LUVTL^PKL
HZZVJPH[PVUZ[\K`[VPKLU[PM`NLUL[PJ]HYPHU[ZWYLZLU[PU1HWHULZLWH[PLU[ZOHY
IVYPUNPU[YHJYHUPHSHUL\Y`ZTZ1/\T.LUL[
5HRHVRH/;HRHOHZOP;(RP`HTH2*\P;;HQPTH(2YPZJOLR)2HZ\`H/
/H[H(0UV\L0+PMMLYLU[PHS,MMLJ[ZVMJOYVTVZVTL W]HYPH[PVUVU
Z\IWOLUV[`WLZVMPU[YHJYHUPHSHUL\Y`ZT!ZP[LKPZ[YPI\[PVU:[YVRL 
 

図 ― エクソーム解析から得られた変異を公的データベースや集団内の頻度、
影響の大きい
アミノ酸置換などに基づいて絞り込み、
疾患原因候補となる変異を検索し、
家系内で疾患を
説明しうる変異とその機能解析から原因遺伝子と疾患の発症機序を明らかにする。
-PN\YL;VPKLU[PM`[OLKPZLHZLJH\ZPUN]HYPHU[PU[OPZMHTPS`^LKL[LJ[LK[OL]HYPHU[ZMYVT
L_VTLZLX\LUJPUNHUKUHYYV^LKKV^U[OLJHUKPKH[L]HYPHU[Z\ZPUNW\ISPJKH[HHTPUVHJPKZ\I
Z[P[\[PVUHUKNLULM\UJ[PVU

 研究活動／ 9LZLHYJO(J[P]P[PLZ

@HZ\UV2L[HS.LUVTL^PKLHZZVJPH[PVUZ[\K`VMPU[YHJYHUPHSHUL\
Y`ZTZPKLU[PMPLZYPZRSVJP5H[.LUL[
@VZOPOHYH2L[HS.LULL_WYLZZPVUWYVMPSLMVYWYLKPJ[PUNZ\Y]P]HSPU
HK]HUJLKZ[HNLZLYV\ZV]HYPHUJHUJLYHJYVZZ[^VPUKLWLUKLU[KH[HIHZLZ
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植物発生とゲノム構造のエピジェネティックな制御
細胞分裂後に継承される遺伝情報の実体は塩基配列です。
一方、
塩基配
列以外の形で、
遺伝子のON／OFF情報が娘細胞に伝わる現象が多くの生
物で観察されます。
このような
「エピジェネティック」
な情報の実体はDNA
のメチル化や染色体蛋白質の変化であることがわかってきています。
エピジェネティックな現象を理解するために、
私達はシロイヌナズナの
遺伝学とゲノミクスとを用いています。
ゲノムDNAのメチル化を維持する
に は ク ロ マ チ ン 再 構 成 因 子 で あ る DDM1 (decrease in DNA
methylation 1)が必要です。
また、
遺伝子配列がメチル化されないために
は jumonji domain 蛋 白 質 で あ る IBM1 (increase in BONSAI
methylation 1)が必要です。
これらの因子をコードする遺伝子の突然変異
体では、
ゲノムDNAメチル化の変化に伴いさまざまな発生異常が誘発さ

,WPNLUL[PJJVU[YVSZVMWSHU[KL]LSVWTLU[
HUKNLUVTLZ[Y\J[\YL
;V\UKLYZ[HUKJVU[YVSHUKM\UJ[PVUVM+5(TL[O`SH[PVU^LHYL[HRPUN
NLUL[PJHWWYVHJOLZ\ZPUNT\[HU[ZVM(YHIPKVWZPZ(U(YHIPKVWZPZWYV[LPU
++4KLJYLHZLPU+5(TL[O`SH[PVUPZULJLZZHY`MVYTL[O`SH[PUN[YHUZWV
ZVUZHUKYLWLH[Z6U[OLV[OLYOHUK0)4PUJYLHZLPU)65:(0TL[O`SH
[PVUPZULJLZZHY`MVYUV[TL[O`SH[PUNNLULZ0UT\[HU[ZVMNLULZLUJVKPUN
[OLZLWYV[LPUZZL]LYHS[`WLZVMKL]LSVWTLU[HSHIUVYTHSP[PLZ^LYLPUK\JLK
*OHYHJ[LYPaH[PVUVM[OLZLHIUVYTHSP[PLZPZYL]LHSPUNPTWHJ[VM+5(TL[O`SH
[PVUVUNLUVTLL]VS\[PVUHUKHWWYVWYPH[LNLULL_WYLZZPVU0UHKKP[PVU
\ZPUN[OLZLHUKV[OLYT\[HU[Z^LHYLZ[\K`PUNJVU[YVSSPUNTLJOHUPZTZVM
KPMMLYLU[PHS+5(TL[O`SH[PVUIL[^LLUNLULZHUK[YHUZWVZVUZ^P[OPU[OL
NLUVTL

れます。
これらの発生異常の解析から出発した実験系を用い、
ゲノム進化や
個体発生におけるエピジェネティックな制御の役割とその機構について研
究しています。

;Z\RHOHYH : 2H^HIL( 2VIH`HZOP ( 0[V ; (Pa\ ; :OPUP ;
;V`VKH ( -\QP`HTH ( ;HY\[HUP @ HUK 2HR\[HUP ;  *LU
[YVTLYL[HYNL[LK KL UV]V PU[LNYH[PVUZ VM HU 3;9 YL[YV[YHUZWVZVU VM
(YHIPKVWZPZS`YH[H.LULZ+L]
0UHNHRP : 4P\YH2HTPV ( 5HRT\YH @ 3\ - *HV ? 2PT\YH /
:HaL/HUK2HR\[HUP;(\[VJH[HS`[PJKPMMLYLU[PH[PVUVMLWPNL
UL[PJ TVKPMPJH[PVUZ ^P[OPU [OL (YHIPKVWZPZ NLUVTL ,4)6 1  
 
;Z\RHOHYH:2VIH`HZOP(2H^HIL (4H[OPL\64P\YH (HUK
2HR\[HUP ;   )\YZ[Z VM YL[YV[YHUZWVZP[PVUYLWYVK\JLK PU (YHIP
KVWZPZ5H[\YL
4P\YH ( 5HRT\YH 4 0UHNHRP : 2VIH`HZOP ( :HaL / HUK
2HR\[HUP; (U(YHIPKVWZPZQTQ*KVTHPUWYV[LPUWYV[LJ[Z[YHU
ZJYPILK NLULZ MYVT +5( TL[O`SH[PVU H[ */. ZP[LZ  ,4)6 1 


図 ― シロイヌナズナのibm1突然変異による発生異常表現型は、
H3K9メチル化酵素遺伝
子KYPや非CpGメチル化酵素遺伝子 CMT3の突然変異で抑圧される。
-PN\YL;OLPITPUJYLHZLPU)65:(0TL[O`SH[PVUT\[H[PVUPUK\JLZKL]LSVWTLU[HSKLMLJ[Z
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TH[PUTHYRZZ\JOHZ/2 TL[O`SH[PVUHUKUVU*.TL[O`SH[PVU
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脊椎動物の神経回路形成

=LY[LIYH[LUL\YHSUL[^VYRMVYTH[PVU

神経細胞の間につくられる神経回路が、
行動や思考といった脳機能の基
盤です。
脳の正常な機能発現のためには、
神経細胞が適切に生まれ、
移動し、
軸索を伸長して、
標的細胞と正確な回路をつくることが必要です。
これらを
可能にする脳の設計図を解き明かすべく、
当部門では次のようなテーマで
研究しています。
●嗅覚中枢神経回路の研究
匂いの情報は、
脳の嗅球とよばれる領域に伝えられ、
情報の仕分けが行わ
れます。
ここから、
さらに中枢に向かう神経回路の形成機構を、
軸索ガイ
ド分子の遺伝子破壊マウス等を用いて解析しています。
●神経細胞移動の研究
嗅球軸索の道標細胞 lot 細胞 は、
誕生後、
終脳の中を腹側接線方向に長
距離移動して、
最終目的地へと向かいます。
このユニークな細胞移動の機
構を解析しています。
●軸索伸長と停止反応の研究
軸索先端に局在する蛋白質M6aは、
軸索伸長や停止反応への関与が示
唆されています。
この蛋白質の生理的機能を調べています。
●終脳新皮質の進化的研究

7YLJPZLUL\YVUHSJVUULJ[PVUZHYL[OLIHZPZMVY[OLJVTWSL_IYHPUM\UJ[PVU;OL
M\SS`M\UJ[PVUHSIYHPUPZJVUZ[Y\J[LK[OYV\NOHZLYPLZVMJHYLM\SS`JVU
[YVSSLKKL]LSVWTLU[HSWYVJLZZLZPUJS\KPUNUL\YVUHSKPMMLYLU[PH[PVUTPNYH[PVU
H_VUV\[NYV^[OHUK[HYNL[YLJVNUP[PVU>LHYLL_WSVYPUNNLUL[PJTLJOHUPZTZ
NV]LYUPUN[OLKL]LSVWTLU[HSWYVJLZZLZPU]LY[LIYH[LULY]V\ZZ`Z[LTZ
● *LU[YHS6SMHJ[VY`7YVQLJ[PVU
6SMHJ[VY`PUMVYTH[PVUPZ[YHUZMLYYLKHUKWYVJLZZLKPU[OLVSMHJ[VY`I\SIVM
[OLIYHPU+L]LSVWTLU[VMHMMLYLU[WYVQLJ[PVUZMYVT[OPZMPYZ[VYKLYJLU[LY
OHZILLUZ[\KPLK\ZPUNRUVJRV\[TPJLMVYH_VUN\PKHUJLTVSLJ\SLZ
● 5L\YVUHS4PNYH[PVU
+\YPUNKL]LSVWTLU[[OLN\PKLWVZ[UL\YVUZ¸SV[JLSSZ¹MVYVSMHJ[VY`I\SI
H_VUZZOV^HK`UHTPJ]LU[YHSTPNYH[PVUV]LY[OL[LSLUJLWOHSVU>LHYL
PU]LZ[PNH[PUNTLJOHUPZTZVM[OPZ\UPX\LUL\YVUHSTPNYH[PVU
● (_VU6\[NYV^[OHUK7H\ZPUN
(_VU[PWLUYPJOLKWYV[LPU4HPZPTWSPJH[LKPUH_VUV\[NYV^[OHUKWH\Z
PUN>LHYLHUHS`aPUNWO`ZPVSVNPJHSM\UJ[PVUZVM[OPZWYV[LPU
● ,]VS\[PVUVM[OLULVJVY[PJHSSH`LYZ[Y\J[\YL
;OLSH`LYZ[Y\J[\YLPU[OLULVJVY[L_PZ\UPX\L[VTHTTHSZ;OLL]VS\[PVU
HY`ZJLUHYPVZHYLL_WSVYLK[OYV\NOJVTWHYPZVUZVMKL]LSVWTLU[HSWYV
JLZZLZPU[OLIYHPUZ[Y\J[\YLZVMKPMMLYLU[]LY[LIYH[LZWLJPLZ

終脳新皮質にみられる層構造は、
ほ乳類の特徴です。
層構造のない動物
の終脳発生過程との比較から、
進化のシナリオを探っています。

:H[V @4P[H:-\R\ZOPTH5-\QPZH^H/:HNH @HUK/PYH[H
;0UK\J[PVUVMH_VUNYV^[OHYYLZ[^P[OV\[NYV^[OJVULJVSSHWZL
[OYV\NO [OL 5[LYTPUHS YLNPVU VM MV\Y[YHUZTLTIYHUL NS`JVWYV[LPU
4H+L]5L\YVIPVS
:H[V @ >H[HUHIL 5 -\R\ZOPTH 5 4P[H : HUK /PYH[H ; 
(J[PUPUKLWLUKLU[ ILOH]PVY HUK TLTIYHUL KLMVYTH[PVU L_OPIP[LK I`
[OLMV\Y[YHUZTLTIYHULWYV[LPU4H73V:6ULL
@HTH[HUP/2H^HZHRP ;4P[H:0UHNHRP5HUK/PYH[H ;
7YV[LVTPJZ (UHS`ZPZVM [OL ;LTWVYHS*OHUNLZPU (_VUHS7YV[LPUZK\Y
PUN4H[\YH[PVU+L]5L\YVIPVS
0[V22H^HZHRP;;HRHZOPTH:4H[Z\KH0(PIH(HUK/PYH[H;
 :LTHWOVYPU - JVUMPULZ ]LU[YHS [HUNLU[PHS TPNYH[PVU VM SH[LYHS
VSMHJ[VY`[YHJ[UL\YVUZVU[V[OL[LSLUJLWOHSVUZ\YMHJL15L\YVZJP

-V\X\L[ * +P 4LNSPV ; 4H 3 2H^HZHRP ; 3VUN / /PYH[H ;

図 ― 終脳スライス培養下における腹側接線方向の神経細胞移動。
赤紫の色素により細胞の
流れを可視化してある。
軸索ガイド分子Semaphorin3Fは.この細胞移動を反発して、
動く
方向を変化させる
（右）
。
-PN\YL=LU[YHS[HUNLU[PHSTPNYH[PVUVMUL\YVUZPUZSPJLJ\S[\YLK[LSLUJLWOHSVUZ4PNYH[PUNUL\
YVUZHYLSHILSLKPUTHNLU[H(_VUN\PKHUJLTVSLJ\SLZLTHWOVYPU-YLWLSZ[OPZTPNYH[PVUZ[YLHT
[V[OLVWWVZP[LKPYLJ[PVUYPNO[

 研究活動／ 9LZLHYJO(J[P]P[PLZ

;LZZPLY3H]PNUL 4 *OLKV[HS ( 5N\`LU)H*OHY]L[ 2; 
9VIV HUK YVIV JVU[YVS [OL KL]LSVWTLU[ VM [OL SH[LYHS VSMHJ[VY`
[YHJ[15L\YVZJP
2H^HZHRP ; 0[V 2 HUK /PYH[H ;  5L[YPU  YLN\SH[LZ ]LU[YHS
[HUNLU[PHSTPNYH[PVUVMN\PKLWVZ[UL\YVUZPU[OLSH[LYHSVSMHJ[VY`[YHJ[
+L]LSVWTLU[

応用遺伝客員研究部門

Division of Applied Genetics

Martienssen 研究室 Martienssen Group
O[[W!^^^JZOSLK\-HJ\S[`THY[PLUZZLUYVIWYVMLZZVYO[TS

辻研究室

Tsuji Group

マーチエンセン , ロブ A.

辻

4(9;0,5::,59VI(
=PZP[PUN7YVMLZZVY/V^HYK/\NOLZ4LKPJHS0UZ[P[\[L*VSK:WYPUN/HYIVY3HIVYH[VY`

;:<10:OVQP
=PZP[PUN7YVMLZZVY7YVMLZZVY;OL<UP]LYZP[`VM;VR`V/VZWP[HS

客員教授
（HHMI、
コールドスプリングハーバー研究所教授）

小さい RNA によるヘテロクロマチンの継承と再プログラム

省次

客員教授
（東京大学医学部付属病院教授）

パーソナルゲノム解析により脳疾患の発症機構を読み解く

エピジェネティックな情報が娘細胞に伝わる様式を調べるのに、
植物や

脳神経疾患の発症機構をパーソナルゲノム解析に基づいて解明するこ

分裂酵母はすばらしい研究材料となる。
これらの生物では、
トランスポゾン

とをめざしています。単一遺伝子疾患については、われわれが開発した

の調節やヘテロクロマチンの抑制や遺伝子のインプリンティングなどのエ

ハイスループット連鎖解析システムと次世代シーケンサーを用いた網羅

ピ ジェネ ティ ック な 現 象 が 知 ら れ て い る 。 私 達 は 分 裂 酵 母

的ゲノム配列解析を統合した解析により、効率よく病因遺伝子の発見を

Schizosaccharomyces pombe や植物 Arabidopsis thalianaを用いて

目指しています。多因子疾患については、頻度は比較的稀であるが、疾

ヘテロクロマチン抑制とRNAiについて調べている。
植物では、
RNAiが生

患発症に対する影響度の大きい疾患感受性遺伝子のvariantsの探索が

殖細胞の運命決定やトランスポゾン調節に重要なことがわかった。
また分

重要となります。このようなrare variantsの検出には、これまで行われ

裂酵母では、
DNA複製や組換えを調節することでRNAiやレトロトランス

ていたような、一般集団において頻度の高い SNPsを用いたゲノムワイ

ポゾンが転写抑制を仲介する。
これらの機構の共通点から、
高等生物のエ

ド関連解析では不十分であり、次世代シーケンサーを駆使したパーソナ

ピジェネティックな継承におけるRNAの役割が説明されるかもしれない。

ルゲノム解析に基づいて、疾患感受性遺伝子の探索を進めています。

0UOLYP[HUJLHUKYLWYVNYHTTPUNVMOL[LYV
JOYVTH[PU^P[OZTHSS95(

,S\JPKH[PVUVM[OLTLJOHUPZTZVMIYHPUKPZ
LHZLZIHZLKVUWLYZVUHSNLUVTLHUHS`ZPZ

7SHU[ZHUKMPZZPVU`LHZ[WYV]PKLL_JLSSLU[TVKLSVYNHUPZTZ[VPU]LZ[PNH[LOV^
LWPNLUL[PJPUMVYTH[PVUPZWYVWHNH[LK[VKH\NO[LYJLSSZHUKWVZZLZZH^LHS[O
VMLWPNLUL[PJWOLUVTLUHPUJS\KPUN[YHUZWVZVUYLN\SH[PVUOL[LYVJOYVTH[PJ
ZPSLUJPUNHUKNLULPTWYPU[PUN>LHYLPU]LZ[PNH[PUNOL[LYVJOYVTH[PJZPSLUJPUN
HUK95(PPU[OLMPZZPVU`LHZ[:JOPaVZHJJOHYVT`JLZWVTILHUK[OLWSHU[
(YHIPKVWZPZ[OHSPHUH0UWSHU[Z^LOH]LMV\UK[OH[95(PPZPTWVY[HU[PUKL[LY
TPUPUNNLYTJLSSMH[LHZ^LSSHZPU[YHUZWVZVUYLN\SH[PVU^OPSLPUMPZZPVU`LHZ[
95(PHUKYL[YV[YHUZWVZVUZTLKPH[LZPSLUJPUNI`JVU[YVSSPUN+5(YLWSPJH[PVU
HUKYLJVTIPUH[PVU7HYHSSLSZIL[^LLU[OLZLTLJOHUPZTZTH`HJJV\U[MVY[OL
YVSLVM95(PULWPNLUL[PJPUOLYP[HUJLPUOPNOLYVYNHUPZTZ

>LHPT[VLS\JPKH[LTVSLJ\SHYIHZPZVMIYHPUKPZLHZLZIHZLKVUWLYZVUHS
NLUVTLHUHS`ZPZ-VYIYHPUKPZLHZLZ^P[O4LUKLSPHUPUOLYP[HUJL^LOH]L
KL]LSVWLKHUL_[YLTLS`LMMPJPLU[WPWLSPUL^OPJOLUHISLZKPYLJ[PTWVY[VM:57Z
KH[HVI[HPULK\ZPUNTPJYVHYYH`Z0U[LNYH[PUN[OPZOPNO[OYV\NOW\[SPURHNLHUHS`
ZPZZ`Z[LT^P[OWLYZVUHSNLUVTLHUHS`ZPZLTWSV`PUNUL_[NLULYH[PVU
ZLX\LUJLYZPKLU[PMPJH[PVUVMJH\ZH[P]LNLULZOHZILLU[YLTLUKV\ZS`HJJLSLY
H[LK-VYIYHPUKPZLHZLZ^P[OJVTWSL_[YHP[^L^PSSMVJ\ZVU[OLKPZLHZLZ\Z
JLW[PIPSP[`NLULZ^P[OSHYNLLMMLJ[ZPaLZMVYKL]LSVWTLU[VMIYHPUKPZLHZLZ;V
HJJVTWSPZO[OPZHPTNLUVTL^PKLHZZVJPH[PVUZ[\KPLZ.>(:IHZLKVU:57
HUHS`ZLZHYLPUZ\MMPJPLU[HUK[OLYLMVYL^LULLK[VLZ[HISPZOUL^WHYHKPNTZ
[VPKLU[PM`YHYL]HYPHU[Z^P[OSHYNLLMMLJ[ZPaLZIHZLKVUWLYZVUHSNLUVTL
HUHS`ZPZLTWSV`PUNUL^[LJOUVSVNPLZVMUL_[NLULYH[PVUZLX\LUJLYZ

(

)

図 ― A.シロイヌナズナの花粉におけるヘテロクロマチン再プログラム。
染色体DNA
（青）
は栄養細胞で脱凝集している。
精細胞の染色体は凝集し、
特異的ヒストン
（緑）
を含む。
これらの変化は、
それぞれの細胞での24塩基と21塩基のsiRNAの蓄積を伴う。
図 ― B.分裂酵母のRNAi変異体におけるヘテロクロマチン修復。
相同組換え修復のため、
Rad52-YFPがS基のdicer 変異体細胞に蓄積している。
-PN\YL(/L[LYVJOYVTH[PUYLWYVNYHTTPUNPU(YHIPKVWZPZWVSSLU
*OYVTVZVTHS+5(IS\LPZKLJVUKLUZLKPU]LNL[H[P]LJVTWHUPVUJLSSZI\[JVUKLUZLKHUKHZZV
JPH[LK^P[OZWLJPMPJYLWSHJLTLU[OPZ[VULZNYLLUPUZWLYTJLSSZ;OLZLJOHUNLZHYLHZZVJPH[LK^P[O
[OLHJJ\T\SH[PVUVMU[HUKU[ZP95(PULHJOJLSS[`WL
-PN\YL)/L[LYVJOYVTH[PUYLWHPYPU95(PT\[HU[ZPUMPZZPVU`LHZ[9HK@-7MVJPHJJ\T\SH[LPU
:WOHZLVMKPJLYT\[HU[JLSSZK\L[VOVTVSVNV\ZYLJVTIPUH[PVUYLWHPY

図 ― アレル頻度とEffect sizeに基づく疾忠関連遺伝子探索のパラダイム
-PN\YL9LZLHYJOWHYHKPNT[VPKLU[PM`KPZLHZLYLSH[LK]HYPH[PVUZIHZLKVUJVTWHYPZVUVMLMMLJ[
ZPaLZVM]HYPHU[ZHUKHSSLSLMYLX\LUJPLZVM[OL]HYPHU[ZPUWVW\SH[PVU;Z\QP/\T4VS.LUL[
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新たな動物細胞遺伝学に向けて
2010度発足した本研究室は、
これまでに無い方法を編み出すことによ
り動物細胞を用いた新たな遺伝学を創生するとともに、
これらを利用して
染色体関連因子の機能を明らかにしたいと思っています。
私たちは植物ホ
ルモンオーキシンにより活性化される、
植物内のタンパク質分解メカニズ
ムを動物細胞に移植することで、
特定のタンパク質をオーキシン依存的に
分解除去する方法を開発しました
（AID法）
。
これにより、
オーキシン添加に
よりごく短時間にタンパク質発現抑制することが可能な細胞株の作成が可
能になりました。
現在、
下記のテーマに関して研究を行っています。
● AID変異株を利用した高等真核生物特異的な染色体複製関連因子の機
能解析
●AID法の改良と他の発現制御法の開発
●動物細胞遺伝学を発展させるための、
新たな遺伝子改変法や変異細胞株
作成法の開発

;V^HYKHUL^MPLSKVMNLUL[PJZVM
]LY[HISH[LJLSSZ
;OLNVHSVMV\YYLZLHYJOPZ[VJYLH[LHUL^MPLSKVMNLUL[PJZVM]LY[HISH[L
JLSSZI`HWWSPUNUL^[LJOUVSVNPLZHUKH[[OLZHTL[PTL[V\UKLYZH[HUK[OL
YVSLVMWYV[LPUZPU]VS]LKPU[OLL]LU[ZYLSH[PUN[VJOYVTVZVTLYLWSPHJ[PVU
>LOH]LKL]LSVWLKHUL^TL[OVKUHTLK[OL(0+H\_PUPUK\JPISLKLNYVU
Z`Z[LT[OH[HSSV^[VJVU[YVS[OLL_WYLZZPVUVMWYV[LPUZPUHUH\_PUKLWLU
KLU[THUULYI`[YHUZWSHU[PUNHWSHU[ZWLJPMPJKLNYHKH[PVUWH[O^H`0[PZ
UV^WVZZPISL[VTHRL+;JLSSSPULZPU^OPJO[OLL_WYLZZPVUVM[HYNL[WYV
[LPUZJHUILPUK\JLKMVYKLKYHKH[PVU^P[OPUOV\YHM[LYHKKP[PVUVMH\_PUI`
\ZPUN[OPZ[LJOUVSVN`6\YJ\YYLU[WYVQLJ[ZHYLHZMVSSV^Z
● *OHYHJ[LYPaH[PVUVMOPNOLYL\RHY`V[PJWYV[LPUZPU]VS]LKPUJOYVTVZVTL

YLWSPJH[PVU\ZPUN(0+JVUK[PVUHSJLSSSPULZ
● 0TWYV]LTLU[VM[OL(0+TL[OVKHUKKL]LSVWTLU[VMV[OLYKLYVU[LJO

UVSVNPLZ
● +L]LSVWTLU[VMNLUVTLTHU\SH[PVUTL[OVKZMVY[OLJVUZ[Y\J[PVUVM

T\[HU[JLSSSPULZ

>H[HZL.;HRPZH^H/HUK2HULTHRP44JT7SH`ZH9VSLPU
-\UJ[PVUPUNVM[OL,\RHY`V[PJ9LWSPJH[P]L+5(/LSPJHZL*KJ4JT.05:
*\YYLU[)PVSVN` 
4HZ\TV[V/5HRH[V92HULTHRP4:OPYHOPNL2HUK/HJOPUVOL4
;OL0UOLYP[HUJLVM/PZ[VUL4VKPMPJH[PVUZ+LWLUKZ\WVU[OL3VJH[PVUPU
[OL*OYVTVZVTLPU:HJJOHYVT`JLZJLYL]PZPHL73V:6UL!L 

図 ― オーキシン誘導デグロン
（AID）
法
(A) 天然オーキシンとして知られるインドール酢酸
（IAA）
と合成オーキシンとして知られる
ナフタレン酢酸
（NAA）
の構造。 (B) 植物内でのオーキシン反応。
オーキシンによって誘導
される遺伝子のプロモーター上には転写因子ARFsとその抑制因子AUX/IAAが結合してい
る。
オーキシンはSCF E3ユビキチン化リガーゼのF-box因子であるTIR1を活性化すること
で、
AUX/IAAをポリユビキチン化することで分解に導く。
(C) AID法の原理。
非植物細胞内で
構成したSCFTIR1は標的因子にAUX/IAA
（aid）
を融合したものを、
オーキシン依存的にポリ
ユビキチン化することでプロテアソームによる分解に導く。
-PN\YL:JOLTH[PJPSS\Z[YH[PVUVM[OL(0+Z`Z[LT
(:[Y\J[\YLVMHUH[\YHSH\_PUPUKVSLHJL[PJHJPK0((HUKHZ`U[OL[PJH\_PUUHWO[OHSL
ULHJL[PJHJPK5(() ;OLH\_PUKLNYHKH[PVUWH[O^H`PUWSHU[Z(<?0((PUOPIP[VYZIPUK[V
(9-[YHUZJYPW[PVUHSHJ[P]H[VYZH[[OLNLULWYVTV[LYZJVU[YVSSLKI`H\_PU0U[OLWYLZLUJLVM
H\_PU(<?0((ZHYLKLNYHKLKYLZ\S[PUNHJ[P]H[PVUVM[OLNLULZ*(\_PUIPUKZ[V;09^OPJOPU
[\YUWYVTV[LZ[OLPU[LYHJ[PVUIL[^LLU;09HUK[OLHPKKLNYVUVM[OL[HYNL[WYV[LPU:*-;09HJ[Z
HZHU,\IPX\P[PUSPNHZL[VYLJY\P[HU,SPNHZLYLZ\S[PUNWVS`\I\X\P[`SH[PVUVM[OLHPKKLNYVU
-PUHSS`[OL[HYNL[PZKLNYHKLKI`[OLWYV[LHZVTL

;HUHRH;<TLTVYP;,UKV:4\YHTH[Z\:2HULTHRP42HTPT\YH@
6I\ZL*HUK(YHRP/:SKHU:SKHZZVJPH[LKWYV[LPUYLX\PYLKMVY
LMMPJPLU[JOYVTVZVTHS+5(YLWSPJH[PVUPUI\KKPUN`LHZ[,4)61V\YUHS 
 
2HURL45PZOPT\YH22HULTHRP42HRPTV[V;;HRHOHZOP;:5HRH
NH^H;HUK4HZ\RH[H/(\_PUPUK\JPISLWYV[LPUKLWSL[PVUZ`Z[LTPU
MPZZPVU`LHZ[)4**LSS)PVSVN`
9LUZOH^41>HYK112HULTHRP45H[Z\TL25LKLSLJ-1HUK
;HUHRH;<*VUKLUZPUZWYVTV[LJOYVTVZVTLYLJVPSPUNK\YPUNLHYS`
HUHWOHZL[VJVTWSL[LZPZ[LYJOYVTH[PKZLWHYH[PVU+L]LSVWTLU[HS*LSS 

5PZOPT\YH2-\RHNH^H;;HRPZH^H/2HRPTV[V;HUK2HULTHRP4
 (UH\_PUIHZLKKLNYVU Z`Z[LTMVY[OLYHWPKKLWSL[PVUVMWYV[LPUZPU
UVUWSHU[JLSSZ5H[\YL4L[OVKZ  

 研究活動／ 9LZLHYJO(J[P]P[PLZ

新分野創造センター

Center for Frontier Research

多細胞社会研究室 Multicellular Society Laboratory

堀川研究室

Horikawa Group

O[[W!^^^UPNHJQWZLJ[PVUOVYPRH^HOVYPRH^HQO[TS

堀川一樹
准教授

博
（理）

/6902(>(2Ha\RP
+:J(ZZVJPH[L7YVMLZZVY

乱雑さに駆動される自己組織的な秩序形成原理の解明
生物の個体発生では、
ごく少数の細胞が増殖により数を増やすとともに、
その集団内に個性の違いが生じ
（＝細胞分化）
、
組織や器官等の秩序が構築
される。
近年の研究の進展により、
細胞の増殖や分化、
組織形成に関与する
遺伝子群が数多く同定されてきたが、
その一方で、
「何の秩序構造も無い細
胞集団内に美しい秩序の形成をもたらす原理」
そのものについては全く理
解が進んでいない。
この問題にアプローチするには、
マルチスケールでの分
野融合的研究が有効であると言う立場のもと、
本研究室では自己組織的に
集合流を形成する社会性アメーバを材料に以下の研究を行います。
１.分化状態やシグナル伝達活性を単一細胞分解能で定量計測できる超高
感度プローブの開発。
２.細胞集団
（最大１０万個）
を対象にした分化 / 細胞間相互作用の定量計
測とモデリング。
３.摂動実験によるモデルの妥当性の検証。
以上の循環的な手法を通じて、
遺伝子発現のゆらぎや細胞個性のヘテロ
性に駆動される秩序化原理の理解を目指します。

;V^HYKZ`Z[LTSL]LS\UKLYZ[HUKPUNVMZLSM
VYNHUPaLKWH[[LYUMVYTH[PVU
6ULVM[OLJLU[YHSX\LZ[PVUZPUKL]LSVWTLU[HSIPVSVN`PZOV^[OLJLSS\SHY
ZVJPL[`I\PS[\WJVVYKPUH[LKWH[[LYUZPUP[ZZ[Y\J[\YLZHUKM\UJ[PVUZL]LU
MYVTKPZVYNHUPaLKPUP[PHSJVUKP[PVUZ;VLS\JPKH[LWYPUJPWSLZPUKL]LSVWTLU[HS
WH[[LYUMVYTH[PVU^LMVJ\ZLKVU[OLZLSMVYNHUPaLKWH[[LYUMVYTH[PVUPU[OL
WVW\SH[PVUVMZVJPHSHTVLIH^OLYL[OLEVMJLSSZZWVU[HULV\ZS`NLULY
H[L^LSSVYNHUPaLKHNNYLNH[PVUZ[YLHTZPU[OLMVYTVM[YH]LSPUN^H]LZ/LYL
^LL_HTPUL[OLJVUZ[Y\J[P]LYVSLVM[OLZ[VJOHZ[PJP[`PUNLULL_WYLZZPVUHUK
JLSS\SHYM\UJ[PVUZI`LTWSV`PUNPU[LYKPZJPWSPUHY`HWWYVHJOLZ
4HRPUNOPNOWLYMVYTHUJL)PVWYVILZ^OPJOHSSV^[OLZLUZP[P]LKL[LJ[PVU
VMJLSS\SHYZ[H[LZ,_WLYPTLU[HSHWWYVHJO
7LYMVYTT\S[PZJHSLTVKLSPUNPUJVYWVYH[PUNX\HU[P[H[P]LKH[HVMPU[YHPU[LY
JLSS\SHYZPNUHSPUNK`UHTPJZPU[OLWVW\SH[PVUVMEJLSSZ^P[O[OLZPUNSL
JLSSYLZVS\[PVU4H[OLTH[PJHSHWWYVHJO
*VUK\J[RPSSLYL_WLYPTLU[ZN\PKLKI`TH[OLTH[PJHSWYLKPJ[PVUZ^P[OHPTPUN
[VLS\JPKH[L[OLJVUZ[Y\J[P]LYVSLVMUVPZLPU[OLZLSMVYNHUPaLKWH[[LYUMVY
TH[PVU0U[LYKPZJPWSPUHY`HWWYVHJOLZ

@HTHKH@4PJOPRH^H;/HZOPTV[V4/VYPRH^H25HNHP;4P`H^HRP
(/p\ZZLY44PRVZOPIH28\HU[P[H[P]L*VTWHYPZVUVM.LUL[PJHSS`
,UJVKLK*H0UKPJH[VYZPU*VY[PJHS7`YHTPKHS*LSSZHUK*LYLILSSHY7\YRPUQL
*LSSZ-YVU[*LSS5L\YVZJP

/VYPRH^H2@HTHKH@4H[Z\KH;2VIH`HZOP2/HZOPTV[V44H[Z\
\YH;4P`H^HRP(4PJOPRH^H;4PRVZOPIH25HNHP;:WVU[HUL
V\ZUL[^VYRHJ[P]P[`]PZ\HSPaLKI`\S[YHZLUZP[P]L*HPUKPJH[VYZ`LSSV^*HTL
SLVU5HUV5H[\YL4L[OVKZ ¶

図 ― (A)走化性物質のリレーによる自己組織的集合流形成。
(B)超高感度Ca2+指示薬で可

:HP[V2/H[Z\NHP5/VYPRH^H22VIH`HZOP24H[Z\\YH;4PRVZOPIH

視化された細胞間シグナル伝達パターン
（10^5細胞レベル）
。
(C)計測された定量データをも

25HNHP;(\[V3\TPULZJLU[.LUL[PJHSS`,UJVKLK9H[PVTL[YPJ0UKP

とにした数理モデルの構築と、
モデルによる予測の実験検証。
これらの循環的なアプローチに

JH[VYMVY9LHS;PTL*H0THNPUNH[[OL:PUNSL*LSS73V:65,L



よってのみ、
複雑でダイナミックな現象の背景にひそむ動作原理を理解することができる。
-PN\YL(:WVU[HULV\ZWH[[LYUMVYTH[PVUZ\WWVY[LKI`[OLYLSH`VMJOLTV[HJ[PJZPNUHSPUN)
:WH[PV[LTWVYHSWH[[LYUVM[OLPU[LYJLSS\SHYZPNUHSPUN]PZ\HSPaLKI`[OL\S[YHZLUZP[P]L*HPUKPJH
[VY*2PSSLYL_WLYPTLU[ZN\PKLKI`TH[OLTH[PJHSTVKLSPUNMVY[OLTVKLS]HSPKH[PVU

;VTVZ\NP>4H[Z\KH;;HUP;5LTV[V;2V[LYH0:HP[V2/VYPRH^H
25HNHP;  (U\S[YHTHYPULMS\VYLZJLU[WYV[LPU^P[OPUJYLHZLKWOV[V
Z[HIPSP[`HUKW/PUZLUZP[P]P[`5H[\YL4L[OVKZ
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脊椎動物の運動発達の分子基盤、発生期の活動依存的シナプス形成
私たちは歩いたり、
走ったりしますが、
これは遺伝子や分子のレベルでど
のように規定されるのでしょう？私たちはゼブラフィッシュという熱帯魚
を用いて運動・行動の研究をしています。
本研究室では２つのアプローチで
脊椎動物に共通する運動原理を神経回路やシナプスのレベルで理解する
ことを目指しています。
1. 運動・行動に異常のある変異体を単離し、
責任遺伝子を同定します。
その
遺伝子が神経回路、
シナプス、
神経活動、
あるいは運動器の機能にどのよ
うな役割を果たすかという視点から、
運動・行動の破綻を解明します。
ま
た、
ゼブラフィッシュ変異体を、
創薬を視野に入れたヒトの疾患モデルと
して確立します。
2. 私たちは運動に重要な役割を果たす、
グリシン作動性シナプスに注目し、
発生過程の単一ニューロンにおけるシナプスの生体内イメージングに
成功し、
ゼブラフィッシュではシナプスが受精からの数日間に入力依存
的に形成されることを見出しました。
しかし、
この可塑的シナプス形成の
分子メカニズムは全く不明です。
ゼブラフィッシュの特定のニューロン

4VSLJ\SHYIHZPZVMTV[VYKL]LSVWTLU[HUK
HJ[P]P[`KLWLUKLU[Z`UHWZLMVYTH[PVU
ALIYHMPZOPZHUL_JLSSLU[ ]LY[LIYH[LTVKLS[VZ[\K`TV[VYKL]LSVWTLU[
-PYZ[HSSZ[HNLZVMKL]LSVWTLU[VJJ\YL_[LYUHSS`HUKYHWPKS`^P[OLHYS`TV[VY
ILOH]PVYZZLLUMYVTOV\YZWVZ[MLY[PSPaH[PVU:LJVUKMVY^HYKNLUL[PJZJHU
ILHWWSPLK[VPKLU[PM`NLULZ[OH[HYLLZZLU[PHSMVYWYVWLYILOH]PVYZ;OPYK[OL
LTIY`VZHYL[YHUZWHYLU[^OPJOTHRLZ[OLTHTLUHISLMVYSP]LPTHNPUNVM
TVYWOVSVN`HUKHJ[P]P[`VMUL\YVUZ-PUHSS`[OLLSLJ[YVWO`ZPVSVNPJHSHJ[P]P[`VM
UL\YVUZJHUILYLJVYKLK\ZPUNWH[JOJSHTWTL[OVKZPUaLIYHMPZOLTIY`VZ
)`THRPUN\ZLVM[OLZLHK]HU[HNLZ^LLTWSV`[^VHWWYVHJOLZ[VZ[\K`
TV[VYUL\YHSJPYJ\P[ZYLN\SH[PUNSVJVTV[PVUHUKILOH]PVY>LYLJLU[S`Z\J
JLLKLKPU]PZ\HSPaPUNPUOPIP[VY`NS`JPULYNPJZ`UHWZLZPUSP]LaLIYHMPZO[VZ[\K`
Z`UHWZLMVYTH[PVUK\YPUNTV[VYKL]LSVWTLU[
*SVUPUNHUKJOHYHJ[LYPaH[PVUVMaLIYHMPZONLULZ^OPJOHYLLZZLU[PHSMVY
TV[VYKL]LSVWTLU[
4VSLJ\SHYIHZPZVMHJ[P]P[`KLWLUKLU[MVYTH[PVUVMNS`JPULYNPJZ`UHWZL
K\YPUNTV[VYKL]LSVWTLU[

で遺伝子発現を制御し、
活動依存的シナプス形成の分子基盤の解明を進
めています。

/PYH[H/>LU/2H^HRHTP@5HNHUH^H@6NPUV2@HTHKH2:HPU[
(THU[33V^:,*\P>>AOV\>:WYHN\L:4(ZHRH^H24\[V
(2H^HRHTP2HUK2\^HKH1@*VUUL_PU  PZULJLZZHY`MVY
JVVYKPUH[LKHJ[P]H[PVUVMZSV^[^P[JOT\ZJSLHUKUVYTHSILOH]PVYPUaLIYHMPZO
1)PVS*OLT 
/PYH[H/;HRHOHZOP4@HTHKH2HUK6NPUV2;OLIPVSVNPJHSYVSL
VM[OLNS`JPULYNPJZ`UHWZLPULHYS`aLIYHMPZOTV[PSP[`5L\YVZJP9LZ
6NPUV29HTZKLU:32LPI5:JO^HYa./HY]L`91HUK/PYH[H/
+\WSPJH[LKNLWO`YPUNLULZZOV^PUNKPZ[PUJ[[PZZ\LKPZ[YPI\[PVUHUKHS[LY
UH[P]LZWSPJPUNWH[[LYUZTLKPH[L4VJVIPVZ`U[OLZPZNS`JPULYLJLW[VYJS\Z[LYPUN
HUKLZJHWLILOH]PVYPUaLIYHMPZO1)PVS*OLT
5HNHUH^H@HUK/PYH[H/+L]LSVWTLU[HS[YHUZP[PVUVM[V\JO
YLZWVUZLMYVTZSV^T\ZJSLTLKPH[LKJVPSPUNZ[VMHZ[T\ZJSLTLKPH[LKI\YZ[
Z^PTTPUNPUaLIYHMPZO+L])PVS 
3V^:,(TI\YNL`2/VYZ[PJR,3PUZSL`1:WYHN\L:4*\P>>
AOV\>/PYH[H/:HPU[(THU[3HUK2\^HKH1@;974PZ
YLX\PYLK^P[OPUaLIYHMPZOZLUZVY`UL\YVUZMVY[OLHJ[P]H[PVUVM[V\JOL]VRLK

図 ―（Ａ,Ｂ）
ゼブラフィッシュは受精後24時間では coilingと呼ばれるしっぽ振り運動を行
うが、
48時間までにこれがswimmingに変わる。
（Ｃ,Ｄ）
後脳に１対のみ存在するマウスナー
細胞
（片側だけ図示）
の細胞表面には多数のグリシン作動性シナプスが形成される。
これらの
シナプスは活動依存的に形成されるが、
その分子基盤は解明されていない。
-PN\YL((aLIYHMPZOLTIY`VZOV^ZJVPSPUNTV]LTLU[H[OV\YZWVZ[MLY[PSPaH[PVUOWM))`
OWM[OLMYLX\LUJ`VMT\ZJSLJVU[YHJ[PVUYLHJOLZV]LY/aHUK[OLZPTWSLILOH]PVYJOHUNLZ
PU[VZ^PTTPUN*4H\[OULYJLSSPZHO\NLPKLU[PMPHISLUL\YVUPU[OLOPUKIYHPU+(U[P.S`9SHILS
PUNYLWYLZLU[ZNS`JPULYNPJZ`UHWZLZH[[OLZ\YMHJLVM[OL4H\[OULYJLSS
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LZJHWLILOH]PVYZ15L\YVZJP
5HRHUV@-\QP[H46NPUV2:HPU[(THU[32PUVZOP[H;6KH@HUK
/PYH[H/)PVNLULZPZVM.70HUJOVYLKWYV[LPUZPZLZZLU[PHSMVYZ\YMHJL
L_WYLZZPVUVMZVKP\TJOHUULSZPUaLIYHMPZO9VOVU)LHYKUL\YVUZ[VYLZWVUK
[VTLJOHUVZLUZVY`Z[PT\SH[PVU+L]LSVWTLU[  
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ミトコンドリア分裂から真核細胞の起源と進化を探る
真核細胞内のエネルギー変換器、
ミトコンドリアと葉緑体は、
１０億年以
上前にバクテリア細胞が真核細胞内に共生して誕生しました。
その他、
真核
細胞が別の細胞を取り込み、
新機能を獲得する例は広く見受けられます。
こ
のような二種の細胞の世代を超えた持続的統合には、
宿主細胞の分裂増殖
に伴った、
共生細胞の分裂・増殖の制御が必須です。
我々は、
葉緑体とミトコンドリアの分裂が、
それぞれ祖先のバクテリアと
宿主真核細胞の両方に由来する部品から構成されるハイブリッド装置に
よって引き起こされることを世界に先駆けて解明してきました。
本研究室
では、
（１）
葉緑体、
ミトコンドリア、
その他の細胞内共生細胞の分裂が、
如何
にして宿主細胞によってコントロールされているのか、
（２）
逆に、
共生体の
エネルギー生産・物質代謝が、
宿主細胞の分裂増殖にどの様な影響を与え
ているのか、
（３）
これらの機構がどのように進化したのかを解析すること
により、
二つの異種細胞からどのようにして新たな細胞が誕生し進化する
のか、
その基本原理を解明していきます。

*VVYKPUH[PUNTLJOHUPZTZVML\RHY`V[PJJLSS
HUKVYNHULSSLLUKVZ`TIPVU[WYVSPMLYH[PVU
4P[VJOVUKYPHHUKJOSVYVWSHZ[ZHYLLULYN`JVU]LY[PUNVYNHULSSLZPU
L\RHY`V[PJJLSSZ)V[OVYPNPUH[LKTVYL[OHUVULIPSSPVU`LHYZHNV^OLUIHJ
[LYPHSJLSSZ^LYLLUN\SMLKI`WYPTP[P]LL\RHY`V[PJJLSSZ)LZPKLZ[OLZLVYNHU
LSSLZ[OLYLHYLTHU`L_HTWSLZVMLUKVZ`TIPVZLZ^OPJOOH]LPU[LNYH[LK
UL^M\UJ[PVUZPU[VOVZ[JLSSZ0UVYKLY[VTHPU[HPUHWLYTHULU[LUKVZ`TIP
V[PJYLSH[PVUZOPWLUKVZ`TIPVU[ZVYNHULSSLZT\Z[ILYLWSPJH[LKHUKPUOLYP[LK
PU[VLHJOKH\NO[LYJLSSK\YPUNOVZ[JLSSKP]PZPVU>LOH]LZOV^U[OH[JOSVYV
WSHZ[ZHUKTP[VJOVUKYPH\ZLZPTPSHYKP]PZPVUZ`Z[LTZIV[OVM^OPJOHYL
KLYP]LKMYVT[OLHUJLZ[YHSIHJ[LYPHSLUKVZ`TIPVU[ZHUK[OLL\RHY`V[PJOVZ[
;OLTHQVYNVHSVMV\YZ[\K`PZ[V\UKLYZ[HUKOV^[^VKPMMLYLU[JLSSZHYL
PU[LNYH[LKPU[VHUL^JLSSI`JVVYKPUH[LKWYVSPMLYH[PVUVMHOVZ[HUKHU
LUKVZ`TIPV[PJJLSS;V[OPZLUK^LHYLPU]LZ[PNH[PUNOV^L\RHY`V[PJOVZ[
JLSSZYLN\SH[LWYVSPMLYH[PVUVMVYNHULSSLZLUKVZ`TIPVU[ZOV^HJ[P]P[PLZVM
VYNHULSSLZLUKVZ`TIPVU[ZHMMLJ[WYVSPMLYH[PVUVM[OLOVZ[JLSSZHUKOV^
[OLZLZ`Z[LTZOH]LL]VS]LKHUKJVU[YPI\[LK[VL\RHY`V[PJL]VS\[PVU

4P`HNPZOPTH:5HRHUPZOP/HUK2HIL`H@:[Y\J[\YLYLN\SH[PVUHUK
L]VS\[PVUVM[OLWSHZ[PKKP]PZPVUTHJOPULY`0U[9L]*LSS4VS)PVS 

4P`HNPZOPTH:4LJOHUPZTVMWSHZ[PKKP]PZPVU!MYVTHIHJ[LYP\T[VHU
VYNHULSSL7SHU[7O`ZPVS

4P`HNPZOPTH:HUK2HIL`H@*OSVYVWSHZ[KP]PZPVU!ZX\LLaPUN[OL
WOV[VZ`U[OL[PJJHW[P]L*\YY6WPU4PJYVIPVS

:\a\RP2HUK4P`HNPZOPTH:,\RHY`V[PJHUKL\IHJ[LYPHSJVU[YPI\[PVUZ
[V[OLLZ[HISPZOTLU[VMWSHZ[PKWYV[LVTLLZ[PTH[LKI`SHYNLZJHSLWO`SVNLUL[PJ
HUHS`ZLZ4VS)PVS,]VS 

図 ― 祖先のシアノバクテリア
（A）
と同様に、
葉緑体は分裂によって増殖する
（B,単細胞の藻
類；C,陸上植物の細胞）
。
我々は、
葉緑体分裂がその分裂面に形成される分裂装置
（リング）
の
収縮によって行われること
（D）
、
分裂装置がシアノバクテリア由来のFtsZと宿主細胞が加え
たDynamin等から構成されていること
（E）
を明らかにした。
-PN\YL9LTPUPZJLU[VM[OLPYJ`HUVIHJ[LYPHS(HUJLZ[VYJOSVYVWSHZ[ZYLWSPJH[LI`IPUHY`KP]PZPVU
)\UPJLSS\SHYHSNH"*SHUKWSHU[JLSSZ*OSVYVWSHZ[KP]PZPVUPZWLYMVYTLKI`[OLKP]PZPVUYPUN+
^OPJOPU]VS]LZJ`HUVIHJ[LYPHS-[ZAHUKL\RHY`V[PJK`UHTPU,

6RHaHRP22HIL`H@:\a\RP24VYP;0JOPRH^H;4H[Z\P45HRHUPZOP
/HUK4P`HNPZOPTH: ;OL7+=HUK7+=JVTWVULU[ZVM[OLJOSV
YVWSHZ[KP]PZPVUTHJOPULY`KL[LYTPUL[OLYH[LVMJOSVYVWSHZ[KP]PZPVUPUSHUK
WSHU[JLSSKPMMLYLU[PH[PVU7SHU[*LSS 

