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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）	 

大島一正（分担者：京都府立大学）、福島健児（研究協力者：総研大）	 

	 

１．研究目的	 

	 新奇複合適応形質進化の遺伝子基盤解明のため、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。	 

	 

２．研究成果と将来の展望	 

［食虫植物の捕虫葉進化］(1)ムラサキヘイシソウの捕虫葉は、葉を支える剣状部と

袋から形成されている。剣状部は袋を支える機能を持ち、捕虫葉に必須であるが、剣

状部と袋部がどのようにして共に進化することが可能だったのかは不明だった。そこ

で、外群の非食虫植物が持つ扁平葉からどのように剣状部と袋が進化してきたかを表

側と裏側決定遺伝子オルソログ（PHB と FIL）の空間的発現様式ならびに細胞分裂様

式の解析から推定した。扁平葉では PHB と FIL の発現境界付近の両遺伝子の発現領域

で表皮細胞の分裂がおこり、扁平な葉が形成される。一方、ムラサキヘイシソウでは、

葉原基上部では扁平葉と同じような分裂様式だが、基部では、PHB と FIL の発現境界

付近で FIL の発現領域のみで表皮細胞が分裂していた。その結果、葉原基の成長に伴

い、剣状部と「扁平と袋のどちらにもなれるような構造」が同時に形成されうること

がわかった。このことから、剣状部と袋を併せ持つという複合適応形質は、葉原基基

部の細胞分裂様式を変えるだけで、ともに引き起こされることがわかった。さらに、

今回わかった変化だけでは、剣状部は形成できるが完全な袋は形成できない可能性が

高いことがわかった。このことから、捕虫葉進化過程において、最初に剣状部の進化

が起こり、この中間段階は、光合成能力の向上などにより祖先段階よりも適応的だっ

たのではないかと推定される。その後、完全な袋を形成する機構が進化することによ

って、捕虫葉が進化したのではないかと推定される。(2)	 総括班ゲノム支援による

RNA-seq 解析から、３系統４種（ムラサキヘイシソウ、ヒョウタンウツボカズラ、ア

デレーモウセンゴケ、フクロユキノシタ）の消化酵素遺伝子の全長配列を決定するこ

とができた。ほとんどの消化酵素遺伝子は、遺伝子族に属していることがわかったが、

予想外に、どの種でも、遺伝子族のうちの特定のオルソログが並行的に消化酵素とし

て用いられていることがわかった。来年度以降、どのような制約のもとにこのような

進化が起こったかを解明したい。(3)	 フクロユキノシタの捕虫葉形態進化の原因遺伝

子を解明するため、総括班ゲノム支援を受け、Beijing	 Genome	 Institute と共同で、

フクロユキノシタのゲノム、トランスクリプトーム解析を開始した。これまでに、イ

ンサートサイズ 170、500、800	 bp の paired-end	 DNA-seq の結果から、フクロユキノ

シタがヘテロ接合度の高い 1	 Gb もしくはヘテロ接合度の低い 2	 Gb のゲノムを持つこ

と、反復配列がゲノムの約 3/4 を占めることなどがわかった。また、ウイルス誘導性

遺伝子抑制によるフクロユキノシタの遺伝子ノックダウン法を確立した。	 

	 

［クルミホソガの寄主転換］寄主転換には幼虫と雌親の両方が新しい寄主を選好する

ように進化しなければならず、その分子進化機構は全く不明である。これまでの QTL

解析から責任遺伝子座を約 170	 kb 程度の領域に絞り込むことができた。そこで、責
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任遺伝子座特定のために、ゲノム解読を進めた。クルミレースの 300	 bp、500	 bp の

paired-end	 DNA-seq を行い（新学術ゲノム支援との共同研究）、SOAPdenovo、Platanus

（東工大伊藤武彦教授との共同研究）を用いてアセンブルを行い、N50 が約 700	 bp

であった。さらに N50 値を上げるため、300	 bp	 2 レーン、500	 bp	 1 レーンの追加配

列決定を行った。ネジキレースは、F0 同親由来の F2 世代を用いて 300	 bp、500	 bp

の paired-end、2	 kb（可能であれば 5、10	 kb）の mate-pair	 DNA-seq 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 個体の産卵選好性を調べた戻し

交雑雑種の 300	 bp	 paired-end ライブラリーを作製し、88 個体分の解読を終えた。505

個の AFLP マーカーを用いて、幼虫の耐性遺伝子座の QTL 解析を行い、目的遺伝子の

近傍に位置する AFLP マーカーを計 21 個特定した。さらに、野外集団を 8個体群（両

レース各 4 個体群）用いて、目的遺伝子に最も近接していると思われる AFLP マーカ

ーを 2 つ特定した。ゲノム解読と並行して、Fosmid による責任遺伝子探索を開始し、

ライブラリー作成を開始した（新学術ゲノム支援）。藤原班の支援のもと、クルミホ

ソガ 1 齢幼虫で RNAi 法を用いて遺伝子の機能解析行うための手法開発を進めた。そ

の結果、孵化率を下げることなく卵へのインジェクションを行い、かつ注入物が幼虫

体内に確実に取り込まれる手法を確立した。	 

	 

［陸上植物分枝系進化］陸上植物の体制進化には、胞子体世代の幹細胞の寿命の延長

と枝系の創出が鍵であったと考えられている。ヒメツリガネゴケ胞子体の幹細胞寿命

は短く、枝を形成しない。我々は、ポリコーム抑制複合体２(PRC2)の遺伝子を破壊す

ると、ヒメツリガネゴケ胞子体の幹細胞寿命が長くなり、枝を形成するようになるこ

とを発見した。この分子機構として、PRC2 が幹細胞寿命の抑制と配偶体世代で用いら

れている枝形成遺伝子の抑制の機能を持っているのではないかという仮説をたてた。

しかし、PRC2 が制御する 15 の遺伝子の過剰発現体を作成したが顕著な表現型は得ら

れなかった。また、イヌカタヒバのゲノム概要解読を完成させ、分岐系進化に関わっ

た可能性の高いオーキシン輸送に関わる遺伝子の系統関係を調べた（Banks	 et	 al.	 

2011）結果、分岐系を持たないヒメツリガネゴケと分岐系を持つイヌカタヒバで関連

遺伝子数はあまり変わっていないことがわかった。さらに、胞子体幹細胞形成時の遺

伝子発現様式などから配偶体世代での枝形成分子機構と PRC2 遺伝子破壊体でできる

枝のそれは異なっていることがわかった。そこで、来年度以降、もう一つの仮説であ

った、幹細胞寿命を引き延ばすと、自己組織化など、なんらかの理由で枝形成が引き

起こされてしまう可能性について検討する。なお、イヌカタヒバゲノム解析の一貫と

して、ジベレリンシグナル系の進化について共同研究を行った（Aya	 et	 al.	 2011）。	 

	 

３．発表論文	 
(1) Aya, K., Hiwatashi, Y., Kojima, M., Sakakibara, H., Ueguchi-Tanaka, M., Hasebe, M., 
and Matsuoka, M. (2011). The Gibberellin perception system evolved to regulate a 
pre-existing GAMYB-mediated system during land plant evolution. Nat. Commun. 2: 544. 
(2) Banks, J.A., Nishiyama, T., Hasebe, M., Bowman, J.L., Gribskov, M., dePamphilis, C., 
Albert, V.A., Aono, N., Aoyama, T., Ambrose, B.A., et al. (2011). The Selaginella genome 
identifies genetic changes associated with the evolution of vascular plants. Science 332: 
960-963.	 
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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	 連携研究者：武田直也、寿崎拓哉	 (基生研)	 

	 	 研究分担者:	 斎藤勝晴	 (信州大)	 	 

研究協力者：半田佳宏、宮澤日子太、藤田浩徳	 (基生研)	 	 

	 

１．研究目的	 

	 アーバスキュラー菌根菌(AM 菌)は初期の陸上植物の化石にも見られ、この共生シス

テムの起源は 4～5 億年前と古い。約 6,400 万年前に出現したマメ科植物と根粒菌の

共生は、菌根共生の遺伝子ネットワークの一部を流用し、さらに独自の遺伝子群を追

加することで新しい共生系が進化したことが分ってきた。菌根と根粒共生系の分子レ

ベルでの解明は、植物‐微生物相互作用のような複合適応形質が生物間で協調的に進

化したシステムを理解するうえできわめて重要である。	 

	 菌根形成に関わる遺伝子ネットワークがどのように根粒形成に流用されたかを明

らかにするには、AM 菌、根粒菌と植物の両方向から遺伝子ネットワークの相互作用を

解析することが不可欠である。本研究では AM 共生と根粒共生の両者に関わる宿主植

物のトランスクリプトームを解析するとともに、AM 菌の共生に関わる遺伝子群を同定

する。また、根粒形成と茎頂メリステム（SAM）の発生の共通性と独自性を明らかに

し、新奇適応器官の進化基盤を解明する。	 

	 

２．研究成果と将来の展望	 

(1)	 AM 菌、根粒菌と植物の両方向から遺伝子ネットワークの相互作用を解析するため、

HiSeq2000 を用いて、それぞれの共生時におけるミヤコグサのトランスクリプトーム

の比較解析を行った。共生初期に変動する遺伝子は根粒で 284 遺伝子、菌根で 330 遺

伝子同定し、その中で共通しているのは 11 遺伝子と非常に少ない事がわかった。	 

	 また菌根においてはミヤコグサゲノムにマップされなかったリードを集め、

Trinity を用いる事で de	 novo	 transcriptome	 assembly を行い AM 菌のトランスクリ

プトを明らかにした。200	 bp 以上の contig は 76,697 個あり、BLASTX や GC 含有率か

ら AM 菌由来の contig は 26,253 個同定できた。今後は宿主側では変動遺伝子の情報

を元に AM 共生と根粒共生の遺伝子ネットワークの相違を詳細に解析し、どのように

共生系が進化してきたのか明らかにしていく予定である。	 

	 

(2)	 前年度に確立したカルシウムイメージング技術を用いて、カルシウム振動の解析

を行った。	 

当研究室で同定されたミヤコグサ変異体（daphne,	 tmlなど）の共生応答反応、カル

シウム振動の誘導能を解析し、これらの原因遺伝子はカルシウム振動の下流もしくは

並列した経路に属する因子であることが判明した。菌根共生シグナル分子に応答した

カルシウム振動の解析を行った。菌根菌胞子浸出液処理によりカルシウム振動の誘導

はみることができなかったため、菌根菌の共生シグナル分子であると考えられる

Myc-LCO を大阪府立大学	 秋山康紀博士より分与していただき、この分子への応答反応

を解析した。	 

	 

(3)	 根粒非着生でかつ SAM に異常示すミヤコグサ新奇変異体を単離し、分子遺伝学的

な解析を行った。まず、この変異体では根粒原基形成と根粒菌感染プロセスの両過程
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に異常がみられることを明らかにした。また、子葉の数の増加や SAM 維持の異常が起

こること、さらに根粒過剰着生を引き起こす har1 変異が加わると根の伸長が著しく

阻害されることがわかった。ポジショナルクローニングにより原因遺伝子を特定した

ところ、他の植物において報告されている SAM 形成に関わる遺伝子のオルソログがこ

の変異体の原因遺伝子であることを突き止めた。	 

	 今後はこの原因遺伝子の機能解析により、根粒形成に関わる新たな制御メカニズム

および根粒形成とSAMや根の形態形成に共通した制御機構の一端が明らかになること

が期待される。	 

	 

(4)	 マメ科植物に形成される根粒数は、根粒菌の感染によってCLE遺伝子が誘導され、

HAR1-KLV シグナル経路が活性化されることにより負に遠距離制御されている。この制

御機構に関する数理モデルを構築した。マメ科植物と根粒菌の共生システムにおいて

窒素固定能の進化モデルを構築し、適応ダイナミクス理論を適用して、その進化的振

舞いを理論的および数値的に解析を行った。そして窒素固定能の進化条件や、窒素固

定能のない根粒菌（ぼったくり菌）の出現条件等を明らかにした。	 

	 

３．発表論文	 
(1) Fujita H, Toyokura K, Okada K and Kawaguchi M. (2011) Reaction-diffusion pattern in 
shoot apical meristem of plants. PLoS One 6(3): e18243. 
(2) Fujita H and Kawaguchi M. (2011) Strategy for shoot meristem proliferation in plants. 
Plant Signal Behav. 6:1851-1854. 
(3) Okamoto S, Nakagawa T and Kawaguchi M. (2011) Expression and functional analysis of 
a CLV3-like gene in the model legume Lotus japonicus. Plant Cell Physiol. 52:1211-1221. 
(4) Takeda N, Maekawa T and Hayashi M. (2012) Nuclear-localized and deregulated 
calcium- and calmodulin-dependent protein kinase activates rhizobial and mycorrhizal 
responses in Lotus japonicus. Plant Cell 24: 810-822. 
(5) Chen J, Moreau C, Liu Y, Kawaguchi M, Hofer J, Ellis N and Chen R  (2012) Conserved 
genetic determinant of motor organ identity in Medicago truncatula and related legumes. 
Proc. Natl. Acad. Sci. USA in press.	 	 
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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）（理化学研究所）	 

