
COMPLEX ADAPTIVE TRAITS 

平成24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. 3 No. 1  2012 



表紙写真：コシオガマ	 Phtheirospermum	 japonicum	 の花。イネ科植物の根に寄
生するが、独立栄養生活もできる条件的寄生植物である（理化学研究所	 吉田聡
子）。	 
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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」３年目にあたって  

 
	 本領域では、個々の班で行う異なる実験材料、異なる複合適応形質に関する研究を、領域会議

などで統合、帰納することにより、複合適応形質に共通な進化メカニズムやプロセスを見つける

ことを目的としています。 
 
	 この領域が発足する前に沖縄で、現計画班の面々が集まって各自の研究発表をしました。その

とき、「これなんか面白いよね」「またやりたいよね」といった意見が続出し、とんとん拍子にこ

の領域が発足しました。10 年後の科学の進むべき方向とか、将来の科学のあるべき姿とか（そ
れはそれで大事ですが・・・）そういったことではなく、単純に、ただ面白いことを見たい、聞

きたい、やりたいという研究者としての感性の発露としての領域発足でした。昨年度より公募班

の皆様も加わり、大所帯となりましたが、予想に違わず、とても面白い研究グループができあが

ったと思います。この領域が終わるころに、どんな新しい考え方が芽生えているのか、今から楽

しみです。 
 
	 今年度は公募研究の再公募の年です。また、計画班の研究内容についても審査が行われます。

審査委員会は外部委員 4名、内部委員 3名から構成されており、「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」を基準に審査が行われる予定です。ご準備のほどをよ

ろしくお願いします。 
 
	 申請時の審査委員だった或る先生が「こんな領域 100 年に１度も通らないから頑張りなさい
よ」とエールを送ってくれました。思う存分、この機会を楽しみましょう。そして、こんなに面

白いんだから「100年に２，３回こんな領域が通ったことがありました」という伝説が生まれて
もいいんじゃないかなと思っています。 
 
	 今年度も総括班活動として、以下を予定しております。 
2012 年 4 月：ゲノム支援募集（西山先生担当）：随時募集しておりますので、西山先生にご連
絡ください。 
2012年 6月 4日：領域会議（信州大学理学部	 川口先生担当）計画発表 
2012年 9月 10日：中間評価ヒアリング（領域代表他２名が参加） 
2012年 9月 25日：第４回インフォマティクスオープンセミナー（BGIからインフォマティク
ス担当者が講演予定） 
2012年 9月 26日：第９回インフォマティクス情報交換会（東京大学農学部	 西山先生担当） 
2012年 9月 26日：公開シンポジウム「複合適応形質の進化 II」（東京大学農学部	 嶋田先生担
当） 
2012 年 9 月 26 日：若手ワークショップ（東京大学農学部	 嶋田先生担当）公開シンポジウム
後を予定。 
2012年 10月：遺伝子解析技術講習会（東京大学柏キャンパス	 藤原先生担当） 
2012年 12月：第 10回インフォマティクス情報交換会（西山先生担当） 
2013年 3月 2日：第５回インフォマティクスオープンセミナー（生命情報科学若手の会と合同
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開催） 
2013年 3月 9日：領域会議（川口先生担当）成果発表 
2013年 3月 10日：第 11回インフォマティクス情報交換会（西山先生担当） 
 
	 ニュースレター（深津先生担当）は昨年と同様に、年 10回の発行を予定しています。以下の
ウェブサイトに順次アップロードいたします。 
http://staff.aist.go.jp/t-fukatsu/SGJHome.html 
	 なお卓越した成果については、号外を発行しますので、プレスリリースの際には深津先生まで

ご連絡を忘れずにお願いします。 
 
［研究成果発表にあたってのお願い］ 
	 論文発表の際には、「This work was supported by KAKENHI (各自の 8桁の課題番号、総括
班ゲノム支援を受けた場合は 22128001 を加えて下さい)」、和文総説などの場合は、「本研究は
科研費（課題番号）の助成を受けたものです」のようにご記入ください。 
 
	 それでは今年度もよろしくお願いいたします。 
 

平成２４年４月２日	 領域代表	 長谷部光泰 
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平成 24 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 
 
京都府立大学大学院 
生命環境科学研究科 
 
総合研究大学院大学 

 
教授 
 
 
准教授 
 
 
助教 
 
 
助教 
 
 
助教 
 
 
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 
 
 
 
木内	 隆史 
 
 
 
大門	 高明 

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 
. 
農業生物資源研究所 

教授 
 
 
 
特任助教 
 
 
 
主任研究員 

カイコとその近縁種におけ

る寄主植物選択機構の進化 
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 昆虫科学研究領域 
 
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 
 

 
東京工業大学大学院生命

理工学研究科 

 
教授 
 

 
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

科生物科学専攻動物学教

室 
 
京都大学大学院理学研究科

生物科学専攻動物学教室 
 
京都大学大学院理学研究科

生物科学専攻動物学教室 

 
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 

 
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 

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. 

 
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 
 
理化学研究所植物科学研究

 
上級研究員 
 
 
 
博士課程後期

 
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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Ishida 
 

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 

学生 

 
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 
大阪大学大学院生命機能研

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

ける核ー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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
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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、玉田洋介、石川雅樹、福島健児（基礎生物学研究所・総研大） 
大島一正（京都府立大学） 

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。 
 
今年度の研究計画  
［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：総括班ゲノム支援により単離）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。今年度は、「偏平と袋のどちらにもなれるような構造」がどのように完全な袋へと進

化しえたのかを、袋形成過程における PHB、FIL発現領域における細胞分裂様式を解析すること
によって明らかにする。(2) 昨年度に総括班ゲノム支援によって RNA-seq解析を行い、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

消化酵素として用いられていることがわかった。これらの酵素のシロイヌナズナオルソログは、

発現データベース解析から、病害応答として発現誘導される遺伝子であることがわかった。この

ことから、捕虫葉ができる際に、捕虫葉原基は壺状であることから、水分が停滞しやすく、偏平

葉よりもバクテリアや菌類が繁殖しやすい環境となり、その結果として病害応答遺伝子が偏平葉

よりも多く誘導されているのではないかという作業仮説をたてた。今年度はこの仮説を検証する

ため、無菌培養したときに分泌される消化酵素組成が変化するか、違った場合は、無菌培養体を

非無菌状態に移行したときに、消化酵素が新たに誘導されてくるかを解析する。（３）昨年度、

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
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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。今年度
は、PacBio RSによる配列決定を行い、ゲノムの概要配列解明を目指す。また、一昨年確立した
誘導方法を用い、捕虫葉、偏平葉それぞれのみを形成する茎頂間で比較 RNA-seq を行い、捕虫
葉特異的に発現する遺伝子を探索する。これらの因子を昨年度確立した、RNAi法によって機能
喪失させ、捕虫葉形成を担う遺伝子同定を開始する。 
[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、責任遺伝子座特定のために、ゲ
ノム解読を進めている。（１）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。
今年度は、昨年度得た配列データからアセンブルを試みるとともに、総括班ゲノム支援のもと

PacBioRSを用いて、高品質なアセンブルができるかどうかを検討する。（２）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。2012年度は、この 2つのマーカー遺伝子座の配列を
決定するとともに、ゲノムアセンブルの結果と照らし合わせて、マーカー近傍の配列情報の取得

を目指す。（３）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）。2012年度は，Fosmidライブラリーが完成し次第、連鎖
解析で特定できた AFLPマーカー配列を含むクローンの選抜に着手する。（４）責任遺伝子候補
が得られた後、確かに責任遺伝子であることを確認するために、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。クルミホソガに置ける RNAiの有効性の確認を行い、有用であれば機能解
析へとつなげる。 
［陸上植物分枝系進化］これまでの研究から、幹細胞の寿命を延ばすと何らかの理由で枝形成

を引き起こす可能性があることがわかってきた。今年度は、分岐に関わると推定されるオーキシ

ン輸送タンパク質、オーキシン合成タンパク質の枝形成過程における発現変動を観察し、幹細胞

寿命を延ばすと自動的に分岐が生じるモデルを構築することが可能か検討する。 
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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  

代表：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（同上） 

研究分担者：Juan Pascual-Anaya（同上） 
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３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、その系統的位置の確定と、分子レベルでの発生プロ

セスの異種間比較が重要となるが、これら解析の基盤となるカメゲノム配列決定と遺伝子予測を

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、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

の胚構造が現れ、そこにカメ独自の遺伝子制御が生ず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を裏付ける。 
 
今年度の研究計画  
［１：カメゲノムプロジェクト］ 
今年度はスッポンゲノムの同定をさらに押し進め、ゲノム配列のアセンブルにとどまらず、

遺伝子配列の予測も系統解析や発現解析に耐えるクオリティに到達させる予定である。これ

は、議論の絶えないカメの系統的位置に関する問題に、初めて包括的な分子系統解析から答

えるものとなる。また、国際アオウミガメゲノムプロジェクトとも共同で研究を進めること

で、より頑健な結論を導くことを目指す。公共データベース(ensembl.org)へのゲノム配列の登
録・公開も行い、未だ少ない爬虫類のゲノム資源に積極的に貢献する。 

［２：カメ特異的な遺伝子発現制御系の同定］ 
甲陵の発生に重要な因子、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において特異的に発現している遺伝子やmiRNAの同定・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］ 
発生初期から後期にわたって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、それを近縁種とみられるニワトリのものと比較することにより、カメほど奇抜

な形態を持つ動物種でも脊椎動物ファイロタイプを成立させるのかどうかを検証する。 
 
当領域の目的にどのように貢献したか（する予定か）  
	 我々は昨年、脊椎動物の進化と発生の関係性定式化には発生砂時計モデルが妥当であるこ

とを分子レベルから示す事に成功し、脊椎動物の基本的ボディプランの源泉とされるファイ

ロタイプを世界に先駆けて解析的に同定した。この成果は、「非常に複雑な形態進化を遂げ



 13 

た動物種でも、脊椎動物の基本形を一旦成立させてから複雑な形態を発生させる」という事

を予測するものでもある。我々はこの予測がカメという奇抜な解剖学的特徴、すなわち複合

適応形質を持つ動物にも適用されることを検証することで、多重に適応する必要がある(あっ
た)ようにみえる形態進化を解く鍵が、ファイロタイプにあるという事を示すねらいがある。 

 
領域内での連携によってどのように研究が進展したか（する予定か）  
	 非モデル生物の中には、非常に大きなゲノムを持つためにゲノム配列の同定が難しい種も

多く、高精度にmRNAを同定できる方法が非常に重要である。こうした中、我々の班では領域
内の重信准教授と連携し、超並列シーケンサーを用いたmRNAのDNA鎖特異的同定プロトコ
ルを開発し、領域内で共有した。 
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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 1,2,5、木内隆史 1,6、大門高明 3,6、王 華兵 1,7、藤井 告 2,4,7、勝間 進 1,7、門田幸二 2,8（1.
東大・農・昆遺、2. 東大・農・ｱｸﾞﾘﾊﾞｲｵｲﾝﾌｫ、3.生物研、4.九大・農、5.代表者、6.分担者、
7.協力者、8.西山班） 

