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生存圏科学の新領域開拓 

―ロングライフイノベーション共同研究― 

 

 
新領域開拓共同研究 

 

１．「バイオマスの生理活性」 

      1) 木竹酢液の抗ウイルス性物質の探索  

渡辺 隆司（京都大学生存圏研究所) 

      2) 植物機能性低分子の代謝輸送  

 高梨 功次郎 (京都大学生存圏研究所) 

       現所属：信州大学山岳科学研究所 

      3) 革新的なバイオマス構造解析技術を基盤とした新領域の創成 

西村 裕志 (京都大学生存圏研究所) 

 

２．「木質住環境と健康」 

～空気質特性の解明とヒトへの影響解析～ 

金山 公三（京都大学生存圏研究所) 

 

３．「大気質の安心・安全」  

 ～人間生活圏を取り巻く大気の微量物質の動態把握～ 

高橋 けんし (京都大学生存圏研究所) 

 

４．「電磁場の生体影響」  

宮越 順二 (京都大学生存圏研究所) 

 

５． ｢千年居住圏｣ 

        1) アジア地域に建つ木造建築物のモニタリングによる長期構造性能評価 

五十田 博 (京都大学生存圏研究所) 

2) アジア地域の植物バイオマスを活用した循環型材料の開発 

     〜タンニンとスクロースを接着剤とした木質材料開発〜 

梅村 研二 (京都大学生存圏研究所) 

金山 公三 (京都大学生存圏研究所) 

        3) 東アジアの木の文化と科学  

杉山 淳司 (京都大学生存圏研究所) 

田鶴 寿弥子 (京都大学生存圏研究所) 

小林 加代子 (京都大学生存圏研究所) 
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圏間共同研究 

 

1)「微細気泡水効果の原理解明と環境・材料・農業分野への応用」  

上田 義勝 (京都大学生存圏研究所) 

 

2) 「低炭素居住圏の確立に資する植物由来脂溶性生理活性成分の耐虫・耐朽性 

評価と大量生産デザイン」  

矢崎 一史 (京都大学生存圏研究所) 

 

3) 「ヒトと動物に対するリグニンの生理機能の解明と利用」 

梅澤 俊明 (京都大学生存圏研究所) 

 

4) 「樹木年輪と歴史・古環境」  

～アジア赤道域における季節スケールの気候・環境変遷の復元～ 

渡邊 裕美子 (京都大学理学研究科) 

杉山 淳司 (京都大学生存圏研究所) 

 

 

 

新研究醸成支援プログラム 

 

所外共同研究 

1)「生存圏における放射性物質の動態解明と低減を目指した新技術開発」 

上田 義勝 (京都大学生存圏研究所) 

 

2)「超高層大気観測用超小型衛星群の設計」 

山本 衛 (京都大学生存圏研究所) 

 

3)「構造制御セルロースによる新規バイオマテリアル開発研究」 

今井 友也 (京都大学生存圏研究所) 

 

4)「木質系炭素電極を用いた静電容量型脱イオン法による土壌・地下水の 

放射性汚染低減の試み」 

畑 俊充 (京都大学生存圏研究所) 

 

5)「境界層レーダーLQ7 の観測高度範囲拡大」 

橋口 浩之 (京都大学生存圏研究所) 
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6)「マイクロ波による瓦礫中の有害物質迅速処理 

—アスベスト飛散とダイオキシン発生防止— 」 

篠原 真毅 (京都大学生存圏研究所) 

 

7)「植物由来気体テルペンの酸性表面への沈着メカニズム」 

江波 進一 (京都大学白眉センター) 

 

8)「光合成微生物を用いた太陽エネルギーによるイソプレン生産技術の開発」  

矢崎 一史 (京都大学生存圏研究所) 

 

9)「LED 光環境と形質発現の相関解析による人工光栽培植物の生産性向上」 

鈴木 史朗 (京都大学生存圏研究所) 

 

10)「マイクロ波照射によるバイオマスからのグラフェン合成に関する研究 

開発動向調査」 

畑 俊充 (京都大学生存圏研究所) 

 

11)「植物揮発性物質が駆動する植物・植食生昆虫・捕食性昆虫の共進化」 

高林 純示 (京都大学生態学研究センター) 

 

12)「化石資源の代替としての植物根共生微生物群および竹笹類のイソプレン 

放出」  

奥村 智憲 (京都大学農学研究科) 

 

13)「根端分裂組織における細胞膜の弾性率測定とエキソサイトーシス機構との 

関係」 

木村 俊作 (京都大学工学研究科) 

 

 

研究集会 

1)「植物アロマのメタ代謝科学 －生態学、大気科学、植物科学の融合－」 

杉山 暁史 (京都大学生存圏研究所) 

 

2)「次世代超高層大気研究検討会  

－新規衛星計画にむけたブレーンストーミング－」 

山本 衛 (京都大学生存圏研究所) 
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海外研究者招聘 (国際共同研究) 

「エステル型リグニン糖複合体の酵素分解反応の解析」  

西村 裕志 (京都大学生存圏研究所) 
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１．バイオマスの生理活性 

1)「木竹酢液の抗ウイルス性物質の探索」 

 

渡辺 隆司 

京都大学生存圏研究所 

 

1. 研究組織 

代表者氏名：渡辺 隆司（京都大学生存圏研究所） 

共同研究者：李 瑞波（京都大学生存圏研究所） 

成田 亮（京都大学生存圏研究所） 

丸本 真輔（近畿大学共同利用センター） 

西村 裕志（京都大学生存圏研究所） 

山元 誠司（大阪市立環境科学研究所） 

尾野本 浩司（千葉大学真菌医学研究センター） 

谷田貝 光克（東京大学名誉教授） 

矢崎 一史（京都大学生存圏研究所） 

藤田 尚志（京都大学ウイルス研究所） 

 

2. 新領域開拓のキーワードと関連ミッション 

バイオマス由来の生体防御物質 

 

3. 研究概要 

地球温暖化や輸送手段の広域・高速化により、人畜に有害な病原体が広汎かつ迅速に

伝播していることは大きな社会問題の一つとなっている。本研究では、再生産可能な木

質・森林バイオマスの変換により人の健康や生活に寄与する有用な物質を生産するとい

う新しい研究領域を開拓することを目的とし、木竹酢液の抗ウイルス活性の評価と原因

物質の探索研究を行った。木竹酢液は、木竹炭を製造する際に副次的に得られ、セルロ

ース、ヘミセルロースおよびリグニンの熱分解生成物などを含有する。木竹酢液は殺菌

をはじめとする様々な生理活性を有することが報告されており、ウイルスなどの病原体

の駆除にも有用なバイオマスである可能性が考えられるが、木竹酢液の抗ウイルス活性

については十分な科学的根拠は示されていない。本研究では、日本で深刻な被害をもた

らし、現在なお韓国や中国など世界各国で脅威を与えている口蹄疫ウイルスなどに対す

る消毒薬を木竹酢液から生産することを視野に入れて、木竹酢液の抗ウイルス活性の評

価と、木竹酢液に含有される抗ウイルス活性物質の探索を行った。研究では、口蹄疫ウ

イルスと同じピコルナウイルス科に属する脳心筋炎ウイルス EMCV を用いて、竹酢液の

抗ウイルス活性成分などを解析した。即ち、竹酢液のウイルス不活化活性を示す部分精
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製物の主要構成成分をすべて明らかにして、化学合成品を用いてウイルス不活化活性フ

ラクションを再現した。さらに、再構築した成分再現液から一成分を除く方法により、

ウイルス不活化活性に影響を与える化合物を解析し、ウイルス不活化にフェノールが大

きく関与していることを明らかにした。また、フェノール単独のウイルス不活化活性が、

部分精製物の活性より低いことから、フェノールと相乗的にウイルス不活化活性を高め

る物質の存在を明らかにし、酢酸がフェノールのウイルス不活化活性を増強することを

示した。また、木竹酢液に含まれる様々なフェノール誘導体が、脳心筋炎ウイルス EMCV

に対して強いウイルス不活化活性をもち、その効果は置換基の位置により大きく異なる

ものがあることを示した。また、木竹酢液の抗ウイルス活性は、樹種・製法により大き

く異なることを見出し、原料と製法を規定して評価することの重要性を指摘した。木竹

酢液の中で、カラマツとヒノキの木酢液は、中和しても脳心筋炎ウイルス EMCV に対す

るウイルス不活化活性をもつことを見出した。この原因物質について、単離と構造決定、

有機合成を進め、金属イオン存在下でウイルス不活化活性を示す物質を特定した。さら

に、木竹酢液が、インフルエンザウイルスや、風邪の主要な原因ウイルスであるライノ

ウイルスに対しても抗ウイルス活性を示し、その効果も樹種・製法により大きく異なる

ことを見出した。これらの結果は、未利用木材を含む植物バイオマスの人為的な熱処理

により、抗ウイルス活性物質が生産でき、その分解機構と原因物質の生成の関係を解明

することにより、人や動物の健康に貢献できる新たな分野が開拓できることを示す(図

1)。 

 

 

 

図１: バイオマス変換による生体防御物質の生産 

廃材、未利用材を含む植物バイオマスの人為的改変による病原性ウイルスを抑える

生理活性物質の生産という新分野を開拓する。 
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１．バイオマスの生理活性 

2)「植物機能性低分子の代謝輸送」 

 
髙梨 功次郎 

京都大学生存圏研究所 (現：信州大学山岳科学研究所) 
 

1. 研究組織 

代表者氏名： 髙梨 功次郎（京都大学生存圏研究所）現：信州大学山岳科学研究所 
共同研究者： 矢崎 一史（京都大学生存圏研究所） 
     佐藤 文彦（京都大学生命科学研究科） 
  山田 泰之（京都大学生命科学研究科） 

