
COMPLEX ADAPTIVE TRAITS 

平成23年度 研究組織，研究計画，班員名簿	

新学術領域研究 
「複合適応形質進化の遺伝子基盤解明」	

Newsletter 

 Vol. 2 No. 1  2011 



表紙写真：沖縄に生息するトゲサンゴ	 Seriatopora	 hystrixのポリプ。褐色に
みえるのは褐虫藻類が共生しているため（沖縄科学技術研究基盤整備機構	 新里
宙也）	 
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新学術領域研究「複合適応形質進化の遺伝子基盤解明」新年度にあたって  
 

	 未曾有の天災の中、被害に遭われました皆様に心よりお見舞いを申し上げます。また、多くの方々が

たいへんな困難とご苦労をされていることと御推察申し上げます。本領域の研究活動が日本の更なる躍

進の糧になりますよう心より願っております。 
	 新学術領域は「協同して推進する複数の研究者で構成される研究グループの有機的な連携の下に領域

の学術水準の向上を図ることにより、革新的・創造的な学術研究の発展を期待するもの」です。本領域

では、ゲノム生物学と進化学を融合して、異なった実験材料を用いた研究を鳥瞰することによって、進

化学の大問題である「複合適応形質」の進化について（１）複合適応形質を制御する遺伝子の特定、（２）

複合適応形質を担う遺伝子ネットワークの構築メカニズムの推定、（３）野外集団における複合適応形質

進化プロセスの解明を研究し、最終的に、複合適応形質がどのように進化しうるのかについて新しい研

究の方向性を産み出すことを目的としています。 
	 昨年度は７つの計画班のみでしたが、本年度より１５の公募班も加わり、２２研究グループでの研究

を開始します。公募班の審査にあたって、審査委員の先生方には、「複合適応形質進化研究に直結する研

究とこれまでの研究実績と国際性」を重要基準として審査いただきました。一方、審査委員からは、「ゲ

ノム生物学、進化学と少し離れた領域で研究されている方々に複合適応形質進化の研究推進の手助けを

することが本領域の大きな役目の一つである」というご指摘をいただきました。本領域を存分に利用し

て個々の研究目的を達成していただくとともに、領域・分野全体の活性化のためにもぜひご協力いただ

ければ幸いに存じます。 
	 今年度の領域全体の研究活動として、以下を予定しております。 
（１）領域会議［川口正代司先生（基生研）担当］：日本を代表するゲノム生物学、進化学の専門家（阿

形清和、岡田典弘、河田雅圭、郷通子、豊田敦、藤山秋佐夫、望月敦史、矢原徹一の各先生）を連携研

究者としてお迎えし、年２回の領域会議（研究計画発表会２０１１年７月５、６日、研究結果報告会２

０１２年３月５、６日）にご参加いただき、ご意見およびご評価をいただけるようお願いしております。 
（２）ゲノム支援［西山智明先生（金沢大）担当］：方法開発班によって非モデル生物を対象としたゲノ

ム支援を行っております。追って今年度の支援についてご連絡申し上げる予定です。また、ゲノム解析

の技術革新は著しいものがあるため、情報交換の目的で各班のインフォマティクス担当者を中心として

年４回交流会を開催します。 
（３）遺伝子機能解析技術支援活動［藤原晴彦先生（東大）担当］：非モデル生物を用いた遺伝子機能解

析法の確立のため、RNAi法、トランスジェニック解析技術、ウィルスを利用した遺伝子解析技術などに
関して技術講習会を開催する予定です。 
（４）国内シンポジウム・若手ワークショップの開催［嶋田透先生（東大）担当］：本領域に関連した国

内シンポジウムや若手ワークショップを開催します。企画をお持ちの方は嶋田先生までご相談ください。 
（５）国際シンポジウムの開催［倉谷滋先生（理研）担当］：今年は国際分子進化学会において「Current 
problems in vertebrate evolutionary development（オーガナイザー：倉谷滋・田中幹子）」と「Symbiosis as the 
source of evolutionary novelties（オーガナイザー：深津武馬・Nancy Moran）」というタイトルで開催予定
です。企画をお持ちの方は、倉谷先生までご相談ください。 
（６）ホームページ・ニュースレターの発行［深津武馬先生（産総研）担当］：班員間の情報交換ならび

に班員外への情報提供のため、年１０回ニュースレターを発行し、領域ホームページ

（http://staff.aist.go.jp/t-fukatsu/SGJHome.html）に掲載しています。卓越した研究成果について号外も発行
しておりますので、プレスリリースなどの際には深津先生にもご連絡のほどよろしくお願いします。 

 

	 平成２３年４月１日	 領域代表	 長谷部光泰	  
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平成 23 年度	 行事予定 
 
１．第 2回インフォマティクスオープンセミナー	 
	 日時：平成 23 年 7 月 4 日（月）	 

	 場所：岡崎コンファレンスセンター	 

	 

２．第 3回領域会議、第 3回総括班会議	 

	 日時：平成 23 年 7 月 5 日（火）	 

	 場所：岡崎コンファレンスセンター	 

	 

３．第 4回インフォマティクス情報交換会、第 3回ゲノム支援委員会 
 日時：平成 23 年 7 月 6 日（水）	 

	 場所：基礎生物学研究所１階第１セミナー室（１１１号室）	 

	 

４．第 2回国際シンポジウム “Symbiosis as the source of evolutionary novelties”  
（The 2011 Conference of the Society for Molecular Biology and Evolutionと共催） 

日時：平成 23 年 7 月 27 日（水）	 

	 場所：京都大学芝蘭会館 
 
５．第 3回国際シンポジウム “Current problems in vertebrate evolutionary development”  
（The 2011 Conference of the Society for Molecular Biology and Evolutionと共催） 

日時：平成 23 年 7 月 30 日（土）	 

	 場所：京都大学百年記念時計台会館国際交流ホール 
 
６．第 5回インフォマティクス情報交換会 

日時：平成 23 年 10 月 4 日（火）~5日（水）	 

	 場所：開催地未定 
 
７．第 2回若手ワークショップ、第１回遺伝子機能解析技術講習会 

日時：平成 23 年 10 月 7 日（金）~8日（土）	 

	 場所：東京大学柏キャンパス 
 
８．第 6回インフォマティクス情報交換会 

日時：平成 23 年 12 月 21 日（金）	 

	 場所：金沢大学 
 
９．第 3回インフォマティクスオープンセミナー 

日時：平成 24 年 3 月 5 日（月）	 

	 場所：開催地未定 
 
10．第 4回領域会議、第 4回総括班会議、第 4回ゲノム支援委員会 

日時：平成 24 年 3 月 6 日（火）	 

	 場所：開催地未定 
 
11．第 7回インフォマティクス情報交換会 

日時：平成 24 年 3 月 7 日（水）	 

	 場所：開催地未定 
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12．第 2回国内シンポジウム（日本応用動物昆虫学会小集会） 

日時：平成 24 年 3 月下旬	 

	 場所：日本大学藤沢キャンパス 
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平成 23年度	 研究組織  

総括班：複合適応形質進化の遺伝子基盤解明  
氏名  所属  職  役割分担  

長谷部	 光泰  基礎生物学研究所  
生物進化研究部門  

教授  研究計画、および研

究総括  

倉谷	 滋 独立行政法人理化学

研究所	 形態進化研

究グループ 

グループディレクタ

ー 
国際シンポジウム担

当 

嶋田	 透 東京大学大学院	 農

学生命科学研究科 
教授 関連集会担当 

藤原	 晴彦 東京大学大学院	 新

領域創成科学研究科 
教授 遺伝子機能解析技術

支援担当 

川口	 正代司 基礎生物学研究所	 

共生システム研究部

門 

教授 領域事務担当 

深津	 武馬 独立行政法人産業技

術総合研究所	 生物

プロセス研究部門 

研究グループ長 ホームページ・ニュー

スレター担当 

西山	 智明 金沢大学	 学際科学

実験センター 
助教 ゲノム支援担当 

岡田	 典弘 東京工業大学大学院 
生命理工学研究科 

教授 研究助言・評価 

河田	 雅圭 東北大学大学院 
生命科学研究科 

教授 研究助言・評価 

藤山	 秋佐夫 国立情報学研究科	 

情報学プリンシプル

研究科 

教授 研究助言・評価 

望月	 敦史 独立行政法人理化学

研究所	 望月理論生

物学研究室 

主任研究員 研究助言・評価 

矢原	 徹一 九州大学大学院	  
理学研究院 

教授 研究助言・評価 

郷	 通子 大学共同利用機関法

人情報・システム研究

機構 

理事 研究助言・評価 

阿形	 清和 京都大学大学院	  
理学研究科 

教授 研究助言・評価 
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豊田	 敦 国立遺伝学研究所 
生物遺伝資源情報総

合センター	  

特任准教授 研究助言・評価 

（太字は研究代表者、他は研究分担者、連携研究者） 
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計画研究（７課題）  
氏名  所属  職  研究課題  
長谷部	 光泰  
 
 
村田	 隆 
 
 
日渡	 祐二 
 
 
玉田	 洋介 
 
 
大島	 一正 
 
 
福島	 健児 

基礎生物学研究所  
生物進化研究部門	  
 
基礎生物学研究所 
生物進化研究部門	  
 
基礎生物学研究所 
生物進化研究部門	  
 
基礎生物学研究所 
生物進化研究部門 
 
基礎生物学研究所 
生物進化研究部門 
 
総合研究大学院大学 

教授  
 
 
准教授 
 
 
助教 
 
 
助教 
 
 
研究員 
 
 
大学院生 

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  
 
 

倉谷	 滋  
 
 
 
入江直樹 

理化学研究所	 発生・再

生科学総合研究センター	 

形態進化研究グループ  
 
理化学研究所	 発生・再生

科学総合研究センター 
形態進化研究グループ 

グループデ

ィレクター  
 
 
研究員 

 
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  
 

藤原	 晴彦  
 
 
 
堀	 寛 
 

東京大学大学院	 新領域

創成科学研究科	 先端生

命科学専攻  
 
名古屋大学	 遺伝子実験施

設 

教授  
 
 
 
名誉教授 
 

昆虫の擬態模様形成の分子

機構と進化プロセスの解明  
 
 
 
 

嶋田	 透  
 
 
 
 
勝間	 進 
 
 
 

東京大学大学院	 農学生

命科学研究科	 生産・環

境生物学専攻	 昆虫遺伝

研究室  
 
東京大学大学院	 農学生命

科学研究科	 生産・環境生

物学専攻	 昆虫遺伝研究室 
 

教授  
 
 
 
 
准教授 
 
 
 

カイコとその近縁種におけ

る寄主植物選択機構の進化  
 



 7 

大門	 高明 農業生物資源研究所 
昆虫科学研究領域 

主任研究員 

川口	 正代司  
 
 
斎藤	 勝晴 
 
 
武田直也 
 
 
寿崎	 拓哉 

基礎生物学研究所  
共生システム研究部門  
 
信州大学農学部	 食料生産

科学科	 土壌生物学研究室 
 
基礎生物学研究所 
共生システム研究部門 
 
基礎生物学研究所 
共生システム研究部門 

教授  
 
 
准教授 
 
 
助教 
 
 
助教 

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  

深津	 武馬  
 
 
土田	 努 
 
 
二河	 成男 

産業技術総合研究所	  
生物プロセス研究部門  
 
富山大学	 先端ライフサイ

エンス拠点 
 
放送大学	 教養学部 

研究グルー

プ長  
 
特命助教 
 
 
准教授 

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  

西山	 智明  
 
 
重信	 秀治  
 
 
門田	 幸二 
 
 
 
 
笠原	 雅弘 
 
 
 
山口	 勝司 

金沢大学  
学際科学実験センター  
 
基礎生物学研究所 
生物機能情報分析室 
 
東京大学大学院	 農学生命

科学研究科	 アグリバイオ

インフォマティクス教育研

究ユニット 
 
東京大学大学院	 新領域創

成科学研究科	 情報生命科

学専攻 
 
基礎生物学研究所 
生物機能情報分析室 

助教  
 
 
特任准教授 
 
 
特任助教 
 
 
 
 
講師 
 
 
 