5HRHUPZOP/:\a\RP22HIL`H@HUK4P`HNPZOPTH: ;OLWSHU[
ZWLJPMPJWYV[LPU4*+KL[LYTPULZ[OLZP[LVMJOSVYVWSHZ[KP]PZPVUPUJVUJLY[^P[O
IHJ[LYPHKLYP]LK4PU+*\YY)PVS 
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Kitano Group

O[[W!^^^UPNHJQWSHIZ,JV.LUL

北野

潤

特任准教授

博
（医）

20;(561\U
+4LK7YVQLJ[(ZZVJPH[L7YVMLZZVY

種分化と適応進化の遺伝機構を解明する
どうやって新たな種が生まれるのか。
生き物がどのようにして新たな環
境に適応していくのか。
生物多様性進化を巡るこれらの問いに対して、
トゲ
ウオ科魚類をモデルとして用いながら迫ります。
トゲウオ科魚類は、
わずか数百万年の間に適応放散を遂げたことから、
進
化研究の格好のモデル系です。
生態学、
生理学、
ゲノミックスなどの種々の
手法を統合して以下の研究を行っています。
●種分化のメカニズム
近縁種間の交雑を妨げる生殖隔離機構の進化機構の解明を目指します。
●適応進化と表現型可塑性のメカニズム
新規環境への適応進化、
及び、
可塑的変化の分子遺伝機構について追求
します。
●人為的急速進化のメカニズム
人為的な環境改変が生物の進化に与える影響について、
生息環境が改変
させられた集団や異なる環境へ移植された集団を用いて解明します。

.LUL[PJTLJOHUPZTZVMHKHW[H[PVU
HUKZWLJPH[PVU
/V^HYLUL^ZWLJPLZ MVYTLK&/V^KVHUPTHSZHKHW[[VUV]LSLU]PYVU
TLU[Z&>LPU]LZ[PNH[L[OLNLUL[PJTLJOHUPZTZ\UKLYS`PUNHKHW[H[PVUHUK
ZWLJPH[PVU\ZPUNZ[PJRSLIHJRMPZOLZHZHTVKLS:[PJRSLIHJRMPZOLZOH]L
HJOPL]LK[YLTLUKV\ZKP]LYZPMPJH[PVUK\YPUN[OLSHZ[ML^TPSSPVU`LHYZYLZ\S[
PUNPU[OLL]VS\[PVUVMKP]LYNLU[TVYWOZ>L\ZLPU[LNYH[P]LHWWYVHJOLZ[V
PU]LZ[PNH[L[OLMVSSV^PUN[VWPJZ
● .LUL[PJTLJOHUPZTZVMZWLJPH[PVU
>LHYLPU]LZ[PNH[PUN[OLTVSLJ\SHYTLJOHUPZTZVMYLWYVK\J[P]LPZVSH[PVU
IL[^LLUZ`TWH[YPJTVYWOZVMZ[PJRSLIHJRZ
● .LUL[PJTLJOHUPZTZVMHKHW[H[PVUHUKWOLUV[`WPJWSHZ[PJP[`
)V[ONLUL[PJJOHUNLZHUKWOLUV[`WPJWSHZ[PJP[`JVU[YPI\[L[VWOLUV[`WPJ
JOHUNLZ[OH[VJJ\YHM[LYJVSVUPaH[PVUVMUV]LSLU]PYVUTLU[Z>LHYL
PU]LZ[PNH[PUN[OLTVSLJ\SHYTLJOHUPZTZ\UKLYS`PUNHKHW[P]LL]VS\[PVUHUK
WSHZ[PJJOHUNLZ
● 4LJOHUPZTZVMHU[OYVWVNLUPJL]VS\[PVU
6\Y[OPYKWYVQLJ[PZHPTLKH[HWWS`PUN[OLRUV^SLKNLVML]VS\[PVUHY`
NLUL[PJZ[VHUPTHSJVUZLY]H[PVUHUKLJVSVNPJHSTHUHNLTLU[>LHYL
PU]LZ[PNH[PUN[OLNLUL[PJHUKLJVSVNPJHSTLJOHUPZTZI`^OPJOPU]HZP]L
Z[PJRSLIHJRWVW\SH[PVUZHKHW[[VUV]LSLU]PYVUTLU[Z

(KHJOP;0ZOPRH^H(4VYP:4HRPUV>2\TL42H^H[H4HUK
2P[HUV1:OPM[ZPUTVYWOVSVN`HUKKPL[VMUVUUH[P]LZ[PJRSLIHJRZPU[YV
K\JLKPU[V1HWHULZLJYH[LYSHRLZ,JVSVN`HUK,]VS\[PVUPUWYLZZ

2P[HUV12H^HNPZOP@4VYP:7LPJOLS*34HRPUV;2H^H[H4HUK
2\ZHRHIL4+P]LYNLUJLPUZL_Z[LYVPKOVYTVULZPNUHSPUNIL[^LLU
Z`TWH[YPJZWLJPLZVM1HWHULZL[OYLLZWPULZ[PJRSLIHJR73V:6ULL 

2P[HUV13LTH:*3\JRLUIHJO1(4VYP:2H^HNPZOP@2\ZHRHIL
4:^HUZVU7HUK7LPJOLS*3(KHW[P]LKP]LYNLUJLPU[OL[O`YVPK
OVYTVULZPNUHSPUNWH[O^H`PU[OLZ[PJRSLIHJRYHKPH[PVU*\YY)PVS


2P[HUV19VZZ1(4VYP:2\TL41VULZ-**OHU@-(IZOLY+
4.YPT^VVK1:JOT\[a14`LYZ942PUNZSL`+4HUK7LPJOLS*3
 (YVSLMVYHULVZL_JOYVTVZVTLPUZ[PJRSLIHJRZWLJPH[PVU5H[\YL
 

図 ― (A)日本に生息するイトヨ二型。
(B)氷河期の地理的隔離が二型の種分化に関わってい
ると考えられている。
現在、
北海道東部で２型は同所に存在する。
(C)日本海オスではY染色体
（連鎖群１９）
と連鎖群９が融合している。
-PN\YL(;^V1HWHULZLTHYPULZ[PJRSLIHJRZZ[HPULK^P[OHSPaHYPUYLK:JHSLIHY$JT)
.LVNYHWOPJHSPZVSH[PVUVM[OL:LHVM1HWHUK\YPUN[OLPJLHNLNH]LYPZL[V1HWHU:LHZ[PJRSL
IHJRZ0U(RRLZOP1HWHU:LHHUK7HJPMPJ6JLHUMVYTZJVVJJ\Y*-S\VYLZJLUJLPUZP[\O`IYPK
PaH[PVUVM1HWHU:LHJOYVTVZVTL0U[OL1HWHU:LHTHSL3. HUK@JOYVTVZVTLHYLM\ZLK
7\YWSL$3. NYLLU$3. 
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2P[HUV1)VSUPJR+0)LH\JOHTW+(4Ha\Y444VYP:5HRHUV;
HUK7LPJOLS*39L]LYZLL]VS\[PVUVMHYTVYWSH[LZPU[OYLLZWPULZ[PJR
SLIHJR*\YY)PVS 
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O[[W!^^^UPNHJQWSHIZ*LU[Y)PV*LU[YVZVTLF3HIVYH[VY`F^LIF:P[L>LSJVTLO[TS

北川大樹

特任准教授

博
（薬）

20;(.(>(+HPQ\
+7OH7YVQLJ[(ZZVJPH[L7YVMLZZVY

複合的アプローチを用いた中心体複製の分子メカニズムの解明

;OLTLJOHUPZTZVMJLU[YVZVTLK\WSPJH[PVU

中心体は染色体のように細胞周期ごとに一度だけ複製されます。
中心体
は紡錘体の形成に重要な役割を担っており、
その複製は正常な染色体分配、
細胞分裂に必須であるばかりでなく、
ゲノム安定性維持にも深く関与して
います。 中心小体は中心体の核として機能し、
また精子鞭毛や繊毛の形成
を調節しています。
中心小体が正常に機能しないと鞭毛や繊毛が形成され
ず、
様々な疾病が起きることが知られています
（ciliopathy、
男性不妊症な
ど）
。
中心小体は９回対称性を有した円筒状の構造体で、
その不思議な自己
複製機構は未解明な部分が多く、
生物学の最大の謎の一つとされています。
本研究室では細胞生物学、
生化学、
遺伝学、
生物物理学、
構造生物学的解析
を駆使した複合的アプローチにより中心体構築の分子メカニズムを理解す
ることを目指しています。
主に線虫及びヒト培養細胞を用いて以下の研究
課題に取り組んでいます。
１.新規中心小体構成因子の同定
２.中心体構成因子間のインタラクトーム解析
３. In vitro再構成による中心小体構築のモデリング
４.発生過程における中心体動態及びその生理的意義の解明

;OLTLJOHUPZTZVMJLU[YVZVTLK\WSPJH[PVUOH]LILLUHSVUNZ[HUKPUN
T`Z[LY`PUIPVSVN`3PRL[OLNLUL[PJTH[LYPHSJLU[YVZVTLK\WSPJH[PVUT\Z[
VJJ\YVUJLWLYJLSSJ`JSLZ\JO[OH[[OL[^VYLZ\S[PUNJLU[YVZVTLZHZZLT
ISLHIPWVSHYTP[V[PJZWPUKSLLUZ\YPUNWYVWLYJOYVTVZVTLZLNYLNH[PVU;OL
JLU[YVZVTLPZJVTWVZLKVMHWHPYVMJLU[YPVSLZZ\YYV\UKLKI`WLYPJLU[YPVSHY
TH[LYPHS*LU[YPVSLZHSZVOH]L[OLJHWHJP[`[VHJ[HZIHZHSIVKPLZ[OH[NLU
LYH[LJPSPHHUKMSHNLSSH+LZWP[LILPUNLZZLU[PHSMVYJLU[YVZVTLK\WSPJH[PVU
[OLTLJOHUPZTZNV]LYUPUNJLU[YPVSLMVYTH[PVUYLTHPUWVVYS`\UKLYZ[VVK
6\YSHIVYH[VY`THPUS`MVJ\ZLZVU\UKLYZ[HUKPUN[OLTLJOHUPZTZVMJLU
[YVZVTLK\WSPJH[PVU^P[OHWHY[PJ\SHYLTWOHZPZVU[OLTVSLJ\SHYIHZPZVM
JLU[YPVSLMVYTH[PVU>LHYLJ\YYLU[S`\ZPUN[OLJVTIPUH[PVUVMPUUV]H[P]LHUK
T\S[PKPZJPWSPUHY`HWWYVHJOLZPUJS\KPUNIPVWO`ZPJZIPVJOLTPZ[Y`Z[Y\J[\YHS
IPVSVN`NLUL[PJZHUKJLSSIPVSVN`>LHYLPU]LZ[PNH[PUN[OLMVSSV^PUNZWLJPMPJ
HPTZWYPTHYPS`I`\ZPUN*LSLNHUZLTIY`VZHUKO\THUJLSSZHZTVKLSZ`Z
[LTZ
0KLU[PMPJH[PVUVMUL^WSH`LYZMVYJLU[YPVSLMVYTH[PVU
(UHS`ZPZVMJLU[YVZVTHSPU[LYHJ[VTLUL[^VYR
0U]P[YVYLJVUZ[P[\[PVUVMJLU[YPVSLPU[LYTLKPH[LZ
*LU[YVZVTLK`UHTPJZHUKM\UJ[PVUPU[OLJVU[L_[VMKL]LSVWTLU[

2P[HNH^H+=HRVUHRPZ06SPLYPJ5/PSILY[42LSSLY+6SPLYPJ=)VY[MLSK
4,YH[4*-S JRPNLY0.UJa`7HUK:[LPUTL[a46:[Y\J[\YHS
IHZPZVM[OL MVSKZ`TTL[Y`VMJLU[YPVSLZ*LSS
2P[HNH^H+-S JRPNLY07VSHUV^ZRH12LSSLY+9LIV\S1HUK.UJa`7
77(WOVZWOH[HZLHJ[Z\WVU:(:[VLUZ\YLJLU[YPVSLMVYTH[PVUPU*
LSLNHUZLTIY`VZ+L]*LSS
2P[HNH^H+2VOSTHPLY.2LSSLY+:[YUHK7)HSLZ[YH-9-S JRPNLY0HUK
.UJa`7:WPUKSLWVZP[PVUPUNPUO\THUJLSSZYLSPLZVUWYVWLYJLU[YPVSL
MVYTH[PVUHUKVU[OLTPJYVJLWOHS`WYV[LPUZ*7(7HUK:;031*LSS:JP
 
2P[HNH^H+)\ZZV*-S\JRPNLY0HUK.UJa`7 7OVZWOVY`SH[PVUVM
:(:I`A@.PZJYP[PJHSMVYJLU[YPVSLMVYTH[PVUPU*LSLNHUZLTIY`VZ+L]
*LSS  

（A）
細胞周期に依存した中心小体の構築。（B）
SAS-6二量体がカートホイール構造の中心
部分を形成し、
９回対称性を規定する。（C）
SAS-6は中心小体複製に必要である。
ヒト培養

႘ರୃĂ
Njdifm!P/!Tufjonfu{Ă
Qjfssf!Höod{z!)3122*

細胞においてRNAi法によりSAS-6を発現抑制すると中心小体複製が阻害される。 Centrin:

ෂఘழൌထ౿ާɈယાʹʃʣʒʸ/!ଌঅ!ߔۇ3:-!Op/22-!2888.2891/

中心小体マーカー。
(*LSSJ`JSLKLWLUKLU[JLU[YPVSLMVYTH[PVU):(:OVTVKPTLYZKPJ[H[L[OL\UP]LYZHS MVSK
Z`TTL[Y`VMJLU[YPVSLZ*/Z:(:O\THU:(:PZYLX\PYLKMVYJLU[YPVSLMVYTH[PVUPUO\THU
JLSSZ*LU[YPU!JLU[YPVSLTHYRLY

႘ರୃĂ
Njdifm!P/!Tufjonfu{Ă
Qjfssf!Höod{z!)3122*
మݛ௫။ശȯɦȹෂఘழൌɈ:ޑൎ৭ഢɈໜɬސȩ/!੧ၲߔ!41-!Op/6-!645.
646/
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系統生物研究センター

Genetic Strains Research Center

哺乳動物遺伝研究室 Mammalian Genetics Laboratory

城石研究室

Shiroishi Group

O[[W!^^^UPNHJQWSHIZ4HT4HSNOVTLQO[TS

城石俊彦

田村

:/0960:/0;VZOPOPRV
+:J7YVMLZZVY

;(4<9(4HZHY\
+:J(ZZPZ[HU[7YVMLZZVY

教授

理博

助教

勝

理博

高田豊行
助教

博
（農）

;(2(+(;V`V`\RP
+(N(ZZPZ[HU[7YVMLZZVY

マウス高次形質の統合的遺伝解析
哺乳動物遺伝研究室では、
マウス近交系統や突然変異体の表現型に注目
した 順遺伝学 と遺伝子改変マウスを用いた 逆遺伝学 の両方法論を駆使
した研究を行い、
形態形成やエネルギー代謝などの高次生命現象を制御す
る遺伝メカニズムの統合的理解をめざしています。
また、
生物遺伝資源事業
として、
野生マウス由来系統を含めたゲノム多型情報や表現型情報の収集
と整備を行うとともに、
亜種間コンソミック系統など、
マウス機能ゲノム学
のためのバイオリソースの開発を進めています。
現在進めている個別の研究課題は次の通りです。
１．
マウス発生遺伝学
● :OO遺伝子発現制御の染色体ダイナミクス
●シス制御因子を中心とした遺伝子発現制御システムの進化発生学
●骨形態形成における遺伝子量効果の遺伝解析
２．
マウスゲノム多型情報に基づいた高次表現型解析系の構築
●ゲノム多型情報と表現型情報の収集とデータベース構築
●コンソミック系統を利用した生殖隔離成立の遺伝メカニズム
●コンソミック系統を利用したエネルギー代謝の遺伝制御
●マウス形態多様性の遺伝基盤の解明

0U[LNYH[P]LNLUL[PJZVMTV\ZL
JVTWSL_[YHP[Z
0UVYKLY[V\UKLYZ[HUKNLUL[PJIHZPZ\UKLYS`PUNJVTWSL_[YHP[ZZ\JOHZ
TVYWOVSVN`HUKLULYN`TL[HIVSPZT^LHYLJVUK\J[PUNNLUL[PJHUHS`ZLZ
IHZLK\WVUIV[OVM¸-VY^HYK.LUL[PJZ¹^P[OL_PZ[PUNT\[HU[ZHUK¸9L]LYZL
.LUL[PJZ¹^P[ONLUL[PJHSS`LUNPULLYLKTPJL0UWHYHSSLS^LHYLHSZVJVTWPSPUN
JVTWYLOLUZP]LPUMVYTH[PVUVM[OLNLUVTLKP]LYZP[`VMPUIYLKTV\ZLZ[YHPUZ
HUKKL]LSVWPUNUL^PU[LYZ\IZWLJPMPJJVUZVTPJZ[YHPUZPU^OPJOL]LY`JOYV
TVZVTLVMHJSHZZPJHSPUIYLKZ[YHPU*)31PZYLWSHJLKI`[OLJV\U[LYWHY[
VMH^PSKTV\ZLKLYP]LK4:44ZZ[YHPU;OLZLIPVYLZV\YJLZHYLM\SS`\ZLK
MVYNLUL[PJKPZZLJ[PVUVM[OLJVTWSL_[YHP[Z
*\YYLU[VUNVPUNYLZLHYJOWYVQLJ[ZHYLHZMVSSV^Z!
.LUL[PJZ[\KPLZVUKL]LSVWTLU[HSYLN\SH[PVUZ
● *OYVTVZVTHSK`UHTPJZH[[OL:VUPJOLKNLOVN:OOSVJ\Z
● ,]VS\[PVUVMJPZYLN\SH[PVUZ`Z[LTZVMKL]LSVWTLU[HSNLULZ
● .LUL[PJZVMNLULKVZLLMMLJ[ZVUZRLSL[HSTVYWOVNLULZPZ
,Z[HISPZOTLU[VML_WLYPTLU[HSZ`Z[LTZMVYNLUL[PJKPZZLJ[PVUVMJVTWSL_
[YHP[ZIHZLKVU[OLNLUVTLKP]LYZP[`VMTV\ZLZ[YHPUZ
● *VSSLJ[PVUHUKJVTWPSH[PVUVMPUMVYTH[PVUVMNLUVTLKP]LYZP[`HUKWOLUV
[`WLZVMTV\ZLZ[YHPUZ
● .LUL[PJTLJOHUPZTVMYLWYVK\J[P]LPZVSH[PVUPUTPJL
● .LUL[PJYLN\SH[PVUVMLULYN`TL[HIVSPZT
● .LUL[PJIHZPZVMTV\ZLTVYWOVSVNPJHSKP]LYZP[`

2VUKYHZOV]57\ZPJ(:[\TWM*9:OPTPa\2/ZPLO(*?\L:0ZOP
QPTH 1 :OPYVPZOP ; )HYUH 4  9PIVZVTLTLKPH[LK ZWLJPMPJP[` PU
OV_T95([YHUZSH[PVUHUK]LY[LIYH[L[PZZ\LWH[[LYUPUN*LSS
 
6RH ( 4P[H ( ;HRHKH @ 2VZLRP / HUK :OPYVPZOP ; 
9LWYVK\J[P]LPZVSH[PVUPUO`IYPKTPJLK\L[VZWLYTH[VNLULZPZKLMLJ[Z
H[[OYLLTLPV[PJZ[HNLZ.LUL[PJZ 
:HNHP;(THUV;;HT\YH44Pa\ZOPUH@:\TP`HTH2HUK:OP
YVPZOP ;   ( JS\Z[LY VM [OYLL SVUNYHUNL LUOHUJLYZ KPYLJ[Z
YLNPVUHS :OO L_WYLZZPVU PU [OL LWP[OLSPHS SPUPUNZ +L]LSVWTLU[ 


図 ― リボソーム蛋白質による選択的翻訳制御。
A, Tail short (;Z)変異ヘテロ個体
（左）
は短
尾を示す。
ヘテロ個体に野生型の 9WS遺伝子を導入したトランスジェニックマウス( 右 )で
は、
短尾表現型が改善される。
B, ;Z/+個体では第１腰椎が肋骨に変化する前方ホメオティッ
クトランスフォーメーションが認められる
（左）
。
この表現型も野生型 9WS 遺伝子の導入に
よって改善される
（右）
。
C, ポジショナルクローニングの結果、
;Z 変異の原因がリボソーム蛋
白質をコードする9WS遺伝子の欠失であることがわかった。
D, リボソームによる翻訳制御
のモデル。
リボソーム複合体に含まれるリボソーム蛋白質の構成成分は発生の時期と部位に
よって異なる。
個々の成分は特定のmRNAに対して選択的に翻訳効率をコントロールし、
リ
ボソームによる転写産物選択的な翻訳という発現制御に関与する。
-PN\YL9PIVZVTLTLKPH[LK[YHUZSH[PVUHSJVU[YVS([OL[HPSSLUN[OVM;ZTV\ZLSLM[PZZPNUPMP
JHU[S`ZOVY[LY[OHU[OH[VM^PSK[`WLTV\ZLTPKKSL9WS[YHUZNLULYLZ[VYLZ[HPSSLUN[OVM[OL;Z
TV\ZLYPNO[);ZTV\ZLSLM[ZOV^ZHU[LYPVYOVTLV[PJ[YHUZMVYTH[PVU[OLZ[S\TILYPZ[YHUZ
MVYTLKPU[V[OL[OVYHJPJ]LY[LIYH9WS[YHUZNLULJVTWSL[LS`HIVSPZOLZ[OLOVTLV[PJ[YHUZMVYTH
[PVUYPNO[*7VZP[PVUHSJSVUPUNYL]LHSLK[OH[[OLJH\ZH[P]LNLULVM;ZT\[H[PVULUJVKLZYPIVZVTHS
WYV[LPUSHYNLZ\I\UP[9WS+9WSMHJPSP[H[LZ:JVTWSL_MVYTH[PVUVU/V_T95(ZHZH
YLN\SH[VY`JVTWVULU[VM[OLYPIVZVTL[VJVUMLY[YHUZJYPW[ZWLJPMPJ[YHUZSH[PVUHSJVU[YVS
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(THUV;:HNHP;;HUHIL/4Pa\ZOPUH@5HRHaH^H/HUK:OP
YVPZOP ;   *OYVTVZVTHS K`UHTPJZ H[ [OL :OO SVJ\Z! SPTI I\K
ZWLJPMPJ KPMMLYLU[PHSYLN\SH[PVU VM JVTWL[LUJL HUK HJ[P]L [YHUZJYPW[PVU
+L]*LSS
;HRHKH ; 4P[H ( 4HLUV ( :HRHP ; :OP[HYH / 2PRRH^H @
4VYP^HRP 2 @VULRH^H / HUK :OPYVPZOP ;  4V\ZL PU[LYZ\I
ZWLJPMPJ JVUZVTPJ Z[YHPUZ MVY NLUL[PJ KPZZLJ[PVU VM X\HU[P[H[P]L JVT
WSL_[YHP[Z.LUVTL9LZ 
;HT\YH 4 ;HUHRH : -\QPP ; (VRP ( 2VTP`HTH / ,aH^H 2 :\TP
`HTH2 :HNHP ; :OPYVPZOP ;4LTILYZ VM HUV]LS NLUL MHTPS`
.ZKTHYLL_WYLZZLKL_JS\ZP]LS`PU[OLLWP[OLSP\TVM[OLZRPUHUKNHZ
[YVPU[LZ[PUHS [YHJ[ PU H OPNOS` [PZZ\LZWLJPMPJ THUULY .LUVTPJZ  
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マウス初期形態形成の分子機構
本研究室では発生現象の解明を目指してマウスを用いた遺伝学的解析
を行っています。
研究の戦略として発生工学的手法を用いています。
多くの
遺伝子ノックアウトマウス、
蛍光タンパク質ノックインマウスやトランス
ジェニックマウスを自ら作成し個体レベルで解析することにより、
生体内

4VSLJ\SHYTLJOHUPZTVMTV\ZL
LTIY`VNLULZPZ
+\YPUNTV\ZLKL]LSVWTLU[TLZVKLYTHSJLSSZNLULYH[LK]PHNHZ[Y\
SH[PVU WSH` PTWVY[HU[ YVSLZ PU [OL TVYWOVNLULZPZ VM ZL]LYHS [PZZ\LZ
HUK VYNHUZ >L MVJ\Z VU [^V [`WLZ VM TLZVKLYTHS JLSSZ" VUL PZ

における本来の遺伝子機能の解明を目指しています。
発生過程ではいろい

WYLJ\YZVYJLSSZVM [OLJHYKPV]HZJ\SHYZ`Z[LT [OLV[OLYPZWYLJ\YZVY

ろな遺伝子が時間的・空間的に正確な制御下で発現し、
機能を発揮します。

JLSSZ VM ZVTP[LZ [OH[ NP]L YPZL [V [OL H_PHS Z[Y\J[\YLZ >L NLULYH[L

そのような遺伝子発現調節機構を解明するためにもマウスを用いた個体

ZL]LYHS RUVJRV\[ HUK RUVJRPU TPJL [V \UKLYZ[HUK [OL TVSLJ\SHY

レベルの解析は重要です。
研究課題は、

TLJOHUPZT VM ]HZJ\SVNLULZPZ JHYKPVNLULZPZ ZVTP[VNLULZPZ HUK

●脊椎動物の分節性確立機構の解析

S\UN KL]LSVWTLU[ 0U HKKP[PVU ^L HYL PU[LYLZ[LK PU [OL TLJOHUPZT

●心臓・肺・血管系構築機構の解析
●生殖細胞の性分化に関わる分子機構
●精子幹細胞システムの構築と制御
●生殖細胞のRNA 制御
●Notch シグナルを介した細胞間相互作用の解析

VM NLYT JLSS KL]LSVWTLU[ LZWLJPHSS` MVJ\ZPUN VU [OL M\UJ[PVU VM
5HUVZ WYV[LPUZ 9LJLU[ Z[\K` YL]LHSZ [OH[ 5HUVZ PZ PU]VS]LK UV[
VUS`PU[OLTHSLNLYTJLSSMH[LZWLJPMPJH[PVUI\[HSZVPU[OLTHPU[L
UHUJLVMZWLYTH[VNVUPHSZ[LTJLSSZ:PUJL5HUVZPZHU95(IPUK
PUNWYV[LPUHUKPU]VS]LKPU[OL95(KLNYHKH[PVUWH[O^H`^LHPT[V
LS\JPKH[L5HUVZ [HYNL[ZHUK [OLTVSLJ\SHYL]LU[ZHZZVJPH[LK^P[O
[OL95(YLN\SH[PVU

:HKH(/HZLNH^H27PU7/HUK:HNH@5(56:HJ[Z
KV^UZ[YLHTVMNSPHSJLSSSPULKLYP]LKUL\YV[YVWOPJMHJ[VYZPNUHSPUN[VZ\WWYLZZ
KPMMLYLU[PH[PVUVMZWLYTH[VNVUPHSZ[LTJLSSZ:[LT*LSSZ! 
:HRHIL42VR\IV/5HRHQPTH@HUK:HNH@,J[VWPJYL[PUVPJ
HJPKZPNUHSPUNHMMLJ[ZV\[MSV^[YHJ[J\ZOPVUKL]LSVWTLU[[OYV\NOZ\WWYLZZPVU
VM[OLT`VJHYKPHS;I_;NM˸WH[O^H`+L]LSVWTLU[ ! 
:HZHRP52PZV42P[HNH^H4HUK:HNH@;OLYLWYLZZPVUVM
5V[JOZPNUHSPUNVJJ\YZ]PH[OLKLZ[HIPSPaH[PVUVMTHZ[LYTPUKSPRLI`4LZW
HUKPZLZZLU[PHSMVYZVTP[VNLULZPZ+L]LSVWTLU[!
:\a\RP(0NHYHZOP2(PZHRP22HUUV1HUK:HNH@5(56:
PU[LYHJ[Z^P[O[OL**956;KLHKLU`SH[PVUJVTWSL_HUKSLHKZ[VZ\WWYLZZPVU
VMZWLJPMPJ95(Z7YVJ5H[S(JHK:JP<:(!  
:HKH(:\a\RP(:\a\RP/HUK:HNH@ ;OL95(IPUKPUNWYV[LPU
5(56:PZYLX\PYLK[VTHPU[HPU T\YPULZWLYTH[VNVUPHSZ[LTJLSSZ:JPLUJL
!  

図 ― A-B. 体節におけるNotchシグナルの活性をGFPレポーターで可視化した。
Notch
シグナルは体節の後方部でのみ活性化している。
C. 胎生期の雄生殖細胞
（赤）
におけるNanos2タンパク質
（緑）
の局在。
D. Nanos2は生後の
精子幹細胞にも発現する。
Nanos2を持続発現( 緑 )すると、
分化した精子細胞は失われ、
幹
細胞(マゼンタ)が増加する。
生後６週の精細管。
-PN\YL()=PZ\HSPaH[PVUVM5V[JOHJ[P]P[`PUTV\ZLZVTP[LZ5V[JOZPNUHSPUNPZHJ[P]H[LKVUS`PU
[OLJH\KHSWHY[VMLHJOZVTP[L
*5HUVZWYV[LPUZNYLLUHYLSVJHSPaLKPU[OL7IVKPLZPUJ`[VWSHZTVMLTIY`VUPJTHSLNLYT
JLSSZYLK
+(ZLJ[PVUVMHK\S[ZLTPUPMLYV\Z[\I\SLPU^OPJO5HUVZL_WYLZZPVUPZTHPU[HPULKPU[OLZWLY
TH[VNVUPHSZ[LTJLSS6US`Z[LTJLSSZYLTHPULK^OPSLZWLYTKPMMLYLU[PH[PVUPZZ\WWYLZZLK.YLLU!
5HUVZ4HNLU[H!Z[LTJLSSTHYRLY

2PZV4;HUHRH::HIH94H[Z\KH::OPTPa\(6O`HTH46RHUV
/1:OPYVPZOP;6RHUV/HUK:HNH@ ;OLKPZY\W[PVUVM:V_
TLKPH[LKOHPYZOHM[J\[PJSLKPMMLYLU[PH[PVUJH\ZLZJ`JSPJHSVWLJPHPUTPJL7YVJ
5H[S(JHK:JP<:(    
6NPU\TH45P^H@*OHWTHU+3HUK:HNH@4LZWHUK;I_
JVVWLYH[P]LS`JYLH[LWLYPVKPJWH[[LYUZJV\WSLK^P[O[OLJSVJRTHJOPULY`K\YPUN
TV\ZLZVTP[VNLULZPZ+L]LSVWTLU[
4VYPTV[V4;HRHOHZOP@,UKV4HUK:HNH@;OL[YHUZJYPW[PVU
MHJ[VY4LZWLZ[HISPZOLZZLNTLU[HSIVYKLYZI`Z\WWYLZZPUN5V[JOHJ[P]P[`
5H[\YL
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野生由来マウスを用いた行動遺伝学
２１世紀の遺伝学では個人差をもたらす遺伝的機構の解明が重要なテー
マとなっています。
私たちは行動の多様性を生み出すメカニズムを明らか
にするために、
野生由来マウス系統を主な材料として行動遺伝学の研究を
進めています。
野生マウスをもとに樹立された近交系統は、
系統間で多くの
多型を有し表現型としても新しい形質の発見につながると期待されていま
す。
野生由来の系統を用いて行動を解析した結果、
系統間で大きな行動の
多様性があることが明らかになりました。
更に、
このような行動多様性に関
わる遺伝子を探索するために、
量的遺伝子座の解析法
（QTL 解析）
やコンソ
ミック系統を用いた解析などを行っています。
このような解析により、
行動
に関与する遺伝子を染色体上の狭い領域に絞り込むことが可能になってき
ました。
今後は、
実際の責任遺伝子を明らかにし、
その機能を分子レベル、
細
胞レベル、
更には神経レベルで明らかにしてゆくことを目指しています。
●野生由来マウス系統の行動パターン解析
●自発活動性の遺伝解析
●不安様行動の遺伝解析
●社会行動・攻撃行動の遺伝解析

)LOH]PVYHSNLUL[PJZ\ZPUN
^PSKKLYP]LKTV\ZLZ[YHPUZ
-VY\UKLYZ[HUKPUN[OLNLUL[PJIHZPZVMPUOLYP[HUJLHUKL]VS\[PVUVMILOH]PVY
^LOH]LZ[\KPLKILOH]PVYHSWOLUV[`WLZ\JOHZZWVU[HULV\ZHJ[P]P[`HU_P
L[`SPRLILOH]PVYWHPUZLUZP[P]P[`HUKZVJPHSILOH]PVYI`\ZPUNPUIYLKZ[YHPUZ
LZ[HISPZOLKMYVT^PSKTPJL(]HYPL[`VMTV\ZLPUIYLKZ[YHPUZL_OPIP[LKKP]LY
ZP[`PU[OLPYILOH]PVYHSWOLUV[`WL0UVYKLY[VLS\JPKH[LHNLUL[PJTLJOHUPZT
\UKLYS`PUN[OLILOH]PVYHSKPMMLYLUJL^LHYLJ\YYLU[S`HUHS`aPUNJVUZVTPJ
Z[YHPUZ^OPJOHYLTHKLI`YLWSHJPUNVULVM[OLJOYVTVZVTLZPU*)3
^P[O[OH[VM4:4Z[YHPU)`Z`Z[LTH[PJHSS`PU]LZ[PNH[PUNJVUZVTPJZ[YHPUZMVY
[OLILOH]PVYHSWOLUV[`WL^LOH]LMV\UKT\S[PWSLNLUL[PJSVJPHZZVJPH[LK
^P[O[OLJVTWSL_ILOH]PVYHSWOLUV[`WL-\Y[OLYHUHS`ZLZVMNLUL[PJSVJP
HZZVJPH[LK^P[OLHJOILOH]PVYHSWOLUV[`WLHYLVU[OL^H`I`THRPUNMPUL
Z\IJVUZVTPJZ[YHPUZ[OH[OH]LZOVY[ZLNTLU[VM[OLJOYVTVZVTL
● *VTWHYH[P]LZ[\KPLZVMILOH]PVYHSWH[[LYUZHTVUN^PSKKLYP]LKZ[YHPUZ
● .LUL[PJZ[\KPLZVMOVTLJHNLHJ[P]P[`
● .LUL[PJZ[\KPLZVMHU_PL[`YLSH[LKILOH]PVY
● .LUL[PJZ[\KPLZVMZVJPHSHNNYLZZP]LILOH]PVY
● 5L\YVIPVSVNPJHSHUHS`ZPZVMLZJHSH[LKHNNYLZZPVU

●過剰な攻撃行動に関わる神経メカニズムの解析

;HRHOHZOP(:JOPSP[(52PT1+L)VSK1-2VPKL;4PJaLR2(
)LOH]PVYHSJOHYHJ[LYPaH[PVUVMLZJHSH[LKHNNYLZZPVUPUK\JLKI`
.()() YLJLW[VY HJ[P]H[PVU PU [OL KVYZHS YHWOt U\JSL\Z 7Z`JOVWOHY
THJVSVN`,W\IHOLHKVMWYPU[
:\NPTV[V/6RHIL:2H[V42VZOPKH5:OPYVPZOP;4VNP2
2PR\Z\P ;2VPKL; (YVSL MVYZ[YHPUKPMMLYLUJLZPU ^H]LMVYTZ
VM \S[YHZVUPJ ]VJHSPaH[PVUZ K\YPUN THSL¶MLTHSL PU[LYHJ[PVU 73V: 65,
L 
0ZOPP ( 2VPKL ; ;HRHOHZOP ( :OPYVPZOP ; /L[[PUNLY ;7 -YHUR
4,:H]V`3+-VYTHRLY)2@LY[\[HUVS:3PVUPRHZ(HUK)SPa
HYK+()4:4JVUZVTPJTV\ZLZ[YHPUZYL]LHST\S[PWSLSVJP
MVYNLUL[PJ]HYPH[PVUPUZ\JYVZLVJ[HHJL[H[LH]LYZPVU)LOH]PVY.LUL[
PJZ
5PZOP ( 0ZOPP ( ;HRHOHZOP ( :OPYVPZOP ; 2VPKL ;  8;3
HUHS`ZPZ VM TLHZ\YLZ VM TV\ZL OVTLJHNL HJ[P]P[` \ZPUN )4:4
JVUZVTPJZ[YHPUZ4HTT.LUVTL

図 ― 各種行動テスト：様々な行動テストを行うことで、
マウスの性格・社会性・行動の特徴な
どを調べることが可能です。
-PN\YL)LOH]PVYHS[LZ[Z!0UVYKLY[V\UKLYZ[HUKILOH]PVYHSMLH[\YLZVMTPJL^LJVUK\J[H]HYP
L[`VMILOH]PVYHS[LZ[Z

;HRHOHZOP(;VTPOHYH2:OPYVPZOP;HUK2VPKL;.LUL[PJ
THWWPUN VM ZVJPHS PU[LYHJ[PVU ILOH]PVY PU )4:4 JVUZVTPJ TV\ZL
Z[YHPUZ)LOH]PVY.LUL[
+V^ZL / <TLTVYP 1 2VPKL ;  <S[YHKPHU JVTWVULU[Z PU [OL
SVJVTV[VYHJ[P]P[`YO`[OTZVM[OLNLUL[PJHSS`UVYTHSTV\ZL4\ZT\Z
J\S\Z1,_W)PVS 
ழਔĂ
ટইၓā၂ā)3122*!ۆ๙ߔᄑāġဘɂʪʠɈ
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ゼブラフィッシュの精子を用いた遺伝子改変と近交系
ゼブラフィッシュは、
胚が透明で発生過程で働く遺伝子を容易に見いだ
すことができるため、
優れた実験動物として発展してきています。
私たちの
研究室ではin vitroで分化した精子を用いて遺伝子改変魚を作出する技術、
さらに最近、
精子のもととなる精原幹細胞の培養系を確立しました。
精子を
用いた遺伝子改変ではその遺伝情報が受精個体の全ての細胞に伝わるた
め、
迅速に遺伝子改変個体を作出できるという利点があります。
現在、
遺伝子
改変した精子による逆遺伝学的手法の確立を進めています。
一方で、
これら
の雄生殖細胞培養系は精子形成を制御する分子機構の解析にも優れていま
す。
精子形成が異常となる突然変異体とin vitro培養系を用いて、
脊椎動物
に普遍的な精子形成制御因子の研究を同時に進めています。
また、
私たちはゼブラフィッシュで初めての近交系を樹立しました。
兄妹
交配を繰り返して作成される近交系は、
均一な遺伝的背景を持ちます。
この
ため、
遺伝学的解析に非常に適しています。
現在、
この系統を利用した量的形
質の統計遺伝学的解析を進めると共に、
変異導入系の検討など、
樹立した系
統を有効に利用するための基盤作りにも着手しています。

:WLYTIHZLKNLUL[PJTVKPMPJH[PVUHUK
LZ[HISPZOTLU[VMPUIYLKZ[YHPUZPUaLIYHMPZO
ALIYHMPZOOH]LILJVTLHSHIVYH[VY`MH]VYP[LILJH\ZL[OLPYLTIY`VZHYL
[YHUZWHYLU[!NLUL[PJPZ[ZJHULHZPS`VIZLY]LNLULLMMLJ[ZPU[OLKL]LSVWPUN
MPZO>LOH]LKL]LSVWLK[LJOUPX\LZ[VTHRLNLUL[PJHSS`TVKPMPLKaLIYHMPZO
\ZPUNZWLYTJLSSZNYV^UPU]P[YVHUK[VJ\S[\YLZWLYTH[VNVUPHSZ[LTJLSSZ
YLJLU[S`.LUL[PJTVKPMPJH[PVUPUZWLYTOHZHK]HU[HNLZVMLHZLHUKZWLLK
V]LYJVU]LU[PVUHS[YHUZNLUPJTL[OVKZ>LMVJ\ZVUKL]LSVWPUNYLSPHISL
YL]LYZLNLUL[PJWYV[VJVSZMVYZ[\K`PUNNLULM\UJ[PVUZPUaLIYHMPZOI`\ZPUN
NLUL[PJHSS`TVKPMPLKZWLYT0UHKKP[PVU[OLZLTHSLNLYTJLSSJ\S[\YLZ`Z[LTZ
ZOV\SKWYV]L\ZLM\SUV[VUS`PUWYVK\JPUN[YHUZMLJ[LKZWLYTI\[HSZVPU
HUHS`aPUN[OLZWLYTH[VNLULZPZ<ZPUNZWLYTH[VNLUPJT\[HU[ZYLJLU[S`PKLU
[PMPLKPUaLIYHMPZOHUKPU]P[YVJ\S[\YLZ`Z[LTZ[VHK]HU[HNL^LHYLHSZV
^VYRPUNVU[OLTVSLJ\SHYTLJOHUPZTZ[VYLN\SH[LTP[VZPZHUKTLPVZPZPU[OL
THSLNLYTJLSSZVM]LY[LIYH[LZ
0UIYLKZ[YHPUZHYLPUKP]PK\HSZ^OPJOHYLULHYS`PKLU[PJHS[VLHJOV[OLYPU
NLUV[`WLZV[OH[[OL`HYLX\P[L\ZLM\SMVY[OLNLUL[PJZ[\KPLZ/V^L]LYPU
aLIYHMPZO[OLYLOHKILLUUVPUIYLKZ[YHPUZ>LOH]LLZ[HISPZOLK[OLMPYZ[
PUIYLKZ[YHPUPUaLIYHMPZOI`ZPIWHPYTH[PUN([[OLWYLZLU[^LHYLWYLWHYPUN
MVY[OLZ[H[PZ[PJHSNLUL[PJZ[\K`VMX\HU[P[H[P]L[YHP[ZHUKHSZVHYYHUNPUN[OL
JVUKP[PVUMVYPUK\JPUNT\[H[PVUZPU[OLZ[YHPU\ZPUNHJOLTPJHS

2H^HZHRP ; :HP[V 2 :HRHP * :OPU`H 4 HUK :HRHP 5  7YV
K\J[PVUVMaLIYHMPZOVMMZWYPUNMYVTJ\S[\YLKZWLYTH[VNVUPHSZ[LTJLSSZ
.LULZ*LSSZ
:OPU`H 4HUK :HRHP 5  .LULYH[PVU VM OPNOS` OVTVNLULV\Z
Z[YHPUZVMaLIYHMPZO[OYV\NOM\SSZPIWHPYTH[PUN.
:HP[V2:PLNMYPLK295\ZZSLPU=VSOHYK*HUK:HRHP50ZVSH
[PVU HUK J`[VNLUL[PJ JOHYHJ[LYPaH[PVU VM aLIYHMPZO TLPV[PJ WYVWOHZL 0
T\[HU[Z+L]+`U  
6aHRP@:HP[V2:OPU`H42H^HZHRP;HUK:HRHP5,]HS\H
[PVU VM :`JW 7SaM HUK *`JSPU ) L_WYLZZPVU HUK Z\P[HIPSP[` HZ ZWLY
TH[VNVUPH HUK ZWLYTH[VJ`[L THYRLYZ PU aLIYHMPZO .LUL ,_WY 7H[
[LYUZ 

図 ― 第一減数分裂が異常となるゼブラフィッシュ突然変異体の表現型。
シナプトネマ構造
タンパク
（Sycp3）
を認識する抗体による免疫組織化学から、
P[Z変異体はレプトテン期、
PZH変
異体とPTV変異体はザイゴテン‐パキテン期に異常があることが認められる。
緑色がSycp3
を示す。
-PN\YL7OLUV[`WLZVMaLIYHMPZOTLPV[PJWYVWOHZL0T\[HU[Z0TT\UVJ`[VJOLTPZ[Y`^P[O
aLIYHMPZO:`JWHU[PIVK`ZOV^Z[OH[P[ZOHZKLMLJ[ZH[[OLVUZL[VMSLW[V[LULZ[HNLHUK[OH[PZH
HUKPTVZWLYTH[VJ`[LZMHPS[VWYVNYLZZWHZ[[OLa`NV[LULZ[HNL.YLLUPUKPJH[LZ:`JW

2H^HZHRP ; :HP[V 2 :OPU`H 4 3 6SZLU 3* HUK :HRHP 5 
9LNLULYH[PVU VM ZWLYTH[VNLULZPZ HUK WYVK\J[PVU VM M\UJ[PVUHS ZWLYT
I` NYHM[PUN VM [LZ[PJ\SHY JLSS HNNYLNH[LZPU aLIYHMPZO)PVS9LWYVK 

2H^HZHRP;:HP[V24P[Z\P20RH^H4@HTHZOP[H4;HUPN\JOP@
;HRLKH : 4P[HUP 2 HUK :HRHP 5   0U[YVK\J[PVU VM H MVYLPNU
NLUL PU[V aLIY H MPZO HUK TLKHR H JLSSZ \ZPUN HKLUV ]PY HS ] L J [VY Z
ALIYHMPZO
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O[[W!^^^UPNHJQWSHIZ7SHU[.LUQHWHULZLOVTLQO[TS

倉田のり

久保貴彦

2<9(;(5VYP
+(N7YVMLZZVY

2<)6;HRHOPRV
+(N(ZZPZ[HU[7YVMLZZVY

教授

農博

助教

農博

イネ属の種・ゲノム多様性および生殖隔離メカニズムの研究
本研究室では、
野生イネと栽培イネのゲノム多様性研究および比較ゲノ
ム解析を進めています。
次世代シークエンサーを用いた多数系統ゲノムの
解析、
および発現遺伝子大量解析と表現型との遺伝的相関解析をテーマと
しています。
ここから種の多様性や進化を紐解くと同時に、
種や形質の分化
に関わる遺伝子を同定するものです。
この中で、
栽培イネの亜種間交雑や野
生イネとの種間交雑にみられる生殖的隔離障壁の分子的メカニズムの解明
も進めています。
生殖細胞形成から初期胚発生過程における遺伝的プログ
ラムの解明とゲノム分化、
多様性解析をクロスオーバーさせ、
複数のアプ
ローチで取り組んでいます。
イネ遺伝資源事業として、
突然変異系統の選抜、
野生イネ系統の特性解析などの研究、
開発、
分譲も行っています。
現在進めている研究課題：
●野生イネ遺伝的多様性、
比較ゲノム学および進化解析
●ゲノム障壁としての生殖的隔離機構にかかわる遺伝要因の同定、
単離、
機
能解析
●イネ生殖細胞初期分化、
卵および花粉形成、
受粉、
受精過程の遺伝的プロ
グラムの解明
●イネ胚〜シュート分化における遺伝的プログラムの解明

:[\KPLZVUNLUL[PJKP]LYZP[`VM6Y`aHNLUVTLZ
ZWLJPLZHUKTLJOHUPZTZPUYLWYVK\J[P]LPZVSH[PVU
>LHYLJHYY`PUNV\[[^VTHQVYYLZLHYJOZ\IQLJ[Z6ULPZHUHS`ZPZVM
NLUL[PJKP]LYZP[`VM6Y`aHZWLJPLZPUNLUVTLZ[Y\J[\YLHUKWOLUV[`WLI`
ZLX\LUJPUNHUKWOLUV[`WPUNVMHSHYNLU\TILYVMZ[YHPUZ.LUL[PJHZZVJPH
[PVUZ[\KPLZ^PSSILKVUL[VPKLU[PM`YLZWVUZPISLNLULZMVYNLUVTLHUKWOL
UV[`WLKPMMLYLU[PH[PVU;OLV[OLYPZHUHS`ZPZVMNLUL[PJMHJ[VYZWSH`PUNYVSLZPU
[OLYLWYVK\J[P]LPZVSH[PVUTLJOHUPZT;OPZPZWLYMVYTLKI`JVTIPUPUN^P[O
[OLHUHS`ZPZVMNLUL[PJWYVNYHTZ\UKLYS`PUN[OLWYVJLZZLZMYVTNHTL[VNLU
LZPZ[VLTIY`VNLULZPZeZOVV[MVYTH[PVUPUYPJL>LHYLHSZVYLZWVUZPISLMVY
[OLYLZLHYJONLULYH[PVUHUKTHUHNLTLU[VMYPJLNLUL[PJYLZV\YJLZVM^PSK
YPJLZWLJPLZJVSSLJ[LKPU[OL50.\UKLY[OL5)97
6UNVPUNYLZLHYJO[VWPJZ!
● (UHS`ZPZVMNLUL[PJKP]LYZP[`VM^PSKZWLJPLZVMYPJLMVYJVTWHYH[P]L
NLUVTPJZHUKZWLJPH[PVUZ[\KPLZ
● (UHS`ZPZVMNLUL[PJMHJ[VYZ^VYRPUNPU[OLYLWYVK\J[P]LPZVSH[PVUTLJOH
UPZTMVYZWLJPH[PVU
● +PZZLJ[PVUVMNLUL[PJWYVNYHTZ\UKLYS`PUNPUYLWYVK\J[P]LJLSSKL]LSVW
TLU[V]\SLHUKWVSSLUMVYTH[PVUWVSSPUH[PVUHUKMLY[PSPaH[PVU
● +PZZLJ[PVUVMNLUL[PJWYVNYHTZ\UKLYS`PUNPULTIY`VNLULZPZ[VZOVV[MVY
TH[PVU

;Z\KH20[V @ :H[V @ HUK2\YH[H57VZP[P]L H\[VYLN\SH
[PVU VM H 256? NLUL PZ LZZLU[PHS MVY ZOVV[ HWPJHS TLYPZ[LT THPU[L
UHUJLPUYPJL7SHU[*LSS!
2\IV ; @VZOPT\YH (2\YH[H5/`IYPKTHSL Z[LYPSP[`PUYPJL
PZK\L[VLWPZ[H[PJPU[LYHJ[PVUZ^P[OHWVSSLURPSSLYSVJ\Z.LUL[PJZ 
 
0[V @ 2PT\YH - /PYHRH[H 2 ;Z\KH 2 ;HRHZ\NP ; ,PN\JOP 4
5HRHNH^H 2 HUK 2\YH[H 5  -H[[` HJPK LSVUNHZL PZ YLX\PYLK
MVYZOVV[KL]LSVWTLU[PUYPJL7SHU[1