 
2. 新領域開拓のキーワードと関連ミッション 

生理活性、植物二次代謝産物 
ミッション１：環境計測・地球再生 

 
3. 研究概要 

 植物は環境適応のために多種多様な生理活性物質を生産する。現在までに 200,000 種以

上の植物由来の生理活性物質が見出されており、医薬品や栄養機能食品の原料としてヒト

の疾病の治療や健康維持に利用されているものも少なくない。それら生理活性物質の大量

生産を目的として、生理活性物質の植物内における代謝や輸送機構に関する研究が世界中

で進められているものの、その大部分は未解明のままである。 
 植物生理活性物質由来の医薬品の生産方法として、植物から目的化合物を抽出・精製す

る方法と、植物から抽出した生合成前駆体を原料にして化学合成する「半合成」の 2 通り

の方法が行われているが、その両方法とも原料となる植物に含まれる化合物の蓄積量が非

常に重要となる。よって、植物が生産する生理活性物質の蓄積に関する研究を推進するこ

とは、生命現象に対する基礎研究として意義のあるものだけではなく、バイオマス由来医

薬品の安定供給による持続的社会の実現に役立ち、今後の生存圏科学の発展に貢献すると

ころが大きいと考えられる。 
 多様な構造や特性を持つ植物由来の機能性低分子有機化合物の、植物による大量生産に

関する研究は数多く行われており、それらは主に代謝遺伝子を改変することにより、その

生合成能力を高めた植物を作出するという戦略によるものである。その戦略により一定の

結果が出つつある一方、生合成能力の改変だけでは目的化合物が蓄積されない例も多く見

出されてきており、生理活性物質の高生産のためには生合成能の改変だけではなく、輸送・

蓄積機構に関する研究も必要であると考えられるようになってきた 1, 2)。また、大量生産に

成功した植物でも、大量生産された生理活性化合物の特異的蓄積部位への輸送・隔離過程
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も改変することで、生産植物の生長にもメリットが生じ、より効率的な生産が可能になる

と考えられる。 
 本研究では植物内における低分子有機化合物の中でも、特に高い生理活性を有するもの

が多いアルカロイドの輸送・蓄積機構の解明を目的とする。植物が有する数ある輸送機構

の中でも、近年特にアルカロイドを輸送することで注目されている ABC タンパク質および

MATE 型輸送体に焦点を絞り、その遺伝子の単離、および発現特異性や基質特異性の解明

を試みた。これらの研究により得られた基礎的知見は、バイオマス由来の機能性低分子有

機化合物の持続的な高生産に役立つと考えられる。 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図 1 : アルカロイド輸送への関与が推測される膜輸送体 
これらの輸送体を利用して輸送を行う。 
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１．バイオマスの生理活性 

3)「革新的なバイオマス構造解析技術を基盤とした 

新領域の創成」 

 
西村 裕志 

京都大学生存圏研究所 
 

1. 研究組織 

代表者氏名：西村 裕志（京都大学生存圏研究所） 
共同研究者：片平 正人（京都大学エネルギー理工学研究所） 

渡辺 隆司（京都大学生存圏研究所） 
 
2. 新領域開拓のキーワードと関連ミッション 

バイオマスの生理活性、先端分析化学 

ミッション２：太陽エネルギー変換・利用 

 
3. 研究概要 

化石資源の急速な消費によるアンバランスな物質循環は、地球温暖化、環境汚染、資

源枯渇といった地球規模の重大な問題を引き起こしてきた。持続可能な生存圏の未来を

実現するためには、生態系全体のバランスを維持しながら、有用物質やエネルギーを生

産することが求められている。本研究では、生物由来の有機物であるバイオマスを包括

的かつ原子・分子レベルで分析する技術開発を行い、生存圏に多様な形態で存在するバ

イオマスを分子構造の解析を通じて診断し、有用資源として効果的に利用・変換する技

術の確立へ貢献することを目指して研究を実施した。 
バイオマスは生物が作り出す有機資源であり、多様な分子から成る。このため化成品

材料やエネルギー資源のみならず、生理活性物質などの高機能性物質としても高いポテ

ンシャルを持っている。中でも樹木に代表される植物バイオマスは未利用かつ豊富なバ

イオマス資源として注目されている。植物細胞壁は、主にセルロース、ヘミセルロース

およびリグニンによって構成されていて、互いに多様な結合で三次元の高分子を形成し

ている。この高分子ネットワークの結合構造を正確に把握することは植物バイオマスの

戦略的な変換、利用につながる。特に、リグニンの分岐構造やリグニンと糖の結合構造

は、その存在量は少ないもののバイオマスの高分子ネットワークを“ほどく”ための鍵

となる構造であり、バイオマスの成分分離、変換反応を開発する上で重要であるが、現

在のところ、核磁気共鳴法（NMR 法）によってのみ観測可能である。そこで化学の目
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でバイオマスの利活用を進める基盤として NMR 法を中心に質量分析法と組み合わせ

て木質バイオマスを分子レベルで捉え、化学分解や成分分離、微生物分解など、さまざ

まなバイオマスの変換反応過程における構成成分の変化を評価する手法の開発を目的

として研究を行った。 
木質バイオマスを包括的に測定可能な溶液 NMR 法を用いて、構成成分の存在比を定

量する手法の改良を行った。2 次元 NMR においてはスピン結合の強度や緩和時間の長

さによってシグナル強度は影響を受ける。そこで、HSQC スペクトルの相関シグナル

から構成成分の相対量を見積もり、得られた定量値を較正する手法、および分子量の異

なる混合物について定量する手法を開発した。次に、木質バイオマス中における高分子

ネットワークの結合構造で特に重要なリグニンの分岐構造および糖-リグニンの複合体

構造をロングレンジ相関 NMR 法を用いて解析した。また、木質バイオマスの木材腐朽

菌による微生物分解過程の解析をおこなった。木質バイオマスの生分解過程におけるリ

グノセルロース構造の変化や生分解過程で分泌される腐朽菌由来の二次代謝物を分析

することは、環境負荷の小さいバイオマス変換法構築へ向けた基礎知見として重要であ

る。その他、様々なバイオマスおよびバイオマス由来の反応生成物の分析を行った。溶

液 NMR 法を用いたバイオマス成分の包括分析と定量評価、精密構造解析、バイオマス

の変換反応や生分解過程における動態解析は有用であり今後の発展が期待される。 
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２．木質住環境と健康 

「空気質特性の解明とヒトへの影響解析」 

 

金山 公三  

京都大学生存圏研究所 

 
1. 研究組織 

代表者氏名：金山 公三（京都大学生存圏研究所） 

共同研究者：川井 秀一（京都大学生存学館(思修館)）    課題１～７ 

矢野 浩之（京都大学生存圏研究所）      課題１～７ 

梅村 研二（京都大学生存圏研究所）      課題１ 

西岡 美銘（京都大学生存圏研究所）      課題１ 

藤田 佐枝子（有限会社ホームアイ）      課題１～６ 

松原 恵理（森林総合研究所）         課題１～６ 

木村 彰孝（広島大学教育学研究科）      課題１．２ 

山本 良雄（中山倉庫株式会社）        課題１ 

中村 宜弘（中山倉庫株式会社）        課題１ 

中山 雅文（中山倉庫株式会社）        課題１ 

中川 美幸（愛媛県林業研究センター）     課題１ 

辻野 喜夫（大阪府環境農林水産総合研究所）  課題１ 

上堀 美知子（大阪府環境農林水産総合研究所） 課題１ 

大山 正幸（大阪府立公衆衛生研究所）     課題１ 

三宅 英隆（大阪府木材連合会）        課題１ 

仲村 匡司（京都大学農学研究科）       課題２ 

高橋 良香（京都大学生存圏研究所）      課題２ 

高橋 けんし（京都大学生存圏研究所）     課題３ 

矢吹 正教（京都大学生存圏研究所）      課題３ 

津田 敏隆（京都大学生存圏研究所）      課題３ 

光永 徹（岐阜大学応用生物科学研究科）    課題４ 

小川 愛（岐阜大学応用生物科学研究科）    課題４ 

坂本 祥子（岐阜大学応用生物科学研究科）   課題４ 

服部 浩之（岐阜大学応用生物科学研究科）   課題４ 

東 賢一（近畿大学医学部）          課題５ 

萬羽 郁子（近畿大学医学部）         課題５ 

宮越 順二（京都大学生存圏研究所）      課題６ 

小山 眞（京都大学生存圏研究所）       課題６ 
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成田 英二郎（京都大学生存圏研究所）     課題６ 

清水 陽子（京都大学生存圏研究所）      課題６ 

古田 裕三（京都府立大学生命環境科学研究科） 課題７ 

三好 由華（京都府立大学生命環境科学研究科） 課題７ 

古谷 真理子（京都府立大学生命環境科学研究科） 課題７ 

石原 麻由子（京都府立大学生命環境科学研究科） 課題７ 

田井 駿一（京都府立大学生命環境科学研究科） 課題７ 

馬場 潤一（京都府立大学生命環境科学研究科） 課題７ 

 

 

2. 新領域開拓のキーワードと関連ミッション 

木質住環境と健康 

ミッション１：環境計測・地球再生 

ミッション４：循環型資源・材料開発 

 

3. 研究概要 

木材（とくにスギ材）には優れた空気浄化機能があり、また木材内装仕上げによって抑

うつや不眠などの症状改善が観察されている。そこで本研究では、木質住環境における空

気質特性の解明およびヒトへの影響解析により、居住者の健康改善・増進に寄与するデー

タの蓄積を目標として遂行した。最終的には、木材を有効活用する技術開発を開拓、推進

することを目的としているものである。 

過去５年間、以下に示す７テーマを設定し、上記７課題を割り振って遂行した。そして

７テーマの成果報告は各々別添の平成 27 年度新領域開拓成果報告書のとおりである。 

 

1．スギ材の大気浄化機能の解明とその応用（課題１担当） 

2．木質住環境内の空気質計測（課題３担当） 

3．スギ木口スリット材の調湿機能 

 3.1 スギスリット材の調湿機能（課題７担当） 

 3.2 スギスリット材を用いた保管庫の調湿機能と空気質（課題１担当） 

4．木質住環境の見えが生理・心理・認知反応に及ぼす影響（課題２担当） 

5．木材の香りの生理・心理応答と有効成分の探索（課題４担当） 

6．実空間における木材パネルの設置が居住者の生理・心理反応に及ぼす影響 

  （課題５） 

7．スギ抽出成分のヒト細胞への生理応答（課題６） 
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３．大気質の安心・安全 

「人間生活圏を取り巻く大気の微量物質の動態把握」 
 

高橋 けんし  

京都大学生存圏研究所 

 

1. 研究組織 

代表者氏名： 高橋 けんし（京都大学生存圏研究所） 

  矢吹 正教（京都大学生存圏研究所） 

  津田 敏隆（京都大学生存圏研究所） 

 