 
今年度の研究計画  
	 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だろうか。本研究は、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）の植物を寄主とした祖先からクワ属

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することを目的とする。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抽

出するとともに、カイコにおける広食性変異体の原因遺伝子を単離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解明する。 
 
1. カイコガ科の食性と中腸トランスクリプトームの相関 
	 昨年度までにカイコガ科昆虫における各種クワ科植物の飼料価値を評価するとともに、クワに

含まれる糖類似アルカロイドへの耐性を比較した。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、それでは成長できないが、乳液を除去し

たクワ葉であれば生存できた。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種がクワを寄主にできない理由は、

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る。カイコガ科４種と他科３

種について、中腸の RNAを Illumina GAIIxの RNA-seqによって大規模に解析した結果、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β-フルク
トフラノシダーゼをコードする遺伝子（Suc1 ホモログ）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多いことが判明した。したがって、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と予想される。 
	 今年度は、イチジクカサンの全ゲノム解析を行い、RNA-seqの結果からクワ食と関連づけられ
た遺伝子とそのパラログを網羅的に同定するとともに、転写調節領域の配列を明らかにする。さ

らに、実験的に Suc1ホモログの転写調節機構を解明するとともに、クワ食昆虫の各種糖分解酵
素が糖類似アルカロイドへの耐性を強める方向へ進化しているかどうかを明らかにする。また、

種々の手法で糖分解酵素やその遺伝子の働きを抑制することで、幼虫の成長に影響するか否かを

実験し、個々の役割を解明する。 
 
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摂食しないが、クワ以外の飼料を一時的に食下する「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い

る。昨年度までに、spli と Bt が同一の原因遺伝子で引き起こされる複対立形質であることを明
らかにし、そのポジショナルクローニングに成功した。両変異体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。しかも、これら変異体の雄成虫は、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）に強く誘引されることを発見
した。変異体では、ボンビコール受容体 mRNA（BmOr1）の発現量が約 1/1000に低下しており、
これがボンビコールに誘引されない原因であると推定された。ポジショナルクローニングの結果、

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
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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。spli 変異体で
は Bmacj6の大部分が欠失して機能を喪失している一方、Btでは構造遺伝子の変異はないものの
何らかの原因で転写が停止していることが判明した。変異体における挙動から転写因子 BmAcj6
の標的遺伝子を探索するため、現在、GAIIx による RNA-seq により正常蚕と spli 変異体の感覚
器官（雌成虫触角、雄成虫触角、幼虫小顋、幼虫触角）の RNA をそれぞれ解読した。spli 変異
体の雄成虫触角では、BmOr1 以外にも、いくつかの嗅覚受容体(OR)や化学受容関連遺伝子の発
現が減少していた。 
	 今年度は、すでにデータを得ている雌成虫触角、幼虫小顋、幼虫触角で発現が正常・変異体間

で差を示している遺伝子についても詳しい解析を行う。抗 BmAcj6抗体を作成し、変異体で発現
量が増減している遺伝子の転写制御領域と BmAcj6の相互作用を解析し、BmAcj6の標的遺伝子
の同定と転写制御機構の解明を進める。 
 
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。羽化する雌成虫は飛翔能力が高くないため、

繭の近傍でフェロモンを放出して雄を誘引する。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と想像される。

昨年度までに、イチジクカサンのフェロモンが、ボンビコールのアルデヒド体のボンビカールお

よび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。現在、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ている。すでに、各昆虫のフェ

ロモン腺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の配列が得

られているほか、雄成虫触角からは性フェロモン受容体の候補遺伝子を多数同定している。今年

度は、雄成虫触角で機能する嗅覚受容体遺伝子の同定と発現解析を進める。また、フェロモン腺

におけるフェロモン生合成の経路を解明するとともに、鍵を握ると予想される酵素を同定する。 
 
当新学術領域の目的達成への貢献  
	 食草転換には植物の毒性への対処や化学感覚の適応だけでなく、生態的特性を含む多くの形質

が同時に進化することが必要である。私たちは、Bmacj6 遺伝子が、幼虫の食性を支配するだけ
でなく、成虫のフェロモン選好性をも支配していることを明らかにした。これは、重要な鍵遺伝

子の発見である。一方、消化酵素システムに関しては、当初予想した Suc1遺伝子だけでなく、
多くの糖分解酵素遺伝子の発現量がクワ食の種で増加していることが分かってきた。これらの転

写調節機構の解明を通して、複数遺伝子の同時進化のメカニズムに迫る。 
 
領域内での連携の効果  
	 藤原班が開催した遺伝子機能解析 siRNA の技術を導入し、いくつかの遺伝子の機能解析が可
能になってきている。また、若手分担者らがバイオインフォマティクス情報交換会に参加すると

ともに、西山班の門田博士および黄川田班の末次博士らの協力を得ることで、RNA-Seq の大量
データを解析することができるようになった。 
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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  

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） 
 
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：カイコには

多数の幼虫斑紋に異常の見られる系統が多数存在する。前年度までに特定されずに残された 3
遺伝子座（Ze, ms, K）の各責任候補遺伝子を、トランスジェネシスを用いた機能検定によってそ
れぞれの原因遺伝子を特定する。（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♀の一部は毒蝶のベニモンアゲハにベイツ型擬態するが、この形質は H と呼ばれる
１遺伝子座によって制御されている。H遺伝子座を同定するために、シロオビアゲハの全ゲノム
配列決定を行うとともに、南西諸島などの複数の島で野生個体を採集し、表現型と原因遺伝子近

傍の SNPの連鎖状況を解析する。また、擬態型翅と非擬態型翅で発現している遺伝子を RNA-seq
で比較する。また、前年度に構築した新たな遺伝子機能解析システムを用いて、H遺伝子候補の
導入による紋様・色素形成の変化を解析する。 
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：アゲハ類の多くは、若齢から終齢にかけて幼虫の擬態紋様を切り替える。この制御機構を

解明するために、アゲハ 3種（ナミアゲハ、シロオビアゲハ、キアゲハ）の幼虫紋様に関する遺
伝子群、もしくは切替えの制御を行っている JHシグナル経路の遺伝子群を新規遺伝子機能解析
システムによって強制発現（もしくはノックダウン）させ、色素・紋様形成の変動を解析し、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：アゲハ類は最終齢飼育時の環境によって緑、茶色などの蛹に体色を切替える。上記の

3種のアゲハを体色が切替る環境条件下でそれぞれ飼育し、緑色形成、茶色形成に関与する遺伝
子を新規遺伝子機能解析システムにより強制発現させて、色素合成の変動を解析する。（３）ナ

ミアゲハ全ゲノム配列の解析：ゲノム支援によって決定された配列情報のアノテーション作業を

進め、アゲハ科の参照ゲノム配列としての完成度を高める。 
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と擬態型のシロオビアゲハ♀の翅には特徴的な赤色のスポットが見られ

るが、異なる合成経路で作られている可能性が示された。そこで、それぞれの赤色色素をHPLC
で分離後、MSなどで同定し、色素合成経路が同一なのか異なっているのかを解明する。（２）
アゲハ幼虫紋様の適応的隠蔽擬態：ナミアゲハとキアゲハは相互に近縁な種であるが、終齢幼虫

はそれぞれの食草に適応した全く異なる隠蔽的紋様を呈する。そこで、キアゲハ幼虫に特徴的な

スポット状の斑紋形成、またアゲハ類幼虫全般に見られる体節前部の縞状紋形成に関与する発現

遺伝子をカイコの変異系統（スポット紋様を呈するL、縞状紋様を呈するZe）と比較する。 
 
当領域の目的への貢献  
領域の目的の一つである「複合適応形質を制御する遺伝子の同定」に関しては、当グループで

は、アゲハとカイコの複数の擬態関連遺伝子を様々な手法を用いて明らかにした（しつつある）。

具体的には、SNPなどの遺伝的多型やゲノム情報を用いた連鎖解析、EST、マイクロアレイ、
RNA-seqなどを用いた網羅的遺伝子発現解析により責任候補遺伝子を絞り込み、siRNAによる
RNAi法やトランスジェネシスなどで検証する手法を確立した。特に今回開発したエレクトロポ
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レーションを用いた新規遺伝子解析手法は、体細胞で短時間にモザイク的な解析ができるため、

非モデル生物でWntのような重要な遺伝子のノックダウン（もしくは強制発現）も可能であり、
従来の遺伝学的手法が使えない進化研究全般に役立つ技術と考えられる。 
一方、これらの手法を用いて、複数の擬態紋様に関わる遺伝子を解析した結果、本来の脱皮プ

ロセスや発生プロセスに新たに組み込まれて、新規の紋様を生み出すものが多数観察された。例

えば、カイコやキアゲハのWnt1は脱皮ホルモンに応答する配列を獲得して表皮で異所的に発現
するようになり、WNTシグナルが個体発生に影響を与えずにスポット紋様を描くことに成功し
た。また、キアゲハやナミアゲハの幼虫の紋様では、脱皮プロセスに組み込まれた多数の遺伝子

が一斉に発現パターンを切替えるため、種に特有な複合的な紋様形成が形成される。これらは、

従来存在する遺伝子ネットワーク自体を、その個体発生などへの影響を最小限にとどめて、大幅

に改変させる、もしくは利用できる術を示している。従って、これらの研究成果は、複合適応形

質の進化プロセスの一つのあり方を提示し、当領域の目的や進展に大きく寄与している（しつつ

ある）と考えられる。 
 
領域内での連携による研究の進展  
総括班活動に関しては遺伝子機能解析支援を担当し、初年度は遺伝子のノックダウンを可能と

するRNAiの現状と応用に関してニュースレターを執筆し、2年目は柏キャンパスにおいて、領域
内の4グループの研究者が参加したsiRNAを用いたRNAiの講習会を実施した。いずれも領域内の
各グループの研究（特に長谷部班、嶋田班）の進展に寄与したと思われる。さらにエレクトロポ

レーションを利用した新規の遺伝子機能解析技術を平成23年度に開発したが、本年度以降はこの
技術に関する講習会を行い、より広範な研究グループの研究の進展に役立てられると考えている。

一方、当グループは、新学術「ゲノム支援」の平成22‐23年度のサポートを受けて、次世代シー
ケンサーを用いてナミアゲハとシロオビアゲハの全ゲノム配列の決定を進めている。その過程で

得られた技術的なノウハウや問題点を、インフォマティクス情報交換会などを通じて領域全体に

フィードバックしようとしている。また、逆に領域内で次世代シーケンサーの利用や機能に関す

る様々な情報が比較的濃密に得られるので、自分たちの研究の進展にも役立っている。	 
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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) 

 
研究目的  
	 アーバスキュラー菌根菌(AM菌)は、植物にリンを主とするミネラルを与える真核型の共生菌
である。AM 菌と植物の共生の起源は 4～5 億年前と古く、陸上植物の最も普遍的な共生系とな
っている。一方、約 7千万年前に出現したマメ科植物は、原核生物である根粒菌との共生系を進
化させ、大気中の窒素を利用することに成功した。近年のミヤコグサ等のマメ科植物を使った分

