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表紙写真：	 
フクロユキノシタCephalotus	 follicularisはオーストラリア南西部に固有のカ
タバミ目に属する食虫植物で、扁平葉と捕虫葉を形成する。我々は生育温度を制
御することにより、本種における袋だけや葉だけの誘導に成功し、本領域におい
て扁平葉と捕虫葉の違いを産み出している原因遺伝子の特定を目指している（総
合研究大学院大学	 基礎生物学研究所	 福島健児）	 
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少数遺伝子変化による新奇複合適応形質進化の分子機構解明  

 

長谷部光泰、村田隆（連携研究者）、日渡祐二（連携研究者）（基礎生物学研究所） 

研究協力者：大島一正（学振特別研究員）、福島健児（総研大） 
 
１．研究目的 
	 個々の形質進化は適応的でないが、いくつかの形質進化が積み重なることによって初め

て適応的になるような進化（新奇複合適応形質進化）の仕組みはよくわかっていない。我々

は以下の3つの実験系において、新奇複合適応形質進化の分子機構解明を目指す。［１:食
虫植物の捕虫葉進化］食虫植物ムラサキヘイシソウの葉形成遺伝子ホモログの発現解析か

ら、捕虫葉進化機構を推定する。各種食虫植物のトランスクリプトーム解析から消化酵素

遺伝子を同定し、進化過程を推定する。フクロユキノシタのゲノム解読、発現解析から捕

虫葉特異適遺伝子を探索し、形質転換実験から、捕虫葉形成制御因子を同定する。 [２: ク
ルミホソガの食草転換]食草転換には幼虫と雌親の両方に同じ餌植物に適応できるような
変異が生じなければならないが、そのようなことを可能にする遺伝子変化は同定されてい

ない。クルミホソガのゲノム解読、SNPマーカーと表現型の連鎖解析により責任遺伝子を
同定するとともに、野外集団内での進化動態を明らかにする。［３: 陸上植物分枝系進化］
ゲノムワイドなChIP-seq解析でポリコーム複合体のターゲットを明らかにし、陸上植物進
化の鍵となった無限成長と枝分かれの両方の進化がどのようにおこったかを推定する。以

上の結果を総合し、新奇複合適応形質が少数遺伝子の変化によってどのようにおこりうる

のかについて考察する。 
 
２．研究成果と将来の展望 
［１:食虫植物の捕虫葉進化］フクロユキノシタにおいて捕虫葉と扁平葉を光強度の違いに
よって作り分けさせることに成功した。HiSeq2000を用いたゲノム解読のためのライブラリ
ー作成を開始し、来年度のPacBio導入後のゲノム解読を目指す。形質転換系確立のため、
葉組織からの再分化系を確立するとともに、ウイルスベクターを用いた遺伝子導入技術確

立のため、Kramer教授（Harvard大）研究室に福島健児を一か月間派遣し共同研究を開始し
た。数回の感染実験を行ったが、まだ感染に至っていない。感染条件を検討中である。 
	 消化酵素遺伝子については、ムラサキヘイシソウ、アデレーモウセンゴケ、ヒョウタン

ウツボカズラ、フクロユキノシタ各種の消化液から単離した消化酵素の部分アミノ酸配列

に対応するようなcDNAを単離するため、捕虫葉トランスクリプトーム解析を開始した。ま
た、部分アミノ酸配列を用いて配列の類似した遺伝子と共に系統解析を行った結果、独立

に食虫植物化した系統において似たような祖先遺伝子から消化酵素遺伝子がコオプトされ

た可能性が高いことがわかった。しかし、部分配列による系統解析であることから、捕虫

葉から全RNAを単離し、HiSeq2000を用いたRNAseq用ライブラリー作成を開始した。 
	 ムラサキヘイシソウ捕虫葉とシロイヌナズナ扁平葉の葉形態形成遺伝子比較から、従来、

盾状葉から進化してきたと推定されてきた捕虫葉が盾状葉とは異なった遺伝子発現変化に

よって扁平葉から進化したことがわかった。このことから、捕虫葉進化は葉形態形成遺伝

子の発現変化によって進化しうることが明らかになった。発現変化が見られた遺伝子機能

を調べるためにウイルスベクターを用いた形質転換実験を開始した。 
 
[２: クルミホソガの食草転換]クルミレースとネジキレースそれぞれのゲノム解読のため
のDNA抽出を行った。１個体から1µg以下のゲノムDNAしか得られないこと、近交弱性た
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め純系ラインが得られないことから、クルミレースについてはF0同親由来のF2世代、ネジ
キレースについては隔離個体群を用いた。ゲノム支援新学術領域の援助のもと、0.3、0.5 kb
のpaired-end、2、5、10 kbのmate-pairライブラリーを作成しHiSeq2000での解読を開始した。
メス成虫産卵選好性遺伝子座の連鎖解析のため、169個体の戻し交雑雑種の産卵選好性を調
べ、88:81でクルミ選好型とネジキ選好型が分離することを明らかにした。HiSeq2000を用
いたジェノタイピングするためのライブラリー作製を行っており，年度内に解析を始める

予定である。また、299個のAFLPマーカーを用いて、幼虫の耐性遺伝子座の連鎖地図を作
成し、染色体数に相当する31連鎖群を特定した。戻し交雑世代の分離比からQTL解析を行
い、幼虫の耐性を決定している遺伝領域がただ1つの常染色体上にのみ存在することを示し
た。さらにAFLPマーカーの数を増やすことで、この遺伝領域の近傍に位置するAFLP マー
カーを計21個特定し、ゲノム解読により遺伝子の特定を目指している。また、寄主転換が
鱗翅目においてどのように起こっているかを調べるため、タテハチョウ科コムラサキ亜科

の系統解析を行い、寄主転換が比較的短時間で起こったことを明らかにした（Ohshima et al. 
2010）。このことは、クルミホソガにおいて少数遺伝子が寄主転換に関わるという仮説に
合致している。 
 