2. 新領域開拓のキーワードと関連ミッション 
大気質変動、エアロゾル、微量気体、森林－大気相互作用、接地境界層 

ミッション１：環境計測・循環機能制御 

ミッション５：高品位生存圏（人と健康） 

 
3. 研究概要 
大気中の微量成分（ガスおよびエアロゾル）は、グローバルな温暖化や大気質、ヒトの

健康や植物に対する影響など、生存圏における様々な問題に関与している。本プロジェク

トでは、人間生活圏および森林圏に近い大気の化学的動態、とりわけ大気微量成分の時空

間分布を、高い分解能で描写する新しい大気計測手法を開拓することを主たる目的とした。

特に、（１）航空法に基づく最低安全飛行高度による制約のため航空機をチャーターした観

測ができない接地層およびその近傍に着目して、大気微量成分の鉛直構造とその変動過程

を詳しく捉えること、（２）ヒトの居住空間における大気微量成分の空間分布を捉えること、

を主眼とした。 
我々がこれまでに本プロジェクトにおいて活用してきたプラットフォームと、対応する

物質探査の高度領域を図 1 に概略的に示した。野外における観測場所としては、滋賀県甲

賀市にある京大生存圏研 MU 観測所とその周辺地域（観測時期：H22-24 年度）、滋賀県大

津市にある京大農学研究科・桐生水文試験地（H22-27 年度）、東京都八王子市にある東京

農工大フィールドサイエンスミュージアム多摩丘陵（H25-27 年度）、静岡県御殿場市にあ

る富士山麓太郎坊基地（H25-27 年度）であった。これらの観測では、大型の係留気球や微

気象観測用タワーをプラットフォームとして用いることにより、地表面から上空数十メー

トルの高度領域における微細な物質構造を抽出することを目指した。また、MU 観測所か

ら周辺地域へ車両を利用して移動しながら標高を変えつつ観測を行うことで、地上から数

百メートルの範囲における物質分布を探査する試みを行ったほか、富士山を一つの大きな

プラットフォームとみなす山岳大気共同観測に参加し、大気境界層から自由対流圏に至る

生存圏研究 第12号 p.115 2016年

−115−



物質分布を調べる試みも行った。これらの観測により、接地境界層の生成・崩壊に伴う地

表付近の微量ガス・エアロゾル鉛直分布の変動特性や、接地境界層を含む大気境界層や自

由対流圏におけるナノ粒子の生成速度の空間分布、森林樹冠内および樹冠直上におけるエ

アロゾル粒径分布の鉛直微細構造、森林樹冠分布とガスフラックスの時間的微細構造など

について、詳しい情報を抽出することができた。一方、本研究のもう一つの柱である居住

空間における実験は、生存圏研レンタルラボおよびクリーンブースを利用して行った。こ

れにより、健康影響が懸念される粒径領域のエアロゾル生成過程が、居住環境に対してど

のように影響するかを精査する方法を開発した。 
 

 

 
 
なお、本プロジェクトの推進にあたり、次の方々にご協力を賜りました。記してお礼申し

上げます。 
青木一馬（富山大）、岩本洋子（東京理科大）、奥村智憲（大阪府立環境農林水産総合研究

所）、加藤俊吾（首都大東京）、川井秀一（京大）、久世宏明（千葉大）、小杉緑子（京大）、

塩原匡貴（極地研）、中山智喜（名大）、林泰一（京大）、原圭一郎（福岡大）、松田和秀（東

京農工大）、松原恵理（森林総研）、眞子直弘（千葉大）、三浦和彦（東京理科大）（五十音

順） 
 
  

 
 

  図 1：本プロジェクトで利用または開発したプラットフォームと 
対応する探査可能高度 
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４．電磁場の生体影響 

 

宮越 順二 

京都大学生存圏研究所 

 

1. 研究組織 

   代表者氏名： 宮越 順二    （京都大学生存圏研究所） 

  共同研究者： 小山 眞 （京都大学生存圏研究所） 

      成田 英二郎 （京都大学生存圏研究所） 

      水野 公平   （京都大学生存圏研究所） 

      清水 陽子   （京都大学生存圏研究所） 

      櫻井 智徳   （京都大学生存圏研究所） 

      三谷 友彦   （京都大学生存圏研究所） 

      篠原 真毅   （京都大学生存圏研究所) 

         多氣 昌生   （首都大学東京理工学研究科） 

             鈴木 敬久   （首都大学東京理工学研究科） 

 

2. 新領域開拓のキーワードと関連ミッション 

 マイクロ波、中間周波数帯電磁波、共鳴送電、無線エネルギー伝送、生体影響評価、

安全性、発がん性、細胞遺伝毒性、小核形成、ストレスタンパク発現、免疫応答、サ

イトカイン、貪食能 

 ミッション２：太陽エネルギー変換・利用 

 

3. 研究概要 

 近年、新しい無線電力伝送技術として、電磁共鳴方式が注目を集めている 1)。この方式で

は、従来から実用化されている電磁誘導方式と異なり、送電側と受電側のコイルの共振周

波数を一致させることで、数メートルの距離を高効率で伝送することが可能であり、早期

の実用化に向けて多くの研究が進められている。本研究では、共鳴送電下における生体影

響の可能性を細胞実験により評価するためのばく露装置の開発に取り組み、発がん性に関

与する細胞遺伝毒性への影響について検索した。 

 また、携帯電話は 1990 年代後半から現在に至るまで、世界的に急速な普及をたどってい

る。電波(マイクロ波)の生体影響として、発がん性への評価はすでに行われているが 2)、免

疫能への研究実績は未だ少ない。本研究では、細胞の免疫機能について、特にサイトカイ

ン産生への影響について検索した。さらに、マウス膵臓由来のハイブリドーマ細胞を用い

て、高周波のＴ細胞依存性抗体産生能への影響についても検索した。 

 これまで、低周波や高周波帯電磁波の生体影響研究は、これまでに多くの研究がおこな

われてきたが 3)-5)、中間周波数帯電磁波については、研究実績が極めて少なく、生体影響の
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評価を行うための本格的な研究がまたれている。そこで、本研究では、前骨髄球白血病細

胞（HL-60）を用い、23kHz 電磁波ばく露による生体影響について、免疫応答、特に好中球

の遊走能と貪食能を中心として、解析し評価した。 

 上述した研究概要について、図１にまとめた。 

 

 

図 1:研究概要まとめ 
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５．千年居住圏  

  1)「アジア地域に建つ木造建築物のモニタリングによる 

長期構造性能評価」 

 

五十田 博 

京都大学生存圏研究所 

 
1. 研究組織 

代表者氏名：五十田 博（京都大学生存圏研究所） 

共同研究者：北守 顕久（京都大学生存圏研究所） 

森 拓郎（京都大学生存圏研究所） 

田守 伸一郎（信州大学工学部） 

楠 浩一（東京大学地震研究所） 

 

2. 新領域開拓のキーワードと関連ミッション 

千年居住圏 

ミッション１：環境計測・地球再生 

ミッション４：循環型資源・材料開発 

 

3. 研究概要 

長期にわたり安心で安全な建物を維持するためには、外乱に対する状態を常時監視し、

必要に応じ適切な対処を実施することが重要となる。本研究は、資源循環型材料の代表で

ある木材を用いた建物を対象に加速度計による長期振動計測を実施し、構造性能を評価す

るヘルスモニタリングシステムを構築し、実証実験をおこなうものである。本年度は昨年

度来構築してきたヘルスモニタリングシステムが実際に適用可能なのかを過去に実施した

振動台実験に対して適用し確認する。また、長期計測に先駆けて、アジア地域を対象とし

た木造建築物の構造・構法調査事例について報告する。 
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５．千年居住圏 

  2) 「アジア地域の植物バイオマスを活用した循環型材料の開発 

〜タンニンとスクロースを接着剤とした木質材料開発〜」 

 

梅村 研二、金山 公三 

京都大学生存圏研究所 

 
1. 研究組織 

代表者氏名：梅村 研二（京都大学生存圏研究所） 

共同研究者：金山 公三（京都大学生存圏研究所） 

 

2. 新領域開拓のキーワードと関連ミッション 

千年居住圏 

ミッション４：循環型資源・材料開発 

 

3. 研究概要 

縮合型タンニンは比較的反応性が高く、タンニン系接着剤として古くから研究が行われ

てきた。しかしこれまでの手法では、アルデヒド化合物や合成樹脂を併用して接着剤化す

ることが多く、非化石資源由来の天然物のみによる接着剤の調製は行われていない。 

 我々は、縮合型タンニンとスクロースの混合物が接着剤として利用できる可能性を新た

に見出し、木質材料への適応性について研究を進めている。そこで本研究では、縮合型タ

ンニンとスクロースを接着成分として木質成形体やパーティクルボードの作製を試みた。

木質成形体の作製ではアカシアマンギウム木粉をエレメントとし、タンニンとスクロース

の混合比や木粉への混合方法が木質成形体の物性に及ぼす影響を明らかにした。また、タ

ンニン・スクロース接着剤にクエン酸を少量添加すると、木質成形体の作製において熱圧

温度の低下や熱圧時間の短縮に有効であることを示すとともに、その硬化特性についても

検討した。次に、より汎用性の高い木質材料への応用を目指しパーティクルボードの作製

を行い、熱圧温度や熱圧時間がボード物性に及ぼす影響について明らかにした。 
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５．千年居住圏 

3)「東アジアの木の文化と科学」 

 
杉山 淳司，田鶴 寿弥子，小林 加代子  

京都大学生存圏研究所 

 
1. 研究組織 

代表者氏名： 杉山 淳司（京都大学生存圏研究所） 
共同研究者： 田鶴 寿弥子（京都大学生存圏研究所） 
  小林 加代子（京都大学生存圏研究所） 

遠藤 利恵（現：東洋羽毛工業） 
  堀川 祥生（現：東京農工大学農学部） 
  高妻 洋成（奈良文化財研究所） 
  翟勝丞（南京林業大学） 

金南勲（韓国・江原大学） 
李元熙（韓国・慶北大学） 
Hwang Sung Wook （韓国・慶北大学） 
Nguyen Duc Thanh （京都大学生存圏研究所） 
Mechtild Mertz (CRCAO アソシエイト) 

