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第１回	 遺伝子機能解析技術ワークショップ報告	 

 
新学術領域「複合適応形質進化の遺伝子基盤解明」では、有用な情報・知識・

技術などを共有して、進化研究の新たなパラダイムを創成することを目標とし

ています。当領域は、複雑な適応形質やその進化プロセスを、次世代シーケン

サーによる網羅的な遺伝子解析などを利用して解明しようと考えていますが、

大きな問題として立ちはだかるのが個々の遺伝子の「機能解析」です。遺伝子

機能解析技術支援班の役割は、遺伝子機能の解析に有用な技術や情報をなるべ

く多くの班員に伝えるべく、技術講習会や情報交換会などを開催するものです。 
 
そこで本年度は、「siRNA の設計・注入・発現解析」と題して、10 月 6 日と

7日の 2日にわたって「第 1回遺伝子機能解析技術ワークショップ」を開催しま
した。東大・新領域の藤原研究室を開催場所として、全国の大学・研究所より 4
名の研究者が参加し、研究室の実験設備や機器を用いて実験を行い、技術講習

会として有意義な時間を過ごしてもらえたのではないかと思います。実際には、

カイコ卵を使って siRNAの効果を見る実習を行いました。従来昆虫では siRNA
の有効性はほとんど示されていませんでしたが、最近当研究室では siRNAを多
数設計し、カイコ胚での注入・解析をした結果、長い dsRNAよりもむしろ効果
的であることが確認されました（Yamaguchi J et al. 2011）。外注 siRNAはか
なり低価格になりつつあり、網羅的な解析を考えると、siRNA による機能解析
は昆虫に限らず多くの生物で有用な選択ではないかと思われます。今回も昆虫

を扱っていない研究者が参加されましたが、今回のワークショップの情報が昆

虫以外の研究にも役立つのではないかと期待しています。 
 
次ページ以降には、ワークショップの概要と講習会で配布したマニュアル（一

部抜粋した簡易版）、ワークショップ参加者の一人である藤原亜希子氏（富山大

学）のレポートを掲載いたします。 
なお今回のワークショップ開催にあたり、藤原研究室の山口淳一研究員、茶

木京子、有田和美両技術補佐員には多大な協力を仰ぎました。深く感謝いたし

ます。また、参加後のレポートを執筆いただいた藤原亜希子氏に御礼申し上げ

ます。 
 

平成 23年 10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」 

遺伝子機能解析技術支援担当	 藤原晴彦 
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新学術領域「複合適応形質進化の遺伝子基盤解明」  

第 1 回遺伝子機能解析技術ワークショップ  

 
・開催日時：2011年 10月 6日（木）13：00から 10月 7日（金）12：00まで 
 
・開催場所：東京大学柏キャンパス生命棟 5階藤原研究室 
 
・講師：藤原晴彦、山口淳一、茶木陽子、有田和美（東大・新領域・先端生命） 
 
・ワークショップ参加者： 
大島一正（基礎生物学研究所・生物進化研究部門）＊現所属（京都府立大学） 
川島武士（沖縄科学技術研究基盤整備機構（OIST）） 
木内隆史（東京大学・大学院農学生命科学研究科・昆虫遺伝研究室） 
藤原亜希子（富山大学・先端ライフサイエンス研究拠点土田研究室） 

 
・ワークショップの実習概要： 
（１）siRNAの設計：設計上の注意点などに留意して実際に設計を行ってみる。 

今回は各自のパソコンで、カイコ TH（Tyrosine hydroxylase）の遺伝子
配列に対して siRNAの設計を行った。 

（２）カイコ卵への siRNAのインジェクション：カイコのような硬い殻をもつ
卵へのインジェクションの技術を習得する。 

ガラス針の作成、卵のスライドグラスへの固定、ガラス針への siRNA溶液
の充填、実体顕微鏡での針の位置合わせ、インジェクション操作、インジ

ェクション後の針穴の修復、などを行った。 
（３）標的遺伝子の発現：siRNA 注入後に標的遺伝子の mRNA レベルの発現
レベルの測定を行ってみる。 

今回は実際の作業は行わず、生データの解析手法について解説した。 
（４）表現型の解析：TH・siRNA注入後の個体の表現型の解析を試みる。 

1 週間前に予め TH・siRNA を注入したサンプルを用いて表現型の確認を
行った。また、各自がインジェクションしたサンプルは持ち帰って観察す

ることとした。 
（５）ゼブラフィッシュ胚への注入：カイコ卵以外への注入を試みる。 

カイコ卵のような硬い卵殻を持つもの以外に、ゼブラフィッシュ卵へのイ

ンジェクションを実演した。 
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2011.10.6-7    新学術領域研究「複合適応形質進化の遺伝子基盤解明」 

第 1 回  遺伝子機能解析技術ワークショップ  

（柏・東京大学新領域生命棟 501・藤原班）  

siRNA インジェクション用 簡易マニュアル  
 

１．概要  

  1 日目 
 (1) 卵を産ませる（当日に産んだ卵を使用するため。今回は省略。） 
 (2) 卵の固定（スライドガラス） →  消毒（ホルマリン） 
 以下、実体顕微鏡下で 

 (3) インジェクション（針の位置合わせ→ インジェクション → 穴をふさぐ） 

  2 日目 
 (4) 表現型の観察 
 (5) mRNA レベルの定量（実際の作業は極力省略し、生データを見てもらうことを重視） 
 

２．用意  
・siRNA in Injection Buffer(100 mM KOAc, 2 mM Mg(OAc)2, 30 mM Hepes-KOH, pH 
7.4) 
・タングステン針   
先端を鋭く研いだもの。使用前に７０％エタノールで殺菌する。 