［３: 陸上植物分枝系進化］PRC2のターゲット因子を同定するためにPpFIE-HAタグ融合タ
ンパク発現系統を作出した。抗HAタグ抗体による免疫沈降実験を行い、この系統から
PpFIE-HA融合タンパク質が免疫沈降されることを確認した。今後は、この系統を用いて
ChIP-Seq解析を行い、PRC2ターゲット同定を予定である。またPpCLF遺伝子欠失系統にお
いてヒートショックプロモーターでPpCLF-Cerulean（改変型CFP）融合タンパク質を誘導的
に発現させると、胞子体様構造の無限成長を終結することができる。そこで、この系統を

用いて誘導的にPpCLF-Cerulean融合タンパク質に発現させて、ChIP-Seq解析を行い、無限
成長に関わるPRC2ターゲットの同定を試みる。 
	 PRC2はヒストンH3の27番目のリジン残基（H3K27）を特異的にメチル化する。野生型お
よび PpCLF遺伝子欠失系統を材料に、抗H3K27me3抗体によるChIP-Seqを行いゲノム上の
H3K27me3の局在を調べた結果、H3K27me3は6000以上の遺伝子上に局在することを明らか
にした。また、PpCLF遺伝子欠失系統では、これらの遺伝子上におけるH3K27me3の局在が
消失したことから、ほぼすべてのH3K27me3修飾はPRC2が担うことがわかった。これらの
中から、15遺伝子を選び、過剰発現することにより、無限成長と枝分かれに関わるかどう
かを解析中である。 
 
３．発表論文 
(1) Ohshima I, Tanikawa-Dodo Y, Saigusa T, Nishiyama T, Kitani M, Hasebe M, Mohri H. (2010) 
Phylogeny, biogeography, and host-plant association in the subfamily Apaturinae (Insecta: 
Lepidoptera: Nymphalidae) inferred from eight nuclear and seven mitochondrial genes. Mol. 
Phylogenet. Evol. 57: 1026-1036. 

 
４．新聞報道、特許等 
(1) 時事ドットコムなど多数12月7日：「ベーリング海峡から米大陸へ」 
(2) 中日新聞12月10日夕刊：「ベーリング海峡超え北米へ」 
(3) しんぶん赤旗1月17日朝刊：「コムラサキの謎を解明」 
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カメの甲の新規形態パターンをもたらした発生機構の変化  

 

倉谷滋、入江直樹（研究分担者）(理研 CDB) 

 
１．研究目的 
	 カメの甲は、脊椎動物でも極めて珍しい解剖学的特徴を持ち、ボディプランの抜本的変

化によって達成された進化的新規形質である。こうした形質の進化は、胚体の折り曲げ、

肩胛骨の移動、細胞や組織の新しい結合の樹立など多くの変化を経て初めて適応的になる

ような新奇複合適応形質進化であったと考えられる。こうした進化の分子機構解明を目指

すために行った以下の２つの研究内容とその成果をここに報告する。［１：カメゲノムプ

ロジェクト］カメの甲にまつわる謎解明には、同じ主竜類に属するニワトリとの分子レベ

ルでの発生プロセス比較が重要となる。この解析の基盤となるゲノム情報構築を、カメゲ

ノム配列決定により遂行する。［２：脊椎動物個体発生と進化の関係性解明］カメの甲は

特有の解剖学的特徴を持つものの、最初からカメ独特の発生パターンを経る訳ではなく発

生の途中までは他の羊膜類胚と非常に似たプロセスを経る。脊椎動物は一般的に、発生中

期にボディプランの基本形となる胚段階（ファイロタイプ）が出現するとされているが、

この仮説の分子レベルでの検証により、予定している比較発生学的方法論の正当性の裏付

けをとる。 
 
２．研究成果と将来の展望 
［１: カメゲノムプロジェクト］ 
	 カメがその甲を獲得するに至った進化プロセス同定のため、我々はニワトリやその他脊

椎動物種との分子レベルでの比較を行う。これにはカメが持つ遺伝子セットの把握ならび

にゲノムの決定が重要な基盤となる。そこで我々は、カメの一種であるスッポン

(Pelodiscus sinensis)を対象種とし、カメゲノムの同定を行っている。スッポンは ZW型性
染色体により性決定が行われていることがすでに知られているため、シーケンシング用の

DNAは雌(ZW型)一個体から抽出した。さらにゲノムの複雑度などを推定するため Survey 
Map解析を行い、ヘテロ接合性やゲノムサイズの推定を行った。具体的には、170bp、500bp、
800bpの paired-endライブラリーを作成、リード長 100bpの Illumina Hiseq200にてシーケ
ンスを進めた。この解析により、ゲノムサイズが約 2Gbであること、またゲノムヘテロ
接合性が 0.5％以下であり、GC含量が 44.3%、今回のシーケンシングで 45xカバレッジに
到達したことがわかった。現在、トランスクリプトーム同定も同時並行的に行っており、

複数の発生段階より抽出した mRNAを用いて、454 Titaniumシーケンサー、Hiseq2000な
ど複数のシーケンサーにて配列決定を進めており、これらデータをゲノム配列に盛り込む

ことで詳細な種間比較に耐えうる高精度の遺伝子配列同定を目指している。 
	 現在、ゲノムが同定されている脊椎動物のうち爬虫類が占める数は非常に少なく、鳥類

進化や爬虫類・哺乳類進化を理解するうえでもカメゲノムのリファレンスゲノムとしての

位置付けは特に重要である。当新学術領域では非モデル生物のゲノム配列同定にとどまら

ず、新たな展開を刺激するのが目標のひとつである。従って、カメゲノムを国際プロジェ

クトとして位置付け、European Bioinformatics Institute 並びに Beijing Genomics Instituteと
も協力体制を構築した上で、より高い精度のゲノム・遺伝子配列の同定を目指すこととし

た。最終的には、より多くの研究者が利用しやすくなるよう公共データベースへの登録・

調整を目指しており、脊椎動物１万種ゲノム計画(Genome 10K)への情報提供も行う見通し
である。 
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 [２: 脊椎動物個体発生と進化の関係性解明]  
	 脊椎動物の器官形成期は形態的によく似ていることが指摘されており、進化的に最も発