技術主任 

非モデル生物におけるゲノ

ム解析法の確立  

（太字は研究代表者、他は研究分担者、連携研究者、研究協力者） 
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公募研究（15課題）  
牧野	 能士  
 
 
河田	 雅圭 
 
 
北野	 潤 
 
 
富永	 真琴 

東北大学大学院  
生命科学研究科  
 
東北大学大学院 
生命科学研究科 
 
国立遺伝学研究所 
新分野創造センター 
 
自然科学研究機構 
岡崎バイオサイエンスセン

ター	 細胞生理部門 

助教  
 
 
教授 
 
 
特任准教授 
 
 
教授 
 

アノールトカゲにおける複

合適応形質としての温度適

応分化の遺伝的基盤の解明	 	 	 	  
 

和田	 洋  
 
 
荻野	 肇 
 

筑波大学	 生命環境科学

研究科	 生物科学専攻  
 
奈良先端科学技術大学院大

学	 バイオサイエンス研究

科 

教授  
 
 
准教授 
 

棘皮動物幼生骨片と脊椎動

物咽頭弓をモデルとした新

奇形態進化の研究  
 

岡田	 典弘  
 
 
二階堂	 雅人 
 
 
西原	 秀典 

東京工業大学大学院  
生命理工学研究科  
 
東京工業大学大学院 
生命理工学研究科 
 
東京工業大学大学院 
生命理工学研究科 

教授  
 
 
助教 
 
 
助教 

適応的形質獲得のゲノム基

盤  
 

瀬々	 潤  
 

東京工業大学大学院  
情報理工学研究科  

准教授  
 

協調ネットワーク解析によ

る複合適応形質要因の発見	 	 	 	 	 	 	 	  

新美	 輝幸  
 
 

名古屋大学大学院  
生命農学研究科  
 

助教  甲虫の角（ツノ）形成遺伝

子ネットワークの進化メカ

ニズムの解明	 	 	 	 	 	 	  

黒岩	 厚  
 

名古屋大学	 理学研究科	  
生命理学専攻  

教授  
 

ＦＧＦ１０発現制御から解

き明かす肢芽誘導機構の保

存性と多様性	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
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曽田	 貞滋  
 
 
小沼	 順二 
 
 
山本	 哲史 
 

京都大学大学院	 理学研

究科	 生物科学専攻	  
 
京都大学大学院	 理学研究

科	 生物科学専攻	  
 
京都大学大学院	 理学研究

科	 生物科学専攻	  

教授  
 
 
研究員 
 
 
研究員 

マイマイカブリのゲノムと

適応形態遺伝子	 	 	 	 	 	 	 	  
 

瀬戸口	 浩彰  
 

京都大学大学院  
人間・環境学研究科  

准教授  
 

ミヤコグサとダイズ野生種

における環境適応に関わる

遺伝子基盤の解析	 	 	 	 	 	 	  

古澤	 力  
 

大阪大学	 情報科学研究

科  
理化学研究所	 生命シス

テム研究センター  

准教授  
 
チ ー ム リ

ーダー  

変動する環境下での人工進

化実験による進化過程の解

析  

新田	 梢  九州大学大学院	 理学研

究院	 生物科学部門  
学 術 研 究

員  
送粉適応した協調的な花形

質の進化：キスゲ属におけ

る遺伝子基盤とその分子進

化の解明  
松尾	 隆嗣  
 

東京大学大学院	  
農学生命科学研究科  

准教授  性的二型と闘争・求愛行動

の進化	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

黄川田	 隆洋  
 
 
 
コルネット・リシャ

ー 
 
末次	 克行 
 

農業生物資源研究所  
遺伝子組換え研究センタ

ー  
 
農業生物資源研究所 
遺伝子組換え研究センター 
 
農業生物資源研究所 
農業生物先端ゲノム研究セ

ンター 

主 任 研 究

員  
 
 
研究員 
 
 
主任研究員 

ネムリユスリカの乾燥無代

謝休眠を支えるゲノム情報

と原因遺伝子の解明	 	 	 	 	 	 	  
	 	 	 	 	 	 	  

吉田	 聡子  
	  
 
 
Juliane K. Ishida 
 

理化学研究所	 植物科学

研究センター	 植物免疫

研究グループ  
 
東京大学大学院	 農学生命

科学研究科	 生産・環境生

物学専攻 

上 級 研 究

員  
 
 
博士課程後

期学生 

寄生植物コシオガマの寄生

形質獲得に関わる遺伝子の

同定	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
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岩本	 政明  
	  
 
 
原口	 徳子 

情報通信研究機構	 未来

ICT 研究所	 バイオ ICT
研究室  
 
情報通信研究機構	 未来

ICT研究所 
大阪大学大学院	 理学研究

科 

専 攻 研 究

員  
 
 
上席研究員 
招聘教授 

２核性を獲得した繊毛虫に

おける核—細胞質間輸送系
の複合適応形質進化	 	 	 	 	 	 	  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

將口	 栄一  
 
 
 
川島	 武士 
 
 
 
新里	 宙也 

沖縄科学技術研究基盤整

備機構	 マリンゲノミッ

クスユニット  
 
沖縄科学技術研究基盤整備

機構	 マリンゲノミックス

ユニット 
 
沖縄科学技術研究基盤整備

機構	 マリンゲノミックス

ユニット 

グ ル ー プ

リーダー  
 
 
グループリ

ーダー 
 
 
研究員 

サンゴに共生する褐虫藻類

の比較ゲノム学的研究	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 

（太字は研究代表者、他は研究分担者、連携研究者、研究協力者） 
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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	 

研究代表者：長谷部光泰（基礎生物学研究所）	 

連携研究者：村田隆（基礎生物学研究所）、日渡祐二（基礎生物学研究所）	 

研究協力者：福島健児（総合研究大学院大学）、大島一正（基礎生物学研究所）玉田洋介（基礎

生物学研究所）	 

	 

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。我々は食虫植物の

捕虫葉と消化酵素進化、クルミホソガの寄主転換、	 陸上植物分枝系進化において、どのような

遺伝子のどのような進化によって新奇複合適応形質が進化しうるのかを解明することを目的と

する。そして、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。	 

	 

研究計画	 

［食虫植物の捕虫葉と消化酵素進化］福島健児、村田隆が実験を行う。	 

（１）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、捕虫葉

進化の分子機構について昨年度までの研究をまとめて成果発表を行うとともに形質転換系を確

立する。	 

(2)	 HiSeq	 2000 を用いたトランスクリプトーム解析と消化酵素の部分アミノ酸配列解析により、

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、フクロユキノシタの消

化酵素遺伝子の全長配列を決定し、進化様式を推定する。	 

(３)	 フクロユキノシタのゲノム解読・発現解析のため、方法開発班と共同して次世代シーケン

サーを用いた DNA-seq および RNA-seq を行う。また、in	 situ	 hybridization、アグロバクテリ

ウムまたはウイルスを用いた形質転換系確立を目指す。	 

［クルミホソガの寄主転換］研究員大島一正と技術支援員１名が実験を行う。	 

(1)	 クルミレースゲノムのデータ解析を行うとともに、ネジキレースのドラフトゲノム解析用に	 

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	 に

より解析する。	 

(2)	 前年度に作成した産卵選好性のマッピング用ライブラリーを HiSeq2000 を用いて解析し、幼

虫の寄主利用能力遺伝子座との連鎖の有無を検証する。これに加えて、AFLP	 マーカーを用いた

両遺伝子座間の連鎖解析も行う。	 

(3)	 幼虫の寄主利用能力遺伝子座が存在する領域を絞り込むため、BAC ライブラリーの作成と近

傍に位置する AFLP マーカーのシークエンスを行う。	 

(4)	 方法開発班の助言のもと、クルミホソガの形質転換手法の確立に取り組む。	 

［陸上植物分枝系進化］ヒメツリガネゴケポリコーム抑制複合体２遺伝子が無限成長と分枝を制

御していることから、ChIP-seq によって推定された直接ターゲットの機能解析からこれらに関

与する因子を探索する。	 
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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	 	 

研究代表者：倉谷滋（理化学研究所	 発生・再生科学総合研究センター）	 

研究分担者：入江直樹（理化学研究所	 発生・再生科学総合研究センター）	 

	 

研究目的 

カメの甲は、体幹の発生パター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、複数

の変化を経て初めて適応的となる、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今年度は以下の２つの研究を遂行する。［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が、この解析における基盤となるカメゲノム配列決定を遂行する。

［２：カメ特異的な遺伝子発現制御系の同定］カメの甲の発生については、カメの肋骨の発生が

胚体背部に限られること、体壁がカメ独自の方法で折れ曲がること、そこに甲陵という独自の胚

構造の機能が関わっており、それに伴ったカメ独自の遺伝子制御が関わっていることなどを発見

してきた。この独自の遺伝子制御機構についてゲノム配列データを活用し解析を進める。［３：

カメにおける脊椎動物ファイロタイプの同定］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わけではなく発生の途中までは他の脊椎動物胚と非常に

似たプロセスを経る。このステージを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。	 

	 

今年度の研究計画	 

［１：カメゲノムプロジェクト］前年度より進めてきたカメゲノムのSurvey	 Mapプロジェクトを

さらに押しすすめ、Fine	 Map(95%の塩基カバー率、遺伝子領域に関しては98%以上の塩基カバー

率)	 を得ることを目標とする。同時並行的に、mRNAの配列同定も行いより高い精度でのコーディ

ング遺伝子の配列決定を行うことで、ニワトリとの遺伝子レベルでの比較に必要な遺伝情報基盤

を構築する。 
［２：カメ特異的な遺伝子発現制御系の同定］ 甲陵をもたらす因子、ならびに肋骨の体壁への
侵入を妨げる因子の探索のため、体幹部外側体壁ならびに軸部からの遺伝子発現データの取得を

進める。	 

［３：カメにおける脊椎動物ファイロタイプの同定］ 器官形成期前後におけるカメ全胚からの
遺伝子発現プロファイルを次世代シーケンサーにより同定、その他脊椎動物との遺伝子発現プロ

ファイルと比較することによりカメにおける脊椎動物ファイロタイプを同定する。またカメ類に

近縁の鳥類（ニワトリ）との間で保存された発生段階・器官原基の探索も行う。
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カイコとその近縁種における寄主植物選択機構の進化	 

研究代表者：嶋田透（東京大学 大学院農学生命科学研究科）	 
研究分担者：勝間進（東京大学 大学院農学生命科学研究科）、大門高明（農業生物資源研究所）	 
 

研究目的 

カイコはクワ属（Morus）の植物のみを食う単食性の昆虫であるが、近縁のイチジクカサンなどはイチジク

属(Ficus)の植物を食う。クワには糖類似アルカロイドが含まれており、多くの昆虫に毒性を示す。私たち

は、カイコがクワアルカロイドに耐性を持つ理由の一つが、細菌から獲得したβ-フルクトフラノシダーゼ

の存在であると考えているが、その他の要因については明らかではない。本研究では食性の異なるカイ

コ近縁種を用いて、体系的なゲノム解析を行い、クワ食への適応に必要である遺伝子群の網羅的解明

を試みる。一方、カイコには多くの食性変異体が存在し、それらはクワ以外の植物でも摂食する。私たち

は、これらカイコ食性変異体をモデルとして、その原因遺伝子の解明と機能解析から、カイコの食性を

支える遺伝子ネットワークとその進化過程を解明する。 

 

今年度の研究計画 

1.カイコ近縁種を用いたクワアルカロイド耐性獲得機構の解明 

 クワアルカロイド摂食実験：クワ食でないカイコの近縁種が、クワアルカロイドに耐性を持つかどうかを、

餌への添加実験により明らかにする。また、非クワ食の近縁種から BmSuc1 オーソログを単離し、その中

腸における発現を定量することにより、発現量とアルカロイド耐性の関係を調査する。 

腸における発現を定量することにより、発現量とアルカロイド耐性の関係を調査する。 
	 中腸のトランスクリプトーム解析：次世代シークエンサーを利用してカイコガ科・ヤママユガ