	 

１．研究目的	 

	 カメの甲は、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。

この構造は、肋骨の短縮と体壁の折り曲げによる肩胛骨の移動、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獲得できた新奇複合適応形質進化であった。

こうした進化の分子機構解明を目指すために行った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］カメが持つ特異的形態はその進化的起源に

ついても議論を巻き起こしてきた。この系統的位置の問題についてゲノム配列決定を

通した包括的解析から行い、さらに今後の発生学的解析に向けた分子情報基盤を構築

することを目指す。［２：個体発生と系統発生の関係性からのカメ進化の理解］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、この仮説が特異な形態を持つカメでも適用されるかについて分子

レベルから検証する。	 

	 

２．研究成果と将来の展望	 

［１:カメゲノムプロジェクト］	 

	 2011 年、マイクロ RNA(miRNA)を用いた分子レベルからの系統解析により、カメの

系統がワニ・ニワトリよりもヘビ・トカゲ類に近縁であるという報告がなされた。

こうした解析は、ゲノム中の存否と miRNA の検出限界との厳密な区別が重要となる

が、その基盤となるカメゲノムは未だ報告されていない。我々は、国際プロジェク

トとして主導してきたスッポン(P.	 sinensis)を、アオウミガメ(C.	 mydas)国際ゲノ

ムコンソーシアムと共同して進めることで、より頑強な分子系統解析を行うことを

目標の１つとしている。当該 joint コンソーシアムでは、すでに昨年１年間でゲノ

ムシーケンシング並びにアセンブリを終え、現在最終解析段階にある。ショートリ

ードライブラリの超並列シーケンシングによる方法で、N50	 scaffold が 3Mbp を越

えるゲノム配列を得ており、ゲノムサイズも昨年度推定した値に近い 2.1Gbp である

ことがわかった。遺伝子数、GC 含量その他に関しても、十数億リードの RNAseq デ

ータともにアノテーションを進めており、他の脊椎動物とだいたい同じ値であるこ

とが予備解析からわかっている。	 

	 現在、ゲノムが同定されている爬虫類の数は非常に少なく、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。このことから、より多くの研究者が利用しやすくなるよう

ensembl データベースへの登録・整備を進めており、脊椎動物１万種ゲノム計画

(Genome	 10K)への情報提供も行う予定である。	 

	 

［２:	 脊椎動物個体発生と進化の関係性解明］	 



	 6	 

	 我々は昨年、脊椎動物の進化と発生の関係性については、発生砂時計モデルによ

って説明するのが妥当であるという結果を分子レベルの解析から示した。すなわち、

脊椎動物胚はまずファイロタイプと呼ばれる脊椎動物の基本形を成立させてから複

雑化するというものであり、ファイロタイプ以前や以降の発生期は進化的に多様化

しているとするモデルである。しかしながら、発生砂時計モデルが進化と発生の唯

一の定式化であるかどうかは未だ検討の余地があり、なおかつ解剖学的に特異なパ

ターンを持つカメ胚でも同様のモデルに従うかどうかは明らかになっていない。（昨

年度の解析はニワトリ・マウス・ゼブラフィッシュ・アフリカツメガエルという４

種で行ったものである）。	 

	 昨年よりゲノムプロジェクトに並行して、超並列シーケンサーを用いたカメ胚な

らびにニワトリ胚の包括的遺伝子発現プロファイリングを行っている。現在カメ、

ニワトリそれぞれ８つと９つの発生段階(初期胚~後期胚)について遺伝子発現プロ

ファイルを同定しており、我々が構築しているゲノムに対して各ステージ数千万リ

ードがマッピングされた。発現遺伝子の総数は初期胚~後期胚で有意な変動はない

ものの、今後の解析により進化的保存性について解析を進め、カメの形態進化を脊

椎動物ボディプランから捉えることを行う見通しである。	 

	 

３．関連発表論文	 

(1) Nagashima, H., Kawashima-Ohya, Y., Kuraku, S., Uchida, K., Narita, Y., Aota, S., and 
Kuratani, S. (2012) Origin of turtle body plan - The folding theory to illustrate turtle-specific 
developmental repatterning (Review). In: D. B. Brinkman, P. A. Holroyd, and J. D. Gardner 
(eds), "Morphology and Evolution of Turtles: Origin and Early Diversification". Springer, 
Dordrecht, in press.  
(2) Kuratani, S., and Nagashima, H. (2012) Developmental bases for innovative evolution of 
the turtle shell. In: R. J. Asher, J. Müller (eds.), From Clone to Bone: the Synergy of 
Morphological and Molecular Tools in Paleobiology. Cambridge University Press, in press.  
(3) Nagashima, H., Kuraku, S., Uchida, K., Kawashima-Ohya, Y., Narita, Y., and Kuratani, 
S. (2012) Body plan of turtles – its anatomical, developmental and evolutionary perspective. 
Anat. Sci. Internat. 87: 1-13. DOI 10.1007/s12565-011-0121-y. 
(4) Kawashima-Ohya, Y., Narita, Y., Nagashima, H., Usuda, R., and Kuratani, S. (2011) 
Hepatocyte growth factor is crucial for development of the carapace in turtles. Evol. Dev. 
13: 260-268. DOI: 10.1111/j.1525-142X.2011.00474.x; PMID: 21535464. 
(5) Irie, N., and Kuratani, S. (2011) Comparative transcriptome analysis detects vertebrate 
phylotypic stage during organogenesis. Nat. Commun. 2: 248. DOI: 10.1038/ncomms1248; 
PMID: 21427719 (evaluated by F1000 Biology).  
(6) Kuratani, S., Kuraku, S., and 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. Article first published 
online: 6 JAN 2011; DOI: 10.1111/j.1525-142X.2010.00451.x; PMID: 21210938.	 
	 

４．新聞報道、特許等	 

(1)	 日本経済新聞	 (2011年７月10日曜朝刊・科学欄)	 ~ナゾ科学~「阿修羅や八岐

大蛇、なぜいない？」 
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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	 

	 

嶋田	 透 1,+、勝間	 進 1,*、大門高明 2,*、藤井	 告 1,3,#	 木内隆史 1,#	 

（1.東大・農、2.農業生物資源研、3.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。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（クワ科）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。イチジク属食の種

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する。	 

	 

２．研究成果と将来の展望	 

[1]	 クワ毒素への適応機構の解明	 

	 カイコガ科昆虫における各種クワ科植物に対する幼虫の摂食・成長を比較するとともに、

クワ乳液に含まれる糖類似アルカロイドへの耐性を比較した。その結果、イチジク属食のイ

チジクカサンとテンオビシロカサンは、クワの葉を食下することができるものの、クワでは

まったく成長しなかった。しかし、乳液を除去したクワ葉ならばある程度成長した。また、

クワ乳液の成分である糖類似アルカロイドをガジュマル葉に添加して与えると成長が阻害さ

れた。したがって、これら２種がクワを寄主としない理由は、糖類似アルカロイドが中腸の

糖分解酵素を阻害するためであると推定された。そこで、カイコガ科４種と他科の３種につ

いて、中腸のトランスクリプトームを Illumina	 GAIIx を用いた RNA-seq によって大規模に解

析した。その結果、クワ食の種（カイコ、ウスバクワコ、クワノメイガ）では糖類似アルカ

ロイドに耐性をもつショ糖分解酵素をコードする遺伝子の発現量が非クワ食昆虫よりも多く、

他の数種の糖分解酵素遺伝子の発現量も同様の傾向を示した。クワへの適応には、これら酵

素遺伝子の転写量の増加が寄与していることが予想される。	 

	 

[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をほとんど摂食しないが、「広食性変異体」が多数分離さ

れている。私たちは、いくつかの広食性変異体の原因遺伝子を探索しており、すでにspliの

ポジショナルクローニングに成功した。spliは正常なカイコが食下しないフダンソウやコマ

ツナなどを食下する。また、spliの雄成虫は、カイコの性フェロモンの主成分であるボンビ

コール（(10E,12Z)-hexadecadien-1-ol）に対してほとんど応答せず、正常なカイコが興味を

示さないボンビカール（(10E,12Z)-hexadecadienal）に強く誘引される。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、原因遺伝子としてBmacj6を同定した。Bmacj6は、ショウジョウ

バエの化学受容に関与する遺伝子acj6に相同性があり、POU-ホメオドメインを持つ転写因子

をコードしていた。なお、広食性変異として独立に発見されたBtは、spliの複対立形質であ

ることが判明した。spliではBmacj6の大部分が欠失して機能を喪失している一方、Btでは何

らかの原因で転写が停止していた。転写因子BmAcj6の下流の遺伝子への影響を把握するため、

GAIIxによるRNA-seqにより正常蚕とspli変異体の雄成虫触角のRNAをそれぞれ解読した。spli
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変異体では、BmOr1以外にもいくつかの嗅覚受容体遺伝子や匂い物質結合タンパク質遺伝子な

どの発現が変化していた。さらに、spliにおける食性の異常の原因を探索するために、幼虫

の触角や小顋についてもRNA-seq解析を行い、発現に差異のある遺伝子をリストアップした。	 

	 

[3]	 フェロモン成分と受容機構の進化	 

	 カイコガ科の昆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、食草転換の際には、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。

私たちは、イチジクカサンのフェロモンは、ボンビコールのアルデヒド体のボンビカールと

酢酸エステルのボンビキルアセテート（(10E,12Z)-hexadecadien-1-yl	 acetate）の混合物で

あることを明らかにした。これらにウスバクワコ・テンオビシロカサンを加えたカイコガ科

４種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、RNA-seqを用いてフェロモン

腺および雌・雄の成虫触角等の組織のトランスクリプトームを比較した。その結果、各昆虫

から不飽和化酵素や酸化還元酵素などの性フェロモン合成に関わる遺伝子や、性フェロモン

受容体の候補遺伝子を多数同定することができた。たとえば、イチジクカサンでは雄触角で

発現する40以上の嗅覚受容体遺伝子を同定したほか、フェロモン腺で特異的に発現するフェ

ロモン生合成酵素遺伝子と予想される多数の遺伝子を発見した。これらはカイコガ科の性フ

ェロモン成分を多様化させた鍵分子である可能性がある。	 

	 

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. 41: 680-687. 
(2) Fujii, T., Fujii, T., Namiki, S., Abe, H., Sakurai, T., Ohnuma, A., Kanzaki, R., Katsuma, S., 
Ishikawa, Y., and Shimada, T. (2011) Sex-linked transcription factor involved in a shift of sex 
pheromone preference in the silkmoth, Bombyx mori. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 108: 18038-18043. 
(3) Fujii, T., Abe, H., Yamamoto, K., Katsuma, S., and Shimada, T. (2011) Interspecies linkage 
analysis of mo, a Bombyx mori locus associated with mosaicism and gynandromorphism. Genetica 
139: 1323-1329. 
(4) Daimon, T., Kozaki, T., Niwa, R., Kobayashi, I., Furuta, K., Namiki, T., Uchino, K., Banno, Y., 
Katsuma, S., Tamura, T., Mita, K., Sezutsu, H., Nakayama, M., Itoyama, K., Shimada, T., and 
Shinoda, T. (2012) Precocious metamorphosis in the juvenile hormone-deficient mutant of the 
silkworm, Bombyx mori. PLoS Genet. 8: e1002486. 
(5) Daimon, T., Fujii, T., Yago, M., Hsu, Y.-F., Nakajima, Y., Fujii, T., Katsuma, S., Ishikawa, Y., 
and Shimada, T. (2012) Female sex pheromone and male behavioral responses of the bombycid moth 
Trilocha varians: comparison with those of the domesticated silkmoth Bombyx mori. 
Naturwissenschaften 99: 207-215.	 
	 