生プロセスが保存された時期が存在すると予想されてきた(発生砂時計モデル)。一方で、
脊椎動物ではみなひとつの受精卵からはじまり、卵割、原腸陥入を行うという共通現象み

られる。このことは初期胚の進化的保守性の高さを示しているとする立場（漏斗型モデル）

も根強く、進化発生学黎明期以来の未解決問題として残されてきた。今回我々は、ほ乳類

(マウス)、鳥類（ニワトリ）、両生類（アフリカツメガエル）を代表するモデル生物種の
初期胚から後期胚までを十数ステージにわたり採取し、その包括的遺伝子発現プロファイ

ルをマイクロアレイにより同定、これに魚類の一種であるゼブラフィッシュの公開データ

を加えて、解析基盤を構築した。次に、各生物種の遺伝子オーソログを同定、さらにそれ

ら相同な遺伝子群の発現プロファイルの類似性を解析することで、２つの仮説の検証を行

った。こうした全胚からの遺伝子発現量の類似性解析は、進化的に同等な細胞の構成比率

を比較するのと同質な手段だと考えられる。また、マイクロアレイは基本的に遺伝子特異

的な発現量の変化を調べるための解析ツールであり、今回のような異種間での直接的比較

解析には、多角的かつ統計的に堅牢な方法で行う必要があるが、スーパーコンピュータの

計算力を用いることで、この問題を解決した。 
	 得られた解析結果は、器官形成期(神経胚~後期咽頭胚)は初期胚と後期胚よりも高い遺
伝子発現類似性を持つことを示しており、得に咽頭胚期は統計学的にも堅牢な方法により

最も遺伝子発現プロファイルが類似していることが示された。これは発生砂時計モデルの

妥当性を示しており、脊椎動物胚はそのボディプランの基本形を示す保存された発生ステ

ージを持つという考えと合致する結果となった(Irie et al. 2011)。カメの甲進化の解明には、
ニワトリやマウスの器官形成期以降の比較を行う予定であるが、今回、分子レベルでの比

較にもこうした器官形成期からの比較が妥当であることが示唆された。本研究により同

定・整備した、マウス、ニワトリ、アフリカツメガエルの発生時系列に沿った包括的遺伝

子発現プロファイルはArrayExpress (http://www.ebi.ac.uk/arrayexpress/) ならびにGene 
Expression Omnibus (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/)において公開した。今後は組織レベル
でのトランスクリプトーム比較を通して、より精度の高い発生ブログラムの包括的比較解

析の基盤構築を目指す。 
 
３．発表論文 
(1) Irie, N., Kuratani, S. (2011) Comparative transcriptome analysis reveals vertebrate phylotypic 
period during organogenesis. Nature Communications 2: 248.  
(2) Ohya,K.Y., Narita,Y., Nagashima,H., Usuda,R., Kuratani,S. (2011) Hepatocyte growth factor is 
crucial for development of the carapace in turtles. Evol. Dev. 13: 1-9.  
(3) Kuratani,S., Kuraku,S., Nagashima,H. (2011) Evolutionary developmental perspective for the 
origin of turtles: the folding theory for the shell based on the developmental nature of the carapacial 
ridge. Evol. Dev. 13: 1-14.  
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昆虫の擬態紋様形成の分子機構と進化プロセスの解明  
 

藤原晴彦（東大・院新領域）、研究分担者：掘寛（名古屋大）、 
研究協力者：山口淳一、西川英輝、依田真一、枝吉美奈（東大・院新領域） 

 
１．研究目的 
体表の紋様や体色によって捕食者を攪乱する擬態は広範な生物種に認められるが、その形

成メカニズムはほとんどわかっていない。アゲハは幼虫・蛹・成虫の各ステージで複雑な

擬態紋様を示し、さらに近縁種間で環境に高度に適応した斑紋が見られる。アゲハは、多

様な擬態紋様形成メカニズムとその進化的成立過程を解析するのに最適な素材である。一

方、カイコには数十種類に及ぶ幼虫斑紋の変異系統があり、紋様形成にかかわる最上位の

責任遺伝子や制御領域を同定することが可能な「擬態紋様形成研究のモデル種」である。

そこで鱗翅目昆虫の4つの擬態紋様システム（①アゲハ科幼虫の斑紋形成・切替えと食草適
応、②アゲハ蛹体色の環境応答的変化、③シロオビアゲハのベイツ型擬態、④カイコ幼虫

斑紋変異系統）に着目し、次世代ゲノム解析技術と分子遺伝学的な手法を組み合わせ、擬

態の責任遺伝子と制御機構、さらには擬態の成立・進化機構を明らかにする。 
 
２．研究成果と将来の展望 
研究成果 
［１．アゲハ科の幼虫と蛹の体色・斑紋形成］ 
アゲハ、キアゲハ、シロオビアゲハの研究室内での飼育システム（人工飼料、食草管理、

休眠条件など）を整備した。このシステムを用いて、次世代シーケンサーでのゲノム解読

とBACライブラリーの構築のために各種の純系化を試みている。シロオビアゲハは4世代を
経過し、近交弱性もなく継代飼育されている。また、アゲハ終齢幼虫♂1匹からゲノムDNA
を単離し、現在ゲノム解読を進めている。 
アゲハ科幼虫と蛹の体色・斑紋形成に関わる遺伝子を体系的に理解する目的で、これま

でに構築されたアゲハ科のESTライブラリーのトランスクリプトーム比較解析を行った。
アゲハ、シロオビアゲハ、キアゲハの4齢幼虫脱皮期のcDNAを各2万、5千、3万クローン解
析し、ユニーク配列として各3512、1426、3815遺伝子が同定された。カイコの4齢幼虫脱皮
期の発現遺伝子と比較すると、Bilin binding protein1やYellow related proteinなどがアゲハ科
幼虫で強く発現しており、緑色の体色発現にこれらの遺伝子が関わっていることが示され