図 ―（ A ）茎頂分裂組織の形成・維持に関わるイネKNOX 遺伝子OSH1の発現
（左）
。
自己
制御に必要なシスエレメントを破壊するとGFP-OSH1レポーター遺伝子の発現は失われる
（右）
。
矢頭は茎頂分裂組織。（ B ）茎頂分裂組織におけるKNOX 遺伝子の発現制御モデル。
-PN\YL(,_WYLZZPVUVM6:/NLULYLZWVUZPISLMVYZOVV[HWPJHSTLYPZ[LTTHPU[LUHUJLSLM[
4\[H[PVUPU6:/IPUKPUNZP[LVU6:/SVJ\ZYLZ\S[LKPU[OLSVZZVMP[ZL_WYLZZPVUYPNO[
)(TVKLSVM[OLYLN\SH[VY`TLJOHUPZTVM256?NLULZPU[OL:(4

5VUVT\YH 20 ,PN\JOP 4 5HRHUV 4 ;HRHZOPTH 2 2VTLKH 5
-\R\JOP : 4P`HaHRP : 4P`HV ( /PYVJOPRH / HUK 2\YH[H 5
(UV]LS95(YLJVNUP[PVUTV[PMWYV[LPUPZYLX\PYLKMVYWYLTLPV[PJ
.:WOHZL [YHUZP[PVU PU YPJL 6Y ` aH ZH[P]H 3 73VZ .LUL[PJZ 
L
0ZOPRH^H96OUPZOP;2PUVZOP[H@,PN\JOP42\YH[H52PUVZO
P[H ;  9PJL PU[LYZWLJPLZ O`IYPKZ ZOV^ WYLJVJPV\Z VY KLSH`LK
KL]LSVWTLU[HS[YHUZP[PVUZPU[OLLUKVZWLYT^P[OV\[JOHUNL[V[OLYH[L
VMZ`UJ`[PHSU\JSLHYKP]PZPVU7SHU[1 
4Pa\[H @ /HY\ZOPTH @ HUK 2\YH[H 5  9PJL WVSSLU O`IYPK
PUJVTWH[PIPSP[` JH\ZLK I` YLJPWYVJHS NLUL SVZZ VM K\WSPJH[LK NLULZ
7YVJ5H[S(JHK:JP<:(!
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モデル単細胞を使った細胞分裂の遺伝制御のメカニズム
大腸菌や酵母は、
細胞増殖の基本メカニズムを解明する上で極めて有効
なモデル生物です。
当研究室では、
これら原核細胞と真核細胞を適宜に取り
扱い、
染色体やプラスミドDNAが動く仕組み、
細胞の形が決まる仕組み等
の研究を進めています。
遺伝学的な方法に加えて、
細胞生物学的手法を用い
て、
細胞内で生じている現象を観察しています。
蛍光タンパク質によるDNA
やタンパク質のイメージングにより、
細胞増殖の過程で新しい現象を発見
してきました。
特に、
このような細胞観察に適しているジャポニカス分裂酵
母は、
菌糸増殖と細胞周期のモデル細胞としてこれまでにないものです。
現在の進行中の研究は以下のとおりです。

.LUL[PJKPZZLJ[PVUVM[OLJLSSKP]PZPVUTLJO
HUPZT\ZPUNZPUNSLJLSS\SHYTVKLSVYNHUPZTZ
)HJ[LYPHHUK`LHZ[ZHYLZ\P[HISLTVKLSVYNHUPZTZ[V\UKLYZ[HUK[OLM\UKH
TLU[HSTLJOHUPZTZVUJLSSWYVSPMLYH[PVU6\YSHIVYH[VY`Z[\KPLZ[OLTLJOH
UPZTZILOPUKJOYVTVZVTLVYWSHZTPK+5(K`UHTPJZPU[OLJLSSVY[OL
TLJOHUPZT\UKLYSPLZJLSSZOHWLMVYTH[PVU.LUL[PJHSTL[OVKZHZ^LSSHZ
JLSSIPVSVNPJHSTL[OVKZ^LYL\ZLK[VVIZLY]L[OVZLPU[YHJLSS\SHYL]LU[Z>L
OH]LTHKLZL]LYHSUV]LSVIZLY]H[PVUZPUJLSSWYVSPMLYH[PVUTLJOHUPZTI`
\ZPUNMS\VYLZJLU[IHZLKWYV[LPUVY+5(PTHNPUN,ZWLJPHSS`:a QHWVUPJ\Z
`LHZ[Z\P[ZMVY[OVZLJLSSIPVSVNPJHSHUHS`ZLZHUKO`WOHSNYV^[OHUKO`WOHS
JLSSJ`JSLHKKZWLJPHS]HS\LVU[OPZVYNHUPZT
6\YVUNVPUNWYVQLJ[ZHYLHZMVSSV^Z"

●大腸菌の桿菌形態を決定するRodZタンパク質の制御機構

● (UHS`ZPZVM9VKA[OLYVKZOHWLKL[LYTPUHU[PU,JVSPJLSSZ

●大腸菌のプラスミド、
染色体の分配機構

● *OYVTVZVTLHUKWSHZTPK+5([YHUZTPZZPVUTLJOHUPZTPU,JVSPJLSSZ

●原核生物の染色体複製開始因子DnaA の機能と細胞内の動態変化

● ;OLM\UJ[PVUHUKILOH]PVYVM+UH(+5(YLWSPJH[PVUPUP[PH[PVUMHJ[VYPU

●ジャポニカス分裂酵母の染色体分配変異遺伝子の解析
●DNA 損傷による菌糸形成の誘導機構と菌糸の細胞周期

,JVSPJLSSZ
● .LUL[PJHUHS`ZPZVU:aQHWVUPJ\ZJOYVTVZVTLZLNYLNH[PVUTLJOHUPZTZ
● /`WOHSPUK\J[PVUHUKO`WOHSJLSSJ`JSLPU:aQHWVUPJ\Z`LHZ[

:OPVTP + HUK 5PRP /  ( T\[H[PVU VM PZW( [OH[ PZ PU]VS]LK PU
PZVWYLUVPK IPVNLULZPZ JHU PTWYV]L NYV^[O VM ,ZJOLYPJOPH JVSP H[ SV^
[LTWLYH[\YLZ4PJYVIPVS0TT\UVS
@HUHNPOHYH 2 5PRP / HUK)HIH ;  +PYLJ[ 7*9 HTWSPMPJH[PVU
VM [OL : Y95( NLUL MYVT ZPUNSL TPJYVIPHS JLSSZ MYVT HU (U[HYJ[PJ
PJLILYN \ZPUN SHZLY TPJYVKPZZLJ[PVU TPJYVZJVW` 7VSHY :JPLUJL  

(VRP 2 /H`HZOP / -\Y\`H 2 :H[V 4 ;HRHNP ; 6Z\TP 4
2PT\YH(HUK5PRP/)YLHRHNLVM[OLU\JSLHYLU]LSVWLI`HU
L_[LUKPUNTP[V[PJU\JSL\ZVJJ\YZK\YPUNHUHWOHZLPU:JOPaVZHJJOHYV

図 ― ジャポニカス分裂酵母。
ヒストンと核小体タンパク質にそれぞれ異なる蛍光タンパク
質を融合させることで、
染色体
（マゼンタ）
と核小体
（緑）
の動きを生細胞内で同時に観察する
ことが可能となった。
-PN\YL0THNLVM:aQHWVUPJ\ZJLSS/PZ[VULHUKHU\JSLVSHYWYV[LPU^LYLM\ZLK[VKPMMLYLU[MS\V
YLZJLU[WYV[LPUZPUHJLSS;OPZTHKLP[WVZZPISL[VVIZLY]LK`UHTPJZVMJOYVTVZVTLZTHNLU[H
HUKU\JSLVSPNYLLUPUSP]PUNJLSSZZPT\S[HULV\ZS`

T`JLZQHWVUPJ\Z.LULZ*LSSZ  
-\Y\`H2HUK5PRP/;OL+5(KHTHNLJOLJRWVPU[YLN\SH[LZ
H [YHUZP[PVU IL[^LLU `LHZ[ HUK O`WOHS NYV^[O PU :JOPaVZHJJOHYVT`
JLZQHWVUPJ\Z4VS*LSS)PVS   
5VaHRP:5PRP/HUK6NH^H; 9LWSPJH[PVUPUP[PH[VY+UH(VM
,ZJOLYPJOPH JVSP JOHUNLZ P[Z HZZLTIS` MVYT VU [OL YLWSPJH[PVU VYPNPU
K\YPUN[OLJLSSJ`JSL1)HJ[LYPVS 
:OPVTP + :HRHP 4 HUK 5PRP /  +L[LYTPUH[PVU VM IHJ[LYPHS
YVK ZOHWL I` H UV]LS J`[VZRLSL[HS TLTIYHUL WYV[LPU ,4)6 1 
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O[[W!^^^UPNHJQWZLJ[PVU\LKH\LKHQO[TS
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理博

助教
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+:J7YVMLZZVY

周

理博

265+6:O\
+:J(ZZPZ[HU[7YVMLZZVY

RNAi 変異体を使ったゲノム機能の体系的解析
ショウジョウバエの遺伝子はおよそ1万5千個と推定され、
その70%は
ヒト遺伝子と相同です。
これらの遺伝子を壊すと生体にどのような影響が
現れるのか、
お互いがどのように協働して生体の機能を担っているのか、
ヒ
ト遺伝子の機能を知るためにもハエを使った包括的な遺伝学的解析が望
まれています。
私たちはショウジョウバエの全遺伝子についての変異体を作製し、
遺伝
子の機能を網羅的に解析する系を作りました。
方法はRNAiです。 RNAi
とは、
二本鎖RNA が細胞内で配列特異的に遺伝子の機能を阻害する現象
です。
ターゲットする遺伝子の断片を逆向き反復配列の形でベクターに組
み込み、
ハエの染色体に導入して形質転換ハエを作ります。
GAL4-UAS遺
伝子強制発現法を利用して、
狙った細胞や組織で二本鎖RNAを細胞内で
発現させ、
配列特異的に遺伝子の機能を阻害します。
このようにして構築し
たRNAi 変異体バンクは、
個体レベルでの遺伝子機能の理解や遺伝子間の
ネットワークを明らかにするための有用なツールであり、
多くの共同研究
が進められています。

*VTWYLOLUZP]LHUHS`ZLZVMNLUVTL
M\UJ[PVUPU+YVZVWOPSH
(S[OV\NO[OLLU[PYLO\THUNLUVTLZLX\LUJLOHZILLUKL[LYTPULKYLHS
M\UJ[PVUZVMO\THUNLULZHYLMHYMYVTILPUNJVTWSL[LS`\UKLYZ[VVK+YVZV
WOPSHOHZH[V[HSVMNLULZ^OPJOPZHIV\[OHSMVM[OLNLULZMV\UKPU
O\THUZI\[HSHYNLHTV\U[VM[OLZLNLULZHWWYV_ ^LYLKPZJV]LYLK
[VOH]LZPTPSHYM\UJ[PVUZHUKZOV^ZZPNUPMPJHU[OVTVSVN`[VO\THUZ>L
HYLWSHUUPUN[VPU]LZ[PNH[L[OLM\UJ[PVUVMMS`NLULZJVTWYLOLUZP]LS`HZH
Z\P[HISLTVKLSMVYZ[\K`PUN[OLM\UJ[PVUHSNLUVTPJZVMT\S[PJLSS\SHYVYNHU
PZTZ
;OL95(PPZVULVM[OLWVZ[[YHUZJYPW[PVUHSNLULZPSLUJPUNWOLUVTLUHPU
^OPJOKV\ISLZ[YHUKLK95(WYVK\JLK^P[OPUOVZ[JLSSZJHULMMLJ[P]LS`PUOPIP[
OVZ[NLULL_WYLZZPVUPUHZLX\LUJLZWLJPMPJTHUULY)`JVTIPUPUN^P[O
.(3<(:NLULL_WYLZZPVUZ`Z[LT^LJHU\[PSPaL[OL95(PMVYRUVJRPUN
KV^UNLULL_WYLZZPVUPUH[HYNL[JLSSVY[PZZ\LH[HZWLJPMPJKL]LSVWTLU[HS
Z[HNL>LHYL[Y`PUN[VJVUZ[Y\J[PU]LY[LKYLWLH[[YHUZNLULZHUK[VLZ[HI
SPZO[YHUZNLUPJMS`SPULZJV]LYPUNHSTVZ[NLULZPU+YVZVWOPSH;OPZ95(P
T\[HU[MS`SPIYHY`PZUV^WYV]PKPUN\ZHM\UKHTLU[HS[VVSMVY\UKLYZ[HUKPUN
NLULM\UJ[PVUZHUKNLUL[PJUL[^VYRZ^VYRPUNPU[OLMS`PUKP]PK\HSZ

2VUKV:HUK7LYYPTVU5(NLUVTL^PKL95(PZJYLLUPKLU[P
MPLZJVYLJVTWVULU[ZVM[OL.4+5(KHTHNLJOLJRWVPU[:JP:PN
UHSYZ
@HTHTV[V/PUV42HUPL@(^HUV>(VRP2PUVZOP[H2-@HUV
/5PZOPOHYH:6RHUV/<LKH92HUPL6HUK.V[V:
0KLU[PMPJH[PVU VM .LULZ 9LX\PYLK MVY 5L\YHS:WLJPMPJ .S`JVZ`SH[PVU
<ZPUN-\UJ[PVUHS.LUVTPJZ73V:.LUL[L
>\@)YVJR(9>HUN@-\QP[HUP2<LKH9HUK.HSRV41
 (ISVVKIVYUL7+.-=,.-SPRLSPNHUKPUP[PH[LZ^V\UKPUK\JLK
LWPKLYTHSJLSSTPNYH[PVUPU+YVZVWOPSHSHY]HL*\YY)PVS 
@HUV ; 4P[H : 6OTVYP / 6ZOPTH @ -\QPTV[V @ <LKH 9
;HRHKH / .VSKTHU >, -\RHZL 2 :PS]LYTHU 5 @VZOPTVYP ;
HUK2\YH[H:(\[VWOHNPJJVU[YVSVMSPZ[LYPH[OYV\NOPU[YHJLSS\
SHYPUUH[LPTT\ULYLJVNUP[PVUPU+YVZVWOPSH5H[0TT\UVS   

図 ― 誘導型RNAiを利用したハエ変異体バンクの作成。
ゲノムから推定される15,000の
全遺伝子についてUAS- 逆向き反復配列のベクターを構築し、
それぞれを導入したハエのバ
ンクをつくる。
-PN\YL:JOLTH[PJYLWYLZLU[H[PVUVM[OLPUK\JPISL95(PT\[HU[SPIYHY`
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@VZOPKH / -\^H ; (YPTH 4 /HTHTV[V / :HZHRP 5 0JOPTP`H
;6ZH^H20<LKH9HUK5PZOPOHYH:0KLU[PMPJH[PVUVM[OL
+YVZVWOPSHJVYL˸NHSHJ[VZ`S[YHUZMLYHZLNLUL[OH[Z`U[OLZPaLZ;
HU[PNLUPU[OLLTIY`VUPJJLU[YHSULY]V\ZZ`Z[LTHUKOLTVJ`[LZ.S`
JVIPVSVN` 
7PJV[4*\Z\THUV72SHYZMLSK(<LKH9HUK9V\`LY-
3PNO[ HJ[P]H[LZ V\[W\[ MYVT L]LUPUN UL\YVUZ HUK PUOPIP[Z V\[W\[ MYVT
TVYUPUN UL\YVUZ PU [OL +YVZVWOPSH JPYJHKPHU JSVJR  73V: )PVS 
L
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山﨑研究室

Yamazaki Group

O[[W!^^^ZOPNLUUPNHJQW
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准教授

理博

@(4(A(20@\RPRV
+:J(ZZVJPH[L7YVMLZZVY

遺伝資源情報データベースの構築

.LUL[PJYLZV\YJLZKH[HIHURWYVQLJ[

生物科学の成果は膨大なテキスト情報として蓄積されているほか、
近年
ではゲノムプロジェクトなどに代表される大型プロジェクトから大量デー
タがオンライン公開されるようになり、
コンピュータを駆使すると一人の研
究者が膨大な量の情報を扱えるようになりました。
しかし情報量の増加が
必ずしも得られる知識の量の増加にはつながりませんし、
意味のある情報
の抽出には工夫が必要です。 最近
「概念の構造化
（＝オントロジー）
」
という
考え方が生物情報科学の分野でも使われるようになりました。
実験系や材
料、
学問の背景などが異なるためそのままでは同じ土俵で比較できない情
報を、
様々な概念レベルで整理して有効に利用しようという考え方です。
当研究室では遺伝資源情報データバンク研究事業
（SHIGEN)を１９９８
年より推進していますが、
遺伝資源情報の整理にこの方法を応用し、
生物種
によってバラバラに記載されている情報を統合的かつ様々な視点から生
物種横断的に利用できるようなシステムを開発しています。
２００２年から
はナショナルバイオリソースプロジェクト
（NBRP）
の情報センターとして
も活動をしています。

;OL.LUL[PJ9LZV\YJLZ+H[HIHUR7YVQLJ[Z[HY[LKH[[OL5H[PVUHS0UZ[P[\[LVM
.LUL[PJZPU ;OLWYVQLJ[HPTZ[VJVSSLJ[HUKWYV]PKLNLUL[PJYLZV\YJL
PUMVYTH[PVU^OPJOPUJS\KLZPUMVYTH[PVUVUOV^[VVYKLYYLZV\YJLZZJPLU[PMPJ
RUV^SLKNLHIV\[[OLYLZV\YJLHUKV[OLYYLSH[LKPUMVYTH[PVUZ\JOHZ
NLUVTPJPUMVYTH[PVU[VYLZLHYJOLYZ>LOH]LMPUPZOLK[OLMPYZ[Z[HNLVM
KH[HIHZLJVUZ[Y\J[PVUHUKZ[HY[LKWYV]PKPUNVUSPULKPZ[YPI\[PVUZ`Z[LTMVYH
]HYPL[`VMNLULWVVSZPUJS\KPUN^PSKZWLJPLZIYLLKPUNSPULZ[YHUZNLUPJHUK
RUVJRV\[VYNHUPZTZJLSSZHUK+5(JSVULZ(SSKH[HIHZLZHYLH]HPSHISLVU
[OLPU[LYUL[H[O[[W!^^^ZOPNLUUPNHJQW(S[OV\NO[OLZLIPVYLZV\YJLZHYL
M\SSVMOPKKLUWV[LU[PHSP[Z[Y\L^VY[OJHUVUS`ILYLJVNUPaLK^P[O[OLL_PZ
[LUJLVM\ZLYZ>LOH]LILLUJVU[PU\V\ZS`PU]LU[PUNIL[[LY^H`[VKPZ[YPI\[L
KH[HPUVYKLY[V\[PSPaL[OLYLZV\YJLZ[VP[ZM\SSLZ[WV[LU[PHS6\YM\[\YLWSHU^PSS
PUJS\KLNVPUNIL`VUKQ\Z[JVTWSL[PUN[OLZLKH[HIHZLZ[VTLSK[OLZLKH[H
IHZLZPU[VHZPUNSL`L[JVTWYLOLUZP]LPUMVYTH[PVUYLZV\YJLMVY\ZLYZ
:PUJL[OL5H[PVUHS)PV9LZV\YJL7YVQLJ[5)97^HZSH\UJOLKPU^L
OH]LILLUL_WHUKPUNHUKYLPUMVYJPUNV\YHJ[P]P[PLZHZHUPUMVYTH[PVUJLU[LY
VM[OLWYVQLJ[

9PJL >92 @ >VYRPUN .YV\W  5VTLUJSH [\YL YLWVY [ VU YPJL
>92@»Z ¶ *VUMSPJ[ YLNHYKPUN NLUL UHTLZ HUK P[Z ZVS\[PVU 9PJL !
+VP!  
:HP[V;(YPPa\TP;6RHIL@(ZHTPa\,;HUHZL2@HTHaHRP@
-\R\KH 5 (VRP 2 HUK ,a\YH / ;64(;64( ! ( 5V]LS
;VTH[V 4\[HU[ +H[HIHZL +PZ[YPI\[PUN 4PJYV;VT 4\[HU[ *VSSLJ[PVUZ
7SHU[HUK*LSS7O`ZPVSVN` 
@HTHaHRP@:HRHUP^H:;Z\JOP`H95VUVT\YH2HUK2\YH[H5
6Y`aHIHZL!HUPU[LNYH[LKPUMVYTH[PVUYLZV\YJLMVYYPJLZJPLUJL
)YLLKPUN:JPLUJL
2\YH[H5:H[VO/2P[HUV/5HNH[V@,UKV;:H[V2(RHZOP
9 ,a\YH / 2\ZHIH 4 2VIH`HZOP 4 5P[HZHRH , 2HZHP 9
@HTHaHRP @ HUK @VZOPT\YH (  5)97 5H[PVUHS )PVYLZV\YJL
7YVQLJ[ VM 1HWHU HUK WSHU[ IPVYLZV\YJL THUHNLTLU[ )YLLKPUN :JP
LUJL
@HTHaHRP @ L[ HS  5)97 KH[HIHZLZ! KH[HIHZLZ VM IPVSVNPJHS
YLZV\YJLZPU1HWHU5\JSLPJ(JPK9LZ++

図 ― ナショナルバイオリソースプロジェクト 総合検索サイト
（BRW）
約550万件の全リソースをkeyword, sequence, gene ontology, referenceなどで検索
することができる。
-PN\YL5H[PVUHS)PV9LZV\YJL7YVQLJ[0U[LNYH[LK)PV9LZV\YJL+H[HIHZL)9>
;OL)9>WYV]PKLZHJJLZZ[VHJVSSLJ[PVUVMTPSSPVUYLJVYKZVUIPVYLZV\YJLZHUKZ\WWVY[Z
Z\TTHY`IYV^ZPUNRL`^VYKZLHYJOPUNHUKZLHYJOPUNI`+5(ZLX\LUJLZNLULVU[VSVN`VYYLM
LYLUJLZ
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系統生物研究センター

Genetic Strains Research Center

生物遺伝資源情報研究室 Genome Biology Laboratory

小原研究室

Kohara Group

O[[W!^^^UPNHJQWSHIZ.LU)PVS

小原雄治

安達佳樹

26/(9(@\QP
+:J7YVMLZZVY

(5+(*/0@VZOPRP
+:J(ZZPZ[HU[7YVMLZZVY

教授

理博

助教

理博

線虫発生のゲノム生物学
「ゲノム情報から個体がどうやってできるのか？」
そのメカニズム解明の
ために線虫C.elegansを用いて研究を進めています。
基盤的な情報を網羅
的に得る作業と個別的な研究がバランスよく有機的に進むよう心がけてい
ます。
基盤情報としてはcDNAプロジェクトを出発点として全遺伝子の半
分以上の約14,000遺伝子の発現パターンを明らかにしてきました。
さら
にRNAi、
抗体作成などによって機能解析を進め、
「どの遺伝子が、
いつ、
どの
細胞で、
何をしているか」
というゲノムの発現・機能マップデータベース
NEXTDB http://nematode.lab.nig.ac.jp/ に統合化しています。
これら
の情報を最大限活用した個別研究では、
以下のテーマで進めています。
●細胞運命決定に関わる母性遺伝子のmRNA 局在や翻訳制御メカニズム
●遺伝子発現クラスタリング解析と遺伝子カスケードの解析
●マイクロRNA の機能解析
●細胞特異的発現調節領域の同定と発生の遺伝子制御機構
●近縁種の発生パターンと遺伝子発現パターンの比較解析
また、
学術におけるゲノム分野の大規模解析支援体制構築を進めています。

.LUVTLIPVSVN`VM*LSLNHUZ
KL]LSVWTLU[
>LHYLWLYMVYTPUNHZ`Z[LTH[PJHUHS`ZPZVML_WYLZZPVUHUKM\UJ[PVU
VM[OLNLUVTLVM[OLULTH[VKL*LSLNHUZHPTPUNH[\UKLYZ[HUKPUN
VM[OLNLUL[PJWYVNYHTMVYKL]LSVWTLU[>LOH]LHSYLHK`PKLU[PMPLK
NLULZ[OYV\NO,:;WYVQLJ[HUKOH]LHUHS`aLK[OLPYL_WYLZ
ZPVUWH[[LYUZI`\ZPUNVM^OVSLTV\U[PUZP[\O`IYPKPaH[PVUHUK[OLPY
M\UJ[PVUI`95(P(SS[OLPUMVYTH[PVUOHZILLUPU[LNYH[LKPU5,?;+)
O[[W!ULTH[VKLSHIUPNHJQW  )HZLK VU [OL PUMVYTH[PVU ^L HYL
JVUK\J[PUN[OLMVSSV^PUNZ[\KPLZ"
● 4LJOHUPZTZ VM SVJHSPaH[PVU HUK [YHUZSH[PVUHS JVU[YVS VM TH[LYUHS
T95(Z
● *S\Z[LYPUNHUHS`ZPZVMNLULL_WYLZZPVUWH[[LYUZ
● -\UJ[PVUHSHUHS`ZPZVMTPJYV95(Z
● :`Z[LTH[PJPKLU[PMPJH[PVUVMYLN\SH[VY`LSLTLU[ZVMNLULZ
● *VTWHYH[P]LNLUVTPJZ\ZPUNJSVZLS`YLSH[LKULTH[VKLZ
>LHYLHSZVVYNHUPaPUNHZ\WWVY[PUNZ`Z[LTMVYSHYNLZJHSLNLUVTL
HUHS`ZPZPU[OLHJHKLTPJKVTHPU

:\TP`VZOP , ;HRHOHZOP : 6IH[H / :\NPTV[V ( HUK 2VOHYH @
;OLIL[HJH[LUPU/47M\UJ[PVUZKV^UZ[YLHTVM:YJPUWHYHS
SLS^P[O[OL>U[WH[O^H`PULHYS`LTIY`VNLULZPZVM*LSLNHUZ+L]LS
VWTLU[HS)PVSVN`

図 ― 母性遺伝子 glp-1
（Notchホモログ）
のpos-1，
spn-4遺伝子による翻訳調節。
A）
野生
型胚，
B）
pos-1変異体，
C）
spn-4変異体の4細胞期胚のGLP-1抗体による染色。
野生型では

4HUNVUL44HUVOHYHU(;OPLYY`4PLN+;OPLYY`4PLN1/HU;
4HJRV^PHR:4PZ,ALNHY*.\[^LPU492OP]HUZHYH=([[PL
6 *OLU 2 :HSLOP(ZO[PHUP 2 =PKHS 4 /HYRPUZ ;; )V\MMHYK 7

全割球にmRNAが存在するが，
前側割球 Aba，
ABpの細胞膜のみにGLP-1タンパク質が見

:\a\RP @ :\NHUV : 2VOHYH @ 9HQL^ZR` 5 7PHUV - .\UZHS\Z

られる。
変異体での発現パターンからpos-1とspn-4遺伝子が逆向きの翻訳制御をおこなっ

2*HUK2PT12;OL3HUKZJHWLVM*LSLNHUZ<;9Z:JP

ていることがわかる。

LUJL 

-PN\YL    ;YHUZSH[PVUHS JVU[YVS VM NSW NLUL H5V[JO OVTVSVN\L I` WVZ HUK ZWU
NLULZ JLSS Z[HNL LTIY`VZ VM ( ^PSK [`WL ) WVZ * ZWU ^LYL PTT\UVZ[HPULK
\ZPUNHU[P.37HU[PIVK`

(UKHJOP@(UV]LSIPVJOLTPJHSTL[OVK[VPKLU[PM`[HYNL[NLULZ
VM PUKP]PK\HS TPJYV95(Z! 0KLU[PMPJH[PVU VM H UL^ *HLUVYOHIKP[PZ LSL
NHUZSL[[HYNL[95(
2HNVZOPTH / 5PTTV 9 :HHK 5 ;HUHRH 1 4P^H @ 4P[HUP :
2VOHYH @ HUK >VVSSHYK ( ;OL * LSLNHUZ *)-I OVTVSVN\L
)96 PU[LYHJ[Z ^P[O [OL 9\U_ MHJ[VY 95; [V WYVTV[L Z[LT JLSS
WYVSPMLYH[PVUHUKZLSMYLUL^HS+L]LSVWTLU[  
2HZHOHYH 4 5HY\ZL 2 :HZHRP : 5HRH[HUP @ HUK  WLVWSL
;HRLKH/ 4VYPZOP[H : HUK 2VOHYH @  ;OL TLKHRH KYHM[
NLUVTL HUK PUZPNO[Z PU[V ]LY[LIYH[L NLUVTL L]VS\[PVU 5H[\YL 
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O[[W!^^^UPNHJQWZLJ[PVUTHLZOPTHTHLZOPTHQO[TS

前島一博
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4(,:/04(2Ha\OPYV
+4LK7YVMLZZVY
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ゲノムクロマチンの折り畳み構造とダイナミクス
本研究室では、
「ヒトゲノムDNAが核や染色体のなかに、
三次元的にどの
ように折り畳まれ、
そしてどのようにゲノムが機能しているのか？」
を研究
している。
最近、
染色体内のクロマチンがとても不規則な形で折り畳まれて
いることを発見した。
今後、
この知見を、
遺伝子発現、
さらにはマウス細胞を
用いた発生分化･エピジェネティックスなど、
幅広い研究につなげていく予
定である。
定量的ライブイメージング、
クライオ電子顕微鏡解析やX線散乱
解析などの物理化学的な手法、
さらにはゲノムワイドな解析を組み合わせ
て、
ユニークな研究を目指している。
現在進めている主な研究テーマ
●定量的ライブイメージングを用いたクロマチンダイナミクスの解析
●X線散乱とクライオ電顕を用いたヒト細胞核と分裂期染色体のクロマチ
ンの高次構造解析

+VYNHUPaH[PVUHUKK`UHTPJZVMO\THU
NLUVTLJOYVTH[PU
6\YYLZLHYJOPU[LYLZ[SPLZPUKL[LYTPUPUNOV^HSVUNZ[YPUNVMNLUVTPJ+5(PZ
[OYLLKPTLUZPVUHSS`VYNHUPaLKPUTP[V[PJJOYVTVZVTLZHUK[OLU\JSL\ZHUK
OV^[OLVYNHUPaLKNLUVTLM\UJ[PVUZK\YPUNJLSS\SHYWYVSPMLYH[PVUKPMMLYLU[PH
[PVUHUKKL]LSVWTLU[>LHYL\ZPUNHUV]LSJVTIPUH[PVUVMTVSLJ\SHYJLSS
IPVSVN`HUKIPVWO`ZPJZ[VLS\JPKH[L+VYNHUPaH[PVUHUKK`UHTPJZVMO\THU
NLUVTLJOYVTH[PU*\YYLU[VUNVPUNWYVQLJ[ZHYLHZMVSSV^Z!
● (UHS`ZPZVMJOYVTH[PUK`UHTPJZPUU\JSLPHUKTP[V[PJJOYVTVZVTLZI`
X\HU[P[H[P]LSP]LJLSSPTHNPUN
● :[Y\J[\YHSZ[\K`VMU\JSLPHUKTP[V[PJJOYVTVZVTLZI`?YH`ZJH[[LYPUN
HUKJY`VLSLJ[YVUTPJYVZJVW`
● .LUVTL^PKLZ[\K`VMOPNOLYVYKLYJOYVTH[PUJOHUNLZK\YPUNTV\ZL
JLSSKPMMLYLU[PH[PVU,WPNLUL[PJZ
● 5V]LSTLJOHUPZT[VWYV[LJ[NLUVTL+5(MYVTPYYHKPH[PVUKHTHNL

●マウス細胞をつかった細胞分化におけるクロマチンの高次構造変化
（エ
ピジェネティックス）
●ゲノムDNA の凝縮が放射線耐性を生みだす新しいメカニズム

5PZOPUV@,S[ZV]41V[P@0[V2;HRH[H/;HRHOHZOP@/POHYH
: -YHUNHRPZ (: 0THTV[V 5 0ZOPRH^H ; L[ HS  /\THU
TP[V[PJ JOYVTVZVTLZ JVUZPZ[ WYLKVTPUHU[S` VM PYYLN\SHYS` MVSKLK
U\JSLVZVTL MPIYLZ ^P[OV\[ H UT JOYVTH[PU Z[Y\J[\YL ,4)6 1 PU
WYLZZ
;HRH[H/5PZOPQPTH/4HLZOPTH2HUK:OPIHOHYH2 ;OL
PU[LNYH[VY JVTWSL_ PZ YLX\PYLK MVY PU[LNYP[` VM *HQHS IVKPLZ 1 *LSS :JP

4HLZOPTH 2 /POHYH : HUK ;HRH[H /  5L^ PUZPNO[ PU[V [OL
TP[V[PJ JOYVTVZVTL Z[Y\J[\YL! PYYLN\SHY MVSKPUN VM U\JSLVZVTL MPILYZ
^P[OV\[UTJOYVTH[PUZ[Y\J[\YL*VSK:WYPUN/HYI:`TW8\HU[)PVS
 
/PYH[HUP09`IH;0[VO49H[OQLU12\SPR47HWW)-\ZZULY
,)HaL[[1VULZ+77SH[O2+HS[VU:L[HS.LUVTL^PKL
K`UHTPJZ VM YLWSPJH[PVU [PTPUN YL]LHSLK I` PU ]P[YV TVKLSZ VM TV\ZL
LTIY`VNLULZPZ.LUVTL9LZ 

図 ― 私たちの解析結果では、
分裂期染色体の中には教科書に載っているような30nmクロ
マチン線維が存在せず
（A）
、
11nmのヌクレオソーム線維が不規則に折り畳まれていること
が明らかになった
（B）
-PN\YL0UV\YZ[Y\J[\YHSZ[\K`I`JY`V,4HUK?YH`ZJH[[LYPUN^LKPKUV[MPUKHU`OPNOLYVYKLY
Z[Y\J[\YLZPUTP[V[PJJOYVTVZVTLZVYL]LUUTJOYVTH[PUMPILYZ(I\[Q\Z[H\UPMVYTKPZVY
KLYLK[L_[\YL)>L[O\ZWYVWVZL[OH[JOYVTVZVTLZJVUZPZ[VMUTU\JSLVZVTLMPILYZMVSKLK
PYYLN\SHYS`

4HLZOPTH 2 0PUV / /POHY H : -\UHR VZOP ; >H [HUHIL (
5PZOPT\YH45HRH[VTP9@HOH[H20THTV[V-/HZOPRH^H;L[
HS5\JSLHYWVYL MVYTH[PVUI\[UV[U\JSLHYNYV^[OPZ NV]LYULK
I` J`JSPUKLWLUKLU[RPUHZLZ*KRZK\YPUNPU[LYWOHZL5H[ :[Y\J[4VS
)PVS
4HLZOPTH 2 /POHYH : HUK ,S[ZV] 4  *OYVTH[PU Z[Y\J[\YL!
KVLZ[OLUTMPIYLL_PZ[PU]P]V&*\YY6WPU*LSS)PVS  
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木村研究室

Kimura Group

O[[W!^^^UPNHJQWSHIZ*LS(YJOPJLSSFHYJOPFOVTLO[TS

木村

准教授
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博
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204<9((RH[Z\RP
+:J(ZZVJPH[L7YVMLZZVY

細胞建築学：細胞内空間配置のデザイン原理と力学的基盤の理解をめざして
細胞をあらわす
「Cell」
という英単語には
「小さな部屋」
という意味もあり
ます。
私たちが部屋の内装を考えるように、
細胞も核など細胞内の構造体を
適切なサイズに調節し適切な場所へと配置しています。
また部屋のデザイ
ンによって快適性や機能性が異なるように、
細胞内構造体の空間配置の制
御は細胞の機能発揮に重要です。
本研究室では細胞を空間的に組織化され
た建築物と捉え、
「細胞内にどのようなデザイン原理が存在するのか」
「デ
、
ザインを決定する力学的な基盤は何か」
について理解することをめざして
研究をすすめています。
現在、
線虫C. elegans の初期胚を主な対象として、
定量的な計測・コンピュータシミュレーションなども取り入れながら、
以下
の研究課題に取り組んでいます。
1. 細胞内の核と紡錘体の配置や形づくりの解析
2. 染色体の動きと形づくりの解析
3. 細胞内流動や細胞分裂の定量化と数理モデルの構築

;V^HYK\UKLYZ[HUKPUNKLZPNUWYPUJPWSLZHUK
TLJOHUPJHSIHZLZVM[OLHYJOP[LJ[\YLVM[OLJLSS
;OL^VYK¸JLSS¹TLHUZ¸HZTHSSYVVT¹HZ^LSSHZ[OLIHZPJZ[Y\J[\YHS\UP[VM
SP]PUNVYNHUPZTZ1\Z[HZ^LKLZPNU[OLPU[LYPVYVMV\YYVVTPUZPKL[OLSP]PUN
JLSSPU[YHJLSS\SHYZ[Y\J[\YLZHYLWVZP[PVULKPU[OLYPNO[WSHJL^P[O[OLYPNO[ZPaL
H[[OLYPNO[[PTL6\YNYV\WPZZLHYJOPUNMVYKLZPNUWYPUJPWSLZPUZWH[PHSVYNH
UPaH[PVUVMJLSSHYJOP[LJ[\YLHUKHUHS`aPUNTLJOHUPJHSIHZLZ\UKLYS`PUNZ\JO
WYPUJPWSLZ>LHYL\ZPUN[OLULTH[VKL*HLUVYOHIKP[PZLSLNHUZLTIY`VHZ
HTVKLS Z`Z[LT0U HKKP[PVU [VTVSLJ\SHYIPVSVN` HUKJLSSIPVSVN`
HWWYVHJOLZ^LL_WSVP[X\HU[P[H[P]LTLHZ\YLTLU[ZHUKJVTW\[LYZPT\SH[PVU
[VPU]LZ[PNH[L[OLWO`ZPJHSIHZLZVM[OLJVUZ[Y\J[PVUVM*LSS(YJOP[LJ[\YL
6\YYLZLHYJOZ\IQLJ[ZPUJS\KL
0U[YHJLSS\SHYWVZP[PVUPUNHUKTVYWOVNLULZPZVM[OLU\JSL\ZHUKZWPUKSL
+`UHTPJZHUKTVYWOVNLULZPZVM[OLJOYVTVZVTLZ
8\HU[P[H[P]LTLHZ\YLTLU[HUKTVKLSPUNVMJ`[VWSHZTPJMSV^

/H`HZOP/2PT\YH2HUK2PT\YH(3VJHSPaLKHJJ\T\SH[PVUVM[\I\
SPUK\YPUNZLTPVWLUTP[VZPZPU[OL*HLUVYOHIKP[PZLSLNHUZLTIY`V4VS)PVS
*LSS 
2V`HTH/<TLKH;5HRHT\YH2/PN\JOP;HUK2PT\YH((
OPNOYLZVS\[PVUZOHWLMP[[PUNHUKZPT\SH[PVUKLTVUZ[YH[LKLX\H[VYPHSJLSSZ\Y
MHJLZVM[LUPUNK\YPUNJ`[VRPULZPZHUKP[ZWYVTV[P]LYVSLPUJ`[VRPULZPZ73V:
65,L
5P^H`HTH9:OPUVOHYH2HUK2PT\YH(;OLO`KYVK`UHTPJWYVW
LY[`VM[OLJ`[VWSHZTPZZ\MMPJPLU[[VTLKPH[LJ`[VWSHZTPJZ[YLHTPUNPU[OL
*HLUVYOHIPKP[PZLSLNHUZLTIY`V7YVJ5H[S(JHK:JP<:(  

図 ―（A）
研究に用いている線虫初期胚。
（B）
細胞膜の形状の抽出。
（C）
細胞内の流れの計測。
（D）
細胞分裂に伴う中心体の分配のシミュレーション。
(E)細胞核移動の原動力のモデル。
-PN\YL((*HLUVYOHIKP[PZLSLNHUZLTIY`V)8\HU[P[H[P]LL_[YHJ[PVUVM[OLJLSSZOHWL*
8\HU[P[H[P]LTLHZ\YLTLU[VM[OLJ`[VWSHZTPJMSV^+*VTW\[LYZPT\SH[PVUVM[OLJLU[YVZVTL
TV]LTLU[ZK\YPUNJLSSKP]PZPVU,(WYVWVZLKTLJOHUPZT[VTV]L[OLJLSSU\JSL\Z

2PT\YH2HUK2PT\YH(0U[YHJLSS\SHYVYNHULSSLZTLKPH[LJ`[VWSHZTPJ
W\SSPUNMVYJLMVYJLU[YVZVTLJLU[YH[PVUPU[OL*HLUVYOHIKP[PZLSLNHUZLHYS`
LTIY`V7YVJ5H[S(JHK:JP<:(
/HYH@HUK2PT\YH( *LSSZPaLKLWLUKLU[ZWPUKSLLSVUNH[PVUPU[OL
*HLUVYOHIKP[PZLSLNHUZLHYS`LTIY`V*\YY)PVS  
5P^H`HTH9HUK2PT\YH((JLSS\SHYM\UPJ\SHY!HO`KYVK`UHTPJJV\
WSPUNIL[^LLU[OLHU[LYPVYHUKWVZ[LYPVYKPYLJ[LKJ`[VWSHZTPJMSV^Z>VYT

2PT\YH2HUK2PT\YH((UV]LSTLJOHUPZTVMTPJYV[\I\SLSLUN[O
KLWLUKLU[MVYJL[VW\SSJLU[YVZVTLZ[V^HYK[OLJLSSJLU[LY)PV(YJOP[LJ[\YL

/HYH@HUK2PT\YH(*LSSZPaLKLWLUKLU[JVU[YVSVMVYNHULSSLZPaLZ
K\YPUNKL]LSVWTLU[9LZ\S[Z7YVIS*LSS+PMMLY 
ᄄഺࣝ!)3121*!੧ၲʍɼʒɈฤᆲ౺ဘߔ/!౺!ߔݛ93-!413.416/
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線虫を用いた非対称細胞分裂機構の研究
多細胞生物体を正しく構築するには多種多様な細胞を秩序だって作り
出す必要があります。
一つの細胞が分裂して生じた二つの娘細胞が異なる
運命
（その後の分化、
分裂、
移動、
死など細胞のふるまい）
を持つ非対称細胞
分裂は細胞の多様性を生み出す基本的な機構です。 例えば幹細胞は、
非
対称に分裂して幹細胞自身と、
より分化した細胞を作り出すことが知られ
ています。
しかし、
高等動物にお いては、
個々の細胞の親子、
姉妹の関係
（細
胞系譜）
が不明なため、
非対称分裂を研究することは困難です。
線虫
（C.
elegans）
は体が透明で、
生きている状態で細胞系譜を簡単に観察すること
ができます。
われわれは線虫をモデルとして用い、
細胞系譜 の観察と遺伝
学を組み合わせることで、
細胞分裂が非対称になるメカニズムを研究して
います。 われわれはC. elegans のほとんどの細胞分裂の非対称性がβカ
テニンを介した Wntシグナル伝達機構によって制御されていることを明
らかにしています。
数多くの細胞分裂の非対称性がどのように協調的に制

4LJOHUPZTZVMHZ`TTL[YPJKP]PZPVUPU
*LSLNHUZ
7YVWLYKL]LSVWTLU[VMT\S[PJLSS\SHYVYNHUPZTZYLX\PYLZVYNHUPaLKWYVK\J[PVU
VMH]HYPL[`VMJLSS[`WLZ(Z`TTL[YPJJLSSKP]PZPVU[OH[WYVK\JLZKH\NO[LY
JLSSZ^P[OKPZ[PUJ[JLSSMH[LZPZHM\UKHTLU[HSTLJOHUPZTI`^OPJOJLSS\SHY
KP]LYZP[`PZWYVK\JLK-VYL_HTWSLH]HYPL[`VMZ[LTJLSSZ\UKLYNVZLSM
YLUL^PUNHZ`TTL[YPJKP]PZPVUZ[VWYVK\JLKPMMLYLU[PH[LKJLSSZHUKZ[LTJLSSZ
[OLTZLS]LZ0UOPNOLYHUPTHSZOV^L]LYP[PZKPMMPJ\S[[VZ[\K`HZ`TTL[YPJKP]P
ZPVUK\L[VSHJRVMJLSSSPULHNLPUMVYTH[PVU;OLULTH[VKL*LSLNHUZPZ
ILZ[Z\P[LK[VZ[\K`HZ`TTL[YPJKP]PZPVUILJH\ZL^LJHULHZPS`HUHS`aLJLSS
SPULHNLZ)`JVTIPUPUNNLUL[PJHUKJLSSSPULHNLHUHS`ZLZPU*LSLNHUZ^L
ZOV^LK[OH[HZ`TTL[YPLZVMHU\TILYVMJLSSKP]PZPVUZ[OH[VJJ\YK\YPUN
KL]LSVWTLU[HYLJVU[YVSSLKI`>U[ZPNUHSPUN>L^PSSLS\JPKH[LOV^HZ`T
TL[YPLZVMKP]PZPVUZHYLJVVYKPUH[LS`YLN\SH[LK[VWYVK\JLM\UJ[PVUHS[PZZ\LZ
HUKVYNHUZ

御され、
機能的な細胞集団を作り出すのか研究していきます。

:OPIH[H@<JOPKH4;HRLZOP[H/5PZOP^HRP2 :H^H/
4\S[PWSL M\UJ[PVUZ VM7)947VS`IYVTV HUK3,;6ZHJVU[HPUPUN
JOYVTH[PU YLTVKLSPUN JVTWSL_LZ PU * LSLNHUZ KL]LSVWTLU[ +L]
)PVS 
0OHYH:/HNLKVYU,14VYYPZZL`4(*OP84V[LNP-2YHTLY1
4 HUK :OLY^VVK + 9  )HZLTLU[ TLTIYHUL ZSPKPUN HUK [HY
NL[LK HKOLZPVU YLTVKLSZ [PZZ\L IV\UKHYPLZ K\YPUN \[LYPUL ]\S]HS
H[[HJOTLU[PU*LSLNHUZ5H[\YL*LSS)PVSVN`
:\NPVRH 2 4Pa\TV[V 2  :H^H /  >U[ YLN\SH[LZ ZWPUKSL
HZ`TTL[Y` [V NLULYH[L HZ`TTL[YPJ U\JSLHYβJH[LUPUPU * LSLNHUZ
*LSS  
@HTHTV[V @ ;HRLZOP[H /  :H^H /  4\S[PWSL >U[Z YLK\U
KHU[S`JVU[YVSWVSHYP[`VYPLU[H[PVUPU*HLUVYOHIKP[PZLSLNHUZLWP[OLSPHS
Z[LTJLSSZ73V:.LUL[PJZL
:OPIH[H @ ;HRLZOP[H/:HZHRH^H5HUK:H^H/+V\ISL
IYVTVKVTHPU WYV[LPU ),; HUK 4@:; /(;Z LZ[HISPZO HUK THPU[HPU
Z[HISLJLSSMH[LZPU*LSLNHUZ+L]LSVWTLU[

図 ― 非対称分裂中のβカテニンの非対称な局在 (A)分裂前の局在 (B) 分裂終期での
局在 矢印は細胞の輪郭を示す。
同様の局在は線虫のほとんどの細胞分裂時に観察される。
-PN\YL(Z`TTL[YPJSVJHSPaH[PVUVM˸JH[LUPUK\YPUNHUHZ`TTL[YPJKP]PZPVU;OLSVJHSPaH[PVU
ILMVYL[OLKP]PZPVU(HUKH[[LSVWOHZLVMKP]PZPVU)(YYV^OLHKZPUKPJH[LJLSSIV\UKHY`:PTPSHY
SVJHSPaH[PVUJHUILVIZLY]LKK\YPUNTVZ[JLSSKP]PZPVUZPU*LSLNHUZ

(YH[H @ 3LL 1 @ .VSKZ[LPU ) HUK :H^H /  ,_[YHJLSS\SHY
JVU[YVSVM7(9WYV[LPUSVJHSPaH[PVUK\YPUNHZ`TTL[YPJJLSSKP]PZPVUPU[OL
*LSLNHUZLTIY`V+L]LSVWTLU[
4Pa\TV[V2HUK:H^H/*VY[PJHSβJH[LUPUHUK(7*YLN\
SH[L HZ`TTL[YPJU\JSLHYβJH[LUPU SVJHSPaH[PVU K\YPUN HZ`TTL[YPJ JLSS
KP]PZPVUPU*LSLNHUZ+L]LSVWTLU[HS*LSS 
.VSKZ[LPU ) ;HRLZOP[H / 4Pa\TV[V 2 HUK :H^H /  >U[
ZPNUHSZ JHU M\UJ[PVU HZ WVZP[PVUHS J\LZ PU LZ[HISPZOPUN JLSS WVSHYP[`
+L]LSVWTLU[HS*LSS  
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X 線結晶解析を用いたタンパク質作用機序の解明
構造生物学の立場から見て重要なタンパク質、
その集合体
（超分子）
の立
体構造を決定します。
生命を支える様々な機構を分子レベルで理解するた
めには、
そこで働くタンパク質を中心とした分子の立体構造の知識が重要
な役割を果たすからです。
更に、
例えばリガンドが結合してタンパク質の状
態が変化した時に起こる構造変化を追跡することによって、
作用機序の直
接の理解することも目指します。
当研究室ではそのためにＸ線結晶回折法を用います。
実際には、
まず標的
分子が規則正しく並んだ結晶を作ります。
次にその結晶にＸ線をあてて回
折模様を記録します。
最後に回折模様をコンピューターで解析して立体構
造を決定します。
現在、
以下の分子の構造解析を行っています。
●F1-ATPase、
ATP 合成酵素
●細菌転写因子群
●ヒト転写因子群
●耐塩性グルタミナーゼ
これらの標的タンパク質は、
それぞれが興味深い固有の作動機構を持っ

