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BP-01 

 

海藻からのアルギン酸リアーゼ生産性好アルカリ性細菌の分離について 
○井田優也 1)，石田昭夫 2），永田進一 3），佐々木秀明 4），大島朗伸 5)（1）島根大・院・
生物資源科学，2）元熊本大・院・自然科学，3）神大・内海域センター，4）いわき明星
大・科学技術，5)島根大・生物資源科学） 

Ida Y., Ishida A., Nagata S., Sasaki H. & Oshima A. :Isolation of alginate lyase producing 

alkaliphilic bacteria from seaweeds 

 近年富栄養化した海で大量発生する海藻類は，新たな環境問題として捉えられるよ
うになり，大量発生した海藻類の効果的な処理方法の開発が急務となっている。海藻
類に大量に含まれている有機物であるアルギン酸は，酸性 pH 領域では不溶性である
が，アルカリ性 pH では非常に水に溶けやすい性質を持っていること，また，アルギ
ン酸分解酵素であるアルギン酸リアーゼによる分解産物（様々な鎖長の多糖類）は植
物の根の成長を促進し，肥料としての利用が見込まれている。そこで我々は，アルギ
ン酸の溶解しやすいアルカリ性 pH 環境下で増殖し，高いアルギン酸リアーゼ活性を
有する好アルカリ性細菌の卖離及び，生産される酵素の pH 依存性について検討した。 

 島根半島の海岸に打ち寄せられていた海藻を分離源とし，アルカリ性 pH に調整し

たアルギン酸ナトリウム添加マリンアガー培地でアルギン酸リアーゼ生産菌のスク

リーニングを行った結果，数株のアルギン酸リアーゼ生産菌を得ることができた。い

ずれの株もアルカリ性 pH で増殖可能であった。また，これらの菌の生産するアルギ

ン酸リアーゼはアルカリ性 pH で活性を示し，特に島根半島の北浦で採取した海藻か

ら分離された菌の生産するアルギン酸リアーゼの至適 pHは 9.0であった。     

 

 

BP-02 

 

大腸菌 CSH4株のプロリン輸送活性に影響を及ぼす諸要因について 
○長谷誠 1)，石田昭夫 2），永田進一 3），佐々木秀明 4），大島朗伸 5)（1）島根大・院・生
物資源科学，2）元熊本大・院・自然科学，3）神戸大・内海域センター，4）いわき明星
大・科学技術，5)島根大・生物資源科学） 

Hase M., Ishida A., Nagata S., Sasaki H. & Oshima A. : Factors that affect the proline 

transport activity of Escherichia coli CSH4 

 

 大腸菌は環境の浸透圧上昇に対し，補償溶質と呼ばれる一群の物質を細胞内に蓄積
し，細胞内浸透圧を適切に維持して適応している。大腸菌が高浸透圧環境へ適応する
際，プロリンやグリシンベタイン(GB)を菌体内に蓄積するために機能する輸送系は
ProP および ProU である。我々は，5 mM プロリンと 0.5 M NaCl を含む Davis 培地で
の一定時間の培養による馴化処理(MSS 処理)を大腸菌に行うと，高浸透圧環境への適
応が促進されることを見いだした。この機構は種々のプロリン輸送系変異株を用いて
検討され，プロリン輸送系の中でも ProP が重要な役割を果たしていることが示唆さ
れた。本研究では，高菌密度状態での大腸菌 CSH4 株（各種プロリン輸送系変異株の
親株）のプロリンの輸送活性を K イオンの有無，NaCl 濃度，MSS 処理及び，他の補
償溶質との共存等の各種条件下で検討した。その結果，高い菌密度条件下で，MSS

処理を施さなかった場合，CSH4 株は K イオンを含む培地において，より迅速にプロ
リンを細胞内に取り込んでいた。この結果より，高菌密度では培地中に含まれる K イ
オンが，プロリン輸送系の活性に大きく関与している可能性が示唆された。現在様々
な輸送系変異株を用いてプロリン輸送系それぞれの活性について検討中である。 
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BP-03 

 

高塩濃度条件が大腸菌のコロニー形成能に及ぼす影響について 
本田 恭 1)，櫻尾 篤 1)，石田昭夫 2），永田進一 3），佐々木秀明 4），○大島朗伸 1)， 
（1）島根大・生物資源科学,2）元熊本大・院・自然科学,3）神戸大・内海域センター，       
4)いわき明星大・科学技術，） 
Honda T., Sakurao A., Ishida A., Nagata S., Sasaki H. & Oshima A. : Effect of high salinity 

condition on colony-forming unit (CFU) of Escherichia coli  

 

 塩蔵は古来より食料の貯蔵に用いられてきた経験的保存方法であり，大量の塩の添
加で環境の浸透圧を増加させるとともに水分活性を低下させ，微生物の増殖を抑制し
ているものと考えられている。非好塩性細菌である大腸菌は，1.5 M 以上の NaCl を含
む環境では増殖することが出来ない。しかし，大腸菌 K-12 株を NaCl の飽和濃度に近
い 5 M NaCl の溶液中で保存した場合，常温下(30˚C)では一晩でコロニー形成能(CFU)

を失ってしまうが，低温下(4˚C)では長時間にわたって CFU を高く維持できることを
熊本大学の石田等は見いだした。今回我々は 5 M NaCl を含む溶液中で大腸菌の保存
処理を行い，処理前後の CFU 変化について，保存時の菌の密度，NaCl の溶媒，CFU

測定時の条件等を変えて検討を行った。大腸菌の菌体を LB 培地で懸濁し，5 M NaCl

水溶液に懸濁・保存後，蒸留水で再懸濁し，CFU を測定したところ，4˚C，30˚C では
それぞれ処理前の約 70%，約 8%となり，石田等の実験によって得られた結果をほぼ
再現できることが明らかとなった。一方，保存時の NaCl の溶媒に LB 培地を用いる
と，30˚C で保存しても高い CFU を維持できることが見いだされ，5 M NaCl 環境下で
の大腸菌の CFU の維持には，温度の他にも影響を及ぼす要因の存在が示唆された。 

 

 

BP-04 

 

硫黄泉から採種した新規シアニジウム藻類の特性について 
○三角修己, 小林優介, 藤田亜希子, 中村真心（山口大学・理・生物） 

Misumi O, Kobayashi Y, Fujita A, Nakamura M: Characterization of novel 
Cyanidiales algae from sulphate hot springs. 
 
 シアニジウム藻類は高温（40-70℃）・強酸性（pH 1-2）の、いわゆる極限的な環境の
硫黄泉（硫化水素型）に棲息する単細胞の真核紅藻類である。本研究の目的は、真核細胞
の環境適応機構を明らかにするために、日本各地の温泉より、自然環境に棲息するシアニ
ジウム藻類を採種し、よりストレス耐性能の高い株を見出すことであり、最終的には得られた
株より環境適応に関わる遺伝子を同定し、その機能を明らかにすることである。今回は、神
奈川の箱根（大湧谷）、大分の別府（山地獄）・湯布院（塚原温泉）の硫黄泉の噴出口より生
物群集を採取し、その中からシアニジウム藻類を同定、分離した。箱根大湧谷（pH 2.03, 
60℃）から得られた湯の花中の生物群に含まれる藻類は、ほぼ大きさが均一の Cyanidium 

caldarium の一種であった。別府の山地獄から得られたサンプルには大小様々なサイズの
シアニジウム藻類が含まれており、C. caldarium と Galdieria sp. の複数種が含まれて
いた。また、湯布院塚原温泉（pH 1.43, 55℃）から得られたサンプルには C. caldariumの
一種が含まれていた。現在こられの株についてその特徴付けを進めており、環境耐性能や
ゲノムの特性等について紹介したい。 
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ゲノム網羅的スクリーニング法を用いたイネ培養細胞に対する大腸菌の細胞毒性に
関与する遺伝子の探索 
○山本静香，白木英介，香山弘明，守口和基，山本真司，鈴木克周（広島大院・理・
生物科学） 
Yamamoto S, Shiraki E, Kohyama H, Moriguchi K, Yamamoto S, Suzuki K：Genome wide 

screening of E.coli genes involved in cytotoxicity against cultured rice cells. 