・ガラス針 
 ガラスキャピラリー(Narishige, GD-1、1 x 90 mm) を Narishige、PP-830でひいて作成する
(60�)。両面テープをつけたシャーレに保存しておくと便利。 
・Microloader チップ（Eppendorf、5242 956.003、キャピラリーへサンプルを充填するための特
殊なもの） 
・スライドガラス 
・接着剤（アロンアルファ) 
・筆 or ピンセット (卵をスライドへ固定するため) 
・ホルマリン溶液 
・シャーレ 
・タッパー 
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３．手順  

 (1) 卵を産ませる（今回は省略） 
 卵へのインジェクションは、産下直後の卵に行う必要がある。産下 24hr 以降の卵は、効

率が著しく悪くなる。通常、前日に雄雌を交配させた状態で４℃保存しておき、当日室温

に戻す。雄雌を離すと、数時間のうちに生み始める。5 時間以内にインジェクションを終え

るようにする。 

 
 (2) 卵の固定 

 インジェクションの作業を簡単にするために、スライドガラスに卵を固定する。このときに

卵の向きを合わせることで、胚の同じ位置にインジェクションできるようになる。最後にホ

ルマリンで消毒することで孵化までの 10日間にカビが生えてくるのを防止する。 
 
 使用する卵を産卵台紙ごと水につけ、流水(水道水)で洗う（10分程度） 
  ↓ カビ発生の防止、卵を台紙からはがしやすくする 
 筆などを使いスライドガラスに卵を並べる 
  ↓ 卵の裏表と向きを一定にする。6行 8列がちょうど良い。 
 接着剤で固定 
  ↓ 卵の高さに高低差が出ないよう注意 
 （消毒作業） 
 ホルマリン（原液）を十分にしみ込ませたペーパータオルなどを 50 ｍｌチューブにいれる 
  ↓ 

密閉できる容器（タッパーなど）に、卵を貼り付けたスライドガラスを入れたシャーレを、 
蓋を空けた状態で入れる（シャーレごと消毒する為） 

  ↓ 

ホルマリン入り 50 ｍｌチューブの蓋を開けたまま容器に入れ、密閉し３～10分程放置 
 
 (3) インジェクション 

 カイコは卵殻が堅いので、タングステン針で穴を空けてから、その穴へ細いガラス針で

試薬をインジェクションする。タングステン針は鋭く研ぎ、卵に空ける穴は極力小さくする。 
 

 ・電動マニュピュレーター、マイクロインジェクターの電源をいれる。 
  ↓ 

 ・ガラス針に試薬を充填する。 

  ↓ 

 ・タングステン針と試薬を入れたガラス針をセットする。 



 5 

  ↓ キャピラリーはきつめに閉めてからちょっともどす。 
 ・卵を固定したスライドガラスを顕微鏡にセットする。 
  ↓ 
 （針の位置合わせ）  
 ・マニュピレーターを操作し、タングステン針とガラス針の位置を決める。 

①はじめにタングステン針の位置を記憶させる。目標物をきめそこに移動させ、記憶ボタ

ン１を押す。 
②つぎにガラス針の位置をタングステン針と同じ位置に設定する。同じ目標物に移動させ

記憶ボタン２を押す。（キャンセルするときは赤ランプが消えるまで長押し） 
 

 （インジェクション）  
 ・タングステン針をセットした記憶ボタン１を押す。 
  ↓ 
 ・顕微鏡のステージを動かしてタングステン針で卵に穴を開ける。 
  ↓ （なるべく小さい穴。針を刺したときに音がするときは良くない） 
 ・ステージを少し手動で戻す 
  ↓ 
 ・ガラス針をセットした記憶ボタン２を押し、ガラス針を同じ位置に移動させる。 
  ↓ 
 ・ゆっくりとステージを動かし、穴へガラス針を入れる。（卵の横幅の 1/4～1/5程度） 
  ↓ 
 ・試薬を注入 

マウスクリック。穴の外側に出てくる濁った液滴の大きさで、インジェクションした量を確認

する。素早くステージを動かしてガラス針を卵の中から引き抜く。 

  ↓ 

 ・（繰り返す） 

  
ガラス針の交換 ： ガラス針がつまって clean ボタンを押してもだめなとき、または、針が

折れてしまったときなどは、新しいものと交換する。本体の MENU ボタンを押してからガラ

ス針を取り外す。 

 
 （穴をふさぐ）  

・チップ等で少量の接着剤をとり、使い古しのガラス針や細いチップで、卵の穴に塗ってふ

さぐ。 

  ↓ 

・卵のスライドガラスはシャーレで保存する。保湿のために、タッパーなどに湿らせたペー
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パータオルを敷き、その中にシャーレごと入れて 25℃ぐらいの場所に保管する。注射後 2，

3 日は特に湿度を保つよう注意する。 

 
 (4) 表現型の観察 

 カイコの場合 6 日目以降の胚の摘出は比較的容易。卵殻の上部をメスで切り取るか、

鋭いピンセットで破き、PBS 内で洗うようにすれば胚が浮遊してくる。それ以前の胚は、胚

に多量の卵黄が付着しているのでピンセットなどで丁寧に取り除く。 

 チューブやプレートに移すときは、先を切ったチップなどで PBSごと吸うとよい。 孵化直

前の胚ならピンセットで操作しても大丈夫。 

 
 (5) mRNA レベルの定量（今回はデータのみで作業は省略。）  

 siRNA により mRNA 量が減少していることは、リアルタイム RT-PCR で定量的に検証で

きる。以下のプロトコルでは、1 個の胚からでも十分量の cDNA がとれる。 

 
 Total RNA の抽出  
 ・卵または胚(1-4個程度)/400 µl TRI Reagent(シグマ) → ペッスルでつぶす。 
  ↓ (この状態で-20℃に保存しても結構大丈夫) 
 ・室温 5分放置 
  ↓ 
 ・80 µl クロロフォルムを加える 
  ↓ 
 ・遠心 15,000 rpm 10 min 4℃ 
  ↓ 
 ・上層を新しいチューブに移す 
  ↓ 
 ・等量(約 200 µl)のイソプロパノールを加え、10 min 室温放置。 
  ↓ 
 ・遠心 15,000 rpm 10 min 4℃ 
  ↓ 
 ・ペレットを 70%エタノールWash, Dry, 10ulの H2Oに溶かす。 
  (H2Oはできれば Nuclease Free Water (Ambion等)) 
  ↓ 