       
2. 新領域開拓のキーワードと関連ミッション 

千年居住圏 
 
3. 研究概要 

 過去の木材利用における用材選択の変遷をみることにより、植生史、交流史、道具史、

歴史などさまざまな木にかかわる文化を知ることを第一の目的とした。そのための手段

としての樹種識別は、ツールとしてきわめて重要な手法ではあるが、サンプリングに破

壊を伴うために文化財の調査には不向きである。そこで、様々な非破壊樹種検査法につ

いて木材学の立場から検討し、その文化財への応用を計ることを第二の目的とした。ま

た、出土する文化財の保存も特に東アジアの発展途上国においては重要な課題となって

いるので、国際共同研究として熱帯有用材の保存技術の開発に取り組んだ。 
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圏間共同研究   

1) 微細気泡水効果の原理解明と環境・材料・農業分野への応用 

 

上田 義勝 

京都大学生存圏研究所 

 
1. 研究組織 

代表者氏名：上田 義勝（京都大学生存圏研究所） 

共同研究者：杉山 暁史（京都大学生存圏研究所） 

徳田 陽明（滋賀大学教育学部） 

伊藤 嘉昭（京都大学化学研究所） 

二瓶 直登（東京大学大学院農学生命科学研究科） 

 

2. 新領域開拓のキーワードと関連ミッション 

震災復興連携支援研究、圏間共同研究 

ミッション１：環境計測・地球再生 

 

3. 研究概要 

本研究では新たな可能性を持つ微細気泡水について、圏間を融合した大きな研究分野

として確立する事を大目標とする。具体的には、分野横断型の多角的な応用研究として

３つの個別テーマ（１：基礎特性、２：無機化学合成への応用、３：農業分野への応用）

を設定し、微細気泡水が本来持つ特性について多角的な視点から捉え、その基礎原理を

正確に解明する。 
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圏間共同研究 

2) 低炭素居住圏の確立に資する植物由来脂溶性生理活性成分の 

耐虫・耐朽性評価と大量生産デザイン 

 
矢崎 一史 

京都大学生存圏研究所 
 

1. 研究組織 

代表者氏名： 矢崎 一史（京都大学生存圏研究所） 
共同研究者： 吉村 剛（京都大学生存圏研究所） 
     髙梨 功次郎（京都大学生存圏研究所） 

小野 和子（京都大学生存圏研究所） 
  豊岡 公徳（理化学研究所） 

 
2. 新領域開拓のキーワードと関連ミッション 

生理活性、環境未来千年居住圏 
ミッション１：環境計測・地球再生 

 
3. 研究概要 

 本研究では、住宅や文化財の原料である木材の耐虫・耐朽性を担う物質を、石油資源に

よらない脂溶性の植物生理活性成分に求め、その活性の定量評価と応用に向けた大量生産

を目指している。材料としてナフトキノン系脂溶性生理活性物質（シコニン類）を生産す

るムラサキ科ムラサキ (Lithospermum erythrorhizon) の培養細胞に着目し 1-3)、昨年度は

ムラサキ抽出物のイエシロアリ (Coptotermes formosanus) に対する耐虫性、および２種

の木材腐朽菌 (Trametes versicolor および Tyromyces þalustris) に対する耐朽性の評価

を行った。平成 26 年度までの

研究により、硬紫根のメタノー

ル抽出物が示すシロアリに対

する殺虫活性には、ロット間の

格差が非常に大きいことが実

験的に示されていた。そこで、

最終年度にかけて、広く民間用

法として対虫性薬剤として利

用された生薬にも探索の範囲
図１: 石油資源によらない木材の長寿命化 
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を広げて、実用に適した生薬のスクリーニングと活性成分の同定を試みた。詳細は論文に

て公表するが、試験した生薬のうち２種で高い殺蟻活性あるいは忌避作用が認められた。 
 また、抗菌活性に対してはシコニン誘導体が有効であることが示されたため、平成 25 年

度から 26 年度にかけては大量生産デザインに必要な基盤情報の取得を目的として、当初の

計画であった次世代シーケンサーを用いた大規模な RNA-Seq 解析を行い、最終年度（H27
年度）にかけてはさらに網羅的なプロテオーム解析を行った。これらを総合して、分泌機

構に関与する遺伝子のカタログ化と優先順位付けを行った。 
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圏間共同研究 

3) ヒトと動物に対するリグニンの生理機能の解明と利用 

 
梅澤 俊明 

京都大学生存圏研究所 

 
1. 研究組織 

代表者氏名：梅澤 俊明（京都大学生存圏研究所） 

共同研究者：吉村 剛（京都大学生存圏研究所） 

河田 照雄（京都大学大学院農学研究科） 

奥西 智哉（農研機構食品総合研究所） 

柴田 大輔（かずさＤＮＡ研究所、京都大学大学院農学研究科） 

飛松 裕基（京都大学生存圏研究所） 

鈴木 史朗（京都大学生存圏研究所） 

山村 正臣（京都大学生存圏研究所） 

青柳 秀紀（筑波大学大学院生命農学研究科） 

坂本 正弘（京都大学大学院農学研究科） 

 
2. 新領域開拓のキーワードと関連ミッション 

バイオマスの生理活性、リグニン、食品機能、未利用芳香族資源、シロアリ、木材

保存、圏間共同研究 

ミッション１：環境計測・地球再生 

ミッション２：太陽エネルギー変換・利用 

ミッション４：循環型資源・材料開発 

 
3. 研究概要 

木化した二次細胞壁の大きな塊とみなすことができる樹木の幹や大型イネ科植物の茎は、

いわゆる木質として世界のバイオマスの大半を占めている。地球環境問題やエネルギー問

題など人類を取り巻く状況は年々厳しくなっており、今後人類が生存を続けていくには、

化石エネルギーに対する依存度を下げ、再生可能エネルギーに対する依存度を大幅に上昇

させることが必須である。そして、再生可能エネルギー資源の中で、とりわけ生産・蓄積

量の多い木質の持続的生産と有効利用システムの確立が世界的に強く求められている。 
木質の成分利用研究は、端的には、その多糖成分の有効利用とリグニンの有効利用に大

別される。これらの研究をリグニンの側から見ると、１）木質多糖（セルロース、へミセ

ルロース）の有効利用を図るためのリグニンの減量・効率的除去･分解に関する研究と２）

リグニンそのものの有効利用の研究に分けられる。木質多糖成分の利用においては、リグ
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ニンは、パルプ化、酵素糖化、あるいは飼料消化における阻害的成分として、負の印象を

以て語られることが多かった。しかし近年では、その芳香族バイオマスとしての重要性が

再認識され、有効活用が社会的に強く求められるに至り、研究代表者らも代謝工学による

有用リグニンの増加を図る研究を進めている。 
以上で扱う木質は、維管束植物の体を支える構造材料であり、その中で、リグニンは、

セルロースミクロフィブリルを固着しセルロースミクロフィブリルが持つ力学特性を細胞

壁レベルで発揮できるようにする、細胞壁からの水の散逸を防ぐ、病原菌等の侵入に対し

物理的障壁となるなどの機能を持つことが知られている。リグニンの機能としては、古く

から上記のものが指摘されてきたが、木化あるいはリグニン生合成は、単に維管束植物を

物理的に支える構造材料の構築という面ばかりでなく、維管束植物が生存する上で必須の

精緻な制御装置としての側面を持っている。 
一方、リグニンの機能として従来ほとんど看過ごされてきたのが、ヒトを始めとする動

物に対する生理機能である。リグニンは食物繊維に随伴する形で野菜などに含まれ、莫大

な量ヒトによって摂取されている。野菜の摂取量を一日 200〜300g（生重量）とした場合、

一日あたりのリグニン摂取量は錠剤 1 粒程度にもなると見積もられる。リグニンがもつ食

品機能については様々な推測がなされているものの、実証的研究は殆ど報告されていない。

さらに、言うまでもなく草食動物やシロアリなどの昆虫も木質を主要な栄養源として摂取

しており、大量のリグニンを摂取している。シロアリの成長に及ぼす餌の影響は、新規シ

ロアリ防除システムの開発などに向けて重要である。しかし、ヒトや動物に及ぼすリグニ

ンの生理機能については、リグニンのピノレジノール型サブストラクチャー構造を持つ低

分子のリグナン類が、乳がん発症抑制作用などの生理活性を示すことが知られているもの

の、ほとんど未解明である。食物繊維中のリグニンの生理機能の解明は、リグニン摂取の

経常性や大量性、さらに研究例に乏しい状況に鑑み、緊急且つ展開性の大きい課題である

と考えられる。 
本研究では、食物リグニンをマウスに給餌し、リグニン摂取後の腸内細菌叢の経時的な

変動解析および代謝物解析を行い、動物の腸内環境に対するリグニンの影響を検証した。

また、シロアリに対しても数種の植物を与え、シロアリ体内でのリグニン構造の変化につ

いても詳細に解析した。 
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圏間共同研究 

4) 樹木年輪と歴史・古環境 

「アジア赤道域における季節スケールの気候・環境変遷の復元」 

 

渡邊 裕美子 

京都大学理学研究科 
 

1. 研究組織 

代表者氏名： 杉山 淳司（京都大学生存圏研究所） 

共同研究者： 津田 敏隆（京都大学生存圏研究所） 

田鶴 寿弥子（京都大学生存圏研究所） 

反町 始（京都大学生存圏研究所） 

田上 高広（京都大学理学研究科） 

渡邊 裕美子（京都大学理学研究科） 

大山 幹成（東北大学学術資源研究公開センター植物園） 

 

2. 新領域開拓のキーワードと関連ミッション 

圏間共同研究 

ミッション１：環境計測・地球再生 

千年居住圏 

 

3. 研究概要 

本プロジェクトでは、インドネシア産 熱帯樹のマルチ樹木年輪データと気象観測データ

の系統的な比較から、熱帯樹の古気候指標としての信頼度を評価し、熱帯域における季節

スケールの気候／環境変遷復元のための基盤を確立 することを目指した。 
インドネシア・西部ジャワ産のスンカイ 1 個体について複数の年輪構成要素（年輪幅・

孔圏道管面積・δ18O・δ13C）を計測し、気象観測データとの系統的な比較から、スンカイの

古気候指標としての信頼度を評価した【Watanabe et al., 2013】。さらに、同種の異なる個

体についても同様の分析をし、重ねて信頼度を評価した【Harada et al., in press】。 
また、中部ジャワ産のチーク試料 4 個体と西部ジャワ産のチーク試料 6 個体について、