子遺伝学的解析により、根粒共生系は AM 菌との共生に必要とされる植物側のシグナル伝達系

を流用して進化してきたことが分かってきた。本研究課題では、未だ解明されていない菌根共生

の遺伝子ネットワークを明らかにすると共に、それを基盤として根粒という新規複合適応形質が

進化した分子基盤の解明を目的としている。 
 
今年度の研究計画  
(1) AM菌のゲノム解析：AM菌 Glomusintraradicesのゲノムプロジェクトを国際コンソーシアム
と連携しさらに進めていく。また、AM菌より分岐年代が古い Endogone属菌のゲノム解読を進
める。Endogone属菌の一部はコケやシダ植物と共生しており AM菌よりも以前に陸上植物に共
生していたと考えられている。Endogone 属には共生性の菌種と腐生性の菌種が存在することが
知られており、共生性と腐生性の進化を考えるうえでも興味深い。共生性と腐生性の Endogone
のゲノムサイズを推定し、HiSeq2000と PacBio RSを用いてゲノムシーケンスを行う予定である。 
(2) 菌根のトランスクリプトーム解析：AM菌は、宿主の根において樹枝状体や嚢状体と呼ばれ
る特徴的な器官を形成する。しかし、これらの器官の役割や分子メカニズムは、ほとんど明らか

にされていない。ミヤコグサの根の中で局所的に成立する共生現象を高い空間分解能で解析する

ため、レーザーマイクロダイセクションと RNA-seq の 2 種の方法を組み合わせる。また、非菌
根植物や共生変異体の比較トランスクリプトーム解析からも共生に関与する遺伝子群を抽出し、

RNAi 法やミヤコグサ LORE1 トランスポゾンタグラインを用いることで、菌根共生に関わる遺
伝子ネットワークの解明を目指す。 
(3) 本プロジェクトで確立したカルシウムイメージング技術により、根粒共生シグナル分子Nod
ファクターの基本骨格であるキチンや、類似の構造を持つ菌根共生シグナル分子Myc-LCOs応答
を、Nodファクターレセプター変異体nfr1を用いて解析する。 
(4)我々はこれまでに根粒形成と茎頂メリステム(SAM)の維持・制御の両方に働く遺伝子を複数特
定してきた。今年度は、根粒形成と茎頂メリステム形成に関与する TRICOT (TCO) 遺伝子の機
能解析を進める。また、植物の形態形成の様々な局面において細胞増殖・分化を制御する重要な

働きをもつオーキシンの根粒の発生における作用点を明らかにするための研究を進める。 
(5)根粒菌の窒素固定能に関する進化モデルを構築し、適応ダイナミクスによる理論的解析およ
び数値的解析を行う。 
 
新学術領域の目的への貢献  
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(1) 新規複合適応形質を担う遺伝子ネットワークの進化について、当グループではAM共生と根
粒共生のトランスクリプトームを解析し、共生の進化における遺伝子ネットワークの流用と独自

性を明らかにしつつある。具体的には、RNA-seqによる網羅的解析から、菌根と根粒の発現変動
遺伝子の共通性は低く、独自の遺伝子ネットワークを利用していることが明らかになってきた。

また、菌根共生においては発現変動する転写因子を植物側で71遺伝子、AM菌側で54遺伝子同定
しており、これら候補制御遺伝子の機能を解明することで、当領域の目的や発展につながると考

えられる。AM菌は絶対共生菌でありヘテロカリオンであるため遺伝学や分子生物学的解析が困
難な非モデル生物であるが、de novotranscriptome assembleを検討するとともに、菌根菌ゲノム国
際コンソーシアムに参加しゲノム解読を進め、非モデル生物のゲノム解読や遺伝子機能解析法の

開発に貢献している。 
(2) 根粒は、窒素固定バクテリアを細胞内に取り込むことによって大気中の窒素を固定する複合
適応形質である。本領域の前に我々が同定していた根粒形成の自己制御に関わるHAR1受容体や
CLEペプチド遺伝子に加えて、本領域でKLAVIERとCLV2の２つの受容体と、TCOが根粒形成と
の維持や制御に必要であることを明らかにした。５つの遺伝子の非マメ科植物におけるオルソロ

グはSAMの形成や制御に必要とされる遺伝子であり、根粒という複合適応形質がSAM形成の遺
伝子を複数流用することによって形成されていることが明らかとなった。一方で、根粒形成の進

化的な起源と考えられたSAMの発生ダイナミクスに関しては、細胞分裂と空間的制約をとりこ
んだ数理解析を行い、WUSとCLV3(CLE)ペプチドをそれぞれActivatorとInhibitorに対応させた反
応拡散モデルでよく近似できることを見いだした。反応拡散モデルで記述しうるSAMの自己増
殖的な制御システムは、自立的に、あるいは窒素固定バクテリアとの長期にわたる相互作用を通

じて、根粒の進化基盤になったことが推測され、新規複合適応形質進化の理解に貢献しつつある。

今後さらに検証を重ねていく予定である。 
 
領域内での連携  
	 領域内のゲノム支援によって、ミヤコグサの野生型と生殖過程にも異常を示すnup85共生変異
体、さらにAM菌（Glomus sp. HR1とGlomusintraradices）の外生菌糸と菌根など計36サンプルの
RNA-seqを行っていただいた。得られた膨大なデータの中から、方法開発班の重信秀治先生や門
田幸二先生に協力を頂き、発現変動遺伝子を同定した。 
	 ミヤコグサを実験材料として用いている京都大学の瀬戸口先生のグループとは、しばしば研究

打ち合わせを行った。ミヤコグサの花成実験を共同研究で進めると共に、ミヤコグサゲノム情報

の扱いやインフォマティクスに関する技術的なノウハウに関して支援した。	 
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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） 

 
今年度の研究計画  
（１）共生細菌のゲノム解析： 
	 体色を変化させる共生細菌 Rickettsiella の全ゲノム塩基配列を決定する。昨年度までに 3 
scaffoldsに集約され、ゲノム長は推定 1.69Mb、GC含量は 39.3％であった。今年度はゲノム配列
の完全長の決定、遺伝子アノテーション、各遺伝子の由来推定、体色変化を引き起こさない他の

アブラムシ共生細菌ゲノムとの比較など、ゲノム情報からの共生細菌の特徴づけを進める。また、

研究の順調な進捗および新型シーケンサーPacBioの導入を鑑みて，その他の興味深い表現型（性
比バイアス，農薬耐性、栄養供給）などを示す共生細菌のゲノム解析についても新規に着手して，

より広範な「共生」と「複合適応形質進化」の解明に取り組む。 
（２）宿主昆虫の遺伝子発現解析： 
	 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については、昨年度まで

に、人工感染法によって作出した遺伝的に全く同一で 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。既
にシークエンスランは終了し、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
を進めている。まずは網羅的に、Rickettsiella 感染によって発現が有意に変動する遺伝子群を明
らかにする（一次スクリーニング）。それらの遺伝子について、アノテーション付加や GO解析
などを行って機能情報を取得し、Rickettsiella 感染で発現が変動する宿主側全遺伝子のプロファ
イリングを行う。これら Rickettsiellaによって発現が変動する遺伝子群の中には、細菌感染に応
答して発現する免疫関連遺伝子なども多く含まれることが予想される。隠蔽色形成に関与する遺

伝子を効率的に検出するため、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
系統を複数作出した。一次スクリーニングによって得られた発現変動遺伝子群を対象に、これら

の系統を定量 PCRで解析し、隠蔽色形成に関わる遺伝子群を絞り込む（二次スクリーニング）。 
	 同時に、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進める。

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いずれかによって作られている可能性が想定される。これらの遺伝子群につ

いて、発現解析や、RNAiなどを用いた遺伝子機能解析を行う。また、エンドウヒゲナガアブラ
ムシは、長日条件では単為生殖のみを行う（無性世代）が、短日条件下では有性生殖を行うモル

フ（有性世代）が出現する。このとき、無性世代で赤色であったアブラムシ系統の体色は、

Rickettsiella 感染によって引き起こされるのと同様に緑色へと変化する。先行研究から、有性世
代への変化には体内 JH濃度の低下が関与していることが示されており、Rickettsiella感染虫でも
同様の機構が働いている可能性がありうる。JH 作用に関与する既知の遺伝子群の発現解析や遺
伝子機能解析、JHや JH分泌阻害剤塗布実験を行って、この可能性を検証する。 
	 また今年度から、その他の興味深い共生表現型（性比バイアス，農薬耐性、栄養供給）に関わ

る宿主遺伝子発現の RNA seq法による網羅的解析にも着手する。 
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（３）共生細菌の遺伝子発現解析： 
 Rickettsiella の概要ゲノム配列が得られたのに伴い、隠蔽色の形成に関与する Rickettsiella 側の
遺伝子発現解析にも着手する。まず宿主の成長に伴う Rickettsiella の体内局在の変化を FISH 法
によって解析し、隠蔽色の発現との対応づけを行う。体色変化の時期に Rickettsiellaが局在して
いる細胞や器官を解剖によって回収し、Ribo-SPIA法により、宿主および共生細菌由来の cDNA
を増幅する。得られた cDNAからライブラリを作成し、次世代シークエンサーを用いた RNA-seq
法で、宿主側と共生細菌側の両面から発現が変動する遺伝子群を明らかにする。 
 
当領域の目的にどのように貢献したか  
「共生関係」を通じた「複合適応形質」の獲得、具体的には共生細菌感染による色素合成／代謝

系の変化による隠蔽色表現型の発現という現象に，次世代シーケンサーを駆使した共生細菌ゲノ

ム解析及び宿主網羅的発現遺伝子解析からのアプローチにより，従来にないレベルの理解が得ら

れつつある。今後はさらに多様な共生関連複合適応形質について解明に取り組んでいきたい。 
 
領域内での連携によってどのように研究が進展したか  
特に方法開発班の重信秀治のグループとの密接かつ有機的な研究連携により，共生細菌ゲノム解

析及び宿主網羅的発現遺伝子解析が効率的に進展している。新型シーケンサーPacBio の活用に
より，反復配列が多くアセンブリが容易でない共生細菌ゲノムの完全決定への有効性を検討の予

定である。 
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非モデル生物におけるゲノム解析法の確立  

西山	 智明（金沢大学）、重信	 秀治（基礎生物学研究所）、門田	 幸二（東京大学）、 
笠原	 雅弘（東京大学）、山口	 勝司（基礎生物学研究所） 

 
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、単分子シーケンサーのデータを組み

合わせた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

リー調製法［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：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］１分子超並列シーケンサーPacBio RS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。メイトペアライブラリーを作成する技術を確

立するとともに、PacBio RSの長いがエラー率の大きいデータを活用してアセンブリーするシス
テムを開発する。また、PacBio RSのリード断片長が長くなるようなライブラリー調整法を検討
する。［２］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ライブラリーの調製法を開発する。１）微量RNA からのライブラリー調製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ー調製。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RNA-seq 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
RNA-seq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。これまでに開発してきた正規化法は、複製実験のあ

