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　植物の系では外部環境への応答や適応、光合成、植物

ホルモンによる成長制御、高効率での分化全能性など動

物の系とは明らかに異なった植物独自の個体レベル、細

胞レベル、分子レベルでの制御機構が存在している。

　当協力研究グループではモデル植物のシロイヌナズナ

を用いて遺伝子破壊型変異体や過剰発現型変異体のリ

ソース開発、シロイヌナズナ・ポプラ・ダイズ・コムギ・

その他植物種の完全長 cDNA リソース開発を通じてバ
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イオリソースセンターのリソース業務に貢献している。

さらに、表現型、遺伝子発現、代謝産物、タンパク質な

どをそれぞれ網羅的に解析する「オミクス解析」および、

個々の遺伝子の詳細な解析によって得られた情報を統合

することで、これらリソースに付加価値をつける。また、

環境ストレス応答機構の研究を通じて人類が直面してい

る環境・食料問題に取組んでいる。
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年次計画と成果

1. 環境ストレス応答に関わる遺伝子の機能解析

　植物は乾燥、塩、低温ストレスなどの様々な環境スト

レスに応答して、植物ホルモンを介したシグナル伝達と

遺伝子発現を行い環境に適応している。本研究グループ

では植物の生産力向上のため、環境ストレス応答に関連

した遺伝子探索と機能解析を中心に研究を行っている。

本年度は環境ストレス応答におけるシグナル伝達経路を

明らかにするために、環境ストレスと植物ホルモンで活

性化するプロテインキナーゼの機能解析および、傷害応

答に関わる MAP キナーゼとカルシウムシグナル伝達と

のクロストークについて研究を行った。また、ストレス

耐性獲得のシステムを明らかにするために、ストレス

応答性カルシウム結合タンパク質の機能解析、ストレス

応答性アブシジン酸（ABA）合成酵素の発現制御解析、

ユビキチン化を介したストレス応答性転写因子の分解系

について研究を行った。

2. トランスクリプトミクスとメタボロミクスの
統合による ABA 依存的な乾燥ストレス応答性
代謝ネットワークの解明

　乾燥ストレス下の植物において、ABA は細胞内シグ

ナル伝達や多くの遺伝子の発現誘導に重要な働きを行

う植物ホルモンである。本研究では、シロイヌナズナ

ABA 合成関連遺伝子 NCED3 の破壊株を実験材料とし、

トランスクリプトミクスとメタボロミクス解析を組み合

高橋、梅澤、Behnam、溝口、小林

西山、衞藤、浦野、水門

松尾、正代、篠崎ラボラトリーヘッド、小澤、藤田

わせることで、乾燥ストレス下で合成された ABA が制

御する代謝ネットワークの包括的な解明を行った（図

1）。

図 1　乾燥ストレス応答性代謝ネットワーク

それぞれの記号は代謝物質を表し、赤は乾燥ストレスに応答し

て増加した代謝物質、黄色は変動がない代謝物質、青は減少し

た代謝物質を表している。相関係数 0.8 以上の代謝物質ペアが

線で結ばれている。野生型では乾燥ストレス応答性のアミノ酸

類が、強い相関関係を示している（ピンク）。単糖のフルクトー

ス（Fru）とグルコース（Glc）、オリゴ糖のラフィノース（Raf）

は異なったグループでネットワークを形成している（青）。
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図 2　ダイズ cDNAプロジェクトの概要

図 3　ダイズ完全長 cDNAデータベース

3. ストレス耐性植物の実用化に向けた形質転換
作物の作製と圃場試験

　本研究グループではこれまでに、環境ストレス耐性に

関与する遺伝子を多く単離してきた。本研究では、これ

ら有用遺伝子を利用して、ストレス耐性植物の実用化に

向けた基盤整備を行っている。農水省の科学技術外交に

関わる「DREB プロジェクト」のもとに行われ、国際農

林業水産センター（JIRCAS）と協力して遺伝子組換え

技術を用いた乾燥耐性のイネ、コムギの作出と、国際イ

ネ研究所 (IRRI)、国際トウモロコシ・コムギ改良センター

(CIMMYT)、国際熱帯農業研究センター (CIAT) の圃場

での遺伝子組換えイネやコムギの乾燥ストレス耐性の評

価を進めている。乾燥耐性を付与させるための最適なシ

ロイヌナズナ遺伝子を用いて、コムギやイネの形質転換

体を作成中である。また恒常的発現型プロモーターだけ

ではなく、ストレス誘導型プロモーターの検討を行って

いる（図 2）。

4. トランスポゾン（Ds）挿入シロイヌナズナ変
異体コレクションの表現型解析（フェノーム
解析）

　ポストゲノム解析として我々は、シロイヌナズナ遺伝

子へのトランスポゾン Ds 挿入変異体を約 18,000 ライン

作製した。これに引き続き、Ds の同型接合体（ホモラ

イン）を用いてフェノーム解析（全遺伝子破壊変異体を

用いた網羅的表現型解析）を行っている。形態変化を指

標にした表現型解析を、前年に引き続き継続中である。

この研究に関しては、バイオリソースセンター、実験植

物開発室との共同研究プロジェクトとして進めている。
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5. ダイズ完全長 cDNA プロジェクト
　理研 PSC では、ポストゲノム研究にとって有用なリ

ソースとなる完全長 cDNA の整備を、複数の有用作物

について進めている。本研究グループでは、代表的なマ

メ科作物であるダイズの完全長 cDNA プロジェクトを

担当し、約 40,000 クローンについて塩基配列を決定し、

データベース（http://rsoy.psc.riken.jp/）を構築して全デー

タを公開した ( 図 3)。また、全ての cDNA クローンが文

部科学省ナショナルバイオリソースプロジェクト（http://

www.legumebase.agr.miyazaki-u.ac.jp/index.jsp） を 通 じ て

配布されている。ダイズ完全長 cDNA リソースに関し

ては、国際ダイズゲノムシークエンスコンソーシアムに

配列情報提供して、アノテーションの向上に貢献した。
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Yamaguchi-Shinozaki K, Shinozaki K, "Characterization 

of the ABAregulated global responses to dehydration 

in Arabidopsis by metabolomics." 5th International 

Conference on Plant Metabolomics (ICPM2008), 

Yokohama Japan, Jul. (2008)

