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■ 基本情報 （2015年度）
拠  点  長 ：伊丹  健一郎
主任研究者（PI）：11名 （内 外国人研究者数 4名、女性研究者数 2名）
その他研究者：54名 （内 外国人研究者数 18名、女性研究者数 15名）
研究支援員 ：34名
事 務 部 門 ：部門長　松本 剛
  スタッフ　12名 （内 英語対応者割合 50%）
サテライト機関・連携機関：チューリッヒ工科大学 (スイス )、クイーンズ大学 (カナダ )、
  ワシントン大学 (アメリカ )、南カリフォルニア大学 (アメリカ )、
  NSF Center for Selective C-H Functionalization (USA)、
  理化学研究所環境資源科学研究センターなど
URL：http://www.itbm.nagoya-u.ac.jp/

名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所 (ITbM)は、世界最先端の
分子合成化学と動植物科学の連携によって新たな学問領域を切り拓

ひら

き、様々な
生命現象を「知る」「視

み

る」「動かす」分子の発見を通じて社会が直面する環境
問題、食料問題、医療技術の発展といった課題に取り組む国際研究拠点である。
我々の生活を大きく変える生命機能分子「トランスフォーマティブ生命分子」
を世に送り出すべく、一丸となって研究に取り組む。

動植物科学と合成化学の革新的融合研究：
世界を分子で変える
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主な研究成果
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Phone: 052-789-3239　
Email: office@itbm.nagoya-u.ac.jp

植物の生長を促す分子
植物の生長が気孔の開閉によって制御されることを明らかにした。気孔の数や開閉を自
在に制御する分子の開発に取り組み、植物の生長により環境問題や食料問題に貢献する。

寄生植物ストライガを退治する分子
アフリカの農業に甚大な被害を与えている寄生植物ストライガの寄生メカニズムを解明
するツールとして、蛍光分子「ヨシムラクトン」を開発・市販化した。ストライガの自
殺発芽を誘発する分子の開発も進めている。

植物の生殖を制御する分子
長年にわたり未解明であった植物の生殖に関わる数々の生体内分子「ルアー」「アモール」
の同定を世界に先駆けて達成し、その機能を明らかにした。植物の生殖メカニズム全容
解明に大きく貢献する成果である。

動植物の体内時計を調節する分子
動物及び植物の体内時計の調節は、動植物の生産性の向上や、ヒトの様々な疾患の治癒
につながると考えられ、体内時計を制御する分子の開発に取り組み、構造活性相関によっ
て高い活性を示す分子を見いだした。

生体内を視る分子
様々な生命現象のメカニズムを解明する生体イメージング技術に必要不可欠な色素分子
として、極めて高い耐光性や環境応答性を備えた蛍光色素分子の開発を進め、その幾つ
かの色素分子を市販化した。
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背景は植物の葉：表面には多数の微小な孔

あな
「気孔」が存在する

Institute of Transformative Bio-Molecules ITbM
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図 1　植物の気孔：(a)開いた状態、(b)閉じた状態　

 ITbMが目指すもの
ITbM は最先端の分子合成化学と動植物科学の連

携によって新しい学際領域研究を創出するととも
に、我々の生活を大きく変える生命機能分子「トラ
ンスフォーマティブ生命分子」を世に送り出すこと
を目指している。これまで人類は様々なトランス
フォーマティブ生命分子を生み出してきた。例えば
創薬の分野では抗生物質や抗インフルエンザ薬など
がその代表例である。ITbM では化学者と植物・動
物学者が研究分野や研究室の壁を超えて真

しん

にコラボ
レーションし、社会が直面する環境問題、食料問題、
医療技術の発展といった様々な課題に「分子」の力
で貢献する。

 1 植物の生長を促す分子
木下 俊則（PI）、鳥居 啓子（PI）、伊丹 健一郎（PI）

植物には、光合成や呼吸に必要な気体の出入りを
担う開閉可能な小さい孔

あな

「気孔」が存在する。日中、
植物は気孔を開き（図 1a）、大気中の二酸化炭素を
取り込んで光合成を行い、生長に必要な養分を作る。
また、気孔は植物の水分調節に重要な役割を担い、
葉内の水分が減ると気孔を閉じ（図1b）、水分の蒸散
を抑えて身を守ろうとする。気孔は地球規模の水循
環にも関与しており、大気中に存在するすべての水
は半年に 1回、必ず気孔を通過するといわれている。
このように植物の生育に重要な気孔について、そ

の数や開閉を自在に制御できれば、植物体に乾燥耐
性を付与したり、植物を増産したり、大気中の温暖
化ガスを削減することが実現可能となり、現在の社
会が抱える食料問題、環境問題の解決に大きく貢献
すると考えられる。　　