 ＤＮａｓｅＩ処理 

 ・以下の DNaseI Mix を 5 µl 加える 

  x10 DNaseI buffer （付属品）   1.5 µl 

  H2O     2.6 µl 
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  RNase Inhibitor (TaKaRa, 2311A, 40U/µl) 0.4ul 

  DNaseI (TaKaRa, 2270A, 5U/µl)  0.5ul 

  ↓ 

 ・37℃ 15 min 

  ↓ 

 （フェノクロ） 

 +100 µl H2O 

 +100 µl フェノール・クロロフォルム→ Vortex 2 min、遠心 15,000 rpm 2 min 4℃、上層 

  ↓ 

 （エタ沈 or イソプロ沈） 

 上層＋1/10 量(10 µl) 3M 酢酸ナトリウム＋2.5 倍量(250 µl)100%エタノール。良く混合。 

 -20℃で 30 min 程度おいて（省略可）、15,000 rpm 15 min 4℃でペレットにする。 

 サンプル数が多いときはフェノクロ処理の上層を8連チューブに移し、等量(100 µl)のイソプロパノール・

3M 酢酸ナトリウム 1/10 量(10 µl)を加え、エタ沈と同様に、-20℃で 30 min 程度置いた後、15,000 rpm 15 

min 4℃でペレットにすると便利。 

  ↓ 

 70%エタノール Wash、ペレット、Dry、4µl H2O に溶かす。 

 (RNA が多いときは、10 µl 程度に溶かし 1 µg 分を逆転写反応に用いる) 

 （全量を 8 連チューブに移すと便利。） 

  ↓ 

 ｃDNA 合成 

 65℃ 10 min → 急冷 （熱変性） 

  ↓ 

 RT Mix（GE 社 27926101A の 1stStrandcDNA 合成キットを使用）を 3.5 µl ずつ加える 

  BulkSolution（付属）  2.5 µl 

  DTT （0.2M、付属）   0.5 µl 

  dN6 プライマー（付属）  0.5 µl 

  ↓ 

37C 1 hr → 90℃ 5 min（失活） 

  ↓ 

 H2O 50-150 µl を加え、リアルタイム RT-PCR に使用する。 
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資料１  

siRNA の設計方法  

siDirect (http://sidirect2.rnai.jp/design.cgi)  

↓ 配列をコピー (できれば ATGから) 

↓設定  

Ui-Teiの設定 

off-target searchを外す 

G/C content35-55%,  

C's or G's 4 bases aboid, 

G/C's over 4base in length avoid、 

*Seed-duplex stabilityまたは AAGNNN ・・or AACNNN・・を設定。 

(できれば両方。Sも使える) 

 

↓候補 (23 nt) を一つずつ見る。 

1) ATGから 75塩基以上下流であること。 

 2) 周辺に GCリッチな配列が無いこと、3’側が ATリッチなこと。 

 3) 系統差による塩基多型を踏んでいないこと。 

4) 可能なら・・・先頭の 3文字が AAG、または AAC 

   最後の 2文字が TT,TN,NT,AA 

   (少なくても 1塩基の Aまたは Uを含むことが望ましい) 

   最後から 4文字目が A  

↓Off タ ー ゲ ッ ト 検 索 。 カ イ コ

BLAST(http://kaikoblast.dna.affrc.go.jp/cgi-bin/robo-blast/blast2.cgi?program=NA) の

ESTs/Genesのデータベースに対して BLAST。 

↓（できれば ChinaGeneModelに対して BLAST） 

↓  siDirectのページからセンス、アンチセンスの配列を得る。 

↓ センスの 3'側を、2塩基を dU または dT  に変える。 
 
 



 9 

資料 2 

 

TH遺伝子の配列(N4,p50の間で多型が無いことを確認した領域) 

 
TGGTTGATGACGCCCGCTTCGAAACACTGGTAGTCAAACAAACCAAGCAGAGCGTACTTGAAGAGGCTCG

CGCCCGAGCCAATGACTCTGGCTTGGAATCTGATTTCATCCAAGATGGAGTGCATATTGGTAACGGTGAT

AATTCTCCAACCGTTGAAGATGGGACCCAGCAAGATGAAACGAAAAATGGTCACCTCGCTGATGCTGATA

TAGGCGATGACGATGCGAAGGGTGACGAGGATTATACGCTGACCGAAGAAGAAGTGATCTTGC
AAAATGCTGCTAGTGAATCTTCTGAAGCGGAACAAGCTCTCCAACAAGCTGCCCTTTTATTGCATATG
CGCGATGGAATGGGATCCCTCGCACGCATTCTGAAAACCATCGACAATTATAAAGGATGCGTTCAGCACC