過去約 70 年間（59 あるいは 29 年間のものを含む）にわたり年々スケールで炭素・酸素同

位体比を分析し、個体間相関や空間代表性を検証した。さらに、チーク δ18O と降水量と相

関解析することにより、チークの古気候指標としての信頼度を評価した。 
上記の研究に加えて、インドネシア産の樹木サンプルに関する情報収集を行い、数多くの

樹木ディスク（主にスンカイとチーク）を収集することに努めた。  
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新研究醸成支援プログラム 

1) 生存圏における放射性物質の動態解明と低減を目指した 

新技術開発 

 

上田 義勝 

京都大学生存圏研究所 

 
1. 研究組織 

代表者氏名：上田 義勝（京都大学生存圏研究所） 

共同研究者：杉山 暁史（京都大学生存圏研究所） 

伊藤 嘉昭（京都大学化学研究所） 

徳田 陽明（京都大学化学研究所） 

 

2. 新領域開拓のキーワードと関連ミッション 

東日本大震災、原発事故、除染、農業再生 

ミッション１：環境計測・地球再生 

 

3. 研究概要 

 本研究は、生存圏研究所の新規ミッションの一つとして、福島原発近郊（避難区域以

外の比較的汚染度の高い地域）にて実際に放射性セシウムで汚染された土壌の効率的な

除染技術、及び、農作物への低吸収技術の提案を目的とする。本テーマでは福島県農業

総合センターと緊密に連携し、実際の汚染土壌を用いて技術の実証研究を行う。申請者

らのグループは、昨年度から微細気泡水を用いて放射性セシウム汚染を除染する技術や、

非放射性セシウム水溶液を用いて水耕栽培したダイズに関し、葉、茎、種子などの各組

織におけるセシウム蓄積部位について検討を行ってきた。これまでの研究経緯として、

第 191 回（2012 年 1月）および第 215 回（2012 年 11 月）生存圏シンポジウム「東日本

大震災以後の福島県の現状及び支援の取り組みについて」における議論を踏まえ、新規

ミッションとして重要テーマとするべく、福島県農業分野の復旧・復興への貢献に軸足

をシフトしつつある。具体的には、代表者上田義勝、徳田陽明によるナノバブル水等に

よる除染技術と、杉山暁史、伊藤嘉明による蛍光 X線を利用した高分解能蓄積部位解析

を統合的に活用し、学内での連携研究として化学研究所とも共同で、福島県農業センタ

ーとの緊密な連携の下で支援事業を行う。 
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新研究醸成支援プログラム 

2) 超高層大気観測用超小型衛星群の設計 

 

山本 衛 

京都大学生存圏研究所 

 
1. 研究組織 

代表者氏名：山本 衛（京都大学生存圏研究所） 

共同研究者：斎藤昭則（京都大学理学研究科） 

坂野井健（東北大学理学研究科） 

      Roland Tsunoda（米国 SRI International） 

      Sri Kaloka（インドネシア航空宇宙庁） 

      Timbul Manik（インドネシア航空宇宙庁） 

 

2. 新領域開拓のキーワードと関連ミッション 

キーワード：大気圏、宇宙圏、宇宙天気 

ミッション１：環境計測・地球再生、ミッション３：宇宙環境・利用 

 

3. 研究概要  
当研究所では MU レーダー、赤道大気レーダー（ Equatorial Atmosphere Radar; EAR）

[1]を中心とし、国内外の大学・研究機関と協同して地球大気の地上観測網を設置し研究を

推進してきた。EAR は 2001 年の完成から現在まで、インドネシア航空宇宙庁（LAPAN）を運

営のカウンターパートとし、赤道大気の長期連続観測を実施してきた。現在は、文部科学

省科学技術戦略推進費（国際共同研究の推進）「インドネシア宇宙天気研究の推進と体制構

築」（平成 22～24 年度の 3年計画）（以下では「インドネシア宇宙天気」と呼ぶ）を得て超

高層大気の研究を推進している。 

インドネシアを初めとする東南アジア地域で超高層大気を共同研究する上で最近感じら

れるのが、各国の宇宙開発への熱意である。当研究所では地上観測網を中心として大気研

究を推進してきたが、これを一段と発展させる手段として超小型衛星を活用することを考

え始めた。一方で LAPAN は同国の宇宙開発を推進中であり、衛星の活用方法を求めている。

そこで本課題では、超小型衛星を用いた超高層大気観測を新しい研究シーズとして捉え、

LAPAN と共同で実現可能な計画を策定する。具体的には、SATREPS（地球規模課題対応国際

科学技術協力）[2]に提案することを目指している。更に本課題は、例えば新しい環境観測

衛星構想に発展することもあり得る。つまり本課題は、当研究所全体にとっても新しい研

究シーズ開拓としての重要性が高いと考えられる。 
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新研究醸成支援プログラム 

3) 構造制御セルロースによる新規バイオマテリアル開発研究 

 

今井 友也 

京都大学生存圏研究所 

 
1. 研究組織 

代表者氏名： 今井 友也（京都大学生存圏研究所） 

共同研究者： 杉山 淳司（京都大学生存圏研究所） 

  堀川 祥生（京都大学生存圏研究所）現：東京農工大学農学研究院 

 

2. 新領域開拓のキーワードと関連ミッション 

セルロース生合成、膜タンパク質複合体、高次構造制御 

ミッション１：環境計測・地球再生 

ミッション２：太陽エネルギー変換・利用 

ミッション４：循環型資源・材料開発 

 

3. 研究概要 

セルロースは、水系溶媒中では、複数のセルロース分子が集合した状態で通常存在

する。高分子は一般に、その分子集合体の構造が変化すると、物性も様々に変化する。

セルロースの場合、セロファンやレーヨンにその例を見ることができる。これらのセル

ロース材料は再生セルロースとも呼ばれ、セルロース（パルプ）の溶解・再生の過

程を経て作られる。そして優れた透析能や、滑らかな光沢のある風合いなど、天然セ

ルロースとは異なる性質を持つ。 

一方、天然のセルロースは生物の細胞膜で合成される。そこには溶解・再生の過程

は存在せず、高分子量化の過程の直後に構造形成過程が存在すると考えられている。そ

して大変興味深いことに、ほぼ例外なく I型結晶かつ微小繊維（ミクロフィブリル）の

形態を持つことから、セルロース合成酵素には、特殊な構造形成機構が存在すると推察

される。したがって、その機構の実体に変異を導入することができれば、分子集合構造

の改変が原理上可能となる。そこで本研究課題では、組換え体セルロース合成酵素を使

ったセルロース合成系の開発を行い、部位特異的変異を導入した合成酵素を使用するこ

とで、de novo 構造制御による新規セルロース性材料の開発を目指す。 

また、自由な構造制御のためには、上述の「特殊な構造形成機構」を解明すること

が重要となる。そこで、セルロース合成酵素の生化学的・生物物理学的研究という観点

も含めて、総合的に研究を進める。 
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新研究醸成支援プログラム 

4) 木質系炭素電極を用いた静電容量型脱イオン法による 

土壌・地下水の放射性汚染低減の試み 

 

畑 俊充 

京都大学生存圏研究所 

 
1. 研究組織 

代表者氏名：畑 俊充（京都大学・生存圏研究所） 

共同研究者：本間 千晶（北海道立総合研究機構林産試験場） 

P.M.Biesheuvel（ワーゲニンゲン大学・環境技術科） 

 

2. 新領域開拓のキーワードと関連ミッション 

土壌・地下水、放射線汚染の低減、木質系多孔質炭素電極、静電容量型脱イオン法、

放射性核種 

ミッション２：太陽エネルギー変換・高度利用 

ミッション４：循環型資源・材料開発 

 

3. 研究概要 

 土壌や地下水中のセシウムのような放射性核種を減少させるため、静電容量型脱イオ

ン(CDI)法を用いた放射性汚染の低減を提案する。CDI 法では海水から Na イオンを回

収した後、電圧を減少することによって Na イオンを放出し回収する。一方、多孔質炭

素電極は使用後再生され、再び使用することができるので新たな公害源とはならない。 
CDI 法において塩イオンは一時的に多孔質炭素電極の中に吸着され、その後脱着さ

れる。使用後再生される多孔質炭素電極において吸着と脱着は連続的に行われ、何度も

繰り返し多孔質炭素電極を使用することが可能である。多孔質炭素電極は CDI 用セル

の一部であり、塩イオンの吸着において重要な役割を果たす。多孔質炭素電極の内部表

面積、つまり、多孔質炭素電極表面の吸着サイトの特性次第で塩イオンの除去量が決ま

る。現在電極合成市場において、活性炭が多孔質炭素電極用に主として用いられている

のは、その高い内部表面積にあるといえる。一方、活性炭よりも大きい吸着量をもち、

持続使用可能で高効率な多孔質炭素電極の開発が求められている。ここでは、木質系多

孔質炭素電極を用いた CDI 法を適用する予備的検討のため、セシウムイオンではなく

比較が容易な Na イオンを用い、木質系多孔質炭素電極の基本的な性能を調べた。 
 スギ炭で 1.2V の電圧をかけたところ、異なる種類のサンプルの中で、イオン吸着容

量は最大値 0.56mg/g、充電効率は最大値 0.49 であった。これらの値は文献値の炭素電
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図 1：イオン交換膜 CDI 単セルの模式図 

極と比較して小さく、実用に供するためには木質系炭素電極の結晶構造、および空隙構

造に起因する特性をさらに向上させることが必要である。木質由来の多孔質炭素材料を

CDI 法で用いるには、現段階では炭素の結晶構造や空隙構造の最適化が十分ではない

と考えられる。 
低温熱分解と金属錯体の併用による触媒熱分解によって炭素材料の結晶構造や空隙

構造を最適化し、電気伝導性やイオン吸着性能を向上させることが必要である。炭素化

物表面に形成される金属錯体の微細構造を調べたところ、カルボキシル基等イオン交換

性官能基が多量に存在しており、それらの酸性官能基とセシウムイオンが錯体を形成す

ることにより、セシウムの吸着が起こることが共同研究者の研究で明らかにされている。

CDI 法と炭素電極表面へのイオン交換性官能基付加の両方の効果により、セシウムイ

オンの吸脱着効果がより向上すると思われる。 
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5) 境界層レーダーLQ7 の観測高度範囲拡大 