気孔は、光受容体であるフォトトロピンが太陽
光を受け、気孔の孔辺細胞膜に存在するプロトンポ
ンプ（H+-ATPase）が作動して開口する。ITbMで
はモデル植物のシロイヌナズナを用い、プロトンポ
ンプを気孔部分のみに選択的に増加させ、変化を調
べたところ、この植物では気孔の開口が通常より
25%増え、植物の二酸化炭素吸収量（光合成量）
が約 15%向上した。それに伴い、植物の重量が 1.4

～ 1.6倍となり、植物生産量が大きく増大した。こ
の結果は、植物の生長に気孔の制御が重要であるこ
とを実証したものである。

ITbMでは本成果を更に発展させ、農作物、バイ
オ燃料用植物の生産量増加や、植物を利用した温暖
化ガス削減などの環境問題解決に貢献すべく研究を
推進する。

Y. Wang, et al: Proc. Nat. Acad. Sci. USA, 111, 533, 
2014.

 2 寄生植物ストライガを退治する分子
木下 俊則（PI）、伊丹 健一郎（PI）、大井 貴史 (PI)

ストライガは、アフリカ、アジア、オーストラ
リアの農業に深刻なダメージを与えている寄生植物
で、赤紫色の美しい花をつけることから「魔女の雑
草」とも呼ばれる（図 2）。ストライガは主にトウモ
ロコシ、コメ、サトウキビなどの穀物に寄生し、生
育不良等を引き起こして収穫量を大きく低減させ、
ときに周辺の広大な田畑すべてを全滅させてしま
う。ストライガによるアフリカの年間経済損失は 1

兆円を超すという試算もあり、世界の食料の安全保
障上、有効な対策が緊急の課題となっている。
ストライガは他の植物が自身の成長のために放出

する植物ホルモン「ストリゴラクトン」を感知して
発芽し、寄生することがわかっていたが、その詳細
な機構は解明されていなかった。ITbMでは、スト
ライガにストリゴラクトンを感知する受容体タンパ
クが存在するという仮説のもと、ストリゴラクトン
受容体に結合すると緑色に光る分子「ヨシムラクト
ン (YLG)」を世界に先駆けて開発した（図 3）。こ
のヨシムラクトンを用い、ストライガの発芽時にス
トリゴラクトンと受容体が相互作用する様子をライ
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ブイメージングによって直接観察することに成功し
た。なお、ヨシムラクトンは 3名の ITbM若手研究
者（図 4）の自発的分野融合研究の賜

たまもの

物であり、化
合物を着想した大学院生の吉村氏にちなみ命名した。
本研究成果は、ストライガがホスト植物を感知し

て発芽する仕組みの一端を明らかにした極めて重要
な成果である。ヨシムラクトン (YLG)は国内メーカー
から市販され、全世界の研究者が使用できるように
なった。これによってストライガの研究が世界中で
加速されると期待される。

Y. Tsuchiya, et al: Science, 349, 864, 2015.

 3 植物の生殖を制御する分子
東山 哲也（PI）、伊丹 健一郎（PI）、
Jeffrey Bode (PI)

アブラナ科の植物であるナタネは、菜種油の原料
としてよく知られ、今や我々の生活になくてはなら
ない植物である。ナタネは自然界で偶発的に異種交
配して誕生した植物であり、異種交配植物には思い
もよらない力があることを示す好例である。しかし、
生物は種の自己保存のために生殖隔離障壁を備えて
おり、異種間での受精は容易にはおこらない。異種
交配を実現するには、この生殖隔離障壁の解明が鍵
となる。140年にわたり多くの科学者がその解明に
挑む中、ITbMでは花粉管を誘導するために雌しべ
内で分泌される誘引物質「ルアー (LURE)」を 2012

年に発見した。花粉は雌しべに受粉すると、花粉管
を伸長して胚

はいしゅ

珠に達する。胚珠内の卵細胞に隣接す
る助細胞はルアーを分泌し、花粉管を誘導する（図
5）。助細胞に到達した花粉管は精細胞を放出し、卵
細胞と結合して受精が達成されることとなる。ル
アーの構造は種によって異なり、種を保存する重要
な役割を担っていることもわかった。

また受精においては、花粉管を受精可能な状態
にする物質が雌しべから放出されることも見いだし
た。この物質は、雄をその気にさせる媚

びや く

薬のような
ものであることから「アモール (AMOR)」と命名した。
アモールは植物種に特有な糖鎖を持つ巨大な糖タン
パクである。糖鎖の末端に存在する 2糖部分を化学
合成したところ、花粉管が誘引され受精が達成され
たことから、この 2糖部分が鍵部分構造であること
を突き止めた。この 2糖化合物は市販予定である。
これらの成果は、受精効率を高め種子生産の効率