科の近縁種の中腸のトランスクリプトーム解析を行い、食性と関連づける。 
2. カイコの広食性変異体の原因遺伝子とその機能の解明 

 カイコは本来クワのみを食う昆虫だが、クワ以外の植物を食う「広食性」変異体が多数知られている。

spli はＺ染色体連鎖の広食性変異であり、原因遺伝子は転写因子をコードする。幼虫の小腮と触角のト

ランスクリプトームを正常蚕と比較し、転写因子の支配下にある遺伝子ネットワークを解明する。その他

の変異体についても、ポジショナルクローニングで原因遺伝子を解明するとともに、トランスクリプトーム

を解析する。 

3.カイコガ科における食性の進化とフェロモンの進化の関係 

 カイコガ科の進化にはフェロモンによる生殖隔離が深く関与していると予想される。祖先的な特徴をも

つイチジクカサンのフェロモン腺の成分の同定を昨年に続いて行うとともに、フェロモン腺のトランスクリ

プトーム解析を行って、性フェロモン生合成系を明らかにする。



 14 

昆虫の擬態紋様形成の分子機構と進化プロセスの解明	 

研究代表者：藤原晴彦（東京大学	 大学院新領域創成科学研究科）	 

研究分担者：掘寛（名古屋大学	 遺伝子実験施設）	 

	 

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、また近縁種間で環境に高度に適応した斑紋が見られ、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擬態紋様システムに着目し、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。	 

今年度の研究計画	 

研究１：擬態紋様形成の原因遺伝子の特定（１）カイコ斑紋変異系統の責任遺伝子：3遺伝子座

（Ze,	 ms,	 pS）の各責任候補遺伝子の発現パターン、RNAi によるノックダウン、トランスジェ

ネシスによる機能検定によって、それぞれの原因遺伝子の特定を試みる。（２）シロオビアゲハ

のベイツ型擬態の責任遺伝子 H：シロオビアゲハの継代飼育を 4世代繰り返し、全ゲノム配列決

定の作業を進めるとともに、南西諸島などで野生個体を採集し、DNA 多型の解析を進める。Wnt1

や Notchなどのシグナル経路の遺伝子の発現パターンと各斑紋形成との関連性を調べる。	 

研究２：擬態紋様形成を制御する遺伝子ネットワークの解明（１）アゲハ幼虫紋様切替えの制御

機構：アゲハ 2種（シロオビアゲハ、キアゲハ）の幼虫に JH 処理を行い、紋様切替えの阻害の

有無、阻害時期の特定、JH 制御遺伝子の発現変動を調べる。3種のアゲハで JH 処理による遺伝

子変動を比較解析し、遺伝子ネットワーク上位で機能する遺伝子を探索する。（２）アゲハ蛹体

色の環境応答的切替えの制御機構：上記の３種のアゲハで蛹体色を切替る環境条件を確立すると

ともに、緑色形成、黒色形成に関与する遺伝子の発現パターン変動を解析して、環境条件との対

応関係を探る。（３）ナミアゲハ全ゲノム配列の解析：ゲノム支援による配列情報を精査し、カ

イコなどの他の鱗翅目昆虫ゲノムとの比較を行ってアゲハ類における参照ゲノム配列として利

用できるようにする。	 

研究３：擬態紋様の成立と進化プロセスの理解（１）シロオビアゲハ翅紋様の収斂的進化：モデ

ル種のベニモンアゲハの飼育システムを構築し、蛹翅における WMISH 解析系を確立する。（２）

アゲハ幼虫紋様の適応的隠蔽擬態：キアゲハ幼虫に特徴的なスポット状の斑紋形成とカイコ褐円

（Ｌ）のスポット紋様形成、またアゲハ類幼虫に見られる体節前部の縞状紋形成とカイコ虎蚕

（Ze）の縞状紋形成の遺伝子レベルの比較解析を行う。	 

	 

	 



 15 

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	 

研究代表者：川口正代司（基礎生物学研究所）	 

分担研究者：斎藤勝晴（信州大学）	 

連携研究者：武田直也、寿崎拓哉（基礎生物学研究所）	 

	 

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 菌ゲノムの解読を試み、菌根共生にお

ける新規因子を探索する。(2)	 根粒菌や AM 菌が植物に感染すると細胞の核周辺部でカルシウム

振動が発生する。カルシウム振動とその下流の遺伝子ネットワークを解明する。(3)	 根粒という

共生器官は根の皮層細胞のリプログラミングを介して誘導される。これまでに我々は根粒形成の

制御と茎頂メリステム（SAM）の制御に、少なからぬ共通性があることを見いだしてきた。根粒

形成と SAM の発生の共通性と独自性を多様な角度から明らかにし、新規適応器官の進化基盤を解

明する。	 

	 

今年度の研究計画	 

（１）解読を始めた AM 菌(Glomusintraradices)のゲノム配列(436	 Mb)をもとにアセンブルを行

い、国際コンソーシアムとの連携により AM 菌の pseudogenome を作成する。菌根形成に関わる遺

伝子を、次世代シークエンサーを用いたミヤコグサの RNA-seq 解析から抽出する。また、菌根形

成に関わる遺伝子群のみならず、根粒形成や生殖など植物の器官形成に関わる発現遺伝子を検出

し、共発現解析を行う。AM 菌の遺伝子機能解析のため RNAi 形質転換法の開発を進める。	 

（２）前年度にセットアップしたカルシウムイメージング技術を用いて、菌根・根粒共生に異常

をきたす共生変異体でのカルシウム振動の観測を行う。また菌根菌から浸出するシグナル分子に

よるカルシウム振動の検出に向けた条件検討を行う。 
（３）根粒形成と茎頂メリステムの発生制御ネットワークの共通性と独自性を明らかにするため、

ミヤコグサを用いて根粒形成の制御ネットワークの解明を行う。具体的には、両者の分化に必要

とされるサイトカイニンに着目し、ミヤコグサのサイトカイニン受容体変異体やサイトカイニン

添加による共生関連遺伝子の発現変動を解析する。茎頂メリステムでは WUSCHEL などの WOX 遺伝

子が決定的な働きをしていることが知られている。ミヤコグサのゲノム情報から WOX 遺伝子群を

収集し、根粒形成依存的に発現変動する WOX 遺伝子を探索する。根粒形成と茎頂メリステムの制

御ネットワークに基づく数理モデルを構築し、両者のシミュレーション解析を行う。	 
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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	 

研究代表者：深津武馬（産業技術総合研究所）	 

研究分担者：土田努（富山大学）、二河成男（放送大学）	 

	 

研究目的	 

最近、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り，その分子，発生、生理、生態、進化機構の解明は大きなイン

パクトをもって迎えられるものと思われる。そこで本研究課題では，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。鱗翅目昆虫

の擬態紋様の分子機構の解明に取り組む本領域内の他のグループや、新型 DNA	 シーケンサーを

擁し高度な情報遺伝子生産及び解析能力をもつ方法開発班とも協力しながら、最終的には「共生

関係」を通じた「複合適応進化形質」の進化という新しい生物学的概念の構築および提示をめざ

す。	 

	 

今年度の研究計画	 

(1)	 体色を変化させる共生細菌のゲノム解析	 

これまでの解析から、Rickettsiellaは感染個体の体液中に排他的に存在していることが明らか

になっている。そこで、リンガー液中で感染虫の腹部を切り開いてRickettsiellaを含む体液溶

液を回収し、100,	 50,	 10,	 5µmのフィルターを通して濾過・遠心濃縮したものを出発材料とする。

そこからDNAを抽出し、定量PCRを用いて、解析に十分な量と純度のRickettsiellaゲノムが回収

できていることを確認する。続いて、次世代シーケンサーSOLiD	 システムを用いて大規模シーケ

ンス、サンガー法でのギャップクローズ解析を行って、Rickettsiellaの全ゲノムを完全解読す

る。	 

(2)	 体色を変化させる共生細菌に感染前後の宿主昆虫の遺伝子発現解析	 

これまでに開発した人工感染法を用いて作出した、遺伝的に全く同一でありながら

Rickettsiella感染の有無のみが異なるアブラムシ系統を用いて、共生細菌感染による宿主遺伝

子発現の変化を解析する。具体的には、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）の遺伝子発現を比較する。次世代シーケンサーSOLiD	 システムを用いた網羅的遺

伝子発現解析 RNA-Seq 法で解析する。Biological	 replicate はそれぞれ 3 以上を予定し、統計

的に有意に発現の差のある遺伝子をリストアップする。さらに、細菌感染直後から体色変化する

までいくつかのタイムポイントで RNA-seq 法を用いて遺伝子発現を調べる。これにより得られる

経時的遺伝子発現データから遺伝子ネットワークのカスケードを推定する。	 
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非モデル生物におけるゲノム解析法の確立	 

研究代表者：西山智明 （金沢大学 学際科学実験センター） 

研究分担者：重信秀治 （基礎生物学研究所 生物機能解析センター）, 門田幸二 （東京大学 農学

生命科学研究科） 

連携研究者：笠原雅弘（東京大学 新領域創成科学研究科） 

研究協力者：山口勝司 （基礎生物学研究所 生物機能解析センター） 

 

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ゲノムアセンブリー法の

開発：１分子超並列シーケンサーを含む次世代シークエンサーを用いて概要ゲノムおよび分離集

団の遺伝学的地図を作成するシステムを構築する。また、少ないシーケンス量で効率的に配列多

型マッピングを行う方法を開発する。［２］非モデル生物トランスクリプトーム解析のためのラ

イブラリ調製法の開発：以下のような非モデル生物特有のトランスクリプトーム解析の課題を克

服するためのRNA-Seqライブラリの調製法を開発する。１）微量RNA	 からのライブラリ調製２）

共生系：宿主真核生物と共生細菌両方のmRNA	 を同時定量するためのライブラリ調製。［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の開発：短いリード

配列情報から遺伝子の構造決定と網羅的な発現量の測定を同時に行うシステムを構築する。[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の開発：網羅的発現プロファイリング

から得られた測定値を解析して、意味のある違いを高感度で正確に抽出する方法を開発する。	 

	 

今年度の研究計画	 

［１］	 RAMEN	 assembler	 を拡張し次世代シークエンサーからの出力を統合してゲノムアセンブ

リを行うシステムを開発し、種固有の問題に合わせて拡張を行う。［２］様々な RNA	 増幅法を

検討し、マイクロダイセクションによって回収した組織から RNAseq	 を行う。また真核原核生物

同時トランスクリプトーム解析のため、1)Ribosomal	 RNA	 の選択的除去法、(2)	 processed	 RNA	 分

解法、(3)原核 mRNA	 の選択的 polyA	 化を検討する。［３］	 参照配列のない RNAseq のデータを

アセンブルし mRNA 配列決定・アノテーションと発現量の推定を同時に行うシステムを開発する。

［４］マップ後の発現プロファイルデータから意味のあるサンプル間比較を行うための頑健な正

規化法の開発を行う。昨年度開発した発現変動遺伝子の割合や偏りを考慮した正規化法の適用可

能範囲を探るべく、シミュレーションデータの各種パラメータ変更や実データに基づく解析を行

い、適宜改良を重ねる。	 
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アノールトカゲにおける複合適応形質としての温度適応分化の遺伝的基盤

の解明	 

研究代表者：牧野能士(東北大学)	 

連携研究者：河田雅圭(東北大学)、北野潤(国立遺伝学研究所)、富永真琴(岡崎統合バイオサイ

エンスセンター)	 

	 

研究目的	 

キューバに生息するアノールをモデルとして、体温適応という生理機能や行動形質などが複雑に

関連して決まる複合適応形質の進化遺伝基盤の解明を目指す。	 

	 