Shinozaki K, "Understanding plant drought tolerance 

based on genome analysis of a model plant, Arabidopsis 

thaliana." Euroscience Open Forum (ESOF 2008), 

Barcelona Spain, Jul. (2008)

Myouga F, Akiyama K, Iizumi H, Motohashi R, 

Kuromori T, Sakurai T, Shinozaki K, "RACE Database: 

A database on a large-scale collection and phenotype 

analysis of knockout mutants for nuclear-encoded 

chloroplast proteins." 19th International Conference on 

Arabidopsis Research, Montreal Canada, Jul. (2008)

Okamoto M, Matsui A, Ishida J, Morosawa T, Endo 

T, Mochizuki Y, Toyoda T, Nambara E, Shinozaki K, 

Seki M, "Whole-genome transcriptome analysis in 

Arabidopsis seeds using tiling array." 19th International 

Conference on Arabidopsis Research, Montreal Canada, 

Jul. (2008)

Motohashi R, Shinozaki K, "Analysis of chloroplast 

ribosome associated proteins." 19th International 

Conference on Arabidopsis Research, Montreal Canada, 

Jul. (2008)

Takahashi H, Seki M, Shinozaki K, Sawasaki T, Endo 

Y, "Highthroughput detection of ubiquitination and 

poly-ubiqutination based on wheat cell-free proteins 

productions system." 19th International Conference on 

Arabidopsis Research, Montreal Canada, Jul. (2008)

Takahashi H, Seki M, Shinozaki K, Sawasaki T, Endo 

Y, "Highthroughput detection of ubiquitination and 

poly-ubiqutination based on wheat cell-free proteins 

productions system." 19th International Conference on 

Arabidopsis Research, Montreal Canada, Jul. (2008)

Betsuyaku S, Kuromori T, Shinozaki K, Suzuki A, 

Takahashi H, Fukuda H, Sawa S, "Molecular dissection 

of CLV3 peptide signalling." 19th International 

Conference on Arabidopsis Research, Montreal Canada, 

Jul. (2008)

Matsui A, Ishida J,  Morosawa T, Mochizuki Y, 

Kaminuma E, Endo T, Okamoto M, Nambara E, 

Nakjima M, Kawashima M, Satou M, Kim J, Kobayashi 

N, Toyoda T, Shinozaki K, Seki M, "Arabidopsis 

transcriptome analysis under drought,cold, high-salinity 

and abscisic acid treatment conditions using a tiling 

array." 19th International Conference on Arabidopsis 

Research, Montreal Canada, Jul. (2008)

Yamaguchi-Shinozaki K, Shinozaki K, "Regulatory 

networks of gene expression in abiotic stress response 

in plants." 9th Conference of Plant Genomics in China, 

Guanozhou China, Jul. (2008)

Fu C, Qin F, Shinozaki K, Yamaguchi-Shinozaki K, 

"Functional analysis of a DRIP1 (DREB2A Interacting 

Protein 1) homolog DRIP3 using overexpressors 

and RNAi silencing approaches under drought stress 

condition." 9th Conference of Plant Genomics in China, 

Guangzhou China, Jul. (2008)

Kuromori T, Shinozaki K, "Systematic phenotype 

analysis of Arabidopsis Ds-tagged mutants to unravel 

gene functions in abiotic stress response as well as 

growth and development." FAO/IAEA International 

Symposium on Induced Mutations in Plants, Vienna 

Austria, Aug. (2008)

Kanamori N, Fujita Y, Nakashima K, Umezawa T, 

Shinozaki K, Yamaguchi-Shinozaki K, "Regulation of 

AREB phosphorylation in Arabidopsis thaliana." 16th 

Congress of the Federation of European Societies of 

Plant Biology (FESPB 2008), Tampere Finland, Aug. 

(2008)

11.

12.

13.

14.

15.

16.
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Nakashima K, Fujita Y, Kanamori N, Katagiri T, 

Umezawa T, Kidokoro S, Maruyama K, Furihata T, 

Shinozaki K, Yamaguchi-Shinozaki K, "Three SnRK2 

protein kinases have important roles in seed maturation 

and germination of Arabidopsis through phosphorylation 

of ABI5." 16th Congress of the Federation of European 

Societies of Plant Biology (FESPB 2008), Tampere 

Finland, Aug. (2008)

Urano K, Myouga F, Shono Y, Nagata N, Shinozaki K, 

"Analysis of chloroplast-targeting protein involved in 

polyamine transport system in Arabidopsis." 55th NIBB 

Conference Arabidopsis Workshop 2008 on Frontiers of 

Plant Science in the 21st Century, Okazaki Japan, Sep 

(2008)

Tatematsu K, Matsui A, Morosawa T, Kaminuma E, 

Okamoto M, Toyoda T, Shinozaki K, Kamiya Y, Seki 

M, Nambara E, "Small RNA expression profiling during 

seed germination in Arabidopsis thaliana." 55th NIBB 

Conference Arabidopsis Workshop 2008 on Frontiers 

of Plant Science in the 21st Century, Aichi Japan, Sep. 

(2008)

Kurihara Y, Matsui A, Hanada K, Kawashima M, Ishida 

J, Morosawa T, Tanaka M, Mochizuki Y, Matsushima 

A, Toyoda T, Shinozaki K, Seki M, "Genome-wide 

suppression of mRNA-like noncoding RNAs by NMD 

in Arabidopsis." 55th NIBB Conference Arabidopsis 

Workshop 2008 on Frontiers of Plant Science in the 21st 

Century, Aichi Japan, Sep. (2008)

Koyama T, Seki M, Shinozaki K, Takagi-Ohme M, 

"TCP transcription factors regulate the gene network for 

diffrentiation of shoot lateral organs in Arabidopsis." 