TTGAGACTCGCCCTTCCCAAGTCACTGGAGTCCAATTCGATGCTCTAGTTAAAGTCAGCATGACT
CGTATTAATCTTATCCAGCTAATTAGATCCTTGCGTCAGTCAACCGCGTTTGCTGGTGTTAACCTTC
TGACCGAAAATAACATCTCGAGCAAGACACCTTGGTTCCCGCGCCACGCTTCTGATCTCGATAACTGTAA

CCATCTCATGACCAAGTACGAACCCGAATTAGACATGAACCATCCTGGTTTCGCGGACAAAGATTACAGG

GAACGCAGAAAACAGATTGCGGAAATCGCTTTCGCTTACAAATACGGTGACCCGATTCCGTCTATCGCAT

ACACTGAAATCGAGAATGGCACTTGGCAACGAGTGTTCAACACCGTGCTTGATTTGATGCCCAAACACGC

GTGCAGAGAGTACAAGGCTGCGTTCGAGAAACTACAGGCAGCAGACATATTCGTACCTCATCGTATTCCA

CAACTGGAAGATGTCAGTAGCTTCTTGCGTAAGCACACTGGCTTTACCCTGCGACCGGCTGCTGGTCTTC

TGACGGCACGTGACTTCCTCGCCTCGCTTGCCTTCCGCGTATTCCAATCGACACAATACGTACGCCACAA

CAATTCGCCTTTCCACACAC 

 
●設計した siRNA 
TargetA : AAGAAGAAGTGATCTTGCAAAAT 
 TH_A_s        GAAGAAGUGAUCUUGCAAAUU 
 TH_A_as    	  UUUGCAAGAUCACUUCUUCUU 
 
TargetB : AAGTCAGCATGACTCGTATTAAT 
 TH_B_s        GUCAGCAUGACUCGUAUUAUU 
 TH_B_as       UAAUACGAGUCAUGCUGACUU 
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資料 3 

 

siRNA の 入 手 先 と 価 格 な ど

http://www.greiner-bio-one.co.jp/products/RNA/dsrna.html 
 
 最近は、RNA の有機合成が低価格になり、1 組 2 万円前後で外注できる。ここで使用した
siRNA は、ファスマックに発注したもの（逆相カラム精製のグレードで十分）。発注者が設計した
21nt の配列（センス鎖とアンチセンス鎖）をメールで送れば、アニーリングして、粉末にした状
態の siRNAを納品してくれるので便利。発注してから 3週間程度かかると言われていたが、実際
は 1-2週間で納品されることが多い。 
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第１回遺伝子機能解析技術ワークショップに参加して  

富山大学先端ライフサイエンス研究拠点	 藤原亜希子 

【概要】  

	 	 鱗翅目昆虫のモデル生物であるカイコでの siRNA インジェクションによる RNAi

について、成功例を元にした技術講習会として 2011年 10月 6 - 7日に東京大学柏キャ

ンパス (新領域生命棟 501：藤原班) にて開催された。 

【実験内容】  

一日目：カイコ卵へのインジェクションと siRNA設計方法の演習  

	 まず始めに、予め用意して頂いていた産下直後の卵をイ

ンジェクションし易いようにスライドガラスに向きを合わ

せて固定した (図 1) 。少人数ということもあり、これらの

作業は一人ずつ個別の実体顕微鏡を用いて行った。注意事

項を聞きながら確認しつつ、じっくりと行う事ができた。 

	 カビ防止の為のホルマリン消毒を行った後、いよいよ本

番である siRNAのインジェクションを行った。カイコの卵

殻が堅い為、始めにタングステン針で穴を空けた後、その

穴へ siRNAを充填したガラスキャピラリーでインジェクシ

ョンするという方法であった (図 2) 。この時、特に難しか

ったのはタングステン針とガラスキャピラリーの位置を全

く同じに合わせる事だった。これは卵に空ける穴を極力小

さくする為であり、孵化率を大きく左右する重要なステッ

プである。始めのうちはちゃんと高さが合っているのか判

断するのが困難であったが、実際に指導を受けつつ操作を

して行く過程でなんとかコツをつかむ事ができたと思う (指導して頂いた方からも「こ

れはともかく経験あるのみ」との事であった) 。このようにしてインジェクションした

卵は、穴を接着剤で塞いだ後、シャーレに保存し、25℃に静置した。 

	 インジェクションの空き時間を利用して、siRNA 設計方法について学んだ。これは、

カイコでの実験において現在用いられている手順 (Yamaguchi et al, 2011) で、Tyrosine 

hydroxylase (TH) に対する siRNAを実際に設計してみるという演習形式であった。候補

配列からの絞り込み条件については、様々な論文から昆虫において有効であろうとされ

ている条件を収集したものとの事で、実際に試してみた場合における各々の効率や有効

性等を交えて詳しく説明して頂き、大変参考になった。 

 

二日目：表現型の観察と mRNAレベルの定量  

	 あらかじめ用意して頂いていた siRNA インジェクション済みの卵 (孵化直前) から

図 1: 卵の固定  

図 2: インジェクション  
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胚を摘出し、表現型の確認を行った。今回使用したのは上記でも記したように TH遺伝