研究計画	 

温度適応の遺伝的基盤を明らかにするために、キューバ西部 Soroa に同所的に生息する

Trunk-Ground	 アノール３種を用いる[Anolis	 sagrei	 （高温適応；平均体温 33.1）Anolis	 

homolechis	 （中温適応；平均体温	 31.8）。Anolis	 allogus	 (低温適応；平均体温	 29.2)]。また、

低温適応したと考えられる Isla	 de	 la	 Juventud 島に生息する Anolis	 homolechisも用いる。本

研究では、これらのトカゲをもちいて、異なる温度への適応に関わる候補遺伝子を絞り込み、そ

の後の遺伝子の機能解析につなげる基盤を創る。	 

今年度の研究計画	 

1.	 次世代シークエンサーを用いたトランスクリプトーム解析	 

3 種アノールと Isla	 de	 la	 Juventud 島の A.	 homolechis をケージに隔離し、3 段階の温度(35

度、32 度、29 度)に維持し、それぞれの個体の皮膚、肝臓、脳の組織を採集し保存する。保存し

た組織からで発現している遺伝子を次世代シークエンサーで解析する。これにより、外界の温度

変化に反応する遺伝子群とその種間での違いを検出する。また、飼育ケージ内に温度勾配をつけ

ることで、トカゲが温度を選べる状態をつくり、その状態での遺伝子の発現と上記の強制的に外

界の温度を変化させた場合との比較を行う。これにより、温度環境選好の違いに影響する候補遺

伝子群を調べる。	 

2.	 TRP 遺伝子の進化学的・生理学的解析	 

Transient	 Receptor	 Potential(trp)遺伝子のコードするタンパク質(TRP)は	 Ca2+	 チャネルとし

て機能し、熱刺激受容体と考えられている。TRP ファミリーには、TRPA、TRPM、TRPV などがあり、

特に TRPV4 では 35 度以下で活性化する。異なる温度に適応するアノールでは TRP タンパク質の

活性化する温度が異なっている可能性がある。そこで、全ゲノム配列既知種 Anolis	 caloriensis

における TRPA、TRPM、TRPV 遺伝子をもとにプライマーを作成し、上述アノール属トカゲの温度

感受性に関わる TRPV 遺伝子、特に TRPV4、TRPVA1 などの配列を決定する。ここで得られた配列

情報は、次年度実施予定の TRP 遺伝子の進化学的・生理学的解析を行う基盤となる。	 
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棘皮動物幼生骨片と脊椎動物咽頭弓をモデルとした新奇形態進化の研究	 

研究代表者：和田洋（筑波大学	 生命環境科学研究科）	 

連携研究者：荻野肇（奈良先端科学技術大学院大学	 バイオサイエンス研究科）	 

	 

研究目的	 

ボディープランの成立に結びついた複合適応形質の進化の理解を目指して、以下の２つの現象に

関する研究を行う。 
①棘皮動物のプルテウス幼生の収斂進化から、骨片という単一の形質が異時的、異所的に

co-option するときに、具体的にいくつの遺伝子的な変化が必要なのか、一見複合的には見えな
い進化も、遺伝子レベルの素過程で見ると、複合的な要因が絡み合っていることを明らかにする。

さらに、実験的な幼生骨片進化の再現を試みることを通して、新奇形態の獲得に十分な要因の同

定、さらに中間段階の再現を試みる。 
②脊椎動物咽頭弓の成立に必要な内胚葉と外胚葉の協調的な分節形成機構の解析から、複

数の組織にグローバルに影響を与える因子が採用されることで、複数の組織が協調的に進化でき

るようになり、複合的な進化を可能にした例を実証する。 
	 

今年度の研究計画	 

ウニにみられる幼生骨片に支えられた腕をもつプルテウス幼生は、ヒトデやナマコにみられるオ

ーリクラリア型の幼生から、幼生期に骨片を獲得することで、派生した。棘皮動物はすべて成体

に骨片をもつことから、成体の骨片形成機構が幼生期に活性化されることで、幼生骨片が獲得さ

れたというシンプルなスキームで理解できる。しかも、ウニだけでなくクモヒトデでも独立に幼

生骨片が獲得されていることから、それほど複雑な機構を経ずに幼生骨片の獲得が成し遂げられ

たと考えられる。我々は、既に転写因子Alxの幼生期での異時的な発現が、幼生骨片の進化に必

要であったことを明らかにしているが、ヒトデにおいてAlxを強制的に発現させても、骨片形成

が起こらない。Alxの異時的な発現獲得に加えて、外胚葉細胞におけるVEGFなどの別の因子の

co-optionも必要であったと考えられる。VEGF,VEGFレセプターの発現制御解析から、幼生骨片進

化に十分であったと考えられる進化イベントを同定し、ヒトデに強制発現させることで、実証し

ていく。	 

	 また、Alxのみ強制発現した際に活性化される転写産物をRNA-seq法で同定することで、骨片形

成に必要な転写制御ネットワークのサブ構造を明らかにし、複合適応形質進化の中間段階の再現

を試みる。	 

	 脊椎動物の咽頭弓の獲得には、神経管と内胚葉性咽頭嚢の協調的な分節が成立している必要が

ある。我々は既に咽頭弓をもたないナメクジウオにも神経管と内胚葉性咽頭嚢の協調的な分節が

成立していること、メダカにおいて Pax1 が咽頭嚢の分節形成に必要なことを明らかにしている。

我々は、神経管と咽頭内胚葉がレチノイン酸というグローバルな因子に基づいて、独立に分節を

つくることで、協調的な分節化が可能になっていると考えた。そこで、レチノイン酸の濃度勾配

が Pax1 の分節的な発現へと読み替えられる機構について、ナメクジウオ、メダカ、ツメガエル

の Pax1 の転写制御機構をツメガエルのトランスジェニック解析の実験系を用いて解析すること

で、明らかにする。	 
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適応的形質獲得のゲノム基盤  

研究代表者：岡田典弘（東京工業大学大学院 生命理工学研究科） 
連携研究者：二階堂雅人、西原秀典（東京工業大学大学院 生命理工学研究科） 
 
研究目的	 

我々はこれまでに、シクリッドにおける感覚主導の種分化（Sensory	 drive	 speciation）のメカ

ニズムを明らかにし、これまで謎に包まれていた種分化メカニズムの一端を分子レベルで証明す

ることに成功した。しかし、生物多様性を生み出す原動力として種分化と並んで重要な形態進化、

つまりは種や集団が環境に適応するための新奇形態形質の獲得メカニズムに関しては、これから

明らかにすべき課題として残されている。そこで我々は、シクリッドと哺乳類を題材として、新

奇機能を有する適応的な形質がいかなる過程を経て獲得されるのか、その分子メカニズムを明ら

かにしたいと考えている。シクリッドに関しては、近縁種間もしくは集団間におけるアリル頻度

の変動や固定を詳細に調べることで新奇形態の獲得の道筋を明らかにしたい。そのために、異種

間雑種個体を用いた QTL 解析を機軸とした責任遺伝子の同定を進めていきたいと考えている。ま

た哺乳類に関しては、複数の特異的な脳構造に着目し、その形成に至る分子メカニズムを解明す

る。例えば大脳新皮質と脳梁のような協調的に機能する複数の脳構造が、どのような遺伝子発現

制御機構によって形成されるのかを明らかにしたい。そのために哺乳類特異的な保存領域から脳

で機能する多数のエンハンサーを探索し、それらが制御する遺伝子の機能解明、さらには発現制

御ネットワークの進化プロセスを推定する。	 

	 

今年度の研究計画 
シクリッド：これまでに東アフリカ産シクリッドで開発されてきたマイクロサテライトマーカー

を利用し、F2 稚魚由来の DNA１００～２００個体分を連鎖解析に用いることで連鎖地図の作
成をおこない QTL 解析の土台作りをする。また、RNA レベルの発現解析も同時におこなう。
つまり、H. chilotesと H. sp. “rockkribensis”の唇組織における遺伝子発現を、次世代シーケン
サーを用いて網羅的に比較する。この比較解析に異なる湖のシクリッドも含めることで、平行進

化が同じ遺伝子（群）の発現によるものか否かを明らかにすることができる。 
哺乳類：SINE由来保存領域の中から、大脳新皮質や脳梁のような哺乳類に特徴的な脳構造の発
生過程で働くエンハンサーを探索し、制御対象の遺伝子の発現・機能解析をおこなう。また 2
系統のエンハンサーKOマウス（AS071、AS3_9）の解析により、哺乳類の形態進化に寄与した
遺伝的要因を明らかにする。 
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協調ネットワーク解析による複合適応形質要因の発見  

研究代表者：瀬々潤（東京工業大学） 
 
研究目的 
進化の理解が難しい要因として,常に生存競争に有利な選択だけでなく,一度不利な形質を獲得

することで,その後の生存を有利に進める現象がある.このような一見矛盾する作戦は,計算機科

学では複数の変数を組み合わせて最も良い回答を得る「組み合わせ最適化問題」を解く際に局所

解から抜け出す戦略に現れる.局所解を抜け出すには大胆な戦略変更が必要であり,細胞におい

ては,遺伝子ネットワークの変更がそのような戦略変更を容易に起こす方法のひとつと考えられ

る.なぜなら,ネットワークは,一つの「繋がり」を変更する事でネットワーク全体の性質を大き

く変化させる事が可能だからである.本研究では，研究提案者らが今まで開発してきた「いつ,

どこで」を見つけるネットワーク解析技術である	 COIN を発展させ,種間で利用されるネットワ

ークを比較する事で,進化の過程で起こったネットワーク変化を捉え,複合適応形質の可能性の

あるネットワークとその要因を推定する．本研究の模式図を下に表す．	 

	 

今年度の研究計画	 

研究提案者らが行って来た遺伝子発現量と細胞内ネットワーク(パスウエイ,タンパク質相互作

用等)を組み合わせて解析する手法	 COIN の開発を行ってきた.この成果を基に本年は	 	 

(A)複数のモデル生物の遺伝子発現量及び細胞内ネットワーク情報に COIN を適用する.遺伝子発

現量は，マイクロアレイおよび新型シークエンサで採取されたもの検討する．これにより,環境,

形質特異的に協調して働く部分ネット

ワークを抽出する.（B）（A）	 で求め

たネットワークについて種間比較し,

ネットワー	 ク変化を捉える.	 以上に

より，来年度以降行う予定の，(B)の結

果と進化系統樹の関連解析，協調ネッ

トワーク変化に関するネットワークの

正しさの検証へとつなげる．	 
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甲虫の角（ツノ）形成遺伝子ネットワークの進化メカニズムの解明	 

研究代表者：新美輝幸	 (名古屋大学大学院	 生命農学研究科)	 

	 

研究目的	 

本研究は、複合適応形質として昆虫の多くの系統で独立に獲得された角（ツノ）に着目する。昆

虫を取り巻く様々な環境の中で、繁殖戦略との相互作用を通して進化した新奇適応形態であるツ

ノには、他の生物群に比類のない極めて多様な形態が存在する。	 

	 研究材料には、周年飼育法を確立したカブトムシ、世代期間が 1.5 ヶ月と短く大量飼育が容易

なオオツノコクヌストモドキ（雄にのみ頭部に突起状のツノ・大きな大顎・頬の張り出しが存在）、

人工飼育法を確立したファイルキクイムシ（雄にのみ前胸部にツノが存在）を主な材料として用

いる。これら昆虫の利点や申請者がこれまでに確立した larval	 RNAi 法などの遺伝子機能解析法

を生かし、次世代シーケンサーを用いた網羅的な比較トランスクリプトーム解析によりツノ形成

を制御する遺伝子群を同定し、ツノ形成遺伝子ネットワークの進化メカニズムを解明する。最終

的には、種･科･上科レベルで異なる昆虫種を用いた比較解析により、進化の新しい共通理論の構

築を目指す。	 

	 

今年度の研究計画	 

１．カブトムシのツノ形成遺伝子の探索	 

これまでに得られた知見を元に、さらに関連する候補遺伝子をクローニングし、ツノ形成への関

与を larval	 RNAi 法を用いて検討する。	 

２．次世代シーケンサーを用いた比較トランスクリプトーム解析	 

カブトムシのツノ形成に関与する遺伝子群の中で、候補遺伝子アプローチでは不可能な未知の遺

伝子群の同定を試みる。ゲノム情報のない非モデル生物において網羅的な比較トランスクリプト

ーム解析を行い、性特異的な発現を示す膨大な配列情報を得る。	 

３．larval	 RNAi 法によるハイスループット・スクリーニング	 

比較トランスクリプトーム解析により得られた膨大な配列情報の中から、ツノ形成に関与する遺

伝子群を同定するため、larval	 RNAi 法を用いた機能解析スクリーニングを行う。スクリーニン

グの効率を上げるため、二本鎖 RNA の混合注射により RNAi 解析を段階的に進め、ツノ形成に関

与する遺伝子群を迅速に同定する。
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FGF10 発現制御から解き明かす肢芽誘導機構の保存性と多様性	 