た。一方、アゲハやシロオビアゲハで強く発現する遺伝子の一部はキアゲハで見られない

ことから、キアゲハに特徴的な紋様形成に関連している可能性が示された。シロオビアゲ

ハとベニモンアゲハの蛹期翅cDNAに関しては各３万クローン解析し、それぞれ4039、3868
遺伝子が同定された。ベニモンアゲハにはシロオビアゲハの蛹期に特異的に見られた

Bilin-binding protein4, 5の発現が見られない一方、Tyrosine hydroxylaseやEbonyの発現が強く
見られた。これは、両種の蛹体色の違いを反映しているのかもしれない。ベニモンアゲハ

で緑色の蛹が出現しないのは、蛹期の緑色関連遺伝子そのものか、その制御領域が欠失し

た可能性が考えられる。 
 
［２．シロオビアゲハのベイツ型擬態］ 
シロオビアゲハのメス（擬態型m♀、非擬態型n♀）とオス（非擬態のみ）、モデル種であ
るベニモンアゲハの蛹期における斑紋・着色形成、鱗粉形成過程を明らかにした。いずれ

の種でも翅での着色は、白色-赤色-黒色の順番で起こり、それぞれの着色領域で鱗粉の先
端の形状が異なる傾向（シロオビアゲハでは白色は４叉、赤色は２叉、黒色は３叉）が観
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察された。 
さらに、蛹期初期の翅を切り分けてマイクロアレイ解析により斑紋形成に関与する遺伝子

を枚挙し、Wnt1やNotchなどのシグナリングの遺伝子が白い帯紋形成に関与していることを
見出した。着色関連遺伝子の発現を調べると、シロオビアゲハの赤色色素合成にはキヌレ

ニン合成とNBAD（N-beta alanyl dopamine）合成の両者が関与している可能性が示唆された。
キヌレニンとNBADの各酵素の遺伝子発現を詳細に比較した結果、擬態種のシロオビアゲ
ハとモデル種のベニモンアゲハでは赤色色素の合成経路が異なる可能性を見出した。 
 
［３．カイコ斑紋変異系統の責任遺伝子の同定］ 
カイコ斑紋変異系統（虎蚕Ze, 黒縞pS）の原因遺伝子を含む責任領域を、BF1個体を用いた
positional cloning法により絞り込み（各61kb, 34kb）領域内の各遺伝子の発現や構造解析か
ら原因遺伝子候補を限定した。Zeの皮膚組織をメラニン合成阻害剤を添加して培養すると
縞状の斑紋が消失し、メラニン合成経路のyellowがZe縞紋様特異的に発現上昇し着色を誘導
することを明らかにした。一方、以前から解析の進んでいる斑紋変異系統・褐円Lの原因遺
伝子Wnt1がエクダイソンに応答して発現が誘導されることを見出し、各幼虫齢で繰り返し
斑紋が作り出されるメカニズムの一端を解明した。また、これまで昆虫では利用されるこ

とのなかったsiRNA約10種類を胚期にインジェクションして、その条件や効果を詳細に解
析し、機能解析系として十分に利用できるシステムを構築した。 
 
将来の展望 
	 平成22年度はゲノム支援の協力を得てナミアゲハの全ゲノム配列の解析を進めており、
この情報をアゲハチョウ科の参照配列とし、それを用いてアゲハにおける幼虫紋様、蛹体

色の形成過程の詳細を明らかにしたい。また、シロオビアゲハの全ゲノム配列も平成23年
度には解明し、その情報を用いてベイツ型擬態の最上位の遺伝子を解明したい。一方、カ

イコの斑紋形成に関しては解析対象の5系統（L, Ze, pS, ms, K）のうち、2系統（Ze, pS）は候

補が限定されたので、平成23年度にはそれらの原因遺伝子を完全に突き止め、幼虫紋様形
成の基本原理の一端をさらに解明したい。 
 
３．発表論文 
(1) Futahashi, R., Banno Y. and Fujiwara, H. (2010) Caterpillar color patterns are determined by a 
two-phase melanin gene pre-patterning process: new evidence from tan and laccase2. Evol. Dev. 
12: 157-167. 
(2) Mitchell, M., Gillis, A., Futahashi, M., Fujiwara, H. and Skordalakes, E. (2010) Structural basis 
for telomerase catalytic subunit TERT binding to RNA template and telomeric DNA. Nat. Struc. 
Mol. Biol. 17: 513-518. 
(3) Shirataki, H. Futahashi, R. and Fujiwara, H. (2010) Species-specific coordinated gene 
expression and trans-regulation of larval color pattern in three swallowtail butterflies. Evol. Dev. 
12: 305-314. 
(4) Terenius, O., et al.(2011) RNA interference in Lepidoptera: an overview of successful and 
unsuccessful studies and implications for experimental design. J. Insect Physiol. 57: 231-245. 
(5) 藤原晴彦（2010）体表の紋様がまだらになるカイコ、細胞工学、29、415． 
(6) 藤原晴彦、山口淳一(2010) 擬態の一面をさぐる‐昆虫の体表紋様形成の分子機構（生
き物の不思議）、遺伝、 64、 11-16. 
 



	 7	 

カイコとその近縁種における寄主植物選択機構の進化  

 

嶋田 透 1,+、勝間 進 1,*、大門高明 1,#、藤井 告 1,2,#（1.東大・農、 

2.学振特別研究員、+研究代表者、*研究分担者、#研究協力者） 
 
１．研究目的 
	 鱗翅目昆虫における寄主植物の選択は、典型的な「複合適応形質」である。なぜなら、

幼虫が寄主植物を摂食するには、寄主植物への誘引、寄主植物の味への反応、植物の無毒

性と栄養価値、などの条件が満たされるだけでなく、雌成虫が寄主植物へ産卵することも

必要だからである。進化の過程でいかにして複数の形質を変更し、新たな寄主植物へ進出

したのか、その機構は未解明である。私たちは、遺伝学的な研究が進んでいるカイコを含

むカイコガ科蛾類をモデルとして、イチジク属の植物を寄主としていた祖先的系統からク

ワ属を寄主とする新しい系統が進化した機構を、遺伝子レベルで解明しようとしている。

イチジク食の種とクワ食の種の間で、消化管や感覚器官のトランスクリプトームを比較し

て差分を解明するとともに、カイコにおける複数の広食性変異体の原因遺伝子を特定しそ

の機能を解明することにより、クワ食に必要な遺伝子ネットワークとその進化機構を明ら

かにしたい。 
 
２．研究成果と将来の展望 
[1] カイコガ科蛾類における嗅覚と味覚の進化 
	 カイコガ科の幼虫は寄主植物の樹上で営繭する。羽化する雌の飛翔能力が高くないため、