4LJOHUPZTVYPLU[LKWYV[LPUZ[Y\J[\YL
KL[LYTPUH[PVUI`?YH`KPMMYHJ[PVU
>LHYL^VYRPUNVUWYV[LPUZ[Y\J[\YLKL[LYTPUH[PVU\ZPUN?YH`KPMMYHJ[PVU
[LJOUPX\LZPUVYKLY[V\UKLYZ[HUK[OL^VYRPUNTLJOHUPZTVM[OLWYV[LPUZ
[OH[HYLIYVHKPUIPVSVNPJHSM\UJ[PVUZWLJ[Y\TI\[HYLLHJO^P[O[OL\UPX\L
HUKPU[LYLZ[PUNHJ[PVUTLJOHUPZT;OLWYV[LPUZ\UKLYJ\YYLU[PU]LZ[PNH[PVU
PUJS\KL![OLZ\IJVTWSL_LZVM-(;7HZL(;7Z`U[OHZLIHJ[LYPHS[YHU
ZJYPW[PVUMHJ[VYZO\THU[YHUZJYPW[PVUMHJ[VYZHUKZHS[[VSLYHU[NS\[HTPUHZL
:VTLVM[OVZL[HYNL[ZOH]LL_OPIP[LKL_[YLTLKPMMPJ\S[PLZ
;V\UKLYZ[HUK[OL\UPX\LYV[H[PVUHSJH[HS`ZPZTLJOHUPZTVM(;7Z`U
[OHZL^LOH]LILLUL_[LUKPUN[OLZ[Y\J[\YHSZ[\K`MYVT[OL˷˸Z\I
HZZLTIS`[V\WWLYZ\IHZZLTISPLZ;OL˷˸˹˻Z\IJVTWSL_OHZWYV
]PKLKH\UPX\LVWWVY[\UP[`[VSVVRH[-Z[Y\J[\YL^P[OH\UPX\LU\JSLV[PKL
VJJ\WHUJ`PLU\JSLV[PKLIV\UK[VHZPUNSLJH[HS`[PJ˸˺̊̃˿̉Z\I\UP[
(SZV^LOH]LUV^NV[(;7Z`U[OHZLJY`Z[HSZ7Oa9WYV[LPUH7HLY\NP
UVZH[YHUZJYPW[PVUHSMHJ[VYHUK,JVSP@TJ)WYV[LPUHYL\UKLYPU]LZ[PNH[PVU
\ZPUN[OL4(+HWWYVHJO9LJLU[S`[OLZ[Y\J[\YLVM[OLZHS[[VSLYHU[NS\[HTP
UHZLOH]LILLUZVS]LK\UKLYHU\TILYVMKPMMLYLU[JVUKP[PVUZNP]PUNHU
HJJV\U[VMOV^[OL\UPX\LZHS[[VSLYHUJ`PZYLHSPaLKPU[OLWYV[LPU

ています。
またこれらの中には解析が非常に困難であった巨大 分子
F1-ATPase、
膜巨大酵素 ATP 合成酵素などが含まれています。
@VZOPT\UL2:OPYHRPOHYH @ >HRH`HTH4 HUK @\TV[V0 
*Y`Z[HSZ[Y\J[\YLVMZHS[[VSLYHU[NS\[HTPUHZLMYVT4PJYVJVJJ\ZS\[L\Z
2 PU [OL WYLZLUJL HUK HIZLUJL VM P[Z WYVK\J[ 3NS\[HTH[L HUK P[Z
HJ[P]H[VY;YPZ-,):1
0[V\ />H[HUHIL 5@HV 4:OPYHRPOHYH @ HUK ;HUHRH 0 
*Y`Z[HSZ[Y\J[\YLZVM[OLT\S[PKY\NIPUKPUNYLWYLZZVY*VY`ULIHJ[LYP\T
NS\[HTPJ\T *NT9 PU JVTWSL_ ^P[O PUK\JLYZ HUK ^P[O HU VWLYH[VY 1
4VS)PVS
4\YHRHTP2:[L^HY[ 4 5VaH^H 2 ;VTPP 22\KV\ 50NHYHZOP 5
:OPYHRPOHYH @ >HRH[Z\RP : @HZ\UHNH ; HUK >HRHIH`HZOP ;
:[Y\J[\YHSIHZPZMVY[YVWVT`VZPUV]LYSHWPU[OPUHJ[PUMPSHTLU[Z
HUK [OL NLULYH[PVU VM H TVSLJ\SHY Z^P]LS I` [YVWVUPU; 7YVJ 5H[S
(JHK:JP
@VZOPT\UL2:OPYHRPOHYH@:OPYH[VYP(>HRH`HTH4*OHU[H^HU
UHR\S 7 HUK 4VYPN\JOP4  *Y`Z[HS Z[Y\J[\YL VM H THQVY MYHN
TLU[ VM [OL ZHS[[VSLYHU[ NS\[HTPUHZL MYVT 4PJYVJVJJ\Z S\[L\Z 2
)PV*OLT)PVWO`Z9LZ*VTT\U¶
:OPYVPZOP4 2\YVRP2 ;Z\TV[V 2 @VRV[H( :HZHRP; (THUV2
: O P T V Q P T H  ; : O P Y H R P O H Y H  @ 9 H Z \ I H S H 3  7 ( U [ V U ] H U K L Y
4LY^L2\THNHP0 2VOKH+ HUK 4HLUHRH2  ,U[YVWPJHSS`
KYP]LU4/*JSHZZ0YLJVNUP[PVUI`O\THUPUOPIP[VY`YLJLW[VY3L\RVJ`[L
0NSPRLYLJLW[VY)3039)03;*+Q14VS)PVS

˸サブユニットは黄色、
˷オレンジ、
˹青、
˻
図 ― F1-ATPase ˷3˸3˹˻複合体の三次元構造。
赤で示す。
新規の、
ヌクレオチド結合状態と˻サブユニットのコンホメーション、
が特徴。
-PN\YL(ZJOLTH[PJYLWYLZLU[H[PVUVMZ[Y\J[\YLVMαβγεJVTWSL_VM-(;7HZLβZ\I\UP[Z
HYLZOV^UPU`LSSV^αZ\I\UP[ZYLKγJ`HUHUKεTHNLU[H;OLZ[Y\J[\YLZOV^ZHUV]LSU\JSL
V[PKLVJJ\WHUJ`HUKHUV]LSJVUMVYTH[PVUVM[OLεZ\I\UP[
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神経回路形成の分子・細胞メカニズム
私達の行動や思考は脳神経系において神経細胞が精妙な情報伝達回路
を形成する事によって成り立っています。
当研究室では神経回路の形成機
構を、
比較的単純な神経系を持ちながら多様な学習・記憶及び行動様式が
知られているショウジョウバエを用いて研究しています。
分子遺伝学の手
法と共焦点顕微鏡や電子顕微鏡による形態解析法を駆使し、
以下の課題に
取り組んでいます。
●シナプス形成：シナプス結合の標的特異性やシナプス伝達の強度を制御
している細胞表層蛋白質を遺伝子の異所発現実験により同定し、
詳細な
機能解析を行っています。
●神経層形成：局所神経回路形成の基盤となる神経層の形成機構を、
ショウ
ジョウバエの学習・記憶中枢であるキノコ体を用いて解析しています。
●神経細胞内シグナル伝達：複眼視細胞をモデル系として用い、
細胞内シグ
ナル伝達分子の細胞内配置や機能発現の遺伝子機構を解析しています。

4VSLJ\SHYHUKJLSS\SHYTLJOHUPZTZMVY
UL\YHSUL[^VYRMVYTH[PVU
7YLJPZLJVUULJ[P]P[`PUUL\YHSUL[^VYRZPZ[OLIHZPZMVYV\YILOH]PVYHUK
[OV\NO[>LHYLZ[\K`PUNNLUL[PJHUKJLSS\SHYTLJOHUPZTZ\UKLYS`PUNUL\YHS
JVUULJ[P]P[`PU+YVZVWOPSHTLSHUVNHZ[LY^OPJOZOV^Z]HYPL[`VMSLHYUPUN
TLTVY`VYV[OLYILOH]PVYZ^P[OHYLSH[P]LS`ZPTWSLULY]V\ZZ`Z[LT)`JVT
IPUH[PVUVMTVSLJ\SHYNLUL[PJZHUKOPNOYLZVS\[PVUPTHNPUNHUHS`ZPZ^LHYL
[HJRSPUNMVSSV^PUNPZZ\LZ
● :`UHWZLMVYTH[PVU!>LOH]LPKLU[PMPLKJLSSZ\YMHJLWYV[LPUZPU]VS]LKPU[OL
LZ[HISPZOTLU[VMZWLJPMPJZ`UHW[PJJVUULJ[P]P[`I`LJ[VWPJNLULL_WYLZ
ZPVUZJYLLUPUN;OLPYTVSLJ\SHYM\UJ[PVUZHYLJ\YYLU[S`Z[\KPLKPUKL[HPS
● 5L\YHSSHTPUHMVYTH[PVU!3HTPUHYZ[Y\J[\YLZHYLPTWVY[HU[MVY[OLLZ[HI
SPZOTLU[VMSVJHSUL\YVUHSJPYJ\P[Z>LHYLZ[\K`PUNNLULYLN\SH[VY`TLJO
HUPZTMVYSHTPUHMVYTH[PVUPUT\ZOYVVTIVKPLZHSLHYUPUNHUKTLTVY`
JLU[LY
● 0U[YHJLSS\SHYZPNUHS[YHUZK\J[PVU!<ZPUNWOV[VYLJLW[VYUL\YVUZPU[OLJVT
WV\UKL`L^LHYLZ[\K`PUNNLUL[PJTLJOHUPZTZMVY[OL[VWVSVNPJHSHUK
M\UJ[PVUHSYLN\SH[PVUVM[OLJVTWVULU[ZVMPU[YHJLSS\SHYZPNUHSPUNWH[O^H`Z

:\a\RP,4HZHP0HUK0UV\L/7OVZWOVPUVZP[PKLTL[HIVSPZT
PU+YVZVWOPSHWOV[V[YHUZK\J[PVU!(JVMMLLIYLHRKPZJ\ZZPVUSLHKZ[V
`LHYZVMOPZ[VY`15L\YVNLU
@HZ\UHNH 2 2HUHTVYP ; 4VYPRH^H 9 :\a\RP , HUK ,TV[V 2
+LUKYP[LYLZOHWPUNVMHK\S[+YVZVWOPSHZLUZVY`UL\YVUZYLX\PYLZ
TH[YP_ TL[HSSVWYV[LPUHZLTLKPH[LK TVKPMPJH[PVU VM [OL IHZLTLU[ TLT
IYHULZ+L]*LSS
2\Y\Z\44HY\`HTH @ (KHJOP@6RHIL4:\a\RP,HUK-\Y\
R\IV;VR\UHNH 2   ( JVUZLY]LK U\JSLHY YLJLW[VY ;HPSSLZZ PZ
YLX\PYLK MVY LMMPJPLU[ WYVSPMLYH[PVU HUK WYVSVUNLK THPU[LUHUJL VM T\ZO

図 ― ショウジョウバエ神経系の特異抗体による染色像。
左図：幼虫の脳。
キノコ体( 緑 )と視
覚葉(赤)が発達している。
右図：運動神経終末(緑)。
挿入図：シナプスの電子顕微鏡写真。
-PN\YL+YVZVWOPSHULY]V\ZZ`Z[LTZ[HPULK^P[OZWLJPMPJHU[PIVKPLZ3LM[WHULS!3HY]HSIYHPU
4\ZOYVVTIVKPLZNYLLUHUKVW[PJSVILZYLKHYLOPNOSPNO[LK9PNO[WHULS!4V[VUL\YVU[LYTPUHS
NYLLU0UZL[!,SLJ[YVUTPJYVNYHWOVMHZ`UHWZL

YVVTIVK`WYVNLUP[VYZPU[OL+YVZVWOPSHIYHPU+L])PVS
2\Y\Z\4*VYKPUN ( ;HUPN\JOP44LUVU2:\a\RP,HUKAPUU
2  ( ZJYLLU VM JLSSZ\YMHJL TVSLJ\SLZ PKLU[PMPLZ SL\JPULYPJO
YLWLH[ WYV[LPUZ HZ RL` TLKPH[VYZ VM Z`UHW[PJ [HYNL[ ZLSLJ[PVU 5L\YVU
   
2\Y\Z\4HUKAPUU29LJLW[VY[`YVZPULWOVZWOH[HZLZYLN\
SH[L IPY[O VYKLYKLWLUKLU[ H_VUHS MHZJPJ\SH[PVU HUK TPKSPUL YLW\SZPVU
K\YPUNKL]LSVWTLU[VM[OL+YVZVWOPSHT\ZOYVVTIVK`4VS*LSS5L\
YVZJP
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生命情報研究センター

Center for Information Biology

遺伝情報分析研究室 Laboratory for DNA Data Analysis

五條堀研究室

Gojobori Group

O[[W!UPNO[UPNHJQWSHIZ+UH+H[H

五條堀
教授

孝

理博

.616)690;HRHZOP
+:J7YVMLZZVY

池尾一穂

野澤昌文

02,62Ha\OV
+:J(ZZVJPH[L7YVMLZZVY

56A(>(4HZHM\TP
+:J(ZZPZ[HU[7YVMLZZVY

准教授

理博

助教

博士
（理学）

ゲノム配列と遺伝子発現からみた分子進化学
本研究室では、
生物が新規の形質や特性を獲得するための分子基盤とその
進化過程の解明を目指して、
細菌やウイルス、
動物を材料としてゲノム配列
や遺伝子発現情報の比較解析を行っています。
近年は特に
（１）
次世代シー
ケンサーから得られた配列情報の解析および解析技法の開発、
（２）
中枢神
経系や感覚器の進化に伴う遺伝子発現変化の解明を中心に、
以下の研究を
進めております。
●蛋白質の翻訳開始機構の比較ゲノム解析
●次世代シーケンサーを用いたウニ幼生神経系の遺伝子発現解析
●渦鞭毛藻ワルノビアのもつオセルス型眼点の進化的起源
●刺胞動物における眼の進化̶眼形成関連遺伝子の比較発現解析
●メタゲノム解析による赤潮の海洋生態遺伝研究
●全ゲノム重複によるゲノムや生物の進化
●生物情報学的手法を用いた候補種分化遺伝子の同定
●ショウジョウバエにおけるmicroRNAとその標的遺伝子の共進化
●感覚器形成に関わる遺伝子ネットワークの進化
●セルイノベーションとその情報プラットホームの構築
●次世代ペタコン
「京」
を利用した比較ゲノム解析

:[\K`MVYTVSLJ\SHYL]VS\[PVU\ZPUNNLUVTPJ
ZLX\LUJLHUKNLULL_WYLZZPVUWYVMPSL
>LZ[\K`[OLL]VS\[PVUHY`WYVJLZZMVYHJX\PZP[PVUVMUV]LSMLH[\YLZI`JVT
WHYH[P]LNLUVTPJZHUKTVSLJ\SHYL]VS\[PVUHY`HWWYVHJOLZ\ZPUN]PY\ZIHJ
[LYPHHUKOPNOLYHUPTHSZ9LJLU[S`^LMVJ\ZTVYL\WVU(UHS`ZPZVMKH[H
VI[HPULKMYVT5L_[NLULYH[PVUZLX\LUJLYHUKP[ZYLSH[LKHUHS`[PJ[VVSKL]LS
VWTLU[ZHUK,]VS\[PVUHY`K`UHTPJZVMNLULL_WYLZZPVUWYVMPSLZ\UKLYS`
PUN[OLL]VS\[PVUVMJLU[YHSULY]V\ZZ`Z[LTHUKZLUZVY`VYNHUZ*\YYLU[S`
VUNVPUNZ[\KPLZHYLHZMVSSV^Z!
● +`UHTPJL]VS\[PVUVM[YHUZSH[PVUPUP[PH[PVUTLJOHUPZTZ
● .LULL_WYLZZPVUWYVMPSLPUZLH\YJOPUULY]V\ZZ`Z[LT
● :LHYJOMVY[OLL]VS\[PVUHY`VYPNPUVMWYV[VaVHUSLUZL`L
● ,]VS\[PVUVMQLSS`MPZOL`L¶*VTWHYH[P]LNLULL_WYLZZPVUHUHS`ZPZ
● 4HYPULLJVSVNPJHSNLUL[PJZVMYLK[PKLI`TL[HNLUVTPJHWWYVHJO
● ,]VS\[PVUVMNLUVTLZHUKVYNHUPZTZ[OYV\NO^OVSLNLUVTLK\WSPJH[PVUZ
● 0KLU[PMPJH[PVUVMJHUKPKH[LZWLJPH[PVUNLULZI`\ZPUNIPVPUMVYTH[PJ
HWWYVHJO
● ;LZ[PUN [OLJVL]VS\[PVUIL[^LLUTPJYV95(ZHUK[OLPY[HYNL[NLULZPU
+YVZVWOPSHZWLJPLZ
● *VUZ[Y\J[PVUVMIPVWSH[MVYTMVY[OLJLSSPUUV]H[PVUWYVQLJ[
● *VTWHYH[P]LNLUVTLHUHS`ZPZVU[OL 2JVTW\[LY
● *VTWHYH[P]LNLUVTLHUHS`ZPZ\ZPUN[OL5L_[.LULYH[PVU:LX\LUJLYZ

●新型シークエンサーによる比較ゲノム解析
;HUP`H ; ;HUHRH: @HTHN\JOP2HIH[H @0THUPZOP ;.VQVIVYP ;
 ( WYPVYP[PaH[PVU HUHS`ZPZ VM KPZLHZL HZZVJPH[PVU I` KH[HTPUPUN
VMM\UJ[PVUHSHUUV[H[PVUVMO\THUNLULZ.LUVTPJZ  
>HUN*2Ha\RP@6ZOPT\YH40RLV2.VQVIVYP;.LUL
KVZHNL PTIHSHUJL VM O\THU JOYVTVZVTL  PU TV\ZL LTIY`VUPJ
Z[LTJLSSZKPMMLYLU[PH[PUN[VUL\YVUZ.,5, 
/^HUN 1 : ;HRHR\ @4VTVZL; (KHTJa`R7 kaILR :0RLV
22OHS[\YPU2/LTTYPJO.)VZJO;*/VSZ[LPU;>+H]PK*
5 .VQVIVYP ;  5LTH[VNHSLJ[PU H ULTH[VJ`Z[ WYV[LPU ^P[O
.S`?@ HUKNHSLJ[PUKVTHPUZKLTVUZ[YH[LZULTH[VJ`[LZWLJPMPJ HS[LY
UH[P]LZWSPJPUNPU/`KYH7YVJ5H[S(JHK:JP<:( 

図 ― 2種の刺胞動物
（クラゲ）
におけるpaxB
（緑色）
および six1/2
（赤色）
遺伝子の発現を示
した。
（左）
ミズクラゲ、
（右）
エダアシクラゲ
（共にメデューサ期）
、
Ocelli: 眼
（眼点）
。
刺胞動物には様々なタイプの眼がみられる。
ミズクラゲはレンズのないカップ型の眼、
エダ
アシクラゲはレンズを伴う眼をもち、
眼の多様化を研究する良いモデルとなる。
pax6
（ paxB）
は動物全般において眼の形成を司るマスター遺伝子であると考えられているが、
刺胞動物に
おいてはsix1/2 がより眼の近傍に発現しており、
眼形成において重要な役割を果たしている
可能性が考えられる。
-PN\YL,_WYLZZPVUVML`LWH[[LYUPUNNLULZWH_)NYLLUHUKZP_YLKPU[^VZWLJPLZVMQLS
S`MPZO>OPSL WH_WH_)PUQLSS`MPZOPZ^LSSRUV^UHZHTHZ[LYJVU[YVSNLULMVYL`LMVYTH[PVU
ZP_PZHSZVL_WYLZZLKPU[OLHYLHHKQHJLU[[VVJLSS\ZHUKWVZZPIS`[HRLZHTHQVYYVSLPUQLSS`
MPZOLZ
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5HRHNH^H:5PPT\YH@4P\YH2.VQVIVYP;+`UHTPJL]V
S\[PVU VM [YHUZSH[PVU PUP[PH[PVU TLJOHUPZTZ PU WYVRHY`V[LZ 7YVJ 5H[S
(JHK:JP<:(
*OHWTHU 1 ( ¯ /H`HRH^H : /PYVZL 4 /^HUN 1: 0RLV 2
5PZOPTP`H-\QPZH^H*6N\YH(.VQVIVYP;-\QPZH^H;:[LLSL9,
L[HS;OL+`UHTPJ.LUVTLVM/`KYH5H[\YL  
/VYPL 4 /VUKH ; :\a\RP @ 2VIH`HZOP @ +HP[V ; 6ZOPKH ;
0R\[H 2 1LYU 7 .VQVIVYP ; *VMMPU 1 4 ;VTVUHNH 2 
,UKVNLUV\Z UVUYL[YV]PYHS 95( ]PY\Z LSLTLU[Z PU THTTHSPHU NLUVT
LZ0KLU[PMPJH[PVU VM LUKVNLUV\Z UVUYL[YV]PYHS 95( ]PY\Z LSLTLU[Z PU
THTTHSPHUNLUVTLZ5H[\YL

生命情報研究センター

Center for Information Biology

大量遺伝情報研究室 Genome Informatics Laboratory

中村研究室

Nakamura Group

O[[W!JOHYSLZNLULZUPNHJQW

中村保一
教授

博士
（理）

5(2(4<9(@HZ\RHa\
+:J7YVMLZZVY

神沼英里

助教

博士
（工）

2(405<4(,SP
+,UN(ZZPZ[HU[7YVMLZZVY

生物研究の基盤データベースとしての DDBJ 事業の推進
高速かつ大量に決定される塩基配列情報は、
生物学のあらゆる分野で活用
される情報基盤です。
しかし情報の爆発的な大容量化により、
データベース
からの実験生物学者への情報提供は難しくなり、
配列注釈不足や特徴情報
の記載誤りも問題となっています。 中村研究室は、
日本DNAデータバン
ク (DDBJ) 業務担当研究室として、
デー タベース運用の高度化と配列注
釈の質向上に取組みます。
●次世代シークエンサ(NGS)の大量データ配列解析
大量配列データの効率的処理を目的としたNGS配列解析手法の研究。
遺伝研の計算機資源を利用した NGS自動配列解析システム
「DDBJ
Read Annotation Pipeline」
を構築中。
●クラウド型データ解析・登録支援システム
実験生物学者がデータをDDBJにアップロードすると、
配列解析や登録
を自動処理するクラウド型解析システムの構築。
●ゲノム配列注釈の評価尺度研究
ゲノム配列の構造・機能の注釈データの統計的評価手法を確立する事で、
アノテーション・キュレーション処理の効率化を目指す。

7YVTV[PVUVM++)1HZHUPUMYHZ[Y\J[\YL
KH[HIHZLMVYSPMLZJPLUJL
7YLJPZLJVUULJ[P]P[`PUUL\YHSUL[^VYRZPZ[OLIHZPZMVYV\YILOH]PVYHUK
[OV\NO[>LHYLZ[\K`PUNNLUL[PJHUKJLSS\SHYTLJOHUPZTZ\UKLYS`PUNUL\YHS
JVUULJ[P]P[`PU+YVZVWOPSHTLSHUVNHZ[LY^OPJOZOV^Z]HYPL[`VMSLHYUPUN
TLTVY`VYV[OLYILOH]PVYZ^P[OHYLSH[P]LS`ZPTWSLULY]V\ZZ`Z[LT)`JVT
IPUH[PVUVMTVSLJ\SHYNLUL[PJZHUKOPNOYLZVS\[PVUPTHNPUNHUHS`ZPZ^LHYL
[HJRSPUNMVSSV^PUNPZZ\LZ<S[YHOPNO[OYV\NOW\[ZLX\LUJPUN[LJOUVSVNPLZHSSV^
IPVSVNPZ[Z[VVI[HPUSHYNLYHTV\U[ZVMU\JSLV[PKLZLX\LUJLKH[H9LSPHISL
KH[HIHZLVWLYH[PVUHUKOPNOX\HSP[`HUUV[H[PVUZ\WWS`HYLLZZLU[PHS(Z[OL
JVYLWHY[VM+5(+H[H)HURVM1HWHU++)15HRHT\YHSHIVYH[VY`
H[[LTW[Z[VKL]LSVWHK]HUJLKKH[HIHZLTHUHNLTLU[Z`Z[LTZHUK[V
PTWYV]LX\HSP[`VM[OLJVU[LU[VM++)1
● (\[VTH[PJHUHS`ZPZVMUL_[NLULYH[PVUZLX\LUJPUNKH[H
;VLZ[HISPZOH\[VTH[PJHUHS`ZPZVM5.:KH[HPZZPNUPMPJHU[MVYLMMPJPLU[WYV
JLZZPUNVMSHYNLHTV\U[VMZLX\LUJLZ>LHYLJVUZ[Y\J[PUNHUH\[VTH[PJ
HUHS`[PJHSZ`Z[LT ++)19LHK(UUV[H[PVU7PWLSPUL I`\ZPUN50.Z\WLY
JVTW\[LYZ
● *SV\KJVTW\[PUNIHZLKKH[HHUHS`ZPZHUKYLNPZ[YH[PVUZ\WWVY[Z`Z[LT
(JSV\KJVTW\[PUNIHZLKWSH[MVYT[V^HYKZH\[VTH[PJKH[HHUHS`ZPZHUK
++)1ZLX\LUJLYLNPZ[YH[PVUOHZILLUPU]LZ[PNH[LK[VZ\WWVY[TVSLJ\SHY
IPVSVNPZ[Z^P[OV\[IPVPUMVYTH[PJZ[LJOUPX\L
● ,]HS\H[PVUTLHZ\YLZVMNLUVTPJHUUV[H[PVUZ
4HU\HSHUUV[H[PVUZHUKJ\YH[PVUZVMNLUVTPJZLX\LUJLPZ[PTLJVUZ\T
PUN:[Y\J[\YHSHUKM\UJ[PVUHSHUUV[H[PVUZI`H\[VTH[PJHUKTHU\HSWYV
JLZZPUNHYLL]HS\H[LKI`\ZPUNWYVWVZLKZ[H[PZ[PJHSTL[OVKZ

2VKHTH @4HZOPTH12HTPU\TH,.VQVIVYP ;6NHZH^HYH6
;HRHNP;6R\IV2HUK5HRHT\YH@;OL+5(+H[H)HURVM1HWHU
SH\UJOLZ H UL^ YLZV\YJL [OL ++)1 6TPJZ (YJOP]L VM M\UJ[PVUHS
NLUVTPJZ L_WLYPTLU[Z 5\JSLPJ (JPKZ 9LZLHYJO! +H[HIHZL PZZ\L!
+
*VJOYHUL.2HYZJO4PaYHJOP0HUK5HRHT\YH@"6UILOHSMVM[OL
0U[LYUH[PVUHS 5\JSLV[PKL :LX\LUJL +H[HIHZL *VSSHIVYH[PVU 
;OL 0U[LY UH [PVUHS 5\JSLV[PKL :LX\LUJL +H [HIHZL *VSSHIVYH [PVU
5\JSLPJ(JPKZ9LZ +H[HIHZLPZZ\L+
2HTPU\TH , 2VZ\NL ; 2VKHTH @ (VUV / 4HZOPTH 1 .VQV
IVYP ; :\NH^HYH / 6NHZH^HYH 6 ;HRHNP ; 6R\IV 2 HUK
5HRHT\YH @  ++)1 WYVNYLZZ YLWVY[ 5\JSLPJ (JPKZ 9LZ  
+H[HIHZLPZZ\L+

図 ― NGS自動配列解析システム
「DDBJ Read Annotation Pipeline」
のreference mappingのツール選択画面
-PN\YL(ZJYLLUZOV[VMYLMLYLUJLTHWWPUN[VVSZVUH5.:H\[VTH[PJHUHS`[PJHSZ`Z[LT

0UHNHRP : 4P\YH2HTPV ( 5HRHT\YH @ 3\ - *\P ? *HV ?
2PT\YH/:HaL/HUK2HR\[HUP;(\[VJH[HS`[PJKPMMLYLU[PH
[PVUVMLWPNLUL[PJTVKPMPJH[PVUZ^P[OPU[OL(YHIPKVWZPZNLUVTL,4)6
1"  
5HRHV 4 6RHTV[V : 2VOHYH 4 -\QPZOPYV ; -\QPZH^H ; :H[V
: ;HIH[H : 2HULRV ; HUK 5HRHT\YH @  *`HUV)HZL! [OL
J`HUVIHJ[LYPH NLUVTLKH[HIHZL\WKH[L 5\JSLPJ (JPKZ9LZ 
+H[HIHZLPZZ\L+ 
2HTPU\TH,4HZOPTH12VKHTH @.VQVIVYP ;6NHZH^HYH6
6R\IV2;HRHNP;HUK5HRHT\YH@++)1SH\UJOLZHUL^
HYJOP]L KH[HIHZL ^P[O HUHS`[PJHS [VVSZ MVY UL_[NLULYH[PVU ZLX\LUJL
KH[H5\JSLPJ(JPKZ9LZ+H[HIHZLPZZ\L+
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生命情報研究センター

データベース運用開発研究室

Center for Information Biology
Laboratory for Research and Development
of Biological Databases

高木研究室

Takagi Group

O[[W!^^^UPNHJQWZLJ[PVU[[[[QO[TS

高木利久
教授

博士
（理）

;(2(.0;VZOPOPZH
+:J7YVMLZZVY

並列分散処理技術のゲノム情報処理への適用研究
遺伝研スーパーコンピュータシステムを利用したゲノム情報処理への
並列分散コンピューティング技術、
広域分散処理技術の適用研究を行って
います。
●並列分散処理技術のゲノム情報処理への適用研究
急激に容量が増大する各種遺伝子情報解析データを処理する為の技術
として、
ビッグデータをハンドリングする為の各種並列分散処理技術
(Hadoop、
分散 KeyValueStore 等 )の適用研究を行っています。
また、
従来大型計算機で処理していた各種大規模DBデータを、
データ量の増
大に対応が容易なコストパフォーマンスの高いクラスタ型並列計算機上
で高速処理する為の研究を行っています。
●現広域分散コンピューティング技術のゲノムデータ共有環境への
適用研究
次世代シーケンサー登場以降の解析データの加速度的増大により、
DDBJ
が外部研究機関と交換しなければならないゲノムデータ容量は加速度

(WWSPJH[PVUZ[\K`VMWHYHSSLSKPZ[YPI\[LKJVT
W\[PUN[LJOUVSVN`[VNLUVTLKH[HWYVJLZZPUN
>LOH]LILLUJVUK\J[PUNHWWSPJH[PVUZ[\K`VMWHYHSSLSKPZ[YPI\[LKJVT
W\[PUN[LJOUVSVN`HUK^PKLHYLHKPZ[YPI\[LKJVTW\[PUN[LJOUVSVN`[V
NLUVTLKH[HWYVJLZZPUN
● (WWSPJH[PVUZ[\K`VMWHYHSSLSKPZ[YPI\[LKJVTW\[PUN[VNLUVTLKH[HWYV
JLZZPUN
>LJVUK\J[MLHZPIPSP[`Z[\K`MVYHWWS`PUNUL^WHYHSSLSKPZ[YPI\[LKJVTW\[
PUN[LJOUVSVN`Z\JOHZ/HKVVWHUKKPZ[YPI\[LKRL`]HS\LZ[VYL[V
NLUVTLKH[HWYVJLZZPUN>LJVUK\J[YLZLHYJO[VOHUKSLSHYNLNLUVTL
KH[HPUWHYHSSLSJS\Z[LYJVTW\[LY^OPJOOHZLSHZ[PJP[`MVYYHWPKKH[HNYV^[O
PUIPVPUMVYTH[PJZ
● (WWSPJH[PVUZ[\K`VM^PKLHYLHKPZ[YPI\[LKJVTW\[PUN[LJOUVSVN`[VSHYNL
NLUVTLKH[HL_JOHUNLZLY]PJL
0U[OL5.:LYH^LOH]LILLUMHJPUN[OLKPMMPJ\S[`[VL_JOHUNLYLWVZP[
HUKZOHYLHSHYNLHTV\U[VMKH[HHTVUNL_[LYUHSYLZLHYJOLYZ;VV]LY
JVTL[OPZKPMMPJ\S[`^LOH]LILLUJVUK\J[PUNHWWSPJH[PVUZ[\K`VMJ\YYLU[
NYPKJVTW\[PUN[LJOUVSVN`HUKJSV\KJVTW\[PUN[LJOUVSVN`[V[OLSHYNL
NLUVTLKH[HWYVJLZZPUNPU50.Z\WLYJVTW\[PUNLU]PYVUTLU[

的に増加し、
公開、
交換、
共有が次第に困難になってきています。
これらの
困難を克服し、
今後の国内、
海外研究機関との広域分散環境下でのデー
タ交換、
共有の必要性に対応する為に、
グリッドコンピューティング分野、
クラウドコンピューティング分野の各種技術の遺伝研スーパーコンピュー
タシステムへの適用研究を行っています。

図 ― Hadoopを利用した分散データ処理のテスト
-PN\YL+H[HWYVJLZZPUN[LZ[Z\ZPUN/HKVVWKPZ[YPI\[LKLU]PYVUTLU[
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2HTPU\TH , 2VZ\NL ; 2VKHTH @ (VUV / 4HZOPTH 1 .VQV
IVYP ;  :\NH^HYH / 6NHZH^HYH 6 ;HRHNP ; 6R\IV 2 HUK
5HRHT\YH @   ++)1 WYVNYLZZ YLWVY[ 5\JS (JPKZ 9LZ  
Z\WWS!++
2VKHTH @4HZOPTH12HTPU\TH,.VQVIVYP ;6NHZH^HYH6
;HRHNP;6R\IV2HUK5HRHT\YH@;OL+5(+H[H)HURVM
1HWHUSH\UJOLZHUL^YLZV\YJL[OL++)16TPJZ(YJOP]LVMM\UJ[PVUHS
NLUVTPJZ L_WLYPTLU[Z 5\JS (JPKZ 9LZ ! ++" KVP! 
UHYNRY 

生命情報研究センター

Center for Information Biology

遺伝子発現解析研究室 Laboratory for Gene-Expression Analysis

大久保研究室

Okubo Group

O[[W!^^^UPNHJQWZLJ[PVUVR\IVVR\IVQO[TS

大久保公策

小笠原

62<)62V\ZHR\
+4LK7YVMLZZVY

6.(:(>(9(6ZHT\
+:J(ZZPZ[HU[7YVMLZZVY
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ゲノムワイドな測定からの知識発見
1. データおよび知識の統合に関する研究
今世紀の科学は生命科学に限らず複雑な現象のデジタル観測に始まる
発見科学です。
デジタル化された膨大な文献も一種のデータです。
デー
タの多角的組み合わせによる発見のためにはデータを自在に組み合わ
せる統合が必要になります。
データ統合は研究室を超えて行われるため、
統合には意味上、
形式上、
社会制度上の課題が存在します。
DDBJおよび
統合データベースセンターの運営に参加しながら、
実際の統合に際して
生じる問題に側面を限定せずに取り組み、
その解決法や再利用可能な資
源を作っています。
２．
遺伝子発現の進化モデルの構築
遺伝子発現の進化は形態進化と分子進化をつなぐための１つの鍵と考
えられています。
ゲノムワイドな発現プロファイルの測定法の普及によ
り、
その進化的変化の研究が盛んとなりましたが観測結果の解釈につい
てはまちまちでした。
その理由は遺伝子発現進化の明確なモデルが存在
せず、
配列の分子進化のアナロジーを用いて解釈が行われていためと考
えられます。
そこで我々はこれまでの観察を統一的に説明する遺伝子発

2UV^SLKNLKPZJV]LY`[OYV\NO
NLUVTL^PKLTLHZ\YLTLU[Z
:OHYPUNHUK0U[LNYH[PVUVM+H[HHUK2UV^SLKNLPU3PML:JPLUJL
:JPLUJLVMJLU[\Y`PZHKPZJV]LY`MYVTKPNP[HSVIZLY]H[VY`KH[HVMJVT
WSL_WOLUVTLUH+PNP[HSSP[LYH[\YLPZHSZVVULVMZ\JOKH[H-VY[OLMHPY
JVTWL[P[PVUVMUL^RUV^SLKNLMYVTZ\JOKH[HKH[HPU[LNYH[PVUPZPUL]P[H
ISL-VYKH[HPU[LNYH[PVU^LOH]L[VV]LYJVTLZLTHU[PJZ`U[HJ[PJHUK
WYHNTH[PJWYVISLTZPUZJPLUJLKH[H)LPUN0U]VS]LKPUKH[HZOHYPUNJLU[LY
MVY+5(ZLX\LUJL++)1HUKMVYSP[LYH[\YLHUKVIZLY]H[VY`KH[H
+)*3:^LLUNPULLY[LJOUVSVNPLZHUKYLZV\YJLZ^OPJOPZULJLZZHY`MVY
ZOHYPUNHUKPU[LNYH[PVUVMRUV^SLKNLHUKKH[H
;OLVYL[PJHSZ[\KPLZVMNLULL_WYLZZPVUL]VS\[PVU
.LULL_WYLZZPVUL]VS\[PVUOHZSVUNILLUO`WV[OLZPaLK[VZLY]LHZH
IYPKNLMYVTTVSLJ\SHY[VWOLUV[`WPJL]VS\[PVU;OLHK]LU[VMNLUVTL
^PKLNLULL_WYLZZPVUWYVMPSPUN[LJOUPX\LZOH]LWYVTW[LK[OLZ[\KPLZVM
[OPZMPLSKI\[ZVTLJVUMSPJ[ZOH]LHYPZLUPU[OLPU[LYWYL[H[PVUVM[OLVIZLY
]H[PVUZ;OVZLHYLJH\ZLKI`[OLSHJRVMKLMPUP[L[OLVYL[PJHSTVKLSZHUK
PUZ[LHK[OL\ZLVMPUHKLX\H[LHUHSVNPLZVMTVSLJ\SHYL]VS\[PVU;OLYLMVYL
^LHYLJVUZ[Y\J[PUNH[OLVYL[PJHSTVKLSVMNLULL_WYLZZPVUL]VS\[PVU
^OPJOWYV]PKLZJVUZPZ[LU[L_WSHUH[PVUZVM[OLWH[[LYUPU[OLVIZLY]H[PVUZ

現進化のモデルの構築を行っています。

;OL +5( +H[H )HUR VM 1HWHU SH\UJOLZ H UL^ YLZV\YJL [OL ++)1
6TPJZ(YJOP]LVMM\UJ[PVUHSNLUVTPJZL_WLYPTLU[Z
2VKHTH@4HZOPTH12HTPU\TH,.VQVIVYP;6NHZH^HYH6;HRHNP
;6R\IV25HRHT\YH@
5\JSLPJ(JPKZ9LZ+H[HIHZLPZZ\L!+
++)1WYVNYLZZYLWVY[
2HTPU\TH , 2VZ\NL ; 2VKHTH @ (VUV / 4HZOPTH 1 .VQVIVYP ;
:\NH^HYH/6NHZH^HYH6;HRHNP;6R\IV25HRHT\YH@
5\JSLPJ(JPKZ9LZ +H[HIHZLPZZ\L+
6NHZH^HYH 6 HUK 6R\IV 2   6U [OLVYL[PJHS TVKLSZ VM NLUL
L_WYLZZPVU L]VS\[PVU ^P[O YHUKVT NLUL[PJ KYPM[ HUK UH[\YHS ZLSLJ[PVU
73V:6ULL 

図 ― DNAデータベース(DDBJ/EMBL/GenBank)総覧と検索. DNAデータベースを研究

2HTPU\TH , 4HZOPTH 1 2VKHTH @ .VQVIVYP ; 6NHZH^HYH 6

プロジェクト単位で閲覧・検索することができる。

6R\IV 2 ;HRHNP ; HUK 5HRHT\YH @  ++)1 SH\UJOLZ H UL^

-PN\YL+5(KH[HIHZL++)1,4)3.LU)HURV]LY]PL^HUKZLHYJO;OPZLUHISLZ[OH[[OL+5(
KH[HIHZLZHYLIYV^ZLKHUKZLHYJOLKPU[LYTZVMYLZLHYJOWYVQLJ[Z

KH[H5\JSLPJ(JPKZ9LZ+H[HIHZLPZZ\L+

HYJOP]L KH[HIHZL ^P[O HUHS`[PJHS [VVSZ MVY UL_[NLULYH[PVU ZLX\LUJL

<93
O[[W!SPMLZJPLUJLKIQWKKIQ
O[[W!SPMLZJPLUJLKIQWJJ
O[[W!SPMLZJPLUJLKIQWHN

:\NH^HYH / 6NHZH^HYH 6 6R\IV 2 .VQVIVYP ; HUK ;H[L[UV @
      ++) 1 ^ P [ O U L ^ Z ` Z [ L T H U K M H J L 5\J S L P J ( J P K Z 9 L Z
+H[HIHZLPZZ\L+
/VZOPUV/<JOPKH;6[Z\RP;2H^HTV[V:6R\IV2;HRLPJOP4
HUK *OPZHRH 6  *VYUPJOVUSPRL 7YV[LPU -HJPSP[H[LZ :LJYL[PVU VM
/),.- HUK 9LN\SH[LZ 7YVWLY +L]LSVWTLU[ VM *YHUPHS 5LY]LZ 4VS
)PVS*LSS+

研究活動／ 9LZLHYJO(J[P]P[PLZ



生命情報研究センター

Center for Information Biology

比較ゲノム解析研究室 Comparative Genomics Laboratory

藤山研究室

Fujiyama Group

O[[W!^^^UPNHJQWM\QP`HTHM\QP`HTHQO[TS

藤山秋佐夫

豊田

-<10@(4((ZHV
+:J7YVMLZZVY

;6@6+(([Z\ZOP
+:J7YVQLJ[(ZZVJPH[L7YVMLZZVY

教授

理博

敦

特任准教授

理博

比較ゲノム研究による生命の多様性と特異性の理解
ゲノム研究から得られる多様な遺伝情報は、
現代の生命科学研究にとっ
て欠くべからざるものとなっています。
ゲノムに書き込まれた情報を、
さま
ざまな生命現象と照らし合わせながら解読することにより、
生命原理の探
求を進める基礎生物学だけではなく、
医療、
創薬、
育種、
環境保全、
物質生産
などさまざまな応用研究の基盤となる
「遺伝情報」
を得られることが期待さ
れています。
比較ゲノム解析研究室では、
ヒトを含む霊長類から、
生命研究上の重要
生物種、
極地などの極限環境に棲息する生物まで、
ゲノム構造多様性の徹
底的な解読を通じて生命現象の原理原則を理解することを目標に、
日々の
研究活動を行っています。
（図を参照）
。
また、
当研究室は、
今年度に発足した先端ゲノミクス推進センターととも
に、
超並列新型シークエンサとインフォマティクスをコアとした先端ゲノ
ミクス研究を進めており、
多くの外部研究機関との共同研究を積極的に進
めています。
当面の課題として、
以下のテーマに取り組んでいます。

*VTWHYH[P]L.LUVTPJZ9LZLHYJO[V^HYK<UKLY
Z[HUKPUN+P]LYZP[`HUK0KPVZ`UJYHZ`VM3PML:`Z[LTZ
.LUVTPJPUMVYTH[PVUPZVULVM[OLTVZ[IHZPJHUKYLSPHISLKH[H[OH[JHUIL
\ZLK[VJVUK\J[IHZPJYLZLHYJO[VL_WSHPU]HYPV\ZIPVSVNPJHSWOLUVTLUHHZ
^LSSHZTHU`HWWSPLKZJPLUJLZZ\JOHZTLKPJPULWOHYTHJVNLUVTPJZHNYP
J\S[\YLLJVSVN`VYWYVK\J[PVUVMIPVTH[LYPHSZ
;OLNLUVTPJPUMVYTH[PVUWHY[PJ\SHYS`HM[LY[OLW\ISPJH[PVUVMO\THUNLUVTL
WHWLYPUHUKHYLVM[LUYLMLYYLK[VHZH[YLHZ\YL[YV]LHUKOHZ
ILLUWYV]PKPUNYPJOLZ[YLZV\YJLZ[V[OLJVTT\UP[`
;OL*VTWHYH[P]L.LUVTPJZ3HIVYH[VY`^HZLZ[HISPZOLKPU(WYPS^P[O
[OL[HZR[V\UKLYZ[HUKIHZPJY\SLZVMIPVSVNPJHSZ`Z[LTZIHZLKVUHJ[P]LS`
YLHKPUNHUKHUHS`aPUN]HYPV\ZNLUVTLZVMPU[LYLZ[\ZPUNJ\[[PUNLKNL+5(
ZLX\LUJPUNHUKHUHS`ZPZ[LJOUVSVN`*\YYLU[S`^LHYLHUHS`aPUNWLYZVUHS
PaLKNLUVTLZVMWYPTH[LZPUHKKP[PVU[V[OLVYNHUPZTZ[OVZLSP]PUNPU[OL
L_[YLTLLU]PYVUTLU[HSJVUKP[PVUZ;OLMPN\YLZPU[OLSLM[JVS\TUZOV^
L_HTWSLZVMZ\JOHJ[P]P[PLZ
;HRHTP / 5VN\JOP / ;HRHRP @ <JOP`HTH 0 ;V`VKH ( 5PZOP : *OLL
.1 (YHP > 5\UV\YH ; 0[VO ; /H[[VYP 4 ;HRHP 2  ( +LLWS`
)YHUJOPUN ;OLYTVWOPSPJ )HJ[LYP\T ^P[O HU (UJPLU[ (JL[`S*V( 7H[O

●ゲノムの特性と多様性の解明

^H`+VTPUH[LZH:\IZ\YMHJL,JVZ`Z[LT73V:6ULL 

●共生や極限環境生物の多様性解析

4\Y[HNO=6TLHSS`+:HURV]PJ5+LSIYPKNL432\YVRP@)VVYL13

●新型シーケンサに関わる微量解析などの技術開発

;V`VKH ( 1VYKHU 2: 7HZR (1 9LUMYLL 4) -\QP`HTH ( .YH]LZ 1(
>H[LYZ7+,]VS\[PVUHY`OPZ[VY`VMUV]LSNLULZVU[OL[HTTHY
^HSSHI` @ JOYVTVZVTL! 0TWSPJH[PVUZ MVY ZL_ JOYVTVZVTL L]VS\[PVU
.LUVTL9LZ5V] ,W\I
9LUMYLL 4) ¯2\YVRP @¯;V`VKH ( ¯ -\QP`HTH ( L[ HS 
.LUVTLZLX\LUJLVMHU (\Z[YHSPHURHUNHYVV4HJYVW\ZL\NLUPPWYV
]PKLZPUZPNO[PU[V [OLL]VS\[PVUVMTHTTHSPHUYLWYVK\J[PVUHUKKL]LS
VWTLU[.LUVTL)PVS
:OPUaH[V * :OVN\JOP , 2H^HZOPTH ; /HTHKH 4 /PZH[H 2 ;HUHRH
4 -\QPL 4 -\QP^HYH 4 2V`HUHNP 9 0R\[H ; -\QP`HTH ( 4PSSLY +1
:H[VO5<ZPUN[OL (JYVWVYHKPNP[PMLYHNLUVTL[V\UKLYZ[HUK
JVYHSYLZWVUZLZ[VLU]PYVUTLU[HSJOHUNL5H[\YL

図 ― 左：ヒト21番染色体テロメア領域との相同性を示すゴリラ染色体のFISH画像

;HRHOHZOP:;V`VKH(:LRP`HTH@;HRHNP/5VNH^H;<YHTV[V4

右：地上最強の生物といわれるクマムシと卵

:\a\RP92VZOPUV/2\THUV;7HU[OLL:+HPYP;0ZOPRH^H10RLKH

-PN\YL3LM[!-0:/HUHS`ZPZVMNVYPSSHJOYVTVZVTLZ\ZPUNO\THUJOY[LSVTLYPJWYVIL
9PNO[!>H[LYILHYILHYPUNLNNZPUP[ZILSS`

/ :HRHRP @ 6ZHKH/9L]LYVT`JPU (IPVZ`U[OLZPZ\ZLZ9L].
HUK9L]1 MVY Z[LYLVZWLJPMPJ ZWPYVHJL[HS MVYTH[PVU 5H[ *OLT )PVS 

>H [ H U H I L ; ;V T P a H ^ H :  4 P [ Z \ ` H 2  ;V [ V R P @ @H T H T V [V @
2\YHTVJOP4P`HNH^H : 0PKH 5 /VRP @ 4\YWO` 71 ;V`VKH ( .V[VO
2 /P\YH / (YPTH ; -\QP`HTH ( :HKV ; :OPIH[H ; 5HRHUV ; 3PU /
0JOP`HUHNP2:VSV^H`7+:HZHRP/9VSLMVYWP95(ZHUKUVU
JVKPUN95(PUKLUV]V+5(TL[O`SH[PVUVM[OLPTWYPU[LKTV\ZL9HZ
NYMSVJ\Z:JPLUJL
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植物の生殖細胞発生過程の分子細胞遺伝学
被子植物では、
花の各器官の形成に引き続き、
雄蕊および雌蕊の原基内
部に生殖始原細胞が分化します。
生殖始原細胞は数回の体細胞分裂を経て、
減数分裂細胞とそれらを包む保育細胞を形成します。
減数分裂は、
両親の
遺伝子が組換えによりシャッフルされ、
新しい遺伝子組み合わせをもつ染
色体が創出される、
正に遺伝の根幹を為す現象です。
植物がどのようにして生殖細胞を分化・維持し、
そして減数分裂をおこな

4VSLJ\SHYJ`[VNLUL[PJZVMWSHU[
NLYTJLSSKL]LSVWTLU[
7YPTVYKPHSNLYTJLSSPZKPMMLYLU[PH[LKMYVTO`WVKLYTPZVMZ[HTLUTHSL
HUKWPZ[PSMLTHSLWYPTVYKPHPUHUNPVZWLYTZWLJPLZ7YPTVYKPHSNLYTJLSSZHYL
KP]PKLKTP[V[PJHSS`ZL]LYHS[PTLZHUKWYVK\JLPU[VTLPVJ`[LZHUKU\YZLY`
JLSSZ4LPVZPZPZVULVM[OLLZZLU[PHSL]LU[ZVMNLUL[PJZILJH\ZLP[NLULYH[LZ
HUL^NLULJVTIPUH[PVUKPMMLYLU[MYVT[OH[VMWHYLU[Z

うのかについては未だによくわかっていません。
当研究室では、
主に単子葉

0[OHZYLTHPULK[VILSHYNLS`\URUV^UOV^MSV^LYPUNWSHU[ZNLULYH[LHUK

モデル穀類であるイネの突然変異体を用いて、
生殖細胞の発生初期過程あ

THPU[HPUNLYTJLSSZHUKOV^[OL`\UKLYNVTLPVZPZ;VHUZ^LY[OLZLX\LZ

るいは減数分裂に関わる遺伝子・蛋白質の分子機能を解析しています。

[PVUZ^LOH]LHUHS`aLKTVSLJ\SHYM\UJ[PVUZVMNLULZHUKWYV[LPUZYLSH[PUN

また、
ナショナルバイオリソースプロジェクト
（NBRP）
に参加し、
植物遺
伝研究室と共同で、
世界各地の野生イネおよび在来栽培品種の保存・分譲
を行っています。

[VLHYS`Z[LWZVMWSHU[NLYTJLSSPUP[PH[PVUKL]LSVWTLU[HUKVYTLPVZPZ
THPUS`I`\ZPUNT\[HU[SPULZVMYPJLHTVUVJV[`SLKVUV\ZTVKLSWSHU[
>LOH]LHSZVJVUK\J[LK[OLNLYTWSHZTJLU[LYVM^PSKYLSH[P]LZHUKSVJHS
]HYPL[PLZVMYPJLPUJVSSHIVYH[PVU^P[O[OL7SHU[.LUL[PJZ3HI\UKLY[OLM\UK
PUNZ\WWVY[VM[OL5H[PVUHS)PVYLZV\YJL7YVQLJ[1HWHU5)97

5VUVT\YH20,PN\JOP 45HRHUV 4 ;HRHZOPTH 2 2VTLKH 5
-\R\JOP:4P`HaHRP:4P`HV(/PYVJOPRH/HUK2\YH[H5(
UV]LS95(YLJVNUP[PVUTV[PMWYV[LPUPZYLX\PYLKMVYWYLTLPV[PJ.:WOHZL
[YHUZP[PVU PU YPJL 6Y `aH ZH[P]H3 73V: .LUL[ L 740+!