研究代表者：黒岩厚（名古屋大学	 理学研究科	 生命理学専攻	 形態発生学研究室）	 

	 

研究目的	 

脊椎動物の付属肢は様々な生存環境に適応する多様な形態を持つばかりでなく、これらの原基で

ある鰭芽や肢芽の形成過程も、変態に代表されるように発生過程の多様化に対応している。一方

で鰭芽や肢芽の形成を司る遺伝子システムの多くは共通する。肢芽形成過程は複数のサブプロセ

スから構成され、これらの統御システムに可塑性があるために肢芽形成の多様性が生み出される

と推測される。肢芽形成の遺伝子ネットワークの進化・多様化における変遷を解析することによ

り「複合適応形質進化を担う遺伝子ネットワークがどのようなメカニズムで進化してきたか」と

いう課題にアプローチする。Fgf10は肢芽形成に必須であり、肢芽位置指定機構の近下流で機能

し肢芽間充織の誘導や成長に深く関わるため、その発現制御機構を知ることは肢芽形成の基本過

程や肢芽形成の多様性を知る上でも重要である。無顎類から顎口類にいたる鰭芽の獲得過程、肉

鰭類から四肢類への進化過程、四肢類における肢芽形成タイミングの多様化過程などで、Fgf10

の肢芽特異的発現を制御するエンハンサーがどのように獲得され保存・変容してきたかについて

解析する。	 

	 

今年度の研究計画	 

(1)進化過程におけるエンハンサー配列の獲得と変容	 

	 鰭芽・肢芽形成に関わる Fgf遺伝子とそのエンハンサーの進化過程での変容について、マウス

で同定された Fgf10 の肢芽特異的発現を制御するエンハンサー(R3)の進化的保存性を利用して

研究を展開する。具体的にはゾウギンザメ、シーラカンスの R3 を持つ Fgfの同定と肢芽誘導エ

ンハンサー(R2)配列の存在確認を、ゲノムクローンの分離と塩基	 

より行う。変態ガエルと直接発生ガエルの多様化過程での肢芽誘導機構の変遷過程を理解するた

めに、直接発生ガエルの R3 を持つゲノムクローンの分離、塩基配列決定によりこれを持つ Fgf

の同定と R2 の有無について解析を行う。	 

(2)肢芽形成のヘテロクロニーと肢芽誘導システムの保存性と変容	 

	 変態するカエルでは他の四肢類と異なり体節形成期ではなく、はるかに発生の進んだオタマジ

ャクシ期に肢芽形成が起きる。これに対応して Xenopus	 Fgf10 には発現開始エンハンサーR2 配

列が存在しない。一方マウス R2 は、Xenopus 尾芽胚の側板中胚葉でもエンハンサー活性を示す

ことから、変態カエルでも肢芽形成が実際に起きるはるか以前の発生段階で予定肢芽領域の決定

が行われている可能性がある。この領域が予定肢芽領域となっているかどうかについて、

transgenic	 Xenopusの手法を用いて細胞系譜の追跡を行う。またマウス及び Xenopusの R3 エン

ハンサー活性を transgenic	 Xenopusにより解析し、機能的保存性についての検討及び機能配列

の決定を行う。	 
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マイマイカブリのゲノムと適応形態遺伝子	 

研究代表者：曽田貞滋（京都大学大学院	 理学研究科	 生物科学専攻	 動物学教室）	 

連携研究者：小沼順二、山本哲史（京都大学大学院	 理学研究科	 生物科学専攻	 動物学教室）	 

	 

研究目的	 

日本列島に広く分布し，陸貝を餌とするマイマイカブリの外部形

態形質は，採餌戦略の鍵となる複合適応形質である．頭部，胸部

が伸長した「狹頭型」は大型のカタツムリに体を突っ込んで軟体

部を捕食するのに適しており，頭部，胸部が幅広の「巨頭型」は

小型のカタツムリの殻をかみ砕いて捕食するのに適している．こ

の他，体サイズも捕食戦術に関連している．体形や体サイズは生

息地域の陸貝相に対応し，地理的集団間で著しく多様化している．

本研究では，このマイマイカブリを研究対象とし，適応形態の多

様化の背景にある遺伝子群を，連鎖地図作成，QTL 解析，ゲノム

配列決定，候補遺伝子探索の一連のアプローチによって解明する

ことを目的とする．	 

	 

今年度の研究計画	 

（１）これまでに作成した，サドマイマイカブリ雄×アオマイマイカブリ雌の F1 雌を，同じサ

ドマイマイカブリ雄に戻し交雑した個体（134 頭）と，コアオマイマイカブリ雄×アオマイマイ

カブリ雌の F1 の兄妹交配による F2 個体（120 頭）を用い，AFLP，マイクロサテライトを用いた

連鎖地図作成を行う．高精度の連鎖地図を得るため，次世代シーケンサーによるマーカーシーケ

ンスの大量取得も試みる．	 

（２）体形および体サイズを含む外部形態に関する QTL マッピングを行うとともに，幾何学的形

態測定法によるモジュラー解析を平行して行い，複合適応形質のモジュラー性について遺伝子配

置と表現型相関の両面から検討する．	 

（３）適応形態形質に関わる遺伝子の探索を行うため，次世代シーケンサーを用いたゲノムシー

ケンスの解読に着手する．	 
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ミヤコグサとダイズ野生種における環境適応に関わる遺伝子基盤の解析  

研究代表者：瀬戸口浩彰（京都大学大学院 人間・環境学研究科 相関環境学専攻） 
	 

研究目的	 

植物の花芽形成は、典型的な「複合的光応答」であることが知られている。植物は発芽した場所

から移動することが出来ないために、光の質と量をセンシングすることによって、生育地の緯度

に適した開花のタイミングを測っている。本研究は、野生集団の花芽形成が緯度によって顕著な

違いを呈することが知られているマメ科のミヤコグサとダイズの野生種：ツルマメを研究対象に

設定した。ミヤコグサは長日植物であり、同一条件下で育成すると播種から開花まで４６日弱（沖

縄県）から９０日（東北・北海道）までの幅を示す。また、ダイズ・ツルマメは短日植物である

が、ミヤコグサと同様に幅広い開花日数を示す。両種ともにモデル植物・重要な栽培植物として

ゲノム基盤が整っている。２年間の研究期間に、光受容体、慨日時計機構、花成誘導に関連する

遺伝子群を対象にして「光シグナルによる複合的光応答」に関わる遺伝子を特定することを本研

究は目的とする。南北に長い日本列島を場にして、緯度傾度にともなう光環境傾度の中で、野生

植物がどのような遺伝子（複数）を適応させて制御しているのかを解明することが出来る。開花

のタイミングの「ずれ」は生殖的隔離をもたらすので、換言すると、種分化を促進する遺伝子制

御機構を解明する一端を担うことになる。	 

 
今年度の研究計画 
ミヤコグサでは、宮古島MG-20と岐阜 B-129ならびにその組み替え自殖系統（LjMG RI lines）
が確立されており、播種から開花までの日数も line ごとに明確になっている。今年度は、宮古
島MG-20と岐阜 B-129ならびに RI linesの幾つかを対象にして、次世代シーケンサーでリシー
ケンスを実施する。ダイズ・ツルマメに関しては、ゲノムが出来るだけ単型化しているダイズの

RI linesを利用する。この RI linesについても播種から開花までの日数が既に明確になっている。
ミスズダイズとMoshidou Gong 503、ならびにその RI linesの幾つかを対象にして、リシーケン
スを実施する。そして、ゲノムワイドに花芽形成時期の決定に関わる SNPを特定していく予定
である。なお、RI linesとその母種は、Legume base（＠宮崎大学ナショナルバイオリソースプ
ロジェクト、ミヤコグサ・ダイズ中核機関）から既に提供を受けた。また、岡崎の基礎生物学研

究所にて路地栽培を行い、播種から開花までの日数についても再検証を行う。 



 26 

変動する環境下での人工進化実験による進化過程の解析  

研究代表者：古澤力（大阪大学 情報科学研究科） 
 
研究目的  
生物システムの進化ダイナミクスは、システムの安定性に起因する拘束条件や、時間的に変動す

る環境条件に依存し、その適応度地形上の表現型変化は複雑な軌跡を描く。その軌跡が持つ性質

を解析することは、進化ダイナミクスの理解のための重要な意味を持つ。そこで本研究では、コ

ントロールできる環境下での大腸菌の人工進化実験を用いて、その進化ダイナミクスにおける表

現型変化をマイクロアレイによる発現解析によって定量する。特に、時間的に変動する環境下に

おける進化実験を行い、様々な条件下からの進化ダイナミクスを複数の独立系列で取得する。そ

の複数の進化系列のデータから、進化的拘束条件や複合適応形質の出現など、そこで見られる表

現型変化の軌跡が持つ性質を抽出する。 
 
今年度の研究計画  
クリーンブース内に設置した自動分注ロボット(Beckman Coulter製 Biomek NX)と、それに接続
したインキュベータ、吸光/蛍光プレートリーダを組み合わせることにより、全自動で微生物の
植え継ぎ培養を可能とする培養ロボットシステムを構築する。培養は 96-wellプレートを用いる。
一定の時間間隔で吸光度を測定し、それが一定値に達したら次の well に菌体を植え継ぐという
一連の操作を自動的に行うことによって、対数増殖期を維持した長期間培養を行う。この系を用

いて、sub-lethal な 5～6 種類のストレス因子（高エタノール濃度、高ブタノール濃度、低 pH、
高 pHを予定）をそれぞれ付加した環境において数百から数千世代の植え継ぎ培養による実験室
進化実験を複数の独立系列で行う。適当な時間間隔のサンプルから mRNA を抽出し、マイクロ
アレイを用いて表現型の進化ダイナミクスを解析する。加えて、上記のストレス因子の付加を時

間的に変動させる実験室進化実験を行い、同様に表現型の変化を解析することにより、時間的に

変動する環境が進化ダイナミクスの軌跡にどのような影響を与えるかを解析する（下図参照）。
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送粉適応した協調的な花形質の進化：キスゲ属における遺伝子基盤とその分

子進化の解明	 
研究代表者：新田梢（九州大学大学院	 理学研究院）	 

	 

研究目的	 

キスゲ属の 2種は対照的な複合適応形質をもち、ハマカンゾウは朝開花し、夕方に閉花する昼咲

き種で、昼行性のアゲハチョウ類に送粉され、赤色を帯びたオレンジ色、香りなしという特徴が

ある。一方、キスゲは夕方に開花し、翌朝に閉花する夜咲き種で、夜行性のスズメガ類に送粉さ

れ、薄い黄色、強く甘い香りという特徴である。葉緑体 DNA 系統樹より、スズメガ媒である夜咲

きキスゲは多系統で、昼咲きのアゲハチョウ媒から平行進化したことが示唆されている。しかし、

キスゲの複合適応形質が独立に平行進化したとは考えにくい。なぜなら、複数の主要遺伝子の突

然変異が、独立に何回も生じる確率はきわめて低い。また、仮に主要遺伝子の突然変異が複数の

系統で起きても、これらが固定して、協調的に働く適応形質セットが独立に進化する可能性はさ

らに低い。	 

	 そこで、複数の主要遺伝子の突然変異（スズメガ媒キスゲの花形質の対立遺伝子）自体は一度

しか生じなかったが、雑種形成を通じてこれらがアゲハ媒昼咲き種の様々な系統へと浸透し、昼

咲き型の対立遺伝子と置き換わったために、「キスゲ」の平行進化が生じたという仮説を考えた。

本研究では、ハマカンゾウとキスゲの花色・花香の違いに関与している遺伝子を特定し、その分

子系統樹を比較し、雑種形成によって、スズメガ媒キスゲの平行進化が生じたという仮説を検証

する。	 

	 

今年度の研究計画	 

今年度は、ハマカンゾウとキスゲのつぼみ組織から RNA を抽出し、次世代シーケンサを用いた

RNA-seq によって、種間で配列に違いのある遺伝子又は、発現に差がある遺伝子を明らかにする。

特に、花色・花香の違いに関与する候補遺伝子を絞り、個々の候補遺伝子について、キスゲ・ハ

マカンゾウ・雑種 F2 についてリアルタイム RT-PCR で定量し、ハマカンゾウとキスゲの花色・花

香の違いに関与している遺伝子を特定する。	 

	 アントシアニン色素については、遺伝子の転写調節に関わる MYB 遺伝子が関与している可能性

が高いと予想している。ユリの花のアントシアニン合成に関わる MYB 遺伝子(Yamagishi	 et	 al.	 