雌は繭の近傍でフェロモンを放出して雄と交尾する。一方、寄主植物を転換するような進

化が起きる際には、生殖隔離による種の分化を伴う場合が多いので、フェロモンの分化と

食性の分化は密接に関連していることが予想される。カイコガ科の野生種のうち、カイコ

Bombyx moriやクワコB. mandarinaと同様にクワを寄主とするウスバクワコRondotia 
mencianaおよびガジュマル等のイチジク属植物を寄主とするイチジクカサンTrilocha 
variansのフェロモンシステムを明らかにし、種間で比較するため、次世代シークエンサー
Illumina GA2XによるRNAシークエンシング法（RNA seq）を用いてフェロモン腺の比較ト
ランスクリプトーム解析を行った。今後は、触角についてもトランスクリプトーム解析を

進める予定である。 
[2] カイコの広食性変異体の原因遺伝子の単離とトランスクリプトーム解析 
	 正常なカイコはクワ以外の植物はほとんど摂食しないが、長い研究の歴史のなかで「広

食性変異体」と呼ばれる突然変異が多数分離されている。私たちは、そのうちのいくつか

について、ポジショナルクローニングによる単離を試みており、すでにspliの原因遺伝子の
単離に成功した。spliは正常なカイコが摂食しないフダンソウやコマツナなどを摂食する。
また、spliは、カイコの性フェロモンの主成分であるボンビコールに対する応答性が低下し、
正常なカイコが交尾行動を示さないボンビカールに対して交尾行動を示す。spli雄成虫の触
角電位を計測したところ、変異体ではボンビコールに対する応答がほとんど認められなか

った。さらに、spli変異体では、ボンビコール受容体mRNA（BmOr1）の発現量は約1/1000
に低下していた。これらから、spliは、ボンビコール受容体遺伝子の転写を制御しているこ
とが明らかになった。spliのポジショナルクローニングを行い、原因遺伝子を明らかにした
結果、ある転写因子をコードすることが判明した。 
	 spli変異体におけるトランスクリプトームの異常を体系的に解明するため、Illumina 
GA2XによるRNA seqで正常蚕およびspli変異体の雄成虫触角のRNAをそれぞれ４千万リー
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ド以上解読した。そのうち約60%がカイコゲノム配列にマップできた。2系統間で発現量の
異なる領域を834箇所同定した。p50T系統（正常）に比べてspli系統（嗅覚異常変異体）で
激減することが分かっているBmOr1は、RNA seqでも顕著な差異が検出され、妥当な結果で
あった。さらに、幼虫の味覚器官である小顋と触角についても、正常蚕とspliの間で発現量
に差のある遺伝子を探索するために大規模なRNA seqを行い、得られたデータの解析を始
めている。 
 
３．発表論文 
(1) Kiuchi, T., Banno, Y., Katsuma, S., and Shimada, T. (2011) Mutations in an amino acid 
transporter gene are responsible for sex-linked translucent larval skin of the silkworm, Bombyx mori. 
Insect Biochem. Mol. Biol. (in press). 
(2) Fujii, T., Ito, K., Tatematsu, M., Shimada, T., Katsuma, S., and Ishikawa, Y. (2011) Sex 
pheromone desaturase functioning in a primitive Ostrinia moth is cryptically conserved in 
congeners' genomes. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 108: 7102-7106. 
(3) Fujii, T., Abe, H., Katsuma, S., and Shimada, T. (2011) Identification and characterization of the 
fusion transcript, composed of the apterous homolog and a putative protein phosphatase gene, 
generated by 1.5-Mb interstitial deletion in the vestigial (Vg) mutant of Bombyx mori. Insect 
Biochem. Mol. Biol. 41:306-312. 
 
※本研究における情報解析では、本領域の別の計画研究「非モデル生物におけるゲノム解

析法の確立」（西山代表）の研究分担者である門田幸二博士の協力を得ている。また、RNA 
seq 解析は、新学術領域研究「生命科学系３分野支援活動」による「ゲノム支援」によっ
て行われた。 
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アーバスキュラー菌根共生系から根粒共生系への進化基盤の解明  

 

川口正代司、研究員：藤田浩徳、連携：武田直也、連携：寿崎拓哉（基生研） 

分担： 斎藤勝晴（信州大） 

１．研究目的 

マメ科植物が進化の過程で獲得した根粒という共生窒素固定器官は、４億年前に遡るアー

バスキュラー菌根菌（AM 菌）との共生系を基盤として進化してきた。AM 菌は陸上植物

の最も普遍的な共生菌であるが、宿主なくして増殖できない絶対共生菌であり、かつヘテ

ロカリオン（異核共存体）であるため、そのゲノムは謎に包まれている。そこで本研究で

は、(1) AM菌ゲノムの解読に挑戦し、菌側の共生因子を探索する。(2) 根粒菌や AM菌が

植物に感染すると宿主の根の細胞の核周辺部で Ca2+の振動が発生する。Ca2+振動とその下

流の共生遺伝子ネットワークをマメ科のモデル植物ミヤコグサ Lotus japonicusを用いて解

明する。 (3)根粒は根粒菌の分泌する Nod ファクターにより、根の組織が活発に細胞分裂

を行う事により形成される。一方、植物の茎頂メリステム（SAM）は植物の地上部を形成

するセンターであり、根粒形成同様に活発に細胞分裂を行いつつ、高度に秩序だった振舞

いをする。この両者は発生的によく似ており、また分子的にも似た因子の関与が示唆され

ているために、根粒（新奇複合適応形質）は、SAMの発生遺伝子ネットワークを流用して

進化してきた可能性がある。そこで、本研究課題ではミヤコグサの分子遺伝学的解析と遺

伝子ネットワークに基づくシミュレーション解析を行うことにより、根粒形成と SAM の

共通性と独自性を明らかにし、根粒がどのように進化してきたかを解明することを目標と

する。 

 