@HTHRP:5HNH[V@2\YH[H5HUK5VUVT\YH206]\SLPZH
SH[LYHS VYNHU MPUHSS` KPMMLYLU[PH[LK MYVT [OL [LYTPUH[PUN MSVYHS TLYPZ[LT PU
YPJL+L])PVS!

図 ― イネの生殖細胞発生過程の分子細胞遺伝学的解析。
(A) イネの始原生殖細胞の分化か
ら減数分裂に至る過程の模式図。
上段は１つの葯室の横断面、
下段は胚珠原基の縦断面。
赤が
始原生殖細胞、
オレンジが減数分裂細胞を表す。
当研究室が単同定したイネ生殖関連遺伝子
名を最下段に示す。
(B-E) イネmel2 突然変異体の解析。
(B, C) 減数分裂前生殖細胞で特異的
に発現するMEL1遺伝子の発現
（青色）
。
正常型 (B) では減数分裂期にMEL1発現が低下する
が、
mel2 変異体 (C) では低下しない。
(D, E) 減数分裂第一前期の花粉母細胞の抗体染色。
正

@HTHRP :4P`HIH`HZOP ;,PN\JOP42P[HUV/5VUVT\YH20 HUK
2\YH[H5+P]LYZP[` VMWHUPJSLIYHUJOPUNWH[[LYUZPU ^PSKYLSH[P]LZ
VMYPJL)YLLK:JP 
5VUVT\YH20 4VYPZOPTH / 4P`HIH`HZOP ; @HTHRP :,PN\JOP 4
2\IV ; HUK2\YH[H5  ;OL ^PSK 6Y`aH JVSSLJ[PVU PU 5H[PVUHS
)PV9LZV\YJL 7YVQLJ[ 5)97 VM 1HWHU!/PZ[VY` IPVKP]LYZP[` HUK \[PSP[`
)YLLK:JP

常型 (D) では相同染色体の対合に必須の蛋白質PAIR2
（紫）
とZIP1
（緑）
が核に蓄積し、
特に
ZIP1が相同染色体間の結合を強固にするが、
mel2 変異体 (E) のほとんどの細胞でZIP1の染
色体へのローディングが異常になる。
染色体はDAPI
（青）
で対比染色した。
-PN\YL4VSLJ\SHYJ`[VSVNLUL[PJHUHS`ZLZVMNLYTJLSSKL]LSVWTLU[PUYPJL((ZJOLTH[PJPSS\Z
[YH[PVUVMYLWYVK\J[P]LJLSSKL]LSVWTLU[MYVTPUP[PH[PVUVMWYPTVYKPHSNLYTJLSSZ[VTLPVZPZPUYPJL
;VWHUKIV[[VTKYH^PUNZPUKPJH[L[OLJYVZZZLJ[PVUZVMHUHU[OLYSVILHUK[OLSVUNP[\KPUHSZLJ
[PVUZVMV]\SLWYPTVYKP\TYLZWLJ[P]LS`9LKPUKPJH[LZWYPTVYKPHSNLYTJLSSZVYHUNL"TLPVJ`[LZ
)LULH[O[OLWPJ[\YLZYLWYVK\J[PVUYLSH[LKNLULZ[OH[^LOH]LPKLU[PMPLKZVMHYHYLZOV^U),
4VSLJ\SHYJ`[VNLUL[PJHUHSZLZVMTLST\[HU[)*0UZP[\O`IYPKPaH[PVUVM4,3NLUL[OL
THYRLYZWLJPMPJMVYWYLTLPV[PJNLYTJLSSZ[VHU[OLYZH[TLPV[PJWYVWOHZL00U[OL^PSK[`WL)
4,3L_WYLZZPVUOHZILLUKV^UYLN\SH[LKHUKPUJV[YHZ[PU[OLTLST\[HU[*P[OHZILLU
L_WYLZZLKZ[YVUNS`PUKPJH[PUN[OH[TLSNLYTJLSSZMHPS[VLU[LYTLPVZPZ+,0TT\UVMS\VYLZJLU[
Z[HPUPUNVMTLPV[PJWYV[LPUZMVYWVSSLUTV[OLYJLSSZH[a`NV[LUL0U[OL^PSK[`WL+TLPV[PJWYV
[LPUZ7(09W\YWSLHUKA07NYLLUHYLHJJ\T\SH[LKHUKSVHKLKVUOVTVSVNV\ZJOYVTVZVTLZ
HUKPUJVU[YHZ[PUTLST\[HU[,IV[OWYV[LPUZMHPS[VSVHKUVYTHSS`VUJOYVTVZVTLZ*OYVTV
ZVTLZHYLJV\U[LYZ[HPULK^P[O+(70IS\L

4P`HaHRP:4\YH[H;:HR\YHP6aH[V52\IV4+LT\YH;-\R\KH
/ HUK/HZLIL 4   (5?<9 HUK  ZPZ[LY NLULZ [V-,9650(
:09,5, HYL THSL MHJ[VYZ MVY JVVYKPUH[LK MLY[PSPaH[PVU *\YY )PVS 

5VUVT\YH20HUK@HTHRP:.LUL[PJKPZZLJ[PVUVMZL_\HSYLWYV
K\J[PVUPUYPJL6Y`aH ZH[P]H30U 9PJL)PVSVN` PU[OL.LUVTPJZ ,YH
/PYHUV/@L[HSLKZ )PV[LJO(NY-VYLZ[Y` 
5VUVT\YH20 4VYVOVZOP (5HRHUV 4,PN\JOP 4 4P`HV ( /PYV
JOPRH/2\YH[H 5  ( NLYT JLSSZWLJPMPJ NLUL VM (9.65(<;,
MHTPS` PZ LZZLU[PHS MVY [OL WYVNYLZZPVU VM WYLTLPV[PJ TP[VZPZ HUK TLPVZPZ
K\YPUNZWVYVNLULZPZPUYPJL7SHU[*LSS  
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知的財産室

Intellectual Property Unit

知的財産室

知的財産室

Intellectual Property Unit

Intellectual Property Unit

O[[W!^^^UPNHJQWSHIZ0U[7YVW

鈴木睦昭

室長

薬博

:<A<204\[Z\HRP
+7OHYT+PYLJ[VY

研究成果の社会発信と成果を活かす方策を検討・実行
知財立国、
科学技術立国の実現に向かい、
世界的潮流の下、
国家の生き
残りを賭けたイノベーション創出の国際競争がさらに激しくなっていま
す。
その中で、
ライフサイエンスの基盤研究の強化は、
科学の発展と絶え
ざるイノベーションの創出に必要不可欠であるのは言うまでもありませ
ん。
遺伝研の知的財産の発掘、
保護、
活用を行うのが、
知的財産室のミッショ
ンです。
知財室のミッションは、
いかに研究所から生まれた研究成果を活
かす方策を考え、
実行するかということになります。
科学技術のシーズを、
あるときは特許出願し、
またあるときは、
有体物として資産管理を行い適
切に移転する、
あるいは寄託を受ける。
そして、
基礎研究から応用研究、
実
用研究をすばやく結びつけることと共に、
基礎研究自身をいかに進めやす
くする体制確立が重要であります。
知的財産室では遺伝研の知を大学・社
会に伝達する体制を充実することを当面の目標とし、
研究所から生まれた
研究成果を活かす方策を考え・実行するかを検討しながら、
遺伝研の研究
成果からのイノベーション創成を目指すことで、
基礎科学の進歩に貢献す
ることを使命と考えています。
さらに、
近年、
研究の場においても、
国際的な条約の対応の必要性が顕
在化しています。
特に、
生物分野において、
遺伝資源に関する、
生物多様性

*VTT\UPJH[LYLZLHYJOMPUKPUNZH[50.
^P[O[OLV\[LY^VYSK
0U[LYUH[PVUHSJVTWL[P[PVUV]LYPUUV]H[P]LJYLH[PVUPZPU[LUZPM`PUNPU[OLWYLZLU[
^VYSK^PKLJ\YYLU[VMJV\U[YPLZMPNO[PUNMVY[OLPYWYVZWLYP[`I`[Y`PUN[V
ILJVTLSLHKLYZPU[OLMPLSKZVMPU[LSSLJ[\HSWYVWLY[`ZJPLUJLHUK[LJOUVSVN`
(TPKZ[[OPZJ\YYLU[[OLZ[YLUN[OLUPUNVMMV\UKH[PVUHSYLZLHYJOPU[OLSPML
ZJPLUJLZPZULLKSLZZ[VZH`HUHIZVS\[LULJLZZP[`MVY[OLKL]LSVWTLU[VM
ZJPLUJLHUK[OLJVU[PU\LKWYVK\J[PVUVMPUUV]H[PVU
>L[HRL[OLZLLKZVMZJPLUJLHUK[LJOUVSVN`ZVTL[PTLZHWWS`MVYPU[LS
SLJ[\HSWYVWLY[PLZZVTL[PTLZTHUHNLHUK[YHUZMLYHZHWWYVWYPH[L[OVZL
ZLLKZHZTH[LYPHSHZZL[ZHUKZVTL[PTLZHYLLU[Y\Z[LK^P[O[OLT-\Y[OLY
TVYLPUHKKP[PVU[VTHRPUN [OLSPURIL[^LLUM\UKHTLU[HSYLZLHYJOHUK
HWWSPJHISLVYWYHJ[PJHSYLZLHYJOHZX\PJRS`HZWVZZPISLP[PZHSZVPTWVY[HU[[V
LZ[HISPZOHZ[Y\J[\YLPU^OPJOP[PZLHZ`[VWYVJLLK^P[OM\UKHTLU[HS
YLZLHYJOP[ZLSM
>P[O[OLPTTLKPH[LNVHSVMLZ[HISPZOPUNHZ`Z[LT[VLMMLJ[P]LS`JVTT\
UPJH[LRUV^SLKNLMYVT50.[V\UP]LYZP[PLZHUKZVJPL[`H[SHYNL[OL0U[LSSLJ
[\HS7YVWLY[`<UP[PZL_HTPUPUN^H`Z[VJVTL\W^P[OHUKPTWSLTLU[Z[YH[L
NPLZ[V\[PSPaLYLZLHYJOYLZ\S[ZWYVK\JLKI`[OL0UZ[P[\[L
;OL<UP[HSZVJVUZPKLYZP[P[ZTPZZPVU[VJVU[YPI\[L[V[OLHK]HUJLTLU[
VMM\UKHTLU[HSZJPLUJLI`HPTPUN[VWYVK\JLPUUV]H[PVU^P[OYLZLHYJO
YLZ\S[ZMYVT50.

条約に関する名古屋議定書に対するその対応が必要となってきました。
知財室では、
遺伝資源の適切な取り扱い方についての啓蒙活動、
相談につ
いても対応を今年度から始めました。

知的財産

件

IP

QUANTITY

特許出願（国内）
Patent application (domestic)

特許登録（国内）
Patent registration (domestic)

特許登録（海外）
Patent registration (Foreign country)

ライセンス契約
Licensing

国際共同研究契約（企業）
Collaboration research contract
(international, industry)

MTA
Material Transfer Agreement

その他
Others
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数

3
10
3
2
1
1,232
3
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共同利用事業センター

Intellectual Infrastructure Center

先端ゲノミクス推進センター
Advanced Genomics Center

国立遺伝学研究所は、
学術コミュニティからの大規模ゲノム解析の要望

50.(K]HUJLK.LUVTPJZ*LU[LY^HZLZ[HISPZOLK6J[VILYZ[^P[O

に応え、
国内唯一のアカデミアDNAシークエンスセンターを運用してきま

[OLHPT [VJVTIPUL [OLSH[LZ[NLUVTPJZ [LJOUVSVN`PLUL_[NLULYH[PVU

した。
この間、
メダカゲノム、
ホヤゲノム、
原始紅藻ゲノムの構造決定や､各

ZLX\LUJPUNMVYL_HTWSLHUK[OLNLUL[PJYLZV\YJLZ[OH[OH]LILLUJVS

種の生物を対象としたcDNA 解析など多くの成果を上げています。

SLJ[LKHUKJVUZ[Y\J[LK [OYV\NOV\[[OLOPZ[VY`VM [OPZPUZ[P[\[L[VJYLH[L

先端ゲノミクス推進センターは、
コミュニティからの高度な次世代シー

YLZV\YJLZMVYUL^NLULYH[PVUNLUL[PJZ:PUJLZ\JOYLZV\YJLZZOV\SKOH]L

ケンシング要請に随時応えることを可能にすべく、
次世代ゲノム解析技術

SPURZHTVUNIPVSVNPJHSWOLUV[`WPJHUUV[H[PVUZKH[HMYVTNLUL[PJHZ^LSS

を基盤とする先端的ゲノム科学研究の共同利用・共同研究拠点として、
2011

HZNLUVTPJYLZLHYJOLZ[OPZJLU[LY^PSS^VYRJSVZLS`^P[OV[OLYSHIVYH[VYPLZ

年10月に設立されたものです。

VM.LUL[PJ:[YHPUZ9LZLHYJO*LU[LYHUKYLZLHYJOJVTT\UP[PLZHYV\UK[OL
JV\U[Y`;OPZJLU[LYPZHSZVL_WLJ[LK[VILJVTLJVYLMHJPSP[`MVYYLZLHYJO

先端ゲノミクス推進センターの活動
●次世代型ゲノム情報解析パイプラインの開発と提供
●所内外との連携による共同利用・共同研究の推進
●情報共有と情報セキュリティ体制の確立
●生命研究各分野への先端ゲノミクスの応用と支援

JVTT\UP[PLZ[VWYV]PKLSH[LZ[ [LJOUVSVNPLZHUK [VVSZVM[OLWYLZLU[KH`
NLUVTPJZ ;VHUZ^LY[OLL_WLJ[H[PVUZHUKOLH]`KLTHUKVMNLUVTL
HUHS`ZLZMYVT[OL\UP]LYZP[PLZHUKYLZLHYJOJVTT\UP[PLZ[OL[HYNL[WYVQ
LJ[Z[OH[^PSSILJVUK\J[LKPU[OPZJLU[LY^PSSILJOVZLU[OYV\NO50.»Z*VS
SHIVYH[P]L9LZLHYJO7YVNYHT[OH[PZVWLU[VYLZLHYJOLYZV\[ZPKLVM50.

●先端ゲノミクス分野の人材育成
共同研究・共同利用の流れ
大学や他の研究機関と連携して、
さまざまな生物種のゲノムや遺伝子の配列解析を行っています

先端ゲノミクス推進センターは、
常に最先端の技術と情報をコミュニティに提供できるよう施設の整備を進めています。
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共同利用事業センター

Intellectual Infrastructure Center

生物遺伝資源センター
Genetic Resource Center

生物遺伝資源センターでは、
大腸菌／枯草菌、
イネ、
マウス、
ショウジョウバエ、
ゼ
ブラフィッシュ、
線虫、
ヒドラなどの生物種について、
生命科学を先導する様々な
有用実験生物系統を開発し、
それらの安定維持と国内外の大学や研究機関への
分譲サービスを行っています。
これらのバイオリソースに関する情報は、
関連す
る知識情報とともに下記公開サイトから世界中に発信しています。
また、
大腸菌
／枯草菌、
イネ、
ショウジョウバエ、
ゼブラフィッシュでは、
文部科学省のナショ
ナルバイオリソースプロジェクト
（NBRP）
に参画し、
各生物種の中核またはサ
ブ機関として活動しています。
さらに、
NBRPの情報センターとして、
国内のバイ
オリソース関連情報発信の中核として活動しています。

Э 遺伝研のマウス系統

б 遺伝研のヒドラ系統

50.4V\ZL.LUL[PJ9LZV\YJLZ
^^^ZOPNLUUPNHJQWTV\ZLUPN

Ю マウスマイクロサテライトデータベース

/`KYH.LUL[PJ9LZV\YJLZ
^^^UPNHJQWSHIZ6U[V.LUV]LYHSSO[TS

в ナショナルバイオリソースプロジェクト情報公開サイト

4V\ZL4PJYVZH[LSSP[L+)
O[[W!^^^ZOPNLUUPNHJQWTV\ZLTTKIQ

Я 日本のマウス系統

5H[PVUHS)PV9LZV\YJL7YVQLJ[/7
^^^UIYWQW

г 遺伝研のショウジョウバエ系統

1HWHU4V\ZL9H[:[YHPU9LZV\YJLZ+H[HIHZL
^^^ZOPNLUUPNHJQWTV\ZLQTZY

а マウス系統間SNP 情報
50.4V\ZL.LUVTL+H[HIHZL
TVSVZZPU\ZSHIUPNHJQWTZTKI

;OL.LUL[PJ9LZV\YJL*LU[LY.9*OHZ[HRLUYLZWVUZPIPSP[`MVYKL]LSVW
TLU[WYLZLY]H[PVUHUKKPZ[YPI\[PVUVMMVYLMYVU[IPVYLZV\YJLZVM]HYPV\ZVYNHU
PZTZPUJS\KPUN,JVSP)Z\I[PSPZ9PJL4V\ZLHUK+YVZVWOPSHALIYHMPZO*
LSLNHUZHUK/`KYH;OLHIV]LPUMVYTH[PVUPZVWLU[V[OLW\ISPJ[OYV\NO[OL
MVSSV^PUN^LIZP[LZ;OL.9*WHY[PJPWH[LZHJ[P]LS`PU¸5H[PVUHS)PV9LZV\YJL
7YVQLJ[5)97¹VM4,?;MVY,JVSP)Z\I[PSPZ9PJL+YVZVWOPSHHUK
ALIYHMPZOHZJLU[YHSVYZ\IJLU[YHSVYNHUPaH[PVUMVYLHJOVYNHUPZTPU[OLWYVQ
LJ[-\Y[OLYTVYL[OL.9*HSZVJVU[YPI\[LZ[V5)97HZ[OLUH[PVUHSJLU[LYVM
IPVYLZV\YJLPUMVYTH[PVU[HRPUNYLZWVUZPIPSP[`MVYZ\WWVY[PUNKL]LSVWTLU[HUK
THUHNLTLU[VM[OLYLSL]HU[KH[HIHZLZ

50.-S`:[VJRZ
^^^ZOPNLUUPNHJQWMS`UPNMS`

д ショウジョウバエ・体節形成蛋白質抗体
(ZPHU+PZ[YPI\[PVU*LU[LYMVY:LNTLU[H[PVU(U[PIVKPLZ
^^^UPNHJQWSHIZ+L].LUZLNTLU[H[PVU

 生物遺伝資源センター／
.LUL[PJ9LZV\YJL*LU[LY
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е 遺伝研のゼブラフィッシュ遺伝子・エンハンサートラップ系統
ALIYHMPZO.LUL[YHW LUOHUJLY[YHW+)
RH^HRHTPSHIUPNHJQW

❿ イネ総合データベース
0U[LNYH[LK9PJL:JPLUJL+H[HIHZL
^^^ZOPNLUUPNHJQWYPJLVY`aHIHZL=

⓫ 遺伝研の大腸菌リソース
5)97,JVSP:[YHPU
^^^ZOPNLUUPNHJQWLJVSPZ[YHPU

⓬ 遺伝研のマウス形質データベース
50.4V\ZL7OLUV[`WL+H[HIHZL
TVSVZZPU\ZSHIUPNHJQWWOLUV[`WL

ナショナルバイオリソースプロジェクト
National BioResource Project (NBRP)
佐藤

清

O[[W!^^^UIYWQWVMMPJL

事務局長
（農学博士）
:(;62P`VZOP
+Y(NY+PYLJ[VY

日本のバイオリソース
（生物遺伝資源）
整備事業
●ナショナルバイオリソースプロジェクト
（NBRP）
とは
ナショナルバイオリソースプロジェクト
（NBRP）
は、
動物、
植物、
微生物、
細
胞及び遺伝子材料等のバイオリソース
（生物遺伝資源）
を、
国として戦略的
に整備する文部科学省の国家プロジェクトです。
今世紀に入り、
国が科学技
術創造立国となることを標榜した
「新世紀重点研究創生プラン」
の一環とし
て、
文部科学省のイニシアティブの下、
2002年度から5年間のプロジェク
トとして開始されました。
2007年度からは第2期のプロジェクトが実施さ
れ、
2012年度からは第3期のプロジェクトへと引き継がれています。
第1
期、
第2期のプロジェクトの遂行を通して、
ほとんどのバイオリソースにお
いて収集数、
保存数及び提供数の目標が達成され質・量ともに充実してきま
した。
一部のバイオリソースについては世界最高水準に達していると評価
されています。
第3期ではバイオリソースの質・量・使い易さをさらに高める
とともに、
リソースのゲノム配列情報の整備、
胚や配偶子の凍結保存技術等
の基盤技術の開発にも努め、
日本のみならず世界の生命科学研究の発展の
礎となるよう貢献してまいります。
●体制と運営
NBRPはライフサイエンス研究の知的基盤となるバイオリソースの整備
を行うとともに、
バイオリソースの付加価値を高め、
さらにバイオリソース
に係る情報の整備を達成するため、
（1）
中核的拠点整備プログラム、
（2）
ゲ
ノム情報等整備プログラム、
（3）
基盤技術整備プログラム、
（4）
情報センター
整備プログラムの4つのプログラムを設け、
各プログラムが連携を図りつ
つ実施しています。
プロジェクトの運営は、
推進委員会の指導の下に各実施
機関がそれぞれのプログラムに沿って事業を実施しています。
プロジェク
トに参画している研究機関は、
全国大学20機関超、
理化学研究所、
国立遺伝
学研究所、
国立環境研究所、
基礎生物学研究所、
生理学研究所、
かずさDNA
研究所、
農業生物資源研究所、
産業技術総合研究所、
国立科学博物館等です。
また、
本事業の推進にあたっては、
文部科学省やバイオリソースのユーザー

0U[YVK\J[PVUVMUH[PVUHS)PV9LZV\YJL7YVQLJ[5)97
;OL5H[PVUHS)PV9LZV\YJL7YVQLJ[5)97PZHUH[PVUHSWYVQLJ[KLZPNULK
HUKZ[YH[LNPJHSS`LZ[HISPZOLK[VZLJ\YLIPVSVNPJHSNLUL[PJYLZV\YJLZIPVYL
ZV\YJLZZ\JOHZHUPTHSZWSHU[ZTPJYVVYNHUPZTZJLSSZHUKNLUL[PJTH[L
YPHSZ5)97Z[HY[LKPUHZHWYVQLJ[\UKLY¸;OL7SHU[V7YVTV[L7YPVY
P[`9LZLHYJOLZPU;OL5L^*LU[\Y`¹MVSSV^PUN[OLPUP[PH[P]LVM[OL4PUPZ[Y`
VM,K\JH[PVU*\S[\YL:WVY[Z:JPLUJLHUK ;LJOUVSVN`4,?; ;OLW\Y
WVZLHUKNLULYHSV\[SPULVM[OL5)97PZ[VWYVTV[L[OLJVSSLJ[PVUWYLZLY
]H[PVUHUKWYV]PZPVUVMIPVYLZV\YJLZ[OH[Z\WWVY[[OLPU[LSSLJ[\HSIHZPZVM
SPMLZJPLUJLZYLZLHYJOHUKHSZVPUJS\KLZKL]LSVWPUNHUHS`[PJHSTL[OVKZVM
NLUVTLPUMVYTH[PVUHUKWYLZLY]H[PVU [LJOUVSVN`PUVYKLY[VHKKOPNOLY
]HS\L[V[OLYLZV\YJLZ(UPUMVYTH[PVUJLU[LY[VW\ISPZOPUMVYTH[PVUYLSH[LK
[VIPVYLZV\YJLZ^HZHSZVLZ[HISPZOLK;VHJOPL]L[OLHMVYLTLU[PVULKW\Y
WVZL5)97ZL[\W MV\YWYVQLJ[ZPUJS\KPUN!HJVYL MHJPSP[`\WNYHKPUN
WYVNYHTHNLUVTLPUMVYTH[PVU\WNYHKPUNWYVNYHTHM\UKHTLU[HS
[LJOUVSVN`\WNYHKPUNWYVNYHTHUKHUPUMVYTH[PVUJLU[LY\WNYHKPUN
WYVNYHTHSSVM^OPJOHYLWYVTV[LK[OYV\NOJVVYKPUH[PVU^P[OLHJOV[OLY
;OLTPZZPVUVM[OLZLJYL[HYPH[VM5)97 PZ[OLMVSSV^PUNZ\IQLJ[Z"HYYHUNL
TLU[[VOVSKYLSL]HU[TLL[PUNZW\ISPJYLSH[PVUZHJ[P]P[`VWLYH[PVUHSHZZPZ
[HUJL[VWYVTV[L[OLWYVQLJ[HUKPU[LYUH[PVUHSWHY[ULYZOPWZ
●NBRP の活動

コミュニティ-の指導や支援をいただいております。
NBRP事務局は2009
年度に国立遺伝学研究所内に設置され、
プロジェクトを総合的に推進する
ため、
必要な事務局業務を行っています。
1)関係会議の開催実務 2)広報
活動 3)プロジェクト推進のための支援業務 4)国際連携
●NBRPのリソースと実施プログラム
中核的拠点整備プログラム
収集・保存・提供体制の整備

マウス

ラット

ショウジョウバエ

線虫

ネッタイツメガエル

カイコ

メダカ

シロイヌナズナ

イネ

コムギ

NBRP
リソース
ゼブラフィッシュ

ニホンザル

カタユウレイボヤ
ニッポンウミシダ

オオムギ

藻類

広義キク属

アサガオ

ミヤコグサ・ダイズ

トマト

細胞性粘菌

病原微生物

一般微生物

原核生物
（大腸菌・枯 草菌）

酵母

遺伝子材料

ヒトES細胞

ヒト・動物細胞

ゲノム情報等整備プログラム

基盤技術整備プログラム

ゲノム解析等による付加価値向上

保存技術等の開発

情報センター整備プログラム
所在情報・遺伝情報等の提供

※これらのリソースは第 2 期で対象となったものです。
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共同利用事業センター

Intellectual Infrastructure Center

DDBJセンター
DDBJ Center

DDBJ
（DNA Data Bank of Japan）
は1987年に設立され学術論文や特許
公報等を通じて公知にされるDNAデータをすべて網羅し、
世界の公共財とし

● ++)1+5(+H[H)HUR1HWHU^HZLZ[HISPZOLKPU

HUKQVPULKPU[LYUH[PVUHS

+5(KH[HL_JOHUNLHUKHYJOP]PUNZJOLTLIL[^LLU.LU)HURHUK,4)3

て維持管理する国際学術事業を行っています。

;OPZ[YPWHY[P[LJVSSHIVYH[PVUPZJHSSLK05:+*0U[LYUH[PVUHS:LX\LUJL+H[HIHZL

●この事業は過去25年間、
欧州のEBI/EMBLおよび米国のNCBI/GenBankと

*VSSHIVYH[PVU

の３者の協力体制で行われており、
３者の間では受付後公開されるデータは
毎日交換され、
世界共通のデータベース
『INSD 国際塩基配列データベース』
がつくられます。
３者のどこで登録を受けても世界で同時に公開されます。
●また DDBJ 事業は所外委員会である DNA データ利用委員会に加えて
EBI,NCBI,DDBJがそれぞれ委嘱する外部委員会である国際諮問委員会に
よって監督されています( パネル A)。
●DDBJの日々の事業は、
受付査定・データ交換・データ更新・データ提供の４
つの柱からなり教員の指導下で約10名ずつのエンジニアとアノテーターを
中心に行われています。
(パネルB）DDBJへは毎年 3000〜4000の研究
グループがデータ登録し、
件数では全INSDの10%強を占めています。 ま
た日本・米国・欧州の特許庁の協力による特許配列の公開事業でも集積交換
公開に国際塩基配列データベースが利用されており、
日本に加えて韓国特
許庁由来のデータも韓国バイオインフォマティック研究所(KOBIC)の協力

● ++)1HZ^LSSHZ.LU)HURHUK,4)3PZZLY]PUNHZVULVM[OYLLKH[HPUSL[

HUKV\[SL[[V[OL 05:+ 
● ++)1PZYL]PL^LKHUKHK]PZLKI`P[ZV^UHK]PZVY`IVHYKHUKHSZVI`PU[LYUH

[PVUHSHK]PZVY`IVHYK[V05:+*
● +HPS`VWLYH[PVUVM++)1PZWLYMVYTLKI`IPVHUUV[H[VYZHUKZ`Z[LT

LUNPULLYZ\UKLYZ[HMMZZ\WLY]PZPVU
● ,]LY``LHYPUJYLHZPUNHTV\U[VM+5(ZLX\LUJLHYLZ\ITP[[LK[V++)1I`

HSTVZ[JVUZ[HU[U\TILYZVMNYV\WZeMVY[OLSHZ[`LHYZ0[
HS^H`ZJVUZPZ[ZHIV\[ VM05:+YLJVYKZ
● :PUJL

7H[LU[JSHPTLK+5(ZLX\LUJLHYLHSZVZ\ITP[[LK[V++)1I`

1HWHU7H[LU[6MMPJLILJH\ZL05:+PZ\ZLKHZHMYHTL^VYRVMZLX\LUJLKH[H
L_JOHUNLHTVUN176<:;76HUK,769LJLU[S`276Z[HY[LK[V QVPU[OPZ
KH[HZOHYPUN[OV\NO++)1^P[OOLSWVM2VYLHU)PVPUMVYTH[PJZ0UZ[P[\[L
● 9LZLYJOLYZ^OV\ZL++)1[VHKK[OLPYKH[HPU05:+OHZILLUTVZ[S`1HWH

でDDBJに登録されます。
( パネルC)。 DDBJへデータ登録する研究者は

ULZL%  VM1HWHULZLZ\ITP[[OLKH[H[V++)1I\[YLJLU[S`YLZLHYJOLYZ

事業開始依頼国内の研究者が中心ですがアジア諸国や中近東の研究者も含

PUULPNOIVYPUNJV\U[YPLZJV\U[YPLZHSZV\ZLZ++)1[VZVTLL_[LU[

まれます。
（パネルD）2007年には文部省統合データベースプロジェクト
でDDBJに生データアーカイブ(DRA)が設置され、
2010年には理研から
初の日本人全ゲノムデータの登録を受けました。

● 0U4,?;KH[HIHZLPU[LNYH[PVUWYVQLJ[Z[HY[LK9H^ZLX\LUJLKH[H

HYJOP]L+9([VILTHPU[HPULKPU++)1
● 0U902,5[LHTZ\ITP[[LK[OLMPYZ[1HWHULZL7LYZVUHSNLUVTL[V+9(

)

● .VVNSLLHY[OTHWWPJ[\YL^HZJYLH[LKI`2V\QP>H[HUHILIHZLKVU[OLKH[HWYV]PKLKI`2HaHTH\WVUYLX\LZ[HUKZJLUHYPVMYVT26
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国立遺伝学研究所スーパーコンピュータシステム
NIG supercomputing system

計測技術の急速な発展により爆発的に増大している塩基配列データのデー
タベース化と検索、
解析の為に、
一方で節電要求に対応する為に、
当研究所で
は省電力で大容量データの高速解析が可能であり、
かつ多様な解析需要を満
たす最新鋭スーパーコンピュータを2012年3月に導入しました。
計算資源は
2012年、
2014年の2段階で導入されます。
2012年3月に導入された計算機
資源は下表の通りです。
本スーパーコンピュータシステムは、
当研究所の研究者のみならず、
国内研
究機関、
企業の各研究者も利用審査の上利用可能となっており、
日本国内の研
究者から大きな期待を寄せられる国内有数のスーパーコンピュータシステム
となっています。
表1

2012年度 計算機システム概要

項 目
Items

;VV]LYJVTL[OLKPMMPJ\S[PLZVMOHUKSPUNYLJLU[YLZLHYJOKH[HKLS\NL^LOH]L
PUZ[HSSLKHOPNOWLYMVYTHUJLHZ^LSSHZSV^LSLJ[YPJWV^LYJVUZ\TW[PVUZ\WLY
JVTW\[PUNZ`Z[LTPU4HY;OPZZ`Z[LTPZNVPUN[VILPUZ[HSSLKPU[^V
WOHZLZHUK;OLZWLJPMPJH[PVUZVM[OLJ\YYLU[Z`Z[LTPUZ[HSSLK[OPZ
`LHYHYLZOV^UPU;HISL
;OPZZ\WLYJVTW\[PUNZ`Z[LTPZH]HPSHISL[VHU`YLZLHYJOLYZILSVUNPUN[V
YLZLHYJOVYNHUPaH[PVUZPU1HWHU:V[OPZZ`Z[LTPZL_WLJ[LK[VWSH`HUPTWVY
[HU[YVSLPU[OLKL]LSVWTLU[VMSPMLZJPLUJLZPU1HWHU

Table1: Computing system installed in 2012

機器仕様・用途概要
Specifications

2012年導入数量
Amount of hardware (2012)

1

Thin計算ノード
Thin node

Memory 64GByte CPU Xeon E5-2600×2 16 Core

352 node
（64台にGPGPU搭載）

2

Medium計算ノード
Medium node

Memory 2TByte CPU Xeon E7-4870 ×10 80 Core

2 node

3

Fat計算ノード
(Fat node)

Memory 10TB CPU Intel Xeon E7-8837 768 Core

1 node

4

ディスク装置（省電力領域）
Electric power saving storage

バックアップ、アーカイブ用途
For archive or backup use.

3PByte

ディスク装置（高速領域）
High performance storage

並列ファイルシステムLustreにより全計算ノード
からの高速並列アクセスが可能なディスク領域。
ホーム／scratch領域に利用
Every computing node can access the high performance
storage via Lustre file system. This storage used as
home area or job scratch area

5

2PByte

システム全景
（2012年度分）

計算ノードおよび計算ノード間相互接続ネットワーク
（InfiniBand QDR）
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新領域融合研究センター

Transdisciplinary Research Integration Center

「遺伝機能システム学」
プロジェクト
Systems Biology of Genetic Function
参画研究機関：国立遺伝学研究所、統計数理研究所、国立情報学研究所、東京大学、東京工業大学、基礎生物学研究所、理化学研究所、
慶応義塾大学、首都大学東京、京都大学、九州大学、大分県立看護科学大学

遺伝研で研究しているメンバー

Members at NIG

■博士研究員 木曽-岡彩子

■特任研究員 堀内 陽子

■博士研究員 商

維皐

■特任研究員 松崎 肖子

■博士研究員 辰本 将司

■特任研究員 望月 孝子

■博士研究員 春島 嘉章

■Postdoc
■Postdoc
■Postdoc
■Postdoc

OKA-KISO, Ayako
SHAHNG, Wei-Hao
TATSUMOTO, Shoji
HARUSHIMA, Yoshiaki

遺伝機能システム学は、
多元的遺伝情報を遺伝学、
情報学、
統計学により統合的に解析し、
複雑な生命・遺
伝現象の原理やメカニズムをシステムとして理解す
ることを目的としています。
本プロジェクトでは、
国立
遺伝学研究所や参画機関が保有する自然および誘発
変異を豊富に包含した遺伝資源を軸に、
大量ゲノム
配列多型情報、
遺伝子発現多型情報、
表現型多型や経
時変化等の多次元・多様な遺伝因子の網羅的データ
を得ます。
国立情報学研究所の情報処理技術、
統計数
理研究所の統計モデリング技術を駆使して、
ゲノム機
能と遺伝的ネットワークの抽出を行います。
生物が持
つ複雑な遺伝子( ゲノム)機能を、
生物表現型や行動
パターン、
進化的変異などの高次連関システムとして
読み解くことで、
遺伝学、
情報学、
統計学を統合した生
命現象の新たな解析の方法論の確立を目指します。

図 ― 多元的表現型と遺伝因子群のネットワーク解析システムの構築
-PN\YL+L]LSVWTLU[VMHUHS`[PJHSZ`Z[LTZMVYYL]LHSPUNM\UJ[PVUHS
NLUL[PJZUL[^VYR

新領域融合研究センター

■Project Researcher HORIUCHI, Yoko
■Project Researcher MATSUZAKI, Ayuko
■Project Researcher MOCHIZUKI, Takako

:`Z[LTZIPVSVN`PZHKH[HJLU[YPJPU[LY
KPZJPWSPUHY`Z[\K`VMNLUL[PJZPUMVYTH[PJZ
HUKZ[H[PZ[PJZMVJ\ZPUNVUJVTWSL_PU[LY
HJ[PVUZPUIPVSVNPJHSWOLUVTLUH;OPZ
WYVQLJ[HPTZ[VKLZJYPILT\S[PKPTLU
ZPVUHSNLULUL[^VYRZ`Z[LTZ[OH[JYLH[L
IPVKP]LYZP[`VMVYNHUPZTZPUNLULL_WYLZ
ZPVUTVYWOVNLULZPZHUKILOH]PVYHSWH[
[LYU7YVK\J[PVUVMTHZZP]LZLX\LUJL
NLULL_WYLZZPVUHUKWOLUV[`WPJ]HYPH[PVU
KH[HVM\UPX\LHUKYPJONLUL[PJYLZV\YJLZ
H[[OL5H[PVUHS0UZ[P[\[LVM.LUL[PJZ50.
KL]LSVWTLU[VMPUMVYTH[PVU[LJOUVSVN`H[
[OL5H[PVUHS0UZ[P[\[LVM0UMVYTH[PJZ500
HUKVMZ[H[PZ[PJHSTVKLSPUNH[[OL0UZ[P[\[L
VM:[H[PZ[PJHS4H[OLTH[PJZ0:4^PSSIL
WLYMVYTLKHUKILJVTIPULK[VNL[OLY[V
\UKLYZ[HUKJVTWSL_M\UJ[PVUHSNLUL[PJZ
UL[^VYR

Transdisciplinary Research Integration Center

「地球生命システム学」
プロジェクト
Systematic Analysis for Global Environmental Change and Life on Earth (SAGE)
柳原克彦

特任准教授

O[[W![YPJYVPZHJQWLHY[O

馬場知哉

特任准教授

@(5(.0/(9(2H[Z\OPRV
;646@()HIH
7YVQLJ[(ZZVJPH[L7YVMLZZVY 7YVQLJ[(ZZVJPH[L7YVMLZZVY

参加研究機関：国立極地研究所、国立遺伝学研究所、統計数理研究所、国立情報学研究所、北海道大学、筑波大学、千葉大学、東京工業大学、
玉川大学、長浜バイオ大学、京都大学、京都府立大学、広島大学、海洋研究開発機構、東京大学、理化学研究所、新潟大学

遺伝研で研究しているメンバー
■特任准教授 柳原 克彦
■特任准教授 馬場 知哉

■博士研究員 鹿児島 浩

地球環境と生命活動の相互作用を調べること

Members at NIG
■Project Assoc. Prof. YANAGIHARA, Katsuhiko ■Postdoc KAGOSHIMA, HIroshi
■Project Assoc. Prof. BABA, Tomoya

;OLPU[LYHJ[PVUIL[^LLUSPMLHUK[OLZ\YYV\UKPUN
LU]PYVUTLU[ZOV\SKOH]LNYLH[PTWHJ[VU[OL
L]VS\[PVUHUKKP]LYZP[`VMSPML¸:`Z[LTH[PJ(UHS`
す。
そのためには、
過去から現在までの地球環境の
ZPZMVY.SVIHS,U]PYVUTLU[HS*OHUNLHUK3PMLVU
変動の解析データと各時代に生存していた生物学
,HY[O:(.,¹WYVQLJ[PU[LNYH[LZYLZLHYJOLZVU
的解析データを融合し、
情報学的な解析を行うこ
NLVZJPLUJLIPVZJPLUJLHUKPUMVYTH[PJZPUVYKLY
とが必要になります。
本プロジェクトでは、
国立極
[V\UKLYZ[HUK[OLSPMLZ`Z[LTVU[OLLHY[O;OL
地研究所が保有している極域の様々な試料から、
;YHUZKPZKPZJPWSPUHY`9LZLHYJO0U[LNYH[PVU*LU[LY
PZYLZWVUZPISLMVY:(.,WYVQLJ[JVSSHIVYH[PUN
国立遺伝学研究所が中心となって生物のゲノム情
^P[O5H[PVUHS0UZ[P[\[LVM7VSHY9LZLHYJO[OL
報を解析し、
統計数理研究所の統計解析技術と国
5H[PVUHS0UZ[P[\[LVM.LUL[PJZ[OL0UZ[P[\[LVM
立情報学研究所のデータベース技術、
さらにプロ
:[H[PZ[PJHS4H[OLTH[PJZHUK[OL5H[PVUHS0UZ[P
ジェクト参加大学が得意とする各専門分野のネッ
[\[LVM0UMVYTH[PJZHUKZL]LYHS\UP]LYZP[PLZ>L
トワーク研究により生物の時間的な変遷と環境適
HYLJ\YYLU[S`HWWYVHJOPUNM\UJ[PVUHSHUHS`ZPZVM
図 ― [ 左 ] 南極の湖底で発見された
「コケ坊主」
生態系から分離された
応システムの解明をめざします。
現在、
我々は南極
Pseudomonas 属細菌、
[右]強力な乾燥耐性を持つ南極線虫Plectus murrayi HKHW[H[PVUTLJOHUPZTZ[VJVSKHUKKY`LU]P
の微生物や線虫が低温で乾燥した環境に適応す -PN\YLB3LM[D)HJ[LYPH7ZL\KVTVUHZZWPZVSH[LKMYVT¸4VZZ7PSSHY¹LJVZ`Z[LT YVUTLU[\ZPUNTPJYVVYNHUPZTZHUKULTH[VKLZ
VUIV[[VTVMHU(U[HYJ[PJSHRLB9PNO[D+LZPJJH[PVU[VSLYHU[(U[HYJ[PJULTH[VKL
るためのメカニズムの解明に取り組んでいます。 7SLJ[\ZT\YYH`P
PZVSH[LKMYVT(U[HJ[PJH
は、
生物の進化や多様性を知る上で非常に重要で
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研究を促進するための活動と行事
Activities for the Promotion of Research and Events

研究を促進するための活動 Activities for the Promotion of Research
内部交流セミナー

NIG Colloquia

研究所内における研究成果を発表し、
討論
する会で、
毎週金曜日に開かれます。
教員に
よる発表の他、
D5プログレスレポートとし
て博士課程５年生の研究紹介の場としても
利用されています。

:LTPUHYZHYLOLSKL]LY`-YPKH`I`YLZLHYJOLYZ
H[ [OL0UZ[P[\[L [V KPZJ\ZZ [OLPYWYVNYLZZK\YPUN
[OLWHZ[ `LHY7YLZLU[H[PVUZ HYLTHKLUV[ VUS`
I` [OL MHJ\S[`I\[ HSZVI` MPM[O `LHY NYHK\H[L
Z[\KLU[ZHZHWHY[VM[OLPY+7YVNYLZZ9LWVY[

バイオロジカルシンポジウム

໘ငৄᆔʓʷʢĜ
50.JVSSVX\P\T

Biological Symposia

先端の研究を行っている国内外の研究者
を研究所に招き、
講演討論を行います。
幅広
い分野の優れた講演が年間約90回行われて
います。

;OL)PVSVNPJHS:`TWVZP\TPZOLSK[OYV\NOV\[
[OL `LHY MLH[\YPUN KPZ[PUN\PZOLK ZWLHRLYZ PU
T H U ` H Y L H Z V M I P V S V N P J H S Z J P L U J L Z M Y V T
\UP]LYZP[PLZHUKPUZ[P[\[PVUZ^VYSK^PKL

行 事 Events
ʨɼʂ˅ʐʃ˃ʏˋʵʐɾʸāEs/K/Obhbsbkv ਆܩ
)PVSVNPJHS:`TWVZPH+Y15HNHYHQ\

研究所の一般公開
科学技術週間における行事の一環として、
毎年４月上旬に各研究部門の展示や学術講
演を行い、
学術映画を上映するなど、
研究所
の一部を一般に公開しています。

Open House
 (Z VUL VM [OL L]LU[Z VM [OL :JPLUJL HUK
;LJOUVSVN` >LLR [OL 5H[PVUHS 0UZ[P[\[L VM
.LUL[PJZ50.VWLUZP[ZNYV\UKZHUKMHJPSP[PLZ[V
[OL W\ISPJ =PZP[VYZ H[[LUK L_OPIP[Z ZWLJPHS
SLJ[\YLZHUKZJPLU[PMPJTV]PLZHZ^LSSHZLUQV`PUN
JOLYY`ISVZZVTZPU[OLPUZ[P[\[LJHTW\Z

公開講演会
年1回、
東京地区を中心に本研究所教員を
講師として、
一般を対象に遺伝学公開講演会

Public Lecture
6UJLL]LY`H\[\TU50.OVSKZHW\ISPJSLJ[\YL
PU;VR`VWYLZLU[LKI`P[ZMHJ\S[`

を開催しています。

国立遺伝学研究所 2011年度の公開講演会
● 開催日／2011年11月5日
（土）

ཾێާā3123༃5ॢ8
6WLU/V\ZL(WYPS

● 会 場／秋葉原コンベンションホール
（東京都千代田区外神田）
● 講演タイトル
「非対称な細胞分裂の不思議」 澤 斉
「ゼブラフィッシュが解き明かす脳のはたらき」 川上浩一
「ゲノム医学革命の今」 井ノ上逸朗

ާਆޏܩā៛ಈ࣋ୂਆܩ
7\ISPJ3LJ[\YL+Y:H^H/P[VZOP

研究活動／ 9LZLHYJO(J[P]P[PLZ 
研究を促進するための活動と行事／ (J[P]P[PLZMVY[OL7YVTV[PVUVM9LZLHYJOHUK,]LU[Z

ۆ๙ߔાགဘ࠵

*`ILY4\ZL\TVM.LUL[PJZ

O[[W!^^^UPNHJQWT\ZL\T

この博物館は、
1999年に国立遺伝学研究所の創立50周年を記
念して、
遺伝学の研究の中身を、
わかりやすく、
楽しく知っていただ
けるようにと企画して作ったものです。
今年、
創立60周年を迎える
にあたって構成を一新するとともに、
時代の流れに則した内容を新
たに付け加えました。
新聞やニュースなどで、
「遺伝子」
「DNA」
、
「ゲノム」
、
といった言葉
が毎日のように流れています。
いまや、
遺伝学の研究は専門家だけ
に任せておいてはいけない時代、
沢山の方が理解して判断を迫られ
る時代となっているのです。
この
「遺伝学博物館」
では、
学生・学校の
先生・ジャーナリストだけでなく、
科学の研究に興味のある多くの
方々に向けて、
遺伝学についての正確な情報を提供しています。
で
は、
少しだけ中身を紹介しましょう。

メンデルから現代まで

遺伝学の歴史

昔から
「子は親に似る」
ということわざがあるように、
親子、
兄弟は何となく
顔や姿が似ていることは疑う余地がありません。
遺伝現象の研究が近代科
学として成立したのは、
オーストリアの修道院の牧師であったMendelが重
要な遺伝の法則を発見したことから始まります。

生きものはどこから来たか

進化と遺伝

科学としての進化論は、
C. ダーウィンが1859年に種の起源を発表したこ
とから始まりました。
ダーウィンは遺伝の原理を知りませんでしたので、
自
然淘汰の機構について充分説明できず大変悩んだようです。
1968年、
木村

マルチメディア資料館：DNA の複製

資生が提唱した中立説に始まり、
分子レベルで進化を考えることが始まり
ました。

DNAの視点から生命を考える

1953年、
X 線を使ってDNA の二重らせん構造が発見されました。
そこに

分子遺伝学

は遺伝情報を正確に子孫に伝え、
体のかたちを作り、
生命活動を行う精巧な
仕組みが秘められていました。
近年活発なゲノムプロジェクトについても
ご紹介します。

いろんな生物のゲノム研究

生物種の遺伝学

生物種の遺伝学

ゲノムプロジェクトにより、
生命現象の基本プログラムの詳細な姿を明ら
かにするための基礎となる
「情報」
が日々蓄積されています。
それらは、
ゲノ
ムの構造と密接に関連した生物情報知識ベースとしてコンピュータ化され、
バイオサイエンス研究の基盤情報として広く使われているのです。