※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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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）	 

研究分担者：重信	 秀治（基礎生物学研究所）、門田	 幸二（東京大学）	 

研究連携者：笠原	 雅弘（東京大学）	 

研究協力者：山口	 勝司（基礎生物学研究所）	 

	 

１．研究の目的	 

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	 

・研究成果	 

[1]	 ヒメツリガネゴケの分離集団の Illumina による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 を検出した情報から、信頼性の高い SNP を選択し、

scaffold と比較することにより、reference	 scaffold の誤りを検出できることがで

きた。	 

[2]	 市販の RNAseq ライブラリの調製キットのプロトコルはリファレンスゲノムが明

らかになっているモデル生物の発現定量解析を想定して作製されている。しかし、本

領域では非モデル生物を対象としたde	 novo	 assemblyを行うアプリケーション多い。

このため、Illumina	 TruSeq	 RNAseq	 library	 preparation	 kit の標準プロトコルを改

変した。主な改変点は以下のとおり。１）RNA-seq	 de	 novo	 assembly に有利な長めの

インサート長を実現するために RNA 断片化条件を最適化した。２）PCR バイアスを最

小限にするために PCR サイクル数を標準プロトコルより少なめに設定した。その他、

コスト削減のための工夫を行った。	 

[3]	 トランスクリプトーム	 de	 novo	 assembly から転写産物量を推定するため、

Trinity-bowtie-RSEM の解析フローによって転写産物量を推定できるようになった。

特に Trinity の GraphFromFasta ステップのメモリ使用量を抑制し、大量の入力デー

タでも現実的なメモリ使用量でアセンブリーを行う事が可能になった。	 

[4]	 比較トランスクリプトーム解析を行うための新規正規化法 TbT の開発を行った。
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最近示された実際のデータの特徴（発現レベルが低いほどバラツキが大きい）をでき

るだけ模倣したシミュレーションデータの作成を行い、解析を行ったどのシミュレー

ション条件においても、これまでに提案された二群間比較解析手法（Rパッケージ名：

edgeR,	 DESeq,	 baySeq,	 and	 NBPSeq）中で採用されている正規化法以上の性能を示す

ことを確認した。	 

[連携]	 HiSeq2000 によるシークエンシング支援を１１班に対して実施した。	 

	 

・今後の展望	 

[1]	 scaffold の誤り点で切断し再度遺伝的距離にもとづいて再配列することにより、

染色体スケールのアセンブリーを作成する。誤り判定の適切な閾値設定が課題である。	 

[2]	 Strand-Specific	 RNA-seqライブラリ作製について試験ライブラリーを作成して

いるが、そのシークエンス結果の解析検証を行う。	 

[3]	 アセンブリーの品質を他の方法と比較評価することと、transcript として推定さ

れた配列がコードしている産物が何であるかのアノテーションする方法を確立する。	 

[4]	 今回開発した正規化法は、「biological	 replicates データを前提とした二群間比

較用」であるが、この領域では多群間比較や複製実験データを得ることが難しいサン

プルも存在するため、これらのデータにも適応可能な正規化法の開発を行う。	 

	 

・連携	 

本年度PacBio	 RS及び大容量メモリ計算機を導入したことにより、効率的にゲノムア

センブリー及びトランスクリプトーム解析を進められる体制を確立する。 
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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） 

研究分担者：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共生細菌のゲノム解析］ 
	 アブラムシの体色を赤から緑に変化させる活性を有する任意共生細菌Rickettsiella
のゲノム解析をおこない、完成に近い概要ゲノム配列を決定した。これまでに３つの

大きなscaffoldsにまとまり、推定ゲノムサイズは1.5 Mb、GC含量は39.4%、推定遺伝
子数は1400-1500個程度であった。ゲノム中の遺伝子組成はLegionellalesに属する
Rickettsiella grylliやCoxiella burnettiとよく似ており、他のアブラムシ二次共生細菌とは
かなり異なっていた。代謝系としては、アミノ酸はGlyとGlu以外は合成できず、ビタ
ミンBで合成できるのはbiotinおよびthiamineのみであった。一方、脂肪酸、ペプチド
グリカン、リポ多糖などの細胞壁や細胞膜の生合成遺伝子はかなりよく保存されてい

る傾向があった。今後は、ゲノム配列の完全決定をおこなうとともに、Rickettsiellaの
発現遺伝子解析から共生による昆虫体色変化の分子機構への手がかりを探索してい

く予定である。 
 
［２：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］ 
	 人工感染法によって作出した遺伝的に同一でRickettsiella感染の有無のみが異なる
アブラムシ系統を用い、体色の違いが最も大きくなる11日令の感染虫・非感染虫のそ
れぞれ５試料ずつについて、次世代シーケンサー 5500 SOLiDシステムによる
RNA-Seq法をおこなった。片側50 bp、約4.5億leadsのシークエンスランをおこない、
リファレンスmRNA配列およびゲノムへのマッピング等の作業を進めた。TbT法によ
る正規化後、感染によって発現量が有意に（P < 0.01）変動したものとして54遺伝子
を同定した。それらの遺伝子について、ホモロジー検索を行って機能情報を取得した

ところ、機能未知遺伝子や転写調節因子と思われるものがほとんどであったが、色素

関連候補遺伝子としていくつかの脂肪酸合成酵素遺伝子が同定された。今後は体色変

化に関与する遺伝子をより効率的に絞り込むため、同一の遺伝的背景を持つアブラム

シに、様々なRickettsiella系統、ならびに別種の共生細菌であるRegiellaやHamiltonella
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を人工導入し、体色変化の様相が異なる系統を複数作出し、発現変動遺伝子群の同定、

定量PCRなどで解析を進める予定である。 
	 また、隠蔽色形成に関与することが期待される宿主側の候補因子についても解析を

おこなった。構造解析の結果から、感染によって増加する緑色色素は、アブラムシに

複数存在する脂肪酸／ポリケチド合成酵素の何れかによって作られている可能性が

考えられた。そこでStreptomyces hygroscopicusのポリケチド合成酵素のアミノ酸配列
をqueryとして、アブラムシゲノムデータベース（AphidBase）に対する相同性検索を
おこなったところ、18個のポリケチド／脂肪酸合成酵素がヒットした。RNAseqでカ
ウントされたリード数を感染状態で比較したところ、いくつかの遺伝子でRickettsiella
感染にともなう顕著な発現上昇が示唆された。今後はこれらの遺伝子群について、さ

らなる発現解析やRNAiなどを用いた遺伝子機能解析を進める。 
 
３．発表論文 
(1) 土`田努（2012）共生細菌が変えるアブラムシの環境適応	 植物防疫 特集：アブ
ラムシ生物学の新しい流れ, 66(2): 20-23.  
(2) 土`田努（2011）昆虫の体色を変化させる共生細菌の発見	 感染によって多環性キ
ノン系色素の生産が活性化. 生態系にも影響？	 化学と生物 49 (12): 806-807.  
(3) 土`田努（2011）昆虫が体内に宿す不思議な力—共生細菌がアブラムシの性質を変
える―	 Biophilia 27: 58-61.  
(4) 土`田努（2011）昆虫の色や天敵からの逃れやすさが，細菌感染で変わる	 生物科
学 63(1): 8-16.  
(5) 土`田努（2011）共生細菌がアブラムシの体色を変える	 サイエンス誌に載った日
本人研究者	 Japanese Scientists in Science 2010 
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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］	 

新学術「ゲノム支援」のサポートにより、次世代シーケンサーを用いてナミアゲハ、

シロオビアゲハの全ゲノム解読を行った。野生のナミアゲハ終齢幼虫♂1匹から単離

したゲノムDNAをHiseq2000,	 454により大量にリードし、アセンブル方法の改良など

により、contigN50が約20kb,	 scaffoldN50が約200kbとなった。RNAseqなどのデータ

も加味して、24年度はアノテーション作業を進める予定である。シロオビアゲハにつ

いては4世代研究室内で継代飼育した個体のゲノムDNAの解読を進めており、ナミアゲ

ハと同レベルの精度までゲノム配列のアセンブルが可能と考えられる。	 

ナミアゲハ幼虫の斑紋形成に関わる遺伝子の解明を目的として、ナミアゲハ幼虫の

各紋様領域のRNAを発生ステージ毎に単離し、大規模なマイクロアレイ解析により、

幼虫の擬態紋様に関連した領域特異的な遺伝子を多数同定した。具体的には、青、黄、

黒色などの紋様領域内の色素形成に関連した新規の遺伝子を同定するとともに、他の

皮膚領域とは異なる紋様領域構造の形成に、ある種の特異的なクチクラタンパク質が

関与していることが判明した。このことは、紋様形成過程では単に領域特異的に色素

形成遺伝子が発現しているだけでなく、発色のための「場」が存在（もしくはリンク）

していることを示唆している。一方、Spalt、E75などの転写因子が紋様領域特異的に

発現しており、より上位で紋様を制御している遺伝子が今回初めて明らかとなった。

E75はエクジソンカスケード上位の転写因子であることから、発生や進化のプロセス

で紋様に関与する多数の遺伝子発現の切替えが一斉に起こる原因として、脱皮時のエ

クジソンカスケードが深く関与していることが示唆された。	 

［２．シロオビアゲハのベイツ型擬態］	 

カイコのゲノム情報を参考にして詳細な連鎖解析を試みた結果、シロオビアゲハの

ベイツ型擬態の原因遺伝子座Hを約11Mb程度まで絞り込むことに成功した。一方、22

年度までに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翅の赤色色素
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の合成経路が異なる可能性が示されたことから、翅の領域毎の色素を、HPLCなどを用

いて生化学的に同定するシステムを構築した。24年度はこのシステムを用いて白と赤

の色素を同定する予定である。	 

［３．カイコ斑紋変異系統の責任遺伝子の同定］	 

エレクトロポレーション法を用いた機能解析系の構築：昆虫体表の紋様形成を解析

するための新たな解析システムを開発した。GFP などのレポーター遺伝子と対象遺伝

子を同時に組み込んだプラスミドをエレクトロポレーションで幼虫、蛹などの表皮細

胞核に永続的に導入し、その結果生じるモザイク的な形質の解析を行うことがカイコ、

アゲハなど広範な昆虫で可能となった。	 

カイコ斑紋変異系統の責任遺伝子の解析：22 年度までに positional	 cloning 法な

どにより絞り込んでいた、複数のカイコ斑紋変異系統の原因遺伝子を上記のシステム

を用いて機能的に同定することに成功した。黒縞 pSの原因候補遺伝子を上記の解析系

で野生型の白いカイコに導入したところ、GFP の蛍光領域でのみメラニンが形成され

た。形蚕+p由来の原因候補遺伝子を導入しても同様にメラニンが形成されることから、

多様な斑紋形質を有する p遺伝子座の各 allele の形質は、coding	 region の構造の違

いではなく、発現レベルでの違いに起因するものと推定される。一方、表皮外部が突

起状に盛上る変異系統 K(コブ)の責任遺伝子もほぼ解明された。この遺伝子は Wnt1

の制御下にあり、K系統に Wnt1遺伝子を上記の方法で導入すると異所的にコブが形成

された。さらに、各体節に円形紋様を形成する褐円（L）の原因遺伝子 Wnt1を、上記
システムを用いて L系統に異所的導入すると、本来紋様の存在しない場所に新たに L

紋様を形成することが明らかとなった。	 

	 

・将来の展望	 

23年度の最大の成果は、紋様形成の機能解析系を構築したことにある。この解析シ

ステムにより、本プロジェクトで同定される様々な擬態紋様形成遺伝子が、本当に着

目する形質の原因遺伝子なのかを検証できるようになった。例えば、シロオビアゲハ

のH遺伝子の同定や、JHシグナル経路によるアゲハ幼虫紋様の切り替えなど、これま

で機能的証明が困難だった未知の紋様形成機構の解明が大きく前進すると共に、他の

遺伝子機能検証システムとしても利用が期待される。一方、ナミアゲハとシロオビア

ゲハのゲノム解読から得られる配列情報に関しては、24度以降は擬態紋様形成に関与

する遺伝子（例えばシロオビアゲハのH遺伝子）の同定や発現制御領域の解析に利用

したい。特に、本プロジェクトの2種のアゲハと中国で進行中のキアゲハのゲノム、

またそれ以外の複数の鱗翅目昆虫のゲノムが1年程度で公表される予定で、これらの

ゲノムの比較解析は擬態紋様形成の進化プロセスを解明する上で貴重な情報を提供

するはずである。	 

	 

３．発表論文	 
(1) Yamaguchi, J. Mizoguchi, T. and Fujiwara, H. (2011) siRNAs induce eficient RNAi response in 
Bombyx mori embryos. PLoS One 6(2): e25469. 
(2) Ando, T., Kojima, T. and Fujiwara, H. (2011) Dramatic changes in patterning gene expression 
during metamorphosis are associated with the formation of a feather-like antenna by the silk moth, 
Bombyx mori. Dev. Biol. 357: 53-63. 
(3) Osanai-Futahashi, M. and Fujiwara, H. (2011) Coevolution of telomeric repeats and 
telomeric-repeat-specific non-LTR retrotransposons in insects. Mol. Biol. Evol. 28: 2983-2986. 
(4) 藤原晴彦（2012）特集「複合適応形質進化の遺伝子基盤」、特集に当たって、生物科学、
63: 130. 
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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	  

 

岩本政明（情報通信研究機構） 

連携研究者：原口徳子（情報通信研究機構、大阪大院） 

 

１. 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種類の細胞核の核膜孔複合体で使い分

けされている核膜孔タンパク質、その違いに依存して運び分けをおこなう輸送担体、

および輸送担体が認識する輸送基質の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。 

 

２. 研究成果と将来の展望 

[1]	 Importin-β ファミリータンパク質の探索 

	 輸送基質を捉え、核内へ輸送する輸送担体の主たるものは importin-β ファミリーに

属するタンパク質群である。従って、繊毛虫の importin-β ファミリーには、大核輸送

を行うものと、小核輸送を行うものが必要であり、そのような核選択的な輸送は、大

核と小核の核膜孔複合体の構造の違いに依存しているはずである。これまでに報告さ

れている繊毛虫 Tetrahymena thermophila の importin-β 様タンパク質は 11 種類あり、

その中には両方の核に局在するものと、大核に特異的に局在するものが見られるが、

小核に特異的に局在するものは見つかっていない。そこで、既知の 11 種類の他、

importin-β ファミリーと考えられる全ての候補遺伝子をクローニングし、それらを 

GFP 融合体として発現させて、細胞内局在における核選択性を確認した。その結果、

新規に見出された遺伝子群の中に、小核に特異的に局在するものを２種類発見するこ

とができた。今後は、importin-β の特定核へ局在が、核選択的な核膜孔タンパク質で

ある Nup98 ホモログに依存したものであるかどうかを生化学的な手法で明らかにし

ていく予定である。 

 

[2]	 核局在化シグナルの同定 
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	  Importin などの輸送担体は、輸送基質がもつ特殊なアミノ酸配列である核局在化

シグナル（nuclear localization signal; NLS）に結合して、それらを核内へ運搬する。し

たがって、繊毛虫の核タンパク質には、行き先を示す核選択的な NLS が存在すると

考えられる。そこで、T. thermophila の大核タンパク質のヒストン H1、ならびに小核

タンパク質の MLH から、それらの特異的核局在を可能にしている内部配列の絞り込

みを行い、H1 から大核特異的 NLS 活性をもつ部位を２ヶ所、MLH からも小核特

異的 NLS 活性をもつ部位を２ヶ所、同定することに成功した。これらの配列はいず

れも NLS のコンセンサス配列とは一致せず、T. thermophila に特有の配列であるこ

とが分かった。以上の結果から、繊毛虫では、核膜孔タンパク質と核輸送担体だけで

なく、NLS も２核間で分化していることが明らかとなった。次に、これらの NLS を

特異的に認識する輸送担体を明らかにするための実験を計画している。 

 

３. 発表論文 

(1) 岩本政明 (2011) 繊毛虫 Tetrahymena thermophila の核膜孔複合体と核−細胞質間

輸送	 原生動物学雑誌 44: 103-113. 