２．研究成果と将来の展望 

(1) AM菌のゲノム解読については、Glomus Genome Project Consortiumとの共同研究で、

Glomus intraradices DAOM197198のゲノム配列の解読を Roche 454 FLX Titaniumを用いて

進行中である。また、AM菌の形質転換法を検討し、アルカリホスファターゼ遺伝子 RNAi

に用いるバイナリーベクターを構築した。AM菌のゲノム DNAをいかに集めるかが今後の

重要な課題である。 

(2) マメ科植物ミヤコグサにおいて、改変蛍光タンパク質とライブセルイメージングによ

るカルシウムイメージング技術を確立した。この技術を用いて、根粒共生時に根毛細胞内

で誘導されるカルシウム振動の検出に成功した。 

(3) シュート（植物の地上部と考えてもらってさほど問題はない）から根粒形成を制御で

きないミヤコグサ根粒過剰着生変異体 klavier から原因遺伝子を同定し、LRR 型のレセプ

ター様キナーゼをコードしていることを明らかにした。KLAVIERは同じくシュートで機能

する受容体HAR1レセプター様キナーゼ(CLV1と系統的に最も近縁)と相互作用することを

見いだした。また KLAVIER は根粒形成の制御のみならず、茎頂メリステム（SAM）の維
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持や維管束の連続性にも関わっていることを明らかにした。（**KLAVIERは、根の先から

茎の先端までの全身にわたって正しい調律を与える遺伝子として名付けた背景がある）。分

子系統的に調べると KLAVIERは、シロイヌナズナの RPK2と最も近縁であった。興味ある

ことに PRK2は最近 SAMの維持にも機能する第３の遺伝子として報告されている。一方、

シロイヌナズナの SAMの維持に働く第２の遺伝子は CLV2であるが、ミヤコグサとエンド

ウの CLV2が SAMの維持のみならず、根粒形成の全身制御に関わっていることを、デンマ

ークのグループとともに明らかにした。 

	 根粒の進化的起源と考えられる SAM の自己組織的でダイナミックな振舞いを理解する

ために、１）WUS-CLV相互制御ダイナミクス（基本的に Turingの反応拡散モデル）、２）

SAMの空間的な制約、３）細胞分裂を取り込んだ、二次元細胞格子による数理モデルを構

築した。その結果、WUS-CLVダイナミクスは SAMの細胞分裂による幹細胞の増殖の仕方

に影響を与え、大きく４つの増殖モードに分類された。この増殖モードと SAM の空間的

制約の強さとの組み合わせで基本的な SAM パターンを理解することができた。さらに、

本モデルはシロイヌナズナ等で報告されている様々な表現型を非常に良く説明することが

できた。例えば、wus変異体に見られる ectopicなメリステムを再現したり、clvや klv変異

体の茎の帯化や二叉分岐を再現することができた。さらに、SAMに外科的処置を施した時

の再生過程も、再現することができた。以上の結果から本モデルは SAM パターン形成の

本質を表していると思われる。 

 

３．発表論文 

(1) Miyazawa H, Oka-Kira E, Sato N, Takahashi H, Wu, G. J., Sato S, Hayashi M, Betsuyaku, S, 

Nakazono M, Tabata S, Harada K, Sawa S, Fukuda H and Kawaguchi M. (2010) A receptor-like 

kinase, KLAVIER, mediates systemic regulation of nodulation and non-symbiotic shoot 

development in Lotus japonicus. Development 137: 4317-25.  

(2) Yoshida C, Funayama-Noguchi S, Kawaguchi M. (2010) plenty, a novel hypernodulating 

mutant in Lotus japonicus. Plant Cell Physiol. 51: 1425-35.  

(3) Krusell L, Sato N, Fukuhara I, Koch B, Grossmann C, Okamoto S, Oka-Kira E, Otsubo Y, 

Aubert G, Nakagawa T, Sato S, Tabata S, Duc G, Parniske M, Wang T. L, Kawaguchi M, 

Stougaard J. (2011) The Clavata2 genes of pea and Lotus japonicus affect autoregulation of 

nodulation. Plant Journal  65: 861-71.  

(4) Fujita H, Toyokura K, Okada K, Kawaguchi M. (2011) Reaction-diffusion pattern in shoot 

apical meristem of plants. PLoS One 6(3): e18243.  

 
4. 新聞報道、特許等 
(1) 科学新聞 2010年 12月3日：「マメ科植物の根粒の数と植物の形作り	 —同時に制御す
る遺伝子を発見—」 
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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  

 

深津武馬（産業技術総合研究所）、土田努（富山大学）、二河成男（放送大学） 
 
１．研究目的 
	 我々はエンドウヒゲナガアブラムシの欧州集団においてRickettsiella属の新規な共生細菌
を同定し，その感染により赤色のアブラムシの体色が緑色に変化することを発見した。こ

れは隠蔽色や擬態という高度な生物の適応的形質が，共生細菌により大きな改変や影響を

受けるというまったく予想外の現象である。本研究課題では，アブラムシ体色を構成する

色素の解析，この共生細菌のゲノム解析，共生細菌の感染にともなう宿主アブラムシの遺

伝子発現解析、関連候補遺伝子の機能解析、共生細菌感染及び体色変化がアブラムシの生

理や生態に与える影響の解析などを通じて，この現象を徹底的に解明し、理解することを

めざす。 
 
２．研究成果と将来の展望 
［１：アブラムシの体色を変える新規共生細菌の発見］ 
	 ヨーロッパの野外集団由来のアブラムシ系統を収集したところ、緑色の母虫が赤色の幼