 
 遺伝子の水平伝達はバクテリア間だけでなく，バクテリアから真核生物へと生物界
を超えて起こることが知られているが，大腸菌から植物への水平伝達の報告は未だな
されていない．理由として植物がリポ多糖（LPS）などの大腸菌の細胞構成成分を認
識することにより防御応答が誘導され，細胞死が誘導されていることが考えられてい
る．本研究では大腸菌非必須遺伝子破壊株キットを用いてイネ培養細胞と大腸菌を共
存培養させた後のカルス形成能を観察することにより，植物細胞に対して細胞毒性の
低い変異株をゲノム網羅的に選別した結果，8 株の低毒性変異株を得た．その 8 株は
アミノ酸合成に関する遺伝子，チミジン合成に関する遺伝子，ユビキノン合成に関与
する遺伝子，リポタンパク質の遺伝子の欠損変異体であった．ユビキノンは代謝にお
いて電子伝達系における電子の仲介をする役割があり，ユビキノン合成遺伝子の欠損
変異体やアミノ酸合成，チミジン合成の欠損変異体は植物培地上での代謝や生育が阻
害されたために結果的に細胞毒性が弱まっていると考えられる．一方，リポタンパク
質遺伝子の欠損変異体は，LPS 等の細胞表層の構成成分に変化が起きたため野生型の
大腸菌よりも細胞毒性が弱まった可能性が考えられる． 

 

 

BP-06 

 

Riプラスミドをもつアグロバクテリア株の出芽酵母に対する低形質転換能の解析 
○清川一矢、山本真司、佐藤由香里、田中克幸、守口和基、鈴木克周（広島大院・理・
生物科学） 
Kiyokawa K, Yamamoto S, Sato Y, Tanaka K, Moriguchi K, Suzuki K: Insufficiency of 

mobilized GALLS protein in yeast cells causes low yeast transformation ability of 

Agrobacterium strains harboring an Ri plasmid. 

Ri プラスミドの vir 領域には T-DNA 輸送に重要な virE1 と virE2 遺伝子が存在せず
別の領域に virE2 遺伝子と同等の機能をもつ GALLS 遺伝子がある。Ri プラスミド
pRi1724 或いは pRiA4 をもつ株の出芽酵母に対する形質転換能を調べたところ、Ti
プラスミドをもつ株と異なり低い形質転換能を示した。さらに GALLS 遺伝子のかわ
りに virE オペロンを pRi1724 由来のプラスミドに付加した株は出芽酵母に対する高
い形質転換能を示した。そこで何故 GALLS と virE の違いで出芽酵母に対する形質
転換能に差が生じるのか解析した。GALLS や VirE2 を強制発現させた出芽酵母を宿
主として用いると、アグロバクテリア virE 欠損株でも効果的に形質転換できた。従
って、GALLS は VirE2 と同様に出芽酵母内で形質転換効率を上昇させる働きがある。
Cre recombinase との間の融合タンパク質を用いて GALLS がアグロバクテリアから
出芽酵母へ輸送されているのか測定したところ、VirE2 は出芽酵母内で効率よく検出
できたが、GALLS はほとんど検出できなかった。以上の結果からアグロバクテリア
から輸送された GALLS が出芽酵母内で著しく尐ないことが原因で、Ri プラスミドを
もつアグロバクテリア株が Ti プラスミドをもつ株より出芽酵母の形質転換能が低い
と結論した。 
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光化学系 IIの quality control :電子顕微鏡を用いた光ストレス下のホウレンソウ葉
緑体のグラナチラコイド膜構造の観察 
○難波大介 1

, 吉岡美保 1
, 坂本浩隆 2

, 山本泰 1
,（1 岡山大・院・自然科学, 

2 岡山大・理・
牛窓臨海実験所） 

Nanba D, Yoshioka M, Sakamoto T, Yamamoto Y : Quality control of Photosystem II:electron 

microscopic observation of granal thylakoid structure in spinach under light stress 

 

高等植物クロロプラストのグラナチラコイド膜に多く存在する光化学系 II 複合体
は，過剰な光や熱ストレスによりダメージを受ける。光化学系 II 反応中心結合タンパ
ク質である D1 は光・熱ストレスにより損傷すると，ATP 依存性金属プロテアーゼ FtsH

により分解され，新規に合成された D1 タンパク質で置き換えられる。我々は，チラ
コイド膜のグラナ積層構造がストレス下でアンスタック (unstack)することによって
損傷 D1 タンパク質のターンオーバーが行われていると考えている。 

本研究では，光・熱ストレスによりチラコイド膜がアンスタックすることを可視化
するため，ホウレンソウクロロプラストの透過型電子顕微鏡観察用サンプル作製プロ
トコルの確立を試みた。さらにホウレンソウの葉に異なる照射時間で強光ストレスを
与えて透過型電子顕微鏡観察を行い，切片画像上でグラナ構造の変化を調べた。 

 
 
 

 

 

BP-08 

 

光化学系 II の quality control: ホウレンソウ leaf discs を用いた強光ストレス下
でのチラコイド unstacking 機構の解析 
○森田聖也，二條庸好，吉岡美保，山本 泰 (岡山大・院・自然科学) 

Morita S, Nijo N, Yoshioka M, Yamamoto Y: Quality control of Photosystem II: mechanism 

of thylakoid unstacking under light stress revealed by in vivo study with spinach leaf discs. 

 

 高等植物の光合成を行う細胞小器官である葉緑体中にはチラコイド膜が存在する。
チラコイド膜は２つの領域に分けることができる。一つは，チラコイド膜が重なりあ
い層を形成しているグラナである。もう一つはストロマチラコイドで，グラナとグラ
ナをつなぎ，ストロマに露出している。 

 以前，私たちの研究室ではホウレンソウの卖離チラコイド膜を用いた in vitro の実
験で，強光ストレスを受けたグラナのチラコイド膜が，発生した活性酸素を逃すため
に unstack することを示した [M.Khatoon et al. JBC 284, 25343-25352 (2009)]。しかし，
in vivo の実験で強光によりグラナが unstack するか，また unstack したチラコイド膜が
元に戻るかを調べる実験は行われていない。そこで，本研究で私たちはホウレンソウ
の leaf discs を用いてグラナのチラコイド膜の光ストレス下での stacking/unstacking に
ついて解析した。 
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光化学系 II の quality control：光ストレス下における集光性クロロフィル-タンパ
ク質の損傷 
○清水由梨香，大橋研介，Björn Lundin，吉岡美保，山本 泰（岡山大学・院・自然科
学） 

Shimizu Y, Ohashi K, Lundin B, Yoshioka M, Yamamoto Y: Quality control of Photosystem 

II: photooxidative damage to the light-harvesting proteins. 

 

植物は光エネルギーを利用し光合成をおこなっているが、過剰な光照射により、光
化学系 II 反応中心結合タンパク質である D1 タンパク質が損傷を受けることが知られ
ている（光化学系 II の光阻害）。さらに、この D1 の損傷には、過剰光の照射過程で
生じる活性酸素が関与していることが示唆されている。ホウレンソウのチラコイド膜
を用いて OxyBlot Protein Oxidation Detection Kit（CHEMICON 社）により光ストレス下
において酸化を受けるタンパク質を調べ、光ストレスが D1 以外のタンパク質にも損
傷を与える可能性について検討したところ、光ストレス下において、光化学系 II 複合
体のアンテナ複合体 LHCII のサブユニットの酸化が生じることが明らかになった。光
損傷 D1 はすみやかにプロテアーゼによる分解を受け、新規合成された D1 が光化学
系 II に挿入されることが知られているが、光損傷 LHCII のターンオーバーに関しては
ほとんど知られていない。今回、化学架橋実験によって、D1 の分解に関与するとさ
れる FtsH プロテアーゼが LHCII の近傍に存在していることが示された。以上の結果
は、過剰光照射で生じた活性酸素による LHCII の酸化的損傷と、プロテアーゼによる
光損傷 LHCII 分解の可能性を示唆している。 