(2) 原口徳子, 岩本政明 (2011) 核膜タンパク質エメリン	 生体の科学（増刊号）62: 

370-371. 
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適応的形質獲得のゲノム基盤	 

	 

岡田典弘（東工大院・生命）	 

連携研究者：二階堂雅人（東工大院・生命）、西原秀典（東工大院・生命）	 

	 

１．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。	 

	 

２．研究成果と将来の展望	 

(1)	 シクリッド V1R 型受容体の進化と正の選択の検出.	 魚類 V1R 型受容体は、コピー

数や構造が高度に保存されていることから、環境中の化学物質（いわゆる匂い）では

なく、進化的に保存された生殖フェロモンを受容していると予想されている。今回

我々は、東アフリカ産シクリッドの BAC ライブラリーを用いて、６コピー存在すると

予想されている V1R 型受容体遺伝子をすべて単離し、それらの嗅上皮における発現を

確認した（Ota	 et	 al.	 2012）。次に東アフリカ産シクリッドの V1R 遺伝子配列を網羅

的に比較したところ、これまでの知見に基づく予想に反して、シクリッドの V1R は種

間で非常に多様化していることが分かった。進化解析の結果、6 つ存在するシクリッ

ド V1R 遺伝子のうち 4つにおいて、過去に強い正の選択が働いた事が示され、その進

化過程において V1R の機能変化が促進された事が示唆された。つまり、生殖フェロモ

ンの受容を介した種分化が過去に生じていた可能性が考えられる（現在論文作成中）。

今後は、各 V1R 型受容体についてそのリガンドの探索をおこない、V1R アリルの違い

とフェロモン受容能の違いの相関性を調べていく。	 

	 

(2)	 平行進化の責任遺伝領域の探索.	 我々は、Haplochromis	 chilotes と H.	 sp.	 

“rockkribensis”の雑種 F2 系統の作製に成功しており、約 200 個のマイクロサテラ

イトマーカーを用いて連鎖地図の作成と QTL 解析を進めている。QTL 解析に用いる F2

個体については、形態測定に適当なサイズ（9cm 以上）まで成長したものから順に収

獲を開始した（現段階で 206 匹）。F1 集団は形態的に一様であったが、F2 集団は大

きな variation を保持しており、様々な形質について（特に唇の肥大化の程度に着目
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している）QTL 解析がおこなえる事が期待される。また、方法開発班の協力のもと、

東アフリカ産シクリッド 7種（ビクトリア湖 2種、マラウィー湖 2種、タンガニィカ

湖 3 種）の全ゲノムを、Illimna	 HiSeq2000（各１レーン）を用いて配列決定をおこ

なっているところである。このデータは異なる湖間で共有された祖先多型の有無や、

それによる平行進化の可能性を検証するために用いる予定である。今後は、次世代シ

ーケンサーを用いて H.	 chilotesと H.	 sp.	 “rockkribensis”の唇組織における遺伝
子発現比較もおこなっていきたい。	 

	 

(3)	 哺乳類の脳形成機構.	 これまでに SINE に由来する哺乳類特異的エンハンサーを

5 つ発見しており、そのうち 3 つは脳の発生過程で機能することが分かっている。そ

の中でもAS021遺伝子座は大脳新皮質の深層から脳梁へ軸索を投射するニューロンに

おいて Satb2 遺伝子の発現を促進させる働きを持つことを明らかにした（Tashiro	 et	 

al.	 2011）。さらに本研究では AS021 遺伝子座に結合する転写因子も特定した。この

転写因子の欠損マウスおよびSatb2の欠損マウスではいずれも脳梁の形成不全が起こ

ることが報告されていることから、AS021 エンハンサーは脳梁形成に必須な遺伝子群

の発現カスケードに関与していると考えられる。AS021 遺伝子座のノックアウトマウ

スの作成が完了したため、今後はそれを用いた脳の発生過程および詳細な遺伝子発現

パターンを解析する。また AS021 結合因子のモチーフ解析により、他の SINE 由来領

域にも同一の転写因子が結合する可能性が示唆された。すなわち、複数の SINE 由来

配列に同一の転写因子が結合して様々な遺伝子の発現制御を担っている可能性が考

えられ、今後その可能性も検証する。最近では、AS071 遺伝子座が間脳背側、間脳側

面、視床下部の 3か所における Fgf8 の発現を担うエンハンサーであり、AS071 配列内

部の3か所の領域がそれぞれのエンハンサー活性組織の決定に関与していることを突

き止めた（論文作成中）。1つのエンハンサー内部においてこうした活性部位と配列構

造の相関性を明確に示した報告はこれまでになく、大変興味深い。さらに現在、AS071

遺伝子座のノックアウトマウスを用いて Fgf8 やその関連遺伝子の発現解析および間

脳由来組織の発生解析を進めている。これにより、SINE 由来エンハンサーが Fgf8 を

通して哺乳類のどのような形態形成に関与しているのかを明らかにしていく予定で

ある。	 

	 

３．発表論文	 
(1) Tashiro K, Teissier A, Kobayashi N, Nakanishi A, Sasaki T, Yan K, Tarabykin V, Vigier 
L, Sumiyama K, Hirakawa M, Nishihara H, Pierani A, Okada N. (2011) A mammalian 
conserved element derived from SINE displays enhancer properties recapitulating Satb2 
expression in early-born callosal projection neurons. PLoS One 6(12): e28497.  
 
(2) Ota T, Nikaido M, Suzuki H, Hagino-Yamagishi K, Okada N. (2012) Characterization of 
V1R receptor (ora) genes in Lake Victoria cichlids. Gene 499(2): 273-279.	 
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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  
 

黄川田	 隆洋、連携：コルネット・リシャー、連携：末次克行（生物研） 
 

１．研究目的 
	 本研究の目的は、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。 
	 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。代表者は、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。 
 
２．研究成果と将来の展望 
	 フローサイトメトリー測定によりネムリユスリカのゲノムサイズは９６±７Mb で
あることがわかった。これは、昆虫の中で最も小さいゲノムの一つである。ネムリユ

スリカと同属の近縁種であるヤモンユスリカ（Polypedilum nubifer）は乾燥耐性を持た
ない。ヤモンユスリカのゲノムサイズも９５±８Mb だったので、ネムリユスリカの
ゲノムからアンヒドロビオシスの特徴を同定するために比較ゲノムの最適な対象で

ある。平成２３年度は主にネムリユスリカのゲノム解読とそのデータの解析を行った。 
	 次世代型シークエンサーによるゲノム解読を進め、Roche 454 FLX WGS ５ラン(ネ
ムリユスリカゲノムの約 26 倍量の WGS リード)及びトランスクリプトームデータ
(mRNA-Seq)が得られている。現状のWGSリードを使ったde novoアセンブルにより、
コンティグの総塩基長が約 113Mb、N50コンティグ長が約 3.7kbのアセンブリが得ら
れている。アセンブリから推定されるゲノムの GC含量は 28％であり、ネムリユスリ
カが AT-richなゲノムを持っていることが確認された。次に、サンガー法による EST
と今回新たに取得したトランスクリプトームデータを組み合わせて遺伝子領域を推

定した結果、約 12,000 の遺伝子が予測された。予測遺伝子を同じハエ目昆虫(ショウ
ジョウバエ(Drosophila melanogaster)、ガンビエハマダラカ(Anopheles gambiae)、ネッ
タイシマカ(Aedes aegypti))の遺伝子セットと比較した結果、3 種ともホモロジーをも
たない遺伝子が半数近くあり、ネムリユスリカ特異的と思われる遺伝子を数多く含む

ことを示唆するデータが得られている。コドン使用テーブルの解析から、同義コドン

の多くの場合、第 3塩基がA/Tが選択されているという特徴も明らかとなった。一方、
ネムリユスリカゲノム中の反復配列は解析の結果、約 900以上見つかり、これらがゲ
ノムに占める割合は約 8%と推定された。この値はネッタイシマカの 47%、ガンビエ
ハマダラカの 16%と比較して低い値であったが、ゲノムサイズと繰り返し配列の含量
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には相関が認められることから、妥当な結果であると思われる。既知の散在型繰り返

し配列データベースと配列比較を行った結果、ネムリユスリカゲノムで見つかった反

復配列の大部分が相同性を持たず、特にコピー数の多いものについてはその傾向が高

くなっている。	 	  
	 ネムリユスリカの乾燥耐性関連 EST データベースを解析した結果、LEA（Late 
Embryogenesis Abundant）タンパク質、坑酸化因子、HSPs、DNA修復関連遺伝子など
が重要であることが明らかになっている。現時点で得られているネムリユスリカのゲ

ノム情報から、それらの遺伝子群を中心に解析を進めており、いくつかの興味深い特

徴が浮かび上がってきた。 
	 ネムリユスリカは進化の過程で、遺伝子の重複を頻繁に起こしてきたようである。

例えば、乾燥耐性に重要な役割を果たす坑酸化因子の一つ、チオレドキシン遺伝子の

コピー数は２４個に登り、ショウジョウバエやハマダラカなど他の昆虫の５~６倍に

もなる。そのチオレドキシンの大半はネムリユスリカ特異的なタイプだった。高度な

遺伝子重複はアンヒドロビオシスの特徴か、それとも一般的にユスリカ科全体の特徴

（ヘモグロビン遺伝子の重複は知られている）かを明らかにするために今後、ヤモン

ユスリカのゲノム情報との比較が必要になる。 
	 一方、乾燥耐性関連遺伝子はゲノム上にクラスター構造を形成する傾向もある。例

えば乾燥耐性を持つ生物に特異的な LEA タンパク質をコードする遺伝子は限られた
領域まとまっている。LEAタンパク質の場合は他の昆虫に存在しないので、おそらく
水平伝播によってネムリユスリカのゲノムに入り、そのあと遺伝子重複が起こったと

考えられる。 
	 現在、ヤモンユスリカのライン化を完成し、ゲノム DNA 抽出用のサンプリングを
始めつつある。次年度までに、Roche 454 FLX WGSと Illumina GAII Paired-end及び
Mate-Pair による解析を進める予定である。同時に、遺伝子マッピングを目的とした
HiSeq2000を利用した mRNA-seqも予定している。 
 
３．発表論文等 
(1) Furuki T, Shimizu T, Kikawada T, Okuda T, Sakurai M (2011) Salt effects on the 
structural and thermodynamic properties of a Group 3 LEA protein model peptide 
Biochemistry 50(33): 7093-7103. 
(2) Cornette R, Kikawada T (2011) The induction of anhydrobiosis in the sleeping 
chironomid: Current status of our knowledge IUBMB Life 63(6): 419-429. 
(3) 菊田真吾, 畑中理恵, 黄川田隆洋 (2012) 極限環境に生きる昆虫ネムリユスリカ
の生存戦略 生物科学  63(4): 195-204.  
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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	 

	 

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）	 

	 
１．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

原基である鰭原基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。一方で鰭原基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原基の獲得過程、肉鰭類から四肢類にかけての鰭から四肢への

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。

これらの研究と並行して､エンハンサー配列の標的遺伝子破壊マウスをおよび Tg マウス系統

を作成し、個体レベルにおけるエンハンサーの機能を四肢及び肺形成に注目して解析する。	 

	 