虫を産む系統がいくつか得られた。これらの系統の幼虫は成長するにつれて体色が赤から

緑に変化し、4令幼虫から成虫に至ると完全に緑色になった。これらのアブラムシ系統の共
生細菌叢を調べたところ、必須共生細菌Buchnera以外に2種類の共生細菌が感染しているこ
とがわかった。1つは既知の共生細菌HamiltonellaもしくはSerratiaで、いずれかが感染して
いた。さらに、アブラムシからは未知のRickettsiella属の共生細菌が共感染していた。ヨー
ロッパのアブラムシ集団由来の353個体について調べたところ、28個体（7.9 %）が
Rickettsiellaに感染しており、自然界における広範な分布が判明した。Rickettsiellaに感染し
たアブラムシから体液を採取して、感染していない系統に微小注入し、その子孫を個別に

飼育して、遺伝的背景が同一でありながらRickettsiella感染/非感染のみが異なるアブラムシ
系統を多数作成した。すると、Rickettsiellaに感染させた赤色系統のアブラムシは、すべて
体色が緑色になった。一方、もともと緑色だった系統にRickettsiellaを感染させても特段の
変化は見られなかった。3系統のアブラムシについてRickettsiella感染個体と非感染個体を作
成して、体重、成長速度、産子数、寿命を比較したが、ほとんど有意な違いは見られなか

った。すなわち、このRickettsiellaは特に宿主アブラムシに悪影響を与えることなく、赤色
の体色を緑色に変えることが判明した。 
	 アブラムシの体色は主に、黄色から赤色のカロテノイド系色素と、緑色から青色などさ

まざまな色の多環性キノン系色素から構成される。リケッチエラに感染した緑色のアブラ

ムシと非感染の赤色のアブラムシの色素分析を行ったところ、カロテノイド系色素の組成

や量には大きな違いは見られなかった。一方、緑色系の色素については、感染状態による

色素組成の変化はなかったが、その量が感染アブラムシでは非感染アブラムシの3倍以上に
増加していた。Rickettsiella感染により、宿主アブラムシの緑色色素の生産が何らかの形で
活性化されて体色変化が起こると推察された。 
	 Rickettsiellaが感染して体色が赤から緑に変化すると、テントウムシには食べられにくく
なるが、寄生蜂の攻撃は受けやすくなることが予想される。興味深いことに、Rickettsiella
に感染しているアブラムシの大部分（約80 %）がHamiltonellaもしくはSerratiaという共生細
菌にも感染していた。HamiltonellaやSerratiaは産みつけられた卵や幼虫を殺すことにより、
寄生蜂に対する耐性を賦与する。このことは、Rickettsiellaはアブラムシの体色を緑に変え
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てテントウムシに補食されにくくすると同時に、緑色のアブラムシに好んで産卵する寄生

蜂に対する耐性を与える共生細菌と共感染することによって、宿主アブラムシの生存率、

ひいては自分自身の生存率を上げている可能性が示唆された。 
	 以上の研究成果は平成22年11月18日にScience誌に発表され、プレスリリースをおこない、
各種メディアに広く取り上げられた。 
［２：アブラムシの体色を変える共生細菌のゲノム解析］ 
	 単離培養ができないRickettsiellaのゲノムを解析するにあたっては、必須共生細菌
Buchneraが共存するアブラムシ体内から、できるだけ高純度でRickettsiellaゲノムを回収す
る必要がある。体内局在の解析より、Rickettsiellaはアブラムシ体液中に多く存在している
ことが明らかにした。体液から抽出されたDNA試料について、定量PCRを用いて解析に十
分な量と純度のRickettsiellaゲノムが存在することを確認した後、次世代シーケンサー
SOLiD4を用いて塩基配列決定をおこなった。現在ゲノムアセンブルが進行中である。 
［３：共生細菌による体色変化にともなう宿主アブラムシの発現遺伝子解析］ 
	 人工感染法により遺伝的に全く同一だがRickettsiella感染の有無のみが異なるアブラムシ
系統を作出し、体色の違いが最も大きくなる11日令の非感染虫（赤）と感染虫（緑）を材
料に、純度の高いmRNAの効率的な回収法の検討を進めている。 
 
３．発表論文 
(1) Tsuchida T, Koga R, Horikawa M, Tsunoda T, Maoka T, Matsumoto S, Simon JC, Fukatsu T. 
(2010) Symbiotic bacterium modifies aphid body color. Science 303: 1102-1104. 
(2) 土田努（2010）共生細菌が昆虫の体色を変える	 文部科学省委託研究開発事業 統合デ
ータベースプロジェクト ライフサイエンス新着論文レビュー 
http://first.lifesciencedb.jp/archives/1597 
(3) 古賀隆一、深津武馬（2011）昆虫の体色を変化させる共生細菌の発見	 産総研Today 11: 
11. 

 
４．新聞報道、特許等 
(1) 2010年11月18日	 産業技術総合研究所／理化学研究所プレスリリース「昆虫の体色を変
化させる共生細菌を発見‐共生細菌が赤色のアブラムシを緑色に変える‐」 
(2) 2010年11月18日	 Science ハイライト「共生細菌がアブラムシの体色を変える」 
(3) 2010年11月19日	 Reuters Breaking Latest International News “Experts find bacteria that help 
pests change color” 
(4) 2010年11月19日	 日経産業新聞「アブラムシの体色 体内細菌により急変 産総研など発
見 赤→緑、数日で」 
(5) 2010年11月19日	 日刊工業新聞「細菌に感染したアブラムシ 体色 赤から緑に変化 産
総研・理研なと解明」 
(6) 2010年11月19日	 化学工業日報「共生細菌が昆虫の体色を変化 産総研̶理研が発見」 
(7) 2010年11月19日	 フジサンケイビジネスアイ「細菌で体色変化、身を守る」 
(8) 2010年12月3日	 科学新聞「赤色アブラムシを緑色へ―産総研と理研の研究グループ―
体色変化共生細菌発見」 
(9) 2010年12月7日	 朝日新聞「アブラムシ共生細菌で変色 赤→緑 天敵あざむく効果?」 
(10) 2010年12月24日	 Newton2月号「細菌のしわざで赤から緑へ」 
(11) 2011年1月25日	 Natureダイジェスト2月号「共生する細菌が昆虫の体色を変える」 
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非モデル生物におけるゲノム解析法の確立  