2009)に相同な配列を探索し、色素量と発現量に相間があるか調べる。	 

	 カロテノイド色素については、予備的な研究で、ハマカンゾウのオレンジ色と、キスゲの薄い

黄色の違いは、カロテノイド色素の組成の違いによることが明らかになっている。そこで、この

組成の違いに関与する遺伝子が探索できると期待される。	 

	 花香物質合成系に関する遺伝子については、特に、キスゲに特異的な花香成分のうち一番放出

量の多い linalool について、モノテルペン合成系の遺伝子の発現を比較する。また、ペチュニ

アのベンゼン系の制御に関わる MYB 遺伝子の ODO1	 遺伝子(Verdonk	 et	 al.	 2005)に相同な配列

がないか探索する。
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性的二型と闘争・求愛行動の進化 
研究代表者：松尾隆嗣（東京大学 農学生命科学研究科） 
 
研究目的 
	 動物のオスでは、体の一部が著しく発達するとともにその部位を用いた儀礼的な闘争行動や求

愛行動を示す例がしばしば観察される。このような形態と行動の密接な関係は複合適応形質を構

成しており、その進化には形態形成と神経機能という２つの異なる分子メカニズムが関与してい

る。本研究ではキイロショウジョウバエの近縁種 Drosophila prolongata を対象にオス特異的な形
態と闘争・求愛行動の進化を解析する。D. prolongata の前肢はオスでのみ肥大・着色しており、
オス間での闘争行動、及びメスに対する求愛行動に用いられる。いずれの行動も、前肢に性的二

型のない近縁種に比べて高度に複雑化しており、肥大した前肢が重要な役割を果たす。D. 
prolongata はキイロショウジョウバエと非常に近いゲノム配列を持っており、キイロショウジョ
ウバエのゲノム情報や遺伝子解析手法を有効に活用することができる。本研究では、次世代シー

ケンサーによる発現解析を軸に D. prolongata のオス特異的な形態と特徴的な闘争・求愛行動の
進化に関わる遺伝子を同定することを目的とする。 
 
今年度の研究計画 
	 形態形成と神経機能に関わる組織から遺伝子転写産物を抽出し、ロシュ 454 GS-FLXにより
配列を決定すると同時にそれぞれの遺伝子の発現量を推定する。雌雄間および種間の比較により、

D. prolongataオスで特異的に発現量が変化しているものを候補遺伝子とする。全身を使わず、対
象とする組織を限定することで転写産物の複雑度（種類）は減少し、解析に必要なリード数が減

る。成虫の前肢の形態形成は蛹期の肢原基で行われ、闘争・求愛行動は成虫の脳内物質によって

制御されている可能性が高い。よってこの 2 つの組織からの転写産物を３’配列解析する。こ
れまでの経験から、解析精度を上げるにはリード数を増やすより比較するサンプルを増やす方が

良い。そこで D. prolongataに加え、通常の形態と行動をもつ D. rhopaloa、D. kurseongensisそれ
ぞれの雌雄、計 6サンプル間で発現量を比較する。
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ネムリユスリカの乾燥無代謝休眠を支えるゲノム情報と原因遺伝子の解明	 

研究代表者：黄川田隆洋（農業生物資源研究所	 乾燥耐性研究グループ）	 

連携研究者:コルネット・リシャー，末次克行（農業生物資源研究所	 乾燥耐性研究グループ）	 

	 

研究目的	 

ネムリユスリカ（Polypedilum	 vanderplanki）のゲノム DNA 情報

を解明することにより、乾燥無代謝休眠の全過程に介在するネッ

トワークを構成する遺伝子を明らかにするとともに、完全に乾燥

しても死に至らないという驚異的な生命現象を可能にしている原

因遺伝子を同定することを目的とする。	 

	 生物にとって、水は代謝を動かす溶媒として必須である。細胞

から水分が失われると代謝は停止し、最終的には死に至る。しか

し、一部の生物は、完全に乾燥して代謝が停止しても死に至ることなく、再給水すると代謝が復

活する。この現象は乾燥無代謝休眠（anhydrobiosis）と呼ばれ、昆虫ではアフリカ半乾燥地帯

に生息するネムリユスリカの幼虫のみに認められる。適合溶質であるトレハロースとシャペロン

様活性を持つ LEA タンパク質が乾燥時の細胞保護に寄与することで乾燥無代謝休眠状態の維持

に関与していることを明らかにしたが、これらの因子の発現調節機構はまだ不明である。当然な

がら、乾燥無代謝休眠の原因遺伝子は特定できていない。	 

	 このような特異的な生命現象を理解するためには、比較ゲノム解析が有効となる。ネムリユス

リカと同属のヤモンユスリカ（Polypedilum	 nubifer）は乾燥に対して感受性を示すため、これ

ら同属異種の２種類のユスリカのゲノム情報を比較することで、乾燥無代謝休眠に関与する遺伝

子ネットワークをと原因遺伝子の同定を目指す。	 

	 

今年度の研究計画	 

・ Fosmidライブラリーのエンドシーケンス（黄川田）	 
ネムリユスリカFosmidゲノムライブラリーのインサート両末端をサンガー法でシーケンスを

行う。	 

・ 次世代シーケンサーによるde	 novoシーケンス（黄川田）	 
ネムリユスリカゲノムDNAを抽出し、次世代シーケンサーを用いてde	 novoシーケンスを行う。	 

・ ネムリユスリカトランスクリプトーム解析（RNA-seq）（コルネット）	 
ネムリユスリカのRNAを抽出し、次世代シーケンサーを用いてRNA-seqを行う。	 

・ データアッセンブル（末次）	 
得られた塩基配列データのアッセンブルを行うことで、スーパーコンティグへの連結を進め

る。	 

乾燥

吸水

36時間後

48時間後

10分後

20分後

60分後

24時間後

乾燥状態：常温で 17年以上維持可能
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寄生植物コシオガマの寄生形質獲得に関わる遺伝子の同定	 

研究代表者：吉田聡子（理化学研究所	 植物科学研究センター）	 

研究協力者：イシダ	 ジュリアニ（東京大学	 農学部）	 

	 

研究目的	 

ハマウツボ科には多くの根寄生植物が属するが、その中には宿主なしでは生活環を全うできない

絶対寄生植物と独立栄養でも生育できる条件的寄生植物がある。系統解析から、ハマウツボ科で

は一回の寄生形質獲得の進化、複数回の条件的寄生から絶対寄生への進化が起こったと考えられ

ている。本研究では、条件的寄生植物コシオガマのトランスクリプトーム解析をおこない、絶対

寄生植物、独立栄養植物のゲノムとの比較を通して、植物の寄生形質獲得の進化過程を明らかに

することを目的とする。また、逆遺伝学的手法を用いて寄生形質を支配する遺伝子を同定する。	 

	 

今年度の研究計画	 

コシオガマはこれまでにシーケンス情報のない植物種であり、de	 novoトランスクリプトーム解

析が必要である。コシオガマの根から RNA を抽出し、均一化した cDNA ライブラリーを作成し、

454 型シーケンサーで解析する。さらに後述のイルミナシーケンサーで得られた配列と合わせて

アセンブリし、レファレンス配列とする。得られた配列は GO 解析や Blast 解析により分類し、

予想される遺伝子産物情報をデータベース化する。	 

さらに、寄生植物に特異的な器官である吸器の形成過程で発現する遺伝子を同定するために、独

立栄養で生育したコシオガマ根RNAと宿主に寄生しているコシオガマ吸器および根RNAを抽出し、

イルミナ社の次世代シーケンサーを用いて、発現解析をおこなう。コシオガマ吸器は宿主根内部

にまで侵入するため、サンプリングの際に宿主根を取り除くことはほぼ不可能である。そのため、

既にゲノム配列の決定したイネを宿主として用い、寄生状態の宿主根とコシオガマ根を同時にシ

ーケンスし、後にバイオインフォマティクスを用いてイネの配列を除去する。独立栄養状態と寄

生状態のコシオガマトランスクリプトームを RNA	 sequencing によって比較し、寄生状態におい

て特に発現が高い転写産物を決定する。これらの寄生特異的遺伝子の発現パターンを qRT-PCR

およびマイクロアレイ解析により確認する。
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２核性を獲得した繊毛虫における核−細胞質間輸送系の複合適応形質進化  

研究代表者：岩本政明（情報通信研究機構 未来 ICT研究所 バイオ ICT研究室） 
連携研究者：原口徳子（情報通信研究機構 未来 ICT研究所、大阪大学大学院 理学研究科） 
 
研究目的  
原生生物の繊毛虫は、同一の細胞質に機能の異なる２種類の細胞核（大核と小核）を持つ２核性

という特徴的形質を備えている。しかしながら、繊毛虫がいつ、どのようにして２核性を獲得し

たのかは明らかになっていない。２核性獲得に至った進化過程では、細胞核の機能制御の分子基

盤である核-細胞質間輸送（核輸送）を担う輸送担体と、輸送基質および核膜孔複合体が、それ
ぞれの結合親和性を維持しながら複合的に適応進化する必要がある。本研究では、２種類の細胞

核で使い分けされている核膜孔タンパク質、それに対応する輸送担体、および輸送基質が持つ核

局在化シグナルを同定し、それぞれの因子間における相互作用の特異性、効率性などを明らかに

することで、２核性獲得における核輸送システムの複合適応形質進化の分子機構の理解を目指す。 
 
今年度の研究計画  
大核輸送系と小核輸送系における核膜孔タンパク質と輸送担体、および輸送担体と輸送基質それ

ぞれの相互作用の様式を研究するために、選択的核輸送に関わっている役者を洗い出すことが今

年度の目標である。 
	 繊毛虫テトラヒメナの大核と小核には、異なったリピート配列を持った核膜孔タンパク質

Nup98が存在する（大核 Nup98は Gly-Leu-Phe-Glyリピート、小核 Nup98は Asn-Ile-Phe-Asnリ
ピート）。核膜孔タンパク質のリピート領域は、輸送担体が核膜孔を通過する際の結合部位であ

るため、大核と小核の異なる Nup98 リピートには、異なる分子種の輸送担体が結合すると予想
される。そこで、Nup98のリピート領域をベイトにしたプルダウンを行って、それぞれのリピー
ト配列に特異的に結合する輸送担体を回収し、回収画分をマススペクトロメトリーで解析して、

それらの分子種を同定する。これによって核選択的な Nup98 のリピート領域に依存して運び分
けを行っている輸送担体を明らかにする（核膜孔複合体側からの輸送担体の探索）。 
	 それと並行して、大核または小核だけに局在する核内タンパク質から、核選択的に働く核局