 

 

BP-10 

 

光化学系Ⅱの quality control:光と熱ストレス下で起こる脂質過酸化の結果生じる 
一重項酸素により D1タンパク質が損傷を受ける 
○藤原杏奈, Tiffanie Chan, 二條庸好, 吉岡美穂, 山本泰 (岡山大学・院・自然科学) 

Fujiwara A, Chan T, Nijo N, Yoshioka M, Yamamoto Y: Quality control of Photosystem II: 

Singlet oxygen produced through lipid peroxidation damages the D1 protein of Photosystem 

II under light and heat stress 

 
 光ストレスや熱ストレス下では、ホウレンソウのチラコイドと光化学系Ⅱ(PSⅡ)膜
に存在する反応中心結合タンパク質 D1 の分解が見られる。これらのストレス下で起
こる可能性がある脂質過酸化と PSⅡ分解の関係を調べる為に、lopoxygenase(LOX)を
チラコイドと PSⅡ膜に加えたところ、脂質過酸化と D1 の分解が起きた。また高濃度
の LOXを加えると D1の分解産物が増加した。このことは、光/熱ストレスと脂質過酸
化、D1の分解の間に関係性があることを示す。また、LOXを加えると一重項酸素が発
生することを EPR スピントラップ法で確認した。次にメタロプロテアーゼ FtsH が関
与する D1の分解と、一重項酸素によって起こる D1の酸化的損傷を区別する為に、20℃
と 4℃で、FtsH が機能する為に必要な ATP と ZnCl2を加えたチラコイドと、加えない
チラコイドで強光照射の影響を比較した。その結果、20℃での光照射では、ATPと Zn
２＋存在下で D1 の分解が促進された。また 4℃ではタンパク質分解が減尐した。一重
項酸素は 20℃と 4℃で同程度にタンパク質に損傷を与えると考えられる。この結果か
ら、一重項酸素は D1 タンパク質に酸化的損傷を与えるが、D1 は分解しないと考えら
れる。 
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ジベレリン信号伝達に関与する Ca２＋依存的リン酸化酵素 NtCDPK1の解析 
○岡田 佳那子，伊藤 岳，高橋 陽介 （広島大・理・生物科学） 

Okada, K., Ito T., Takahashi, Y.: Analysis of the tabaco calcium-dependent protein kinase 

NtCDPK1 that is involved in gibberellin signaling 

 

ジベレリン (GA) は、種子の発芽、茎部の伸長成長促進など植物の様々な生理機能
を調整している。RSG は GA の内生量調節に関与する転写因子である。NtCDPK1 は 

GA 刺激によって活性化され、RSG をリン酸化する事で RSG の機能を抑制する。GA 信

号伝達は負の制御因子 DELLA タンパク質の分解により開始するとされている。真核生物
の最も重要な二次メッセンジャーの一つである Ca

2+ は、GA の信号伝達に関与すると考え
られているが、 DELLA との関連は不明である。当研究室では GA 刺激により NtCDPK1 

がリン酸化される事を見出した。本研究ではNtCDPK1 の自己リン酸化が DELLA の分解
に依存するのかを調べる事を目的とした。NtCDPK1 の活性化にいたるシグナル伝達経路
が DELLA 依存的か調べるため、恒常的に GA 応答を抑制する変異型 DELLA をタバ

コに導入し解析した。この変異型 DELLA は細胞が GA 刺激を受けても分解されない。非
分解型 DELLA を発現する形質転換植物を用いて GA 処理によるNtCDPK1 の自己リン
酸化を調べる事で、NtCDPK1 が活性化される信号伝達経路が DELLA と独立なのかを
解析している。 

 

 

BP-12 
ジベレリン信号伝達に関与する転写因子 GAF1による新たな転写調節モデルの検証 
○藤木敬大 1

, 伊藤岳 1
, 深澤壽太郎 2

, 高橋陽介 1（1 広島大院・理・生物科学, 
2 理研・

PSC） 
Fujiki T, Ito T, Fukazawa J & Takahashi Y: Validation of the new model of 
transcriptional regulation by GAF1 in gibberellin signaling 
 
 植物ホルモンの一つであるジベレリン（GA）は高等植物の生活環を通して、茎部伸
長、種子の発芽、花芽形成などを促進する作用をもつ。DELLA は GA 信号伝達の負
の制御因子である。また、DELLA は酵母ではアクチベーターとして機能すると報告
されている。DELLA の機能を調べるために DELLA と相互作用する因子が酵母
two-hybrid 法によって探索され、Zn フィンガー型転写因子 GAF1 が卖離された。また、
GAF1 を bait にした酵母 two-hybrid 法によってコリプレッサー機能をもつ TOPLESS
（TPL）が卖離された。そこで、DELLA や TPL がそれぞれ GAF1 のコアクチベータ
ー、コリプレッサーとして GA 生合成酵素遺伝子の転写を制御するという新たなモデ
ルを考えた。また、酵母 two-hybrid 法により糖除去酵素も卖離されたことから、GAF1
の機能制御には糖修飾・除去が関与すると考えられた。そこで DELLA の機能を糖修
飾によって促進すると考えられる SPINDLY（SPY）についても GAF1 複合体による転
写調節との関連を調べた。    
本研究では、GAF1 複合体による GA 生合成酵素遺伝子の転写制御モデルを検証する
ために、BiFC 法とトランジェントアッセイによる解析を行った。その結果、GAF1、
DELLA、TPL、SPY は植物細胞内でそれぞれ相互作用することが示され、同一の複合
体に含まれることが示唆された。また、DELLA は GAF1 のコアクチベーターとして
機能することで GA 生合成酵素遺伝子を活性化した。 
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AtGA20ox1 のフィードバック制御における転写因子 ATHB31 の機能解析 
○兼外瑞穂 1

, 渡邊哲史 1
, 伊藤岳,

 1
 高橋陽介 1（1 広島大学・院・理） 

Kengai M, Watanabe S, Ito T & Takahashi Y: Functional analysis of transcription factor 

ATHB31 in feedback regulation of AtGA20ox1 
 
ジベレリン (GA) は、植物の生長を制御する重要な植物ホルモンである。 GA 内

生量の恒常性は、 GA 代謝酵素遺伝子群の転写レベルでのフィードバック制御によ
り維持されている。 GA 生合成酵素の一つ GA 20-oxidase は、シロイヌナズナにお
いて、  AtGA20ox1~5 の  5 つの遺伝子によってコードされており、このうち 

AtGA20ox1~3 が GA によるフィードバック制御を受ける。当研究室の解析により、 

AtGA20ox1 のフィードバック制御に重要なプロモーター領域が特定された。酵母 

one-hybrid screening により、このシス領域に特異的に結合するシロイヌナズナの転写
因子を探索したところ、 zinc finger-homeodomain (ZF-HD) family に属する、転写因子 

ATHB31 が卖離された。 
本研究は、 AtGA20ox1 のフィードバック制御の分子機構を明らかにすることを目

的とし、転写制御における ATHB31 の機能の解析を行った。 pull-down assay と BiFC 

法により、 ATHB31 が、 AtGA20ox1 の転写因子 (GAF1,VIP1/AtRSG) や ZF-HD 

family タンパク質 (ATHB21, 22, 25, 31) と結合することが明らかとなった。現在、 

transient assay により ATHB31 の転写活性化能について解析を行っている。 

 

 

BP-14 

 

シロイヌナズナにおける転写因子 EPR1の新奇機能の解析 
○松崎雅広，伊藤岳，草場信，高橋陽介（広島大・院理） 

Matsuzaki M, Ito T, Kusaba M, Takahashi Y: Analysis of the novel function of transcription 

factor EPR1 in Arabidopsis thaliana. 