子に対する siRNA であった為、摘出した胚は体色の着色が阻害されて見事な程に真っ

白であり、感動的でさえあった。しかし、このように表現型で明確に結果がわかる場合

ばかりではないので、実際に遺伝子発現量の低下を確認する為には定量 PCR を行う必

要がある。今回は時間の都合上 RNA抽出等の作業は行えなかったが、実際の生データ

を用いる事によって、得られた結果の評価方法について学ぶ事ができた。 

	 また当初は予定されてはいなかったが、同研究室で行われているゼブラフィッシュ卵

への siRNA インジェクション方法も体験する事ができた。カイコ卵とはまた異なる方

法でのインジェクションであり、様々な工夫によって対象毎に最適化している事がよく

分かった。 

【参加しての感想】  

	 新しい技術にチャレンジしようとする時、実験を軌道に乗せるまでに多くの時間とコ

ストを費やす事が多々ある。これを解消する最も確実な方法は、成功した経験者から直

接学ぶ事であり、今回のワークショップは本当に良い機会であったと思う。特にインジ

ェクションは、論文を読んだだけではイメージが想起しにくい作業であり、実際に見て、

操作できた事は大変良い経験になった。参加人数が少人数であり疑問点について細かく

質問ができる環境であった事や、作業がし易いように事前に万全の準備をして下さって

いた事に感謝したい。 

	 今回学んだ事を自分の研究へと生かし、その結果をフィードバックすることによって、

遺伝子機能解析技術の向上に貢献できればと思う。是非今後もこのような技術講習会を

開催して頂きたいと強く希望している。 

 
（実習風景） 
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Keystone symposium "Evolutionary Developmental Biology" 

参加報告  
 

2011年2月27日から3月2日まで、カリフォルニア州タホ市 (Tahoe) で開かれた

Keystoneシンポジウムに参加した。Keystoneシンポジウムは、細胞および分子生物学に

関わる様々なテーマごとに合宿形式で討論するよう企画されており、会期の間は全員が

同じホテルに泊まるため昼夜を問わず活発な議論が繰り広げられる。我々が参加したシ

ンポジウムはEvolutionary Developmental Biologyがメインテーマであり、上記4日間の午

前と午後に各1つずつ講演のセッションが設けられていた。これらのセッションは 

・Evolution in populations 

・The origin of complexity 

・Genetic architecture of trait evolution 

・Speciation and developmental disruption 

・Evolution of regulatory networks 

・Macroevolution 

の６つのテーマにカテゴリー分けされており、進化発生学だけでなくその周辺領域も含

めた20題の講演発表と11題のsmall talk（ポスター演題からのピックアップ）によって構

成されていた。また、夕食後にはポスターセッションの時間があり、そこでは計85の演

題発表が行われた。この他、"Research frontiers in evo-devo"というテーマでのパネルディ

スカッションが行われた。 

 

新学術メンバーからは基礎生物学研究所の長谷部・福島・真野・大島が今回の学会に

参加した。このうち真野と大島が本レポートを担当する。2人とも進化生物学を専門と

しているが、その研究歴は発生学・分子生物学・生化学（真野）、分類学・生態学・系

統学・集団遺伝学（大島）と重なっておらず、異なった視点からのレポートをお届けで

きるはずである。 
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真野  弘明（基礎生物学研究所・生物進化研究部門  NIBB Research Fellow） 
 

冒頭に示したように、口頭発表には20個の演題があり、これらが6つのカテゴリーに

振り分けられていた。発表の内容はきわめて多岐にわたっていたが、これらを実際の研

究で用いられたアプローチの種類別に分けてみると、おおまかに「シスエレメントの進

化」「遺伝子ネットワークの進化」「系統学的に面白い位置にいる生物の解析」「standing 

variationの順遺伝学的解析」の４つに分けられそうだ。これが、現時点でのエボデボ研

究の４大トレンド、といったところだろうか。以下、この分類にそって、それぞれの分

野の流れを俯瞰するかたちで今回のシンポジウムを振り返ってみたいと思う。 

 

１つ目の「シスエレメントの進化」に関しては、全20の講演のうち4題がこれをメイ

ンに据えた発表を行い、ポスターでも多くの発表が見受けられた。ゲノミクスとの相性

も良く、レポーター遺伝子等を用いた解析手法も確立しているため、エボデボ的な研究

が比較的すすめやすい分野なのだろうか。ショウジョウバエ・酵母・マウスなどの古典

的なモデル生物を使っている研究が多めで、他の演題群と比べると内容的には似た感じ

のものがやや多い印象だった。これらの研究に携わっている人たちのポリシーは、ずば

り「シスエレメントの変化こそが、新奇の表現型獲得における最重要ステップ」。これ

はまあ、そうなのかもしれませんなぁ。実際、今回の発表の中には「トゲウオの適応形

質にリンクしている遺伝子座75個を調べたら、そのうちコーディング領域に変異をもっ

ていたのは9個だけで、残りはすべてノンコーディング領域に変異があった」という話

もあり、今後さらに研究が進んでいくと、このコンセプトはいずれ仮説から定説へと変

化していくのではないかと思われる。個人的に面白いと思ったのは、シャドウエンハン

サーに関する話。発生における重要遺伝子（たとえばショウジョウバエのギャップ遺伝

子など）には、プロモーターの比較的近傍に存在する「プライマリーエンハンサー」に

くわえ、より離れた部位にほとんど同じ機能を有する「シャドウエンハンサー」が１つ

以上存在しているようだ。それぞれのエンハンサーは単独でも時空間特異的な発現パタ

ーンを誘導できるのだが、あえてこうした冗長性をもたせることによって遺伝学的・環

境的かく乱に対してさらなる安定化をはかっているらしい。他には、シスエレメントの

配列というのは進化の過程で予想以上にダイナミックに変化しているらしいことがい

くつかの比較ゲノム的研究によって示されており興味深かった。こうした「頑健性」と

「進化における柔軟性（Evolvability）」とがどのように両立しているのかという問題が、

この分野における１つの大きな未解明課題のようだった。 

 

2つ目の「遺伝子ネットワークの進化」に関しては、英語の理解力の問題でいくつか

の抽象的な発表にはついていけず。ただ、みんなco-optionという単語が好きなんだなー、

というのはよく分かった。私にも分かる実験レベルの話だと、線虫やショウジョウバエ
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などの古典的モデル生物で明らかにされている既知のネットワークに対し、他の種では