在化シグナルを見出す。大核と小核で異なる分子種が使われているリンカーヒストンをターゲッ

トにして、それぞれから選択的な核局在に必須の最小アミノ酸配列を決定する。さらに、この最

小配列をベイトにしたプルダウンを行い、回収画分をマススペック解析することによって、核選

択的な核局在シグナルと特異的に結合する輸送担体の分子種を同定する（輸送基質側からの輸送

担体の探索）。



 32 

サンゴに共生する褐虫藻類の比較ゲノム学的研究  

研究代表者：將口栄一（沖縄科学技術研究基盤整備機構） 
連携研究者：川島武士、新里宙也（沖縄科学技術研究基盤整備機構） 
 
研究目的 
共生を理解するためには、共生の成り立ち、保持、崩壊のメカニズムを理解する必要がある。こ

れらを理解する上でまた海洋環境系を考える上で、サンゴやシャコガイなどに共生する褐虫藻

（zooxanthella）を含む渦鞭毛藻類は重要な生物である。褐虫藻は長い間同一種と考えられてき

たが、最近の分子系統学的研究により、現在ではクレード Aからクレード Hまでの８つに分けら

れている。サンゴを含め褐虫藻と共生する無脊椎動物の約 85％は毎世代新たに外界より褐虫藻

を取り込む。また、サンゴの種によっては２種類以上のクレードの異なった褐虫藻を取り込むこ

とも知られている。このような複雑な褐虫藻の共生の際の振る舞いを理解するには、褐虫藻ゲノ

ムの比較解析が必須である。しかし、多くの褐虫藻類のゲノムサイズは 3Gbp 以上と大きいこと

などから、ゲノム科学的な研究はほとんど行われていない。私たちは現在ほぼサンゴ（コユビミ

ドリイシ	 Acropora	 digitifera）のゲノム解読を終了し、次の目的として、現在知られている渦

鞭毛藻類の中でゲノムサイズが最も小さく、単離培養の成功している褐虫藻 Symbiodinium	 

microadriaticum（カリブ海のサンゴ Montastrea	 faveolata由来、クレード B;	 Coffroth 博士よ

り提供を受けた）のゲノム(約 1.6	 Gbp)解読に取り組んでいる。本研究では、沖縄の海に生息す

る２種の褐虫藻類のゲノムを次世代型シーケンサーにより解読し、この S.	 microadriaticumゲ

ノムと比較する。その比較解析から褐虫藻の多様性についてゲノム科学的な理解を深め、海産無

脊椎動物と褐虫藻類の共生進化メカニズムを、共生の成り立ち、保持、崩壊に注目して解明する。	 

 
今年度の研究計画 
１.Illumina	 Solexaにより、クレードAの褐虫藻(2.2Gbp)のシーケンスを行う。その配列を、ク

レードB(1.6Gbp)のゲノム配列やサンゴのゲノム配列と比較解析する。	 

２．クレード A と B の BAC ライブラリーを作成する。その BAC クローンを蛍光 in	 situ	 ハイブ

リダイゼーション法により染色体上にマップする方法を確立する。	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 



班員名簿

氏名 所属・職 所属機関住所 E-mail/HP	 address/Tel

はせべ　みつやす 基礎生物学研究所 〒444-8585 mhasebe@nibb.ac.jp

長谷部光泰 生物進化研究部門 愛知県岡崎市明大寺町字西郷中38 http://www.nibb.ac.jp/evodevo/

Hasebe,	 Mitsuyasu 教授 Tel:	 0564-55-7546

総括班（代表）計画（代表）

むらた　たかし 基礎生物学研究所 〒444-8585 tkmurata@nibb.ac.jp

村田　隆 生物進化研究部門 愛知県岡崎市明大寺町字西郷中38 http://www.nibb.ac.jp/evodevo/

Murata,	 Takashi 准教授 Tel:	 0564-55-7549

計画（連携）

ひわたし　ゆうじ 基礎生物学研究所 〒444-8585 hiwatash@nibb.ac.jp	 

日渡　祐二 生物進化研究部門 愛知県岡崎市明大寺町字西郷中38 http://www.nibb.ac.jp/evodevo/

Hiwatashi,	 Yuji 助教 Tel:	 0564-55-7548

計画（連携）

たまだ　ようすけ 基礎生物学研究所 〒444-8585 tamada@nibb.ac.jp

玉田　洋介 生物進化研究部門 愛知県岡崎市明大寺町字西郷中38 http://www.nibb.ac.jp/evodevo/

Tamada,	 Yosuke 助教 Tel:	 0564-55-7545

計画(研究協力）

おおしま　いっせい 基礎生物学研究所 〒444-8585 issei@nibb.ac.jp	 

大島　一正 生物進化研究部門 愛知県岡崎市明大寺町字西郷中38 http://www.nibb.ac.jp/evodevo/

Ohshima,	 Issei 研究員 Tel:	 0564-55-7545

計画(研究協力）

ふくしま　けんじ 総合研究大学院大学　生命科学研究科 〒444-8585 kfuku@nibb.ac.jp	 

福島　健児 基礎生物学専攻 愛知県岡崎市明大寺町字西郷中38 http://www.nibb.ac.jp/evodevo/

Fukushima,	 Kenji 大学院生 Tel:	 0564-55-7545

計画(研究協力）

くらたに　しげる 独立行政法人理化学研究所 〒650-0047 saizo@cdb.riken.jp

倉谷　滋 発達・再生科学総合研究センター　形態進化研究グループ兵庫県神戸市中央区港島南町2-2-3 http://www.cdb.riken.jp/emo/index.html

Kuratani,	 Shigeru グループディレクター Tel:	 078-306-3064

総括班（分担）計画（代表）

いりえ　なおき 独立行政法人理化学研究所 〒650-0047 asurain@cdb.riken.jp	 

入江　直樹 発達・再生科学総合研究センター　形態進化研究グループ兵庫県神戸市中央区港島南町2-2-3 http://www.cdb.riken.jp/emo/index.html

Irie,	 Naoki 研究員 Tel:	 078-306-3388

計画（分担）

しまだ　とおる 東京大学大学院農学生命科学研究科 〒113-8657 shimada@ss.ab.a.u-tokyo.ac.jp

嶋田　透 生産・環境生物学専攻　昆虫遺伝研究室 東京都文京区弥生1-1-1 http://www.ab.a.u-tokyo.ac.jp/igb/

Shimada,	 Toru 教授 Tel:	 03-5841-8124

総括班（分担）計画（代表）

かつま　すすむ 東京大学大学院農学生命科学研究科 〒113-8657 katsuma@ss.ab.a.u-tokyo.ac.jp

勝間　進 生産・環境生物学専攻　昆虫遺伝研究室 東京都文京区弥生1-1-1 http://www.ab.a.u-tokyo.ac.jp/igb/

Katsuma,	 Susumu 准教授 Tel:	 03-5841-8994

計画（分担）

だいもん　たかあき 独立行政法人農業生物資源研究所 〒305-8634	 daimontakaaki@affrc.go.jp

大門　高明 昆虫科学研究領域	 昆虫成長制御研究ユニット 茨城県つくば市大わし1-2 http://www.nias.affrc.go.jp/org/DivInsect/GrowthRegulation/

Daimon,	 Takaaki 主任研究員 Tel:	 029-838-6075

計画（分担）

ふじわら　はるひこ 東京大学大学院新領域創成科学研究科 〒277-8562 http://www.idensystem.k.u-tokyo.ac.jp/index.htm

藤原　晴彦 先端生命科学専攻 千葉県柏市柏の葉5-1-5 haruh@k.u-tokyo.ac.jp	 

Fujiwara,	 Haruhiko 教授 東京大学新領域生命棟501 Tel:	 04-7136-3659

総括班（分担）計画（代表）

ほり　ひろし 名古屋大学　遺伝子実験施設 〒464-8602 hori@bio.nagoya-u.ac.jp

堀　寛 名誉教授 愛知県名古屋市千種区不老町 Tel:	 052-789-2974

Hori,	 Hiroshi

計画（分担）

かわぐち　まさよし 基礎生物学研究所 〒444-8585 masayosi@nibb.ac.jp

川口　正代司 共生システム研究部門 愛知県岡崎市明大寺町字西郷中38 http://www.nibb.ac.jp/miyakohp/index.html

Kawaguchi,	 Masayoshi 教授 Tel:	 0564-55-7564

総括班（分担）計画（代表）

さいとう　かつはる 信州大学農学部 〒399-4598 saitok@shinshu-u.ac.jp

斎藤　勝晴 食料生産科学科土壌生物学研究室 長野県上伊那郡南箕輪村8304 http://karamatsu.shinshu-u.ac.jp/lab/soil/sub1.html

Saito,	 Katsuharu 准教授 Tel:	 0265-77-1407

計画（分担）

たけだ　なおや 基礎生物学研究所 〒444-8585 takedan@nibb.ac.jp

武田　直也 共生システム研究部門 愛知県岡崎市明大寺町字西郷中38 http://www.nibb.ac.jp/miyakohp/index.html

Takeda,	 Naoya 助教 Tel:	 0564-55-7563

計画（連携）

すざき　たくや 基礎生物学研究所 〒444-8585 tsuzaki@nibb.ac.jp

寿崎　拓哉 共生システム研究部門 愛知県岡崎市明大寺町字西郷中38 http://www.nibb.ac.jp/miyakohp/index.html

Suzaki,	 Takuya 助教 Tel:	 0564-55-7563

計画（連携）



ふかつ　たけま 独立行政法人産業技術総合研究所 〒305-8568 t-fukatsu@aist.go.jp

深津　武馬 生物プロセス研究部門 茨城県つくば市東1-1-1　中央第6 http://staff.aist.go.jp/t-fukatsu/

Fukatsu,	 Takema 研究グループ長 Tel:	 029-861-6087

総括班（分担）計画（代表）

つちだ　つとむ 富山大学 〒930-8555 tsuchida@ctg.u-toyama.ac.jp	 

土'田　努 先端ライフサイエンス拠点	 富山市五福3190　多目的ゼミナール棟Ｅ室 http://ttsymbiosis.web.fc2.com/index.html

Tsuchida,	 Tsutomu 土'田	 共生機能科学研究室	 Tel:	 076-445-6553

計画（分担）

にこう　なるお 放送大学　教養学部 〒261-8586 nikoh@ouj.ac.jp

二河　成男 准教授 千葉県千葉市美浜区若葉２‐１１ Tel:	 043-298-4156

Nikoh,	 Naruo

計画（分担）

にしやま　ともあき 金沢大学　学際科学実験センター 〒920-0934 tomoakin@kenroku.kanazawa-u.ac.jp

西山　智明 助教 石川県金沢市宝町13-1 Tel:	 076-265-2777

Nishiyama,	 Tomoaki

総括班（分担）計画（代表）

しげのぶ　しゅうじ 基礎生物学研究所	 生物機能解析センター 〒444-8585 shige@nibb.ac.jp

重信　秀治 生物機能情報分析室 愛知県岡崎市明大寺町字西郷中38 http://www.nibb.ac.jp/̃analyins/CAI-home.html

Shigenobu,	 Shuji 特任准教授 Ｔｅｌ:	 0564-55-7672

計画（分担）

かどた　こうじ 東京大学大学院農学生命科学研究科 〒113-8657 kadota@iu.a.u-tokyo.ac.jp

門田　幸二 アグリバイオインフォマティクス教育研究ユニット 東京都文京区弥生1-1-1 http://www.iu.a.u-tokyo.ac.jp/̃kadota/

Kadota,	 Koji 特任助教 Tel:	 03-5841-1295

計画（分担）

かさはら　まさひろ 東京大学大学院新領域創成科学研究科 〒277-8562 mkasa@cb.k.u-tokyo.ac.jp

笠原　雅弘 情報生命科学専攻　 千葉県柏市柏の葉5-1-5　総合研究棟351 http://ka.cb.k.u-tokyo.ac.jp/

Kasahara,	 Masahiro 講師 ＣＢ09 Tel:	 04-7136-4110

計画（連携）

やまぐち　かつし 基礎生物学研究所　生物機能解析センター 〒444-8585 kyamaguc@nibb.ac.jp

山口　勝司 生物機能情報分析室 愛知県岡崎市明大寺町字西郷中38 http://www.nibb.ac.jp/̃analyins/CAI-home.html

Yamaguchi,	 Katsushi 技術主任 Tel:	 0564-55-7670

計画（研究協力）

おかだ　のりひろ 東京工業大学大学院生命理工学研究科 〒226-8501 nokada@bio.titech.ac.jp

岡田　典弘 生体システム専攻 神奈川県横浜市緑区長津田町4259-B-21 http://www.evolution.bio.titech.ac.jp/

Okada,	 Norihiro 教授 Tel:	 045-924-5742

総括班（連携）公募（代表）

かわた　まさかど 東北大学大学院生命科学研究科 〒980-8578 kawata@m.tohoku.ac.jp

河田　雅圭 生体システム生命科学専攻 宮城県仙台市青葉区新巻字青葉6-3 http://meme.biology.tohoku.ac.jp/ECOLEVOL/ANIMECO/kawata/