る二群間比較に特化したものであるため、複製実験データのない場合や三群以上のデータなど適

用可能範囲の拡張に取り組む。 
 
当領域の目的にどのように貢献したか  
	 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。複合適応形質を制御する遺伝子を同
定する基盤としての遺伝学的地図つきゲノムアセンブリーへ近づいた。 
	  市販の RNA-seq ライブラリー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が多い。このため、Illumina TruSeq 
RNA Sample Prep 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 
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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。 
	 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。これにより、公募研究班で行っている RNA-seq のデータについても実
際にアセンブルをする事ができた。 
	 また、新規の 5’末端決定ライブラリー調製法を用いたシーケンスデータにもとづくシンプル
なデータ解析法を開発した(Nishiyama et al, 2012; PLoS One 7(5):e36471)。この方法は、参照ゲノ
ム配列はあるけれども、アノテーションが不正確な場合でも利用可能である。 
	  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。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。この成果は論文として発表する

(Kadota K, Nishiyama T, Shimizu K. 2012; Algorithms Mol. Biol. 7:5)とともに CRANより R package
として配布する(http://cran.r-project.org/web/packages/TCC/)ことにより容易に利用可能とした。 
 
上記を通して、複合適応形質を制御する遺伝子を遺伝子発現のレベルから同定するための基盤形

成を進展させた。 
 
領域内での連携によってどのように研究が進展したか  
	 ２０１１年度までにゲノム支援を通じて RNA-seq を８件、ゲノムシークエンシング５件につ
いて領域内で連携して進めている他、共生菌ゲノム解読、RNA-seq のデータ解析など３件の連
携研究を行っている。われわれ方法開発班は、領域内の研究課題の一部を分担するだけでなく、

各班のメンバーに次世代シークエンサー用ライブラリ作製の指導やデータ解析のアドバイスを

行うなど wet、dryの両面でアドバイザーとしての役割も果たし、領域の底上げに貢献している。
これにより、新規の非モデル生物のゲノム解析にかかる実験技術、解析技術が集積し、高速に研

究が進展しつつある。 
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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  

 	 牧野能士（東北大学大学院生命科学研究科） 
 
今年度の研究計画	  
	 温度適応の異なる 3種のアノールトカゲ(Anolis sagrei,Anolishomolechis, Anolis allogus)を用い、
異なる温度に対する適応に関わる遺伝子の候補の絞り込みを行う。そのために、異なる温度に外

界の温度変化に反応する遺伝子群の中で、種間で異なる発現をする候補遺伝子を調べるために

Illumina HiSeq2000を用いたトランスクリプトーム解析を実施する。これまでに温度維持実験後
(26 度と 33 度)に抽出した RNA を用いてライブラリの作成を行った。今後データの解析を行い
温度に反応する遺伝子の相違を 3種間で比較する。これに加えて、本年度はアノールトカゲに好
みの温度を選ばせた温度選好状態でのトランスクリプトーム解析を実施する。また、昨年度まで

に Illumina HiSeq2000を用いて温度センサー遺伝子 TRP遺伝子ファミリーの配列決定を行った。
温度感受に関係していると考えられる TRPM8では 3種間で機能ドメインにアミノ酸配列の違い
が観察された。本年度はこれらの遺伝子をクローニングしてカエルの卵細胞で発現させて活性化

温度を測定し、体温の異なる 3種間における相違を調査する。 
 
当領域目的への貢献	  
	 温度環境へ適応には、「至適体温や温度耐性に関わる性質」、「温度感知に関わる性質」、「温度

による代謝の変化など温度順応に関わる性質」や「バスキングなど行動による温度調節」など複

数の性質の進化が複雑に関わるものである。特に同所的に異なる温度環境が存在し、たとえば高

温から低温環境へ適応進化する場合、温度感知の変化によってより低い温度を感知し体温調節が

できるようになっても、至適体温が低くなり低温耐性が進化しなければ適応度は低下する。また、

至適体温が低温に進化しても、温度感知による体温調節などが変化しないと生存率は低下すると

考えられ、一つの性質の進化だけでは適応的ではない。本研究は、アノールトカゲにみられる体

温適応の遺伝形質の解明を通して、複合適応形質の進化機構を明らかにする。 
 
領域内連携による研究の進展	  
	 新領域ゲノム支援班の協力により計画通りアノールトカゲ 3 種(A. sagrei,A.homolechis, A. 
allogus)のゲノムリーシークエンスを実施することができた。また、トランスクリプトーム解析
においても支援班の協力を得て解析を進めている。領域会議では常に次世代シークエンサーに関

する最先端の話題が議論されており、会議に参加する意義は非常に大きい。ここで得た有益な情

報は、本研究のトランスクリプトーム解析に活かすことができる。 
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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  

和田洋（筑波大学生命環境系） 
 
今年度の研究計画  
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

ことを目指している。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。 
	 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年度に引き続き、(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
を試みる。特に、２３年度内に達成できなかった VEGF シグナリングを強制的な活性化につい
て、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 cyclophiline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、という問題について解析を始めている。 
 
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レチノイン酸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ことを目指している。これまでに、

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いう可能性を示唆する結果を得ている。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する。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、分節的な発現に関

わるエンハンサーの解析を開始する。 
	 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。 
 
当領域の目的にどう貢献したか、する予定か  
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	 本課題研究では、複合適応形質として、棘皮動物幼生骨片と脊椎動物咽頭弓を取り上げて、そ

の進化について解析している。本研究は、形質進化に関わる遺伝子の同定は既にある程度はでき

ている状態からスタートしている（棘皮動物幼生骨片形成については Alx,と VEGF シグナリン
グ、咽頭弓形成についてはレチノイン酸）。そこで、複合適応形質の遺伝子の同定ができると、

どのようなことがわかってくるのか、という点をアピールできるような研究成果をあげたい。 
	 棘皮動物では、進化の中間段階の実験的な再現を通して、適応地形の谷をどのように乗り越え

てきたのか、あるいは回避してきたのかを検証する。具体的には実験的に mRNA を注入するな
どして、中間段階を再現した場合に、どのような形態的な表現型が出るか、さらにはどのような

遺伝子セットの発現が増減するのかについて、次世代シーケンサーとインフォマティクス解析か

ら検証していく。 
	 脊椎動物の咽頭弓形成については、咽頭内胚葉の分節にも中胚葉が一義的な機能を果たしてい

るという驚くような可能性が示唆された。具体的にレチノイン酸との関わりを詰めていくことで、

脊椎動物の phylotypic stage の確立に直接関わるボディプランの正立の鍵となる形態進化の分子
機構を明らかにする。 
 
領域内での連携によってどのように研究が進展したか、する予定か  
 トランスクリプトーム解析とその後のバイオインフォマティクス解析、ChIP解析について、そ
の計画段階から西山班の方々との連携で進めることができた。このような解析に取り組む精神的

な敷居を下げられたことが大きく、また情報交換会に学生を出席させていただくことで、自前で

の解析を行える体制が取れたことが大きい。今後も、相談には乗っていただきたいが、今年度計

算機も導入して、低価格化するシーケンシングコストをうまく利用して、自力での解析を目指し

ていく。 
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適応的形質獲得のゲノム基盤  

代表：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（東京工業大学大学院生命理工学研究科） 
連携研究者：西原秀典（東京工業大学大学院生命理工学研究科） 

 
今年度の研究計画  
	 シクリッド分野：生物の適応進化は、集団中に多型状態で存在する変異(standing variation)、も
しくは新たに生じた変異(new mutation)のどちらかが選択を受けて起こると考えられ、それぞれ
の実例がいくつかの研究によって示されてきた。我々は進化のモデル生物として広く知られてい

る東アフリカ三大湖産シクリッドの爆発的な適応放散や、それに伴って観察される平行進化は、

各湖において放散を遂げる前段階で、遺伝的に大きく異なる集団が交雑することによって生じた

Standing variationの影響を強く受けていると予想して研究を進めている。つまり、遺伝的に異質
な集団が交雑することで遺伝子もしくは QTLに新たな SNPが生じ、それらが各湖への分配され
ることで、急速な形態的多様化のみならず湖間での平行的な形態進化を可能にしたというシナリ

オを検証したい。そのために、我々は以下の２つの方法を用いている。①平行進化が起きている

形質に着目した異種間交雑と QTL解析による責任遺伝領域の探索。②三大湖シクリッドそれぞ
れ複数種の網羅的なゲノムワイド比較による、湖間で共有されている遺伝的変異（Shared Genetic 
Variation Among Lakes）の探索。①に関しては、唇の肥大化の程度が大きく異なる
Haplochromischilotes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している）QTL 解析がお
こなえる事が期待される。現在は各 F2の形態形質の測定とマイクロサテライトマーカーを用い
た genotypingをおこなっており、今年度中には責任領域の絞り込みをおこなうことができると考
えている。また②に関しては昨年度の予算の枠内で、方法開発班（代表：西山先生）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（各種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。このデータが揃ったところで、現在 Broad Instituteによって de-novo決定済みのシク
リッド全ゲノム配列（3種）にマッピングし、その後に大規模なアラインメントをおこなう予定
である。これにより、異なる湖間で共有された祖先多型の有無やその程度を評価することが可能

になり、それによって（特に唇に着目した）平行進化の可能性を検証することが可能になる。こ

の祖先多型が検出された領域と、QTL mappingによって絞りこまれた領域をすり合わせる事で、
より信頼性の高い結果につながると考えている。今年度はさらに、次世代シーケンサーを用いて

唇の肥大化している種とそうでな種を各３大湖からピックアップし、それらの唇組織における遺

伝子発現比較をすることを予定している。以上のデータを統合することで、QTL mapping, ゲノ
ム比較、RNA 発現差レベルで、唇の肥大化の責任遺伝領域の単離が可能になる。これは適応進
化のもっとも顕著な例ともいえる平行進化の分子メカニズム解明につながると考えている。 
 
	 哺乳類分野：脊椎動物ではクレードごとに大規模な形態進化が見られ、特に哺乳類特有の形態
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には脳や二次口蓋など様々なものが挙げられるが、その分子レベルでの形成機構には未だ不明な

点が多い。こうした大規模な形態進化のメカニズムの研究には遺伝子自体の機能変化も重要であ

るが、近年ではそれ以上にエンハンサー等の発現制御を担う非コード機能領域の重要性が注目さ

れている。これまで我々は反復配列の一種である SINE配列の一部が哺乳類特異的にエンハンサ
ー機能を持つことを発見してきた。すなわち元々は同一配列のコピーであった SINEが哺乳類の
共通祖先においてエンハンサー機能を獲得し、同一の転写因子が複数の新規エンハンサーに結合

することで発現制御機構のリモデリングが起こり、哺乳類進化に重要な寄与を果たした可能性が

あると考えられる。事実、我々はこれまでに SINE由来の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を明らかにしている。特に AS021 と名
付けた遺伝子座は、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（callosal neuron）
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。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と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。また平成 23年度
には AS021 遺伝子座のノックアウトマウスの作成が完了しており、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ことで、真獣類に特異的な脳梁形成過程にお

ける SINE由来エンハンサーの役割を明らかにする予定である。さらに本研究では AS071遺伝子
座と名付けられた Fgf8のエンハンサーの解析も進めており、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ること、そして 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。現在は AS071遺伝子座のノックアウトマウスを用いて Fgf8や下流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おり、今後、SINE由来エンハンサーが Fgf8の発現を通して
哺乳類のどのような形態形成に関与しているのかを具体的に明らかにしたいと考えている。さら