を大幅に改善するものであり、将来的には植物どう
しの異種交配を可能にすると期待される。

H. Takeuchi et al: Nature, 531, 245, 2016.
A. G. Mizukami et al: Curr. Biol, 26, 1091, 2016.

ヨシムラクトン（YLG） 

ストリゴラクトンを感知する 
タンパク質（ストリゴラクトン受容体) 

ストリゴラクトン 

ストリゴラクトン
と同じ働きをして
なおかつ光る 

図 2　ストライガの寄生が発生した畑
（写真提供：スーダン大学 Babiker教授）

図 3　ヨシムラクトン (YLG): ストリゴラクトンと同様の活性を有し、
ストリゴラクトン受容体と結合して切断され、発光する。

図 4　ヨシムラクトン
(YLG)を開発した
3名のチーム

 左から
 萩原 伸也博士、
 吉村 柾彦氏、
 土屋 雄一朗博士 

　　

図 5　シロイヌナズナにおける誘引物質「ルアー」による
花粉管の誘導
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 4 動植物の体内時計を調節する分子
吉村 崇（PI）、Steve Kay（PI）、伊丹 健一郎（PI）、
Stephan Irle (PI)、Florence Tama (PI)

私たちの身体の中には、1日のリズムを刻む体内時
計が備わっている。体内時計は睡眠・覚醒リズムの他、
ホルモンの分泌や代謝活動の制御にも重要な役割を
果たしている。体内時計が狂うと、睡眠障害、肥満
をはじめとした生活習慣病が引き起こされるだけで
なく、精神疾患の原因になるとの報告もある。した
がって体内時計を自在に制御する分子が開発できれ
ば、これらの疾患克服に貢献できると期待される。

ITbMでは、以前に見いだされた体内時計に影響
する分子 KL001の分子構造をもとに、ITbMの得意
とする化学合成力と計算科学の力を駆使し、構造が
少しずつ異なる様々な分子を合成し、その構造と活
性の相関を踏まえて新たな分子を設計することによ
り、体内時計のリズムを長くする作用を強く示す新
たな分子を見いだすに至った。これらの分子は体内
時計の調節を司

つかさど

るタンパク質（クリプトクロム）に
作用し活性を示すと考えられる。
本成果は近い将来、体内時計によって制御される

様々な疾患の理解と治療に大きく貢献することが期
待される。また、体内時計は家畜の季節性繁殖の鍵
であることも報告されており、動物の繁殖の自在制
御による食料増産への応用も期待される。

T. Oshima, et al: Angew. Chem. Int. Ed. 54, 7193, 2015. 
J. W. Lee, et al: ChemMedChem, 10, 1489, 2015. 

 5 生体内を視る分子
山口 茂弘（PI）、東山 哲也（PI）、
Cathleen Crudden (PI)

生体内の分子の動きを視るバイオイメージングは、
現在の生物学研究に欠かせない研究手法の一つであ
る。バイオイメージング技術の発展に大きく影響を
及ぼしたのは、多能性蛍光色素の開発と超解像顕微
鏡工学の発展である。とりわけ 2014年のノーベル
化学賞に選ばれた STED顕微鏡は、従来の蛍光顕微
鏡の限界を大きく上回る空間分解能を有し、これま
で識別が難しかった細胞内小器官の構造や細胞内に
おけるタンパクの挙動の観察を可能にした。しかし、

STED顕微鏡によるバイオイメージングは強いレー
ザー光の照射を必要とするため、タンパクなどに結
合した蛍光色素が褪

たいしょく

色してしまうという致命的な問
題を抱えている。生きた細胞・組織・動物を直接観
察するライブイメージングなどの実践的な応用のた
め、より強

きょうじん

靭な蛍光色素の開発が切望されている。
ITbMではこの課題に挑戦し、新たな蛍光色素分

子「C-Naphox」の開発に成功した（図 6a）。こ
の色素分子は従来の蛍光色素をはるかに上回る耐
光性を有する。従来の蛍光色素は数回程度のレー
ザー照射で分解し、観測不能になってしまうが、
C-Naphoxは 50回以上のレーザー照射でもほとん
ど分解せず、課題であった STED 顕微鏡による繰り
返し測定が実際に可能であることもわかった。

C-Naphoxと似た分子構造を持ち、生体内の周囲
の極性を感知して発光色が変化する新たな蛍光色素
分子を開発することにも成功した。開発した色素分
子は様々な有機溶媒中で極性に応じて赤～緑色の発
光を示す（図 6b）。細胞へ投与すると脂肪滴に選択
的に取り込まれ、緑色に発色する特徴も有する。
本成果は STED顕微鏡を実用レベルに押し上げる

