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公開シンポジウム「複合適応形質の進化」  

開催趣旨および報告  

	 

	 平成２２年度に発足した新学術領域研究「複合適応形質進化の遺伝子基盤解明」

の目的と活動を研究者・学生等へ広く紹介するために、同年９月１７日（金）に

東京大学農学部キャンパスで第１回公開シンポジウム「複合適応形質の進化」を

開催した。この領域は「複数の形質が同時に進化してはじめて適応的となるよう

な進化は、はたして遺伝子レベルで説明できるか」という現代進化生物学の難問

に挑むことを目的にしている。この領域の面白さを伝えるために、公開シンポジ

ウムでは、７つの計画研究の各代表者とともに、総括班のメンバー５名を加えた

１２名が、それぞれ「複合適応形質進化」を遺伝子レベルで解析する研究の最前

線を紹介した。当日は約１００名の参加者があり、講演会場には立ち見もでるほ

どの盛況であった。対象とする生物は動物、昆虫、植物、微生物と多様であった

が、熱心に質疑が行われた。	 

	 また、今回のシンポジウムでは、１２名の講演のあと、ポスターセッションと

交流会が行われ、１６名の若手研究者や学生が最新の研究をポスターパネルで発

表した。シンポジウムの講演内容と密接に関連する話題も多く、若手・ベテラン

の分け隔てなく熱い討議が続いていた。	 

	 新学術領域は個々の研究集団の寄せ集めではなく、領域全体の研究水準を上げ

てゆくことが求められる。国内向けのシンポジウムや若手ワークショップは、複

合適応形質進化の分野での裾野を拡大するとともにコミュニティーとしての力を

集約するための重要なイベントであり、今後も定期的に開催していく予定である。	 

	 末筆ながら、シンポジウムの開催にあたり、長谷部光泰	 領域代表と基礎生物学

研究所のかたがたをはじめ、多くの皆様のご協力を得たことを記し、あらためて

御礼申し上げる。	 

平成２３年１月３１日 
新学術領域研究「複合適応形質進化の遺伝子基盤解明」 

関連集会担当	 嶋田	 透 
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公開シンポジウム「複合適応形質の進化」  
2010 年 9 月 17 日（金）9:50～	 東京大学農学部 2号館 2階「化 1講義室」	 

	 

	 9:50~10:00	 はじめに（長谷部光泰）	 

10:00～10:30	 長谷部光泰（基礎生物学研究所	 生物進化研究部門）	 

「複合適応形質進化の遺伝子基盤解明に向けて」	 

10:30～11:00	 倉谷滋	 （理化学研究所	 発生・再生科学総合研究センター）	 

「カメの甲を理解するための進化発生研究」	 

11:00～11:30	 川口正代司（基礎生物学研究所	 共生システム研究部門）	 

「アーバスキュラー菌根共生系から根粒共生系への進化」	 

11:30～12:00	 深津武馬（産業技術総合研究所	 生物プロセス研究部門）	 

「共生細菌による宿主昆虫の体色変化：隠蔽色に関わる共生の分子基盤の解明」	 

12:00~12:30	 岡田典弘（東京工業大学	 大学院	 生命理工学研究科）	 

「形態進化の分子基盤̶シクリッドと哺乳類を例として̶」	 

	 

12:30～14:00	 昼食	 

	 

14:00～14:30	 河田雅圭（東北大大学院生命科学研究科）	 

「適応を制限あるいは促進する遺伝的基盤の解明」	 

14:30～15:00	 豊田敦（国立遺伝学研究所）	 

「次世代シーケンサーを用いた配列解析戦略」	 

15:00～15:30	 西山智明（金沢大学	 学際科学実験センター）	 

「非モデル生物のゲノム解読と責任遺伝子同定の展望」	 

15:30～16:00	 休憩	 

16:00～16:30	 望月敦史（理化学研究所	 基幹研究所）	 

「遺伝情報と表現型進化の結合を目指した制御ネットワークの動態の解明」	 

16:30~17:00	 嶋田透（東京大学大学院農学生命科学研究科）	 

「カイコの食性およびフェロモン応答性の進化」	 

17:00～17:30	 藤原晴彦（東京大学大学院新領域創成科学研究科）	 

「昆虫の擬態紋様形成の分子機構と進化プロセスの解明」	 

17:30～18:00	 矢原徹一（九州大学）	 

「蝶媒花と蛾媒花の花形質の遺伝子基盤：キスゲ属を例に」	 

18:00～18:10	 おわりに（長谷部光泰）	 

	 