 

橋口 浩之 

京都大学生存圏研究所 

 
1. 研究組織 

代表者氏名：橋口 浩之（京都大学 生存圏研究所） 

共同研究者：山本 衛 （京都大学 生存圏研究所） 

山本 真之（京都大学 生存圏研究所） 

川村 誠治（情報通信研究機構） 

 

2. 新領域開拓のキーワードと関連ミッション 

大気境界層、大気運動、大気質 

ミッション１：環境計測・地球再生 

 

3. 研究概要 

地上から高度 2km 程度までの大気の最下層は大気境界層と呼ばれ、人間生活にも直

接関係する重要な領域である。信楽 MU 観測所設置の境界層レーダーLQ7(図 1)は大気

境界層を含む高度数kmまでの風速を観測するための周波数1.3GHzの小型レーダーで

ある。雨や雲のない透明な大気の動きを知る上で有用であるため、新領域開拓研究の

課題「大気質の安心・安全」の観測にも一部利用されているが、観測領域が地表に近

いため、送信アンテナからほぼ横向きに漏れ出す弱い電波が周辺の山や建物に当たっ

て強いエコー（クラッタエコー）

を生じ、観測対象である大気乱流

エコーを遮ってしまうという問

題がある。本課題では、すでに利

用が終わった情報通信研究機構

の LQ7 用クラッタフェンスを信

楽 MU 観測所に移設して、LQ7 の

観測能力を向上させ、共同利用課

題や「大気質」課題における大気

微量成分の輸送の定量的把握に

資することを目的とする。 

 

  

図 1: 信楽MU観測所に設置の境界層レーダーLQ7
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6) マイクロ波による瓦礫中の有害物質迅速処理 

  —アスベスト飛散とダイオキシン発生防止—  

 

篠原 真毅 

京都大学生存圏研究所 

 
1. 研究組織 

代表者氏名：篠原 真毅（京都大学生存圏研究所） 

共同研究者：樫村 京一郎（京都大学生存圏研究所）現：中部大学工学部 

佐藤 元泰（中部大学工学部） 

吉川 昇（東北大学環境科学研究科） 

堀越 智（上智大学理工学部物質生命理工学科） 

 

2. 新領域開拓のキーワードと関連ミッション 

フラッグシップ共同研究「バイオマス・物質変換のためのマイクロ波高度利用共同

研究」に関連する。 
キーワード: マイクロ波利用、マイクロ波化学、災害復興 

 

3. 研究概要 

本研究は生存圏研究所のフラッグシップ共同研究「バイオマス・物質変換のためのマイ

クロ波高度利用共同研究」に関連し、今年度から京都大学、中部大学、東北大学、上智

大学らの研究グループで環境省環境研究総合推進費による研究事業「マイクロ波による瓦

礫中の有害物質迅速処理—アスベスト飛散とダイオキシン発生防止—」として推進したも

のである。本研究はマイクロ波加熱炉による、瓦礫の無害化・再資源化処理に関する研究

である。東日本大震災で発生した瓦礫は、セメント、木材、および、プラスチック、有機

物・金属などに、大量の塩分(海水由来)が含まれおり、これらの混在物をマイクロ波で1050℃
にまで加熱することで以下の効果を期待する。 
（１）無害化を促進、コンクリート廃材再生可能なセメント原料および安全な埋め立て用

資材化する。コンクリート廃棄物に含まれるアスベスト類を加熱処理することで、再

生セメント原料や二次汚染を気にすることのない埋め立て用の資材にする 
（２）利用不可能な木材・燃料、即ちハイブリッド加熱処理の前段燃焼炉熱源として活用

する。 
（３）非飛散性アスベストの無害化・塩分含有有機物の燃焼によって生じるダイオキシン

を迅速に無害化する。 
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（４）事例の緊急に鑑み、法令と関連当局の認可のもとに、迅速に無害化処理を開始し、

その有効性を実証する。 
本計画では、これまでに研究者らが実証してきた新技術を結集し、高効率で迅速に廃棄

物を無害化・減容できる設備を構築運用するための研究である。 
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7) 植物由来気体テルペンの酸性表面への沈着メカニズム 

 

江波 進一  

京都大学白眉センター 

 
1. 研究組織 

代表者氏名：江波 進一（京都大学白眉センター） 

共同研究者：塩谷 雅人（京都大学生存圏研究所） 

 

2. 新領域開拓のキーワードと関連ミッション 

大気質、大気圏、生物圏 

ミッション１：環境計測・地球再生 

 

3. 研究概要  
地球の気候変動を正しく理解・予測するためには大気圏と生物圏の複雑な相互作用を解

明する必要がある。生物圏から年間数百 Tg という膨大な量が放出されているテルペンは、

その反応性の高さから容易に大気エアロゾルを生成し、また大気の HOx 濃度に重要な影響

を与えている。しかし、その大気での消失過程には未知のファクターが多い。近年、フィ

ールド観測によって相当量のテルペンが植物表面に乾性沈着している可能性が示唆されて

いる。この場合、現在見積もられているテルペンの放出量は過大評価されていることにな

る。筆者は新規気液界面反応測定装置を用いて、気体の-ピネン、-ピネン、リモネンが

どのように酸性表面に吸着・変質するかを調べた。その結果、これらのテルペンは pH4 以

下の水の表面に吸着し、気液界面でオリゴマー化することが明らかになった。pH4 以下の

弱酸性表面は実際の森林に存在しており、この反応が気体テルペンの未知のシンクになっ

ている可能性がある。本研究で得られた取り込み係数から推測される実際の森林大気にお

ける影響度を評価した。 
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新研究醸成支援プログラム 

8) 光合成微生物を用いた太陽エネルギーによる 

イソプレン生産技術の開発 

 
矢崎 一史 

京都大学生存圏研究所 
 

1. 研究組織 

代表者氏名： 矢崎 一史（京都大学生存圏研究所） 
共同研究者： 杉山 暁史（京都大学生存圏研究所） 
     福澤 秀哉（京都大学生命科学研究科） 
  梶川 昌孝（京都大学生命科学研究科） 

 
2. 新領域開拓のキーワードと関連ミッション 

バイオエネルギー、循環型材料 
ミッション１：環境計測・地球再生 
ミッション２：太陽エネルギー変換・利用 
ミッション４：循環型資源・材料開発 

 
3. 研究概要 

 イソプレンは工業原料として、世界的に 100 万トンレベルで利用されている揮発性の炭

化水素である。特に、合成ゴムはイソプレンを原料とする代表的な製品であり、車のタイ

ヤや車両補体の緩衝材などとして世界中で利用されている。その原料は、100%化石資源に

依存しているため、原油価格の高騰は直接合成ゴムなどの製造業にとって大きな打撃にな

っている。実際、2005 年前後の石油価格の高騰時、我が国のみならず、世界の大手石油化

学工業が、生物素材からイソプレンを生産させる試みについて模索を行った。実際に米国

では、タイヤ大手のグッドイヤーが大腸菌を使った遺伝子組み換え技術で特許を取得する

など、生物にイソプレンを生産させる研究はここ最近、低酸素社会の意識の高まりと連動

してきているところである。 
 一方、植物の中にはイソプレンを大量に葉から放出する種が多くあり、その量は、年間

100 Tg carbon にも上る 1)。特に温帯から熱帯域に生育する広葉樹や大型の草本が、大気中

にイソプレンを大量に放出する現象は大気化学の研究分野では早くから報告がなされてき

た。また植物や藻類におけるイソプレンの生産は、葉緑体において MEP 経路で供給される

dimethylallyl diphosphate (DMAPP)を直接の基質にして合成されていることも報告され

ている 2)。矢崎らは、植物生理学的な観点からイソプレン放出の植物にとっての意義につい
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ての分子生物学研究を行い、これまでに研究成果を数報の論文として報告した 3,4)。本研究

はその応用展開として、光合成微生物を使ってイソプレンを生産させ、従前の様々な問題

点を解決すべく、培養器のヘッドスペースからイソプレンを効率よく回収する生産系を構

築することを目的とする。イソプレンはその全てを石油資源に依存しているマルチパーパ

スの化学原料として、石油の枯渇と同時に供給を考えねばならない重要化合物である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 1. 緑藻をつかったイソプレン生産のスキーム 

IspS, イソプレン合成酵素：DMAPP, ジメチルアリルジリン酸  
 

 本研究は研究所が推進する生存圏の科学において、生命科学と大気化学の融合研究で行

った植物からのイソプレン放出研究を、さらに一歩問題解決型の研究の方向に発展させる

ものであり、研究所の現ミッションの発展型を目指すものとして位置づけられる。新領域

開拓研究においては、光合成微生物による化学原料の生産技術開発に取り組むものであり、

脱石油資源社会における人間生活の QOL の維持向上を、有用化学資源の供給面から下支え

する研究としてのポテンシャルを有する。 
 活動の期間を通して、光合成微生物への形質転換、遺伝子導入ラインの確立と培養、ペ

プチド抗体の検定、複数の高発現クローンを用いたヘッドスペースのイソプレンの GC-MS
による解析を行った。得られた成果に関しては現在特許出願の書類を準備中である。 
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新研究醸成支援プログラム 

9) LED 光環境と形質発現の相関解析による人工光栽培植物の 

生産性向上 

 
鈴木 史朗 

京都大学生存圏研究所 
 

1. 研究組織 

代表者氏名： 鈴木 史朗（京都大学生存圏研究所） 
共同研究者： 柘植 知彦（京都大学化学研究所） 
     肥塚 崇男（山口大学農学部） 

 
2. 新領域開拓のキーワードと関連ミッション 

人工光利用型植物工場、光形態形成 
ミッション１：環境計測・地球再生 

 
3. 研究概要 

本研究は、LED 光環境が植物の香気成分や器官形態などの重要な農業形質発現に及ぼ

す影響を明らかにし、LED 光源によって栽培した植物の生産性向上を目指すものである。 
省エネルギーや収益性向上という観点から、LED を光源に用いた植物工場による作物