 

 植物ホルモンの一つであるジベレリン (GA) は高等植物の生活環において発芽誘
導、茎や葉の伸長、種子や果実の肥大、休眠打破などの植物の成長の本質的な現象に
関わっており、GA 分子の認識からこれらの現象の発現までには巧みな制御機構の存
在が考えられている。 

GA 応答に関与する転写因子を分離する目的で野生株に比べて実生時に胚軸が伸長
する CRES-T 株を卖離することとし、Myb-like ファミリーに属する転写因子 EARLY 

PHYTOCHROME-RESPOSIVE1 (EPR1)を同定した。EPR1 の CRES-T 株は通常の栽培
条件では発芽が遅いが、成長は野生株と変わらなかった。しかしながら花芽形成の遅
延が認められ、さらに結実しにくかった。さらにこの徒長形質は低温で抑制され温度
感受性を示した。一方 EPR1-CRES-T 株は GA 合成阻害剤に感受性を示し野生株に比
べると発芽が抑制され、GA の添加によりその抑制は解除された。さらに EPR1 の
CRES-T株におけるPIF4欠損は葉柄の長い表現型が消失したが、生体内におけるEPR1

と PIF4 の結合は認められなかった。この結果から ERP1 が PIF4 の上流に位置する転
写因子であることが予想された。以上の結果から EPR1 は時計遺伝子の発現制御だけ
でなく、温度を制御する転写因子であることが示唆された。 
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BP-15 

 

転写因子 GAF1 による AtGA3ox1 の転写制御機構の解析 
○小野晴香１、渡邊哲史１、高橋陽介１（１広島大・院・理） 

H. Ono, S. Watanabe, and Y. Takahashi : Transcriptional regulation of AtGA3ox1 by a Zn 

finger transcription factor, GAF1.  

 

ジベレリン (GA) は植物ホルモンのひとつであり、高等植物の発芽、茎部伸長、花
芽形成などの生理現象を制御している。GA 生合成の最終段階を触媒する GA 3- 

oxidase をコードする遺伝子 AtGA3ox1 は、GA 内生量による負のフィードバック制
御を受けており、活性型 GA を投与すると転写が抑制され、GA 生合成を阻害すると
促進される。 

DELLA タンパク質は GA シグナル伝達の負の制御因子である。DELLA は核内に
局在しているが、明確な  DNA 結合領域をもたない。これまでに我々は、酵母 

two-hybrid スクリーニングにより DELLA と相互作用する因子 GAF1 を卖離した。
GAF1 と DELLA は複合体を形成し、GA 内生量に依存した標的遺伝子の発現制御に
関与することが示されている。 

本研究は、GAF1 による AtGA3ox1 の転写制御機構の解明を目的とした。トランジ
ェントアッセイの結果、GAF1-DELLA 複合体により AtGA3ox1 の転写が活性される
ことが示された。さらなるアッセイの結果、GAF1-DELLA 複合体は、AtGA3ox1 の転
写開始点上流 -250 から -200 bp の領域に結合することが示唆された。 

 

 

BP-16 

 

ジベレリンによるアズキ上胚軸の伸長成長促進に関連した細胞質表層微小管の配向
変化とアクチンフィラメントの局在の解析 
○井上瞳，金田剛史（愛媛大学・理学部・生物学科） 

Inoue H，Kaneta T：Involvement of actin filaments in reorientation of cortical microtubules by 

gibberellin in elongating epicotyls of azuki bean seedlings. 

 

アズキ上胚軸切片において、ジベレリン（GA3）は、細胞質表層微小管（MT）の横
向きへの配向変化を介して、オーキシン（IAA）による伸長を促進することが知られ
ている。本研究では表皮細胞の細胞質表層に存在するアクチンフィラメント（AF）が
MT の配向変化に関係するか否かについて検討する目的で、まず IAA+GA3 処理による
上胚軸切片の伸長に対する AF 破壊剤ラトランクリン B（LatB）の効果を調べた。そ
の結果、30 µM LatB は GA3 による伸長促進効果をほぼ完全に打ち消した。この LatB

による阻害は、GA3 の促進効果が表れ始めるタイミングである処理開始から 3 時間後
の時点で既にみられた。また、間接蛍光抗体法により MT の配向を調べると、IAA+GA3

処理 4 時間後には横向きの MT を持つ細胞の割合が増加していたが、IAA+GA3+LatB

処理 4 時間後では横向きの MT の割合が減尐し、縦向きの MT をもつ細胞の割合が増
加した。MT と AF の局在関係についても調べたところ IAA+GA3 処理 2 時間後では一
部の横向きおよび枝分かれした MT が横向きの細い AF に沿って共局在していた。
IAA+GA3+LatB 処理では一部の縦向き及び斜め向きの MT が断片状やドット状に破壊
された AF と共局在していた。これらのことから、IAA+GA3 処理による MT の横向き
への配向変化には、MT と共局在する AF が関与している可能性が考えられる。 
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BP-17 

 

アズキ上胚軸外植片を用いたカルス化を介する組織培養系によるシュート誘導法の改良 
○久米佐和 1，宮田麗香 2，金田剛史 1（1愛媛大・理・生物，2広島大・院・理・生物科学） 

Kume S, Miyata R, Kaneta T : Improvement of adventitious shoot regeneration system via 

callus induction from explants of azuki bean epicotyls. 
 

アズキは組織培養系を介した形質転換体の作製が難しいことが知られており，その

原因として組織片からのシュート誘導率が低いことが挙げられる。本研究では，アズ

キでよく用いられている一段階の組織培養系に代えて，カルス化の後にシュート誘導

培地へカルスをのせかえるニ段階の組織培養系で，シュート誘導率を向上させる条件

をアズキ上胚軸の外植片を用いて調べた。培地に添加する植物ホルモンの種類や濃度

について検討した結果，1 μg/l BA，1 μg/l NAA を含むカルス誘導培地で培養を行った

後に，100 μg/l BA，100 μg/l IAA を含むシュート誘導培地で培養を行った場合に高い

シュート誘導率が得られることが分かった。本研究の培養法により，昨年度大会での

宮田ら（2010）の発表における一段階の培養法の 1 カルスあたりから誘導されたシュ

ート数の平均値が 1.04 個という結果とほぼ同程度の，1 カルスあたり平均 0.92 個のシ

ュートが誘導された。本研究の条件では大きな個体差が生じ，1 カルスあたり 9 個の

シュートを誘導したカルスもみられたため，今後は安定してシュート誘導を引き起こ

す条件を検討することにより誘導率を向上させることができると考えられる。 

 

 

BP-18 

 
 
形質転換タバコ BY-2 細胞においてシロイヌナズナ中間径フィラメントモチーフタン
パク質 IFMoP1が形成する繊維の核周辺における複雑な挙動とその局在変化 
○内藤文雄，藤田真幸，久家徳之，佐藤成一，金田剛史（愛媛大・院・理工・環境機能） 
Naito F, Fujita M, Kuya N, Sato S, Kaneta T : Winding movements of filamentous structures 

of Arabidopsis Intermediate Filament Motif Protein 1 (IFMoP1) around nuclei and changes in 

its localization in transgenic tobacco BY-2 cells. 

 

動物細胞の主要な細胞骨格の一種である中間径フィラメント（IF）は、植物細胞では
IF タンパク質をコードする遺伝子が同定されていないため、その存在の有無は確定し
ていない。本研究では、動物の IF タンパク質と推定アミノ酸配列レベルで共通の特徴
を持つシロイヌナズナ IFMoP1 を植物の IF タンパク質の候補と考え、その細胞内での
局在及び挙動について調べた。形質転換タバコ BY-2 細胞内で過剰発現させた IFMoP1

と GFP との融合タンパク質（IFMoP1-GFP）は核周辺の細胞質において繊維構造をとる
が、植え継ぎ後の時間経過に伴うこの IFMoP1-GFP 繊維を持つ細胞の割合の変化を調
べた結果、対数増殖期の細胞では 4.7～12.2%であった。定常期の細胞ではこの様な繊
維構造はほとんど観察されなくなった。この定常期の細胞を詳細に観察したところ、
IFMoP1-GFP が形成する斑点状及び断片状構造が細胞質表層で細胞長軸に対してほぼ
垂直に並んで配列している様子が観察された。また、タイムラプス解析により、
IFMoP1-GFP 繊維が複雑な挙動を示した後に斑点状及び断片状に崩壊し、細胞質表層に
分散していくということも分かった。今後、IFMoP1-GFP が形成する斑点状及び断片状
構造がとる配列と細胞質表層微小管との局在関係について検討していく予定である。 
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BP-19 

 

低温ストレスによるシロイヌナズナの還元型グルタチオン濃度増加に対する光照射
と内生アスコルビン酸濃度の役割 
○洲口幸大，佐久間洋，井上雅裕（愛媛大院・理工・環境機能・生物） 
Suguchi K, Sakuma Y, Inouhe M : Roles of light and endogenous ascorbate levels in the cold 

stress-induced increase in the reduced glutathione levels in A. thaliana seedlings. 