それにどのような変化が入り機能的な差異につながっているのか、ということを調べて

いる仕事がいくつかあった。現在のエボデボ研究の主流といっていいこのアプローチに

おいて、やはり鍵を握るのはRNAiによる遺伝子の機能阻害のようだ。実を言うと、こ

の手の仕事に関しては「既知のネットワークにおける既知の因子を潰して、なんか新し

い発見ってあるのかな？」と疑問に思っていたのだけれど、それらの結果を実際に見て

みると、これが予想に反してなかなか面白いことになっているみたい。今回は「線虫の

性決定」と「昆虫の背腹軸決定」に関する発表があった。どちらのシグナル伝達ネット

ワークにおいても「主要経路を構成するメンバーはほぼ同じ」なのだが、個々のメンバ

ー間のつながり方、すなわち「ネットワークの構造」には種間でかなりの差があって、

その結果として出力が180度かわる場合もあれば、けっきょく同じになる場合なんかも

あったりするようだ。こういう結果を見ていると、我々が普遍だと信じこんでいる生命

現象のモデルのなかには、案外そうでないものが多く混じっているのかもしれないと思

えてくる。そうした意味では、やはり古典的モデル生物を用いた研究への過度の偏重は

危険というか、その他のさまざまな生物を研究することも非常に重要であると言えそう

だ。エボデボ研究にかぎった話ではなく。 

 

3つ目の「系統学的に面白い位置にいる生物の解析」に関しては、おそらく説明は不

要だろう。その生物を調べること自体がエボデボ、な研究だ。サメ、ゴカイ、ウニ、ホ

ヤ、ロブスターなどなど、微妙に寿司ネタ系海産物が多いのは偶然か、はたまた誰かの

陰謀か。それらの中でひときわ興味を引いたのは、襟鞭毛虫Choanoflagellatesに関する

発表だった。襟鞭毛虫は、単細胞生物の中では多細胞の動物にもっとも近縁な仲間であ

り、また飼育条件によって多数の細胞が凝集したコロニーを形成することから、多細胞

動物の進化過程を推測するうえで非常に重要な生物、とのことだ。面白いことに、襟鞭

毛虫は細胞接着分子カドヘリンに類似した遺伝子を複数もっている。これらの機能は現

時点では不明だが、培養液に餌となる大腸菌をくわえると発現が上昇することから、餌

の捕獲に関与する遺伝子なのではないかと推測していた。コロニーの形成に関してはも

う１つ、培地に自然条件下での餌であるAlgoriphagus菌をくわえると誘導されることが

分かっている。このコロニーの形成は複数回の連続した細胞分裂によって起こり、その

際に「細胞質の細いブリッジ」による細胞間連絡を残したまま多細胞化するようだ。こ

うした性質と多細胞動物の進化の間にどのような関連性があるのかは今のところ不明

だが、「餌の捕食」というのが多細胞動物の進化のトリガーになったかもしれない、と

いうのはなかなか魅力的な説だと思った。 

 

4つ目の「standing variationの順遺伝学的解析」に関しては、近年の大規模シーケンシ

ング技術の飛躍的発展を背景に、いま最も伸びつつある分野であるとあらためて感じた。
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異なる体色パターンを持つ野生のネズミ、洞窟の中と外で暮らすフナムシ、翅のかたち

の違うハチ等々、同一種内にきわだった多型をもつ生物を解析対象にして、QTL解析を

はじめとする順遺伝学的手法によって責任遺伝子を絞りこむ。エボデボ研究において最

もunbiasedかつパワフルなアプローチだろう。もちろん、こうしたアプローチをとるた

めには上述のような「恵まれたモデル生物」に出会わなければならないが、そういうの

を探し出してくるような仕事こそ「生物学者による生物学」という感じでよいのではな

いだろうか。ひょっとしたら近い将来、遺伝学的な解析なんかはほとんど自動化されて

しまって、われわれ生物学者のメインの仕事はそういう方向にシフトしていったりする

かもしれないな。それはさておき、一連の発表の中で最も興味深かったのはトゲウオの

話だった。順遺伝学的な研究というと、私のような純粋な実験屋には「実験室での人為

交配にもとづくマッピング」とほぼイコールに思えてしまうのだが、今回のトゲウオの

研究では淡水と海水にそれぞれ適応している個体群のゲノムの再シーケンスだけで「淡

水タイプ」と「海水タイプ」にきれいに分かれる領域を絞り込んでいた。大規模シーケ

ンスの力をもってすれば、もはや個体どうしを交配させる必要も、実験室で飼育する必

要もなく、責任遺伝子が同定できてしまう。そんな時代になりつつあるわけだ。集団遺

伝学おそるべし。一方で、これらの発表を聞いていて強く感じたことは、責任遺伝子の

同定までの方法論は加速度的に整備されつつある一方で、同定された遺伝子の機能解析

に関しては皆さん淡泊というか、遺伝子の発現パターンを見るくらいがせいぜいで、そ

のへんのアンバランスさがなんだかな、という印象だった。結局は古典的モデル生物で

たくわえられた知見にのっとってそこまで新奇性のないモデルを提唱しておしまいか、

機能未知の遺伝子だったらそれこそ同定だけでほぼ終了してしまったり。エレガントじ

ゃない仕事は今どき流行らないのかもしれないけど、結局はそうした殻を破れるかどう

かがこの分野の発展のカギになるような気がする。ただまあ、現在の状況はきっと大規

模シーケンスが普及しはじめた直後の過渡的なもので、あと2～3年もしたら泥臭い努力

をともなった、新奇性あふれる素晴らしい仕事が続々と出てくるのだろうけど。 

 