に本研究では哺乳類特異的に保存された全SINE配列を対象とした転写因子の結合モチーフ解析
をおこない、複数の SINE由来領域に同一の転写因子が結合する可能性が示された。これは前述
したようなSINEを介した大規模な発現制御メカニズムの改変が哺乳類の祖先で起こった可能性
を示唆するものである。今後は具体的な転写因子を対象とした ChIP 解析等をおこない、SINE
が関与した哺乳類の形態進化メカニズムを検証する予定である。 
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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） 
 
今年度の研究計画  
	 本年度の計画は大きく 3 つに別れる．1. 昨年度までに開発したネットワーク比較解析技術を
複数の種に適用し，種間の進化を明らかにする．2. 新型シーケンサの情報を利用して同様の解
析が可能な様に改良を行う．3. 領域内で観測される情報の中で，本手法が適用可能なように改
良を行う．以下詳細を述べる． 
	 昨年度までに開発したネットワーク解析手法 ANGIEは，ネットワークを大域的に従え比較す
る手法である．昨年度までに，ショウジョウバエと線虫の間でのたんぱく質相互作用ネットワー

ク解析を通じ，相違点が可能であることを示してきたが，種の進化距離が遠すぎるため，生物学

的に強く保存されている部分のみが抽出できた結果となっていた．本年度はより複合適応形質の

発見に向かうため，近縁種同士のネットワークを比較する．特に，ショウジョウバエ(D. 
melanogaster)の近縁 6 種に関してマイクロアレイを用い発生段階の時系列情報が観測されてお
り[Kalinkaet al. Nature, 2010.]，この発現量から共発現情報を採取してネットワーク構造で表し，
ANGIE で比較する事により，近縁種間で獲得した形質と遺伝子ネットワークの関係を導く．こ
のデータの結果を基に，他の種の情報へと範囲を広げる． 
	 前述の手法ではマイクロアレイを用いていたが，新型シーケンサによって得られた RNA-seq
も有用な情報源となり得る．しかし，本領域ではゲノム情報の無いあるいは未熟な生物種も多い

ため，必ずしも発現量を得ることが容易ではない．この問題を解決するため，ゲノムや RNA-seq
のアセンブル結果から，領域間の対応付けを行い，次世代シーケンサの情報を異種間で比較でき

るようにするスクリプト群RECOTを開発中である．RECOTは既に，http://sesejun.github.com/recot
で公開している． 
	 以上のソフトウエアは種に寄らない手法を提供する．しかし，対象のデータによってはパラメ

ータの調整を要する事も多いため，調整の自動化する事を含め，計画班あるいは公募班の情報解

析になるべく容易に適用可能な様に発展させる． 
 
領域の計画に貢献する予定  
	 本研究によって得られたネットワーク解析手法は，遺伝子の発現情報を種間比較し，形質との

関連を見つける新たな手法を提案するものである．高速シーケンサによりゲノム配列あるいは

RNA-seq の取得が容易で安価になり，非モデル生物でも大規模な遺伝子発現量解析が可能とな
った．本領域でも複数の研究班が RNA-seq を行なっている．本手法により近縁のモデル生物等
の情報を利用しつつ，対象とする種の遺伝子発現解析を行い，形質特異的な発現を発見する． 
 
領域内の連携による研究進展の予定  
	 本研究で開発したツールを他の班に利用してもらう事，あるいは，他の班のデータ解析に開発

ツールを入れる事により，従来の発現量が「あがった」「さがった」の遺伝子発現解析から，よ

り形質に関連するネットワークの解析へと繋げることが可能である． 
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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) 

 

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 

	 本年度は、付属肢形成やホルモン情報などの観点から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 

	 頭部および前胸部のツノ原基において雌雄で発現に差異の認められる遺伝子を同定するため、

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を行う。前蛹初期の雄および雌から

解剖摘出した頭部および前胸部のツノ原基形成部位をサンプルに用い、RNAseq用ライブラリー

作製を昨年度行った。次世代シーケンサーにはHiSeq2000を用い、１レーンに４サンプルマルチ

プレックスによる網羅的遺伝子発現解析mRNA-Seq法を行う。これを同様に調整したサンプルに

ついて３レーン行うことにより、統計的に有為な雌雄で発現に差のある配列情報を得る。 

 

３．larval RNAi法によるハイスループット・スクリーニング 

	 前述の膨大な配列情報の中から、ツノ形成に関与する遺伝子を同定するため、larval RNAi法を

用いた機能解析スクリーニングを行う。次世代シーケンサーから得られる配列情報は短いが、

RNAi解析には30 bp以上の長さがあれば十分である。また、RNAi解析に必要なdsRNA量は5μg

である。ハイスループットな解析を行うため、一次スクリーニングでは合成した二本鎖RNAを

数十種類混合し、カブトムシ幼虫（100μl程度の注射は容易）に注射する。ツノ形成に影響があ

った場合は、細分化した二次スクリーニングを行い、ツノ形成に影響を与える配列を特定する。

この方法により、数千のオーダーの配列情報を数百頭程度のRNAi解析に絞り込み、雌雄で発現

に差異のあるツノ形成遺伝子を迅速に同定する。 

 

４．ツノ形成遺伝子ネットワークの解明 

	 候補遺伝子アプローチにより、ツノ形成に影響を及ぼす遺伝子が同定されたら、ショウジョウ

バエの研究から得られた遺伝子ネットワークに関する知見を参考に、その遺伝子の発現制御に関

わる遺伝子やその遺伝子の下流で機能する遺伝子について解析を行う。 

	 ツノ形成に影響を及ぼす遺伝子間の相互作用を調査するため、larval RNAi法により遺伝子の機

能が阻害されたバックグランドの個体において、他の遺伝子の発現パターンに変化が生じている

か否かを解析する。この解析により、各遺伝子の発現制御における上下関係を明らかにし、ツノ

形成遺伝子ネットワークの遺伝子間の制御関係を明らかにする。 

 

５．多様なツノ創出の進化プロセスの推定 
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	 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ため、カブトムシのツノ形成遺伝子

ネットワークを他のカブトムシ亜科の昆虫種、それぞれの系統で独立に獲得されたツノを持つオ

オツノコクヌストモドキ、キクイムシなどと詳細な比較解析を行う。発達したツノを持つカブト

ムシ族、不完全なツノを持つオオツノコクヌストモドキ、これらの中間段階のツノを持つファイ

ルキクイムシとの比較解析を通して、ツノ形成遺伝子ネットワークの進化プロセスを推定する。 

 

当領域の目的への貢献  

	 本研究では、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新奇適応形態であるツ

ノに着目した。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が、ツノ形成を

司る遺伝子は明らかになっていない。本研究では、ツノ形成を制御する遺伝子の同定を試み、そ

の一つとしてdoublesexを昨年度同定した。さらにdoublesexの機能解析を行った結果、doublesex

はカブトムシの頭部と前胸部のツノ形成において異なる役割を果たすことが明らかとなった。こ

の結果は、同一個体に存在するツノであっても形成部位により、進化における獲得メカニズムお

よび発達メカニズムが異なる可能性を示唆するものである。今後、カブトムシにおいてツノ形成

遺伝子をさらに同定することによりツノ形成遺伝子ネットワークを明らかにする予定である。さ

らに、種・科・上科のレベルで異なる昆虫種を材料に用いた比較解析によりツノの進化メカニズ

ムを明らかにする予定である。本研究から得られる知見を総合することにより、進化の新しい共

通理論を導き出すことを目指す。 

 

領域内での連携による研究の進展  

	 現在進行中のmRNA-Seq解析は、基礎生物学研究所の次世代ＤＮＡシーケンサー共同利用実験

により、方法開発班の研究分担者である重信秀治博士の協力を得て進めている。本年度申請した

本領域のゲノム支援が採択されれば、本領域の支援により「性特異的ツノ形成における比較トラ

ンスクリプトーム解析」および「カブトムシのゲノム概要配列の決定」を行う予定である。今後、

次世代シークエンサーから得られた配列の解析には、方法開発班の支援を受け、進める予定であ

る。 

	 性的二型の進化プロセスにおけるdoublesex遺伝子に共通した進化メカニズムを探るため、深津

武馬博士との共同研究により、興味深い性的二型形質をもつ各種甲虫についてdoublesex遺伝子の

解析を行っている。 

	 藤原晴彦博士主催のエレクトロポレーションを用いた安定的な遺伝子導入法に関する講習会

に参加する予定である。本技術により、これまでカブトムシでは技術的に困難であった遺伝子の

過剰発現やレポーターアッセイなどの遺伝子機能解析法を確立し、様々な角度から解析を進める

ことにより本研究を進展させる。 

	 既に本研究グループで確立した非モデル昆虫での形質転換体の作出法や各種RNAi法について

情報提供や技術支援を行うことにより、本領域の推進に貢献する予定である。 
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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  

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） 
 
	 本研究では哺乳類で同定した Fgf10 の予定肢芽領域での発現開始エンハンサーR2 と、肢芽間
充織特異的エンハンサーR3 に注目する。これを手がかりにし、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。またマウスを用いて、これら肢芽特異的エンハンサーの機能解析をさ

らに進める。 
 
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 
	 ゾウギンザメとシーラカンスでは肢芽間充織特異的エンハンサーR3 が存在するが、真骨条鰭
魚類ではこれが失われている。その理由として、内骨格形成に関与する鰭原基間充織の増殖期間

との関連性が推測された。条鰭魚類の中でも分岐鰭亜綱のポリプテルスは、真骨魚類に比べて軟

骨魚類に比肩する内骨格量を持つ。そこでポリプテルス Fgf10について岡部正隆氏との共同研究
により R3エンハンサーの有無について解析を進めてゆく。無尾両生類 Fgf10には R2が存在し
ていなかったが、これが両生類全体を反映しているかについてはまだ不明である。そこで有尾両

生類であるイモリがゲノム中に R2および R3を保有する可能性について、ゲノムサイズが巨大
であるため PCR法により検討する。 
（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 
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。一方マウス Fgf10の肢芽での発現開始エンハンサー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。脂溶性色素を用

いた細胞系譜追跡法により、このマウスエンハンサー活性を示す組織の後半部分が予定後肢芽領

域となっている可能性を示す予見的な知見を得た。後肢芽についての実験を継続してさらにデー

タを集積し、尾芽胚における予定肢芽領域を確定すると同時に、前肢芽予定領域を同様な細胞系

譜追跡法で確定する。色素標識法により同定された尾芽胚期の肢芽予定領域について、さらにマ

ウス R2エンハンサーを用いた Tg Xenopus法を様々に駆使してその存在を検証する。尾芽胚期側
板中胚葉での R2エンハンサー活性を、Wntが羊膜類同様に制御している可能性について、阻害
剤や Tg Xenopus法による解析で検証する。 
（３）エンハンサー機能解析 
	 肉鰭魚類と羊膜類で保存されている発現開始エンハンサーR2 の個体レベルでの機能解析を行
うために、R2欠損マウスを作成した。このマウスの胚を用いて、肢芽̶四肢組織形態とマーカー
遺伝子発現の解析を行い、R2 エンハンサー機能を探る。軟骨魚類、肉鰭魚類から四肢類までよ
く保存された肢芽間充織特異的 R3エンハンサーについても、R3欠損マウスを用いて R2同様の
機能解析を行う。肢芽形成と同時に、肺芽形成とこれらのエンハンサー機能の関連についても注