２．研究成果と将来の展望	 

（１）進化過程におけるエンハンサーの獲得と変容	 

	 私たちはトランスジェニック(Tg)マウス研究から、Fgf10 の予定肢芽領域での発現開始を

司るR2エンハンサーと、肢芽間充織での特異的発現を司るR3エンハンサーを同定してきた。

これらについて無顎魚類から顎口魚類への進化過程での鰭の獲得との関連性、また肉鰭魚類

から四肢類への進化過程での変遷との関連性を解き明かすことが課題である。	 

	 ゾウギンザメおよびシーラカンスについて、R3 エンハンサーを持つ BAC クローンをそれぞ

れ、Venkatesh 博士、Amemiya 博士との共同研究で同定した。それぞれについて京都大学阿形

博士との共同研究および外注で塩基配列解析を行った。これらの塩基配列中には羊膜類の

Fgf10 と最も相同性の高いエクソン配列が、羊膜類と同じエクソン配置で見いだされた。こ

の事実から軟骨魚類、肉鰭類においても Fgf10が R3 エンハンサーを有しており、さらに遺伝

子内での位置も保存されていることが明らかになった。これら BAC クローンには耳胞エンハ

ンサーも､羊膜類と同様に転写開始点より上流に見いだされた。興味深いことに R2 エンハン

サーはゾウギンザメでは見いだされなかったが、シーラカンスでは一部配列の相違はあるも

のの、コアとなる RAR、LEF1、homeodomain	 protein の結合部位は保存されていた。また R2

の遺伝子内での相対位置も、羊膜類と同じであった。これらの事実から、耳胞および R3 エン

ハンサーは真骨条鰭魚類を除く顎口類に共通して存在することが明らかとなった。また R2 エ

ンハンサーは、肉鰭魚類と羊膜類で共通して存在することが明らかとなった。ゾウギンザメ

R3 は Tg マウス系では、マウス R3 エンハンサーと比較して遜色ない活性を有し、シーラカン

ス R2 は、Tg ニワトリ系でマウス R2 と同様の特異性を持つことが解った。	 

	 無顎魚類のヤツメウナギには Fgf10に相同性に高い遺伝子は存在するが、R2,	 R3 は存在せ

ず、ゾウギンザメ Fgf10 で R3 が見いだされたことから R3 の獲得は鰭の獲得過程と高い相関

関係があることが示された。一方 R2 はゾウギンザメ、真骨条鰭魚類では見いだされないこと

から、これらの動物では鰭芽誘導に関わる Tbx5,	 Wnt2b 等の遺伝子は共通し、Fgf10 が鰭原

基形成に必要とされることは共通しているが、発現開始機構は羊膜類とは異なることを示し

ている。ゼブラフィッシュでは Tbx5,	 Wnt2b の下流で Fgf24 が予定鰭原基領域に発現誘導さ

れ、この下流で Fgf10 発現が発現誘導されることが知られている。Fgf24 は魚類に固有の遺

伝子であり、四肢類には存在しない。このような魚類固有の機構が存在するため、予定肢芽
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領域特異的エンハンサーR2 が存在しないものと考えられる。興味深いことにシーラカンスに

は Fgf24 が存在する（私信）ことから、羊膜類タイプの鰭原基誘導機構がシーラカンスで獲

得されたか、シーラカンスの R2 はシーラカンスでは鰭原基誘導とは別の機能を持つ可能性が

示された。これらについては今後マウス及びシーラカンスのエンハンサーについて、肢芽以

外での活性を精査することによって議論の展開を図ることが可能になる。真骨魚類で R3 エン

ハンサーが消失したことは、鰭原基間充織に由来する内骨格の骨様素量の違いで説明できる

と考えられる。軟骨魚類、条鰭綱分岐鰭亜綱と軟質亜綱、肉鰭類と比較して真骨魚類の内骨

格骨様素量はかなり少ないことから、鰭原基間充織の成長が真骨魚類ではかなり限定的と推

測される。このように真骨魚類では継続的な Fgf10発現を必要としないため、R3 が消失した

ものと考えられる。現在ゼブラフィッシュへの遺伝子導入によりこの推測を実証できるか考

案中である。また条鰭綱分岐鰭亜綱のポリプテルスは真骨魚類より多くの骨要素を持つため、

Fgf10が R3 を保持している可能性があるので、ポリプテルスのゲノム解析を予定している。	 

	 アフリカツメガエル Fgf10 は R2	 を持たないが、これは羊膜類の肢芽形成タイミングより

遅い発生段階で肢芽形成が起こることと関連していると推測される。そこで、羊膜類と同様

のタイミングで肢芽形成が起きる直接発生ガエルのゲノムについて解析を行った。直接発生

ガエルであるコキーコヤスガエルゲノム DNA の Fosmid ライブラリーを構築し、R3 エンハン

サーによるスクリーニングを行ったところ、Fgf10 の exon1 を持つクローンと連結するクロ

ーンが同定できた。Exon1 と R3 間の塩基配列を決定したところ、R2 に相当する配列は見いだ

されず、幼生期を経るカエル同様の遺伝子構造を持つことが判明した。現在 exon2,3 を持つ

Fosmid クローンとの連結を試みており、全領域の塩基配列決定の結果を待つ必要があるが、

R2 が存在しない場合には直接発生ガエルでは R2 に依存しない様式で肢芽での Fgf10 発現の

開始を行うシステムが存在する可能性も考慮する必要がある。もしくは肢芽における Fgf10

開始が変態するカエルと同様に R2 に依存しない､未知の機構による可能性も残る。	 

	 

（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	 

	 ゼノパス尾芽胚期でマウス R2 にドライブされたレポーター遺伝子発現を起こす側板中胚

葉細胞が、幼生期の肢芽間充織となりうるのかについて､複数の方法でアプローチした。現在

のところ成功を収めているのは､古典的な蛍光色素（DiI,	 DiO）標識による細胞系譜追跡であ

る。尾芽胚期で標識し、それから 2－3 週間後の幼生期での系譜追跡には従来の標識法では感

度が不十分であった。これは蛍光色素の微細な結晶を尾芽胚期側板中胚葉に移植することで

解決された。体節 7－15 の位置に相当する R2 レポーター発現を行う側板中胚葉細胞は、後肢

芽に見いだされるが、体節 5 の位置に相当する側板中胚葉細胞は、後肢芽には見いだされな

かった。これらの結果から、R2 レポーター発現を行う側板中胚葉というかなり広い領域から

肢芽間充織が生じ、その後集合して肢芽を形成することが判明した。今後は、当初計画して

いた Tg 法での細胞系譜追跡を確立して、研究を展開してゆく。	 

	 

（３）標的遺伝子破壊マウスを用いたエンハンサーの機能解析	 

	 	 R2 及び R3 について標的遺伝子破壊マウスを作成し、ホモ個体の解析から肢芽形成、肺

芽形成に関する機能についての予見的な情報が得られた。今後は標的遺伝子破壊のために導

入した Ppgk-Neo を除去した個体を用いてより正確な機能解析を展開する。



	 23	 

サンゴに共生する褐虫藻類の比較ゲノム学的研究	 

	 

將口栄一（研究代表者）	 

川島武士（連携研究者）、新里宙也（連携研究者）（沖縄科学技術大学院大学）	 

	 

1. 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 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 3	 Gbp 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。私たちはサンゴ（Acropora	 digitifera）のゲノム

解読を終了し、次に、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	 sp.クレード B（サンゴ Montastrea	 

faveolata由来）のゲノム(約 1.5	 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(クレード Aとクレード C)を次世代シーケンサ

ーにより解読し、クレード B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。	 

	 	 

2. 研究成果と将来の展望	 
・研究成果	 

	 ゲノム間の比較を行う上で、始めによい比較の基準を得ることが重要となる。よっ

て本年度は比較基準となるクレードBのゲノム情報を高精度にすることに集中して研

究を行い、次のような結果を得た。（1）クレード Bのドラフトゲノム配列(約 615	 Mbp)

から、約 68,000 の遺伝子モデルセットを得た。	 平均すると１遺伝子あたり約 9個と

いうイントロンの多い構造であった。このドラフトゲノムにプラスチドゲノム、ミト

コンドリアゲノム、核ゲノムの全ゲノム配列が含まれていた。（2）転写調節メカニズ

ムとの関係が予想されるスプライスリーダー遺伝子やDNA上のチミンの置換であると

考えられる 5-ヒドロキシメチルウラシルの存在といった渦鞭毛藻類ゲノムの特徴を

確認した。スプライスリーダー遺伝子は、snRNAs	 (U2,	 U4,	 U5,	 U6)を含む遺伝子と

遺伝子クラスターを形成していた。（3）核ゲノム上の遺伝子群には隣あった遺伝子

が同じDNA鎖にコードされているというクラスターを形成する傾向があることを発見

した。	 (4)	 RNA エディティングを受けている 14 個のプラスチド遺伝子と 3個のミト

コンドリア遺伝子を発見した。(5)	 新しいタイプのプラスチドミニサークルを同定し

た。現在、これらの成果を公表するために、当該研究機関の共同研究者の協力のもと

に論文としてまとめている。「新学術ゲノム支援」の方々の協力により、ゲノム配列

の精度を高める上で必要となるクレードBのBACライブラリーとフォスミドライブラ

リーを作成した。またそのエンド配列情報を得た。さらに、転写開始点(TSS)の配列

のデータを得た。	 
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	 クレードAのゲノムシーケンシングを開始し、約30Xカバーレージのデータを得た。

連携研究者の協力を得て、データ公開用のゲノムブラウザーを作成した。	 

	 

・将来の展望	 

	 クレード Bゲノムの配列解読を論文として公表し、ゲノムブラウザーを公開する。

次にクレードAとCのゲノムシーケンシングを完了させ、クレードBとの比較を行う。

その際にゲノム間の比較方法やデータ公開が重要となる。配列比較では、クレード B

のゲノム解読から初めて明らかになってきた遺伝子の向きや並びに着目する。同様な

ゲノム構造の特徴は真核生物ではトリパノソーマで報告されているので、トリパノソ

ーマゲノムとの比較も行うことにより原生生物間で保存されている構造が明らかに

なることが期待される。またオルガネラゲノムの遺伝子の RNA エディティングも比較

する。褐虫藻クレード間で報告されている興味深い違いには紫外線吸収物質の合成系

の差異や温度ストレスによる光合成系のダメージの違いなどがある。これらの違いの

主な原因となるゲノム領域の解明を目指し、ゲノム配列を比較する。最終的に褐虫藻

間の多様性を理解する上で重要なゲノム構造の同定を目指す。そして、複雑な共生進

化メカニズムの鍵となる遺伝子を同定したい。その上でこれまでに得られたゲノム配

列基盤を利用し、サンゴが褐虫藻を取り込む段階におけるサンゴと褐虫藻の遺伝子発

現変化の解析から、まず共生の成り立ちの鍵となる遺伝子を探っていきたい。これら

が、海産無脊椎動物と褐虫藻類の共生進化メカニズムの解明へとつながることが期待

される。	 
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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	 

	 

瀬々	 潤（東京工業大学）	 

	 

１．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.本研究では，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．	 

	 

２．研究成果と将来の展望	 

ネットワーク比較技術 ANGIE を開発した．ANGIE は，2 つの異なる種に由来する遺伝

子ネットワークが与えられた時，このネットワークを細かに比較するのではなく，全

体の概要構造に着目し，それらが近くなるように要約する手法である．今までのネッ

トワーク比較技術は，ソーシャルネットワーク（Mixi や Facebook など）の友達関係

を比較する技術であったり，たんぱく質の複合体を比較する技術であったりと，多く

はネットワーク局所的に比較し，かつ，非常に密な（互いに繋がりの強い）ネットワ

ークの保存性を調べるものであった．これらの手法で遺伝子ネットワークを比較する

場合，A->B->C と連続する転写のカスケードや代謝パスウエイはネットワークが疎で	 

	 

あるために，辺１本の違いによって共通性発見ができなくなる問題点が存在していた．

我々の手法では，ネットワークを大域的に捉えることで，ネットワークの全体構造に

	 

図．線虫とショウジョウバエのタンパ

ク質相互作用の比較結果．共通性の高

い部分（中央付近）と低い部分（両脇）

が見えている	 
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重要な変化に着目する事が実現しつつある．	 

	 我々のアルゴリズム ANGIE は，具体的には，1.	 種毎にグラフをクラスタ化する．

2.	 遺伝子間のホモログ関係を調べ，ホモログ同士が同一のクラスタに含まれるよう

調整する．3.	 1 と 2 のステップを繰り返す，	 という手順を行列演算を用いて表現し，

実行する．種内の遺伝子ネットワークと種間のホモログのいずれを重要視するかはユ

ーザが任意に決定する事が可能であり，より信用ができる繋がりに対して重みを重く

することができる．	 

	 ショウジョウバエと線虫のタンパク質相互作用ネットワークの比較結果を図に示

す．左半分の白丸は線虫，右半分の灰色の丸はショウジョウバエである．各頂点は 100

遺伝子程度が含まれるグループであり，種内のグループ間に線が引かれているところ

は，そのグループに属する遺伝子間に相互作用が多いことを示している．白丸と灰色

の丸のネットワークがほぼ左右対称であることから，大域的な構造は種を大きくまた

いでも変化が少ないことが示唆される．また種間のグループに引かれた点線は，その

グループ間にホモログが多いことを示している．中央付近のグループにはホモログが

多いことから，高い配列保存性があり，かつ，たんぱく質相互作用も保存されたグル

ープを同定できている事が分かる．これらの機能を調べると，成長因子関連が多いこ

とが分かった．	 

	 本手法の開発により，配列相同性に必ずしも寄らない遺伝子比較法へ一歩近づいた．

また，上記の実験では非常に遠い種間を比べたため，強い保存性のある部分のみしか

抽出できなかったが，次年度はより近い種間のネットワークを比較する事で，ネット

ワーク比較からの形質の獲得発見へと繋げたい．	 

	 