 
植物は体内で過剰に発生した活性酸素種を除去するため，抗酸化物質であるグルタ

チオン(還元型：GSH)とアスコルビン酸(還元型：AsA)をつくる。これらは，AsA-GSH

回路を形成し，活性酸素の一種である過酸化水素を無毒化する。昨年の本学会では，
明所 25℃で 10 日間育てたシロイヌナズナ芽生えに対する低温（20℃〜10℃）の影響
を調べ, 明所の低温処理 9日目において, 葉の拡大成長と茎の伸長成長が強く阻害さ
れ, 芽生えの還元型グルタチオン（GSH）とアスコルビン酸濃度が増加すること, ま
た, 暗所ではアスコルビン酸濃度が著しく低く GSH 濃度変化も尐ないことを報告し
た。本研究では, AsA と GSH の濃度変化を低温処理後 1 日おきに測定し，両者の関
係を調べた。その結果, ASA 濃度は時間とともに 4 日目まで増加した。また, 低温で
一過的に増加（1 日目）するがやがて 25℃の場合と同様になった。一方, GSH は ASA

と比べ濃度が 1/10 と低く, 25℃では 4 日まで一定であった。ただし, 低温になるほど
濃度増加が見られ, この変化は ASA 濃度の変化と正の相関が得られた。これらより, 
低温処理に伴うシロイヌナズナのストレス緩和と GSH 濃度上昇にはアスコルビン酸
の濃度変化及びそのはたらきが関わっていることが示唆された。 

 

 

BP-20 

 

シロイヌナズナにおける高温ストレスと水欠乏ストレスのクロストーク 
○小倉麻耶, 井上雅裕, 佐久間洋（愛媛大学・理・生物） 

Ogura Maya, Inoue Masahiro, Sakuma Yoh 

Analysis of crosstalk between heat and water-dificit stress in Arabidopsis. 

 

 植物は環境ストレスから自らを防御するために様々なストレス耐性機構を有して

いる。本研究では、非生物的ストレスの中から高温ストレスと水欠乏ストレスに着目

し、両ストレスに関するいくつかの応答遺伝子について、高温または水欠乏ストレス

に卖独にさらされた場合と、両ストレスに連続的・同時的にさらされた場合での発現

パターンの違いを RT-PCR 法を用いて解析した。 

 HSP17 や DREB2A において、卖独ストレス応答と複数ストレス応答との間で、時間

的な発現パターンが異なった。また複数ストレスでは相加的な効果だけでなく抑制的

な効果も存在することが確認され、シロイヌナズナの高温・水欠乏ストレス応答メカ

ニズムには、卖独ストレスと複数ストレスとの間で異なる発現パターンを示すような

ストレス応答経路が存在することが示唆された。 
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BP-21 

 

トマトの転写因子 DREB2 ファミリー遺伝子の発現解析 

原 裕詞、三浦由佳、井上雅裕、◯佐久間 洋（愛媛大学・理・生物） 

Hara Hironori, Miura Yuka, Inoue Masahiro, Sakuma Yoh 

Expression analysis of DREB2 family genes that encode drought- and high temperature-stress 

responsive transcription factor in Tomato (Solanum lycopersicum).. 

 

環境ストレス応答性転写因子 DREB2 ファミリーは高等植物に広く存在し、シロイ

ヌナズナでは DREB2A～DREB2H の８個、イネでは OsDREB2A～C、E の４つの遺伝

子がゲノム上にコードされている。特にシロイヌナズナ DREB2A の解析が進んでお

り、乾燥ストレス、高温ストレスの両方に応答し、これらのストレスに対する植物の

耐性獲得及び、乾燥と高温ストレスシグナルの細胞内でのクロストークで重要な役割

を担っていると考えられている。トマトではこれまで DREB2 ファミリーの全容が不

明であったが、われわれはトマトの全ゲノム配列をスキャンしすべての DREB2 ファ

ミリー遺伝子を特定した。これらの遺伝子の発現解析の結果、トマトでは SlDREB2A、

B および F がストレス応答性の遺伝子発現制御に関与していることが明らかとなっ

た。 

 

 

BP-22 

 

トマト細胞の重金属耐性とフィトケラチン合成に対するホウ酸とケイ酸の影響 

立川雅也，洲口幸大，佐久間洋，○井上雅裕（愛媛大・院・理工・環境機能・生物） 

Tachikawa M,Suguchi K, Sakuma Y, Inouhe M: Effects of B and Si on heavy metal tolerance 

and phytochelatin formation in tomato cells. 

 
 植物は根を介して土壌中から水や様々な無機塩類を吸収し生活している。吸収され
る物質の中には重金属などの植物にとって有害なものも含まれる。有害な重金属や元
素に対して植物は生体内でフィトケラチン（PC）とよばれる金属結合性ペプチドを生
成して結合させることで毒性を緩和する。細胞内の PC合成はグルタチオン（GSH）を
前駆体として酵素的に行われる。PC 合成はカドミウム（Cd）などの各種重金属により
強く促進を受ける。また、非金属であるヒ素（As）も PC 合成を促進するがそのしく
みやはたらきはよく分かっていない。通常、As はヒ酸や亜ヒ酸の形態で吸収され、体
内でヒ酸は亜ヒ酸に変換される。これらはリン酸やケイ酸、ホウ酸など既存のアニオ
ンと輸送や代謝の経路を通じて相互作用を行うと考えられるが、詳細は不明である。
本研究ではトマト懸濁細胞の Cd と As 耐性ならびに PC 合成能に対するホウ酸とケイ
酸の影響を比較した。その結果、B と Si（300μM）はトマト細胞の成長と Cd・As 耐
性に顕著な影響は及ぼさないこと、さらに B は、Si と異なり Cd や As による PC 合成
を阻害することが分かった。これらから、アニオン特異的な相互作用がトマト細胞に
おける有害元素の取込みや PC合成の過程に存在することが示唆された。 
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BP-23 

 

Jatropha curcas の雌雄制御に関わる遺伝子の探索 
○友重 司・入船 浩平(県立広島大・生命科学) 
Tomoshige, T and Irifune K: Analysis of the genes regulating sex ratio of Jatropha curcas 

flower 

 
 Jatropha curcas はトウダイグサ科の樹木で、種子に良質な油脂を含み新世代の油
用植物として注目されている。本種は卖性花で、雌雄比はおよそ 1:25 である。この
雌雄比の偏りを雌花へとシフトさせる事で、油脂収量の増収が期待できる。本研究で
は花成および花器官形成遺伝子の卖離と、それら遺伝子の雌雄間での発現差異を解析
することでその雌雄分化にかかわる鍵遺伝子の探索を試みた。 
 まず、RT-PCR 法により花成及び花器官形成遺伝子を卖離した。保存性の高い
MADS-box 及び K-box 配列を基に degenerate プライマーを設計し、若い雌雄の花から
抽出した RNAを用いた。その結果、ABCモデルに対応する４つのクローン(#1—#4)が得
られた。それぞれ、#1(434 bp)は、APETALA3ホモログ遺伝子（Bクラス）、#2(287 bp)
は、PISTILLATA ホモログ遺伝子（B クラス）、#3(329 bp)は、APETALA1 ホモログ遺伝
子（Aクラス）、#4(471 bp)は、AGAMOUSホモログ遺伝子（Cクラス）であった。 
 さらに、雌雄の花全体と生殖器官より total RNA を用いて上記遺伝子の発現量の差
異を調べるため半定量的 RT-PCRを行った。Aクラス及び Cクラス遺伝子の雌雄間での
発現量差異は無かったが、B クラスの２つの遺伝子ともに差異が認められた。この発
現差異は雌雄の花全体及び生殖器官ともに見られ、B クラス遺伝子の雌雄分化への関
与が示唆された。 