ムービーで見る分子の世界

マルチメディア資料館
生物・ザ・ムービー

楽しく遺伝学を知ろう！

クイズ遺伝学
ゲノムアニメ劇場
電脳紙芝居

DNAが複製・転写・翻訳される様子が３Dのムービーになりました。
RNAポ

ゲノムアニメ劇場

リメラーゼの専門家と蛋白質の立体構造の専門家が製作に参加し、
分子生
物学の正確な知見を踏まえて作られています。

ゲノムって何？ オーダーメイド医療って？ 研究者はどんな考え方をし
ているの？ 素朴な疑問にクイズやアニメで楽しみながら学べます。
狙っ
た遺伝子を破壊できるノックアウト技術を使ったマウスの研究の紹介アニ
メが新たに追加されました。
生物・ザ・ムービー

 遺伝学電子博物館／ *`ILY4\ZL\TVM.LUL[PJZ
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インドIISER Puneとの国際連携
国立遺伝学研究所では、
国際交流活動の一環として国際共同研究の支援や
国際シンポジウムなどを実施しています。
2011年は、
インドのIISER（Indian
Institute of Science Education and and Research）Pune との共同研
究プロジェクト実施のため、
Mayurika Lahiri 研の大学院生が2カ月間遺伝研
に滞在しました。
大学院生 Payal Arya さんは、
微生物遺伝研究部門 荒木研
究 室 に お い て『Functional analysis of BRCT-containing proteins,
Dpb11 and TopBP1, in yeast cells（BRCT ド メ イ ン を 持 つ Dpb11,
TopBP1 タンパク質の酵母細胞における機能解析）』という研究を行いま
した。
国立遺伝学研究所ホームページの
「News&Topics」
で、
本プロジェク
トに参加されたPayal Arya さんの感想文
（英文）
を読むことができます。

0U[LYUH[PVUHS*VSSHIVYH[PVU!¸50.00:,9*VSSHIVYH[PVU¹
;VWYVTV[LZJPLU[PMPJPU[LYHJ[PVUZHUKL_JOHUNLZ^VYSK^PKL50.OHZILLUZWVUZVYPUNJVSSHIVYH[PVUWYVQLJ[ZHUKPU[LYUH[PVUHSZ`TWVZPH>LL_[LUKLKHUVUNVPUNJVS
SHIVYH[PVUWYVNYHT^P[O00:,90UKPHU0UZ[P[\[LVM:JPLUJL,K\JH[PVUHUK9LZLHYJO7\ULI`PU]P[PUNHNYHK\H[LZ[\KLU[MYVT+Y4H`\YPRH3HOPYPZSHIMVYHTVU[OJVS
SHIVYH[PVUWYVQLJ[7O+Z[\KLU[7H`HS(Y`HJHYYPLKV\[YLZLHYJOPU[OL(YHRP3HI+P]PZPVUVM4PJYVIPHS.LUL[PJZ:OLJVUK\J[LKHM\UJ[PVUHSHUHS`ZPZVM)9*;JVU[HPUPUN
WYV[LPUZ+WIHUK;VW)7PU`LHZ[JLSSZO[[W!^^^UPNHJQWHYJOP]L O[TS

国際シンポジウム
国立遺伝学研究所は、
国際的な学術交流を推進することにより多様な分
野の研究者との連携を強化し、
遺伝学および共同研究の発展に資すること
を目的に、
毎年国際シンポジウムを支援しています。
2011年度は
「第1回 アジア・太平洋ショウジョウバエ研究会
（1st AsiaPacific Drosophila Research Conference/ APDRC1）
」
を共催しました。
■会期／2011年5月22日(日)〜同25日( 水 )
■場所／劍潭青年活動中心会場

50.0U[LYUH[PVUHS:`TWVZP\T
0UVYKLY[VJVU[YPI\[L[VHK]HUJPUN[OLMYVU[PLYZVMNLUL[PJZ50.
OHZILLUVYNHUPaPUNHUKZWVUZVYPUNPU[LYUH[PVUHSZ`TWVZPHHUK
WYVTV[PUNHJHKLTPJPU[LYHJ[PVUZHTVUNYLZLHYJOLYZMYVTKP]LYZL
IHJRNYV\UKZHUKKPZJPWSPULZ
;OPZ`LHY^LZ\WWVY[LKHUPU[LYUH[PVUHSZ`TWVZP\T[P[SLK Z[
(ZPH7HJPMPJ+YVZVWOPSH9LZLHYJO*VUMLYLUJL(7+9* 
+H[LZ!4H`:\U>LK
=LU\L!*OPLU[HU@V\[O(J[P]P[`*LU[LY;HPWLP;HP^HU

Chientan Youth Activity Center
（台北・台湾）
■講演者
Norbert Perrimon (Keynote, Harvard Medical School, USA)
Yuh-Nung Jan (Keynote, UCSF, USA)
Amita Sehgal (University of Pennsylvania, USA)
Angela Giangrande (IGMCB, Strasbourg, France)
Ann-Shyn Chiang (National Tsing-Hua University, Taiwan)
Claude Desplan (New York University, USA)
Eileen Furlong (EMBL, Germany)
Joonho Choe (KAIST, Korea)
Hiroshi Akashi (National Institute of Genetics, Japan)
Konrad Basler (University of Zurich, Switzerland)
Manyuan Long (University of Chicago, USA)
Satyajit Mayor (National Center for Biological Sciences, India)
Tadashi Uemura (Kyoto University, Japan)
Tian Xu (Yale University School of Medicine, USA)
Tony Ip (University of Massachusetts Medical School, USA)
Toshie Kai (Temasek Life Sciences Laboratory, Singapore)
Utpal Banerjee (UCLA, USA) ほか

国際交流／ 0U[LYUH[PVUHS(J[P]P[PLZ 
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外国人研究者に対するサポート
遺伝研に所属する外国人研究者をサポートするために、
昨年新たに国際
化推進グループ
（GIP）
が発足しました。
外国人研究員・留学生が来日した当
初はもちろん、
遺伝研 / 総研大に滞在中の生活をサポートします。
来日に伴
う関連手続き、
通訳・翻訳といった事務的なことから、
外国人研究員・留学生
が言葉の壁を感じることなく過ごせるような環境の整備に至るまで、
幅広
く活動していきます。
活動の詳細については、
GIPホームページをご覧ください。
http://www.nig.ac.jp/jimu/soken/GIP/index.html
連絡・問い合わせ先
ヘルプデスクコーディネイター
三浦智香子
（総務・教育チーム）: cmiura@nig.ac.jp
国際化推進委員会委員長
明石裕教授 : hiakashi@nig.ac.jp

:\WWVY[MVY0U[LYUH[PVUHS9LZLHYJOLYZ
3HZ[`LHY[OL.YV\WMVY0U[LYUH[PVUHSPaH[PVU7YVTV[PVU.07^HZ
LZ[HISPZOLK[VZ\WWVY[PU[LYUH[PVUHSYLZLHYJOLYZH[50.>LHZZPZ[
UL^PU[LYUH[PVUHS50.TLTILYZ^P[O[OLPYPUP[PHSTV]L[V1HWHUHUK
¶HM[LY^HYKZ^LHZZPZ[[OLT[OYV\NOV\[[OLPYZ[H`H[50.:62,5
+(06\YZ\WWVY[YHUNLZMYVTHKTPUPZ[YH[PVUYLSH[LK[V[OLPY[YHUZP
[PVUPU[LYWYL[H[PVUHUK[YHUZSH[PVU[VPTWYV]PUN[OLLU]PYVUTLU[ZV
[OH[PU[LYUH[PVUHSTLTILYZJHUZWLUK[OLPY[PTL^P[OV\[LUJV\U[LY
PUNSHUN\HNLIHYYPLYZH[50..07HSZVVYNHUPaLZZVJPHSL]LU[ZH
¸.07S\UJO¹NH[OLYPUNPZZOV^UHIV]L
7SLHZLMLLSMYLL[VJVU[HJ[\ZPM`V\OH]LHU`X\LZ[PVUZHIV\[
^VYRPUNZ[\K`PUNH[50.:62,5+(0
-VYTVYLKL[HPSZWSLHZL]PZP[V\Y^LIWHNL!
O[[W!^^^UPNHJQWQPT\ZVRLU.07PUKL_O[TS
/LSW+LZR*VVYKPUH[VY.LULYHS(MMHPYZ,K\JH[PVU;LHT
*OPRHRV4P\YH!JTP\YH'UPNHJQW
*OHPYVM0U[LYUH[PVUHSPaH[PVU7YVTV[PVU*VTTP[[LL
7YVMLZZVY/PYVZOP(RHZOP!OPHRHZOP'UPNHJQW

■ 2011年度の主な活動
1 防災訓練時のサポート
2 外国人研究員・留学生の交流を図るための
ランチ・ミーティング開催
（写真はGIPランチ時のもの）
3 来日の際の入国管理局・市役所における届出・手続き手順の
英文マニュアル化
4 研究員宿泊施設における利用案内・電化製品使用説明書の英文化
5 職員宿舎入居案内英文化

外国人研究者の受け入れ Hosting foreign scientists
氏名／研究課題／所属
特任研究員

7,97,3,:*<
4(905,3(
特任研究員

王 子軒

特任研究員

:/,5;65
4(;;/,>90*/(9+
特任研究員

李

慶範

特任研究員

李

博阳

特任研究員

染色体分配の機能異常の分子機構とその発がんにおける意義の解明
4VSLJ\SHYTLJOHUPZTMVYJOYVTVZVTLTPZZLNYLNH[PVUHUKP[ZPTWSPJH[PVUPU
JHYJPUVNLULZPZ

分子遺伝研究部門
+P]PZPVUVM4VSLJ\SHY.LUL[PJZ

イネ属の多様性を生かすリソース基盤の構築
+L]LSVWTLU[VMYLZV\YJLIHZPZMVYWYVTV[PUNKP]LYZP[`Z[\KPLZPUNLU\Z6Y`aH

植物遺伝研究室
7SHU[.LUL[PJZ3HIVYH[VY`

イネ属の多様性および種間変異の調査解析
*OHYHJ[LYPaH[PVUVMIPVKP]LYZP[`HUKZWLJPLZ]HYPH[PVUPUNLU\Z6Y`aH

植物遺伝研究室
7SHU[.LUL[PJZ3HIVYH[VY`

DDBJ における塩基配列大量登録情報の受入対応と高水準化
9LJLW[PVUHUKX\HSP[`JVU[YVSVM[OLTHZZP]LZ\ITPZZPVUZH[++)1

生命情報研究センター
*LU[LYMVY0UMVYTH[PVU)PVSVN`

遺伝学・医学・バイオインフォマティクスに適用されるデータ解析データマイニング、
パターンオーガニゼーション、コンピュータ・シュミレーションに関する研究
+H[HHUHS`ZPZKH[HTPUPUNWH[[LYUYLVYNHUPaH[PVUHUKJVTW\[LY
ZPT\SH[PVULZWLJPHSS`HZHWWSPLK[V.LUL[PJZ4LKPJPUL)PVPUMVYTH[PJZ

進化遺伝研究部門
+P]PZPVUVM,]VS\[PVUHY`.LUL[PJZ

HLA シーケンスによる疾患関連遺伝子同定および集団遺伝学的検討

16:,7/105(4
;046;/@(+90(5 /\THU4/*/3(YL]PZP[LK!Z\X\LUJPUNVMLU[PYL/3(YLNPVUMVYUL^TLKPJHS
HWWSPJH[PVUZ
(5(2
特任研究員

周

智

5HTL:\IQLJ[[P[SL(MMPSPH[PVU

マウス雄性生殖細胞特異的因子 Nanos2の標的 RNA の同定と機能解析
0KLU[PMPJH[PVUVM[HYNL[NLULZVM5HUVZPUNLYTJHSS

 国際交流／ 0U[LYUH[PVUHS(J[P]P[PLZ

人類遺伝研究部門
+P]PZPVUVM/\THU.LUL[PJZ
発生工学研究室
4HTTHSPHU+L]LSVWTLU[3HIVYH[VY`

国立大学法人

総合研究大学院大学・生命科学研究科

遺伝学専攻

Department of Genetics,
School of Life Science,

国立遺伝学研究所
（遺伝研）
は、
総合研究大学院大学

5H[PVUHS0UZ[P[\[LVM.LUL[PJZ50.M\UJ[PVUZHZ[OL+LWHY[TLU[VM.LUL[PJZ:62,5+(0;OL

（SOKENDAI）
・生命科学研究科・遺伝学専攻として、
大

.YHK\H[L<UP]LYZP[`MVY(K]HUJLK:[\KPLZHUKVMMLYZ7O+WYVNYHTZPU.LUL[PJZ6\Y`LHYWYV

学院生の教育を行っています。
遺伝学を中核に多様な分

NYHTHJJLW[Z[OVZL^P[OHIHJOLSVYZKLNYLLVYLX\P]HSLU[;OVZL^P[O4HZ[LYZKLNYLLVYZPTPSHY

野の研究が集積する優れた環境の元で、
幅広い視野をも

X\HSPMPJH[PVUZHYLHSZVLSPNPISL[VHWWS`[VV\Y`LHYWYVNYHT

つ研究者を育成し、
次世代の生命科学研究に貢献したい
と考えています。
5年一貫制博士課程と3年間の博士後期課程の2種類
の課程があります。
5年一貫制課程の対象者は大学卒業、

6\YNYHK\H[LWYVNYHTZWYV]PKLPU[LYKPZJPWSPUHY`LK\JH[PVU^P[OMYLX\LU[ZLTPUHYZQV\YUHSJS\IZ
HUK^VYRZOVWZVUZJPLU[PMPJ^YP[PUNHUKWYLZLU[H[PVU/PNOS`X\HSPMPLKZ[\KLU[ZJHUYLJLP]LMPUHUJPHS
HPK
-VYTVYLPUMVYTH[PVUWSLHZL]PZP[[OL^LIZP[LVMV\YNYHK\H[LWYVNYHT
O[[W!^^^UPNHJQWQPT\ZVRLUPUKL_LO[TS

または、
それと同等の資格を有する方；博士後期課程の
対象者は修士号取得者、
または、
それと同等以上の学力
があると認められた方です。

O[[W!^^^UPNHJQWQPT\ZVRLUPUKL_QO[TS

国際交流／ 0U[LYUH[PVUHS(J[P]P[PLZ 

総合研究大学院大学・
生命科学研究科・遺伝学専攻

遺伝研で学びませんか？
:62,5+(0・遺伝学専攻の特色
質の高い研究

High quality research

遺伝研は国内外の研究者の共同利用を目的とした研究機関です。
整備さ
れたDNAデータベース、
数多くの実験生物系統などの遺伝資源、
最先端の
共通機器等、
生命科学の基礎研究を遂行するための環境が全て揃っていま
す。
ここでは、
約40の研究グループがそれぞれのテーマに向かって自由に
研究活動を展開し、
得られた研究成果を世界へと発信しています。
論文引用
度や科学研究費の採択率がここ数年間常にトップクラスであることも、
当
研究所で行われている研究が国際的にみても高水準であることを裏付け
ています。
質の高い研究に支えられた研究主導型の教育は、
SOKENDAI・遺

<UP[LK\UKLY[OL[LYT .LUL[PJZ NYHK\H[LZ[\KLU[ZH[50.JVU[PU\L[V
L_WHUK [OL MYVU[PLYZVMSPMLZJPLUJLZPUTVSLJ\SHYHUKJLSSIPVSVN`
KL]LSVWTLU[UL\YVZJPLUJLZL]VS\[PVUZ[Y\J[\YHSIPVSVN`HUKIPVPUMVYTH[PJZ
;OLX\HSP[`VM50.YLZLHYJOPZL]PKLU[MYVT[OLMYLX\LU[JP[H[PVUZVMWHWLYZ
W\ISPZOLKMYVT[OLPUZ[P[\[LHUK[OLOPNOM\UKPUNYH[LZMVYV\YNYHU[
WYVWVZHSZ50.OV\ZLZ[YLTLUKV\ZYLZV\YJLZMVYIHZPJYLZLHYJOPUSPML
ZJPLUJLZZ\JOHZ[OL^LSSLZ[HISPZOLK+5(KH[HIHZL++)1HUL_[LUZP]L
JVSSLJ[PVUVMUH[\YHS]HS\HISLHUKT\[HU[Z[YHPUZVM]HYPV\ZTVKLSVYNHUPZTZ
HUKZ[H[LVM[OLHY[YLZLHYJOLX\PWTLU[

伝学専攻で学ぶ大きな利点です。

Excellence in graduate education

充実した教育
遺伝研では、
教授も准教授もそれぞれ独立の研究室を組織して研究を
行っています。
各研究室の構成員は10人前後と小規模ですので、
教員と頻
繁な密度の濃い議論が可能です。
博士課程の大学院生１人あたりの教員数
は1.4人であり、
大学院大学ならではの非常に恵まれた研究教育環境であ
るといえます。
教員１人あたりの学生数、
学生１人の教育にかける経費など
を総合した
「教育の偏差値」
は、
全国の国立大学のなかでトップに位置して
います。

<USPRLTVZ[V[OLY1HWHULZL\UP]LYZP[PLZ[OH[YL[HPU[OL W`YHTPK SHI
Z[Y\J[\YLWYVMLZZVYZHUKHZZVJPH[LWYVMLZZVYZVYNHUPaLPUKLWLUKLU[
YLZLHYJONYV\WZH[50.,HJONYV\WPZZTHSS"H[`WPJHSSHIJVUZPZ[ZVMML^LY
[OHU[LUWLVWSL;O\Z[OLYH[PVVMMHJ\S[`[VZ[\KLU[ZPZL_[YLTLS`OPNOHU
H]LYHNLVMMHJ\S[`Z[\KLU[;OPZLUHISLZ[OLNYHK\H[LZ[\KLU[Z[VOH]L
MYLX\LU[HUKPUKLW[OKPZJ\ZZPVUZ^P[OMHJ\S[`òZVTL[OPUNUV[WVZZPISLH[
PUZ[P[\[PVUZ^P[OHU\UKLYNYHK\H[LWYVNYHT^OPJOT\Z[HJJLW[ZL]LYHS
Z[\KLU[ZWLYMHJ\S[`L]LY``LHYUV[JV\U[PUN\UKLYNYHK\H[LZ[\KLU[Z

総研大は教育の偏差値が国立大学で一番
大学院名

教育の偏差値
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文部科学省 科学技術政策研究所
「国立大学法人の財務分析」
（2008年１月）

多彩な授業と豊富なセミナー
遺伝学専攻では、
生命科学をはじめとする様々な分野について基礎から
最先端まで学べます。
分子発生生物学や発生生物学で は、
e-learning によ
る基礎的知識の教授と議論が中心の授業を併設し、
原著論文を批判的に読
み、
ディスカッションすることを通して
「考える力」
や
「討論する力」
を育てる
ことを重視しています。
遺伝研で行われている授業だけでなく、
遠隔講義シ
ステムを活用して他の専攻で実施されている幅広い分野の授業に参加す
ることも可能です。
総研大の講義リソースの中から自分の興味で授業を組
み合わせて
「自分の科目」
を造ることもできます。 また、
英語による口頭発
表や論文作成など、
成果発表のための実践的技術を身につけるための授業
も行っ ています。

Diverse courses and frequent seminars
;OL+LWHY[TLU[VM.LUL[PJZVMMLYZKP]LYZLJV\YZLZHPTLKH[WYV]PKPUNPU
KLW[OHZ^LSSHZIHZPJRUV^SLKNLVU]HYPV\ZÄLSKZVMSPMLZJPLUJLZ-VY
L_HTWSLPU[OLJV\YZL 7LYZWLJ[P]LZVM-YVU[PLYZ Z[\KLU[ZJHUVI[HPUJYLKP[
I`[HRPUN[^VZOVY[SLJ[\YLZLYPLZ[OH[KLHS^P[OM\UKHTLU[HSWYPUJPWSLZH[[OL
IV\UKHY`VMIPVSVN`HUKHUV[OLYÄLSK4VSLJ\SHYHUK*LSS\SHY)PVSVN`HUK
+L]LSVWTU[HS)PVSVN`HYLVMMLYLKPU[^VMVYTZ!LSLHYUPUNPU^OPJO`V\JHU
SLHYUIHZPJJVUZLW[ZV]LY[OLPU[LYUL[HUKJV\YZLZ[OH[JLU[LYVUJYP[PJHS
YLHKPUNHUKKPZJ\ZZPVUVM[OLWYPTHY`SP[LYH[\YL*V\YZLZVUZJPLU[PÄJ
WYLZLU[H[PVUHUKZJPLU[PÄJ^YP[PUNHYLHSZVVMMLYLK(SHYNLU\TILYVMZLTPUHYZ
JV]LYPUN]HYPV\ZÄLSKZVMSPMLZJPLUJLZHYLOLSKI`50.(IV\[  )PVSVNPJHS
:`TWVZPH MLH[\YPUNLTPULU[ZJPLU[PZ[ZMYVTHSSV]LY[OL^VYSKHYLOLSK
HUU\HSS`0UHKKP[PVUTLTILYZVM50.WYLZLU[[OLPYWYVNYLZZK\YPUN[OLWHZ[
`LHYH[^LLRS` 50.*VSSVX\PH ;OLZLZLTPUHYZHSZVPUJS\KLHUHJ[P]LX\LZ[PVU
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遺伝研では、
多岐分野にわたるセミナーが頻繁に開催されています。
週1
度の所内演者による内部交流セミナーに加えて、国内外の著名研究者を招
いたBiological Symposiumが年間約60回以上も開かれ、
活発な論議が
行われています。
セミナー 演者と大学院生との昼食会に参加すれば、
あこ
がれの研究者と実際に会っ て個人的に話をすることができます。

複数教員による教育制度

HUKHUZ^LYZLZZPVU^P[OHUPTH[LKKPZJ\ZZPVUZPU^OPJOZ[\KLU[ZJHUSLHYU
OV^[VKPZJ\ZZHUKKLIH[L]HYPV\ZZJPLU[PÄJPZZ\LZ.YHK\H[LZ[\KLU[ZHYL
PU]P[LK[VS\UJO^P[OZLTPUHYZWLHRLYZ^OLYLZ[\KLU[ZOH]LHJOHUJL[V
WLYZVUHSS`[HSR^P[OPU[LYUH[PVUHSS`YLUV^ULKZJPLU[PZ[Z(STVZ[HSS[OLZLTPUHYZ
HYLNP]LUPU,UNSPZOHUK[OLNYHK\H[LJV\YZLSLJ[\YLZHYLHSZVNP]LUPU,UNSPZO
2UV^SLKNLVM1HWHULZLPZUV[YLX\PYLKMVYJVTWSL[PUN[OLNYHK\H[LWYVNYHT
HUKVI[HPUPUN7O+KLNYLL

Team teaching

遺伝学専攻は、
「一人一人の大学院生を全教員で指導する」
という理念の
もとに大学院教育を行っています。
もちろん各大学院生はそれぞれ一人の
指導教員のもとでその研究グループに所属して研究を行いますが、
それを
補う形で、
複数教員の指導によるユニークな
「プログレスレポート制度」
を
実施しています。
この制度は、
「各々の学生が選んだ教員が小委員会を組織
し、
学生の相談にのったり助言をおこなう」
というものです。
５年一貫制博
士課程１、
３年次では、
指導教員以外の教員１名との個人面談で研究計画の
討論を行い、
研究テーマの設定について助言を得ることができます
（生命科
学プログレスⅠ、
Ⅲ）
。
２、
４年次には、
それまでの研究内容のレポートを提出
し、
指導教員以外の４人の教員からなる小委員会に対して口頭で発表を行
います
（生命科学プログレスⅡ、
Ⅳ）
。
さらに５年次には、
研究所全体での公開
のセミナーを行い、
聴衆や小委員会のメンバーと討論します
（生命科学プロ
グレスⅤ）
。
研究成果がまとまって学位論文を提出すると、
多くの場合、
プロ

50.OHZHWVSPJ`[OH[ HSS MHJ\S[`TLTILYZZOV\SKILPU]VS]LKPU[OL
LK\JH[PVUVMLHJOZ[\KLU[(ZPUV[OLYPUZ[P[\[PVUZTVZ[YLZLHYJOHJ[P]P[PLZVM
HZ[\KLU[HYLKVULPUHWHY[PJ\SHYYLZLHYJONYV\WOLHKLKI`H[OLZPZ
HK]PZVY/V^L]LYLHJOZ[\KLU[PU[OL50.NYHK\H[LWYVNYHTLSLJ[ZMV\Y
MHJ\S[`TLTILYZV\[ZPKL[OLPYV^UYLZLHYJONYV\WHZTLTILYZVM[OLPY
7YVNYLZZ9LWVY[*VTTP[[LL ;OPZJVTTP[[LLTLL[Z^P[O[OLZ[\KLU[VUJL
WLY`LHYVYTVYLVM[LUPMYLX\LZ[LKI`[OLZ[\KLU[HUKNP]LZHK]PJLVU[OL
Z[\KLU[Z[OLZPZWYVQLJ[,]LY``LHYZ[\KLU[Z^PSSOH]LVWWVY[\UP[PLZ[V
WYLZLU[[OLPY^VYRPUWVZ[LYZLZZPVUZVYH[[OL50.*VSSVX\P\THUKOH]L
KPZJ\ZZPVUZ^P[O[OLJVTTP[[LLHZ^LSSHZ[OLH\KPLUJL)`WYV]PKPUNH
MYPLUKS`HUKZ[PT\SH[PUNLU]PYVUTLU[[VOH]LPUKLW[OKPZJ\ZZPVUZ^P[O
YLZLHYJOLYZPUV[OLYÄLSKZ[OPZWYVNYHTOLSWZZ[\KLU[Z[VIYVHKLU[OLPY
]PL^ZHUK[VÄUKIYLHR[OYV\NOZ^OLUYLZLHYJOPZUV[NVPUNZTVV[OS`0[HSZV
NP]LZVWWVY[\UP[`[VWYLWHYLMVYWYLZLU[PUNZLTPUHYZH[JVUMLYLUJLZ

グレスレポート小委員会のメンバーに所外の委員を加えて審査委員会が
組織されます。
指導教員は審査委員会メンバーにはなれません。
これらの制度が、
研究が行き詰まったときの助けになるのはもちろんで
すが、
様々な分野の研究者の意見を聞く機会をもつことで、
研究者としての
視野を広げるのに役立っています。
また、
英語論文を書くための準備やプレ
ゼンテーションの訓練という意味でも経験を積むことができます。

研究者間の活発な交流

Close network of research groups

遺伝研・遺伝学専攻は、
研究者間の交流や議論が活発な事で有名です。
各
研究室が小規模なこともあり、
研究室間の合同セミナーや、
共同研究が活発
に行われています。
大学院生も、
他の研究室に出入りして自分に必要な知識
や実験手技を学んだりするなど、
自由で積極的な交流を行っており、
大講座
制にはない魅力となっています。
研究所には、
教員や大学院生以外にも、
博
士研究員、
共同利用研究員、
外国人招へい研究者等、
様々な立場の研究者が
いるので、
いろいろなレベルでの交流が行われています。
このような研究室
間の垣根のない交流は、
幅広い学際的視野をもつ研究者の育成のために、
非常に良い環境であるといえるでしょう。

50.PZMHTV\ZMVYHJ[P]LPU[LYHJ[PVUZHUKKPZJ\ZZPVUZHTVUN[OLPUOV\ZL
YLZLHYJOLYZ)LJH\ZLLHJOYLZLHYJONYV\WPZZTHSSTHU`NYV\WZOH]LQVPU[
SHITLL[PUNZ^P[OV[OLYSHIZHUKJVSSHIVYH[PVUZIL[^LLUNYV\WZHYL]LY`
JVTTVU.YHK\H[LZ[\KLU[ZHSZVHJ[P]LS`HUKMYLLS`]PZP[V[OLYYLZLHYJO
NYV\WZ[VHJX\PYLUL^[LJOUPX\LZHUKRUV^SLKNL^OPJOPZHUV[OLYTLYP[VM
ZTHSSNYV\WZ0UHKKP[PVU[VNYHK\H[LZ[\KLU[ZHUKMHJ\S[`TLTILYZ50.
Z\WWVY[Z]HYPV\Z[`WLZVMYLZLHYJOLYZZ\JOHZWVZ[KVJ[VYHSMLSSV^Z
JVSSHIVYH[P]LYLZLHYJOLYZHUK]PZP[PUNZJPLU[PZ[ZMYVTHIYVHK0U[LYHJ[PUNHUK
UL[^VYRPUN^P[OYLZLHYJOLYZ^P[OKP]LYZLSL]LSZHUKIHJRNYV\UKZPZHUPKLHS
^H`MVYZ[\KLU[Z[VKL]LSVWIYVHKHUKIHSHUJLK]PL^ZHZTH[\YLZJPLU[PZ[Z
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遺伝研で学びませんか？
生命科学リトリート
総研大の生命科学研究科は、
遺伝研を基盤機関とする遺伝学専攻、
岡崎の生理研、
基生研を基盤機関とする生理科学専攻、
基礎生物学
専攻から成り立っています。
これら３専攻に葉山の生命共生体進化
学専攻を加えた4専攻合同の生命科学リトリートが年１回開催され
ています。

学生に対する様々な支援活動
大学院生としての生活は人生の中で決して
「楽な」
時期ではありませ
ん。
一人前の研究者と同様に高いレベルの研究成果をあげることを期

Life science joint retreat
:62,5+(0OV\ZLZ[OLSHYNLZ[U\TILYVMSPMLZJPLUJLMHJ\S[`PU1HWHU
0UHKKP[PVU[V[OL+LWHY[TLU[VM.LUL[PJZPU4PZOPTH[OL6RHaHRPHYLH
OHZ[^VKLWHY[TLU[Z[OL+LWHY[TLU[VM7O`ZPVSVNPJHS:JPLUJLZHUK
[OL+LWHY[TLU[VM)HZPJ)PVSVN`HUKHMV\Y[OKLWHY[TLU[[OL
+LWHY[TLU[VM,]VS\[PVUHY`:[\KPLZHUK)PVZ`Z[LTZPZSVJH[LKPU
/H`HTH;OLZLMV\YSPMLZJPLUJLKLWHY[TLU[ZOVSKHQVPU[YL[YLH[L]LY`
`LHYMVYZJPLU[PMPJPU[LYHJ[PVUZ

Various aids to students
50.HUK[OL+LWHY[TLU[VM.LUL[PJZJVUK\J[]HYPV\ZHJ[P]P[PLZ[VZ\WWVY[
NYHK\H[LZ[\KLU[ZHUKLUYPJOP[ZNYHK\H[LWYVNYHT

待されているにもかかわらず、
「指導を受けている」
学生という身分であ
るため、
仕事をするために授業料を支払わなければなりません。
アメリ
カでは、
大学院生の授業料は学部や指導教官が申請するグラントによっ
て負担され、
また学生には給与
（stipend）
が支給されるのが普通ですが、
現在の日本の制度では大学院が学生に経済的な援助を与えるシステム
は極めて限られています。
このような制約の下でも、
遺伝学専攻は、
学生
が
「一人前の研究者に育つ」
と言う目標を達成するために出来る限りの
支援をしようとしています。

経済的支援
遺伝学専攻では、
大学院生をリサーチアシスタントに採用し、
給与を
支給しています。
額は５年一貫制１、
２年次が年額55万円、
３年次以上
が年額60万円です。
また、
日本学生支援機構の奨学金の貸与を希望す
る者は、
入学後選考のうえ、
日本学生支援機構に推薦します。
最近の実
績は、
希望者全員が奨学金給付を認められています。
入学料、
授業料に

Financial aid
:[\KLU[ZHJJLW[LK[V[OL0U[LYUH[PVUHS.YHK\H[L7YVNYHTH[50.^PSS
ILUVTPUH[LKHZJHUKPKH[LZ[VYLJLP]L[OLZJOVSHYZOPWMYVT[OL
1HWHULZLNV]LYUTLU[4,?;MLSSV^ZOPW;OPYK`LHYZ[\KLU[ZJHUHSZV
HWWS`[VH¸9LZLHYJO-LSSV^ZOPWMVY@V\UN:JPLU[PZ[Z¹NYHU[ZWVUZVYLK
I`1:7:6[OLYÄUHUJPHSHPKZHYLHSZVH]HPSHISL

ついては、
経済的理由により納付が困難で、
かつ学業優秀な者等に対
し、
入学後選考のうえ、
半額免除又は徴収猶予が認められる制度があ
ります。
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科学発表の授業

Courses on scientific writing and presentation

研究者にとっては、
単に研究能力だけでなくその成果を外に発表
する能力も大切です。
特に英語で表現・議論する能力は国際的に活
躍するためには是非身につけたい能力です。
博士号取得までに
「英
語で理解・表現・議論する力」
を獲得できるよう、
遺伝学専攻は外部
講師による英語論文書き方講習会や独自カリキュラムによる科学
プレゼンテーション授業など、
様々な取り組みを行っています。
詳

:JPLU[PZ[T\Z[UV[VUS`THRLUL^KPZJV]LYPLZI\[HSZVJVTT\UPJH[L
UL^MPUKPUNZLMMLJ[P]LS`[VV[OLYZ;OLHIPSP[`[VWYLZLU[HUKKPZJ\ZZ
ZJPLUJLPU,UNSPZOPZ[O\ZHULZZLU[PHSZRPSS[OH[T\Z[ILSLHYULK^P[OPU
`V\YNYHK\H[LJHYLLY;OL+LWHY[TLU[VM.LUL[PJZVMMLYZTHU`
JV\YZLZHUK^VYRZOVWZVUZJPLU[PMPJ^YP[PUNHUKWYLZLU[H[PVUPUJS\KPUN
HUL^S`KL]LSVWLKJ\YYPJ\S\T!,UNSPZOMVY:JPLU[PZ[Z-VYKL[HPSZWSLHZL
[HRLHSVVRH[[OLMVSSV^PUN<93Z!

細は以下の URL をご覧ください。
:JPLU[PMPJ^YP[PUN!O[[W!^^^UPNHJQWQPT\ZVRLUJV\YZLZZJP^YP
:JPLU[PMPJWYLZLU[H[PVU!O[[W!^^^UPNHJQWQPT\ZVRLUJV\YZLZ,M:

就職支援活動

Aid in finding a job

遺伝学専攻では在学生や修了生を対象に、
「求人情報のメーリング
リスト」
を作成しています。
個々の教員に寄せられるポスドクなどの求
人情報が素早く入手できる便利な制度です。

海外での学会参加の助成

;VOLSWV\YNYHK\H[LZÄUK QVIZHM[LYVI[HPUPUN[OLPYKLNYLLZ50.
JVSSLJ[ZYLJY\P[TLU[PUMVYTH[PVUMVYWVZP[PVUZZ\JOHZWVZ[KVJZHUK
HZZPZ[HU[WYVMLZZVYZHUKPUMVYTZ[OLNYHK\H[LZ[\KLU[ZHUKHS\TUP
\ZPUNH^LIWHNLHUKHTHPSPUNSPZ[

Travel funds

研究成果をあげ、
英会話能力を身につけたら次は国際学会での発表
です。
遺伝学普及会が若手研究者に対する海外渡航費の助成を行って
おり、
申請が認められれば旅費の援助が受けられます。
国際共同研究活動や国際的研究能力育成のための長期間海外派遣
で研究や研修を行う制度もあります。

6UJL `V\OH]LVI[HPULKPU[LYLZ[PUNYLZ\S[ZHUKWVSPZOLK `V\Y
WYLZLU[H[PVUZRPSSZP[Z[PTL[VZOV^[OLTVMMH[PU[LYUH[PVUHSTLL[PUNZ
0UKLLKTHU`50.NYHK\H[LZ[\KLU[ZOH]LILLUZLSLJ[LK[VWYLZLU[
[OLPY^VYRHZVYHSWYLZLU[H[PVUZH[WYLZ[PNPV\ZPU[LYUH[PVUHSJVUMLYLUJLZ
50.Z[\KLU[ZHYLLSPNPISL[VHWWS`[VZL]LYHS[YH]LSM\UKZ[VJV]LY[OL
JVZ[ZVMH[[LUKPUNPU[LYUH[PVUHSJVUMLYLUJLZ

大学院進学を考えている方へ！ Prospective Students!
学部学生のための遺伝研体験プログラム
遺伝研では学部学生のための
「体験入学プログラム」
を実施しています。
１週間程度、
遺伝研の宿泊施設に泊まり込み、
実験、
セミナー参加など、
たく
さんのプログラムで遺伝研の研究生活を実体験することができます。
旅費・
宿泊費は遺伝研から支給されます。

Undergraduate research internships at NIG
50.VMMLYZH^LLR\UKLYNYHK\H[LYLZLHYJOPU[LYUZOPWWYVNYHTMVY
PU[LYUH[PVUHSZ[\KLU[Z^OV^PZO[VNHPUL_WLYPLUJLPUZJPLU[PMPJSHI^VYR
,HJOPU[LYU^PSSQVPUVUNVPUNYLZLHYJOWYVQLJ[ZPUH^VYSKJSHZZYLZLHYJO
NYV\WHUK^PSSILWYV]PKLK^P[OSH[P[\KLHZ^LSSHZYLZWVUZPIPSP[`[VJVUK\J[
¸YLHS¹YLZLHYJOPLZVTL[OPUN [OH[UVVULPU[OL^VYSKOHZKVULILMVYL
0U[LYUZHSZVWHY[PJPWH[LPU]HYPV\Z+LWHY[TLU[HSHJ[P]P[PLZZ\JOHZSLJ[\YLZMVY
V\YNYHK\H[LZ[\KLU[Z QV\YUHSJS\IZHUKZLTPUHYZI`V\[Z[HUKPUN
YLZLHYJOLYZPUHUKV\[VM50.1HWHULZLSLZZVUZHYLHSZVH]HPSHISL:[PWLUK
^PSSILWYV]PKLK[VJV]LY[YH]LSPUNHUKSP]PUNL_WLUZLZ0M`V\^HU[[VMPUKV\[
^OH[P[PZSPRL[VKVYLZLHYJO[OPZPZ[OLILZ[^H`[VZWLUKHZ\TTLY

総合研究大学院大学・生命科学研究科・遺伝学専攻／ +LWHY[TLU[VM.LUL[PJZ:JOVVSVM3PML:JPLUJL:62,5+(0 
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+LWHY[TLU[VM.LUL[PJZ:JOVVSVM3PML:JPLUJL:62,5+(0/VZ[PUNZJPLU[PZ[ZMYVTV[OLYPUZ[P[\[PVUZ
大学院進学を考えている人へ
遺伝学専攻の大学院教育は、
「自立した研究者」
の育成を目指しています。
しかし、
この目標は優れた研究環境や充実した指導体制だけで達成できる
わけではありません。
大学院生が各自、
何を研究したいのか目的意識をきち
んと持ち、
自ら積極的に行動することが必要です。
遺伝学専攻に興味を持た
れた方は、
まずは興味をもつ研究室の教員に直接連絡を取ってみて下さい。
下の図は遺伝学専攻生とその発表論文の一例です。

Graduate education at NIG
,K\JH[PUNM\[\YLNLULYH[PVUZVMZJPLU[PZ[ZPZJLU[YHS[V[OLTPZZPVUVM50.
6\Y\UKLYNYHK\H[LHUKNYHK\H[LWYVNYHTZWYV]PKLTHU`VWWVY[\UP[PLZMVY
Z[\KLU[Z[VNHPUZJPLU[PMPJRUV^SLKNLHUKL_WLYPTLU[HS[LJOUPX\LZHZ^LSSHZ
WYVMLZZPVUHSZRPSSZ/V^L]LY[OV\NOSLZZ[HUNSPISL^LHSZVILSPL]L[OH[
KL]LSVWPUN[OL¸ZWPYP[HUKH[[P[\KLVMYLZLHYJO¹PZJYP[PJHSMVY`V\UNZJPLU[PZ[Z
;OLHJJVTWSPZOTLU[ZVMV\YZ[\KLU[ZHYLWLYOHWZ[OLTVZ[PTWVY[HU[
[LZ[HTLU[[V[OLZ\JJLZZVMV\YYLZLHYJOHUKLK\JH[PVUWYVNYHTZ;OL
MPN\YLILSV^ZOV^ZZVTL50.NYHK\H[LZ[\KLU[ZHUK[OLPYMPYZ[H\[OVYLK
^VYRYLJLU[S`W\ISPZOLKPU[VWZJPLU[PMPJQV\YUHSZ

シロイヌナズナのゲノム上をジャンプするレトロトラン
スポゾンについて、
その転移機構を研究しています。
0»TZ[\K`PUN[OLILOH]PVYVMTVIPSLYL[YV[YHUZWVZVUZPU
(YHIPKVWZPZ[OHSPHUH0[»Z]LY`PU[LYLZ[PUN[VZLL[OL
ºQ\TWPUN»HYV\UKPU[OLNLUVTL

)\YZ[ZVMYL[YV[YHUZWVZP[PVUYLWYVK\JLK
PU(YHIPKVWZPZ
:H`\YP;Z\RHOHYH(RPL2VIH`HZOP(RPYH2H^HIL
6SP]PLY4H[OPL\(Z\RH4P\YHHUK;L[Z\QP2HR\[HUP
5(;<9,=VS:LW[LTILY

総研大では、
高いレベルの環境の中で自分の研究を行う
ことができ、
研究者として歩み始める上での大きな第一
歩となりました。
+\YPUN`LHYZ0SLHYULKHSV[HIV\[ZJPLUJLPUHUL_JLSSLU[
LU]PYVUTLU[;OLOPNOSL]LSVML_WVZ\YL[V]HYPLKYLZLHYJO
YLHSS`OLSWLKTLIYVHKLUT`PKLHHUKP[JVU[YPI\[LK
PTTLUZLS`PUHJOPL]PUNT`JHYLLYNVHS

;OL95(IPUKPUNWYV[LPU5(56:PZYLX\PYLK
[VTHPU[HPUT\YPULZWLYTH[VNVUPHSZ[LTJLSSZ
(PRV:HKH([Z\ZOP:\a\RP/P[VTP:\a\RPHUK
@\TPRV:HKH
:*0,5*,=VS:LW[LTILY

（2011.3 卒業）

:WPUKSLTPJYV[\I\SLZNLULYH[L[LUZPVUKLWLUKLU[
JOHUNLZPU[OLKPZ[YPI\[PVUVMPUULYRPUL[VJOVYLWYV[LPUZ
(\ZZPL:\a\RP;L[Z\`H/VYP;H[Z\`H5PZOPUV1PYV<Z\R\YH
([Z\ZOP4P`HNP2VZ\RL4VYPRH^HHUK;H[Z\V-\RHNH^H
1*LSS)PVS=VS (WYPS

細胞の生命維持や個体の発生、
がん化の根幹を担う染色
体分配機構の解明を目指しています。
0»TPU[LYLZ[LKPU\UKLYZ[HUKPUN [OLTLJOHUPZT VM
JOYVTVZVTLZLNYLNH[PVU^OPJOWSH`ZHULZZLU[PHSYVSLMVY
[OLYLWYVK\J[PVUKL]LSVWTLU[HUKJHUJLY
（2010.3 卒業）

SOKENDAI・遺伝学専攻 DVD
遺伝学専攻では遺伝研の研究教育環境を広く知っていただくため、
所内の様子、
大学院生の活動、
遺伝学専攻の教育方針や教員の研究内
容について紹介したDVDを制作しました。
配布
（無料）
を希望される
方は、
国立遺伝学研究所大学院担当
（info-soken@lab.nig.ac.jp）
まで
ご連絡ください。

Promotional Video of the NIG Graduate Program
>LOH]LWYVK\JLKH+=+]PKLV[VPU[YVK\JL[OLHJ[P]P[PLZH[[OL
+LWHY[TLU[VM.LUL[PJZ:62,5+(0;OL]PKLVPUJS\KLZHUV]LY]PL^VM
[OLNYHK\H[LWYVNYHTHUKYLZLHYJOHJ[P]P[PLZH[[OL5H[PVUHS0UZ[P[\[LVM
.LUL[PJZ;OL+=+PU1HWHULZLJHUILVI[HPULK MYLLVMJOHYNLI`
JVU[HJ[PUN[OLNLULYHSHMMHPYZZLJ[PVUPUMVZVRLU'SHIUPNHJQW

他研究機関からの受け入れ Hosting scientists from other institutions
遺伝研は、
他大学の大学院生の教育にも貢献しています。
遺伝学またはこ
れに関連する学問分野を専攻している大学院生
（修士・博士課程）
であれば、
「特別共同利用研究員」
として遺伝研で研究することが可能です。
授業料な
どの費用はかかりません。
そのほか、
企業に所属しながら遺伝研で研究する
「受託研究員」
制度や、
大学卒業の資格で遺伝研で研究する
「遺伝研研究生」
の制度もあります。
詳細はhttp://www.nig.ac.jp/welcome/howtowork-j.htmlをご覧ください。

50.HJJLW[ZZ[\KLU[Z^OVILSVUN[VV[OLYNYHK\H[LWYVNYHTZTHZ[LYZ
JV\YZLVYKVJ[VYZJV\YZLHUKWYV]PKLZYLZLHYJOLU]PYVUTLU[H[[OL
0UZ[P[\[L50.HSZVVMMLYZHTWSLVWWVY[\UP[`MVYWVZ[NYHK\H[LLK\JH[PVUHUK
PU[LYUH[PVUHSL_JOHUNLZ0UZ[P[\[PVUHSS`M\UKLKWVZ[KVJWVZP[PVUZ50.
WVZ[KVJ[VYHSMLSSV^[HRLHWWSPJH[PVUZPU+LJLTILY6ULJHUHSZV^VYRH[
50.[OYV\NOL_[LYUHSS`M\UKLKWVZ[KVJNYHU[Z4,?;HUK1:7:7YVNYHTZ
VYNYHU[Z[VPUKP]PK\HSSHIYH[VY`0UHKKP[PVU50.^LSJVTLZZHIIH[PJHSZ[H`Z
VMMVYLPNUMHJ\S[`7SLHZLJVU[HJ[`V\YWYVWVZLKTLU[VYOVZ[OVZ[LZZMVY
KL[HPSZVU[OLWYVNYHTZ

 総合研究大学院大学・生命科学研究科・遺伝学専攻／他研究機関からの受け入れ／ +LWHY[TLU[VM.LUL[PJZ:JOVVSVM3PML:JPLUJL:62,5+(0/VZ[PUNZJPLU[PZ[ZMYVTV[OLYPUZ[P[\[PVUZ

ۿā܄
4HUHNLTLU[

運営会議 Advisory Committee
研究所の運営に関する重要事項その他共同研究計画に関する事項で、
所長が必要と認めるものについて、
所長の諮問に応じる
;OL(K]PZVY`*VTTP[[LLNP]LZHK]PJL[V[OL+PYLJ[VY.LULYHSVUHKTPUPZ[YH[P]LHMMHPYZPUJS\KPUNQVPU[YLZLHYJOWYVNYHTZ

大隅典子

東北大学大学院医学系研究科教授

菅野純夫

6:<405VYPRV

7YVMLZZVY.YHK\H[L:JOVVSVM4LKPJPUL;VOVR\<UP]LYZP[`

:<.(56:\TPV

岡田典弘

東京工業大学大学院生命理工学研究科卓越教授

62(+(5VYPOPYV

+PZ[PUN\PZOLK7YVMLZZVY;VR`V0UZ[P[\[LVM;LJOUVSVN`ZJOVVSHUK.YHK\H[LZJOVVSVM)PVZJPLUJLHUK)PV[LJOUVSVN`

小川智子

岩手看護短期大学副学長

6.(>(;VTVRV

=PJL+PYLJ[VY0^H[L*VSSLNLVM5\YZPUN

近藤

滋

7YVMLZZVY.YHK\H[L:JOVVSVM-YVU[PLY:JPLUJLZ;OL<UP]LYZP[`VM;VR`V

関口睦夫

福岡歯科大学先端科学研究センター長

:,20.<*/04\[Z\V

+PYLJ[VY(K]HUJLK:JPLUJL9LZLHYJO*LU[LY-\R\VRH+LU[HS*VSSLNL

舘田英典

九州大学大学院理学研究院教授

;(*/0+(/PKLUVYP

7YVMLZZVY-HJ\S[`VM:JPLUJLZ2`\Z`\<UP]LYZP[`

中村春木

大阪大学大学院生命機能研究科教授

265+6:OPNLY\

東京大学大学院新領域創成科学研究科教授

7YVMLZZVY.YHK\H[L:JOVVSVM-YVU[PLY)PVZJPLUJLZ6ZHRH<UP]LYZP[`

大阪大学蛋白質研究所教授

5(2(4<9(/HY\RP

7YVMLZZVY0UZ[P[\[LMVY7YV[LPU9LZLHYJO6ZHRH<UP]LYZP[`

篠崎一雄

独立行政法人理化学研究所植物科学研究センター長

西田栄介

京都大学大学院生命科学研究科教授

:/056A(202Ha\V

+PYLJ[VY7SHU[:JPLUJL*LU[LY902,5

50:/0+(,PZ\RL

7YVMLZZVY.YHK\H[L:JOVVSVM)PVZ[\KPLZ2`V[V<UP]LYZP[`

五條堀

副所長

川上浩一

個体遺伝研究系研究主幹

大久保公策

生命情報研究センター長

=PJL+PYLJ[VY

2(>(2(402VPJOP

/LHK+LWHY[TLU[VM+L]LSVWTLU[HS.LUL[PJZ

62<)62V\ZHR\

/LHK*LU[LYMVY0UMVYTH[PVU)PVSVN`

孝

.616)690;HRHZOP

（所外委員）

倉田のり

副所長

斎藤成也

集団遺伝研究系研究主幹

仁木宏典

2<9(;(5VYP

=PJL+PYLJ[VY

:(0;6<5HY\`H

/LHK+LWHY[TLU[VM7VW\SH[PVU.LUL[PJZ

5020/PYVUVYP

山尾文明

分子遺伝研究系研究主幹

@(4(6-\TPHRP

角谷徹仁

放射線・アイソトープセンター長
/LHK9HKPVPZV[VWL*LU[LY

総合遺伝研究系研究主幹

広海

/09640@HZ\ZOP

/LHK+LWHY[TLU[VM4VSLJ\SHY.LUL[PJZ

2(2<;(50;L[Z\QP

/LHK+LWHY[TLU[VM0U[LNYH[LK.LUL[PJZ

荒木弘之

細胞遺伝研究系研究主幹

系統生物研究センター長

(9(20/PYV`\RP

城石俊彦

/LHK+LWHY[TLU[VM*LSS.LUL[PJZ

:/0960:/0;VZOPOPRV

/LHK.LUL[PJ:[YHPUZ9LZLHYJO*LU[LY

健

新分野創造センター長
/LHK*LU[LYMVY-YVU[PLY9LZLHYJO

（所内委員）

アドバイザリーボード Advisory Board
;OLIVHYKTLTILYZNP]LHK]PJL[V[OL+PYLJ[VY.LULYHSHUKVY[OL(K]PZVY`*VTTP[[LLYLNHYKPUN[OLWYPUJPWSLZHUKWVSPJPLZVM[OLPUZ[P[\[L