３．発表論文	 

(1) Aika Terada and Jun Sese (2012) Global Alignment of Protein-Protein Interaction 

Networks for Analyzing Evolutionary Changes of Network Frameworks. 4th International 

Conference on Bioinformatics and Computational Biology (BICoB-2012), pp. 196-201. 
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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）	 

	 

１．研究の目的	 

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できないために、光の量と質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計っている。本研究では、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

イズ野生種：ツルマメ、ダイズを研究対象にして、花成時期の決定に関連する遺伝子群

を特定することを目的として行った。	 

	 

２．研究成果と将来の展望	 

・研究の成果	 

[1]	 次世代シーケンサーを用いたゲノム比較	 

	 ミヤコグサだけを対象にして、早咲き（Miyakojima	 MG-20）と遅咲き(Gifu	 B-129)の

組み換え自殖系統を育成して、この中から「早咲き（播種から開花まで 33 日~35 日）」

「遅咲き（55 日~70 日）」を５系統ずつ選抜し、Illumina	 HiSeq2000 で DNAseq を１レ

ーンで２X を目安に行った。Map	 quality	 が 200 以上の配列を対象にして、エキソン部

位を reference	 sequence	 (MG-20：早咲き)と比較した。その結果、「早咲き」「遅咲き」

の間で二分される塩基置換は存在しなかった。	 

	 続いて、ダイズで花成に関連する E遺伝子群のうち、E1	 (CONSTANSと同様の機能を持

つマメ科独自の概日時計系遺伝子),E2	 (GIGANTEA),	 E3・E4	 (PHYA)遺伝子について 3000	 

bp 上流側の塩基配列を比較してみた。その結果、早咲きの一系統で reference	 sequence

と異なる塩基置換が一箇所だけ見つかった。	 

	 	 

[2]	 候補遺伝子を対象にしたゲノム比較	 

	 ミヤコグサとツルマメの野生系統、アメリカ産栽培ダイズを対象にして、E1̃E4 まで

の E遺伝子群を解析した。	 

	 ミヤコグサ：E1,	 E3 において産地間に多型が多く存在した。その殆どは非同義的置換

であり、とりわけ機能的に重要なドメインに集中していた。例えば E3 の PHYAでは、光

感受性に影響が大きい GAF ドメインのループ構造などに変異が配置していた。これらの

変異の出現は、緯度傾度	 [高緯度(遅咲き)~低緯度(早咲き)]に関係なく、集団固有なも

のであった。	 

	 ツルマメ：E1,	 E2,	 E3,	 E4 にわたって多型が存在するが、いずれも緯度傾度に対応し

ていなかった。	 

	 アメリカ産栽培ダイズ：E2 が緯度傾度対応しており、北方早生ダイズにおいて、第 10

エキソンの途中が停止コドンになる変異になっていた。そのほかの E1 については解析

中,E3 では変異がなく、E4 の多型は、最北部の栽培品種（Maturity	 Group	 000）の一部

で見られた。	 

	 

	 以上の結果から、複数種類の遺伝子が個別に多型を持って関与することで(standing	 

genetic	 variation)、緯度に適応的な開花時期の決定に関与しているのではないかと考

えている。	 
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・今後の展望	 

DNA シーケンスでは Map	 quality を重視すると解析できていない領域が多く残るために、

花芽形成時期決定を制御する遺伝子の同定をしきれていない。今年度はシーケンスの方

法を改善して、曖昧さの無いデータを得たい。また、reference	 genome 更新データの公

開も遅れているので、今後にゲノム比較の改善を期したい。	 

	 組み換え自殖系統の間ではエキソン部位に変異に乏しいように思われる。組み換え自

殖系統だけではなく、国内野生系統の自殖を繰り返した材料を幅広い緯度から供して、

ゲノム比較の解析に取り込みたい。	 

ミヤコグサの国内野生系統とアメリカ産ダイズでは E	 locus に興味深い変異が存在する

ので、引き続いて候補遺伝子の多型解析を進めていく。また、各 E	 locus の遺伝子型の

個体ごとに、該当遺伝子と最下流にある Flowering	 Locus	 T	 (FT)の発現量を	 様々な日

長条件下で比較をしてみたい。	 

	 

３．発表論文	 
(1) Ikeda H., Fujii N., Setoguchi H. (2011) Molecular evolution of cryptochrome genes  
and the evolutionary manner of photoreceptor genes in Cardamine nipponica 
(Brassicaceae). J. Plant Res. 124: 85-92. DOI:10.1007/s10265-010-0361-2.  
(2) Ishibashi, N., Setoguchi, H. (2012) Polymorphism of DNA sequences of cryptochrome 
genes is not associated with the photoperiodic flowering of wild soybean along a latitudinal 
cline. J. Plant Res. in press. DOI:10.1007/s10265-011-0470-6 
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マイマイカブリのゲノムと適応形態遺伝子  
 

曽田貞滋（京都大学）・小沼順二（研究協力者・京都大学） 
 

１．研究目的 
	 陸貝を餌とするオサムシ類の形態的多様化は，小さい貝を噛みつぶして食べる巨頭

型と，大きい貝に頭部を挿入して食べる狹頭型の分化を基本としている．日本固有の

マイマイカブリ Damaster blaptoidesでは，亜種間でこの形態分化が起こっている．ま
た，採餌に関連した形態の他にも，体サイズ，前胸背面の構造色（日周活動性・捕食

回避に関連すると推定される），雄の前ふ節構造（交尾マウント時の雌の捕捉に関係），

上翅先端部の突起（摂餌中の対捕食者防御に関連？）などの適応に関連する形質にお

いて顕著な亜種間変異がみられる．こうした亜種ごとの複合的な適応形質のセットは，

複合的な適応形態分化の遺伝子を解明する上で有用な研究対象である．オサムシ類は

ゲノムサイズが小さく，ゲノム解読を試みながら，連鎖解析を行って形態分化の原因

遺伝子を探求するのに適している．本研究では，マイマイカブリの適応形態進化の遺

伝的基盤を解明するために，亜種間の戻し交配系統を用いて高精度の QTL マッピン
グを行うとともに，全ゲノムのシーケンスを解読し，形態分化の原因遺伝子を推定す

る．これによって，オサムシ類の適応進化のゲノム基盤全体を解明するための礎を構

築する． 
 
２．研究成果と将来の展望 
（１） 亜種間の形態差に関する量的遺伝解析 
	 巨頭型の佐渡島産D. blaptoides capitoと狹頭型の粟島産D. blaptoides fortuneiの戻し
交雑系統を用い，成虫の頭部・胸部・腹部の形態に関する量的遺伝解析を行った．そ

の結果，頭部と胸部の外部形態変異には，比較的少数の遺伝子座（各形質につき１~

３）が関与している可能性が示された．一方，遺伝相関解析の結果から，頭部と胸部

形態には強い負の相関関係がみられ，巨頭型・狹頭型という形態型が遺伝的に生じや

すいことが分かった．このような複合形質間に見られる強い遺伝相関（形態的統合性）

が，採餌行動や餌資源など生態適応の分化に著しく寄与している可能性が示唆された 
(Konuma et al. 投稿中) 
 
（２） 亜種間の形態差に関する QTL解析 
	 同じ佐渡産と粟島産の戻し交雑系統について，AFLP 解析および遺伝子のシーケン
スに基づく genotypingを行い，成虫形態に関する QTL mappingを行った．連鎖地図は
染色体数(n=14)にほぼ対応する地図が得られ，そのうち 3つの連鎖群の上に QTLが検
出された．そのひとつは，5つの測定形質（頭部幅，頭部長，胸部長，上翅幅，上翅
長）の QTL がひとつの領域に検出され，他の２つの連鎖群では，頭部長と上翅長の
QTLがやはりひとつの領域に検出された．この結果は，亜種間の形態差に関連する遺
伝子が少数で，形質に強い遺伝相関あるという上記の量的遺伝解析の結果を支持する

もので，少数の遺伝子への選択によって，形態進化が起こったことを示唆するもので

ある． 
	 QTL解析の結果は，日本列島各地のマイマイカブリ亜種間の形態分化の系統地理学
的解析を含めて論文にまとめる予定である．分子系統解析からは，佐渡島の集団は本

州中部日本海側の集団から中期更新世以降に分化したことが分かった．佐渡島では，

隔離された他とは異なる餌資源環境において，巨頭化への選択が働き，比較的単純な
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遺伝的機構によって急速な形態進化が起こったものと推測される． 
 
（３） マイマイカブリのゲノム解読 
	 ゲノム解読に用いる粟島産 D. blaptoides fortuneiについて，フローサイトメトリー
で精子の核のゲノムサイズを推定し，328Mbという値を得た（沖縄科学技術大学院大
学の協力による）． 
	 イルミナHiSeq2000によるゲノムシーケンシングを行うため，粟島産１雄からDNA
を抽出し，基礎生物学研究所における共同研究として，180 bpと 300 bpのペアエンド
シーケンスのためのライブラリーを作成し，各１レーンのシーケンスを行った． 
	 得られた大部分のシーケンス quality scoreはリードの全 positionで 30以上と高く，
シーケンスが十分成功していることを確かめることができた．SOAPdenovoを用いて
アセンブルした結果，k-mer 60の条件で最長 408,537bp，N50が 3,577bpの scaffoldが
得られた． この結果は，より長い k-mer 条件で改善する可能性が高いことから，現
在，大規模メモリを擁した基礎生物学研究所の計算機を用いて解析を進めている．ま

たエラー補正やトリミング等のアセンブル前処理も同時に行い，解析結果の改善を試

みている．今後は，SGA や ALLPATHS-LG 等の別アセンブラを用いてアセンブルの
改善を試みる必要がある． 
一方，k-mer 頻度の解析からシーケンスしたゲノムに高い頻度で多型が含まれる傾
向が見られたため，Bubble構造を潰した上でのアセンブラ(Platanus)や，笠原雅弘博士
（東京大学）の手法によって，多型情報を考慮した上でのアセンブルを行う必要があ

ることが示唆されている．また，十分に長い scaffoldを獲得する上では，本質的によ
り長いインサートサイズのシーケンスが必要である．そのため，Illumina HiSeq2000
によるメイトペアライブラリーのシーケンスが必要である．また PacBio を用いたシ
ーケンスも検討する必要がある．  
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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	 

	 

新美輝幸	 (名古屋大学大学院生命農学研究科)	 

	 

1.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、候補遺伝子アプローチ

および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。	 

	 

2.研究成果と将来の展望	 

	 	 カブトムシおよびオオツノコクヌストモドキのツノ形成遺伝子の候補として、性

的二型形成を司る性決定遺伝子doublesex（dsx）に着目した。RT-PCR法およびRACE法

を用い全長cDNAの配列を決定した。その結果、いずれの昆虫においても、雌特異的な

dsxには複数のスプライシングバリアントが存在するのに対し、雄特異的なdsxは雌の

みがもつエクソンを欠失したバリアントであることが明らかとなった。さらに、雌雄

で共通して発現するスプライシングバリアントが複数存在することが判明した。つぎ

に、各エクソンに特異的な配列にもとづき二本鎖RNAを合成し、larval	 RNAi法により

機能解析を行った。その結果、いずれの昆虫においても雌雄共に同様の表現型が観察

された。カブトムシの場合、性的二型を示すツノ、表皮表面構造、内部生殖器および

交尾器についてRNAiによる表現型を観察した結果、交尾器以外は雌雄中間型の形態を

示し、交尾器では雌に近い形態となることが判明した。また、オオツノコクヌストモ

ドキの場合、頭部の性的二型形質である大顎、頬およびツノ様突起についてRNAiによ

る表現型を観察した結果、いずれも雌雄中間型の形態を示すことが判明した。以上の

結果より、これらの昆虫がもつ性的二型形質は、まず雌雄に共通した未発達な状態の

形態が獲得され、つぎに性決定遺伝子の制御を受け、雄型のDsxがより発達した形態

の形成を促進し、逆に雌型のDsxがその形成を抑制することにより、雌雄で顕著に異

なる形態が獲得されたと推察された。	 

	 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。また、ツノ形成に関与する遺伝

子を網羅的に同定するため、HiSeq2000を用いたRNAseq用ライブラリー作製を開始し

た。今後、性特異的な発現を示す膨大な配列情報が得られたら、larval	 RNAi法を用

いた機能解析スクリーニングを行い、ツノ形成に関与する遺伝子群を同定する。	 
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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	 

	 

新田	 梢（九州大学大学院理学研究院）	 

	 

１．研究目的	 

	 キスゲ属のハマカンゾウ(Hemerocallis	 fulva)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(H.	 citrina)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。これらの花形質は、特定の