 

 

BP-24 

 

葉の形態と DNAハプロタイプに基づくウバメガシ（ブナ科）の種内変異 

中平悠太 1，木村茉单美 2，久保晴盛 2，平原友紀 3，向井誠二 3，○坪田博美 2（1 広島

大学・理，2 広島大学・院・理，3 広島大学・技術センター） 

 

 ウバメガシ Quercus phillyraeoides A.Gray はブナ科の常緑広葉樹である．ウバメガシ

の一型には葉の裏面に毛があるものがあり，ケウバメガシとして種以下のランクで区

別する場合がある．しかし，ケウバメガシの分類学上の扱いは研究者によって異なっ

ている．そこで，本研究では，分類学上の扱いを再検討するためにウバメガシとケウ

バメガシの葉の形態と DNA ハプロタイプの比較を行った．試料は日本のウバメガシ

の分布域を代表する屋久島，宮島，兵庫県鉢伏山，和歌山県住吉崎の 4 か所で 67 個

体から計 668 葉を採集した．葉の形態（12 項目）を測定し，多変量解析および相関分

析を行った．また，楕円フーリエ記述子を用いて葉の輪郭を評価した．その結果，葉

のそれぞれの形態は連続的であるが，星状毛の密度についてはウバメガシとケウバメ

ガシと両者の中間的な形態を持つ個体の 3 群に分かれた．また，主成分分析の結果，

ウバメガシとケウバメガシの両者を区別する形質として星状毛の密度，鋸歯数，葉の

厚さ，最大葉幅の位置，葉身/葉柄比が認められた．さらに，DNA ハプロタイプを比

較したところ，3 つの塩基置換がみられ，形態に基づく結果を支持した．以上のこと

から，ケウバメガシは独立した種以下のランクで扱うべきであると考えられる． 
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BP-25 

 

Trentepohlia bosseae var. samoensisの隔壁に見られる中心孔の形態学的研究 
○正田いずみ 1，半田信司 2，中原-坪田美保 3，坪田博美 1（1 広島大・院・理，2 広島県
環境保健協会，3 千葉県中央博・共同研究員） 

Shoda I, Handa S, Nakahara-Tsubota M, Tsubota H: A morphological study on the central pit 

structure of Trentepohlia bosseae var. samoensis (Trentepohliaceae) 

 

 Trentepohlia bosseae var. samoensis は緑藻植物門アオサ藻綱スミレモ科に属する気
生藻類で，暗く湿潤な谷の沢沿いなどの岩上にフェルト状のコロニーを形成してい
る。本種には，スミレモ科を特徴付ける形態の一つである中心孔がみられる。この構
造は，原形質連絡が集まり隔壁の中心部に存在するもので，Phycopeltis や一部の
Trentepohlia，Cephaleuros の遊走子嚢の基部で確認されている。しかし，Trentepohlia

の栄養細胞の隔壁で本構造を詳細に観察した事例はない。本研究では，T. bosseae var. 

samoensis の隔壁の微細構造観察を透過型電子顕微鏡により行った。本種の中心孔は
隔壁中心部に円形に広がっており，多くの原形質連絡が存在した。中心孔の直径は約
2–3 μm，厚さは約 300–500 nm で周囲の隔壁よりも薄くなっていた。隔壁の中心孔に
隣接する部分には隔壁がとくに厚くなった構造が見られ，周囲の隔壁と電子密度が異
なる物質が存在した。これに類似した構造として紅藻類のピットコネクションがある
が，ピットコアやキャップ構造が見られない点で異なっていた。スミレモ科藻類は，
分子系統学的研究により T. aurea を含むクレードと，Phycopeltis を含むクレードに区
分されることが知られており，T. bosseae var. samoensis は後者に含まれる。本研究の
結果から中心孔の構造が，系統を反映した形質である可能性が示唆された。 

 

 

BP-26 

 

愛媛県で見つかったセンボンゴケ Pottia intermedia (Turner) Fürnr.について 
○井上侑哉 1, 坪田博美 2 (1広島大学・理 2広島大学・院・理) 
Inoue Y, Tsubota H: Additional record of Pottia intermedia (Turner) Fürnr. (Pottiaceae) in 

Ehime Prefecture, Shikoku, SW Japan. 

 

 愛媛県大三島でセンボンゴケ Pottia intermedia (Turner) Fürnr.の新たな産地が確認さ
れ，また本種について分子系統学的な研究を行ったので報告する。センボンゴケはセ
ンボンゴケ科の頂蘚類で，ヨーロッパや北アメリカ，アフリカ北部，アジアなど北半
球に広く分布する。日本では近畿以西の本州（京都・大阪・広島・鳥取・島根）およ
び四国（愛媛）で報告されているが，比較的稀な蘚類である。とくに，瀬戸内海の島
嶼部では広島県呉市上蒲刈島から報告されているだけである（出口 1998）．また，愛
媛県では Saito（1973）がモノグラフの中で引用した松山市の記録以降報告がなく，愛
媛県島嶼部でも今回がはじめの報告である。本研究ではセンボンゴケについて野外お
よび形態観察を行うとともに，分子系統学的な位置づけを行った．形態観察の結果過
去の報告と一致し，退化的な蒴歯についても確認できた．分子系統解析の結果，セン
ボンゴケはセンボンゴケ科のTortulaや Streptopogonなどが含まれるクレードに含まれ
た．今回センボンゴケは日当たりが良い果樹畑の土上に生育していた．本種の国内で
の報告例は尐ないが，今後果樹の栽培が盛んな瀬戸内海の島々など同様の条件下にお
いて本種の見つかる可能性は高い． 
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HP-27 

 

ゼニゴケ腹鱗片の組織発生学的研究 
○奥田有貴，嶋村正樹，山口富美夫，出口博則（広島大・院・理・生物科学） 
Okuda Y，Shimamura M，Yamaguchi T，Deguchi H：Study of the development of the ventral 

scales of Marchantiophyta. 

 
 ゼニゴケ類の植物体（葉状体）腹面には，腹鱗片とよばれる鱗片状の器官が並んで
いる．この器官は種によって配列や形状が異なることが分かっているが，その発生過
程や形態進化学的起源はよく分かっていない．本研究では，ゼニゴケ（Marchantia 

polymorpha）とジャゴケ（Conocephalum conicum）の腹鱗片の発生過程を走査型電子
顕微鏡と連続組織切片の観察によって明らかにした．これらの植物体の頂端部には楔
型の頂端細胞が１個存在し，この頂端細胞は腹面に１つ，背面に１つ，側面に２つ，
合計で４つの細胞分裂面を持つ．側面に切り出された１つの細胞（側面セグメント）
に由来する細胞群（側面メロファイト）のうち，葉状体の伸長方向側の腹面に位置す
る細胞から生じる突起状の組織が腹鱗片の原基となり，植物体の頂端部を腹面側から
囲い込むように成長することが明らかとなった．ゼニゴケでは１つの側面メロファイ
トあたり７枚の腹鱗片が形成される（外列４枚，中央列２枚，内列１枚）．ジャゴケ
では１つの側面メロファイトから１枚の腹鱗片が形成されると考えられた．側面メロ
ファイトの５細胞期までの分裂パターンはタイ類で最も初期に分化したと考えられ
る茎葉性タイ類のコマチゴケ類と同様であった．ゼニゴケ類の腹鱗片の原基となる細
胞は，コマチゴケ類のトロイブゴケ科では背片と呼ばれる葉的器官を形成する細胞と
相同な位置にあり，腹鱗片と背片の相同性が示唆された． 

 

 

BP-28 

 

日本産カヤツリグサ科スゲ属植物の分布図の作成 
○正木智美, 星野卓二（岡山理大・総情・生地） 

Masaki T & Hoshino T: Geographical distribution of Japanese Carex (Cyperaceae). 