岩槻邦男

兵庫県立人と自然の博物館長

0>(;:<202\UPV

+PYLJ[VY.LULYHS4\ZL\TVM5H[\YLHUK/\THU(J[P]P[PLZ/`VNV

>HS[LY1.LOYPUN
;PT/\U[

7YVMLZZVY)PVaLU[Y\T<UP]LYZP[`VM)HZLS

7YLZPKLU[;V`VOHZOP<UP]LYZP[`VM;LJOUVSVN`

1VOU:\SZ[VU

*OHPY0UZ[P[\[LMVY:JPLUJL,[OPJZHUK0UUV]H[PVU
;OL<UP]LYZP[`VM4HUJOLZ[LY

竹市雅俊

独立行政法人理化学研究所発生・再生科学総合研究センター長

,YPJ>PLZJOH\Z

7YVMLZZVY7YPUJL[VU<UP]LYZP[`

;(2,0*/04HZH[VZOP

+PYLJ[VY*LU[LYMVY+L]LSVWTLU[HS)PVSVN`902,5

榊

佳之

豊橋技術科学大学長

:(2(20@VZOP`\RP

総合企画室

6MMPJLVM:[YH[LN`7SHUUPUNHUK*VVYKPUH[PVU

所長の指揮の下、
研究企画、
評価、
産学連携・広報の企画・調整を行うとともに、
機構本部総
合企画室に対応する。
研究企画担当
新領域融合研究センター担当 仁木宏典
五條堀 孝

倉田のり
城石俊彦
荒木弘之

上田 龍
鈴木睦昭

評価担当
広報・知財担当

運営会議共同利用委員会
委員長
荒木弘之

細胞遺伝研究系教授

（所外委員）
岡田典弘

東京工業大学大学院生命理工学研究科教授

舘田英典

九州大学大学院理学研究院教授

（所内委員）

7YPUJPWHS:JPLU[PZ[*HUJLY9LZLHYJO<23VUKVU9LZLHYJO0UZ[P[\[L

各種個別委員会
委員会名

委員長

将来計画委員会

五條堀

予算委員会

孝

倉田のり

施設整備委員会

小林武彦

共通機器委員会

川上浩一

電子計算機委員会

藤山秋佐夫

図書委員会

澤

セミナー委員会

野々村賢一

事業委員会

角谷徹仁

広報委員会

仁木宏典

知的財産委員会

前島一博

放射線安全委員会

荒木弘之

斉

生命情報研究センター教授

遺伝子組換え実験安全委員会 山尾文明

倉田のり

系統生物研究センター教授

動物実験委員会

小林武彦

細胞遺伝研究系教授

防火・防災管理委員会 管理部長

角谷徹仁

総合遺伝研究系教授

五條堀

孝

城石俊彦

委員会名

委員長

生物遺伝資源委員会

生物遺伝資源
センター長

マウス小委員会

城石俊彦

イネ小委員会

倉田のり

大腸菌小委員会

仁木宏典

ハラスメント防止・対策委員会 倉田のり
ヒトゲノム・遺伝子解析 大久保公策
研究倫理審査委員会
安全衛生委員会

荒木弘之

利益相反委員会

所長

遺伝学博物館委員会

斎藤成也

国際化推進委員会

明石

裕

博士研究員選考委員会 小林武彦

DNAデータ研究利用委員会 所外委員
長村吉晃

独立行政法人農業生物資源研究所基盤研究領域ゲノムリソースセンター長

水島

5(.(4<9(@VZOPHRP

+PYLJ[VY.LUVTL9LZV\YJL*LU[LY)HZPJ9LZLHYJOHYLH5H[PVUHS0UZ[P[\[LVM(NYVIPVSVNPJHS:JPLUJLZ

40A<:/04(/PYVZOP

服部正平

/(;;6904HZHOPYH

白木澤佳子

:/09620A(>(@VZOPRV

東京大学大学院新領域創成科学研究科教授
7YVMLZZVY.YHK\H[L:JOVVSVM-YVU[PLY:JPLUJLZ<UP]LYZP[`VM;VR`V

（独）科学技術振興機構バイオサイエンスデータベースセンター企画運営室 室長
+PYLJ[VY+LWHY[TLU[VM7SHUUPUUNHUKTHUHNLTLU[5)+*1HWHU:JPLUJLHUK;LJOUVSVN`(NLUJ`

宮野

洋
悟

国立保健医療科学院 研究情報支援研究センター 上席主任研究官
*OPLM:LUPVY9LZLHYJOLY*LU[LYMVY7\ISPJ/LHS[O0UMVYTH[PJZ5H[PVUHS0UZ[P[\[LVM7\ISPJ/LHS[O

東京大学医科学研究所ヒトゲノム解析センター教授

40@(56:H[VY\

7YVMLZZVY/\THU.LUVTL*LU[LY0UZ[P[\[LVM4LKPJHS:JPLUJL<UP]LYZP[`VM;VR`V

藤田信之

独立行政法人製品評価技術基盤機構バイオテクノロジー本部次長

-<10;(5VI\`\RP

+LW\[`.LULYHS4HUHNLY+LWHY[TLU[VM)PV[LJOUVSVN`5H[PVUHS0UZ[P[\[LVM;LJOUVSVN`HUK,]HS\H[PVU

運 営／ 4HUHNLTLU[ 

金城

長洲毅志

エーザイ株式会社

20516(RPYH

玲

(ZZVJPH[L7YVMLZZVY0UZ[P[\[LMVY7YV[LPU9LZLHYJO6ZHRH<UP]LYZP[`

5(.(:<;HRLZOP

6--0*,9:WLJPHS(ZZVJPH[L[V*OPLM:JPLU[PMPJ6MMPJLY,PZHP*V3[K

松岡

東京工業大学学術国際情報センター

聡

大阪大学蛋白質研究所

准教授

理事・CSO 付担当部長

菅野純夫

東京大学大学院新領域創成科学研究科
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黒川

東京工業大学情報生命工学分野

Sang-Hyuk

Korean Bioinformation Center, Director
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教授

教授
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武藤香織

東京大学医科学研究所ヒトゲノム解析センター准教授
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Lee

教授

遺伝子組換え実験安全委員会 所外委員
小田

司
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日本大学法学部教授

秋山靖人

静岡県立静岡がんセンター研究所 免疫治療研究部 部長
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動物実験委員会 所外委員
塩尻信義

静岡大学理学部教授
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生物遺伝資源委員会 所外委員
明石

宮崎大学フロンティア科学実験総合センター教授

中潟直己

熊本大学
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阿部

純

生命資源研究・支援センター 教授

北海道大学大学院農学研究院准教授

中辻憲夫

京都大学物質一細胞統合システム拠点長
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伊佐

自然科学研究機構生理学研究所教授

中村太郎

大阪市立大学大学院理学研究科教授
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稲葉一男

筑波大学下田臨海実験センター長

中村幸夫

独立行政法人理化学研究所筑波研究所バイオリソースセンター室長
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漆原秀子

筑波大学大学院生命環境科学研究科教授

成瀬

自然科学研究機構基礎生物学研究所准教授
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江面

筑波大学大学院生命環境科学研究科教授

西尾

東北大学大学院農学研究科教授
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遠藤

京都大学大学院農学研究科教授

仁田坂英二

九州大学大学院理学研究院助教

隆
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大熊盛也

独立行政法人理化学研究所筑波研究所バイオリソースセンター室長

仁藤伸昌

近畿大学生物理工学部教授
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小笠原直毅

奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科教授

伴野

九州大学大学院農学研究院准教授
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岡田清孝

自然科学研究機構基礎生物学研究所長

深海

独立行政法人理化学研究所筑波研究所バイオリソースセンター室長
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岡本

独立行政法人理化学研究所脳科学総合研究センターチームリーダー

福田裕穂

東京大学大学院理学系研究科教授
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小幡裕一

独立行政法人理化学研究所筑波研究所バイオリソースセンター長

藤島政博

山口大学大学院理工学研究科教授
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金子嘉信

大阪大学大学院工学研究科准教授

前川二太郎

鳥取大学農学部附属菌類きのこ遺伝資源研究センター長
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河瀬眞琴

独立行政法人農業生物資源研究所遺伝資源センター長

増井

独立行政法人医薬基盤研究所難病 ･ 疾患資源研究部部長
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河地正伸

独立行政法人国立環境研究所 生物生態系環境研究センター 主任研究員

松居靖久

東北大学加齢医学研究所附属医用細胞資源センター 教授
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草場

信

広島大学大学院理学研究科附属植物遺伝子保管実験施設長

松沢哲郎

京都大学霊長類研究所長
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小林正智

独立行政法人理化学研究所筑波研究所バイオリソースセンター室長

松田洋一

名古屋大学大学院生命農学研究科附属鳥類バイオサイエンス研究センター長
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酒泉

新潟大学理学部教授

三谷昌平

東京女子医科大学医学部主任教授
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佐藤和広

岡山大学資源植物科学研究所附属大麦・野生植物資源研究センター教授

森

名古屋大学大学院理学研究科教授
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鈴木健一朗

独立行政法人製品評価技術基盤機構バイオテクノロジーセンター参事官

森脇和郎

独立行政法人理化学研究所筑波研究所バイオリソースセンター特別顧問
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住田正幸

広島大学大学院

矢口貴志

千葉大学 真菌医学研究センター バイオリソース管理室長
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芹川忠夫

京都大学大学院医学研究科附属動物実験施設長

吉木

独立行政法人理化学研究所筑波研究所バイオリソースセンター室長

:,902(>(;HKHV

+PYLJ[VY0UZ[P[\[LVM3HIVYH[VY`(UPTHSZ.YHK\H[L:JOVVSVM4LKPJPUL2`V[V<UP]LYZP[`

@6:/020([Z\ZOP

高野敏行

京都工芸繊維大学 ショウジョウバエ遺伝資源センター 教授
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理学研究科

附属両生類研究施設長
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マウス小委員会 所外委員
相澤慎一

独立行政法人理化学研究所神戸研究所発生・再生科学総合研究センターグループディレクター

松田潤一郎

独立行政法人医薬基盤研究所難病 ･ 疾患資源研究部研究リーダー
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伊藤豊志雄

財団法人実験動物中央研究所 ICLAS モニタリングセンター長代理

森脇和郎

独立行政法人理化学研究所筑波研究所バイオリソースセンター特別顧問
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小幡裕一

独立行政法人理化学研究所筑波研究所バイオリソースセンター長

八神健一

筑波大学大学院人間総合科学研究科教授
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甲斐知恵子

東京大学医科学研究所附属実験動物研究施設長

山村研一

熊本大学生命資源研究・支援センター教授

2(0*OPLRV

+PYLJ[VY3HIVYH[VY`(UPTHS9LZLHYJO*LU[LY0UZ[P[\[LVM4LKPJHS:JPLUJL<UP]LYZP[`VM;VR`V

@(4(4<9(2LUPJOP

Professor, Institute of Resource Development and Analysis Center for Animal Resources and Development, Kumamoto University

木南

新潟大学大学院医歯学総合研究科教授

吉木

独立行政法人理化学研究所筑波研究所バイオリソースセンター室長
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重本隆一

自然科学研究機構生理学研究所教授

米川博通

公益財団法人東京都医学総合研究所客員研究員
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芹川忠夫

京都大学大学院医学研究科附属動物実験施設長
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淳

イネ小委員会 所外委員
芦苅基行

名古屋大学生物機能開発利用研究センター教授

長戸康郎

東京大学大学院農学生命科学研究科教授
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石川隆二

弘前大学農学生命科学部教授

長村吉晃

独立行政法人農業生物資源研究所農業生物先端ゲノム研究センターゲノムリソースユニット長
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奥野員敏

筑波大学大学院生命環境科学研究科教授

廣近洋彦

独立行政法人農業生物資源研究所理事
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奥本

京都大学大学院農学研究科教授

松岡

名古屋大学生物機能開発利用研究センター教授
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信
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川崎

近畿大学農学部バイオサイエンス学科教授

吉村

九州大学大学院農学研究院教授

努

淳
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北野英己

名古屋大学生物機能開発利用研究センター教授

横井修司

岩手大学農学部准教授

20;(56/PKLTP

7YVMLZZVY)PVZJPLUJLHUK)PV[LJOUVSVN`*LU[LY5HNV`H<UP]LYZP[`

@6260:O\QP

(ZZVJPH[L7YVMLZZVY-HJ\S[`VM(NYPJ\S[\YL0^H[L<UP]LYZP[`

大腸菌小委員会 所外委員
饗場弘二

鈴鹿医療科学大学薬学部教授

河村富士夫

(0)(/PYVQP

7YVMLZZVY7OHYTHJL\[PJHS:JPLUJLZ:\a\RH<UP]LYZP[`VM4LKPJHS:JPLUJL

2(>(4<9(-\QPV

7YVMLZZVY-HJ\S[`VM:JPLUJL9PRR`V<UP]LYZP[`

秋山芳展

京都大学ウイルス研究所教授

関口順一

信州大学繊維学部特任教授

立教大学理学部教授

(20@(4(@VZOPUVYP

7YVMLZZVY0UZ[P[\[LMVY=PY\Z9LZLHYJO2`V[V<UP]LYZP[`

:,20.<*/01\UPJOP

7YVQLJ[7YVMLZZVY-HJ\S[`VM;L_[PSL:JPLUJLHUK;LJOUVSVN`:OPUZO\<UP]LYZP[`

磯野克己

神戸大学名誉教授

戸邉

大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻教授

0:6562H[Z\TP

,TLYP[\Z7YVMLZZVY2VIL<UP]LYZP[`

;6),;VY\

7YVMLZZVY.YHK\H[L:JOVVSVM4LKPJPUL+P]PZPVUVM/LHS[O:JPLUJL6ZHRH<UP]LYZP[`

伊藤維昭

京都産業大学総合生命科学部教授

林

宮崎大学フロンティア科学実験総合センター長

0;62VYLHRP

7YVMLZZVY-HJ\S[`VM3PML:JPLUJLZ2`V[V:HUN`V<UP]LYZP[`

/(@(:/0;L[Z\`H

+PYLJ[VY-YVU[PLY:JPLUJL9LZLHYJO*LU[LY4P`HaHRP<UP]LYZP[`

小笠原直毅

奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科教授

藤田泰太郎

福山大学生命工学部教授

6.(:(>(9(5HV[HRL

7YVMLZZVY.YHK\H[L:JOVVSVM0UMVYTH[PVU:JPLUJL5HYH0UZ[P[\[LVM:JPLUJLHUK;LJOUVSVN`

-<10;(@HZ\[HYV

7YVMLZZVY-HJ\S[`VM3PML:JPLUJLHUK)PV[LJOUVSVN`-\R\`HTH<UP]LYZP[`

片山

九州大学大学院薬学研究院教授

堀内

東海大学医学部基礎医学系分子生命学科

2(;(@(4(;Z\[VT\

7YVMLZZVY.YHK\H[L:JOVVSVM7OHYTHJL\[PJHS:JPLUJLZ2`\ZO\<UP]LYZP[`

/690<*/0;HRHZOP

=PZP[PUN9LZLHYJOLY+LWHY[TLU[VM4VSLJ\SHY3PML:JPLUJLZ)HZPJ4LKPJHS:JPLUJLHUK4VSLJ\SHY4LKPJPUL;VRHP<UP]LYZP[`:JOVVSVM4LKPJPUL

亀井克彦

千葉大学真菌医学研究センター教授

三木健良

九州大学名誉教授

2(4,02H[Z\OPRV

7YVMLZZVY4LKPJHS4`JVSVN`9LZLHYJO*LU[LY*OPIH<UP]LYZP[`

4020;HRL`VZOP

,TLYP[\Z7YVMLZZVY2`\ZO\<UP]LYZP[`

川岸郁朗

法政大学生命科学部教授

吉田健一

神戸大学大学院農学研究科教授

2(>(.0:/00R\YV

7YVMLZZVY*VSSLNLVM)PVZJPLUJLHUK(WWSPLK*OLTPZ[Y`/VZLP<UP]LYZP[`

@6:/0+(2LUPJOP

7YVMLZZVY.YHK\H[L:JOVVSVM(NYPJ\S[\YHS:JPLUJL2VIL<UP]LYZP[`

勉

亨
哲也

嵩

客員研究員

ヒトゲノム・遺伝子解析研究倫理審査委員会 所外委員
青木久尚

日本大学名誉教授

小林設郎

(620/PZHUHV

,TLYP[\Z7YVMLZZVY5POVU<UP]LYZP[`

26)(@(:/0:L[Z\YV

;LHJOLY4PZOPTH2P[H/PNO:JOVVS

小田

日本大学法学部教授

野口基子

静岡大学特任教授

司

静岡県立三島北高等学校教諭

6+(;Z\RHZH

7YVMLZZVY:JOVVSVM3H^5POVU<UP]LYZP[`

56.<*/04V[VRV

:WLJPHS7YVMLZZVY:OPa\VRH<UP]LYZP[`

黒澤健司

神奈川県立こども医療センター部長

渡邉妙子

財団法人佐野美術館館長

2<96:(>(2LUQP

+PYLJ[VY2(5(.(>(*OPSKYLUZ4LKPJHS*LU[LY

>(;(5(),;HLRV

*\YH[VY:HUV(Y[4\ZL\T

運 営／ 4HUHNLTLU[ 

ॸ࢞࣋ۋఊۙĆॸ࢞ۙĆߔ౺

小原雄治

+PYLJ[VY.LULYHS

26/(9(@\QP

個体遺伝研究系

副所長

五條堀

=PJL+PYLJ[VY

.616)690;HRHZOP

研究主幹（兼） 川上浩一

副所長

倉田のり

=PJL+PYLJ[VY

2<9(;(5VYP

所

長

孝

分子遺伝研究系

+LWHY[TLU[VM4VSLJ\SHY.LUL[PJZ

研究主幹（兼） 山尾文明

■分子遺伝研究部門

/LHK

@(4(6-\TPHRP

+P]PZPVUVM4VSLJ\SHY.LUL[PJZ

+LWHY[TLU[VM+L]LSVWTLU[HS.LUL[PJZ

■発生遺伝研究部門
教

授

広海

助

教

助

教

/LHK

2(>(2(402VPJOP

+P]PZPVUVM+L]LSVWTLU[HS.LUL[PJZ

健

7YVM

/09640@HZ\ZOP

浅岡美穂

(ZZPZ7YVM

(:(62(4POV

林

貴史

(ZZPZ7YVM

/(@(:/0;HRHZOP

博士研究員

松岡信弥

7VZ[KVJ

4(;:<62(:OPU`H

+:[\KLU[:62,5+(0 16:/09HQZOYP

教

授

深川竜郎

7YVM

-<2(.(>(;H[Z\V

総研大 D5

ジョシ, ラジュシュリ

助

教

堀

哲也

(ZZPZ7YVM

/690;L[Z\`H

総研大研究生

ロメロ, ヴァネッサ 9LZLHYJO:[\KLU[:62,5+(0 964,96=HULZZH

助

教

西野達哉

(ZZPZ7YVM

50:/056;H[Z\`H

博士研究員

ぺルぺレスク, マリネラ 7VZ[KVJ

7,97,3,:*<4HYPULSH

博士研究員

香川尚子

7VZ[KVJ

2(.(>(5HVRV

博士研究員

竹内康造

7VZ[KVJ

;(2,<*/02VaV

■変異遺伝研究部門
教

授

+P]PZPVUVM4\[HNLULZPZ

山尾文明

7YVM

遺伝研博士研究員 飯田直子

■分子機構研究室
助

教

@(4(6-\TPHRP

50.7VZ[KVJ

00+(5HVRV

4VSLJ\SHY4LJOHUPZT3HIVYH[VY`

清野浩明

(ZZPZ7YVM

■核酸化学客員研究部門

:,056/PYVHRP

+P]PZPVUVM5\JSLPJ(JPK*OLTPZ[Y`

客員教授

アーンショウ, ウィリアム C. =PZP[PUN7YVM

,(95:/(>>PSSPHT*

客員教授

マルコ , ジョン F. =PZP[PUN7YVM

4(9261VOU-

細胞遺伝研究系

+LWHY[TLU[VM*LSS.LUL[PJZ

研究主幹（兼） 荒木弘之

■細胞遺伝研究部門

/LHK

(9(20/PYV`\RP

+P]PZPVUVM*`[VNLUL[PJZ

教

授

小林武彦

7YVM

26)(@(:/0;HRLOPRV

助

教

飯田哲史

(ZZPZ7YVM

00+(;L[Z\ZOP

助

教

赤松由布子

(ZZPZ7YVM

(2(4(;:<@\M\RV

芹澤尚美

7VZ[KVJ

:,90A(>(5HVTP

博士研究員

日本学術振興会特別研究員 佐々木真理子

1:7:9LZLHYJO-LSSV^ :(:(204HYPRV

総研大 D3

榮岩春菜

+:[\KLU[:62,5+(0 /(,0>(/HY\UH

総研大 D2

鵜之沢英理

+:[\KLU[:62,5+(0 <56A(>(,YP

総研大 D2

高橋明大

+:[\KLU[:62,5+(0 ;(2(/(:/0(RPOPYV

■微生物遺伝研究部門

+P]PZPVUVM4PJYVIPHS.LUL[PJZ

■発生遺伝研究部門
助

教

清水

■形質遺伝研究部門

+P]PZPVUVM+L]LSVWTLU[HS.LUL[PJZ

裕

(ZZPZ7YVM

:/040A</PYVZOP

+P]PZPVUVM5L\YVNLUL[PJZ

教

授

岩里琢治

7YVM

0>(:(;6;HR\QP

助

教

水野秀信

(ZZPZ7YVM

40A<56/PKLUVI\

遺伝研博士研究員 香取将太

50.7VZ[KVJ

2(;690:OV[H

岩田亮平

+:62,5+(0
1:7:9LZLHYJO-LSSV^+*

0>(;(9`VOLP

総研大 D4

鈴木亜友美

+:[\KLU[:62,5+(0 :<A<20(`\TP

総研大 D4

羅ブンジュウ

+:[\KLU[:62,5+(0 3<6>LUZO\

総研大 D5
（学振特別研究員）

総研大 D3

野彬子

■初期発生研究部門

+:[\KLU[:62,5+(0 @6:/056(RPRV

+P]PZPVUVM4VSLJ\SHYHUK+L]LSVWTLU[HS)PVSVN`

教

授

川上浩一

7YVM

2(>(2(402VPJOP

助

教

浅川和秀

(ZZPZ7YVM

(:(2(>(2Ha\OPKL

助

教

武藤

彩

(ZZPZ7YVM

4<;6(RPYH

遺伝研博士研究員 田辺英幸

50.7VZ[KVJ

;(5(),/PKL`\RP

科学技術振興機構さきがけ研究者 和田浩則

1:;79,:;69LZLHYJOLY >(+(/PYVUVYP

日本学術振興会特別研究員 福田隆一

1:7:9LZLHYJO-LSSV^ -<2<+(9`\PJOP

総研大 D4

ラル, プラディープ +:[\KLU[:62,5+(0 3(37YHKLLW

■生理遺伝客員研究部門

+P]PZPVUVM7O`ZPVSVNPJHS.LUL[PJZ

客員教授

スターン, ディヴィド L. =PZP[PUN7YVM

:;,95+H]PK3

客員教授

ファーロング,アイリーン =PZP[PUN7YVM

-<9365.,PSLLU

集団遺伝研究系

+LWHY[TLU[VM7VW\SH[PVU.LUL[PJZ

研究主幹（兼） 斎藤成也

■集団遺伝研究部門

/LHK

:(0;6<5HY\`H

+P]PZPVUVM7VW\SH[PVU.LUL[PJZ

教

授

荒木弘之

7YVM

(9(20/PYV`\RP

教

授

斎藤成也

7YVM

:(0;6<5HY\`H

助

教

田中誠司

(ZZPZ7YVM

;(5(2(:LPQP

助

教

隅山健太

(ZZPZ7YVM

:<40@(4(2LU[H

助

教

日詰光治

(ZZPZ7YVM

/0A<4,2VOQP

総研大 D4

神澤秀明

+:[\KLU[:62,5+(0 2(5A(>(/PKLHRP

博士研究員

田中尚美

7VZ[KVJ

;(5(2(@VZOPTP

総研大 D2

ヘッチアーラッチ, ナディーカ +:[\KLU[:62,5+(0 /,;;0(9(*/*/05HKLLRH

博士研究員

矢倉

7VZ[KVJ

@(.<9(4HZHY\

総研大 D2

ババリンド,アイザック アデヤミ +:[\KLU[:62,5+(0 )()(905+,0ZHHJ(KL`LTP

総研大 D5

牧野仁志穂

勝

■細胞質遺伝客員研究部門

+:[\KLU[:62,5+(0 4(20565PZOPOV

+P]PZPVUVM*`[VWSHZTPJ.LUL[PJZ

■進化遺伝研究部門
教

授

明石

教

+P]PZPVUVM,]VS\[PVUHY`.LUL[PJZ

裕

7YVM

(2(:/0/PYVZOP

長田直樹

(ZZPZ7YVM

6:(+(5HVRP

李

7VZ[KVJ

30)V`HUN

客員教授

ブッカ, フレデリック =PZP[PUN7YVM

)6**(9+-YtKtYPJ

上田泰己

助

客員教授

<,+(/PYVRP

博士研究員
総研大 D1

ミシュラ , ネハ +:[\KLU[:62,5+(0 40:/9(5LOH

=PZP[PUN7YVM

 研究教育職員・研究員・学生／ 9LZLHYJO:[HMM

:[\KLU[Z

博陽

9LZLHYJO:[HMM :[\KLU[Z

■理論遺伝客員研究部門

+P]PZPVUVM;OLVYL[PJHS.LUL[PJZ

■運動神経回路研究室

4V[VY5L\YHS*PYJ\P[3HIVYH[VY`

客員教授

フォン・ヘーゼラー,アーント =PZP[PUN7YVM

]VU/(,:,3,9(YUK[

准教授

平田普三

(ZZVJ7YVM

/09(;(/PYVTP

客員教授

クラーク, アンドリュー G. =PZP[PUN7YVM

*3(92(UKYL^.

博士研究員

荻野一豊

7VZ[KVJ

6.0562Ha\[V`V

50.7VZ[KVJ

@(4(+(2LU[H

総合遺伝研究系

+LWHY[TLU[VM0U[LNYH[LK.LUL[PJZ

研究主幹（兼） 角谷徹仁

■人類遺伝研究部門
教
助

授
教

■共生細胞進化研究室
/LHK

2(2<;(50;L[Z\QP

細道一善

7YVM
(ZZPZ7YVM

遺伝研博士研究員 ジナム,ティモシー A. 50.7VZ[KVJ
博士研究員

中岡博史

7VZ[KVJ

博士研究員

早野崇英

7VZ[KVJ

■育種遺伝研究部門

:`TIPVZPZHUK*LSS,]VS\[PVU3HIVYH[VY`

特任准教授

宮城島進也

7YVQLJ[(ZZVJ7YVM 40@(.0:/04(:OPU`H

博士研究員

壁谷如洋

7VZ[KVJ

2(),@(@\RPOPYV

056<,0[\YV

博士研究員

墨谷暢子

7VZ[KVJ

:<40@(5VI\RV

/6:640*/02Ha\`VZOP

博士研究員

廣岡俊亮

7VZ[KVJ

/09662(:O\UZ\RL

105(4;PTV[O`(

総研大 D1

中村真心

+:[\KLU[:62,5+(0 5(2(4<9(4HTP

+P]PZPVUVM/\THU.LUL[PJZ

井ノ上逸朗

遺伝研博士研究員 山田健太

5(2(62(/PYVM\TP
/(@(56;HRHOPKL

+P]PZPVUVM(NYPJ\S[\YHS.LUL[PJZ

■生態遺伝学研究室
特任准教授

北野

,JVSVNPJHS.LUL[PJZ3HIVYH[VY`

潤

7YVQLJ[(ZZVJ7YVM 20;(561\U

遺伝研博士研究員 川尻舞子

吉田恒太

50.7VZ[KVJ

2(>(10904HPRV

7VZ[KVJ

@6:/0+(2VO[H

教

授

角谷徹仁

7YVM

2(2<;(50;L[Z\QP

博士研究員

助

教

稲垣宗一

(ZZPZ7YVM

05(.(20:VPJOP

日本学術振興会特別研究員 石川麻乃

助

教

樽谷芳明

(ZZPZ7YVM

;(9<;(50@VZOPHRP

日本学術振興会特別研究員 ラビネット,マーク 1:7:9LZLHYJO-LSSV^ 9(=05,;4HYR

日本学術振興会特別研究員 島田

篤

総研大 D4（学振特別研究員） 塚原小百合
総研大 D4
総研大 D2

付

煜

保坂

遺伝研博士研究員 藤

碧

特別共同利用研究員
（東大大学院理学系研究科）

泰子

伊藤

佑

■脳機能研究部門
准教授
助

教

1:7:9LZLHYJO-LSSV^ :/04(+(([Z\ZOP
+:[\KLU[:62,5+(0 ;:<2(/(9(:H`\YP

特任准教授

北川大樹

7YVQLJ[(ZZVJ7YVM 20;(.(>(+HPQ\

+:[\KLU[:62,5+(0 /6:(2((VP

博士研究員

白土

7VZ[KVJ

:/09(;:<*/0.LU

50.7VZ[KVJ

博士研究員

松浦利絵子

7VZ[KVJ

4(;:<<9(9PLRV

博士研究員

太田

7VZ[KVJ

6;(4PKVYP

;6<;HPRV

:WLJPHSQVPU[YLZLHYJOLY 0;6;HZ\R\

平田たつみ

/09(;(;H[Z\TP

川崎能彦

(ZZPZ7YVM

2(>(:(20;HRHOPRV

1:7:9LZLHYJO-LSSV^ 46/90(RPRV

+P]PZPVUVM(WWSPLK.LUL[PJZ

客員教授

マーチエンセン,ロブ A =PZP[PUN7YVM

4(9;0,5::,59VI(

客員教授

辻

;:<10:OVQP

省次

=PZP[PUN7YVM

新分野創造センター
センター長（兼） 広海

■分子機能研究室
准教授

*LU[LYMVY-YVU[PLY9LZLHYJO

健

日本学術振興会特別研究員 西村浩平
特別共同利用研究員
（阪大大学院理学研究科）

渡瀬成治

■多細胞社会研究室

/LHK

/09640@HZ\ZOP

4VSLJ\SHY-\UJ[PVU3HIVYH[VY`

鐘巻将人

玄
緑

系統生物研究センター

(ZZVJ7YVM

■応用遺伝客員研究部門

*LU[YVZVTL)PVSVN`3HIVYH[VY`

+:[\KLU[:62,5+(0 -<@\

+P]PZPVUVM)YHPU-\UJ[PVU

日本学術振興会特別研究員 毛利亮子

■中心体生物学研究室

1:7:9LZLHYJO-LSSV^ 0:/02(>((ZHUV

(ZZVJ7YVM

2(5,4(204HZH[V

センター長（兼） 城石俊彦

■哺乳動物遺伝研究室

.LUL[PJ:[YHPUZ9LZLHYJO*LU[LY
/LHK

:/0960:/0;VZOPOPRV

4HTTHSPHU.LUL[PJZ3HIVYH[VY`

教

授

城石俊彦

7YVM

:/0960:/0;VZOPOPRV

助

教

田村

勝

(ZZPZ7YVM

;(4<9(4HZHY\

助

教

高田豊行

(ZZPZ7YVM

;(2(+(;V`V`\RP

博士研究員

嵯峨井知子

7VZ[KVJ

:(.(0;VTVRV

博士研究員

天野孝紀

7VZ[KVJ

(4(56;HRHUVYP

総研大 D5

片岡太郎

+:[\KLU[:62,5+(0 2(;(62(;HYV

■発生工学研究室

4HTTHSPHU+L]LSVWTLU[3HIVYH[VY`

教

授

相賀裕美子

7YVM

:(.(@\TPRV

助

教

森本

(ZZPZ7YVM

469046;64P[Z\Y\

50.7VZ[KVJ

A/6<AOP

充

1:7:9LZLHYJO-LSSV^ 50:/04<9(2VOLP

遺伝研博士研究員 周

:WLJPHSQVPU[YLZLHYJOLY >(;(:,.LVYNL

博士研究員

佐波理恵

7VZ[KVJ

:()(9PL

博士研究員

加藤

7VZ[KVJ

2(;6@\a\Y\

4\S[PJLSS\SHY:VJPL[`3HIVYH[VY`

智
譲

総研大 D5（学振特別研究員） 高木恵次

准教授

堀川一樹

(ZZVJ7YVM

/6902(>(2Ha\RP

総研大 D5

呉

博士研究員

足立

7VZ[KVJ

(+(*/0:O\U

総研大 D4

小池紘子

+:[\KLU[:62,5+(0 2602,/PYVRV

:(;6(RPYH

総研大 D3

坂口あかね

+:[\KLU[:62,5+(0 :(2(.<*/0(RHUL

総研大 D3

櫻井隆順

+:[\KLU[:62,5+(0 :(2<9(0;HRH`\RP

総研大 D2

プイ , ハン ピン +:[\KLU[:62,5+(0 7<0/HU7PU

隼

博士研究員

佐藤

朗

総研大 D2

鎌形貴範

7VZ[KVJ

+:[\KLU[:62,5+(0 2(4(.(;(;HRHUVYP

特別共同利用研究員
（東大大学院理学系研究科）

趙

泉

+:[\KLU[:62,5+(0 ;(2(.02LPQP

薇

+:[\KLU[:62,5+(0 .6:LU

:WLJPHSQVPU[YLZLHYJOLY */6)P

研究教育職員・研究員・学生／ 9LZLHYJO:[HMM :[\KLU[Z 

ॸ࢞࣋ۋఊۙĆॸ࢞ۙĆߔ౺

■マウス開発研究室

4V\ZL.LUVTPJZ9LZV\YJL3HIVYH[VY`

4\S[PJLSS\SHY6YNHUPaH[PVU3HIVYH[VY`

准教授

小出

(ZZVJ7YVM

260+,;Z\`VZOP

教

授

澤

助

高橋阿貴

(ZZPZ7YVM

;(2(/(:/0(RP

助

教

伊原伸治

田邉

+:[\KLU[:62,5+(0 ;(5(=,(RPYH

教

総研大 D4

剛

■多細胞構築研究室

彰

■小型魚類開発研究室

4VKLS-PZO.LUVTPJZ9LZV\YJL3HIVYH[VY`

斉

遺伝研博士研究員 中山創平

7YVM

:(>(/P[VZOP

(ZZPZ7YVM

0/(9(:OPUQP

50.7VZ[KVJ

5(2(@(4(:VOLP

博士研究員

杉岡賢史

7VZ[KVJ

:<.062(2LUQP

博士研究員

宗

7VZ[KVJ

:6<:O\OLP

修平

准教授

酒井則良

(ZZVJ7YVM

:(2(05VYP`VZOP

総研大 D4

吉田直樹

+:[\KLU[:62,5+(0 @6:/0+(5HVRP

助

新屋みのり

(ZZPZ7YVM

:/05@(4PUVYP

総研大 D2

上村恭平

+:[\KLU[:62,5+(0 <,4<9(2`VOLP

河﨑敏広

7VZ[KVJ

2(>(:(20;VZOPOPYV

教

博士研究員

■植物遺伝研究室

7SHU[.LUL[PJZ3HIVYH[VY`

■超分子構造研究室

)PVTVSLJ\SHY:[Y\J[\YL3HIVYH[VY`

准教授

白木原康雄

(ZZVJ7YVM

:/09(20/(9(@HZ\V

助

伊藤

(ZZPZ7YVM

0;6/PYVZOP

教

授

倉田のり

7YVM

2<9(;(5VYP

助

教

久保貴彦

(ZZPZ7YVM

2<)6;HRHOPRV

博士研究員

藤田雅丈

7VZ[KVJ

-<10;(4HZHOPYV

博士研究員

王

7VZ[KVJ

>(5.AP?\HU

准教授

鈴木えみ子

(ZZVJ7YVM

:<A<20,TPRV

博士研究員

シェントン, マシュー 7VZ[KVJ

:/,5;654H[[OL^

助

教

來栖光彦

(ZZPZ7YVM

2<9<:<4P[Z\OPRV

博士研究員

小林百合

7VZ[KVJ

26)(@(:/0@\YP

子軒

■原核生物遺伝研究室

啓

■遺伝子回路研究室

.LUL5L[^VYR3HIVYH[VY`

4PJYVIPHS.LUL[PJZ3HIVYH[VY`

教

授

仁木宏典

7YVM

5020/PYVUVYP

助

教

青木敬太

(ZZPZ7YVM

(6202LP[H

50.7VZ[KVJ

62(46;6:OV

遺伝研博士研究員 岡本

教

尚

博士研究員

塩見大輔

7VZ[KVJ

:/0640+HPZ\RL

博士研究員

野崎晋五

7VZ[KVJ

56A(20:OPUNV

■無脊椎動物遺伝研究室

0U]LY[LIYH[L.LUL[PJZ3HIVYH[VY`

生命情報研究センター

*LU[LYMVY0UMVYTH[PVU)PVSVN`

センター長（兼） 大久保公策

■遺伝情報分析研究室
教

授

/LHK

62<)62V\ZHR\

3HIVYH[VY`MVY+5(+H[H(UHS`ZPZ

五條堀

孝

7YVM

.616)690;HRHZOP

准教授

池尾一穂

(ZZVJ7YVM

02,62Ha\OV

助

野澤昌文

(ZZPZ7YVM

56A(>(4HZHM\TP

教

教

授

上田

龍

7YVM

<,+(9`\

7VZ[KVJ

20516:VUVRV

周

金城その子

教

近藤

博士研究員

助

(ZZPZ7YVM

265+6:O\

博士研究員

佐藤行人

7VZ[KVJ

:6;6@\R\[V

博士研究員

佐々木直文

7VZ[KVJ

:(:(205HVI\TP

博士研究員

森

7VZ[KVJ

4690;HRHOPZH

■系統情報研究室
准教授

.LUL[PJZ0UMVYTH[PJZ3HIVYH[VY`

山﨑由紀子

■生物遺伝資源情報研究室

(ZZVJ7YVM

@(4(A(20@\RPRV

.LUVTL)PVSVN`3HIVYH[VY`

隆久

日本学術振興会特別研究員 吉田真明

1:7:9LZLHYJO-LSSV^ @6:/0+(4HZHHRP

研究員

村岡正文

9LZLHYJOLY

総研大 D4

石川昌和

+:[\KLU[:62,5+(0 0:/02(>(4HZHRHa\

4<9(62(4HZHM\TP

教授

小原雄治

7YVM

26/(9(@\QP

助教

安達佳樹

(ZZPZ7YVM

(5+(*/0@VZOPRP

特任研究員

平木秀明

7YVQLJ[9LZLHYJOLY

/09(20/PKLHRP

特任研究員

植田ゆみ子

教

授

中村保一

7YVM

5(2(4<9(@HZ\RHa\

7YVQLJ[9LZLHYJOLY

<,;(@\TPRV

博士研究員

金野宏之

助

教

神沼英里

(ZZPZ7YVM

2(405<4(,SP

7VZ[KVJ

26556/PYV`\RP

博士研究員

長崎英樹

7VZ[KVJ

5(.(:(20/PKLRP

特任研究員

藤澤貴智

7YVQLJ[9LZLHYJOLY

-<10:(>(;HRH[VTV

50.7VZ[KVJ

:(9</(:/0:H[VZOP

構造遺伝学研究センター
センター長（兼） 荒木弘之

■生体高分子研究室

:[Y\J[\YHS)PVSVN`*LU[LY
/LHK

(9(20/PYV`\RP

■大量遺伝情報研究室

遺伝研博士研究員 猿橋

.LUVTL0UMVYTH[PJZ3HIVYH[VY`

智

■データベース運用開発研究室 3HIVYH[VY`MVY9LZLHJOHUK+L]LSVWTLU[VM)PVSVNPJHS+H[HIHZLZ
授

高木利久

7YVM

;(2(.0;VZOPOPZH

4(,:/04(2Ha\OPYV

博士研究員

永井啓一

7VZ[KVJ

5(.(02LPPJOP

)PVSVNPJHS4HJYVTVSLJ\SLZ3HIVYH[VY`

教

教

授

前島一博

7YVM

助

教

平谷伊智朗

(ZZPZ7YVM

/09(;(500JOPYV

博士研究員

奥田喜弘

7VZ[KVJ

62<+(@VZOPOPYV

日原さえら

+:62,5+(0
1:7:9LZLHYJO-LSSV^+*

/0/(9(:HLYH

特任研究員

宗像善久

7YVQLJ[9LZLHYJOLY

4<5(2(;(@VZOPOPZH

総研大 D5
（学振特別研究員）

■細胞建築研究室

■遺伝子発現解析研究室

*LSS(YJOP[LJ[\YL3HIVYH[VY`

暁

3HIVYH[VY`MVY.LUL,_WYLZZPVU(UHS`ZPZ

准教授

木村

(ZZVJ7YVM

204<9((RH[Z\RP

教

授

大久保公策

7YVM

62<)62V\ZHR\

博士研究員

荒井律子

7VZ[KVJ

(9(09P[Z\RV

助

教

小笠原

(ZZPZ7YVM

6.(:(>(9(6ZHT\

博士研究員

菅原武志

7VZ[KVJ

:<.(>(9(;HRLZOP

特任研究員

7YVQLJ[9LZLHYJOLY

/(9(2Ha\V

 研究教育職員・研究員・学生／ 9LZLHYJO:[HMM

:[\KLU[Z

原

一夫

理

9LZLHYJO:[HMM :[\KLU[Z

■比較ゲノム解析研究室
教

授

特任准教授

*VTWHYH[P]L.LUVTPJZ3HIVYH[VY`

藤山秋佐夫

7YVM

豊田

7YVQLJ[(ZZVJ7YVM ;6@6+(([Z\ZOP

敦

遺伝研博士研究員 福多賢太郎

-<10@(4((ZHV

50.7VZ[KVJ

-<2<;(2LU[HYV

特任研究員

清岡美穂

7YVQLJ[9LZLHYJOLY

20@662(4POV

特任研究員

塚本ゆみ

7YVQLJ[9LZLHYJOLY

;:<2(46;6@\TP

特任研究員

吉田

7YVQLJ[9LZLHYJOLY

@6:/0+(:H[VY\

悟

実験圃場

,_WLYPTLU[HS-HYT

DDBJセンター

++)1*LU[LY

センター長（兼） 高木利久

/LHK

;(2(.0;VZOPOPZH

教

授（兼）

中村保一

7YVM

5(2(4<9(@HZ\RHa\

教

授（兼）

大久保公策

7YVM

62<)62V\ZHR\

助

教（兼）

神沼英里

(ZZPZ7YVM

2(405<4(,SP

助

教（兼）

小笠原

(ZZPZ7YVM

6.(:(>(9(6ZHT\

7VZ[KVJ

3,,2`\UN)\T

理

博士研究員

李

慶範

博士研究員

大城戸利久

7VZ[KVJ

620+6;VZOPOPZH

圃場長（兼）

野々村賢一

/LHK

56564<9(2LUPJOP

博士研究員

小菅武英

7VZ[KVJ

26:<.,;HRLOPKL

准教授

野々村賢一

(ZZVJ7YVM

56564<9(2LUPJOP

博士研究員

児玉悠一

7VZ[KVJ

26+(4(@\PJOP

助

宮崎さおり

(ZZPZ7YVM

40@(A(20:HVYP

博士研究員

坂井勝呂

7VZ[KVJ

:(2(02H[Z\UHNH

新濱 充

7VZ[KVJ

500/(4(4P[Z\Y\

教

博士研究員

日本学術振興会特別研究員 小宮怜奈

博士研究員

真島

7VZ[KVJ

4(:/04(1\U

1:7:9LZLHYJO-LSSV^ 2640@(9LPUH

特任研究員

青野英雄

淳

7YVQLJ[9LZLHYJOLY

(656/PKLV

総研大 D5

小野聖二郎

+:[\KLU[:62,5+(0 656:LPQPYV

総研大 D2

琴

特任研究員

筒井波留

7YVQLJ[9LZLHYJOLY

;:<;:<0/HY\

+:[\KLU[:62,5+(0 2<49PZL

特任研究員

福田亜沙美

7YVQLJ[9LZLHYJOLY

-<2<+((ZHTP

梨世

放射線・アイソトープセンター
センター長（兼） 仁木宏典

9HKPVPZV[VWL*LU[LY

/LHK

生物遺伝資源センター

5020/PYVUVYP

.LUL[PJ9LZV\YJL*LU[LY

情報基盤ユニット

0;<UP[

ユニット長（兼） 藤山秋佐夫

/LHK

-<10@(4((ZHV

教

授（兼）

高木利久

7YVM

;(2(.0;VZOPOPZH

センター長（兼） 城石俊彦

/LHK

:/0960:/0;VZOPOPRV

教

授（兼）

大久保公策

7YVM

62<)62V\ZHR\

マウス研究支援ユニット

教

授（兼）

城石俊彦

7YVM

:/0960:/0;VZOPOPRV

教

授（兼）

川上浩一

7YVM

2(>(2(402VPJOP

教

授（兼）

上田 龍

7YVM

<,+(9`\

教

授（兼）

仁木宏典

7YVM

5020/PYVUVYP

教

授（兼）

倉田のり

7YVM

2<9(;(5VYP

教

授（兼）

小原雄治

7YVM

26/(9(@\QP

准教授（兼）

酒井則良

(ZZVJ7YVM

:(2(05VYP`VZOP

准教授（兼）

野々村賢一

(ZZVJ7YVM

56564<9(2LUPJOP

特任准教授

柳原克彦

7YVQLJ[(ZZVJ7YVM @(5(.0/(9(2H[Z\OPRV

准教授（兼）

山﨑由紀子

(ZZVJ7YVM

@(4(A(20@\RPRV

特任准教授

馬場知哉

7YVQLJ[(ZZVJ7YVM )()(;VTV`H

助

教（兼）

高田豊行

(ZZPZ7YVM

;(2(+(;V`V`\RP

維昊

7VZ[KVJ

:/(5.>LP/HV

教（兼）

浅川和秀

融合プロジェクト博士研究員 商

助

(ZZPZ7YVM

(:(2(>(2Ha\OPKL

助

教（兼）

武藤

融合プロジェクト博士研究員 阿部玄武

7VZ[KVJ

(),.LTI\

(ZZPZ7YVM

4<;6(RPYH

助

教（兼）

新屋みのり

29@<26=2PYPSS

(ZZPZ7YVM

:/05@(4PUVYP

融合プロジェクト博士研究員 クリュコフ, キリル 7VZ[KVJ

助

教（兼）

近藤

周

(ZZPZ7YVM

265+6:O\

融合プロジェクト博士研究員 程

助

教（兼）

清水

裕

(ZZPZ7YVM

:/040A</PYVZOP

助

教（兼）

青木敬太

(ZZPZ7YVM

(6202LP[H

助

教（兼）

久保貴彦

(ZZPZ7YVM

2<)6;HRHOPRV

教（兼）

宮崎さおり

助

彩

(ZZPZ7YVM

先端ゲノミクス推進センター
センター長（兼） 小原雄治

藤山秋佐夫

40@(A(20:HVYP

(K]HUJLK.LUVTPJZ*LU[LY
/LHK

26/(9(@\QP

7YVM

-<10@(4((ZHV

ユニット長（兼） 小出

剛

4V\ZL9LZLHYJO:\WWVY[PUN<UP[
/LHK

260+,;Z\`VZOP

新領域融合研究センター ;YHUZKPZJPWSPUHY`9LZLHYJO0U[LNYH[PVU*LU[LY
■遺伝研で研究しているメンバー

4LTILYZH[50.