55th NIBB Conference Arabidopsis Workshop 2008 on 

Frontiers of Plant Science in the 21st Century, Okazaki 

Japan, Sep. (2008)

Shinozaki K, "Regulatory gene network in drought stress 

response." 9th International Congress on Cell Biology 

and 20th Annual Conference of the Korean Society for 

Molecular and Cellular Biology, Seoul Korea, Oct. (2008)

Habu Y, Yoshikawa M, Numa H, Matsui A, Kurihara 

Y, Shinozaki K, Toyoda T, Seki M, "A transcriptome 

analysis for endogenous targets of Morpheus' Molecule 1, 

an epigenetic regulator of transcriptional gene silencing 

in Arabidopsis." 11th France-Japan Workshop on Plant 

Sciences 2008: Genome-wide Omics Analysis in Plant 

Sciences, Tsukuba Japan, Oct. (2008)

Shinozaki K, "Regulatory gene network in drought 

stress response." 11th France-Japan Workshop on Plant 

Sciences 2008: Genome-wide Omics Analysis in Plant 

Sciences, Tsukuba Japan, Oct. (2008)

Yamaguchi-Shinozaki K, Shinozaki K, "Regulation 

of gene expression in response to abiotic stress and 

improving stress tolerance in rice." 6th International 

Symposium of Rice Functional Genomics, Jeju Korea, 

Nov. (2008)

Shinozaki K, Yamaguchi-Shinozaki K, "Regulatory gene 

network in drought stress response." Keystone Symposia 

on Molecular and Cellular Biology, Montana USA, Feb. 

(2009)

Shinozaki K, "Regulation of plant growth and stress 

tolerance basic knowledge and its application." Howard 

Hughes Medical Institute Workshop on Future Horizons 

in Plant Science, Washington DC USA, Feb. (2009)

Nishiyama R, Fujita M, Yamaguchi-Shinozaki K, 

Shinozaki K, "Post-translational regulation of stress-

responsive NAC transcription factors." International 

Conference on Plant Abiotic Stress Tolerance, Vienna 

Austria, Feb. (2009)

Shinozaki K, Yamaguchi-Shinozaki K, "Signaling 

network in ABA response under drought stress." 

International Conference on Plant Abiotic Stress 

Tolerance, Vienna Austria, Feb. (2009)

Takahashi F, Mizoguchi T, Yoshida R, Ichimura 

K, Shinozaki K, "Functional analysis of MAPKK-

independent plant MAPK activation by calmodulin." 

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.
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関 原明 , 松井 章浩 , 石田 順子 , 諸澤 妙子 , 金 鍾明 , 

栗原 志夫 , 岡本 昌憲 , 中南 健太郎 , 藤 泰子 , 川嶋 

真貴子 , 田中 真帆 , 神沼 英里 , 遠藤 高帆 , 望月 芳樹 , 

小林 紀郎 , 花田 耕介 , 豊田 哲郎 , 篠崎 一雄 , " タイ

リングアレイを用いた環境ストレス応答に関するト

ランスクリプトーム解析 " 日本進化学会第 10 回大

会ワークショップ「ゲノム・トランスクリプトーム」 

東京 8 月 (2008)

関 原明 , 松井 章浩 , 石田 順子 , 諸澤 妙子 , 金 鍾明 , 

栗原 志夫 , 岡本 昌憲 , 中南 健太郎 , 藤 泰子 , 川嶋 

真貴子 , 田中 真帆 , 神沼 英里 , 遠藤 高帆 , 望月 芳樹 , 

小林 紀郎 , 花田 耕介 , 豊田 哲郎 , 篠崎 一雄 , " タイ

リングアレイ、超高速シーケンスシステムを用いた

植物の環境ストレス応答における全ゲノムトランス

クリプトーム解析 " 第 26 回日本植物細胞分子生物

学会大会・シンポジウム 吹田 9 月 (2008)

伊藤 裕介 , 篠崎 一雄 , 篠崎 ( 山口 ) 和子 , " イネの

DREB1 ファミリー遺伝子の網羅的解析 " 日本育種

学会第 114 回講演会 彦根 10 月 (2008)

篠 崎 一 雄 , 篠 崎 ( 山 口 ) 和 子 , "Regulatory gene 

network in drought stress resonse." 第 31 回 日 本 分 子

生物学会年会・第 81 回日本生化学会大会合同大会 

(BMB2008) 神戸 12 月 (2008)

関 原明 , 石田 順子 , 櫻井 哲也 , 松井 南 , 市川 尚斉 , 

近藤 陽一 , 藤田 美紀 , 花田 耕介 , 澤崎 達也 , 遠藤 

1.

2.

3.

4.

5.

【国内会議】

International Conference on Plant Abiotic Stress 

Tolerance, Vienna Austria, Feb. (2009)

Urano K, Maruyama K, Ogata Y, Morishita Y, Takeda M, 

Sakurai N, Suzuki H, Saito K, Shibata D, Kobayashi M, 

Yamaguchi-Shinozaki K, Shinozaki K, "Global network 

analysis of ABA-regulated dehydration stress response 

by transcriptomics and metabolomics." International 

Conference on Plant Abiotic Stress Tolerance, Vienna 

Austria, Feb. (2009)

Umezawa T, Sugiyama N, Mizoguchi M, Anderson J, 

Peck S, Ishihama Y, Shinozaki K, "A large-scale analysis 

of phosphorylated proteins regulated by ABA or drought 

stress." International Conference on Plant Abiotic Stress 

Tolerance, Vienna Austria, Feb. (2009)

Matsui A, Kim J, Ishida J, Morosawa T, Okamoto M, 

To T, Nambara E, Mochizuki Y, Kawaguchi S, Toyoda 

T, Shinozaki K, Seki M, "Novel RNA- and chromatin 

remodeling-mediated regulatory mechanisms in plant 

abiotic stress responses." 20th International Conference 

on Arabidopsis Research, Edinburgh UK, Jun. (2009)