ための基盤技術を提供するものである。開発した蛍
光色素分子の幾つかは LipiDyeの商標名で販売され
ており、今後バイオイメージングで広く利用され、
生物学研究が加速されると期待される。

C. Wang et al: Angew. Chem. Int. Ed. 54, 15213, 2015.
E. Yamaguchi et al: Angew. Chem. Int. Ed. 54, 4539, 
2015. 

 WPIだからこそできたこと

ITbMの発足から実質わずか 4年足らずの間に上
記のような世界を先導する研究成果が生み出された
のは、各研究者が高い研究能力を持つことに加え、

図 6 (a) 超耐光性蛍光色素 C-Naphoxの分子構造
 (b) 極性の違いで色が変化する蛍光色素
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PIをはじめとする合成化学と動植物学の研究者達
が、Win-Winのコラボレーションを真

しん

に構築して
いるためであろう (図 7)。ITbMの PIは皆、拠点長
の「一緒にやりたい人この指とまれ」の呼びかけで
集まった化学・生物学のライジングスターで、拠点
長も含めいずれも 40代前半（発足時）の新進気鋭
の研究者である。柔軟な発想を持ち、異分野との協
働の必要性を感じていた PI達は、待ち望んでいた
ITbMという場で自由に連携し、新しい発見に日々
わくわくしながら研究を進めてきた結果、ITbMは
ロケットスタートを切ることができた。この PIの想
いは各グループの研究者や学生にも伝染し、今やそ
の連帯感は ITbM全体に広がっている。

ITbM全研究者の協働関係を構築する上で、もう
ひとつ重要な役割を担っているのが「ミックスラボ」
と「ミックスオフィス」である。研究室間の壁を取
り払い、分野の異なる研究者が同じ空間を共有して
研究に取り組む環境を提供するもので、ITbMの研
究棟全体がこの「ミックス」コンセプトに基づいて
設計されている。「ミックス」の効果は期待以上の
成果をもたらし、教員、博士研究員、大学院生いず
れもが自らの着想で自発的に研究チームを組み、ボ
トムアップ的に日々新しい研究を生み出している。

ITbMは、最先端研究を推進するために必要な 4

つのセンター（分子構造センター、化合物ライブラ
リーセンター、ライブイメージングセンター、ペプ
チドプロテインセンター）を設置している。各セン
ターには専任教員を配置し、単に依頼測定を受注す
るのではなく、センター自らが研究に積極的に参画
し、分野融合研究を推進する役割を担っている。

ITbMには多くの外国人研究者が加わっている。
海外の連携機関と大学院生を中心とする研究者の派
遣も活発で、アメリカ・カナダ・スイス・ドイツの
大学との間で多くの国際共同研究が進行中である。
また国際会議を定期的に開催するほか、有機化学や
生物学の国際賞（名古屋メダル、平田アワード、岡
崎令治・恒子賞）を運営し、これらを契機とする海
外機関とのネットワーク構築も順調に進んでいる。
分野融合研究や国際連携を推進する上で、もうひ

とつの鍵となっているのが ITbM事務部門である。

英語対応の体制を整え、外国人研究者が日本で生活
する上で必要な様々な支援も行う。従来の大学事務
組織と大きく異なる点は、リサーチプロモーション
ディビジョンと戦略企画ディビジョンの存在であ
る。関連分野（化学・生物学）で学位を持つ人材を
擁し、研究の初期段階から特許申請・論文発表・広
報／アウトリーチ、さらに社会実装への取り組みに
至るまでシームレスな研究支援を行い、拠点運営を
強力に支えている。

ITbMの女性研究者の活躍も特筆すべき点である。
教員のみならず、女性の大学院生も数々の賞を受賞
するなど、その活躍はめざましい。名古屋大学は従
来より女性リーダー育成や女性研究者が研究を継続
するための支援を行っており、保育所や学童保育を
学内に整備するなど、女性研究者が活躍できる環境
作りを先導してきた。その活動は高く評価され、国
連ウィメンの HeForSheキャンペーンパイロット事
業「IMPACT10x10x10」に世界の 10大学として日
本から唯一選出されている。この環境を ITbMも存
分に活用し、女性研究者を強力に支援している。
このような革新的な取り組みにより ITbMが著し

い成果をあげているのは、WPIプログラムと名古屋
大学の強力な支援があるからこそである。これらの
支援のもと、拠点長の力強いリーダーシップによっ
て構成員が一丸となり、未踏の分野融合研究に取り
組んでいる。ITbMはこれからも挑戦し続ける。

（文責：松本 剛）　

図 7 化学実験を行うドラフトチャンバー。ガラス扉面には、

研究のアイデアや議論の過程が所狭しと綴
つづ
られる。