目して、マウスの R2および R3Tgラインを KOラインと併用して解析を進める。特に羊膜類 R2
と一部保存配列が異なり始原型と考えられる肉鰭魚類の R2 エンハンサーについては、羊膜類
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R2 との機能的同異性について Tg マウスやニワトリ胚への遺伝子導入を用いた個体レベルおよ
び、結合転写因子についての生化学レベルの解析を行い､機能進化について考察する。 
 
当領域の目的への貢献  
	 以上の研究内容で、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」という領域研究課題に対しての解答に貢献する。 
 
領域内での連携による研究の進展  
	 領域内での連携としては、鰭の獲得と多様化、鰭形成と他の組織形成の関連性について議論す

るために、倉谷氏の豊富な知識と見識に負うところが多いことがあげられる。またエンハンサー

の獲得と進化およびシーラカンスのゲノムの知見については岡田氏との議論によるところが大

きい。 
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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） 
 

研究目的  
	 陸貝を餌とするオサムシ類の外部形態の多様化は，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，複合的な適応形態の多様化に関与する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． 
 
今年度の研究計画  
（１）マイマイカブリゲノム解読 
	 昨年度得た 180bp, 500bp のペアエンドライブラリーシーケンスデータのアセンブルを可能な
限り行うとともに，アセンブルを改善するためにシーケンスデータを追加する．まず，インサー

トサイズ 2~8 kbpのメイトペアライブラリーを作成し，Illumina HiSeq2000でシーケンスする．
また，昨年度作成したペアエンドライブラリーを用いた再シーケンス，Illuminaでのより長いイ
ンサート長のメイトペアライブラリーの作成・シーケンス，PacBio によるシーケンスについて
も検討する．年度末までにアセンブルを完成させ，遺伝子の推定を行う． 
（２）高精度連鎖地図作成と亜種間形態差に関する QTLマッピング 
	 粟島亜種×佐渡島亜種の戻し交雑系統について restriction site-associated DNA (RAD) マーカー
を用いた連鎖地図作成を行い，亜種間形態差に関する QTL解析を行う．QTL解析の対象として
は，頭部，胸部，腹部の幅・長さの他，前胸の色彩，上翅先端形状，前ふ節形態などを含める．

ゲノムシーケンス上に RADシーケンスをマッピングし，QTLの存在する領域の遺伝子を網羅的
に探索する． 
 
領域全体のテーマに関する貢献と領域内での連携による研究の展開  
	 マイマイカブリの亜種間の形態的多様性は，餌のカタツムリ，捕食者，気候条件などの地理的

な差異が異なる選択圧をもたらす結果として生じていると考えられる．個々の亜種が示す形態の

セットは，形質間の遺伝的相関と発生的な制約の下で進化したもので，その背景には形態形成を

支配する遺伝子ネットワークがある．マイマイカブリの亜種分化は，祖先が日本列島に入ってき

た前期更新世以降に起こったもので，とくに狹頭型の集団から，佐渡島の巨頭型の集団が分化し

たのはせいぜい 20万年前以降と推定される．形態的多様化の背景には，地域的な選択様式の変
化に速やかに応答するような，比較的単純な遺伝子ネットワークの構造があるものと考えられる．
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亜種間の適応的形態の差異に関して，関与する遺伝子ネットワークを明らかにすることがこの研

究のテーマであり，選択に応答する遺伝子を見いだし，適応進化を起こりやすくしている仕組み

を解明することが主な目標である．これを達成することによって，本領域がめざす複合適応形質

進化の新しい共通理論を導き出すことに貢献できるものと考える． 
	 本研究の特色は，コストを抑えた短期間でのオサムシのゲノムの解読によって，適応進化の遺

伝子研究の研究対象を拡張し，様々な興味深い進化現象にアプローチする礎を築くことにある．

ゲノム解読にあたっては，方法開発班西山氏，笠原氏の協力を得て方法を検討し，基礎生物学研

究所の重信氏らの協力を得てシーケンス用ライブラリー作成，シーケンスを行っている．またア

センブルに関しても西山氏，笠原氏の協力の下に進めており，基礎生物学研究所に設置された計

算機を使用させていただいている．野生の生物を用いた解読であるために困難な点が多いが，総

括班，方法開発班，基礎生物学研究所の全面的な支援によって進めており，計画期間中の解読を

目指している． 
	 また，マイマイカブリのゲノムサイズ測定に関しては，公募班の沖縄科学技術大学院大学將口

氏の協力により行うことができた．さらにゲノム解読後には，RNAiを用いた解析などについて，
新学術領域の研究者との共同研究を行っていきたいと考えている． 
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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） 

 
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する。 
 
昨年度の成果  
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、E1~E4 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。この研究の
最終的なゴールは、こうした種のなかに予め内包された多型が存在することを前提にして、①関与

する複数の遺伝子の同定	 ならびに	 ②その多型がどのような機構で開花時期の決定に関与して

いるかを明らかにしていくことになると考えている。 
 
領域内の連携状態について  
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	 以上の結果は、領域内のゲノム支援班による DNAseqと、計画研究 川口班（川口正代司教授 代
表）による研究材料の栽培育成・インフォマティクス支援・情報交換のご支援・連携のもとで進め

た。 
 
今年度の研究計画  
・ 昨年度の 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。 
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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・生命システム研究センター） 
 
研究目的  
	 生物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、進化過程の理解のための重要な意味を持つ。そこで本研究では、大腸菌を用いてコ

ントロールできる環境下での複数系列の人工進化実験を行い、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・遺伝子型の変化が持つ性質を抽出する。 
 
今年度の成果  
① エタノール環境下での進化実験で得られた耐性株のゲノム変異解析 
	 進化実験によって取得したエタノール耐性大腸菌について、トランスクリプトーム解析などの

表現型の解析では、独立に取得した複数の耐性株について、高い類似性を持つ表現型変化が生じ

ていることを示している。一方で、次世代シーケンサによるゲノム変異解析では、小数の変異の

みが確認され、それらの間の重なりも少ないことから、ゲノム変異によって表現型の変化が説明

できない可能性が示唆されていた。そこで、同定された変異を個々に親株に導入し、その表現型

への影響を評価したところ、エタノール耐性の表現型を示さなかった。この結果は、耐性をもた

らす表現型変化がゲノム変異に依らないことを示唆している。 
② 抗生物質を添加した環境での大腸菌の進化実験 
	 昨年度の研究として、様々な環境への適応進化ダイナミクスの解析を目的とし、33 種類の抗
生物質について、それを添加した環境での大腸菌の進化実験を行い、耐性株を取得した。今年度

はそれらの株について、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。 
 
今後の展望  
	 上記の抗生物質耐性のトレードオフ関係の出現は、複合適応形質の遺伝的理解のための構成的

アプローチを可能とする。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い、その表現型・遺伝子型を

解析することにより、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

に対応をするかの理解に繋がると期待できる。 
	 また、領域内での連携として、瀬々班の開発したネットワーク解析技法を進化実験で得られた

表現型・遺伝子型データに適応し、その進化の過程で生じたネットワーク変化を解析する予定で

ある。 
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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） 
 
今年度の研究計画  
	 キスゲ属の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。 
	 本研究では、RNA-seq によって、花弁組織で発現している遺伝子群を比較し、ハマカンゾウ
とキスゲの花形質の違いに関与する遺伝子を明らかにする。今年度は、まず、平成 23年度分の
次世代シーケンサーHiSEQ2000(Illumina)を用いた RNA-seq のデータ解析を行い、ハマカンゾウ
とキスゲで発現パターンの異なる遺伝子群を特定する。 
	 そして、花形質が分離したハマカンゾウとキスゲの F2雑種集団(120サンプル)のつぼみの花弁
(内花被片)組織由来の RNA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。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

きると考えている。リード長は、100bpの読み枠で、ペアエンドで解読する。ランのデザインは、
12 サンプル/レーンを 10 レーン分行い、マルチプレックスで同時解析する。このライブラリは
Illuminaの TruSeq™ RNA Sample Preparation Kitを用いて調整する。シークエンス後の解析は、
アセンブルし、non-redundant なデータ集合をとることを目指す。アノテーション付加のため、
BLAST 検索を行う。花形質の表現型と発現量の相関を解析し、特に、カロテノイド色素組成に
関与する遺伝子を特定することを目指す。 
 
当領域の目的にどのように貢献したか（する予定か）  
	 本研究の研究材料である、キスゲ属の 2種は、対照的な複合適応形質をもち、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、送粉適応したこれらの花形質が、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。この目標は、

複数の形質が協調してはたらく複合適応形質の進化機構について、「適応度の谷をこえて複合適

応形質の進化的シフトが、どのようにして実現したか」という問題に取り組む、当領域の目的に

一致し、本研究の成果が、当領域の目的に大きく貢献すると期待される。現在までの本研究の成

果から得られている、複合適応形質の進化において重要と示唆される事項を以下に示す。 
１．主要な遺伝子の関与 
	 ハマカンゾウとキスゲの各花形質、特に開花時間と花色の違いには、主要遺伝子による不連続

的な形質の変化が関与したことが明らかになった。 
２．雑種形成による複合適応形質の平行進化の可能性 
	 本研究によって、複合適応形質の平行進化が、雑種形成によって起こったことを明らかにでき

る可能性がある。複合適応形質の進化機構として、雑種形成が要因となる仮説を提唱できると期

待される。キスゲ属の葉緑体 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
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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。既に、これまでの研究成果で、昼咲きのアゲハチョウ媒

の花形質からキスゲの花形質になるには、少なくとも各形質について一つ以上の主要な遺伝子の

変化が必要であることが示唆されている。しかしながら、これら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、協調的にはたら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、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さまざまな系統へと浸透し、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ている。 
３．適応度の谷 
	 本研究は、「適応度の谷をどう越えていったか」という疑問に、生態学的視点から貢献できる

と期待される。生態学では、実験的に各形質への選択圧を検証する方法が確立している。特に、

本研究によって、送粉生態学の手法を発展させ、複数の花形質について、遺伝子の特定と選択圧

の測定を本格的に統合した研究を行うことが可能になる。既に、アゲハチョウとスズメガの花色

への選好性が、実験条件によって変わることが明らかになっており、花形質の中間的な状態では、

適応度の谷を越えることが可能な状態であったことが考えられる。 
 
領域内での連携によってどのように研究が進展したか（する予定か）  
	 本領域内での連携によって、遺伝学・生態学・分子生物学的アプローチを統合した研究に取り

組むことが可能になった。特に、次世代シーケンサーを利用した研究支援によって、これまで、

分子生物学的アプローチが難しかった本研究材料のようなゲノム未知の生物でも、大量の配列・

発現データを得ることが可能になった。本研究では、RNA-seq による遺伝子群の発現量比較を
行うため、HiSEQ2000(Illumina)を使用しているが、HiSEQ2000(Illumina)は研究代表者の在籍する
九州大学では使用可能な状況になく、次世代シーケンサー実験に関する経験も少ないため、領域