Myouga F, Akiyama K, Motohashi R, Kuromori T, 

Ryusui R, Sakurai T, Shinozaki K, "A database of a 

large-scale mutant collection and phenotype analysis for 

nuclear-encoded chloroplast proteins." 20th International 

Conference on Arabidopsis Research, Edinburgh UK, 

Jun.-Jul. (2009)

Igawa T, Fujiwara M, Takahashi H, Sawasaki T, Endo Y, 

Seki M, Shinozaki K, Fukao Y, Yanagawa Y, "Isolation 

and identification of ubiquitin-related proteins from 

Arabidopsis seedlings." 20th International Conference on 

Arabidopsis Research, Edinburgh UK, Jun.-Jul. (2009)

Shinozaki K, Yamaguchi-Shinozaki K, "Transcriptional 

regulatory network in drought stress response and 

tolerance." Plant Biology 2009, Honolulu USA, Jul. 

(2009)

Katori T, Ikeda A, Iuchi S, Kobayashi M, Shinozaki K, 

Sakata Y, Tanaka S, Taji T, "Large scale evaluation of salt 

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

tolerance among Atabidopsis thaliana accesions." Plant 

Biology 2009, Honolulu USA, Jul. (2009)

Taji T, Ono H, Nagumo M, Ishikawa T, Shinozaki K, 

Sakata Y, Tanaka S, "Identification of stress tolerance 

related genes via FOX hunting system of Thellungiella 

halophila full-length cDNA library." Plant Biology 2009, 

Honolulu USA, Jul. (2009)

Shinozaki K, Yamaguchi-Shinozaki K, "Regulatory 

network in drought stress response and tolerance." Plant 

Genomics and Beyond, Evry France, Jul. (2009)

38.

39.
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

弥重太 , 篠崎 一雄 , " シロイヌナズナ完全長 cDNA

を用いた植物ゲノムの発現・機能解析 " 第 31 回日

本分子生物学会年会・第 81 回日本生化学会大会合

同大会 (BMB2008) 神戸 12 月 (2008)

金 鍾明 , 藤 泰子 , 石田 順子 , 諸澤 妙子 , 川嶋 真貴

子 , 松井 章浩 , 豊田 哲郎 , Kimura Hiroshi, 篠崎 一

雄 , 関 原 明 , "Alterations of lysine modifications on 

histone H3 N-tail under drought stress conditions in  

Arabidopsis." 第 31 回日本分子生物学会年会・第 81

回日本生化学会大会合同大会 (BMB2008) 神戸 12 月 

(2008)

栗原 志夫 , 松井 章浩 , 花田 耕介 , 川嶋 真貴子 , 石

田 順子 , 諸澤 妙子 , 田中 真帆 , 望月 芳樹 , 松嶋 

明宏 , 篠崎 一雄 , 豊田 哲郎 , 関 原明 , "Genome-

wide suppression of mRNA-like noncoding RNAs by 

nonsense-mediated mRNA decay in Arabidopsis." 第 31

回日本分子生物学会年会・第 81 回日本生化学会大

会合同大会 (BMB2008) 神戸 12 月 (2008)

加藤 智子 , 岡田 恵里 , 板山 俊一 , 篠崎 一雄 , 本橋 

令子 , " シロイヌナズナのタグラインを用いたリボ

ソーム結合因子 (RBFA) のホモログ APG4 (Albino or 

Pale Green 4) とその関連タンパク質の機能解析 " 第

31 回日本分子生物学会年会・第 81 回日本生化学会

大会合同大会 (BMB2008) 神戸 12 月 (2008)

原 美由紀 , 松浦 匡輔 , 明賀 史純 , 庄野 由里子 , 永

田 典子 , 篠崎 一雄 , 本橋 令子 , " シロイヌナズナ

のタグラインを用いた DNA・RNA 結合モチーフ

をもつ葉緑体タンパク質の解析 " 第 31 回日本分子

生物学会年会・第 81 回日本生化学会大会合同大会 

(BMB2008) 神戸 12 月 (2008)

明賀 史純 , 秋山 顕治 , 飯泉 治子 , 本橋 令子 , 黒森 

崇 , 伊藤 卓也 , 櫻井 哲也 , 篠崎 一雄 , " シロイヌナ

ズナの核コード葉緑体タンパク質の遺伝子破壊型

変異体データベースの作製 " 第 31 回日本分子生

物学会年会・第 81 回日本生化学会大会合同大会 

(BMB2008) 神戸 12 月 (2008)

高橋 宏隆 , 関 原明 , 篠崎 一雄 , 遠藤 弥重太 , 澤崎 

達也 , " コムギ無細胞系を用いたシロイヌナズナ植

物の HECT 型 E3 タンパク質の発現と解析 " 第 31

回日本分子生物学会年会・第 81 回日本生化学会大

会合同大会 (BMB2008) 神戸 12 月 (2008)

井川 智子 , 藤原 正幸 , 高橋 宏隆 , 澤崎 達也 , 遠藤 

弥重太 , 関 原明 , 篠崎 一雄 , 深尾 陽一郎 , 柳川 由

紀 , " 高等植物におけるユビキチン化タンパク質の

網羅的解析 " 第 31 回日本分子生物学会年会・第 81

回日本生化学会大会合同大会 (BMB2008) 神戸 12 月 

(2008)

別役 重之 , 黒森 崇 , 篠崎 一雄 , 鈴木 昭徳 , 高橋 秀

樹 , 福田 裕穂 , 澤 進一郎 , "Molecular dissection of 

CLV3 peptide signalling" 第 31 回日本分子生物学会年

会・第 81 回日本生化学会大会合同大会 (BMB2008) 

神戸 12 月 (2008)