栽培が今後盛んになると予想されている。しかし、LED 照明では、高成長・高品質を達

成できない植物種が多く、商用栽培される作物は、数種の葉物野菜やハーブなどに限定

されている。 
近年、植物の光情報伝達経路を解明する研究は大きく進展し、フィトクロムやクリプ

トクロムなどの光受容タンパク質によって光が受容され、植物の様々な形質発現に関わ

る遺伝子の転写が制御されて、最終的に形質発現（光形態形成・光応答性代謝物生産）

が生じるモデルが提唱されている 1)。しかし、LED 照明による作物栽培は歴史が浅く、

様々な LED 光環境がどのように光受容タンパク質によって感知され、色、形、香り、歯

ごたえ、機能性成分等の有用形質が変化するのか未知の点が多い。したがって、上述の

LED 照明下において、高成長・高品質を達成できない植物種は、LED 光による形質発現

が最適化されていない可能性が高い。そこで、LED 光環境と各々の形質発現との関係が

明らかとなれば、より精密な光環境制御や、LED 栽培に適した品種の作出を行なうこと

ができ、多くの植物種が LED 利用型植物工場で栽培可能となると考えられる。 
そこで、本研究では、LED 栽培作物のモデルとして、キャベツ、ダイコン、コマツナ

など作物種が多く含まれているアブラナ科に属するシロイヌナズナ (Arabidopsis 
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thaliana)を用い、光受容体変異株と野生株とを LED 照射下および蛍光灯照射下で栽培し、

重要な農業形質（器官形態、香気成分、細胞壁成分・形態など）の変化を比較解析する

ことにより、LED 光環境と形質発現の相関関係を明らかにする。 
 
 

 
 

図 1 : 本研究の概要 
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新研究醸成支援プログラム 

10) マイクロ波照射によるバイオマスからのグラフェン合成に 

関する研究開発動向調査 

 

畑 俊充 

京都大学生存圏研究所 

 
1. 研究組織 

代表者氏名：畑 俊充（京都大学生存圏研究所） 

共同研究者：三谷 友彦（京都大学生存圏研究所） 

 

2. 新領域開拓のキーワードと関連ミッション 

電磁場の生体影響、新研究醸成支援プログラム 

ミッション２：太陽エネルギー変換・高度利用 

ミッション４：循環型資源・材料開発 

 

3. 研究概要 

グラフェンは二次元の平面材料であるため化学的には非常に単純だが、極めて強度

があり、電気を通し、熱を放散し、透明性が高い。次世代コンピューターの半導体や、

タッチスクリーン、電気機器などへの応用に関心が高まっている。持続可能な生存圏を

実現する上でキーとなっているグラフェンのイメージを図 1 に示す。グラフェンの実用

化を進めるためには製品の低価格化と性能向上の両方からの取り組みが必要であるが、

グラフェン合成には高度な技術と高価格とがネックとなり実用化が進んでいないのが

現状である。 
グラフェンの基本単位である単層グラフェンは、炭素原子がベンゼン環構造に緻密に圧

縮された炭素からなる層で、カーボン繊維、ナノチューブおよびフラーレンなどの基本構

造である。2010 年、この単層グラフェンに関する革新的な実験を行った研究者にノーベル

物理学賞が授与された。単層グラフェンには六角形の網構造をもつ炭素原子が平面に存在

する。しかし量産技術の確立が遅れている。熱分解により SiC 上に生成する方法や触媒金

属層上に化学的気相法で成長させる従来法があるものの大量生産には解決すべき問題が多

い。一方、木材は難黒鉛化材料といわれ結晶化しにくい材料と考えられていて、木質から

のグラフェンの合成は不可能と考えられていた。 
ここでは、木質から多層グラフェンを合成し、電子顕微鏡と顕微ラマン分光装置を用い

て組織構造の観察と構造解析を行った。木質バイオマスから多層グラフェンを合成し、電

子エネルギー損失分光装置付属透過電子顕微鏡(TEM-EELS)と顕微ラマン分光装置を用い、
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木質系多層グラフェンサンプルのキャラクタリゼーションを行った。高温燒結により得ら

れたバイオマス系グラファイトに酸化処理とマイクロ波照射処理を行い、得られた多層グ

ラフェンを分析装置により元素分析や化学結合状態を調べた。さらにフランスオルレアン

CNRS の CRMD 部門において、ヨーロッパにおけるグラフェンの研究・開発動向について

調査した。実験の結果、木質バイオマスから得られたグラフェンは多層グラフェンである

ことがわかった。また、ヨーロッパの動向を調査したところ、単層グラフェンの新用途開

発について国家プロジェクトが組まれ進められていた。単層グラフェンと多層グラフェン

は別物であり、日本は多層グラフェンの用途開発で優位な位置にある。再生可能な木質か

らの多層グラフェンの開発とその応用に早急に取り掛かるべきである。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図１：グラフェンを介した持続可能な生存圏の実現 
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新研究醸成支援プログラム 

11) 植物揮発性物質が駆動する植物・植食生昆虫・捕食性昆虫の 

共進化 

 

高林 純示 

京都大学生態学研究センター 

 
1. 研究組織 

代表者氏名：高林 純示（京都大学生態学研究センター） 

共同研究者：矢崎 一史（京都大学生存圏研究所） 

 

2. 新領域開拓のキーワードと関連ミッション 

ミッション１：環境計測・地球再生 

 

3. 研究概要 

植物は植食性節足動物（植食者）の食害に応答して、植食者誘導性植物揮発性物質

(Herbivore-Induced Plant Volatiles: HIPVs)と呼ばれる揮発性物質群の生産を開始する。

HIPVs は植食者の捕食者・捕食寄生者（天敵）を誘引する機能があることが実証されて

いる。これは、植物と天敵との共生的な相互作用と言うことができる。かかる共生関係

は、どのように進化してきたのか、に関して HIPVs の中でも緑のかおりと呼ばれる一連

の化合物に焦点を当て研究を行った。 
緑のかおりは組織が障害を受けた際に生じるリノール酸、リノレン酸を基質としてフ

ィトオキシリピン経路を経て速やかに作られる。最初に生産される青葉アルデヒド

((E)-2-hexenal)は α,β-不飽和アルデヒドと呼ばれ、反応性が高く障害を受けた部分での微

生物に対する直接防衛機能を有すると考えられる。青葉アルデヒドは毒性が高いため、

植物組織において自家中毒を起こすと考えられ、過剰分は直ちに周辺組織で毒性のない

青葉アルコール、青葉アセテートに変換された後、大気中へ放出される。本研究では、

青葉アルデヒド、青葉アルコール、青葉アセテートに対して誘引される天敵の反応性か

ら、「障害→直接防衛→解毒→系外放出」プロセスが植物—天敵間の共生関係を媒介する

化学情報に利用される進化過程を考察する。 
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新研究醸成支援プログラム 

 12) 化石資源の代替としての植物根共生微生物群および竹笹類の 

イソプレン放出 

 

奥村 智憲 

京都大学農学研究科 

 
1. 研究組織 

代表者氏名：奥村 智憲（京都大学農学研究科） 

共同研究者：矢崎 一史（京都大学生存圏研究所） 

鶴田 健二（京都大学農学研究所） 

 

2. 新領域開拓のキーワードと関連ミッション 

大気質、植物二時代謝産物 

ミッション１：環境計測・地球再生 

 

3. 研究概要 

本研究では世界的に 100 万トンレベルで利用されている揮発性の炭化水素であり，合成

ゴムの原料であるイソプレンの化石資源以外からの獲得をめざし，微生物および竹笹類の

イソプレン生成能について調査する。微生物や植物の中にはイソプレンを大量に生産し放

出する種が存在し，たとえば植物の全球での総放出量は人間活動由来揮発性有機ガスの総

放出量よりも多いことが知られている。本研究では矢崎研と共同して，多くが高いイソプ

レン放出能をもつ竹笹類および培養毛状根に共生させた様々な微生物のイソプレン放出量

の有無を計測することで，高イソプレン放出種の同定とそれらの放出能について明らかに

する。 
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新研究醸成支援プログラム 

13) 根端分裂組織における細胞膜の弾性率測定と 

エキソサイトーシス機構との関係 

 

木村 俊作 

京都大学大学院工学研究科 

 
1. 研究組織 

代表者氏名：木村 俊作（京都大学大学院工学研究科） 

共同研究者：矢崎 一史（京都大学生存圏研究所） 

 

2. 新領域開拓のキーワードと関連ミッション 

植物二次代謝産物、植物微生物相互作用、生存圏 QOL 

ミッション１：環境計測・地球再生 

 

3. 研究概要 

植物の作る生理活性物質の中には、自らの根組織を土壌中の病原性微生物や食植昆虫か

ら守るため、根表面に化学バリアーを形成する、あるいは土壌中に生理活性物質を分泌す

ることが知られる。これらの代謝産物は土壌中の微生物との軍備競争に関与するものも多

いと考えられるが、土壌中における植物と微生物との相互作用は、根粒菌や菌根菌等の共

生研究を除き、その具体的な実体は大部分が未知である。本研究では、植物の根組織の作

る生理活性物質の分泌機構に焦点を置き、細胞膜の物理的特性を明らかにすること、さら

にそこに関わる分子の生理機能を解明する方法論の確立を目指す。 
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新研究醸成支援プログラム 

研究集会：1) 植物アロマのメタ代謝科学 

「生態学、大気科学、植物科学の融合」 

 

杉山 暁史 

京都大学生存圏研究所 

 
1. 研究組織 

代表者氏名：杉山 暁史（京都大学生存圏研究所） 

 

2. 新領域開拓のキーワードと関連ミッション 

新研究醸成支援プログラム 

ミッション１：環境計測・地球再生 

 