 

西山	 智明（金沢大学） 

重信	 秀治（基礎生物学研究所）、門田	 幸二（東京大学） 

笠原	 雅弘（連携研究者；東京大学） 

山口	 勝司（研究協力者；基礎生物学研究所） 

 

１．研究目的 

 遺伝学的分子生物学的研究リソースが十分でない非モデル生物において、次世代シーケン

サーを活用して、ゲノムを解析し、複合適応形質を制御する遺伝子を特定する方法を開発

する。このため下記４項目の開発を行う。［1］配列多型マッピングを組み合わせた全ゲノ

ムアセンブリー法［2］非モデル生物トランスクリプトーム解析のためのライブラリ調製法

［3］大量mRNA シークエンスにもとづくアノテーションと発現プロファイリング法 [4] 

発現プロファイルからの比較トランスクリプトーム解析法。さらに他の計画研究と連携し

適切なゲノム解析を推進する。 

 

２．研究成果と将来の展望 

[研究1] 配列多型マッピングを組み合わせた全ゲノムアセンブリー法 

 クラスター型計算機を有効に利用出来るように、エラーの自動リトライを含むミドルウエ

アを開発した。ヒメツリガネゴケの分離集団のIlluminaによるindexingペアエンドシーケン

スを参照ゲノム配列にマッピングし、SNPを検出した。 

	 アセンブリーの問題を適切に分割し分散クラスターで CPU を多く使って行うエラー除

去等の配列の前処理と最終的なメモリを大量に用いてのアセンブリーを効率的に行うシス

テムを確立する。遺伝学的地図作成に有効な信頼性の高い SNPをシークエンスエラーによ

る見かけ上の SNPと区別し有効に抽出したのち、遺伝学的地図を作成する。 

[研究２] 非モデル生物トランスクリプトーム解析のためのライブラリ調製法 

 レーザーマイクロダイセクションによって得られた微小組織サンプルのRNA-seqに1例で

あるが成功した。アブラムシAcyrthosiphon pisumのgermariumをレーザーマイクロダイセク

ションによって切り出した。複数のgermariumから精製したtotal RNAのうち4.6 ngを、

Illumina次世代シークエンサーに最適化されたSPIA法(NuGEN社)によって増幅し、2.5ugの

cDNAが得られた。そのうち300ngをIlluminaシークエンスした結果、顕著な３’へのバイア

ス等の問題は特に観察されなかった。ただし、ゲノムにマッピングされた率が、増幅過程

を経ない従来法と比べて、少なかった（従来80%のところ今回50%）。今回のパイロット

ランの成功をうけて、今後は例数をふやし再現性を確認すること、より少ないサンプルへ

の挑戦、多様な生物種や組織への対応、が課題である。（プリンストン大学との共同研究） 

[研究 3]大量 mRNA シークエンスにもとづくアノテーションと発現プロファイリング法 
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	 遺伝子発現の解析のためには、独立なタグ数を多くとる事が重要であり、個々のタグの

長さは、通常シークエンスコストとのトレードオフによって同定するのに必要最小限の解

読が行われる。一方で、真核生物の遺伝子はイントロンをもち、シークエンスにもとづく

遺伝子構造のアノテーションには、スプライシングを考慮したマッピングが有用である。

エクソンのつなぎ目を含むリードのマッピングは、リードの情報からは、つなぎ目が明ら

かでないので、配列の一部のみを使ってマッピングした上で周辺ゲノム領域との比較を行

う必要がある。SOLiDの color spaceの 25塩基の mRNA配列データをゲノムにマッピング

し、イントロンを考慮した gapped alignmentする方法を開発した。12color分のテーブルを

用意し、ヒットするゲノム領域数百カ所をマルチスレッドで高速に評価する事により現実

的な時間で処理出来るプログラムができた。今後、さらに様々な情報を統合して最適遺伝

子モデルを構築する方法を検討する。 

[研究 4] 発現プロファイルからの比較トランスクリプトーム解析法 

現在、NGSデータの正規化に汎用されている単純な総リード数補正に基づく方法は、高発

現の発現変動遺伝子（DEG）の悪影響を受けることが認知されつつあり、変動の大きい一

定割合を除いて正規化係数を決定する方法（TMM法）が提案されている(Robinson and 

Oshlack, Genome Biol., 2010)。しかし、仮に全遺伝子数に占めるDEGの割合がある程度推定

できたとしても、実際のデータはDEGが比較するサンプル間で等しく分布しているとは限

らない。そこでDEG数の偏りに対応可能な正規化法の開発を行った。第一段階として、DEG

の割合が既知だと仮定して開発した手法とTMM法を「DEGの割合を5%、偏りを4:1」とし

たシミュレーションデータにおいて比較した結果、本手法のほうが真の正規化係数により

近い値を返すことが分かった。今後は各種パラメータを変更することによって様々なシナ

リオを想定したシミュレーションデータや実際のデータで比較検討を行うとともに、適宜

改良を重ねながら引き続いて用いるDEGランキング法との最適な組み合わせについても検

討していく予定である。 

 

[連携] 深津班・宿主昆虫の体色変化をひきおこす共生細菌 Rickettsiellaのゲノム解析を進め

ている。約 50％、80%の純度のゲノム DNAサンプルを SOLiDでペアエンドシークエンス

した。宿主ゲノムと他の共生細菌（Buchnera）の配列を除去し、Rickettsiellaの 1000倍カバ

レージのデータを取得した。 

 



	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

COMPLEX ADAPTIVE TRAITS Newsletter Vol. 1 No. 9 
発	 行：2011年3月31日	 

発行者：新学術研究領域「複合適応形質進化の遺伝子基盤解明」（領域代表者	 長谷部光泰）	 

編	 集：COMPLEX ADAPTIVE TRAITS Newsletter 編集委員会（編集責任者	 深津武馬）	 
領域URL：http://staff.aist.go.jp/t-fukatsu/SGJHome.html 
	 

	 


