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二国間交流事業 共同研究報告書 
 

平成 ２２年 ０１月 ２０日 
 

独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 
 

共同研究代表者所属・部局    京都大学・化学研究所    

（ふりがな）            つげ ともひこ 

職・氏 名    助教・柘植知彦       
 
 

1. 事 業 名 相手国（ 中国 ）との共同研究  振興会対応機関（ NSFC ） 

 

2. 研 究 課 題 名   葉身の平坦さを制御する分子メカニズムの解明                 

 

3. 全 採 用 期 間 

 

平成 １９ 年 ４ 月 １ 日 ～ 平成 ２１ 年 １２ 月 ３１ 日 （ ２ 年 ９ ヶ月） 

 

4. 研究経費総額 

 

（1）本事業により交付された研究経費総額  4,500 千円 

 

初年度経費 1,500 千円、 ２年度経費 1,500 千円、 ３年度経費 1,500 千円 

 

（2）本事業による経費以外の国内研究経費総額 2,200 千円 
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5．研究組織 

（1）日本側参加者 
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京都大学・助教 

京都大学・名誉教授 

京都大学・教授 

京都大学・技術専門職員 

京都大学・非常勤研究員 

京都大学・博士研究員 

京都大学・大学院生 

京都大学・大学院生 

京都大学・大学院生 

京都大学・大学院生 

京都大学・大学院生 

京都大学・大学院生 

京都大学・大学院生 

研究代表者として研究の全てを行なう 

形質転換植物作製と遺伝学的解析 

植物形態形成における遺伝子発現制御解析 

形質転換植物作製と系統維持 

植物形態形成における逆遺伝学的解析 

植物形態形成における逆遺伝学的解析 

植物形態形成における形態学的解析 

植物形態形成における遺伝子発現制御解析 

植物形態形成における遺伝子発現制御解析 

植物形態形成における逆遺伝学的解析 

植物形態形成における生化学的解析 

植物形態形成における逆遺伝学的解析 

植物形態形成における逆遺伝学的解析 

 

（2）相手国側研究代表者 

所属・職名・氏名 北京大学・教授・QU Li-Jia                            

 

（3）相手国参加者（代表者の氏名の前に○印を付すこと） 

 

氏  名 所属・職名（国名） 研 究 協 力 テ ー マ 

○QU Li-Jia 
GU Hongya 
QIN Genji 
HONG Long 
LIU Jingjing 
LI Linchuan 
HOU Xianhui 
MA Zhiqiang 
LI Xin 
LI Ruixi 
WANG Wei 
WU Zhe 
ZHU Danling 
LUO Guo 
WEI Jia 
LUO Yu 
HUANG Qingpei 
HOU Yingnan 
YANG Yan 
KANG Dinming 

北京大学・教授（中国） 
北京大学・教授、副学部長（中国） 
北京大学・副教授（中国） 
北京大学・講師（中国） 
北京大学・副研究員（中国） 
北京大学・博士研究員（中国） 
北京大学・大学院生（中国） 
北京大学・大学院生（中国） 
北京大学・大学院生（中国） 
北京大学・大学院生（中国） 
北京大学・大学院生（中国） 
北京大学・大学院生（中国） 
北京大学・大学院生（中国） 
北京大学・大学院生（中国） 
北京大学・大学院生（中国） 
北京大学・大学院生（中国） 
北京大学・大学院生（中国） 
北京大学・大学院生（中国） 
北京大学・大学院生（中国） 
中国農業大学・教授（中国） 

研究代表者として中国側研究全般の統括 

植物形態形成の多様性と環境要因解析 
植物形態形成における遺伝学的解析 
植物形態形成における遺伝学的解析 
植物形態形成における形態学的解析 
植物形態形成における遺伝学的解析 
植物形態形成における生化学的解析 
植物形態形成における遺伝学的解析 
植物形態形成における遺伝学的解析 
植物形態形成における生化学的解析 

植物形態形成における遺伝子発現制御解析 

植物形態形成における遺伝子発現制御解析 

植物形態形成における遺伝子発現制御解析 

植物形態形成における遺伝学的解析 
植物形態形成における形態学的解析 
植物形態形成における遺伝子発現制御解析 
植物形態形成における遺伝学的解析 
植物形態形成における遺伝学的解析 
植物形態形成における遺伝学的解析 
植物形態形成における遺伝学的解析 
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6．研究概要（研究の目的・内容・成果等の概要を簡潔に記載してください。） 