3. 目的と具体的な内容 

植物が放出する様々な揮発性有機化合物（植物アロマ）は、大気微量成分として大気質

の変動に大きなインパクトを持ち、森林圏と大気圏を繋ぐインターフェースとしての役割

を持つと見なされる。植物アロマに関する研究は、これまで主に生態学や植物生理学の分

野で行われ、生存圏研究所や生態学研究センター、農学研究科においても研究が進められ

ている。一方、大気化学の分野では放出された後の植物アロマの化学研究が主体であって、

両方を包括して生存圏全体の生物圏構造を、植物アロマを介した生物間相互作用により理

解しようとする試みはこれまでになされていない。 

そこで、植物アロマを共通のキーワードとし、地球環境の将来変動を異分野融合の元で

議論できる研究会を企画した。植物アロマに関して、大気科学、植物科学、生態学の研究

者が一堂に会し講演とディスカッションを行った。森林圏と大気圏を繋ぐ鍵分子である植

物アロマの動態に関して相互の理解が深まった。 

 
4. 生存圏科学の発展や関連コミュニティの形成への貢献 

今回、大気科学、生態学、植物生理学の研究者が、個体レベルでは微量ながら地球レベ

ルでは大きなインパクトを持つ植物アロマを共通のキーワードに一堂に会して議論し、生

存圏の生物間相互作用を駆動する植物アロマを正確に理解するための方向性についての意

見交換を行った。これにより、これまでにない大気圏と森林圏を融合した共同研究の芽が

生み出されたと期待できる。 

将来の地球環境を予測し、持続可能な生存圏を構築するためには、大気科学、生態学、

植物科学の研究者が、ミクロレベルからマクロレベルまでの統合した解析を行う必要があ
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る。これまで、大気科学、生態学、植物生理学の３分野を統合した解析がなされていなか

った植物アロマの研究を推進することにより、生存圏科学のさらなる発展が期待される。 

 

5. プログラム 

10:00–10:10 開会挨拶・趣旨説明 

杉山暁史 （京都大学） 

10:10–10:40 バイオビッグデータに挑む：メタボロミクスから化学生態学に向けたビッ

グデータ・サイエンスの展開 

中村由紀子、森田（平井）晶、小野直亮、佐藤哲大、金谷重彦 （奈良先

端科学技術大学院大学） 

10:40–11:10 生合成工学からみる揮発性テルペンの植物細胞内代謝イベント 

矢崎一史、杉山暁史 （京都大学） 

11:10–11:40 植物による植物アロマのリクルート 

松井健二、肥塚崇男 （山口大学） 

11:40–12:10 植物から放出される C1化合物と微生物－植物間相互作用による炭素循環 

由里本博也、阪井康能 （京都大学） 

   休憩 

13:10–13:40 レーザー分光計測で探る植物由来揮発成分の大気化学過程 

高橋けんし （京都大学） 

13:40–14:10 植物アロマの大気化学 ～不均一反応の分子レベルでの解明～ 

江波進一 （京都大学） 

14:10–14:40 植物が放出する VOC と吸収する VOC 

奥村智憲 （京都大学）、谷晃 （静岡県立大学） 

14:40–15:10 太陽光植物工場における植物アロマの活用 —植物診断と高度ガス環境制

御— 

高山弘太郎 （愛媛大学） 

   休憩 

15:20–15:50 シロイヌナズナ-アザミウマ間の相互作用とスイポウイルス媒介に関する

研究 

安部洋 （理化学研究所）、富高保弘 （中央農業総合研究センター）、瀬尾

茂美 （農業生物資源研究所）、下田武志 （中央農業総合研究センター）、

釘宮聡一 （農業環境技術研究所）、櫻井民人 （東北農業研究センター）、

津田新哉 （中央農業総合研究センター）、小林正智 （理化学研究所) 

15:50–16:20 植物の匂いを介した植物、植食性ハダニ、捕食性天敵の相互作用の分子メ

カニズム 

有村源一郎 （東京理科大学）、小澤理香 （京都大学） 

16:20–16:50 植物アロマのメタ代謝の視点で生物間相互作用を考える 

高林純示 （京都大学） 
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16:50–17:00 閉会挨拶 

高林純示 （京都大学） 

 

6. 参加者数 

生存研：  ８名（うち、学生２ 名）     合計４０名 

他部局：  ７名（うち、学生１ 名） 

学外：  ２５名（うち、学生０ 名、企業関係 ４名） 
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新研究醸成支援プログラム 

研究集会: 2) 次世代超高層大気研究検討会 

「新規衛星計画にむけたブレーンストーミング」 

 

山本 衛 

京都大学生存圏研究所 

 
1. 研究組織 

代表者氏名：斎藤 昭則（京都大学理学研究科） 

生存圏研究所担当者：山本 衛 

 

2. 新領域開拓のキーワードと関連ミッション 

新研究醸成支援プログラム 

ミッション１：環境計測・地球再生 

ミッション３：宇宙環境・利用 

 

3. 目的と具体的な内容 

本研究集会は、地球電磁気・地球惑星研学会（SGEPSS）の分科会である中間圏・熱圏・

電離圏（MTI）研究会を中心とする日本の超高層大気研究分野の若手・中堅研究者が集ま

り、新規衛星計画を中心としたブレーンストーミングを行って、次世代超高層大気研究の

長期計画立案の端緒を開く事を目的として、平成 26 年 2 月 14 日に京都大学東京オフィス

にて開催された。 
研究集会では、国内外で現在運用・計画中の中・大型衛星ミッションのレビュー、計画

されている小型・超小型衛星についての現状紹介や実現可能性、これらの衛星計画を利用

したサイエンスターゲットについて講演が行われた。その後のブレーンストーミングでは、

100－300km をカバーする極軌道衛星や大気光・オーロラ撮像衛星、マイクロ衛星による

多点電離圏・磁気圏観測などの具体的なアイディアが出され、衛星観測実現までのスケジ

ュールや戦略なども含めて活発に議論された。 

 
4. 生存圏科学の発展や関連コミュニティの形成への貢献 

近年、竜巻等の対流圏の活動や地震・津波などが高度 300km 付近に広がる電離圏（超

高層大気の弱プラズマ部分に相当する）を大きく変調することが明らかになり、地表面か

ら超高層大気までの結合過程の研究が重要視されるようになってきた。すなわち、超高層

大気の研究は、地球大気全体の変動を捉える上で必要不可欠なものであり、生存圏科学の

重要な一部分である。本研究集会で出された次世代超高層大気観測衛星のアイディアや戦
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略は、生存圏科学の発展に大きく寄与すると考えられる。 
また、本研究集会では、これまで比較的小規模の研究チームにより進められていた衛星

計画だけでなく、次期 JAXA イプシロン衛星ミッション募集へ提案すべき総合的な衛星の

検討も行われ、MTI 研究会のみならず SGEPSS の他分野を含めて衛星計画を考える研究者

コミュニティ形成の必要性についても議論された。 

 

5. プログラム 

日時：平成 26年 2 月 14 日 13:15-16:50 

場所：京都大学 東京オフィス 第２会議室 

(東京都港区港南 2-15-1 品川インターシティ A棟 27 階) 

 

13:15-13:20 「研究集会の目的・経緯」 津川卓也（NICT） 

13:20-13:50 「衛星計画紹介」斉藤昭則 （京大理） 

 SWARM, ICON, GOLD, SLATS, ELMOS, Cubesat, QB50 

 極域電磁気圏探査超小型衛星 

 イプシロン搭載宇宙科学ミッション提案について 

 2/18 次期地球電磁気圏探査検討会について 

13:50-14:20 「マイクロサテライト（超小型衛星）によるスーパーコンステレーション」 

高橋幸弘（北大） 

14:20-14:30 休憩 

14:30-15:00 「次期 MTI 衛星計画案」渡部重十（北大） 

15:00-15:30 「多点同時観測衛星に関する情報」横山竜宏（NICT） 

15:30-16:00 「CubeSat を利用した MTI 観測衛星計画」山本衛（京大 RISH） 

16:00-16:50 総合討論 

 

6. 参加者数 

生存研：  １名（うち、学生 ０名）     合計１０名 

他部局：  １名（うち、学生 ０名） 

学外：   ８名（うち、学生０ 名、企業関係 ０名） 
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新研究醸成支援プログラム 

国際共同研究「エステル型リグニン糖複合体酵素分解反応の解析」 
 

西村 裕志 
京都大学生存圏研究所 

 
1. 研究組織 

代表者氏名： 西村 裕志（京都大学生存圏研究所） 
共同研究者： 渡辺 隆司（京都大学生存圏研究所） 
 片平 正人（京都大学エネルギー理工学研究所） 
 永田 一真（京都大学エネルギー理工学研究所） 
 Gunnar Westman（Chalmers 工科大学） 
 Lisbeth Olsson（Chalmers 工科大学） 

Jenny Arnling Bååth（Chalmers 工科大学） 
 Johan Larsbrink（Chalmers 工科大学） 
 Filip Nylander（Chalmers 工科大学） 
 Hampus Sunner（Chalmers 工科大学）他 

 
2. 新領域開拓のキーワードと関連ミッション 

新研究醸成支援プログラム 
ミッション２：太陽エネルギー変換・利用 
ミッション４：循環型資源・材料開発 

 
3. 研究概要 

 樹木に代表される植物バイオマスは未利用かつ豊富なバイオマス資源として注目されて

いる。植物細胞壁は、主にセルロース、ヘミセルロースおよびリグニンによって構成され

ていて、互いに多様な結合で三次元の高分子を形成している。この高分子ネットワークで

特にリグニンと糖の結合構造は、その存在量は少ないもののバイオマスの高分子ネットワ

ークを“ほどく”ための鍵となる構造であり、バイオマスの成分分離、変換反応を開発する上

で重要である。植物細胞壁中で、リグニンはヘミセルロースと共有結合して Lignin 
Carbohydrate Complex (LCC) を形成しており、細胞壁の強度や分解性に大きな影響を与

えている。バイオマス変換において、このリグニン・糖間結合の切断を高効率で行えれば、

主要３成分の分離効率は大きく上昇すると期待される。本研究では、リグニン・糖間結合

を直接切断する酵素に着目して、エステル型 LCC モデル化合物の合成と酵素による分解反

応を行い、LCC の分析と構造解析、酵素の反応特性と分解反応を詳細に解析するとともに、

実際の植物細胞壁成分と反応させて起こる構造変換への応用を目指す。本国際共同研究で
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はリグニンと糖の結合構造のモデル化合物の合成グループ(スウェーデン・チェルマース工

科大 Gunnar 教授ら)、微生物由来の糖の結合構造分解酵素研究グループ(スウェーデン・チ

ェルマース工科大 Olsson 教授ら)、分解反応・構造解析グループ(京都大生存研、エネ研)が
連携して糖リグニン複合体分解反応を解析する。本研究は、植物バイオマス中で、糖リグ

ニン複合体の分子構造に関する基礎知見を与えるとともに、特異的な酵素によるバイオマ

ス成分分解反応を解析する新しい試みである。 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

図：スウェーデンからの招聘研究者を迎え

て国際セミナーを開催。 
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