土生 芳樹 , 吉川 学 , 沼 寿隆 , 栗原 志夫 , 松井 章

浩 , 篠崎 一雄 , 豊田 哲郎 , 関 原明 , " シロイヌナズ

ナのサイレンシング因子 MOM1 によるエビジェネ

ティックな制御を受ける内在性領域の網羅的検出 " 

第 31 回日本分子生物学会年会・第 81 回日本生化学

会大会合同大会 (BMB2008) 神戸 12 月 (2008)

吉田 拓也 , 藤田 泰成 , 佐山 博子 , 圓山 恭之進 , 篠崎 

一雄 , 篠崎 ( 山口 ) 和子 , " シロイヌナズナのアブシ

ジン酸による遺伝子発現に関与する bZIP 型転写因

子 AREB ファミリーの機能解析 " 第 31 回日本分子

生物学会年会・第 81 回日本生化学会大会合同大会 

(BMB2008) 神戸 12 月 (2008)

小平 憲祐 , Tran Lam-Son, 圓山 恭之進 , 秦 峰 , 坂本 

秀樹 , 篠崎 一雄 , 篠崎 ( 山口 ) 和子 , " シロイヌナズ

ナのストレス応答に関与するジンクフィンガー型転

写因子の機能解析 " 第 31 回日本分子生物学会年会・

第 81 回日本生化学会大会合同大会 (BMB2008) 神戸 

12 月 (2008)

城所 聡 , 圓山 恭之進 , 中島 一雄 , 井村 善之 , 刑部 

祐里子 , 藤田 泰成 , 篠崎 一雄 , 篠崎 ( 山口 ) 和子 , " シ

ロイヌナズナにおける低温ストレス誘導性転写因子

遺伝子 DREB1 の転写制御解析 " 第 31 回日本分子

生物学会年会・第 81 回日本生化学会大会合同大会 

(BMB2008) 神戸 12 月 (2008)

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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吉田 拓実 , 中嶋 潤 , 戸高 大輔 , 佐久間 洋 , 中島 

一雄 , 溝井 順哉 , 篠崎 一雄 , 篠崎 ( 山口 ) 和子 , 

" シロイヌナズナの環境ストレス応答性転写因子

DREB2A の高温ストレス下における発現制御機構

の解明 " 第 31 回日本分子生物学会年会・第 81 回

日本生化学会大会合同大会 (BMB2008) 神戸 12 月 

(2008)

山田 晃嗣 , 刑部 祐里子 , 溝井 順哉 , 且原 真木 , 笠

原 道弘 , 篠崎 一雄 , 篠崎 ( 山口 ) 和子 , " シロイヌ

ナズナの浸透圧ストレス誘導性糖トランスポーター

ERD6 の機能解析 " 第 31 回日本分子生物学会年会・

第 81 回日本生化学会大会合同大会 (BMB2008) 神戸 

12 月 (2008)

戸高 大輔 , 中島 一雄 , 伊藤 裕介 , 高木（青梅） 優 , 

篠崎 一雄 , 篠崎 ( 山口 ) 和子 , " 乾燥ストレス条件

下で発現が抑制されるイネの OsPIF1 遺伝子の機能

解析 " 第 31 回日本分子生物学会年会・第 81 回日本

生化学会大会合同大会 (BMB2008) 神戸 12 月 (2008)

刑部 祐里子 , 田中 秀典 , 水野 真二 , 篠崎 一雄 , 篠崎

( 山口 ) 和子 , " 水分ストレス誘導性受容体型キナー

ゼ RPK1 の ABA シグナル伝達機構における機能の

解析 " 第 31 回日本分子生物学会年会・第 81 回日本

生化学会大会合同大会 (BMB2008) 神戸 12 月 (2008)

田中 秀典 , 刑部 祐里子 , 水野 真二 , 篠崎 一雄 , 篠崎

( 山口 ) 和子 , " シロイヌナズナの低温誘導性受容体

様プロテインキナーゼ LIK1 の機能解析 " 第 31 回

日本分子生物学会年会・第 81 回日本生化学会大会

合同大会 (BMB2008) 神戸 12 月 (2008)

篠崎 一雄 , " 植物のストレス科学研究の発展と今後

の展望 " 植物ストレス科学研究ネットワーク発足シ

ンポジウム 倉敷 2 月 (2009)

西山 りゑ , 藤田 美紀 , 篠崎 ( 山口 ) 和子 , 篠崎 一雄 , 

" ストレス応答性 NAC 転写因子 RD26 の翻訳後調

節 " 第50回日本植物生理学会年会 名古屋 3月 (2009)

川口 修治 , 花田 耕介 , 関 原明 , 松井 章浩 , 篠崎 一

雄 , 豊田 哲郎 , " 多重タイリングアレイデータに基

づく遺伝子構造予測プログラム ARTADE2.0 を用い

たシロイヌナズナのゲノムワイド遺伝子発現解析 " 

第 50 回日本植物生理学会年会 名古屋 3 月 (2009)

市村 和也 , 溝口 剛 , Graf Alex, 篠崎 一雄 , 白須 賢 , 

" シロイヌナズナ MEKK1 に結合する U-box 型ユビ

キチンリガーゼの解析 " 第 50 回日本植物生理学会

年会 名古屋 3 月 (2009)

林 晋平 , 村山 真紀 , 浅見 忠男 , 篠崎 一雄 , 平山 隆

志 , "ABA 高感受性を示す新しいプロテアソーム変

異体 ahg12 の解析 " 第 50 回日本植物生理学会年会 

名古屋 3 月 (2009)

梅澤 泰史 , 溝口 昌秀 , 林 晋平 , 平山 隆志 , 篠崎 一

雄 , " アブシジン酸シグナル伝達における SnRK2

プロテインキナーゼと PP2C プロテインホスファ

ターゼの相互作用 " 第 50 回日本植物生理学会年会 

Nagoya 3 月 (2009)