送粉者の活動時間・視覚・嗅覚に、開花時間・花色・花香が協調的に適応したと考えられる。

本研究の最終目標は、送粉適応した花形質が、ハマカンゾウのような昼咲きのアゲハ

チョウ媒の状態からキスゲの夜咲きのスズメガ媒の状態へと進化する機構を解明す

ることである。本研究では、花形質の違いに関与している遺伝子を特定する。次世代

シーケンサ HiSEQ2000(Illumina)を用いた RNA-seq によって、ハマカンゾウとキスゲ

の花弁組織で発現している遺伝子群を比較し、2 種間で、発現量が異なる遺伝子を明

らかにする。	 

	 

２．研究成果と将来の展望	 

（１）次世代シーケンサ HiSEQ2000(Illumina)を用いた RNA-seq	 

	 花形質の違いに関与している遺伝子を特定するため、ハマカンゾウとキスゲの花弁

組織で発現している遺伝子群を比較し、2 種間で、発現量が異なる遺伝子群を明らか

にする。まず、ハマカンゾウとキスゲについて、シーケンサにかけるライブラリの作

成を行った。試料は、つぼみの花弁(内花被片)組織を採集し、Total	 RNA を抽出した。

ハマカンゾウとキスゲの2個体から、それぞれつぼみ3ステージ分(S,M,L)について、

各 3サンプルずつ、計 18 サンプル分を抽出した。基礎生物学研究所にて、3セット分

のライブラリ作成を行った。シーケンスのリード長は、100bp の読み枠で、ペアエン

ドで解読した。	 

	 今後、データ解析を行い、2 種間で発現パターンを比較解析する。次年度は、花色

や花香の花形質が分離した F2 雑種集団(120 サンプル)を用いて RNA-seq を行い、花形

質の表現型と発現量のパターンを解析する予定である。表現型と相関の高い遺伝子を

絞り込むことで、花形質の違いに関与する遺伝子を特定できると期待される。	 

	 

（２）花色の遺伝的基礎	 

	 本研究では、花形質のうち、特に、野外実験によって、送粉者であるアゲハチョウ

類・スズメガ類の花色に対する選好が、花色に対する淘汰圧として実際に作用してい

ることを実証している、花色の違いに注目する。まずは、アントシアニン色素の有無

に注目し、アントシアニン色素合成経路の酵素遺伝子の解析を行った。アントシアニ

ン色素の有るハマカンゾウと、色素の無いキスゲについて、アントシアニン色素合成

経路の酵素遺伝子の配列比較を行った。さらに、これらの遺伝子について、発現量の

比較を行った。特に、発現量の定量をより正確に行うため、リアルタイム定量 RT-PCR

を行った。アントシアニン色素の無いキスゲの花弁では、いくつかの酵素遺伝子の発

現量が少ないことが明らかになった。この結果から、花色の進化には調節遺伝子が関

与したと考えられる。	 
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	 今後は、ハマカンゾウとキスゲの F2 雑種のつぼみ組織から RNA を抽出し、F2 雑種

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アントシアニン色

素の有無の違いに関与している遺伝子を特定する。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。	 

	 

３．発表論文	 
Shun K Hirota, Kozue Nitta, Yuni Kim, Aya Kato, Nobumitsu Kawakubo, Akiko A 
Yasumoto, Tetsukazu Yahara (2012) Relative role of flower color and scent on pollinator 
attraction: experimental tests using F1 and F2 hybrids of daylily and nightlily. PLoS ONE in 
press.  
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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	 

	 

古澤力（理研 QBiC）	 

	 

１．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

解析などにより定量する。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。	 

	 

２．研究成果と将来の展望	 

[１]	 人工進化実験によって獲得したエタノール耐性大腸菌の表現型・遺伝子型解析	 

	 先行研究における進化実験によって我々が取得したエタノール耐性大腸菌につい

て、マイクロアレイを用いた遺伝子発現解析、質量分析器を用いたメタボローム解析、

次世代シーケンサを用いた変異解析を行い、ゲノムワイドな表現型と遺伝子型の対応

関係を解析した。	 

	 このエタノール耐性大腸菌を取得した進化実験では、約 1000 世代（2500 時間）の

植え継ぎ培養を行い、6 株のエタノール耐性株を独立系列で取得している。マイクロ

アレイによる発現解析では、この進化実験の途中段階で保存したサンプルを培養し、

mRNA を抽出することによって、エタノール耐性の獲得に至る発現量変化の時系列を解

析した。その発現量変化の軌跡を解析したところ、独立に取得した複数の耐性株につ

いて、その発現量変化の軌跡は高い類似性を示すことが確認された。同様に、キャピ

ラリー電気泳動質量分析器（CE-MS）を用いたエタノール耐性大腸菌のメタボローム

解析を行った。この解析は、解糖系・核酸合成系・アミノ酸合成系などに含まれる 100

種類程度の代謝物質の細胞内濃度の定量を可能とする。結果として、発現解析の場合

と同じように、独立に取得した複数の耐性株において共通の代謝状態の変化が見いだ

された。これらの結果は、エタノール耐性を大腸菌が獲得するための表現型変化は、

何らかの理由で強く拘束された、多様性の低い軌跡を描くことを示している。	 

	 この表現型変化が生じたメカニズムの理解を目指して、エタノール耐性株の次世代

シーケンサを用いたゲノム変異解析を行った。この解析では、SOLiD を用いた解析と

454FLX を用いた解析を並行で行い、その両者の結果を比較することによって信頼性の

高い変異検出を行っている。結果として、6 株の耐性株のうち１株については、100

カ所を超える変異が検出された。この株では、ミスマッチを修復する機能を持つ MutS

タンパク質の配列に変異が入っており、そのために変異率が上昇したと推測される。

残りの 5株については、変異の数は 5カ所程度であり、株間で共通に同定された変異

はほとんど見いだされなかった。このことは、上記の株間で共通の表現型変化は、ゲ

ノム変異には依らない、長い時間スケールを持つ適応のダイナミクスであることが示

唆された。	 

	 今後は、この適応のダイナミクスがどのような機構で生じるか、その理解を試みる。
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一つの試みとして、ゲノムのメチル化部位の検出をゲノムワイドで行い、表現型の変

化との対応を解析する。また、より高次のゲノム構造の変化が、このような変異に依

らない表現型変化を引き起こし得るか、数理モデルを含め実験と理論の両面から解析

する。	 

	 

[２]	 抗生物質添加環境下での大腸菌の人工進化実験	 

	 時間的に変動する複数の環境条件において進化実験を行うことを目的として、抗生

物質添加環境での大腸菌の進化実験を行った。全てのトランスポゾン領域を実験的に

取り除いた大腸菌 MDS42 株を親株とし、大腸菌に作用があるとされる 33 種類の抗生

物質を添加した環境での進化実験をそれぞれの薬剤について独立 4 系列で行い、31

種類の薬剤について親株より有意に耐性能が向上した薬剤耐性株の取得に成功した。

これらの株のうち、11 種類の薬剤に対してそれぞれ耐性となった 44 株について、次

世代シーケンサ 454FLX を用いたゲノム変異解析を行い、それぞれ 5～20 カ所程度の

変異の同定に成功した。今後、これらの変異解析のデータとマイクロアレイを用いた

発現解析のデータの対応を解析することにより、薬剤添加環境での進化ダイナミクス

の理解を目指す。	 

加えて、上述した薬剤耐性大腸菌株について、耐性能のトレードオフの存在を解析

した。ここでは、ある薬剤 Aの耐性株が、別の薬剤 Bへの耐性能をどのように変化さ

せるかを様々な組み合わせで解析したところ、薬剤 Aの耐性株が薬剤 Bについては感

受性になるといったトレードオフの関係を持つ薬剤が複数確認された。今後、このよ

うなトレードオフの関係がどのようなメカニズムによって出現するかを解析すると

ともに、こうした組み合わせの薬剤を同時に添加、あるいは時間的に変動させて添加

したときにどのような進化ダイナミクスが出現するかを解析する。例えば、トレード

オフの関係にある薬剤 Aと薬剤 Bを同時に添加したとき、薬剤 Aに対して耐性になる

過程では一方の薬剤Bへの感受性が増加し、一時的に適応度が減少する可能性がある。

これらの耐性能は複合適応形質に対応すると考えることができ、こうしたトレードオ

フの関係にある薬剤の組み合わせで進化実験を行うことにより、複合適応形質がどの

ように出現し、それに対して生物システムがどのように対応をするか、構成的に理解

できる系になる。こうした複数の薬剤を添加した環境での進化実験について、マイク

ロアレイ発現解析などを用いて表現型の軌跡を描くことにより、複合適応形質進化の

遺伝子基盤の解明を目指す。	 

	 

３．発表論文	 	 

(1)	 古澤力,	 堀之内貴明,	 清水浩,	 「大腸菌の長期植え継ぎ培養における表現型・遺

伝子型の網羅的解析」,	 高等研報告書「生物進化の持続性と転移」(研究代表者	 津田

一郎),	 p.19-29(2011)	 
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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	 

	 

	 	 牧野能士（東北大）	 

連携:	 河田雅圭（東北大）、北野潤（遺伝研）、富永真琴（岡崎バイオ）	 

	 

１．研究目的	 

	 キューバにおいて、木の幹や地上を主に生活場所とする種(Trunk-Ground 種)では、

開けた場所に生息し高体温を維持する種（Anolis	 sagrei,	 体温 34 度）、森林の縁に生

息する種（たとえば Anolis	 homolechis,	 体温 30-31 度）、森林内に生息し低体温を維

持する種（Anolis	 allogus,	 体温 27-29 度）、森林内の岩場に生息する種（Anolis	 

mesteri）などが共存することが報告されている。しかし、様々な地域で、どのような

種同士が共存しているのか、また、どのような遺伝的変化を伴って温度適応の分化が

生じたのかについては全く分かっていない。本研究では、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。これは、どのようにして他種が小さな地

理的面積内でニッチを分割して共存できるのかという生態学の本質的問題を解明する

一助となるのみならず、地球温暖化に対して生物はどのように進化的反応をするのか

というという重要な問題の解明につながる。	 

	 

２．研究成果と将来の展望	 

(1)	 温度感受性遺伝子の機能解析	 

	 8 月 22 日から 9月 5日の期間、キューバ西部にて体温の異なるアノールトカゲ 3種

(A.	 sagrei、A.	 homolechis、A.	 allogus)のサンプリングを実施した。温度への適応

に関わると考えられる温度センサー遺伝子 TRP や熱ショックタンパク質の発現制御を

行う HSF 遺伝子などの塩基配列を調べるため、次世代シークエンサー(Illumina	 

HiSeq2000)を用いて体温の異なるアノールトカゲ 3 種の全ゲノム配列決定を実施した。

得られた配列(Anolis	 sagrei:	 115M タグ、A.	 homolechis:	 103M タグ、A.	 allogus:	 89M

タグ)をゲノム配列が解読されているAnolis	 carolinensisの配列にマッピングした後、

TRP 遺伝子配列の比較を行った。その結果、3種間において TRP 遺伝子の温度感受性に

関ることが知られている機能ドメインにアミノ酸置換を伴う変異が確認された。今後

は、3 種間において TRP 遺伝子の活性化温度に違いがあるか、また、活性化温度に違

いが認められた場合に活性化温度と体温に相関があるかを調査するため、アノールト

カゲ 3種の TRP 遺伝子ファミリーをクローニングし TRP 遺伝子の機能解析を行う。	 

	 

(2)	 温度変化に反応する遺伝子のトランスクリプトーム解析	 

	 キューバにてサンプリングしたアノールトカゲ 3 種を環境に慣らすため研究室で一

ヶ月間飼育後、5日間の温度維持実験を実施した(それぞれ 4個体、26 度と 33 度)。こ

のうち体温差の大きい 2 種(A.	 sagrei、A.	 allogus)の 3 組織(皮膚、肝臓、脳)から

total	 RNA 抽出した(合計 48 サンプル)。これまでに、次世代シークエンサー(Illumina	 

HiSeq2000)を用いたトランスクリプトーム解析を行うためライブラリ作成を完了した。

中温適応している A.	 homolechisについても温度維持実験は実施済みであり、現在、

トランスクリプトーム解析の準備を進めている。	 

	 今後は、トランスクリプトーム解析から得られた温度に反応する遺伝子と、これま



	 37	 

で温度適応に関わると考えられてきた HSP などの遺伝子のシス領域を含む DNA 配列を

決定し、自然選択の働いた領域の検出を行う。ここで得られた結果に基づき、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機構解

明を行う。	 

	 

３．発表論文	 
Tezuka A, Matsushima N, Nemoto Y, Akashi HD, Kawata M and Makino T. (2012) 
Comprehensive primer design for analysis of population genetics in non-sequenced organisms. 
PLoS ONE 7(2) :e32314. 
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性的二型と闘争・求愛行動の進化	 

	 

松尾隆嗣（東京大学大学院・農学生命科学研究科）	 

	 

１．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	 の前脚はオスでのみ肥大・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、前脚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、肥大した前脚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、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

同定し、複合適応形質の進化メカニズムを推定することを目的とする。	 

	 