 

カヤツリグサ科スゲ属植物は、日本の顕花植物の中で 1属あたりの種数が最も多く、

約 300 分類群が報告されている。また、その半数が日本固有種である。本研究は、日

本各地の標本庫に収蔵されている標本をもとに分布図を作成し、種の分布域と各地の

フロラとの関わりを探ることを目的としたもので、「日本すげの会」が進めているプ

ロジェクトの一環である。分布図は、なるべくフリーソフトを用い、誰でも簡卖な手

順で作成できることを目標とした。その結果、(1) Microsoft Excel（座標データと形式

変換）、(2) Kenmap（点打ち）の 2 種類のソフトのみで分布図が作成できるようになっ

た。本研究により得られた分布図から日本産スゲ属植物は 8 タイプに分類できること

がわかった。この分布図は、シンボルを変えることで、さまざまな動植物のデータを

同時に表示させることが可能である。 
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BP-29 

 

ヒシ(Trapa japonica)による植物プランクトンに対する増殖抑制効果 
○足立良介 1, 末次厚志 1, 七條拓磨 2, 齋藤達昭 2 
（1岡山理大院・理・総合理学, 2岡山理大・理・基礎理） 
R.Adachi, A.Suetsugi, T.Shichijou, T.Saito : effects of growth inhibitionto Phtyoplankton by 

Trapa japonica. 

 

 岡山県岡山市にあるヒシが繁茂する東菅野新池では、鉛直分布による調査におい

て、植物プランクトン量が顕著に低くなる水域が夏場に現れることが分かった。ヒシ

が繁茂している、上流域と中流域では、ヒシによる栄養塩の吸収や水上葉による光の

遮断により植物プランクトンの増殖に必要な栄養塩や光が奪われることが確認でき

た。一方で、ヒシが繁茂しておらず、光が十分に届き、栄養塩も十分に存在する下流

域でも植物プランクトンの減尐が見られた。別の要因として実験室レベルの検討によ

り、ヒシから放出された化学物質により植物プランクトンの増殖が抑制されることが

示唆された。この物質の候補としてポリフェノールが考えられ、実際に東菅野新池の

ポリフェノール量を測定した結果、植物プランクトン量が減尐している領域とポリフ

ェノールが高濃度になっている領域が一致していることが分かった。 

 

BP-30 

 

児島湖堆積物中の珪藻分析からみた水環境の変遷 
○去来川典尚 1 , 齋藤達昭 2 , 山本孝行 2  (1岡山理大大学院・理,2岡山理大・理) 
Isagawa N, Saito T, Yamamoto T :( Estimation of water environment by using 
Diatom analysis in Kojima lake sediments ) 
 
珪藻(Bacillariophyceae)は珪酸質の被殻を持つ藻類で、ほとんど全ての水域で棲み

分けて生育しており、有機汚濁度合いによって好清水性種群、好汚濁性種群、広適応
性種群の三つに分類される。死滅しても珪酸質の堅い被殻が珪藻化石となって地層中
に残り、被殻によって種同定を行うので、過去の水質環境を復元する指標生物として
よく用いられている。 

児島湖は、1959 年に児島湾の一部を締め切って作られた人造湖であり、その後生
活排水等の流入に伴う富栄養化が問題化されている。 

本研究では児島湖堆積物中の珪藻分析を行い、堆積物中の水環境の変遷の復元を試
みた。堆積物は基本的に沈降した順に層を成し、表層から順に古い層になって行くが、
人為的または生物的要因で攪乱が起きると層が崩れて正常な判定が出来なくなるの
で、今回は同定した珪藻種の共通性から攪乱の有無を確認した所、各深度でのみ確認
できた珪藻が多数存在したため、堆積物の攪乱は無く一定の深度毎に層を成している
と考えられる。 

塩分濃度による分類では、海水から淡水への遷移が見られた。 

また淡水産の珪藻が多いサンプルについては、珪藻群集に基づく有機汚濁度指数
で、止水域、流水域共通の有機汚濁に対する生物学的指数である DAIpo(Diatom 

Assemblage Index to organic water pollution)の値も求めた。 
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BO-01 

 

酵母 Saccharomycodes ludwigii の減数分裂における核とミトコンドリアの形態 
○宮川勇 1，中原亜友美 2，伊藤亘平 2（１山口大・院・理工，2山口大・理・生物） 
Miyakawa I, Nakahara A, Ito K: Morphology of nuclei and mitochondria during meiosis of 

the yeast Saccharomycodes ludwigii. 

 
 子のう菌酵母 Saccharomycodes ludwigii の二倍体株は、細胞がレモン型で大きく、胞
子形成過程が観察しやすい。そこで、本研究では S. ludwigii の減数分裂・胞子形成過
程での核、ミトコンドリア、ミトコンドリア核様体（mt 核様体）の形態を調べた。 
 DiOC6(3)染色での観察では、ミトコンドリアは胞子形成培養中に次第に融合して長
くなり、減数第一分裂と第二分裂を通して分裂核周辺に集合した状態で胞子に分配さ
れた。また、DAPI 染色では mt 核様体は減数分裂を通して粒子状に観察され、減数分
裂期では核周辺に観察された。 
 S. ludwigii の特徴として、胞子形成の際に接合型の異なる a 型とα型の胞子が細胞
の両端でペアを作ることが知られている。このような胞子のペアがどのようにして形
成されるかを調べた。サイバーグリーン染色法で減数第一分裂の方向を調べたとこ
ろ、細胞の長軸方向に核分裂するものが 47%、長軸方向に垂直に分裂するものが 30%、
長軸方向に対して斜めに分裂するものが 23%観察された。一方、減数第二分裂ではほ
とんどの細胞で細胞の長軸方向に分裂が起こった。抗 tubulin 抗体を用いた間接蛍光抗
体法による微小管の観察でも、核分裂の方向性について同様の結果が得られた。これ
らの結果から、細胞両端に位置する胞子が a 型とα型のペアを作る理由が説明できる。 
 

 

 

BO-02 

 

多核緑藻キッコウグサの細胞同士を連結させる接着細胞の誘導要因 
的野はる奈１，関田諭子２，○奥田一雄２（１高知大・理・生物，２高知大・院・黒潮圏） 
Matono H, Sekida S, Okuda K: Factors inducing the formation of tenaculae that link 

neighboring cells in the coenocytic green alga Dictyosphaeria cavernosa. 

 

 キッコウグサはミドリゲ目に属する海産の多核緑藻で,１つの細胞が一度の細胞分

裂で多数の娘細胞を形成して多細胞となる。分裂後3日から4日で娘細胞は母細胞壁内
で成長してお互いに接しあい,その接着面で多数の接着細胞（tenaculae）を形成する。
本研究では,接着細胞の形成能力と接着細胞の形成を誘導する要因について調べた。 
 分割細胞分裂後一定の日数で培養した娘細胞をマガタマモの細胞壁に詰めて培養
し,娘細胞の接着細胞の形成割合を求めた。接着細胞形成率は細胞分裂後 2 日-7 日の
娘細胞では 95-100％,分裂後 8 日-12 日の娘細胞では,52-80％,13 日-15 日では
17-36％であり,細胞分裂後の日数を経るに従って娘細胞の接着細胞形成能力が低下
した。娘細胞は疎水性の基質との接触面で接着細胞を形成したが,親水性の基質との
接触では接着細胞形成を誘導しなかった。キッコウグサの娘細胞と，近縁の多核緑藻
のマガタマモの細胞または同じくバロニアの細胞との接触は接着細胞形成を誘導し
た。しかし,ホルマリンで固定後に海水で洗浄したキッコウグサの死細胞とキッコウ

グサの生細胞では,接着細胞の形成が起こらなかった。これらの結果から,接着細胞の
形成する要因について考察した。 
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BO-03 

 

光化学系 IIの quality control：FtsHプロテアーゼによる D1タンパク質分解の場に

ついて 
○吉岡美保，大橋研介，難波大介，森田典子，山本 泰 （岡山大・院・自然科学） 

Yoshioka M, Ohashi K, Nanba D, Morita N and Yamamoto Y: Quality control of Photosystem 

II: study on the site where FtsH proteases degrade the damaged D1 protein. 