石出 真有美 , 林 晋平 , 山中 結子 , 村山 真紀 , 浅見 

忠男 , 篠崎 一雄 , 平野 久 , 平山 隆志 , " 新規 ABA 関

連遺伝子座の探索と ABA 関連因子の機能解析の試

み " 第50回日本植物生理学会年会 名古屋 3月 (2009)

浦野 薫 , 明賀 史純 , 庄野 由里子 , 永田 典子 , 篠崎 

一雄 , " シロイヌナズナにおけるポリアミン輸送関

連タンパク質の機能解析 " 第 50 回日本植物生理学

会年会 名古屋 3 月 (2009)

関 原明 , 松井 章浩 , 栗原 志夫 , 金 鍾明 , 岡本 昌憲 , 

石田 順子 , 諸澤 妙子 , 藤 泰子 , 中南 健太郎 , 川嶋 

真貴子 , 田中 真帆 , 南原 英司 , 神沼 英里 , 遠藤 高

帆 , 望月 芳樹 , 小林 紀郎 , 花田 耕介 , 川口 修治 , 豊

田 哲郎 , 篠崎 一雄 , " タイリングアレイを用いた植

物の環境応答に関する全ゲノムトランスクリプトー

ム解析 " 第 50 回日本植物生理学会年会 名古屋 3 月 

(2009)

篠崎 一雄 , 篠崎 ( 山口 ) 和子 , " 環境ストレス応答

と耐性獲得に関わる遺伝子発現制御ネットワーク

の解明 " 第 50 回日本植物生理学会年会 名古屋 3 月 

(2009)
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中島 一雄 , 藤田 泰成 , 金森 紀仁 , 片桐 健 , 梅澤 泰

史 , 城所 聡 , 圓山 恭之進 , 吉田 拓也 , 篠崎 一雄 , 篠

崎 ( 山口 ) 和子 , " シロイヌナズナの ABA によって

活性化される SnRK2 タイプのタンパク質リン酸化

酵素 SRK2D, SRK2E, SRK2I の種子成熟・発芽過程

での役割 " 第 50 回日本植物生理学会年会 名古屋 3

月 (2009)

圓山 恭之進 , 溝井 順哉 , 城所 聡 , 高崎 寛則 , 篠崎 

一雄 , 篠崎 ( 山口 ) 和子 , " シロイヌナズナとイネに

おけるストレス誘導性遺伝子のプロモーター領域の

比較解析 " 第 50 回日本植物生理学会年会 名古屋 3

月 (2009)

松井 章浩 , 石田 順子 , 諸澤 妙子 , 神沼 英里 , 遠藤 

高帆 , 岡本 昌憲 , 南原 英司 , 川嶋 真貴子 , 金 鍾明 , 

望月 芳樹 , 小林 紀郎 , 豊田 哲郎 , 篠崎 一雄 , 関 原

明 , " シロイヌナズナタイリングアレイを用いた乾

燥・低温・塩ストレス・ABA 処理条件下での全ゲ

ノムトランスクリプトーム解析 " 第 50 回日本植物

生理学会年会 名古屋 3 月 (2009)

金井 要樹 , 圓山 恭之進 , 山田 晃嗣 , 城所 聡 , 篠崎 

一雄 , 篠崎 ( 山口 ) 和子 , " シロイヌナズナの転写因

子 DREB1A が制御する低温誘導性葉緑体局在型タ

ンパク質の解析 " 第 50 回日本植物生理学会年会 名

古屋 3 月 (2009)

小川 知嗣 , 関 原明 , 篠崎 一雄 , 高木（青梅） 優 , " 側

生器官の分化を制御する TCP3 の下流遺伝子の発現

調節機構の解析 " 第 50 回日本植物生理学会年会 名

古屋 3 月 (2009)

明賀 史純 , 秋山 顕治 , 本橋 令子 , 黒森 崇 , 伊藤 卓

也 , 櫻井 哲也 , 篠崎 一雄 , " シロイヌナズナの葉緑

体タンパク質の遺伝子破壊型変異体データベース

の作製 " 第 50 回日本植物生理学会年会 名古屋 3 月 

(2009)

戸高 大輔 , 中島 一雄 , 松倉 智子 , 伊藤 裕介 , 高木（青

梅） 優 , 篠崎 一雄 , 篠崎 ( 山口 ) 和子 , " 乾燥ストレ

ス条件下で発現が抑制されるイネの OsPIF1 遺伝子

の機能解析 " 第 50 回日本植物生理学会年会 名古屋 

3 月 (2009)
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36.

37.

38.

39.

金 鍾明 , 藤 泰子 , 栗原 志夫 , 松井 章浩 , 石田 順子 , 

諸澤 妙子 , 川嶋 真貴子 , 木村 宏 , 豊田 哲郎 , 篠崎 

一雄 , 関 原明 , " ストレス誘導性遺伝子の再吸収水

過程における転写とヒストン修飾の変化 " 第 50 回

日本植物生理学会年会 名古屋 3 月 (2009)

奥田 賢治 , Chateigner-Boutin Anne-Laure, 中村 崇裕 , 

Delannoy Etienne, 杉田 護 , 明賀 史純 , 本橋 令子 , 

篠崎 一雄 , Small Ian, 鹿内 利治 , " 葉緑体における

DYW モチーフを持つ PPR タンパク質の多様化し

た機能 " 第 50 回日本植物生理学会年会 名古屋 3 月 

(2009)

高崎 寛則 , 中島 一雄 , 圓山 恭之進 , 城所 聡 , 伊藤 

裕介 , 篠崎 一雄 , 篠崎 ( 山口 ) 和子 , " イネの環境

ストレス誘導性 NAC ファミリーに属する OsNAC5

の解析 " 第 50 回日本植物生理学会年会 名古屋 3 月 

(2009)

小平 憲祐 , TRAN SON, 圓山 恭之進 , 藤田 泰成 , 秦 

峰 , 坂本 秀樹 , 篠崎 一雄 , 篠崎 ( 山口 ) 和子 , " シロ

イヌナズナのストレス応答に関与するジンクフィン

ガー型転写因子の機能解析 " 第 50 回日本植物生理

学会年会 名古屋 3 月 (2009)