内での支援と基礎生物学研究所の共同利用実験を利用させていただくことで、本研究の実施が可

能となった。領域内の方法開発班との研究相談を行い、申請当初に計画していた内容よりも、研

究目的をより実現できる研究方法を検討した。研究の実施の際は、実験指導・助言をしていただ

くことで、これまで未経験の実験方法や解析方法に挑戦することが可能になった。今年度の研究

の実施についても、連携して進め、複合適応形質の進化過程を、表現型レベルから遺伝子レベル

へと総合した研究が展開できる予定である。 
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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） 
 
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

ると考えられる。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。 
 
2011年度の研究成果  
［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。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、４０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 により直接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だが、マッピングの問題も影響しているものと思われ

る。 
［形態の進化に関わる遺伝子の同定］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
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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。 
 
今年度の研究計画  
［行動の進化に関わる遺伝子の同定］成虫脳における RNAseqについて、残る２反復分の解析を
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。リード
のマッピングに関しては、アッセンブルしてからキイロショウジョウバエ配列と比較する方法を

試みる。 
［形態の進化に関わる遺伝子の同定］幼虫期の成虫原基を用いて RNAseq 解析を行う。D. 
prolongataの雌雄を用いて前脚原基と中脚原基の間で比較し、オスの前脚で特異的に発現量が変
化している遺伝子を探索する。 
	 また、並行して forward genetics による原因遺伝子解明を試みる。ENUによる突然変異誘発を
行い、形態に異常を生じる（オス特異的形態の消失した）系統をスクリーニングする。得られた

突然変異系統を遺伝学的に解析することによって形態の進化過程を各ステップに分解する。さら

に、これらの突然変異系統を行動アッセイに用いて、形態の進化による適応度の変化を計測する。 
 
領域の目的への貢献  
	 本研究により複合適応形質の進化に関わる遺伝子が特定され、その結果として複合適応形質進

化の素過程が明らかになると期待できる。たとえば、形態と行動の進化に関わった遺伝子はそれ

ぞれいくつなのか、お互いにどのような関係にあるのか（連鎖 etc）などについて直接的な証拠
を示すことができる。また、闘争行動と求愛行動の進化はそれぞれ異なる遺伝子によりもたらさ

れたのか、あるいは同一の遺伝子によるものか、などの点についても明らかにできる可能性があ

る。これらの事例研究により複合適応形質の進化機構の解明に寄与する予定である。 
	 また突然変異体を用いた行動解析により、複合適応形質進化の中間段階における適応度地形に

ついて実験的に検証する。たとえば、前脚の肥大しない突然変異体において闘争・求愛行動がど

のような形をとるのか、またその時の勝率および交尾成功率を調べることで、形態の進化にどの

程度の選択圧がかかっていたかを推定する予定である。 
 
領域内での連携による研究の進展  
	 本研究での RNAseq解析は総括班によるゲノム解析支援により実現することができた。解析内
容の実際（解析対象とすべきサンプルの種類・量）については方法開発班の指導を受けなければ

正しく設定することはできなかった。また得られたデータの解析には方法開発班・門田先生のマ

シンを使用させていただいている。 
	 さらに、班員間での議論・情報交換によって研究計画の修正や改善を行うことができた。 
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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） 
 
研究目的  
	 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。このような複合適応形質を示

す種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、乾燥無代謝休眠という複合適応形質制御に

関与する遺伝子ネットワークと原因遺伝子の同定を目指す。 
 
2011年度の結果  
1. ゲノムデータ 
	 454 リードについては、これまでにゲノムの 26 倍量に相当するリードが得られている。454
リードを使って de novoアセンブル(使用ソフトウェア: Celera Assembler)した結果、コンティグ
総長はおよそ 124Mbで、N50コンティグ長さは 4.4kbとなっている。 
2. トランスクリプトームデータ 
	 ネムリユスリカの様々なステージにおける遺伝子発現情報を得る為に、10 ライブラリの
RNA-Seqデータを新たに取得した。これら RNA-Seqデータに加えて、454で読んだ transcriptome
データ、さらに公的データベース上に登録済みの EST, mRNA等を加えてネムリユスリカのトラ
ンスクリプトームデータを作成した。 
	 まず、454トランスクリプトームデータ、single end RNA-Seqデータ、paired-end RNA-Seqデー
タそれぞれについて de novo assemblyを行った。アセンブルソフトウェアには、Celera Assembler
（454データ）と Trinity(RNA-Seqデータ)を利用した。得られたコンティグに EST, mRNA加え
て CAP3でアセンブルを行なった。得られたコンティグからトランスポゾン配列等を取り除いて
最終的なトランスクリプトームデータとした。コンティグ数は 82,883で、平均長は 1,382bp、N50
コンティグ長は 3,510bp、GC含量は 0.32となった。 
	 また、乾燥耐性を持たないヤモンユスリカのトランスクリプトームデータ構築のために

RNA-Seqデータを取得した。これら RNA-Seqデータの de novo assemblyには Oasesを使用した。
得られたコンティグ数は 53,317、平均コンティグ長は 1,784bp、N50コンティグ長は 3,855、GC
含量は 0.42となった。 
	 ネムリユスリカ特異的な遺伝子抽出を目的として、ネムリユスリカ、ヤモンユスリカのトラン

スクリプトームデータに加え、昆虫７種（Aedes aegypti, Anopheles gambiae, Apis mellifera, 
Acyrthosiphon pisum, Culex quinquefasciatus, Drosophila melanogaster, Tribolium castaneum）のプロ
テオームデータを加えて比較したところ、ネムリユスリカのコンティグのうち、およそ半数のコ

ンティグについてはヤモンユスリカを含めた他の昆虫の配列とホモロジーが認められなかった。

一方、Polypedilumに特異的と思われる配列数は約 7,000であった。 
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領域内連携に基づく今年度の研究計画  
	 上述の通り、我々のグループでは、ネムリユスリカのゲノム配列の再構築を目標として、シー

クエンシングを進めてきた。これまでに、454 リードと Illumina PE リードを使って de novo 
assembly を様々な条件下で行ってきたが、N50 コンティグ長が約５kb と十分に伸びずにいる。
Rawリード、および、アセンブリを使った繰り返し配列解析によれば、ゲノム配列の 10万箇所
以上にホモポリマーを含む低複雑度領域(平均長 47bp, 平均 GC 含量 4.7%)が散在していること
に加え、AT-richな単純リピートが数多く存在していることが示唆されており、これらはコンテ
ィグが伸びない原因の一つであると推察される。 
	 本領域の資金で導入した新型次世代 DNAシーケンサーPacBio RSが基礎生物学研究所に設置
され、総括班ゲノム支援委員会の元で運用が開始されている。そこで、当支援員会の援助を受け、

数 kbpのロングリードが得られ、GC含量に対する偏りが少ない PacBio RSリードを加えること
によって、より高精度なネムリユスリカのゲノム配列の再構築を目指したい。フローサイトメト

リーによると、ネムリユスリカのゲノムサイズは約 96Mbと推定されている。必要とする PacBio 
RSリードの量は、ゲノムの約 30倍量（2,880Mb）に相当する 18cell分と見積もった。アセンブ
リは、PacBio RSリードによる de novo assemblyとそれに続く Illumina GAIIx PEリードによる
correction の組み合わせでバックボーンとなるコンティグを生成することを基本方針としている。
当該援助を受けることができたならば、ネムリユスリカゲノムのドラフトシーケンスは大幅に進

捗する事が予想される。 
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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（理化学研究所・植物科学研究センター） 
研究協力者：Juliane K. Ishida（東京大・院・農生命） 

 
今年度の研究計画  
	 本研究では、ハマウツボ科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により、寄

生形質獲得に関わる遺伝子を単離し、その進化のプロセスを明らかにすることを目的としている。

条件的寄生植物は進化的に絶対寄生植物より先に出現したと考えられており、寄生に必須な遺伝

子は全て保存されていると推定できる。絶対寄生植物ストライガのゲノムおよびトランスクリプ

トーム解析を同時に進めることにより、寄生特異的な遺伝子の同定を目指す。 
昨年度は、次世代シーケンサーを用いたコシオガマ RNA-seq 解析により寄生過程で特異的に発
現上昇する遺伝子の単離を試みた。その結果、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、また、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った。この結果を受けて、今年度は以下の計画を立

てている。 
 
1. 寄生過程で発現上昇するタンパク質分解酵素の解析  
subtilisin型セリンプロテアーゼは真核生物に広く保存されているタンパク質分解酵素である。シ
ロイヌナズナでは 56遺伝子がこのファミリーに属し、形態形成や環境応答など様々な役割を担
っている。寄生植物の寄生時に特に発現上昇する遺伝子として subtilisin 型セリンプロテアーゼ
をコードする 3遺伝子(PjSBT1-3)を単離した。qRT-PCR解析から、PjSBT1-3は宿主特異的発現を
示し、維管束連結が見られる 7日以降に発現することが明らかになったため、このタンパク質が
宿主と寄生植物間の維管束の連結時に機能するのではないかと考えた。そのため、PjSBTのプロ
モーター領域を単離し、GFP レポーター遺伝子の上流に連結して、経時的および器官特異的な
遺伝子発現解析をする予定である。また、この遺伝子の RNAiおよび過剰発現により、寄生形質
に変化が起きるかどうか確認する。 
絶対寄生植物ストライガのトランスクリプトーム解析の結果からも、寄生過程で SBT 遺伝子が
発現することが明らかになっている。ストライガのホモログ遺伝子を単離し、その発現解析およ

び系統解析をおこなうことにより、このタンパク質分解酵素の寄生形質獲得における意義を調べ

る。 
 
2. コシオガマ寄生初期で発現する遺伝子の単離  
コシオガマ寄生過程において初期で機能する遺伝子を単離するために、寄生初期の RNA-seq 解
析を進めている。具体的には寄生 24時間後および 7日後の 2サンプル、独立栄養状態、宿主の
みの 2コントロールサンプルを次世代シーケンサーにより解析し、発現比較する。また、吸器誘
導物質(2,6-dimethoxy-p-benzoquinone)の処理時の経時的マイクロアレイ解析をおこなっている。
RNA-seq およびマイクロアレイの結果を比較し、寄生初期で発現上昇する遺伝子を同定する。
さらに RNAiコンストラクトにより発現抑制した形質転換根を作成し、その表現型を観察する。 
 
3. ストライガおよび独立栄養植物との遺伝子比較  
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絶対寄生植物ストライガおよび近縁のゴマノハグサ科でゲノムが解読されている Mimulus 
guttatusとコシオガマのトランスクリプトームの比較解析をおこなう。独立栄養植物には存在し
ないが、ストライガとコシオガマに保存されている遺伝子を選定し、Gene Ontology解析等で遺
伝子機能を調べる。寄生過程で特定的に発現する遺伝子の進化速度や選択圧の有無を系統解析に