以上の分類にあてはまらないような発表としては、大腸菌を50,000世代にわたって飼

育し、試験管内で実際に適応進化を起こさせた研究と、ステロイドホルモンレセプター

の分子進化に関して、分子系統樹をもとに祖先型の分子を復元し、その機能を調べた研

究があった。最終日のパネルディスカッションにおいて、エボデボ研究の方向性に関す

る話があり、そこではComparative approach（比較解析）、Experimental evolution（人工

進化）、Synthetic biology（合成生物学）の3つのアプローチ方法がある、という話だっ

た。4大トレンドに属するような研究はほとんどがComparative approachであり、大腸菌

の試験管内進化はExperimental evolution、ステロイドホルモンレセプターの仕事は

Synthetic biologyにあたるだろうか。この分類にしたがえば、今回のシンポジウムはエボ

デボ研究の全ての方向性を網羅していたことになる。このうちのSynthetic biologyは、遠
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からず大きく伸びてくる分野だろう。今はまだ個々の遺伝子の進化的解析が精いっぱい

かもしれないが、いずれは生物個体のレベルでも同様の解析が行えるようになって、例

えばマウスの首をキリンのように長くしたり、多細胞動物のひな型を再構築したりでき

るようになるに違いない。だが、まだ当面のあいだはComparative approachが主流の時代

が続くだろうし、珍妙なモデル生物を発掘してきてはそのゲノムを読み、重要そうな遺

伝子に対してはRNAiをする、という仕事がしばらくは必要とされ続けるだろう。 

 

最後に。かなり面白い学会だったので、機会があればぜひまた行きたい。 
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大島	 一正（基礎生物学研究所・生物進化研究部門  日本学術振興会特別研
究員PD；現	 京都府立大学大学院	 生命環境科学研究科	 助教）	 

	 

	 シンポジウムの概要は先に述べた通りだが，個人的な印象としては，主に順遺伝学的

な手法から個々の形質の遺伝基盤に迫ろうとしている研究と，調節領域の変異に注目し

て個々の形質進化を理解しようという，2つの主流を見て取れた．また，Evolutionary	 

Developmental	 Biology	 というテーマの割には純粋な進化生物学に近い発表が多かっ

たと個人的には感じている．それを象徴するかのように，シンポジウムは大腸菌	 

Escherichia	 coli	 を用いた進化の実験例から始まり，発生学に疎い著者にも多いに示

唆に富むシンポジウムであった．	 

	 

	 Michigan	 State	 University	 の	 Richard	 E.	 Lenski	 による大腸菌を用いた実験進化

学の発表では，世代の早さを生かして	 30,000	 世代以上に渡りゲノムの変化を追跡した

結果が報告された．彼の	 website	 を見ると現在は	 50,000	 世代を超えているそうだが，

その継続力とともに1988年にこの実験を始めた先見の明に感心する．12系統を個別に維

持してきたところ，30,000世代を超えたあたりから1つの系統（仮にクエン酸塩系統と

呼ぶ）が本来大腸菌の利用できないクエン酸塩	 (citrate)	 を利用できるようになった

例を紹介し，この変異の起源が議論された．この変異は	 31,500	 世代あたりで生じてお

り，ストックしてある祖先世代を用いても同様の変異が再現できた．ただし，クエン酸

塩系統を用いても初期世代のストック集団では再現できないことと（詳しい値は忘れた

が12系統のそれぞれで数百から数千世代ごとにフリーザーに過去の各時点でのプレー

トが保存されている），残りの11系統ではクエン酸塩を利用できる変異が生じていない

ことから，クエン酸塩を利用できるようになるには，あらかじめクエン酸塩系統で生じ

ていた変異と，そのあとに追加で生じた変異の最低でも2つが必要と結論づけていた．

これは大変興味深いことであり，1つ目の変異が特定できればそれが中立であったのか，

それとも前適応が見られるのか，という形質進化の根本的な問題へとつながる．仮に中

立的であれば，大腸菌の集団サイズから，なぜ12系統のうちの1系統でしかその変異が

生じなかったのか，集団遺伝学的な見地から迫れるだろう．	 

	 

	 次に順遺伝学的な手法を用いた発表を2つ紹介する．1つ目はトゲウオの淡水への適応

進化で有名な	 Stanford	 Univeristy	 の	 David	 Kingsley	 による腹びれ消失の遺伝基盤

の研究であり，2つ目は	 University	 of	 Rochester	 の	 David	 W.	 Loehlin	 による寄生蜂

の翅サイズの遺伝基盤の研究である．	 

	 

	 Kingsley	 によるトゲウオの1種	 threespine	 stickleback	 Gasterosteus	 aculeatus	 

の研究はご存知の方も多いと思う．結論から言うと，腹びれの消失は	 Pituitary	 
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homeobox	 transcription	 factor	 1	 (Pitx1)	 の上流に位置する	 501	 bp	 の	 

cis-regulatory	 region	 に生じた欠失に起因している．マイクロサテライトによる野外

集団のアソシエーション解析で	 Pitx1	 の上流が怪しいことを突き止め，SNPs	 による詳

細なジェノタイピングで数	 kb	 の領域にまで絞り込んでいる点は，野生生物の利点を生

かしており印象的であった．さらに	 Kingsley	 は，淡水への進出に関わった遺伝基盤を

網羅的に検出する研究の紹介も行った．トゲウオの仲間には，第四期以降の寒冷化に伴

い複数の系統で独立に淡水への進出が生じている．このため，淡水へ進出した系統と海

水の系統のゲノムを調べることで，淡水系統に共通する，つまり淡水への進出に寄与し

たであろうゲノム領域を20個ほど検出していた．もちろん系統的に遠い分類群間では無

理だが，近縁系統間で同じような環境への平行進化が繰り返し生じたと考えられる実験

系では，積極的に利用すべきアイデアと思われる．	 

	 