朝陽

7VZ[KVJ

*/,5*OHV`HU

融合プロジェクト博士研究員 木曽彩子

7VZ[KVJ

20:6(`HRV

融合プロジェクト博士研究員 後藤達彦

7VZ[KVJ

.6;6;H[Z\OPRV

融合プロジェクト博士研究員 小塚奈津美

7VZ[KVJ

26A<2(5H[Z\TP

融合プロジェクト博士研究員 春島嘉章

7VZ[KVJ

/(9<:/04(@VZOPHRP

融合プロジェクト特任研究員 堀内陽子

7YVQLJ[9LZLHYJOLY

/690<*/0@V\RV

融合プロジェクト博士研究員 鹿児島浩

7VZ[KVJ

2(.6:/04(/PYVZOP

融合プロジェクト博士研究員 木村健二

7VZ[KVJ

204<9(2LUQP

融合プロジェクト博士研究員 庭山律哉

7VZ[KVJ

50>(@(4(9P[Z\`H
46*/0A<20;HRHRV

融合プロジェクト特任研究員 望月孝子

7YVQLJ[9LZLHYJOLY

敦

7YVQLJ[(ZZVJ7YVM ;6@6+(([Z\ZOP

7VZ[KVJ

;(;:<46;6:OVQP

特任准教授

野口英樹

融合プロジェクト博士研究員 辰本将司

7YVQLJ[(ZZVJ7YVM 56.<*/0/PKLRP

博士研究員

陳

融合プロジェクト特任研究員 松﨑肖子

7YVQLJ[9LZLHYJOLY

4(;:<A(20(`\RV

7VZ[KVJ

*/,5>LP

特任研究員

会津智幸

7YVQLJ[9LZLHYJOLY

(0A<;VTV`\RP

特任研究員

石﨑比奈子

7YVQLJ[9LZLHYJOLY

0:/0A(20/PUHRV

特任研究員

江島史緒

7YVQLJ[9LZLHYJOLY

,104(-\TP^V

教

授（兼）

特任准教授（兼） 豊田

薇

知的財産室
室

長

0U[LSSLJ[\HS7YVWLY[`<UP[

鈴木睦昭

+PYLJ[VY

:<A<204\[Z\HRP

研究教育職員・研究員・学生／ 9LZLHYJO:[HMM :[\KLU[Z 

ࠣᆅငɂࡳݻఊۙ
:[HMMVM(KTPUPZ[YH[PVU+LWHY[TLU[HUK;LJOUPJHS:LJ[PVU

所長

+PYLJ[VY.LULYHS

教授

7YVMLZZVYZ

24

准教授

(ZZVJPH[L7YVMLZZVYZ

12

助教

(ZZPZ[HU[7YVMLZZVYZ

36

客員教授

(KQ\UJ[7YVMLZZVYZ

10

小計

:\I[V[HS

客員教授を除く
70（所長、
L_JS\KPUN+PYLJ[VY.LULYHSHUK(KQ\UJ[7YVMLZZVYZ）

管理部

(KTPUPZ[YH[PVU:[HMMZ

18

技術課

;LJOUPJPHUZ

合計

;V[HS

1

14

客員教授を除く
102（所長、
L_JS\KPUN+PYLJ[VY.LULYHSHUK(KQ\UJ[7YVMLZZVYZ）
（ 2012年4月1日現在）

管理部 Department of Administration
管理部長

.LULYHS4HUHNLY

野田

潔

56+(2P`VZOP

研究推進課 9LZLHYJO7YVTV[PVU:LJ[PVU
課長

4HUHNLY

松永

副課長

+LW\[`4HUHNLY

新田清隆

■ 研究推進チーム
係長

茂

4(;:<5(.(:OPNLY\
50;;(2P`V[HRH

9LZLHYJO7YVTV[PVU;LHT

:\IZLJ[PVU*OPLM

鈴木政敏

:<A<204HZH[VZOP

■ 総務・教育チーム .LULYHS(MMHPYZ,K\JH[PVU;LHT
係長（兼）

:\IZLJ[PVU*OPLM

新田清隆

50;;(2P`V[HRH

植松昌志

<,4(;:<4HZHZOP

■ 調達チーム :\WWSPLZ;LHT
係長

:\IZLJ[PVU*OPLM

■ 施設チーム -HJPSP[PLZ;LHT
経営企画課 4HUHNLTLU[7YVQLJ[:LJ[PVU
課長

4HUHNLY

副課長

+LW\[`4HUHNLY 引地光夫

冨澤

広

;640A(>(/PYVZOP
/020*/04P[Z\V

■ 財務・監査チーム -PUHUJPHS(MMHPYZ0UZWLJ[PVU;LHT
係長（兼）

:\IZLJ[PVU*OPLM

引地光夫

/020*/04P[Z\V

■ 人事・労務チーム 7LYZVUULS;LHT
係長

:\IZLJ[PVU*OPLM

渡邊

晃

>(;(5(),(RPYH

技術課 Technical Section
課長（兼）

+LW\[`*OPLM

倉田のり

2<9(;(5VYP

課長補佐

(ZZPZ[HU[*OPLM

谷田勝教

@(;(2H[Z\UVYP

:(2(04HZHRV

動物班 (UPTHS<UP[
班長

<UP[3LHKLY

境

第一技術係長

;LJOUPJHS.YV\W03LHKLY

古海弘康

-<9<<40/PYV`HZ\

第二技術係長

;LJOUPJHS.YV\W003LHKLY

水品洋一

40A<:/05(@VPJOP

技術職員

;LJOUPJHS:[HMM

矢野弘之

@(56/PYV`\RP

技術職員

;LJOUPJHS:[HMM

木曾

20:64HRV[V

技術職員

;LJOUPJHS:[HMM

前野哲輝

4(,56(RP[LY\

技術職員

;LJOUPJHS:[HMM

吉岡裕輝

@6:/062(/PYVRP

技術職員

;LJOUPJHS:[HMM

山谷宣子

@(4(;(505VYPRV

雅子

誠

植物・微生物班 7SHU[4PJYVIPHS<UP[
第一技術係長

;LJOUPJHS.YV\W03LHKLY

永口

第二技術係長

;LJOUPJHS.YV\W003LHKLY

宮林登志江

貢

40@()(@(:/0;VZOPL

技術職員

;LJOUPJHS:[HMM

坂本佐知子

:(2(46;6:HJOPRV

技術職員

;LJOUPJHS:[HMM

坂

:(2(2PTPRV

季美子

,0.<*/04P[Z\N\

機器班 4LJOHUPJHS<UP[
班長（兼）

<UP[3LHKLY

谷田勝教

@(;(2H[Z\UVYP

技術職員

;LJOUPJHS:[HMM

大石あかね

60:/0(RHUL

 管理部と技術課職員／ :[HMMVM(KTPUPZ[YH[PVU+LWHY[TLU[HUK;LJOUPJHS:LJ[PVU

ܨāߓ
/PZ[VY`
昭和24年

６月１日

文部省所轄研究所として設置
庶務部及び３研究部で発足

昭和28年

８月10日

小熊

捍

初代所長就任

１月１日

研究部を形質遺伝部，細胞遺伝部，
生理遺伝部に改組

８月１日

生化学遺伝部設置

昭和29年

７月１日

応用遺伝部設置

昭和30年

９月15日

変異遺伝部設置

10月１日

木原

昭和35年

４月30日

人類遺伝部設置

均

第２代所長就任

昭和37年

４月１日

微生物遺伝部設置

昭和39年

４月１日

集団遺伝部設置

昭和44年

４月１日

森脇大五郎

昭和49年

４月１日

植物保存研究室設置

昭和50年

３月１日

田島彌太郎

10月１日

遺伝実験生物保存研究施設動物保

第３代所長就任，

分子遺伝部設置
第４代所長就任

存研究室設置
昭和51年

10月１日

遺伝実験生物保存研究施設微生物
保存研究室設置

昭和58年

10月１日

松永

昭和59年

４月12日

大学共同利用機関に改組

英

第５代所長就任
遺伝実

験生物保存研究センター（哺乳動
物保存・無脊椎動物保存・植物保
存・微生物保存・遺伝資源の５研
究室）
，遺伝情報研究センター（構
造・組換えの２研究室）
，実験圃場
設置
昭和60年

４月１日

遺伝情報研究センターに合成・遺

昭和62年

１月12日

日本 DNA データバンク稼働

昭和63年

４月８日

放射線・アイソトープセンター設

伝情報分析の２研究室を設置

置，遺伝情報研究センターにライ
ブラリー研究室を設置
10月１日

総合研究大学院大学生命科学研究
科遺伝学専攻設置

平成元年

10月１日

富澤純一

平成５年

４月１日

遺伝実験生物保存研究センターに

第６代所長就任

発生工学研究室を設置
平成６年

６月24日

遺伝情報研究センターに遺伝子機
能研究室を設置

平成７年

４月１日

生命情報研究センター設置

平成８年

５月11日

構造遺伝学研究センター設置
（遺伝情報研究センターの改組）
（生体高分子研究室設置，超分子機
能・構造制御・遺伝子回路の４研
究室振替）

平成９年

４月１日

系統生物研究センター設置（遺伝

   1\UL

,Z[HISPZOLK\UKLY[OLQ\YPZKPJ[PVUVM[OL
4PUPZ[Y`VM,K\JH[PVU:JPLUJL:WVY[ZHUK
*\S[\YL:[HY[LK^P[OHUHKTPUPZ[YH[P]LKL
WHY[TLU[HUK[OYLLYLZLHYJOKLWHY[TLU[Z

(\N 7YVM2HU6N\TH^HZLSLJ[LK[OLZ[+P
YLJ[VY
  1HU
;OYLLYLZLHYJOKLWHY[TLU[Z^LYLYLVYNH
UPaLKHZ[OL+LWHY[TLU[ZVM4VYWOVSVNPJHS
.LUL[PJZ*`[VSVNPJHS.LUL[PJZHUK7O`ZP
VSVNPJHS.LUL[PJZ

(\N +LWHY[TLU[VM)PVJOLTPJHS.LUL[PJZ^HZ
HKKLK
  1\S`
+LWHY[TLU[VM(WWSPLK.LUL[PJZ^HZ
HKKLK
  :LW[ +LWHY[TLU[VM0UK\JLK4\[H[PVU^HZ
HKKLK

6J[
7YVM/P[VZOP2POHYH^HZLSLJ[LK[OLUK
+PYLJ[VY
  (WY +LWHY [TLU[V M/\THU.LUL [PJZ^ H Z
HKKLK
  (WY
+LWHY[TLU[VM4PJYVIPHS.LUL[PJZ^HZ
HKKLK
  (WY
+LWHY[TLU[VM7VW\SH[PVU.LUL[PJZ^HZ
HKKLK
   (WY
7YVM+HPNVYV4VYP^HRP^HZLSLJ[LK[OLYK
+PYLJ[VY+LWHY[TLU[VM4VSLJ\SHY)PVSVN`
^HZHKKLK
  (WY
7SHU[.LUL[PJ:[VJR3HIVYH[VY`^HZLZ[HI
SPZOLK
  4HY
+Y@H[HYV;HQPTH^HZLSLJ[LK[OL[O+PYLJ
[VY

6J[
(UPTHS:LJ[PVU^HZHKKLKPU[OL.LUL[PJ
:[VJR*LU[LY
  6J[
4PJYVIPHS:LJ[PVU^HZHKKLKPU[OL.LUL[PJ
:[VJR*LU[LY
  6J[
+Y,P4H[Z\UHNH^HZLSLJ[LK[OL[O+P
YLJ[VY
  (WY 9LVYNHUPaLKHZHUPU[LY\UP]LYZP[`YLZLHYJO
PUZ[P[\[LMVYQVPU[\ZLI`\UP]LYZP[PLZ;OL
+5(9LZLHYJO*LU[LY+5(:[Y\J[\YLHUK
9LJVTIPUHU[+5(3HIVYH[VYPLZHUK[OL
,_WLYPTLU[HS-HYT^LYLLZ[HISPZOLK;OL
.LUL[PJ:[VJR9LZLHYJO*LU[LY^HZL_
WHUKLKPU[VMP]LSHIVYH[VYPLZ![OL.LUL[PJ
9LZV\YJLZ3HIVYH[VY`^HZHKKLKHUK[OL
(UPTHS:LJ[PVU^HZKP]PKLKPU[V[OL4HT
THSPHUHUK0U]LY[LIYH[L3HIVYH[VYPLZ
  (WY
;OL+5(:`U[OLZPZHUK+5(+H[H(UHS`ZPZ
3HIVYH[VYPLZ^LYLHKKLKPU[OL+5(9L
ZLHYJO*LU[LY
  1HU ;OL+5(+H[H)HURVM1HWHUILNHUP[Z
VWLYH[PVUZ
;OL9HKPVPZV[VWL*LU[LY^HZLZ[HISPZOLK
  (WY
;OL.LUL3PIYHY`3HIVYH[VY`^HZHKKLKPU
[OL+5(9LZLHYJO*LU[LY

6J[
;OL.YHK\H[L<UP]LYZP[`MVY(K]HUJLK
:[\KPLZ^HZLZ[HISPZOLK;OL+LWHY[TLU[
VM.LUL[PJZ:JOVVSVM3PML:JPLUJLVM[OL
<UP]LYZP[`ILNHUHJJLW[PUNZ[\KLU[Z
   6J[
+Y1\UPJOP;VTPaH^H^HZLSLJ[LK[OL[O
+PYLJ[VY
  (WY
;OL4HTTHSPHU+L]LSVWTLU[3HIVYH[VY`
^HZHKKLKPU[OL.LUL[PJ:[VJR9LZLHYJO
*LU[LY
  1\UL ;OL.LUL-\UJ[PVU9LZLHYJO3HIVYH[VY`
^HZHKKLKPU[OL+5(9LZLHYJO*LU[LY
  (WY
;OL*LU[LYMVY0UMVYTH[PVU)PVSVN`^HZ
LZ[HISPZOLK

沿 革／ /PZ[VY` 

ܨāߓ
/PZ[VY`
実験生物保存研究センターの改組）
（マウス系統研究分野

  4H`

哺乳動

物遺伝研究室・発生工学研究室，
イネ系統研究分野植物遺伝研究室，
大腸菌系統研究分野原核生物遺伝
研究室，無脊椎動物系統研究分野

  (WY

無脊椎動物遺伝研究室の５研究室
振替）
生物遺伝資源情報総合センター設
置（系統情報研究室振替，生物遺
伝資源情報研究室設置）
平成10年

10月１日

堀田凱樹

第７代所長就任

４月９日

個体遺伝研究系に初期発生研究部



6J[

  (WY 

門を設置，総合遺伝研究系に脳機
能研究部門を設置
平成13年

４月１日

生命情報・DDBJ 研究センター設
置（生命情報研究センターの改組）

 (WY

（分子分類研究室振替，データベー
ス運用開発研究室設置，遺伝子発
現解析研究室設置）
平成14年

４月１日

系統生物研究センターに遺伝子改
変系統開発研究分野マウス開発研
究室，小型魚類開発研究室を設置

平成15年

４月１日

分子遺伝研究系に分子機構研究室，

 (WY

系統生物研究センターに新分野創
造研究室，生物遺伝資源情報総合
センターに比較ゲノム解析研究室，

 (WY

広報知財権研究室を設置
平成16年

４月１日

大学共同利用機関法人情報・シス
テム研究機構国立遺伝学研究所設
置

12月１日

小原雄治

第８代所長就任

平成17年

４月１日

知的財産室を設置

平成18年

４月１日

管理部に研究推進室を設置
新分野創造センター設置
（細胞系譜研究室，神経形態研究室，
細胞建築研究室設置）
平成20年

４月１日

管理部を総務課，会計課及び研究

 (WY


+LJ
 (WY
 (WY

推進室から研究推進課及び経営企
画課に再編
平成23年

10月１日

先端ゲノミクス推進センター設置

平成24年

４月１日

研究センターの改組、共同利用事
業 セ ン ター（生 物 遺 伝 資 源 セ ン

 沿

革／ /PZ[VY`

 (WY

ター、DDBJ センター）
、支援セン

 6J[

ター（情報基盤ユニット）を設置

 (WY
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;OL3HIVYH[VY`MVY.LUL,_WYLZZPVU(UHS
`ZPZ^HZHKKLKPU[OLUL^JLU[LY
;^VSHIVYH[VYPLZ4V\ZL.LUVTPJZ9L
ZV\YJL3HIVYH[VY`HUK4VKLS-PZO.LUVT
PJZ9LZV\YJL3HIVYH[VY`^LYLHKKLK[V
[OL.LUL[PJ:[YHPUZ9LZLHYJO*LU[LY
;OL4VSLJ\SHY4LJOHUPZTZ^HZHKKLK[V
[OLTVSLJ\SHY.LUL[PJZ;OL3HIVYH[Y`MVY
-YVU[PLY9LZLHYJO^HZHKKLK[V[OL.L
UL[PJ:[YHPUZ9LZLHYJO*LU[LY;^VSHIVYH
[VYPLZ*VTWHYH[P]L.LUVTPJZ3HIVYH[VY`
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0UMVYTH[PVUHUK:`Z[LTZ0U[LY<UP]LYZP[`
9LZLHYJO0UZ[P[\[L*VYWVYH[PVU[VNL[OLY
^P[O[OYLLV[OLYUH[PVUHSPUZ[P[\[LZ
+Y@\QP2VOHYH^HZLSLJ[LK[OL[O+PYLJ[VY
0U[LSSLJ[\HS7YVWLY[`<UP[^HZHKKLK9L
ZLHYJO7YVTV[PVU:LJ[PVU^HZHKKLKPU
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[HISPZOLK;OL3HIVYH[VY`MVY*LSS3PULHNL
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[\YL^HZHKKLKPU[OLUL^JLU[LY
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HUK9LZLHYJO7YVTV[PVU:LJ[PVU^LYLYL
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HUK4HUHNLTLU[7YVQLJ[:LJ[PVUPU[OL
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[LYMVY.LUL[PJ9LZV\YJL*LU[LYHUK++)1
*LU[LYHUK[OL:\WWVY[*LU[LYZ;OL0;
<UP[^LYLLZ[HISPZOLK

ᅅધğྣ࢞ॸߔݨ
)\KNL[.YHU[PU(PKMVY:JPLU[PMPJ9LZLHYJO

予 算 Budget
平成24年度 -@

í`LU

収入

9L]LU\L

区分

金額

運営費交付金

 

補助金等収入



雑収入

 

産学連携等研究収入及び寄附金収入等



合計

 
補助金等収入 7.7％

産学連携等研究収入
及び寄付金収入等
26.9％

支出

,_WLUKP[\YL

区分

金額

教育研究経費

 

補助金等



産学連携等研究経費及び寄附金事業費等



合計

 

雑収入 0.4％

補助金等 7.7％

産学連携等研究経費
及び寄付金事業費等
26.9％

運営費交付金
65.0％

教育研究経費
65.4％

科学研究費 Grant-in-Aid for Scientific Research
平成23年度 -@
研究種目

特定領域研究
新学術領域研究

í`LU

交付額／交付件数

 ／ 
 ／

基盤研究（S）

 ／ 

基盤研究（A）

 ／ 

基盤研究（B）

 ／ 

基盤研究（C）

  ／ 

挑戦的萌芽研究

 ／ 

若手研究（S）

 ／ 

若手研究（A）

 ／ 

若手研究（B）

 ／ 

研究活動スタート支援
研究成果公開促進費
特別研究員奨励費
合計

 ／ 
 ／ 

若手研究
（B）1.7％

特定領域研究 1.4％

若手研究
（A）1.8％

若手研究
（S）0.7％

基盤研究
（B）2.2％

基盤研究
（C）0.6％

基盤研究
（A）
2.6％
基盤研究
（S）
5.6％

挑戦的萌芽研究 0.6％
研究成果公開促進費 0.6％
特別研究員奨励費 0.5％
研究活動スタート支援 0.2％

新学術領域研究
81.2％

 ／ 
 ／
（H24.3月末現在）
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共同研究・研究会
Collaborative Research
国立遺伝学研究所は、遺伝学に関する総合研究の中核として、大学、
他研究機関との共同研究を積極的に受け入れています。
国内外の研究者に共同利用の機会を提供するため、従前より研究所
の研究教育職員と研究所以外の研究者による
「共同研究」及び「研究会」
を実施しています。
次頁に示すように、毎年多くの共同研究が行われており、2011年度
も計98件の共同研究と計14件の研究会を行い、着実な成果をあげて
います。

共同研究

As the central institute to study various aspects of genetics, the National
Institute of Genetics (NIG) positively accepts collaborative research
between NIG and universities or other institutes. In order to offer collaborative research opportunities to researchers, NIG has been conducting
“Collaborative Research” and “Research Meeting” between researchers
inside and outside of NIG.
As shown in the next page, many collaborative researches are held every
year. In 2010, 99 Collaborative Researches and 11 Research Meetings
have been held and achieved excellent results.

Collaborative Research

「共同研究」とは、国立遺伝学研究所外の研究者からの申込みに基づ
き、国立遺伝学研究所内外の研究者数名により、特定の研究課題につ
いて共同して行う研究です。次の２種類に分けて募集を行っています。
「共同研究（A）」に採択されると、実験・討論のために遺伝研を訪問す
るための旅費・滞在費が支給されます。
「共同研究（B）」では旅費・滞在
費及び研究費が支給されます。

Based on the application from researchers outside NIG, NIG researchers
collaborate with them for conducting the research on the subject of
application. The following two categories are solicited for Collaborative
Research: [A] and [B]. In Collaborative Research [A], travel and accommodation expenses are provided to visit NIG for conducting discussion and
experiment. In Collaborative Research [B], travel, accommodation and
research expenses are provided.

イネ花粉突然変異体の単離と解析
秋田県立大学

生物資源科学部

植物分子情報研究室

■助教 上田健治
イネゲノム3万2千個の遺伝子のうち2万個以上が花粉を含む葯
で発現することが示されているが、機能が明らかなものは少ない。
私達は本共同研究の支援により、
レトロトランスポゾン

We have been working on the characterization of pollenexpressed genes using rice retrotransposon Tos17 mutant
lines. In NIG Collaborative Research Program, we successfully isolated 29 novel pollen defective mutants, and identified two important genes involved in pollen development.
Detailed studies on these genes are currently underway.

転移に

よる花粉突然変異体を利用して、花粉形成過程で発現する遺伝子
の機能を解析している。これまでに500系統の

変異体集団

から、29系統の花粉突然変異体を単離した。そのうち2系統は、糖
代謝に関与する酵素遺伝子およびタンパク質合成関連遺伝子の変
異により花粉不稔になることが明らかになった。本研究により、花粉
形成過程で発現する遺伝子の機能が明らかになるとともに、得られ
た知見は将来的にイネの分子育種に応用されることも期待できる。

研究会
「研究会」とは、国立遺伝学研究所外の研究者からの申込みに基づ
き、国立遺伝学研究所内外の比較的少人数で実施する研究集会です。
各研究会では、活発な討論が行われています。
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写真1：正常型イネの花粉（I2-KI染色） 写真2：花粉突然変異体の花粉（同）
黄色が変異した花粉

Research Meetings
Based on the application from researcher outside of NIG, Research
Meetings in small groups are held to exchange information. In each
meeting, researchers actively discuss their subject.

平成23年度 公募による共同研究

Collaborative Research

国立遺伝学研究所は，
遺伝学に関する総合研究の中核として，
大学，
他研究機関との共同研究を積極的に受け入れています。
「共同研究Ａ」に採択されると，
実
験・討論のために遺伝研を訪問するための旅費・滞在費が支給されます。
「共同研究Ｂ」では旅費・滞在費及び研究費が支給されます。

共同研究 A
研究課題

研究代表者

1 プロテオミクスと遺伝学アプローチによる染色体機能の解明

小布施力史

北海道大学大学院

2 クロマチンのストレス応答とエピジェネティック制御

木村

大阪大学

3 染色体タンパク質群の機能・構造解析

胡桃坂仁志

早稲田大学

4 ニワトリ DT40 細胞を用いた mRNA 品質管理と細胞内ストレス応答とのクロストーク機構の解析

榊建二郎

東京女子医科大学

5 条件的ヘテロクロマチン局在蛋白質の機能解析

佐渡

九州大学

6 ヒストンバリアント H2A.Z アイソフォームによるクロマチン機能制御の解析

原田昌彦

東北大学大学院

7 脊椎動物キネトコア複合体の X 線結晶構造解析

森川耿右

京都大学 細胞統合システム拠点（iCeMS）

8 ユビキチン化と SUMO 化による DNA クロスリンク修復の制御

石合正道

京都大学

9 PCNA のユビキチン化と SUMO 化によるヒト複製後修復経路の制御機構

増田雄司

名古屋大学環境医学研究所

10 コリプレッサー Samuel/Moses と Seven-up 核内受容体の機能的相互作用に関する研究

小瀬博之

国際基督教大学

αキメリン変異マウスの神経回路の研究
11 新規遺伝子変異マウスのバレル発達、および、

糸原重美

理化学研究所

12 αキメリン変異マウスを用いた中枢パターン発生器の解析

西丸広史

筑波大学大学院

13 Targeted Transgenesis by Tol2 transposable element.

Jeﬀ, Shyh-Jye Lee

National Taiwan University Institute of zoology

14 系統ネットワーク法を用いた ABO 遺伝子の組換え機構の解析

北野

誉

茨城大学

工学部

15 ゴールドシュミット文庫所蔵文献から見た遺伝学者のネットワーキング

溝口

元

立正大学

社会福祉学部

16 遺伝子発現制御を司る相互作用ネットワークの多様性と進化

高橋

亮

京都産業大学

17 昆虫ゲノム中に保持される連鎖不平衡の種間・個体群間比較

立田晴記

琉球大学

農学部

18 多因子疾患原因遺伝子の進化学的研究

太田博樹

北里大学

医学部

19 棘皮動物ウミシダの外部形態と分子系統関係の再検討

近藤真理子

東京大学大学院 理学系研究科附属臨海実験所

20 メダカコンソミック系統の作成

酒泉

満

新潟大学 自然科学系

21 転写共役因子 HR を介したエネルギー代謝制御の解析

田中成和

順天堂災害医学研究所

22 細胞核における染色体テリトリー・遺伝子領域の核内配置解析

田辺秀之

総合研究大学院大学

23 X 線 CT を用いたメダカ近交系の形態計測

成瀬

基礎生物学研究所

24 日本産野生マウス由来の MSM 系統を用いた、マウス肺腫瘍発生関連遺伝子のマッピング

宮下信泉

香川大学

25 常温冬眠療法による脳保護法の開発

森健太郎

順天堂大学

26 網羅的マウス表現型解析方法とそのデータベースの標準化

若菜茂晴

理化学研究所 バイオリソースセンター

27 Lfng は細胞間カップリングを介して体節時計の同調した振動を制御する

菅野

国立医薬品食品衛生研究所

28 プロセシング酵素による形態形成の制御

西松伸一郎

川崎医科大学 分子生物学１（発生学）教室

29 VNTR を介したドーパミントランスポーター発現に対する転写因子 HESR ファミリーの効果

石浦章一

東京大学大学院

30 HMI マウス系統型ミューオピオイド受容体遺伝子の機能解析

笠井慎也

東京都医学研究機構 東京都精神医学総合研究所

31 オープンフィールド行動の個体差に関わる遺伝因子の探索：高・低活動系分離におけるセロトニン神経系の関与

加藤克紀

筑波大学大学院

32 MSM コンソミックマウス系統におけるオス求愛歌の解析

菊水健史

麻布大学 獣医学部 動物応用科学科 伴侶動物学

33 社会的ストレス負荷マウスの行動遺伝学的解析

下位香代子

静岡県立大学

34 C57BL/6J-MSM/Ms 亜種間コンジェニックマウスを用いた新規睡眠遺伝子の単離・同定

寺尾

北海道大学大学院

35 コンソミックマウス系統による行動解析プロトコルの開発

富原一哉

鹿児島大学

法文学部

36 琵琶湖固有魚類における細胞株の樹立

高田達之

立命館大学

薬学部

37 魚類における環境適応能力に関する遺伝子の探索

中嶋正道

東北大学大学院

農学研究科

38 海産魚類の精原幹細胞培養技術開発

松山倫也

九州大学大学院

農学研究院

39 メダカ精原細胞の単離法の確立と精原幹細胞株の樹立

山下正兼

北海道大学大学院

40 Conservation of regulatory information content across orthologous Myb4 transcription factors of Oryza species.

Benild G. de los Reyes

University of Maine, USA

41 イネの種間交雑における胚乳崩壊現象の解析

木下

奈良先端科学技術大学院大学 バイオサイエンス研究科

宏

敬

清

純

晶

哲

先端生命科学研究院

生命機能研究科
理工学術院
医学部

生体防御医学研究所
農学研究科

放射線生物研究センター

教養学部
脳科学総合研究センター
人間総合科学研究科

総合生命科学部

先導科学研究科

医学部

脳神経外科

毒性部

総合文化研究科

人間総合科学研究科

環境科学研究所
獣医学研究科

理学研究院
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42 イネの栽培種、野生種を用いた、発育過程の分子遺伝学

長戸康郎

東京大学大学院

43 分裂酵母接合型変換におけるドナー選択制御因子の検索

筒井康博

東京工業大学大学院

生命理工学研究科

44 染色体構造維持の分子メカニズム

菱田

学習院大学

生命科学科

45 tmRNA による定常期の維持

中山秀喜

京都産業大学

46 ショウジョウバエ遺伝資源統合データベースシステムの高度化に関する研究

山本雅敏

京都工芸繊維大学 ショウジョウバエ遺伝資源センター

47 腹びれイルカのゲノム解析

浅川修一

東京大学大学院

農学生命科学研究科

48 神経回路のリモデリングと維持を支える機構

上村

京都大学大学院

生命科学研究科

49 哺乳類染色体のゲノム多様性解析

黒木陽子

理化学研究所 免疫・アレルギー科学総合研究センター

50 放射光 X 線を用いたバイオイメージング

西野吉則

北海道大学

電子科学研究所

51 ゲノム DNA の折り畳み構造制御と生命機能

吉川祐子

立命館大学

総合理工学研究機構

52 ペプチド性エリシター・クリプトゲインの立体構造解析

天野豊己

静岡大学

53 シクロオキシゲナーゼ -2(COX-2）と選択的阻害化合物カンナビジオール酸（CBDA) との結晶構造

荒牧弘範

第一薬科大学

54 プロトンモーティブフォース産生の比較構造生物学

今田勝巳

大阪大学大学院

55 4Å に代表される低分解能の X 線構造解析

近藤英昌

産業技術総合研究所 生物プロセス研究部門

56 蛋白温度安定性が膜蛋白質複合体の結晶化に与える影響

村上

聡

東京工業大学大学院

生命理工学研究科

57 タンパク質複合体の構造解析手法の検討

安永卓生

九州工業大学大学院

情報工学研究院

58 耐塩性グルタミナーゼの高濃度食塩適応機構に関する研究

吉宗一晃

日本大学

59 大腸菌 ECM の形態変化

嶋本伸雄

京都産業大学

60 ショウジョウバエの化学感覚情報処理に必須な神経経路の電子顕微鏡観察

田中暢明

京都大学 生命科学系キャリアパス形成ユニット

61 Notch 情報伝達系の新規構成遺伝子 pecanex の小胞体形成における機能に関する研究

松野健治

東京理科大学

62 C 型肝炎ウイルスが宿主に及ぼす影響

市田隆文

順天堂大学

63 オミクスアプローチによる軟体動物の脳神経系の進化に関する研究

小倉

淳

お茶の水女子大学 お茶大アカデミックプロダクション

64 発光能を有する海洋プランクトンの分子進化

茂里

康

産業技術総合研究所

65 知識メディア技術による大規模生命情報データ連携方法の開発

田中

譲

北海道大学大学院

66 現役とシニア世代専門家の共同作業による遺伝学関係データベースの高品質化

池村淑道

長浜バイオ大学 バイオサイエンス学部

67 ゼブラフィッシュを用いた機能的脳神経回路形成の解析

小田洋一

名古屋大学大学院

68 外来侵入種の新規環境への適応機構

河田雅圭

東北大学

69 日本産トゲウオにおける適応放散の遺伝機構

森

岐阜経済大学

経済学部

70 胎生期脳形成時における細胞増殖・分化のフィードループ制御のシミュレーション解析

小曽戸陽一

川崎医科大学

解剖学教室

71 イネの発生を制御する遺伝的制御機構の解明

平野博之

東京大学大学院

72 In vitro reconstitution and biochemical characterisation of mutant forms of polymerase epsilon from Saccharomyces cerevisiae.

Piotr Jonczyk

Institute of Biochemistry and Biophysics Polish Academy of Sciences

73 クラスター型プロトカドヘリンによる皮質体性感覚野におけるバレル形成機構

八木

大阪大学大学院

74 The underlying genetics of dermal bone formation.

Per E..Ahlberg

Uppsala University, Sweden

75 SNP データを用いた哺乳類ゲノムの大規模解析

太田聡史

理化学研究所 筑波研究所 情報解析技術室

76 患者由来 iPS 細胞樹立とパーソナルゲノム解析による希少難病研究の基盤整備

佐藤健人

東海大学

医学部

77 イネの DNA メチル化制御遺伝子のターゲティング改変体の分子レベルの機能解析

寺田理枝

名城大学

農学部

78 PlexinA2/A4 遺伝子改変マウスに見られる大脳皮質形成異常の解析

畠中由美子

自然科学研究機構生理学研究所 大脳神経回路論部門

79 マウス遺伝的組換えホットスポットのエピゲノム修飾による制御

太田邦史

東京大学大学院

80 チェックポイントタンパク質 Rad9 の DNA 損傷結合の分子遺伝解析

古谷寛治

京都大学

81 潰瘍性大腸炎の原因菌アドヘシンの構造遺伝子解析および分子系統解析

齋藤忠夫

東北大学大学院

農学研究科

82 全ゲノム配列・トランスクリプトーム解析を利用した進化研究

阿形清和

京都大学大学院

理学研究科

83 アナナスショウジョウバエ単為生殖系統のゲノム解析

平井和之

杏林大学

84 眼の形成における Apt の機能と進化に関する解析

劉

中国山東農業大学

85 真核細胞の複製装置進行複合体の制御機構

滝澤温彦

大阪大学大学院

86 多様な塩分環境へのトゲウオ科魚類の適応機構

日下部誠

東京大学

大気海洋研究所

87 メダカ属の性的二型多様化の遺伝機構

山平寿智

琉球大学

熱帯生物圏研究センター
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卓

匡

誠一

健

慶信

農学生命科学研究科

理学部

総合生命科学部

理学部
薬学部
理学研究科

生産工学部
総合生命科学部

基礎工学部
消化器内科学

健康工学研究部門
情報科学研究科

理学研究科

生命科学研究科

理学系研究科

生命機能研究科

総合文化研究科

放射線生物研究センター

医学部
発育遺伝学研究室
理学研究科

共同研究 B
研究課題

研究代表者

1 染色体接着ローダー Ctf18-RFC と DNA ポリメラーゼε間相互作用の出芽酵母での機能の解析

釣本敏樹

九州大学

2 トランスジェニックゼブラフィッシュを用いた再生組織の細胞系譜解析

川上厚志

東京工業大学大学院

3 FRET バイオセンサーを発現するトランスジェニックマウスの作成

松田道行

京都大学大学院

生命科学研究科

4 食性の進化に寄与する匂い物質結合タンパク質遺伝子のシスートランス共進化

松尾隆嗣

東京大学大学院

農学生命科学研究科

5 環境ストレスにより活性化するトランスポゾンとゲノムの安定性

伊藤秀臣

北海道大学大学院

6 色素細胞の機能進化−色素細胞は脈絡膜の構造や機能に寄与するか？

山本博章

長浜バイオ大学 バイオサイエンス学部

7 大腸菌の染色体複製と分配を制御する新規因子のリアルタイム細胞内動態解明

片山

九州大学

8 動的クロマチン制御のスナップショット解析

田上英明

名古屋市立大学大学院 システム自然科学研究科

小見山智義

東海大学

9 遺伝子多様性からみたドメスティケーション過程の分子進化的研究

勉

理学研究院
生命理工学研究科

理学研究院

薬学研究院

医学部

医学科

10 The Rice Microbiome Project

Jose Carlos
University of Colorado
Clemente Litran

11 イネ花粉突然変異体の単離と解析

上田

研

究

健治

秋田県立大学

生物資源科学部

会

研究会名

研究会代表者

1 クロマチンダイナミクスの分子機構

胡桃坂仁志

早稲田大学

理工学術院

2 ユビキチン・SUMO による DNA 複製および DNA 修復系の制御

益谷央豪

名古屋大学

環境医学研究所

3 「認識と形成」研究会

岩里琢治

国立遺伝学研究所

形質遺伝研究部門

4 小型魚類研究会

川上浩一

国立遺伝学研究所

初期発生研究部門

5 ヒト形質のゲノム発掘による新しい進化人類学の創成

石田

琉球大学大学院

6 分子レベルにおける種分化のメカニズム

斎藤成也

国立遺伝学研究所

7 Notch シグナル研究における今後の展開

松野健治

東京理科大学

8 イネ分子遺伝学の飛躍

長戸康郎

東京大学大学院

農学生命科学研究科

9 ゲノム損傷応答研究会

荻

朋男

長崎大学大学院

医歯薬学総合研究科

10 単細胞生物における細胞構築と増殖制御の研究

森

博幸

京都大学ウイルス研究所

11 次世代シーケンシング時代の分子進化研究

伊藤

剛

農業生物資源研究所 ゲノム情報研究ユニット

12 進化ゲノム学若手国際研究会

小倉

淳

お茶の水女子大学 お茶大アカデミックプロダクション

13 ゲノム多様性研究における革新的な知的発見のための戦略

五條堀孝

国立遺伝学研究所

14 細菌細胞の構造と機能研究会

朝井

埼玉大学大学院

平成23年度 民間等との共同研究

肇

計

医学研究科
集団遺伝研究部門

基礎工学部

遺伝情報分析研究室
理工学研究科

Joint Research with the Private Sector
研究担当者

契約期間

形態異常を示す各種突然変異マウスの解析

系統生物研究センター
哺乳動物遺伝研究室

城石俊彦／田村

哺乳類における染色体・クロマチンの構造・機能・進化の解明を目指した比較ゲノム解析

生物遺伝資源情報総合センター
比較ゲノム解析研究室

豊田

生殖細胞及び精子幹細胞の発生分化機構

系統生物研究センター
発生工学研究室

相賀裕美子／小久保博樹

22.4.1〜24.3.31

個体遺伝研究系
初期発生研究部門

川上浩一

22.1.1〜25.3.31

深海・地殻内環境のメタゲノム解析研究

生物遺伝資源情報総合センター
比較ゲノム解析研究室

豊田

敦

22.4.1〜24.3.31

新型シークエンサを利用した、新規ゲノム配列／転写産物配列決定手法の開発に関する研究

生物遺伝資源情報総合センター
比較ゲノム解析研究室

豊田

敦

22.10.1〜25.9.30

FANTOM5 プロジェクトのための新データセットの作成

生命情報・DDBJ 研究センター
遺伝情報分析研究室

五條堀

Deep/CAGE 法を用いたクララ / 繊毛細胞の二者択一的分化過程の時系列的解析

系統生物研究センター
発生工学研究室

森本

充

23.2.1〜25.3.31

独立行政法人理化学研究所

次世代シークエンサの定量データベースDDBJ Omics Archive（DOR）の登録補助ツール仕様構築

生命情報・DDBJ 研究センター
大量遺伝情報研究室

中村保一

23.2.1〜25.3.31

独立行政法人理化学研究所

南米少数民族由来の細胞材料を用いた人類遺伝学的解析

集団遺伝研究部門

斎藤成也

24.2.1〜24.7.31

メタゲノム解析による微生物叢の動態の把握及び環境評価技術の開発

生命情報・DDBJ 研究センター
遺伝情報分析研究室

五條堀

孝

23.12.19〜24.3.31

メタゲノム解析による微生物叢の動態の把握及び環境評価技術の開発

生命情報・DDBJ 研究センター
遺伝情報分析研究室

五條堀

孝

23.12.19〜24.3.31

独立行政法人理化学研究所
独立行政法人理化学研究所
独立行政法人理化学研究所
協和発酵キリン株式会社
( 独 ) 海洋研究開発機構
国立大学法人東京工業大学
独立行政法人理化学研究所
独立行政法人理化学研究所

株式会社日立ソリューションズ
日本ソフトウェアマネジメント株式会社

トランスポゾンの哺乳動物細胞への応用に関する研究

勝

敦

20.4.1〜24.3.31
20.4.1〜25.3.31

孝／池尾一穂

23.2.18〜25.3.31

民間等との共同研究／ 1VPU[9LZLHYJO^P[O[OL7YP]H[L:LJ[VY 

平成23年度 受託研究

Commissioned Research

委託者／研究課題

研究代表者

科学技術振興機構／ヘテロクロマチン修飾除去メカニズムの解析

育種遺伝研究部門

助教

契約期間

科学技術振興機構／機械刺激受容体と神経軸索組織の構築基盤

初期発生研究部門

JST さきがけ研究者

科学技術振興機構／セントロメアを規定する新規エピジェネティックマーカーの探索と同定

分子遺伝研究部門

助教

堀

哲也

〜

科学技術振興機構／ Immortal DNA 機構解明への挑戦

細胞遺伝研究部門

助教

飯田哲史

〜

科学技術振興機構／ X 線顕微鏡を用いた細胞及び染色体の観察

構造遺伝学研究センター
生体高分子研究室

教授

前島一博

〜

科学技術振興機構／エピジェネティクス制御の多様性と進化

新分野創造センター
生態遺伝学研究室

特任准教授

科学技術振興機構／グリシン作動性シナプスの活動依存的形成と臨界期の分子基盤

新分野創造センター
運動神経回路研究室

准教授

科学技術振興機構／三胚葉分化直前の条件的ヘテロクロマチン形成の発生生物学的意義

構造遺伝学研究センター
生体高分子研究室

助教

科学技術振興機構／高いバイオマス生産能及び環境耐性能を持つ藻類の作出

新分野創造センター
共生細胞進化研究室

特任准教授

科学技術振興機構／メタゲノム解析による微生物叢の動態の把握及び環境評価技術の開発

生命情報・DDBJ研究センター
遺伝情報分析研究室

教授

五條堀

科学技術振興機構／遺伝統計学的計算手法の開発

人類遺伝研究部門

教授

井ノ上逸朗

23.4.1〜24.3.31

科学技術振興機構／微生物ゲノム基盤情報資源ならびにアノテーションリファレンスの整備と共用化

生命情報・DDBJ研究センター
遺伝情報分析研究室

教授

中村保一

23.4.1〜24.3.31

しずおか産業創造機構／がん化を促進するセントロメア機能異常を解析する実験系の開発と応用

分子遺伝研究部門

助教

堀

23.4.1〜24.3.31

農林水産省／イネ生殖細胞分化関連遺伝子の単離と機能解析

実験圃場

准教授

独立行政法人理化学研究所／メタゲノム・比較ゲノム解析研究

生命情報・DDBJ研究センター
遺伝情報分析研究室

教授

五條堀

孝

23.4.1〜24.3.31

農林水産省／メタゲノム解析による微生物相の把握及び環境評価技術の開発

生命情報・DDBJ研究センター
遺伝情報分析研究室

教授

五條堀

孝

23.4.1〜24.3.22

佐瀬英俊

〜

和田浩則

北野

〜

潤

〜

平田普三

〜

平谷伊智朗

〜

宮城島進也

〜

孝

〜

哲也

野々村賢一

23.4.1〜24.3.1

革新的細胞解析研究プログラム（セルイノベーション）
文部科学省／データ解析拠点の構築と情報研究開発

生命情報・DDBJ 研究センター

文部科学省／生殖細胞及び精子幹細胞の発生分化機構

系統生物研究センター

遺伝情報分析研究室

発生工学研究室

教授

五條堀

教授

孝

23.4.1〜24.3.31

相賀裕美子

23.4.1〜24.3.31

オーダーメイド医療実現化プロジェクト
文部科学省／ゲノム全域関連解析による子宮内膜症感受性遺伝子の同定（ゲノム全域SNPデータの統計遺伝学的解析） 人類遺伝研究部門 教授 井ノ上逸朗

23.4.1〜24.3.31

科学技術人材育成費補助金（テニュアトラック普及・定着事業）
文部科学省／若手研究者の自立的研究環境整備促進

生命科学の新分野創造若手育成プログラム

新分野創造センター

教授

倉田のり

22.7.13〜27.3.31

平成23年度 研究開発施設共用等促進費補助金
ナショナルバイオリソースプロジェクト
研究課題

課題管理者

文部科学省 ／イネ属遺伝子資源の収集・保存・提供と高度情報化

系統生物研究センター

文部科学省 ／原核生物遺伝資源（大腸菌・枯草菌）の整備と活用

系統生物研究センター 原核生物遺伝研究室

文部科学省 ／情報発信体制の整備とプロジェクトの総合的推進

研究期間

植物遺伝研究室

倉田のり

教授

系統情報研究室

生命情報・DDBJ 研究センター

特任教授

文部科学省 ／ゼブラフィッシュの収集・保存及び提供
（トランスポゾンTol2を用いた遺伝子改変系統の収集・保存及び提供）

個体遺伝研究系

文部科学省 ／ショウジョウバエ遺伝資源の収集・総合的維持管理・提供
（ショウジョウバエRNAi系統の維持管理・提供）

系統生物研究センター

文部科学省 ／F344ラットの全ゲノムシークエンス解析
（次世代シーケンサー（イルミナ）
を用いたゲノム解析）

生物遺伝資源情報総合センター

初期発生研究部門

教授

仁木宏典

教授

生物遺伝資源情報総合センター

23.4.1〜24.3.31

准教授

23.4.1〜24.3.31

山﨑由紀子

菅原秀明

23.4.1〜24.3.31

川上浩一

23.4.1〜24.3.31

無脊椎動物遺伝研究室

教授

比較ゲノム解析研究室

上田

龍

特任准教授

23.4.1〜24.3.31

豊田

敦 23.7.1〜24.3.31

創薬等支援技術基盤プラットフォーム
文部科学省／ターゲットタンパク研究情報プラットフォームの構築運用

生命情報・DDBJ研究センター

特任教授

菅原秀明

 受託研究／研究開発施設共用等促進費補助金／ *VTTPZZPVULK9LZLHYJO ／ 5H[PVUHS)PV9LZV\YJL7YVQLJ[

23.4.1〜24.3.31

平成23年度 表彰・受賞歴

Awards・Honors

内容

氏名

平成 23 年度科学技術分野の文部科学大臣表彰若手科学者賞
「トゲウオ科魚類における多様性進化の遺伝機構の研究」

生体遺伝学研究室

平成 23 年度日本生化学会奨励賞「運動システムの発達における神経系と筋の分化・形成」

特任准教授 北野

運動神経回路研究室

潤

准教授 平田普三

日本遺伝学会第 83 回大会奨励賞「シロイヌナズナを用いた新たな DNA メチル化制御機構の研究」 育種遺伝研究部門 助教 佐瀬英俊
日本遺伝学会 83 回大会 Best Paper 賞「ヒト染色体異常疾患４番染色体長腕部分重複症原因遺伝子の同定」 田村勝、加藤依子、城石俊彦
Genes and Genetic Systems Prize 2011 "Alu-derived cis-element regulates
tumorigenesis-dependent gastric expression of GASDERMIN B (GSDMB)"

Komiyama H., Aoki A., Tanaka S., Maekawa H., Kato Y., Wada R.,
Maekawa T., Tamura M., Shiroishi T.

American Association for the Advancement of Science 2011 AAAS Fellows

植物遺伝研究室

平成23年度 知的財産権

教授 倉田のり

Intellectual Property Rights

知的財産権取扱い状況
国内特許出願

国内特許再出願

国内特許登録

国外特許登録

2

1

10

3

国内出願 2件
発明の名称

発明者

出願番号

モロコ細胞株、その製造方法及び用途

酒井 則良

特願 2011-129549

真核細胞におけるタンパク質分解誘導方法

鐘巻 将人

特願 2011-252147

国内再出願 1件
発明の名称

発明者

哺乳類細胞におけるタンパク質分解誘導方法

鐘巻 将人

出願番号

特願 2011-511193

国内登録 10件
発明の名称

発明者

登録番号

マルチウェルプレート

西村昭子

第 4764972 号

GsdmA遺伝子の機能が抑制され、癌化関連遺伝子の機能が促進または抑制された非ヒト動物

城石 俊彦

細胞内及び細胞間の微小空間計測用カンチレバーシステム

嶋本 伸雄

第 4798454 号

コーティング基板の製造方法、前記方法により製造されるコーティング基板、
および、その用途

嶋本 伸雄

第 4904559 号

セントロメア局在タンパク遺伝子のノックアウト細胞

深川 竜郎

堀 哲也

第 4820995 号

セントロメア局在タンパク遺伝子のコンディショナルノックアウト細胞

深川 竜郎

堀 哲也

第 4787960 号

薄層斜光照明装置および顕微鏡

徳永 万喜洋

他

第 4707089 号

顕微鏡

徳永 万喜洋

他

第 4766591 号

顕微鏡対物レンズ

徳永 万喜洋

電動ステージの操作装置

徳永 万喜洋

田村 勝

第 4742272 号

第 4748508 号

他

第 4694136 号

他

11 2004 000 126

国外登録 3件
発明の名称

発明者

顕微鏡装置（ドイツ）

徳永 万喜洋

登録番号

マルチウェルインキュベーション装置及びこれを用いた分析方法（米国）

嶋本 伸雄

US 8,080,412 B2

テトラサイクリン誘導型遺伝子発現細胞株および条件的遺伝子ノックアウト細胞株の
製造方法ならびにその用途（EPC 指定国 :ドイツ・フランス・イギリス）

柴原 慶一

2085475

表彰・受賞歴／知的財産権／ (^HYKZ・/VUVYZ0U[LSSLJ[\HS7YVWLY[`9PNO[Z



大学共同利用機関法人

情報・システム研究機構

Research Organization of Information and Systems

機構東京連絡所所在地

機構所属研究所

〒105-0001
東京都港区虎ノ門4-3-13
神谷町セントラルプレイス2階
TEL（03）6402-6200

国立極地研究所

統計数理研究所

National Institute of Polar Research

The Institute of Statistical Mathematics

http://www.rois.ac.jp/

http://www.nipr.ac.jp/

http://www.ism.ac.jp/

国立情報学研究所

国立遺伝学研究所

National Institute of Informatics

National Institute of Genetics

http://www.nii.ac.jp/

http://www.nig.ac.jp/

〒190-8518 東京都立川市緑町10-3
TEL（042）512-0608

〒190-8562 東京都立川市緑町10-3
TEL（050）5533-8500

〒101-8430 東京都千代田区一ツ橋2-1-2 〒411-8540 静岡県三島市谷田1111
TEL（03）4212-2000
TEL（055）981-6707

機構長

北川源四郎
7YLZPKLU[.LUZOPYV2P[HNH^H

機構の理念

Philosophy and Concept

生命、
環境、
情報など、
21世紀の人間の変容に関わる重要課題の解決に
は、
従来の学問領域の枠にとらわれない研究への取り組みが必要となって
います。
情報・システム研究機構は、
４研究所が連携することにより、
生命、
地球、
環境、
社会などに関わる複雑な問題を情報とシステムという視点から総合
的に捉え、
実験・観測による多種・大量のデータの産生とそこからの情報の
抽出、
真理の発見、
データベースの構築とその活用法の開発などの諸課題
に関して、
分野の枠を超えた融合的な研究を通して、
新分野の開拓を図るも
のです。
また、
その成果と新たな研究領域に対する研究基盤を広く共同利用
に供することを目的としています。
さらに、
複雑なシステムに関する情報学的研究の方法論、
データベースや
ネットワークの高度利用に関する研究開発と事業を通して、
学術研究に関
わる国内外の諸機関に対して、
研究の機動的、
効果的展開を支援するための
情報基盤を提供することも大きな使命です。
このように、
情報・システム研究機構においては、
各研究所が従来から進
めてきた大学共同利用機関としての研究の充実発展に加え、
これまでの研
究所の枠を超えた先端的な融合研究を新たな構想の下に推進していこう
としています。
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