より推定する。寄生に必要な遺伝子群も、もともとは独立栄養植物の形態形成等に必要な遺伝子

が変異を起こした結果生じたものであると考えられている。独立栄養植物のどのようなプロセス

が寄生という特殊な生存戦略への転換に寄与したのかを解明したいと考えている。 
 
当領域の目的にどのように貢献したか（する予定か）  
	 絶対寄生という生存戦略は、宿主がいない状況下において非常に非適応的であると言える。条

件的寄生植物は独立栄養でも生育できるが、寄生して生活することもでき、その移行段階にある。

寄生に関わる重要遺伝子を同定し、その進化メカニズムを条件的寄生および絶対寄生植物で解析

することにより、複合適応形質進化の一例として進化メカニズムの解明に貢献できると考えてい

る。現在、同定したタンパク質分解酵素について、寄生形質の獲得に関わっているかどうかを機

能解析により確認しようとしている。このタンパク質が、条件的寄生と絶対寄生に共通して存在

し、またその発現パターンも共通性があることは確認している。もしこの遺伝子ファミリーが寄

生に特異的な維管束連結（Xylem bridge）形成に関わっているのであれば、独立栄養植物とは異
なる機能を獲得したと考えられ、その系統解析により、進化のメカニズムを探りたい。また、さ

らなる研究により、寄生形質獲得における重要因子、条件的寄生から絶対寄生への進化に関わる

重要遺伝子を単離し、複合適応形質獲得に関わる遺伝子同定をおこないたい。 
 
領域内での連携によってどのように研究が進展したか（する予定か）  
	 本領域における活発なバイオインフォマティクス技術の議論は、研究の進展に非常に役立った。

また、RNA-seq 解析を総括班と共同して進めている最中である。寄生の成立において吸器の形
成は重要なステップであるが、吸器の形状がマメ科植物の根粒と見た目上似ていることは古くか

ら指摘されている。吸器形成に関わる遺伝子が明らかになった際には、根粒形成プログラムとの

比較をおこないたい。また、寄生植物が宿主に侵入する際には細胞壁やタンパク質の分解酵素群

を分泌することが知られているが、この酵素群に食虫植物との共通性があるかという点において

も領域内での連携により解析できればと思っている。 
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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	 

岩本 政明（独立行政法人情報通信研究機構 未来 ICT研究所） 
 
今年度の研究計画  
	 単細胞生物の繊毛虫類は、体細胞核に相当する大核と、生殖系列核に相当する小核という２種

類の核を持つ。同一の細胞内に機能の異なる核を形成し維持するためには、それぞれに特異的な

核内物質を目的核へ正確に搬入することが不可欠であるが、運び分けを可能にする仕組みはよく

分かっていない。繊毛虫が１核の祖先細胞から２核性を獲得した進化過程では、核局在化シグナ

ル（NLS）、核輸送運搬体（importin-α, -β）、核膜孔タンパク質といった核-細胞質間輸送に関与す
る複数の因子が協調しながら進化することで、それぞれの核に選択的な輸送系が成立したはずで

ある。この繊毛虫の核−細胞質間輸送系で起こった複合適応形質進化を検証することが本研究の
目的である。 
	 昨年度の研究では、繊毛虫テトラヒメナの大核・小核特異的な NLS を決定することに成功し
た。また、大核・小核に特異的に局在する importin-β のサブタイプを発見した。それに加えて、
我々はこれまでに、核膜孔複合体（NPC）を構成する Nup98 が大核・小核で異なっていること
を報告している（Iwamoto et al, 2009）。これらの事実は、大核・小核それぞれに特異的な核輸送
の仕組みがあることを示唆している。そこで、NLS̶運搬体̶NPC の相互依存性によって起こる
核輸送の核選択性を実証するために、今年度は、以下の研究を行う予定である。1) 核選択的な
NLSを輸送する運搬体を特定する。可能ならば、運搬体の結合領域を明らかにする。2) 大核・
小核特異的な importin-βが結合する核膜孔タンパク質を明らかにする。特に、我々が、大核・小
核特異的であることを報告している Nup98との相互作用の有無を調べる。NLS−運搬体−NPCの
3つの因子の相互作用する部位の分子構造を、大核−小核間、または近縁種間で比較することで、
これらの因子に起こった分子進化の痕跡を明らかにしたい。 
	 一方、なぜ大核と小核の NPCは、構造的に異なっているのかという問題がある。上述したよ
うに、大核・小核の NPCは、Nup98ホモログがそれぞれ異なっているが、どのような仕組みで
Nup98 がそれぞれの核に局在するのかは分かっていない。この問題を解決するため、3) Nup98
が NPCに局在するために必要と考えられる Nup107-160 sub-complexを構成するタンパク質の探
索を行う予定である。同 sub-complex内における構成因子の配置を検討して、大核と小核の NPC
に違いを生み出す責任分子を明らかにしたい。 
 
領域への貢献  
	 核－細胞質間輸送系は、細胞内における様々な生命現象の中心に位置する最も重要な分子シス

テムであるため、この系に生じる変異は、種の進化に大きなインパクトを与えると考えられる。

実際に、Nup96や Nup160などの核膜孔タンパク質が、種間交雑において致死を引き起こす原因
遺伝子であることが Drosophila属で証明されている。我々は、核－細胞質間輸送系に生じる変異
が、繊毛虫の２核性の創出にどう関わったのか研究しているが、そこから導かれる答えには、繊

毛虫内における形態進化にとどまらない種の進化全般に当てはまる共通原理が存在すると考え

て疑わない。 
	 また、本領域の多くの研究グループが、非モデル生物のゲノム解読から研究を開始しているの

に対し、我々は、ゲノムが解読済みのテトラヒメナを対象に、核－細胞質間輸送系という特定の
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分子機構と特定の構成因子に焦点を絞った研究を行っている。この時間的優位性を生かし、いち

早く複合適応形質進化を推進した鍵遺伝子を発見し、その遺伝子機能を変化させた配列上の変異

箇所に辿り着くことで、複合適応形質進化の原理の理解に貢献したいと考えている。
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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、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） 
 
今年度の研究計画  
	 褐虫藻ゲノム間の比較を行う上で基準となるクレード Bゲノムの配列解読を終了し、公表す
る。クレード Bにおいては次の２つについて解析を進める。（１）ゲノムの構造と遺伝子発現調
節との関係。現在までに、褐虫藻クレード Bでは隣あった遺伝子が同じ DNA鎖上に存在する傾
向にあるというゲノム構造の特徴の他、発現調節との関係が予想されるスプライスリーダー遺伝

子と snRNAs(U2,U4, U5, U6)を含む遺伝子クラスターの存在を明らかにしている。なお、これら
の解析をさらに進めるにあたっては、フォスミドや BACクローンの両末端配列情報や転写開始
点(TSS)の配列など必要なデータの取得のために、「新学術ゲノム支援」の方々のご協力を頂いた。
（２）RNAエディティングと環境応答との関係。これまでの解析で 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がRNAエディティングを受けていることを発見した。現在までに、
異なる温度条件で培養したクレード Bの RNA seqデータを得ており、その比較解析から環境応
答と RNAエディティングとの関係についての解析を行う予定である。 
	 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ゲノムとの比較を行う。
その際に重要となるのは、比較方法とデータ公開である。連携研究者の協力の下、配列比較解析

とゲノムブラウザーによるデータの公開を行う。報告されている興味深い事例として、褐虫藻ク

レード間では紫外線吸収物質の合成系に差異があることや、温度ストレスによる光合成系のダメ

ージに違いがあることがあげられる。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、

ゲノム配列の比較解析を行う。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。 
 
当領域の目的にどのように貢献したか（する予定か）  
	 今回、褐虫藻のゲノム解読と RNAseq解析により、褐虫藻ゲノムは同じ真核生物でありながら、
例えばサンゴのような動物のゲノムとは多くの異なる構造をもつことが明らかになった。特に特

徴的なのは遺伝子の向きと並びであり、遺伝子発現制御についても、モノシストロニックという

よりは、むしろオペロン様の構造をもつ可能性が見えてきた。二つの異なるゲノム構造を持つ真

核生物２種が、共生関係を持つに至るゲノム進化の研究結果は複合適応形質進化の新しい事例と

なると期待できる。それに加え、複雑な共生進化メカニズムの鍵となる遺伝子を同定することで

当領域の目的に貢献できることが予想される。 
 
領域内での連携によってどのように研究が進展したか  
	 連携研究者である川島研究員が、当領域の情報交換会のワーキンググループメンバーに加わっ

た。当該研究機関でのゲノム解析およびゲノム研究コミュニティー内における情報解析者として

の経験が、領域全体の情報解析技術の進展に貢献したと思われる。またこのワーキンググループ

に所属することで、我々の研究を進める上での情報解析技術全般的な知識向上の役に立っており、

双方向的な連携が可能になっていると考えている。 
 



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 京都府立大学大学院 〒606-8522 issei@kpu.ac.jp 

大島　一正 生命環境科学研究科 京都市左京区下鴨半木町1-5 http://eureka.kpu.ac.jp/̃issei/Ohshima_Lab_Japanese/homu.html

Ohshima, Issei 助教 Ｔｅｌ: 075-703-5618

計画(分担）

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://papilio.ab.a.u-tokyo.ac.jp/igb/index-J.html

Shimada, Toru 教授 Ｔｅｌ：03-5841-8124

総括班（分担）計画（代表）

きうち　たかし 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

木内　隆史 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://papilio.ab.a.u-tokyo.ac.jp/igb/index-J.html

Katsuma, Susumu 特任助教 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 茨城県つくば市大わし1-2 http://www.nias.affrc.go.jp/org/DivInsect/GrowthRegulation/index.html

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 haruh@k.u-tokyo.ac.jp 

藤原　晴彦 先端生命科学専攻 千葉県柏市柏の葉5-1-5 http://www.idensystem.k.u-tokyo.ac.jp/index.htm

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

Hori, Hiroshi Tel: 052-789-2974

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

Nikoh, Naruo Tel: 043-298-4156

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/index.html

Okada, Norihiro 教授 Tel: 045-924-5742

総括（連携）

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/Welcome.html

Kawata, Masakado 教授 Tel: 022-795-6688

総括（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（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（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/index.html

Yahara, Tetsukazu Tel: 092-642-2622

総括（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

Go, Mitiko 理事（非常勤） 神谷町セントラルプレイス2階 Tel: 03-6402-6200

総括（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（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（連携）

まきの　たけし 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

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



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

新見　輝幸 資源昆虫学研究室 名古屋市千種区不老町

Niimi, Teruyuki 助教 Tel: 052-789-5504 or 4038

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/index.html

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/index.html

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/index.html

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/index.html

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 setoguchi.hiroaki.2c@kyoto-u.ac.jp

瀬戸口　浩彰 教授 京都府京都市左京区吉田二本松町 http://web.mac.com/setoguchi_labo/iWeb/Site/Welcome.html

Setoguchi, Hiroaki 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/index.html

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/index.html

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 独立行政法人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 Tel: 029-838-6170

公募(代表）

コルネット・リシャー 独立行政法人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

公募（連携） 研究員 Ｔｅｌ: 029-838-6157

すえつぐ　よしたか 独立行政法人農業生物資源研究所・ 〒305-8634 suetsugu@affrc.go.jp

末次　克行 農業生物先端ゲノム研究センター・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 独立行政法人理化学研究所　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 独立行政法人理化学研究所　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/index.html

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/index.html



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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