２．研究成果と将来の展望	 

［１：闘争・求愛行動の進化に関わる遺伝子の同定］D.	 prolongataオス成虫の脳で

特異的に発現上昇あるいは低下している遺伝子を特定するため、D.	 prolongataおよ

び近縁種である D.	 kurseongensis、KB866（未記載種）を含めた３種の雌雄それぞれ、

計６サンプルを対象にしたRNAseq解析を行うことにした。配列解析の実施にあたり、

新学術領域「ゲノム支援（豊田班）」で GS-FLX (Titanium)３プレート分、本領域総括
支援班のゲノム支援（基生研共同利用研究）で HiSEQ2000 (100bp paired-end)３レーン
分の解析をしていただけることになった。解析可能リード数やそれぞれの手法の特性

を考慮して、以下のような解析内容とした。	 

１．HiSEQ2000 では、羽化後１週間（２０度・雌雄混合状態）でステージングした

成虫から取り出した脳をサンプルとした。６サンプルのそれぞれについて、４

０個の脳をまとめて mRNA を抽出した（ライブラリ作成に必要な量を満たすた

め）。インデックス付与により６サンプルを１レーンで解析し、３回の生物学

的反復をとった（計３レーン使用）。	 

２．GS-FLXでは脳ではなく頭部由来のサンプルを解析することにした。同様にス
テージングした雌雄各５０個（計１００個）の頭部を混合し、mRNA を抽出し

た。解析対象とする３種について、それぞれに１プレートを使用して解析した。

この結果は、発現量の比較に直接用いるのではなく、HiSeqデータのアッセン
ブルに援用する予定である。	 

	 HiSEQ2000 による解析は２３年度中に１反復分の作業を行った。各サンプルについ

て１０～２０M リードを得ることができた。この配列を blast によりキイロショウジ

ョウバエ CDS 配列にマッピングしたところ、４５～５５％がヒットした。マッピング

方法にはさらなる改善が必要である。キイロショウジョウバエ CDS に対応付けること

のできたデータを用いて各遺伝子の発現量を比較したところ、種内雌雄間の方が雄同

士種間での比較よりも発現量変動が少なかった。その理由については現在のところ不

明であるが、種間での配列の分化が影響しているものと思われる。今後、残る２反復
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分の解析を行い、D.	 prolongataオスの脳において特徴的に発現量が変化している遺

伝子を特定する。	 

	 

［２：形態の進化に関わる遺伝子の同定］成虫の前脚は幼虫期に成虫原基として存在

し、蛹期間中に形態形成が起こる。遺伝子発現解析の対象とする発生ステージを決定

するために蛹期間中の成虫原基の形態を時系列に沿って観察したが、特定の重要な時

期を限定することはできなかった。そのため、発生段階を追って複数時点でサンプリ

ングし、各遺伝子の経時的な発現変動を比較する必要があるが、今年度の解析可能量

に限りがあり解析を見送った。次年度に RNAseq 解析を行いたい。	 

	 また、並行して ENU による突然変異誘発を行い、forward	 genetics による原因遺伝

子解明を試みる計画である。	 
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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	 

	  吉田聡子（理研・植物科学研究センター） 

  研究協力者：Juliane K. Ishida（東京大学・院・農生命） 

	 	 	 

１．研究目的	 

	 ハマウツボ科植物は、一属を除いて全てが、他の植物の根に寄生し水や養分を奪っ

て暮らす寄生植物である。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、条件的寄生は絶

対寄生より早く出現したと考えられている。また、ハマウツボ科における寄生形質の

獲得は一回の進化で生じたのに対し、絶対寄生形質は複数回の独立した進化により生

じたとされている。本研究では、条件的寄生植物であるコシオガマ(Phtheirospermum	 

japonicum)のトランスクリプトーム解析をおこない、寄生の過程で特異的に発現する

遺伝子を同定する。さらに、絶対寄生植物であるストライガのトランスクリプトーム

およびゲノムとの比較解析を通して、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の同定

を目指す。	 

	 

２．研究成果と将来の展望	 

(1)	 コシオガマ遺伝子転写産物の de	 novo	 アセンブリと発現解析	 

	 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った。独立栄養状態で生育したコシオガマと宿主のイネに

寄生しているコシオガマの根からそれぞれ RNA を抽出し、454 型シーケンサーおよび

イルミナシーケンサーで解析した。得られたシーケンスから de	 novo	 assembly によ

り約 58,000 のコンティグを得、この配列をレファレンス配列とした。独立栄養状態

と寄生状態のRNAシーケンスをレファレンス配列上にマップすることにより寄生状態

に特異的に発現する遺伝子の同定をおこなった。Gene	 Ontology 解析により、独立栄

養状態および寄生状態における遺伝子の機能推定をおこなった結果、hydrolase 活性

を持つ遺伝子が寄生特異的に発現上昇する遺伝子に多く含まれていることが分かっ

た。この結果は寄生植物が宿主の根に侵入する際に、宿主細胞を分解して侵入をおこ

なっていることを支持する。今後は、独立栄養状態から寄生状態への転換時に機能す

る遺伝子を絞り込むために、寄生初期の段階での RNA-seq およびマイクロアレイ解析

をおこなう。また、特異的に発現上昇した遺伝子の RNAi コンストラクトの作成を進

めている。	 

	 

(2)	 寄生特異的に発現するタンパク質分解酵素の解析	 
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	 寄生状態で特異的に発現する遺伝子の中で、特に発現変動が大きかった遺伝子とし

て subtilisin 型セリンプロテアーゼをコードする遺伝子群が見つかった。コシオガ

マはイネを宿主とする一方、ミヤコグサでは皮層細胞で侵入が阻害され、寄生できな

いことが確認されている。イネとミヤコグサに対してコシオガマ感染実験をおこない、

経時的にサンプリングして、qRT-PCR 法にて発現解析をおこなった。コシオガマ

subtilisin 型セリンプロテアーゼは、宿主イネに寄生し 7 日目に発現が上昇するが、

非宿主ミヤコグサでは発現上昇がみられないことが明らかになった。この酵素群は、

親和性の宿主寄生特異的な役割を担っていることが示唆された。プロモーターレポー

ター解析により、さらに詳細な発現解析を試みている。	 

	 

(3)	 絶対寄生植物ストライガとの比較解析	 

	 ハマウツボ科に属し、絶対寄生植物であるストライガのトランスクリプトームおよ

びゲノム解析をおこない、コシオガマとの比較を試みた。ストライガにおいても寄生

時に特異的に発現上昇する遺伝子において同様の GO 解析結果を得た。また、ストラ

イガにおいても subtilisin 型セリンプロテアーゼが寄生成立の過程で特異的に発現

上昇することが明らかになり、これら遺伝子群がハマウツボ科寄生植物に保存された

寄生特異的な機能を持っている可能性が示唆された。今後さらに近縁のゴマノハグサ

科でゲノムが解読されている Mimulus	 guttatusとの比較解析をおこなう。	 

	 

３．発表論文	 

(1) Griet Den Herder, Satoko Yoshida, Meritxell Antolín-Llovera, Martina Ried and Martin 

Parniske (2012) Lotus japonicus E3 ligase SEVEN IN ABSENTIA4 destabilizes the 

symbiosis receptor-.like kinase SYMRK and negatively regulates rhizobial infection. Plant 

Cell in press.	 

(2) Julaine K. Ishida, Satoko Yoshida, Masaki Ito, Shigetou Namba and Ken Shirasu (2011) 

Agrobacterium rhizogenes-mediated transformation of the parasitic plant Phtheirospermum 

japonicum. PLoS One 6: e25802	 

(3) 吉田聡子、白須賢	 (2011)	  「宿主植物から寄生植物への水平伝播の発見」化学

と生物, 49: 518	 

	 

４．新聞報道・特許等	 

1)	 「独創研究集団	 理研の最前線，寄生植物ストライガの寄生機構の解明へ」	 日

刊工業新聞 2011 年 4 月 19 日付	 （新聞記事）	 
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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	 

	 

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）	 

	 

１．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。	 

	 

２．研究の成果と将来の展望	 

①棘皮動物のプルテウス幼生の収斂進化	 

	 棘皮動物幼生骨片の獲得とその伸長について、転写因子 Alx1 と VEGF シグナリング

が必要であることまでは既に同定していた。そこで、23 年度は、(1)Alx1 と VEGF シ

グナリングだけで幼生骨片の獲得に「十分」であるかについての検証、(2)幼生骨片

獲得における中間段階と考えられるAlx1またはVEGFシグナリングだけが活性化され

た状態を実験的に再現することを試みた。しかし、マウスで報告のある VEGF 受容体

の細胞内ドメインのみをコードする mRNA の注入では、VEGF シグナリングを活性化で

きなかった。これまでに(2)について、Alx1 を発現していないヒトデ幼生に Alx1 を強

制発現させた際に、どのような遺伝子セットの発現が増減しているかについて、次世

代シーケンサーによるトランスクリプトーム解析で検証している。現在シーケンスを

終えて、アッセンブルとタグ数の比較を行っている。	 

	 24 年度以降は、VEGF	 ligand,	 VEGF 受容体両方の mRNA を注入しての強制発現系を

確立し、プルテウス幼生進化の十分条件の検証を行う。Alx1 と VEGF シグナリングで

は十分ではないという可能性も見越して、骨片で発現し、エンハンサーの構造解析が

進んでいるウニ cyclophilin 遺伝子を用いて、ウニ胚とヒトデ胚でエンハンサー解析

を同時進行させる。cyclophilin エンハンサーが、ウニでは活性化されるがヒトデで

は活性化されない、その違いはヒトデでエンハンサーのどの領域に結合する転写因子

が欠損していることに起因するか、という点に焦点を当てて解析している。	 

	 上記の解析と平行して、ヒトデと同じく幼生骨片をもたないナマコについて、トラ

ンスクリプトーム解析を行い、幼生期で発現する遺伝子セットを調べた。そのデータ

を利用して、ウニの幼生骨片の伸長に関わる遺伝子を調べたところ、Pax2/5/8,	 Otp,	 

tetraspanine 等いくつかの遺伝子がヒトデとは異なる発現をすることがわかってき

た。これらの遺伝子は、ヒトデにおいては繊毛帯全体で広く発現するが、プルテウス

型幼生のウニやクモヒトデでは、幼生骨片の伸長する腕の先端に限定的な発現を示す。

驚いたことに、ナマコでの発現は、プルテウス幼生における発現と類似していた。こ

の発現パターンは、ナマコの幼生形態はプルテウス型から二次的に派生したものであ
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ることを示唆しており、ヒトデに比べて、より容易に幼生骨片をつくらせプルテウス

型への変化を再現させることができる系になり得ることも示している。この場合は進

化の実験的再現とは言えないが、ヒトデを用いた進化の実験的再現の手がかりを与え

てくれるものにはなるであろう。	 

	 

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	 

Pax1 が咽頭内胚葉の分節形成に必要であることまでは、既に同定していた。そこで、

23 年度は、Pax１と同様に咽頭内胚葉の分節形成に関わる tbx1 との遺伝的な関係につ

いて検証した。その結果、Pax1 の機能を阻害すると tbx1 の内胚葉での発現は抑制さ

れないが、分節的な発現はなくなる、すなわち内胚葉で連続的な発現を示し、そのた

め咽頭内胚葉の分節構造も作られない。tbx1 の機能を阻害しても、Pax1 の発現は抑

制されないが、分節的な発現はなくなる、すなわち内胚葉で連続的な発現を示す。以

上の観察は、Pax1,	 tbx1 のいずれもが内胚葉の分節形成には必要であるが、どちらの

遺伝子によって、一義的な分節化の情報がもたらされるか、判断できなかった。この

点については、我々は tbx1 の咽頭中胚葉での発現に注目している。咽頭分節の一義

的な情報はまず、tbx1 の中胚葉の分節としてコードされ、その情報が内胚葉における

Pax1 の分節的な発現を導くと考えると全ての観察が整合的に解釈できる。この点につ

いて、Pax1 の機能阻害した胚における tbx1 の咽頭中胚葉における発現の解析から検

証している。当初計画していた Pax1 の咽頭内胚葉での分節的な発現に関わるエンハ

ンサー解析は、一義的な分節がどの遺伝子のどの組織での発現にコードされているか

を見極めた上で開始する。	 

	 ①のプルテウス幼生の進化から、特定の転写因子、シグナル分子の発現が変化する

ことで、下流の遺伝子ネットワークが新たな局面で活性化され、そこにおいて細胞の

性質に変化（古いものと新しいものの融合）が見られ、形態進化に結びついたことが

わかってきた。Pax1 は、祖先の咽頭内胚葉で機能していたが脊椎動物が脊椎骨を獲得

する際に、脊椎骨形成細胞（硬節細胞）での発現を獲得し、脊椎骨の進化に貢献した。

このとき、Pax1 は咽頭内胚葉細胞のどのような性質を中胚葉に付与したことで、脊椎

骨進化に貢献したのか。この問題について、メダカ Pax1 の咽頭における下流制御遺

伝子、硬節細胞における下流制御遺伝子を比較して、解析することを始めた。現在タ

グ融合 Pax1 を咽頭、硬節それぞれで発現させるトランスジェニックラインを作成し

ている。	 
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