松倉 智子 , 吉田 拓実 , 戸高 大輔 , 溝井 順哉 , 伊

藤 裕介 , 圓山 恭之進 , 篠崎 一雄 , 篠崎 ( 山口 ) 和

子 , " イネの環境ストレス応答に関与する転写因子

OsDREB2B の機能解析 " 第 50 回日本植物生理学会

年会 名古屋 3 月 (2009)

山田 晃嗣 , 刑部 祐里子 , 溝井 順哉 , 篠崎 一雄 , 篠崎

( 山口 ) 和子 , " シロイヌナズナの浸透圧ストレス誘

導性単糖トランスポーターの機能解析 " 第 50 回日

本植物生理学会年会 名古屋 3 月 (2009)

別役 重之 , 三輪 大樹 , 黒森 崇 , 篠崎 一雄 , 鈴木 昭

徳 , 高橋 秀樹 , 福田 裕穂 , 澤 進一郎 , "CLV3 シグナ

リングの分子機構の解析 " 第 50 回日本植物生理学

会年会 名古屋 3 月 (2009)

藤 泰子 , 金 鍾明 , 栗原 志夫 , 松井 章浩 , 石田 順子 , 

田中 真帆 , 諸澤 妙子 , 川嶋 真 貴子 , 豊田 哲郎 , 横

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.



篠崎連携研究グループ（機能開発研究チーム）
Shinozaki Research Collaborative Group

RIKEN BRC Annual Report 2008

― 217 ―

山 茂之 , 篠崎 一雄 , 関 原明 , "RDR2, DDC に非依存

的な HDA6 による遺伝子抑制機構 " 第 50 回日本植

物生理学会年会 名古屋 3 月 (2009)

吉田 拓也 , 藤田 泰成 , 佐山 博子 , 圓山 恭之進 , 篠崎 

一雄 , 篠崎 ( 山口 ) 和子 , " 乾燥ストレス時のアブシ

ジン酸シグナル伝達に関与するシロイヌナズナの

bZIP 型転写因子 AREB ファミリーの機能解析 " 第

50 回日本植物生理学会年会 名古屋 3 月 (2009)

藤田 泰成 , 中島 一雄 , 吉田 拓也 , 金森 紀仁 , 片桐 

健 , 梅澤 泰史 , 藤田 美紀 , 城所 聡 , 圓山 恭之進 , 石

山 賀奈子 , 小林 正智 , 伊藤 卓也 , 篠崎 一雄 , 篠崎

( 山口 ) 和子 , " シロイヌナズナの乾燥ストレス応答

に関わる転写因子 AREB1 とその上流制御因子の解

析 " 第50回日本植物生理学会年会 名古屋 3月 (2009)

加藤 晃 , 清水 正則 , 高橋 宏隆 , 澤崎 達也 , 遠藤 弥

重太 , 関 原明 , 篠崎 一雄 , 小林 裕和 , " 高等植物の

S 因子をリン酸化するタンパク質キナーゼの探索 " 

第 50 回日本植物生理学会年会 名古屋 3 月 (2009)

吉田 拓実 , 中嶋 潤 , 戸高 大輔 , 佐久間 洋 , 中島 

一雄 , 溝井 順哉 , 篠崎 一雄 , 篠崎 ( 山口 ) 和子 , 

" シロイヌナズナの環境ストレス応答性転写因子

DREB2A の高温ストレス下における発現制御機構

の解明 " 第 50 回日本植物生理学会年会 名古屋 3 月 

(2009)

小野 寛和 , 南雲 美穂 , 篠崎 一雄 , 坂田 洋一 , 田

中 重雄 , 太治 輝昭 , "Thellungiella halophila 完全長

cDNA ライブラリーを用いた FOX hunting による耐

塩性付与遺伝子の同定 " 第 50 回日本植物生理学会

年会 名古屋 3 月 (2009)

池田 美穂 , 光田 展隆 , 関 原明 , 篠崎 一雄 , 高木（青

梅） 優 , " 塩生植物 Thellungiella halophila の高温耐

性メカニズムの解明および FOX hunting による高温

耐性付与遺伝子の探索 " 第 50 回日本植物生理学会

年会 名古屋 3 月 (2009)

石川 智子 , 築地 由佳 , 坂田 洋一 , 田中 重雄 , 篠崎 

一雄 , 太治 輝昭 , " 塩生植物 Thellungiella halophila

の高温耐性メカニズムの解明および FOX hunting に

よる高温耐性付与遺伝子の探索 " 第 50 回日本植物

生理学会年会 名古屋 3 月 (2009)

高橋 宏隆 , 関 原明 , 篠崎 一雄 , 遠藤 弥重太 , 澤崎 

達也 , " コムギ無細胞系を用いたモデル植物におけ

るユビキチン化経路探索法の構築 " 第 50 回日本植

物生理学会年会 名古屋 3 月 (2009)

田中 秀典 , 刑部 祐里子 , 桂 彰吾 , 水野 真二 , 篠崎 

一雄 , 篠崎 ( 山口 ) 和子 , " シロイヌナズナのストレ

ス誘導性受容体様細胞質型キナーゼ遺伝子の機能解

析 " 第50回日本植物生理学会年会 名古屋 3月 (2009)

高橋 史憲 , 溝口 剛 , 吉田 理一郎 , 市村 和也 , 篠崎 

一雄 , " 植物でのカルモジュリンによる MAPKK 非

依存的な MAPK 活性化機構の解析 " 第 50 回日本植

物生理学会年会 名古屋 3 月 (2009)

伊藤 卓也 , 松田 史生 , 峠 隆之 , 長田 裕之 , 斉藤 和

季 , 篠崎 一雄 , " 花粉成熟に必須なシロイヌナズナ

MSI 転写因子が制御するアシル基転移酵素遺伝子の

機能解析 " 第 50 回日本植物生理学会年会 名古屋 3

月 (2009)