目的：本課題は、中国北京大学と日本京都大学との両研究組織が共同して、植物の葉形態形成における葉

身の「平坦さ」を制御する分子メカニズムを解明することを目的とした。 

植物の地上部は、葉・腋芽・節間を基本構造単位とする積み重ね構造をとっており

（右図上）、花もこの単位の特殊化した集まりである。特に葉は、がく、花弁、雄蕊、

雌蕊、心皮などの花器官の原型で、その形成メカニズムの理解は植物形態形成の理解

に不可欠である。本課題では、葉身平皮平面上（paradermal plain）の葉形態形成、すな

わち葉身の「平坦さ」に着目し、その制御機構の解明を目指す（右図下）。葉身の平

坦さは葉の大小や形状に関わらず制御されており、植物の構造的強度、乾燥や病害虫

耐性、光合成能力の効率性に重要な役割を担い、花や実の構造制御を介して作物の形

状や収量にも直結する因子である。 

内容：これまで北京大学 QU らは、葉身が上に巻く下偏成長型変異体や下に巻く上偏成長型変異体（上図）

をシロイヌナズナから多数単離して、葉身形成時に平坦さの制御が存在することを示したている。さらに、

植物ホルモンのオーキシンの活性制御などが葉の平坦さの制御において重要な役割を担うことを報告して

きた［Plant Cell 2005;17:2693］。一方、京都大学柘植らは、葉を含む基本構造単位の可塑性を制御する因子の

一つとして光情報伝達制御機構に着目して、COP9 シグナロソーム複合体によるタンパク質分解制御機構の

分子基盤を解明してきた［Science 2001;292:1382, Plant Cell 2003;15:719］。また、過去に葉身平皮平面上におけ

る葉の縦横方向（右図上）の制御機構において ROT3 遺伝子と AN 遺伝子がそれぞれ細胞伸長レベルで関わ

ることを解明し［Development 1996;122:1589, EMBO J 2002;21:1267］、葉形態形成において専門性の高い研究背

景をもっていた。そこで、本課題では、QU 博士らの遺伝学・形態学的アプローチと、柘植らの生化学・分

子生物学的アプローチとを相補的に融合して、葉身平皮平面上の葉身形成の分子基盤の解明を目指した。 

具体的には、QU らが単離した変異体は、loss of function 型の遺伝子機能欠損変異に加え、エンハンサー挿

入による gain of function 型の遺伝子過剰発現株を含み、その原因遺伝子の機能解析を通じて、これまで機能

欠損変異体や異所的過剰発現体の解析で見逃されていた機能が明らかになると考えた。さらに、原因遺伝

子の発現の局在と時期、その下流の因子の同定と詳細な解析を通じて、葉身平皮平面上の葉身形成の分子

基盤が明らかになるものと考えた。そこで、これらの変異体を材料に、生化学的手法や発現誘導系を用い

た分子生物学的手法を用いて、両グループ間で相補的で活発な研究交流に基づく共同研究を進めた。 

成果：採択平成 19 年度には 2 名の大学院生を約 6 ヶ月間、平成 20 年度には 2 名の大学院生を約 12 ヶ月間、

北京大学より京都大学に招へいし、実質的な共同研究を進展させた。また全年度、両研究代表者らが相互

研究組織を訪問し、研究討議、情報交換を中心にした共同研究発表会を開催した。これらの交流に関わる

滞在費の一部、研究試料の交換費用、共同研究のための消耗品の一部が本事業によって支援された。 

この結果、葉身形態形成に関わる遺伝子群の機能解析が大幅に進展した。たとえば、葉身の平坦さには

オーキシンの局所的な活性制御が重要であることを解明する一方、葉身のみならず配偶子形成にも関わる

細胞周期制御因子の機能を解明した。これらの成果の一部は、査読がある国際的科学雑誌に以下の 3 報の

論文として発表した。 
1- Liu J, Zhang Y, Qin G, Tsuge T, Sakaguchi N, Luo G, Sun K, Shi D, Aki S, Zheng N, Aoyama T, Oka A, Yang W, Umeda 

M, Xie Q, Gu H, Qu LJ. (2008) Targeted degradation of ICK4/KRP6 by the RING type E3 ligases RHF1a and RHF2a is 
essential for mitotic cell cycle progression during Arabidopsis gametogenesis. Plant Cell, 20: 1538-1554. 

2- Li L, Qin G, Tsuge T, Hou X, Ding M, Aoyama T, Oka A, Chen Z, Gu H, Zhao Y, Qu LJ. (2008) SPOROCYTELESS 
modulates YUCCA expression to regulate the development of lateral organs in Arabidopsis. New Phytol, 179: 
751-764. 

3- Li L, Hou X, Tsuge T, Ding M, Aoyama T, Oka A, Gu H, Zhao Y, Qu LJ. (2008) The possible action mechanisms of 
indole-3-acetic acid methyl ester in Arabidopsis. Plant Cell Rep, 27: 575-584. 

また、これ以外の成果については、現在論文を作製しており、順次査読がある国際的科学雑誌に投稿す

る準備を進めている。 