	 マッピングにより責任領域を特定した2つ目の例は，昨年ゲノム論文が発表された	 

Nasonia	 属	 (Werren	 et	 al.	 Science	 327:	 343)	 を用いたものである．Nasonia	 のゲノ

ム解読研究はよく計画されており，近縁種3種のゲノム解読により	 SNPs	 を特定し，近

縁種間のF2雑種を用いた連鎖解析によりスキャッフォールドをマップしてより長い配

列情報（染色体地図）を得ている．このアイデアは著者がクルミホソガで行おうとして

いるものと同じであり，唯一違う点は	 Nasonia	 には近交系が確立されているというと

ころである．やや脇道にそれたが話を	 Loehlin	 の発表に戻すと，Nasonia	 には翅のサ

イズに性的二型が見られ，種類によってはオスの翅がメスより著しく小さくなる．この

原因遺伝子を	 QTL	 解析によって調べたところ，unpaired	 (upd)	 という1つの遺伝子に

しぼられた．この辺りはゲノム解読とその質の賜物である．発現解析では	 upd	 が翅の

外縁で認められたが，単一の遺伝子による変異にしては形質が量的であり，整合性がと

れない．そこでしぼられた	 100	 kb	 ほどの領域を調べ直したところ，3つの調整領域が

見つかり，翅サイズ多型との関係を今後より詳細に調べるとのことである．	 

	 

	 Nasonia	 の例では質の高いゲノム情報があるときの	 QTL	 マッピングのパワーにも感

心したが，個人的に印象に残ったのは，翅サイズの多型に調節領域が関わっているとい

う点である．ここから先は著者と	 Loehlin	 とのディスカッションに基づくが，まず私

の意見としてはオスの翅が小さくなればその分の投資が他の器官に回ると予想できる．

もしこの投資が生殖器官に回っていれば，翅と生殖器官との間にトレードオフ	 

trade-off	 があることになる．このアイデアには	 Loehlin	 も非常に興味を持ったよう

だ．こうした形質間のトレードオフは，進化生物学で古くから議論されてきたが，その

遺伝的なメカニズムの解明には至っていない．これは全くの想像であるが，

cis-regulator	 region	 のようなものが関わっていれば，形質間の	 trade-off	 をうまく

説明できるかも知れない．つまり，異なる形質への資源提供が上流の同じ遺伝子で支配
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されており，その配分比が	 cis-regulator	 region	 の適合具合で決定されているのかも

しれない，という想像である．そして，本当に配分比が調節領域の適合具合で決まって

いるのなら，「資源の配分」という進化生物学者が長らく（頭の中だけで）考えてきた

事象を定量的にとらえることができるかもしれない（ただしこれは本当に全くの想像で

ある）．	 

	 

	 それともう一つ，オスで翅が小さくなるということは，局所的配偶者競争	 local	 

mating	 competition	 (LMC)	 の可能性を示唆している.	 LMC	 とは，性比の	 1:1	 からのズ

レを説明する性比理論の1つである．オスは投資の少ない配偶子を大量に生産できるた

め，複数のメスと交尾することにより大量の子孫を残すことが可能である．このため，

近親交配が頻繁に生じるような移動性の少ない種類では息子を少量だけ作り，残りの資

源は全て娘に投資した方が適応度が高くなり，メスに偏った性比が進化するという考え

方である．もちろん，性比を変えるには性決定に関わる遺伝子の進化も必要だが,	 LMC	 

の成立には前述のように移動能力に関わる形質の進化も重要となる．この点は	 Loehlin	 

も認識していたようで，性比理論に関わる形質の遺伝基盤ということで多いに議論が盛

り上がった．事実，性比のメスへの偏りは彼も認識しており，今後の研究が期待される

（そして，本当に翅への投資分が精巣に回っていれば，より一層多回交尾に対応でき，

LMC	 が生じやすくなるはずである！）．	 

	 

	 さて，トゲウオと寄生蜂のいずれにおいても，調節領域の変異が適応形質の進化に関

わっているという結果が紹介された．今回のシンポジウムでは他にも調節領域の重要性

を述べた発表が多数見られた．新奇形質の進化においては，環境が変わるまでは祖先の

表現型が有利だが，環境が変われば派生的な表現型に自然選択がかかる．しかし，派生

的な表現型を司る対立遺伝子が突如生じたとは考えにくく，遺伝子型としては派生的だ

が，表現型上は不利にならないメカニズムが必要なはずである．調節領域の変異による	 

ON/OFF	 のメカニズムは，祖先集団中における	 standing	 variation	 の維持機構をうま

く説明できるかもしれない．	 

	 

	 それとともに，多くの発表者が言及していたのは，エボデボ研究をより進化生物学に

近づけるという点である．特に，近縁種どうしを扱っている場合は，形質進化に関わっ

た遺伝的変異の特定から，その進化を集団遺伝学的に語れるかどうかという点が強調さ

れていた．そのためには，祖先集団における	 standing	 variation	 の検出や有効集団サ

イズの推定，個々の形質にかかる選択圧の推定が今後重要な研究課題となるだろう．

我々が研究対象としている複合適応形質の進化では，多くの中間段階が予測される．

個々の適応形質の遺伝基盤の解明を足がかりに，適応進化の中間段階が本当に存在した
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のか，それともうまく飛び越えるメカニズムが存在したのか，統合的に解明して行きた

いと思うシンポジウムであった．	 
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