 

光合成光化学系 II の反応中心結合タンパク質 D1 は，強光や高温で損傷を受ける。

損傷した D1 タンパク質の分解には，チラコイド膜に存在する金属プロテアーゼ FtsH

が関与していることがこれまでに示唆されている。ホウレンソウのチラコイド膜と

PSII 膜（グラナに相当）について FtsH プロテアーゼの分布を調べたところ，チラコ

イド膜では卖量体，二量体および六量体の FtsH が，また PSII 膜では六量体のみが存

在していることが分かった。活性型の六量体 FtsH が存在する PSII 膜に強光を照射す

ると，亜鉛イオンで促進される D1 タンパク質の分解が起きた。チラコイド膜上では

PSII が多く存在するグラナあるいはグラナマージンで FtsH プロテアーゼによる損傷

D1 タンパク質の分解が行われている可能性がある[Yoshioka et al. J. Biol. Chem. 2010]。 

 

 

BO-04 

 

パルスフィールドゲル電気泳動（PFGE）法による Agrobacteriumの DNA 多型解析 
○藤本裕人 1, 山本真司 1, 守口和基 1, 澤田宏之 2 , 鈴木克周 1 （１広島大・院理・生
物科学, ２農水省生物資源研） 
Fujimoto H, Yamamoto S, Moriguchi K, Sawada H, Suzuki K : Analysis of genome DNA 

variation in two Agrobacterium species by a pulsed field gel electrophoresis method. 

 

根頭癌腫病は Agrobacterium 属細菌の Ti プラスミド上の遺伝子と Ti プラスミド以外

のゲノム上に散在する遺伝子によって支配されており、双方の遺伝子は感染宿主域等

の菌株間差異にも影響している。Ti プラスミド上の遺伝子については情報が蓄積され
てきているが、後者の遺伝子とその菌株間差異について解明されているものは尐な
く、ゲノムバックグラウンドなどと表現される。これらの土台となるゲノムが
Agrobacterium 属細菌でどの程度の多様性があるか概観するために、本研究では３主要
種の中のA. rhizogenesとA. vitisからそれぞれ１７菌株と９菌株を用いてパルスフィー
ルドゲル電気泳動（PFGE）法で比較した。各菌株の定常期の細胞から無傷のゲノム
DNA を作成して制限酵素 PmeⅠと SwaⅠによる切断を行い、DNA 断片を PFGE で分
離した。その結果、わずかな例外を除いてすべての菌株間で DNA 断片構成が異なっ
ており、PFGE 法は Agrobacterium においても強力な識別能をもつことがわかった。

PFGE での断片構成の分析により作成した樹形図と 16S-23S ITS 配列の解析結果に基
づく樹形図を比較したところ、A.vitis ではほぼ対応していたが、A. rhizogenes では異
なる点が多く存在した。 
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BO-05 

 

シロイヌナズナの転写因子 VIP1/AtRSG の機能解析 
○竹尾 紘一, 伊藤 岳, 高橋 陽介 (広島大学・院・理・生物科学) 

Takeo, K., Ito, T. & Takahashi, Y.: Functional analysis of the transcription factor VIP1/AtRSG 

in Arabidopsis thaliana  

 

Repression of Shoot Growth (RSG) はタバコから卖離された転写因子で、ジベレリン 

(GA) 生合成酵素遺伝子の発現制御を介して GA 内生量を調節している。RSG の機
能を抑制したタバコは GA 内生量が減尐し著しく矮化する。一方、シロイヌナズナ
において RSG と最も相同性が高いタンパク質 VirE2 Interacting Protein 1 (VIP1) は、

他の研究グループから病原体の感染に応答して防御遺伝子の転写を促進すると報告
された。VIP1 と RSG では、種の違いにより機能が異なっているのだろうか？本研
究では、VIP1 の機能を調べることを目的とした。 

VIP1 の機能を解析するため、VIP1 を恒常的に過剰発現する形質転換シロイヌナズ
ナの作製を試みたが、形質転換体を得ることはできなかった。これは、VIP1 の異所
的発現が植物へ悪影響を及ぼしているためと考えられた。そこで、薬剤誘導プロモー
ターを利用して  VIP1 の機能解析を行った。VIP1 を発現誘導した植物を定量的 

RT-PCR により解析した結果、GA 生合成酵素遺伝子の発現上昇が認められた。よっ
て、シロイヌナズナの VIP1 はタバコの RSG と同様の機能を持ち、GA 生合成酵素
遺伝子の発現を制御していることが示唆された。 

 

 

BO-06 

 

セン類ガッサンクロゴケ葉緑体ゲノムの解析 
小杉一誠，嶋村正樹，山口富美夫，出口博則(広島大・院・理・生物科学) 

Kosugi I, Shimamura M, Yamaguchi T, Deguchi H : The chloroplast genome of the moss 

Andreaea nivalis. 

 

コケ植物セン類のクロゴケ類は胞子嚢が縦に 4列に裂開し胞子を散布するなどセン
類では例外的な形態を持ち，原始的なセン類の 1 つと考えられているが，その系統的
な位置は明らかにされていない．本研究ではクロゴケ類の一種，ガッサンクロゴケの
葉緑体ゲノムの塩基配列の解析を行い，セン類の分類群間での葉緑体ゲノムの遺伝子
構成の違いや分子系統解析に基づき，ガッサンクロゴケの系統的な位置を解析した．
ガッサンクロゴケの葉緑体ゲノムは全長約 125 kb であり，2 つの逆位反復領域と，そ
れらに挟まれた大小の卖一コピー領域を持つことが分かった．また，これまでに葉緑
体ゲノム中に 77 のタンパク質コード遺伝子，32 の tRNA，4 つの rRNA，4 つの偽遺
伝子と考えられるものを確認している．ガッサンクロゴケの葉緑体ゲノム中で確認さ
れた rpoA，rps16，trnP-GGG の 3 遺伝子は原始的なセン類の１つと考えられているナ
ンジャモンジャゴケにも存在するが，セン類の種数の大半を占めるマゴケ類では偽遺
伝子化や欠失がみられる．葉緑体ゲノムの遺伝子構成はクロゴケ類がセン類の進化の
中で，ナンジャモンジャゴケ類，ミズゴケ類に次いで分岐したことを支持した．また，
タンパク質をコードする遺伝子のアミノ酸配列を用いた系統解析もこの結果を支持
した． 
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西日本におけるスゲ属ヒメスゲの種内異数体の核型分析 

 ○菅原正夫１、星野卓二２（１岡山県立勝山高等学校、２岡山理大・院・総情・生地） 

Sugahara,M. ＆  Hoshino,T ： Karyomorphological studies of intraspecific 

aneuploids of Carex oxyandra collected from western Honshu of Japan.  

 

 カヤツリグサ科スゲ属植物ヒメスゲは、樺太や北海道から台湾に広く分布してい

る。北海道や東北地方には山地から高山まで広く分布しているが、西日本では 1000m

以上の山頂や尾根に隔離分布している。染色体数は 4 種類の種内異数体

（2n=18,20,24,26）が報告されている。2n=18 の個体は北海道から関東地方、2n=20

の個体は関東地方から中国地方と四国地方の一部、2n=24 の個体は中国地方の一部と

四国地方、九州地方、2n=26 の個体は九州地方の一部に分布している。 

 本研究では、2n=20 と 2n=24 の境界と考えられる中国地方と四国地方の核型を調

べた。その結果、四国地方の 2n=20 は本州と、中国地方の 2n=24 は四国地方および

九州地方の核型とそれぞれ一致した。さらに、葉緑体遺伝子に基づくハプロタイプは、

中国地方の 2n=24 個体は九州地方のタイプと同じであり四国地方の 2n=20 の個体は

本州のタイプであった。このことから、北方系のヒメスゲは、染色体数を異数的に増

加し、遺伝的変異を伴いながら中国地方から九州地方と、四国地方から九州地方の２

ルートで单へ分布を拡大したのではないかと考えられる。 

 