志村 恵実 , 溝井 順哉 , 戸高 大輔 , 篠崎 一雄 , 篠崎

( 山口 ) 和子 , " シロイヌナズナにおける乾燥と高温

の複合ストレスに応答した遺伝子発現制御機構の解

明 " 第50回日本植物生理学会年会 名古屋 3月 (2009)

城所 聡 , 圓山 恭之進 , 中島 一雄 , 井村 善之 , 刑部 

祐里子 , 藤田 泰成 , 溝井 順哉 , 篠崎 一雄 , 篠崎 ( 山

口 ) 和子 , " シロイヌナズナにおける低温ストレス

誘導性転写因子遺伝子 DREB1 の転写制御解析 " 第

50 回日本植物生理学会年会 名古屋 3 月 (2009)

溝井 順哉 , 秦 峰 , 松倉 智子 , 森脇 崇 , 戸高 大輔 , 吉

田 拓実 , 圓山 恭之進 , 篠崎 一雄 , 篠崎 ( 山口 ) 和子 , 

" 比較系統解析に基づいた DREB2 型転写因子に共

通する機能ドメインの探索 " 第 50 回日本植物生理

学会年会 名古屋 3 月 (2009)

刑部 祐里子 , 田中 秀典 , 圓山 恭之進 , 篠崎 一雄 , 篠

崎 ( 山口 ) 和子 , " 水分ストレス誘導性受容体型キ

ナーゼ RPK1 の ABA シグナル伝達機構における機
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能解析 " 第 50 回日本植物生理学会年会 名古屋 3 月 

(2009)

Jan Asad, 中島 一雄 , 戸高 大輔 , 伊藤 裕介 , 篠崎 

一 雄 , 篠 崎 ( 山 口 ) 和 子 , "Characterization of two 

abiotic stress inducible genes for CCCH-type zinc finger 

proteins in rice." 第 50 回日本植物生理学会年会 名古

屋 3 月 (2009)

伊藤 裕介 , 圓山 恭之進 , 篠崎 一雄 , 篠崎 ( 山口 ) 和

子 , " イネの DREB1/CBF ファミリー遺伝子の網羅

的解析 " 第 50 回日本植物生理学会年会 名古屋 3 月 

(2009)

安田 奈保美 , 戸高 大輔 , 溝井 順哉 , 佐久間 洋 , 圓山 

恭之進 , 篠崎 一雄 , 篠崎 ( 山口 ) 和子 , " シロイヌナ

ズナの乾燥と高温ストレス誘導性遺伝子の発現制御

機構における DREB2B 遺伝子の機能解析 " 第 50 回

日本植物生理学会年会 名古屋 3 月 (2009)

秦 峰 , 篠 崎 ( 山 口 ) 和 子 , 篠 崎 一 雄 , 

"Posttranscriptional modification study on an  Arabidopsi 

transcription factor DREB2A involved in drought- and 

heat-inducible gene expression." 第 50 回日本植物生理

学会年会 名古屋 3 月 (2009)

藤田 美紀 , 藤田 泰成 , 篠崎 ( 山口 ) 和子 , 篠崎 一雄 , 

" ストレス応答性カルシウム結合タンパク質 RD20

遺伝子の機能解析 " 第 50 回日本植物生理学会年会 

名古屋 3 月 (2009)

溝口 昌秀 , 梅澤 泰史 , 中島 一雄 , 藤田 泰成 , 篠崎

( 山口 ) 和子 , 篠崎 一雄 , " 浸透圧ストレスで活性化

するシロイヌナズナのプロテインキナーゼ SnRK2b

サブファミリーの機能解析 " 第 50 回日本植物生理

学会年会 名古屋 3 月 (2009)

浦野 薫 , 圓山 恭之進 , 尾形 善之 , 鈴木 秀幸 , 斉藤 

和季 , 柴田 大輔 , 篠崎 ( 山口 ) 和子 , 篠崎 一雄 , " シ

ロイヌナズナ共発現ネットワークを用いた乾燥スト

レス応答性トランスクリプトーム解析 " 第 50 回日

本植物生理学会年会 名古屋 3 月 (2009)

Tory Chhun, 吉田 拓也 , 佐山 博子 , 伊藤 裕介 , 藤田 
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70.

泰成 , 篠崎 一雄 , 篠崎 ( 山口 ) 和子 , " イネの乾燥ス

トレス応答に関わる bZIP 型転写因子 OsAREB ファ

ミリー遺伝子の解析 " 第 50 回日本植物生理学会年

会 名古屋 3 月 (2009)

南雲 美穂 , 小野 寛和 , 坂田 洋一 , 田中 重雄 , 篠崎 

一雄 , 太治 輝昭 , " 塩生植物 Thellungiella halophila 

完全長 cDNA を用いた FOX hunting によるストレス

耐性付与遺伝子の探索 " 第 50 回日本植物生理学会

年会 名古屋 3 月 (2009)

浦野 薫 , 篠崎 一雄 , " メタボロミクスを用いた乾燥

ストレス応答性代謝ネットワークの解析 " 第 27 回

日本植物細胞分子生物学会（藤沢）大会・シンポジ

ウム 藤沢 7 月 (2009)

南雲 美穂 , 小野 寛和 , 坂田 洋一 , 田中 重雄 , 篠崎 

一雄 , 太治 輝昭 , "Thellungiella 完全長 cDNA ライブ

ラリーを用いた Arabidopsis Fox hunting による耐塩

性付与遺伝子の探索 " 第 27 回日本植物細胞分子生

物学会（藤沢）大会・シンポジウム 藤沢 7 月 (2009)

小川 知嗣 , 関 原明 , 篠崎 一雄 , 高木（青梅） 優 , " 側

生器官の分化を制御する TCP3 の下流遺伝子ネット

ワークの解析 " 第 27 回日本植物細胞分子生物学会

（藤沢）大会・シンポジウム 藤沢 7 月 (2009)
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