18:30～20:30	 懇親会兼ポスターセッション（弥生講堂アネックス（セイホクギャラリー））	 
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ポスター発表 
 
○大島一正、長谷部光泰（基礎生物学研究所）	 

「クルミホソガ	 Acrocercops	 transecta	 における幼虫の寄主適応の遺伝基盤」	 

	 
○福島健児、長谷部光泰（基礎生物学研究所）	 

「食虫植物進化の遺伝子基盤解析戦略」	 

	 
○真野弘明、長谷部光泰（基礎生物学研究所）	 

「ランカマキリの擬態を形成する体色色素の生化学的解析」	 

	 
○日渡祐二、石川貴章、長谷部光泰（基礎生物学研究所）	 

「陸上植物の無限成長・枝分かれ機構進化~ヒメツリガネゴケのポリコーム遺伝子 PpFIE	 のタ

ーゲット遺伝子の解析~」	 

	 
○入江直樹、倉谷滋（理化学研究所）	 

「脊椎動物ファイロタイプと柔構造としての胚発生」	 

	 
○大門高明、嶋田透（東大院農）	 

「カイコとその近縁種を用いた性フェロモン進化の分子基盤の解析」	 

	 
○藤井告 1、並木重宏 2、藤井毅 1、阿部広明 3、大沼昭夫 4、勝間進 1、嶋田透 1（1東大院農、2東

大先端研、3農工大農、4蚕技研）	 

「Abnormal	 feeding	 behavior	 and	 olfactory	 response	 to	 the	 sex	 pheromone	 observed	 in	 the	 

acj6	 mutants	 of	 the	 silkworm	 Bombyx	 mori」	 

	 
○山口淳一 1、山本公子 2、生川潤子 2、伴野豊 3、三田和英 2、藤原晴彦 1	 

（1東京大学大学院新領域先端生命、2農業生物資源研究所、3九州大学農学研究院）	 

「鱗翅目昆虫の幼虫の体表にスポットパターンを生み出すメカニズム」	 

	 
○西川英輝、藤原晴彦（東京大学大学院新領域先端生命）	 

「シロオビアゲハとベニモンアゲハの後翅の赤色色素に関する解析」	 

	 
○溝口喬之 1、山口淳一 1、伴野豊 3、三田和英 2、山本公子 2、藤原晴彦 1	 

（1東京大学大学院新領域先端生命、2農業生物資源研究所、3九州大学農学研究院）	 

「カイコ紋様突然変異体 Zebra(Ze)の原因遺伝子の探索」	 

	 
○土田努 1、古賀隆一 2、Jean-Christophe	 Simon3、堀川美津代 4、角田鉄人 4、眞岡孝至 5、松本

正吾 1、深津武馬 2（1理化学研究所、2産業技術総合研究所、3INRA、4徳島文理大学、5生産開発

科学研究所）	 
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「感染性体色変化！」	 

	 
○二河成男 1、細川貴弘 2、大島健志朗 3、服部正平 3、深津武馬 2	 

（1放送大学、2産業技術総合研究所、3東京大学）	 

「必須腸内共生細菌の比較ゲノムから見るマルカメムシ類の食物利用の進化」	 

	 
○二橋亮、深津武馬（産業技術総合研究所）	 

「トンボにおける体色・翅色多型の進化機構」	 

	 
○細川貴弘、深津武馬（産業技術総合研究所）	 

「誰でもいいのか？：チャバネアオカメムシの絶対的相利共生細菌に見られる個体間多型」	 

	 
○貝和菜穂美 1,2、細川貴弘 2、菊池義智 2、深津武馬 2（1東京大学、2産業技術総合研究所）	 

「クヌギカメムシ類の腸内共生系と卵塊上のゼリー状物質」	 

	 
○重信秀治、山口勝司（基礎生物学研究所）	 

「基礎生物学研究所における次世代シークエンサーを利用した機能ゲノミクス研究」	 
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シンポジウム写真  
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