Kawata,	 Masakado 教授 Tel:	 022-795-6688

総括班（連携）公募(連携）

ふじやま　あさお 国立情報学研究科　情報学プリンシプル研究系 〒101-8430 afujiyam@nii.ac.jp

藤山　秋佐夫 教授 東京都千代田区一ツ橋2-1-2	 1308室 http://www.nii.ac.jp/faculty/fujiyama_asao/

Fujiyama,	 Asao 国立遺伝学研究所　生物遺伝資源情報総合センター	 03-4212-2558

総括班（連携） 比較ゲノム解析研究室

教授

もちづき　あつし 独立行政法人理化学研究所	 基幹研究所 〒351-0198 mochi@riken.jp

望月　敦史 望月理論生物学研究室 埼玉県和光市広沢2-1 http://www.riken.jp/theobio/index.html

Mochizuki,	 Atsushi 主任研究員 Tel:	 048-467-8422

総括班（連携）

やはら　てつかず 九州大学大学院理学研究院 〒812-8581 tet.yahara@gmail.com

矢原　徹一 生態科学研究室 福岡市東区箱崎6-10-1 http://seibutsu.biology.kyushu-u.ac.jp/%7Eecology/lab/

Yahara,	 Tetsukazu Tel:	 092-642-2622

総括班（連携）

ごう　みちこ 大学共同利用機関法人　 〒105-0001 go-mitiko@rois.ac.jp	 

郷　通子 情報・システム研究機構 東京都港区虎ノ門	 4-3-13 Tel:	 03-6402-6200

Go,	 Mitiko 理事（非常勤） 神谷町セントラルプレイス2階

総括班（連携）

あがた　きよかず 京都大学大学院理学研究科 〒606-8502 agata@mdb.biophys.kyoto-u.ac.jp

阿形　清和 生物科学専攻生物物理学教室 京都府京都市左京区北白川追分町 http://mdb.biophys.kyoto-u.ac.jp/

Agata,	 Kiyokazu 教授 Tel:	 075-753-4200

総括班（連携）

とよだ　あつし 国立遺伝学研究所　生物遺伝資源情報総合センター 〒411-8540 atoyoda@lab.nig.ac.jp

豊田　敦 比較ゲノム解析研究室 静岡県三島市谷田1111 http://www.nig.ac.jp/section/fujiyama/fujiyama-j.html

Toyoda,	 Atsushi 特任准教授 Tel:	 055-981-6788

総括班（連携）

まきの　たかし 東北大学大学院生命科学研究科 〒980-8578 tamakino@m.tohoku.ac.jp	 

牧野　能士 助教 仙台市青葉区荒巻字青葉6-3 http://meme.biology.tohoku.ac.jp/klabo-wiki/

Makino,	 Takashi Tel:　022-795-6689

公募(代表）



きたの　じゅん 国立遺伝学研究所 〒411-8540 jkitano@lab.nig.ac.jp

北野　潤 新分野創造センター 静岡県三島市谷田1111

Kitano,	 Jun 特任准教授 Tel:	 055-981-9415

公募(連携）

とみなが　まこと 自然科学研究機構　 〒444-8787 tominaga@nips.ac.jp

富永　真琴 岡崎バイオサイエンスセンター 愛知県岡崎市明大寺町字東山5-1 http://www.nips.ac.jp/cs/index.html

Tominaga,	 Makoto 細胞生理部門 Tel:	 0564-59-5286

公募(連携） 教授

わだ　ひろし 筑波大学生命環境科学研究科 〒305-8572　 hwada@biol.tsukuba.ac.jp

和田　洋 生物科学専攻 つくば市天王台１‐１‐１	 http://www.biol.tsukuba.ac.jp/̃hwada/index.html

Wada,	 Hiroshi 教授 Tel:	 029-853-4671

公募(代表）

おぎの　はじめ 奈良先端科学技術大学院大学 〒630-0192　 ogino@bs.naist.jp

荻野　肇 バイオサイエンス研究科 奈良県生駒市高山町8916-5	 http://bsgcoe.naist.jp/ogino/

Ogino,	 Hajime Tel:	 0743-72-5552

公募(連携）

せせ　じゅん 東京工業大学大学院情報理工学研究科 〒152-8550	 sesejun@cs.titech.ac.jp

瀬々　潤 計算工学専攻 東京都目黒区大岡山2-12-2-W8-60	 http://lab.se-se.jp/

Sese,	 Jun 准教授 西8号館E棟402号室 Tel:	 03-5734-3526

公募(代表）

にかいどう　まさと 東京工業大学大学院生命理工学研究科 〒226-8501 nikaido.m.aa@m.titech.ac.jp

二階堂	 雅人 生体システム専攻 神奈川県横浜市緑区長津田町4259-B-21 http://www.evolution.bio.titech.ac.jp/

Nikaido,	 Masato 助教 Tel:	 045-924-5742

公募（連携）

にしはら　ひでのり 東京工業大学大学院生命理工学研究科 〒226-8501 hnishiha@bio.titech.ac.jp

西原　秀典 生体システム専攻 神奈川県横浜市緑区長津田町4259-B-21 http://www.evolution.bio.titech.ac.jp/

Nishihara,	 Hidenori 助教 Tel:	 045-924-5742

公募（連携）

にいみ　てるゆき 名古屋大学大学院生命農学研究科 〒464-8601 niimi@agr.nagoya-u.ac.jp

新美　輝幸 資源昆虫学研究室 名古屋市千種区不老町
Tel:	 052-789-5504	 or
4038

Niimi,	 Teruyuki 助教

公募(代表）

くろいわ　あつし 名古屋大学理学研究科生命理学専攻 〒464-8602 akuro@nagoya-u.jp

黒岩　厚 教授 名古屋市千種区不老町 http://bunshi3.bio.nagoya-u.ac.jp/̃bunshi5/mouse/

Kuroiwa,	 Atsushi Tel:	 052-789-2994

公募(代表）

そた　ていじ 京都大学大学院理学研究科生物科学専攻 〒606-8502 sota@terra.zool.kyoto-u.ac.jp

曽田　貞滋 動物学教室 京都市左京区北白川追分町 http://ecol.zool.kyoto-u.ac.jp/homepage/sota/

Sota,	 Teiji 教授 Tel:	 075-753-4078

公募(代表）

こぬま　じゅんじ 京都大学大学院理学研究科生物科学専攻 〒606-8502 j.konuma@gmail.com

小沼　順二 動物学教室 京都市左京区北白川追分町 http://ecol.zool.kyoto-u.ac.jp/homepage/sota/

Konuma,	 Jyunji 研究員 Tel:	 075-753-4077

公募（連携）

やまもと　さとし 京都大学大学院理学研究科生物科学専攻 〒606-8502 s_yamamoto@terra.zool.kyoto-u.ac.jp

山本　哲史 動物学教室 京都市左京区北白川追分町 http://ecol.zool.kyoto-u.ac.jp/homepage/sota/

Yamamoto,	 Satoshi 研究員 Tel:	 075-753-4077

公募（連携）

せとぐち　ひろあき 京都大学大学院人間・環境学研究科　 〒606-8501 seto@botany.mbox.media.kyoto-u.ac.jp

瀬戸口　浩彰 相関環境学専攻 京都府京都市左京区吉田二本松町 http//www.setolabo.welcom.mac

Setoguchi,	 Hiroaki 准教授 Tel:	 075-753-6860

公募(代表）

ふるさわ　ちから 大阪大学情報科学研究科　バイオ情報工学専攻 〒565-0871 furusawa@ist.osaka-u.ac.jp

古澤　力 准教授 大阪府吹田市山田丘1-5 http://www-shimizu.ist.osaka-u.ac.jp/furusawa/

Furusawa,	 Chikara 理化学研究所　生命システム研究センター Tel:	 06-6879-7432

公募(代表） チームリーダー

にった　こずえ 九州大学大学院理学研究院　生物科学部門 〒812-8581 kozue.nitta@gmail.com

新田　梢 学術研究員 福岡市東区箱崎6-10-1 http://seibutsu.biology.kyushu-u.ac.jp/̃ecology/lab/

Nitta,	 Kozue Tel:	 092-642-4313

公募(代表）

まつお　たかし 東京大学大学院農学生命科学研究科　 〒113-8657 amts@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp

松尾　隆嗣 生産・環境生物学専攻応用昆虫学研究室 東京都文京区弥生1-1-1 https://sites.google.com/site/matzoresearch/

Matsuo,	 Takashi 准教授 Tel:	 03-5841-4060

公募(代表）

きかわだ　たかひろ 農業生物資源研究所・遺伝子組換え研究センター・ 〒305-8634 kikawada@affrc.go.jp

黄川田　隆洋 昆虫機能研究開発ユニット・乾燥耐性研究グループ 茨城県つくば市大わし1-2 http://www.nias.affrc.go.jp/anhydrobiosis

Kikawada,	 Takahiro 主任研究員 Tel:	 029-838-6170

公募(代表）

コルネット・リシャー 農業生物資源研究所・遺伝子組換え研究センター・ 〒305-8634 cornette@affrc.go.jp

Cornette,	 Richard 昆虫機能研究開発ユニット・乾燥耐性研究グループ 茨城県つくば市大わし1-2 http://www.nias.affrc.go.jp/anhydrobiosis

http://www.nig.ac.jp/section/kitano/kitano-j.html



公募（連携） 研究員 Tel:	 029-838-6157

すえつぐ　よしたか 農業生物資源研究所・農業生物先端ゲノム研究センター〒305-8634 suetsugu@affrc.go.jp

末次　克行 昆虫ゲノム研究ユニット 茨城県つくば市大わし1-2 http://www.nias.affrc.go.jp/org/Agrogenome/Insect/

Suetsugu,	 Yoshitaka 主任研究員 Tel:	 029-838-6129

公募（連携）

よしだ　さとこ 理化学研究所　植物科学研究センター　 〒230-0045 satokoy@psc.riken.jp

吉田　聡子 植物免疫研究グループ 神奈川県横浜市鶴見区末広町1-7-22 http://ksg.psc.riken.jp/index.en.html

Yoshida,	 Satoko 上級研究員 Tel：045-503-9444

公募(代表）

イシダ　ジュリアニ 理化学研究所　植物科学研究センター 〒230-0045 jkishida@psc.riken.jp

Juliane	 K.	 Ishida 植物免疫研究グループ 神奈川県横浜市鶴見区末広町1-7-22 http://ksg.psc.riken.jp/index.en.html

公募(研究協力） 東京大学大学院農学生命科学研究科生産・ Tel:	 045-503-9444

環境生物学専攻

博士課程後期学生

いわもと　まさあき 情報通信研究機構・未来ICT研究所・ 〒651-2492 iwamoto@nict.go.jp

岩本　政明 バイオICT研究室 神戸市西区岩岡町岩岡588-2 http://www2.nict.go.jp/w/w103/w131103/CellMagic/

Iwamoto,	 Masaaki 専攻研究員 Tel:	 078-969-2247

公募(代表）

はらぐち　とくこ 情報通信研究機構・未来ICT研究所 〒651-2492 tokuko@nict.go.jp

原口　徳子 上席研究員 神戸市西区岩岡町岩岡588-2 http://www2.nict.go.jp/w/w103/w131103/CellMagic/

Haraguchi,	 Tokuko 大阪大学大学院・理学研究科 Tel:	 078-969-2241

公募(連携） 大阪大学大学院・生命機能研究科

招聘教授

しょうぐち　えいいち 沖縄科学技術研究基盤整備機構 	 〒904-0412 eiichi@oist.jp

將口　栄一 マリンゲノミックスユニット 沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919-1 http://www.irp.oist.jp/satoh/

Shoguchi,	 Eiichi グループリーダー Tel:	 098-966-8653

公募(代表）

かわしま　たけし 沖縄科学技術研究基盤整備機構 	 〒904-0412 takeshik@oist.jp

川島　武士 マリンゲノミックスユニット 沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919-1 http://www.irp.oist.jp/satoh/

Kawashima,	 Takeshi グループリーダー Tel:	 098-966-8653

公募(連携）

しんざと　ちゅうや 沖縄科学技術研究基盤整備機構 	 〒904-0412 c.shinzato@oist.jp

新里　宙也 マリンゲノミックスユニット 沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919-1 http://www.irp.oist.jp/satoh/

Shinzato,	 Chuya 研究員 Tel:	 	 098-966-8653

公募(連携）
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