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表紙写真：ネジキ	 Lyonia	 ovalifolia	 の葉上で交尾中のクルミホソガ	 
Acrocercops	 transecta。本種にはクルミに適応したクルミレースとネジキに適
応したネジキレースと呼ばれる寄主品種の存在が知られている（京都府立大学　
大学院生命環境科学研究科	 大島一正）。	 
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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」 

平成 24 年度 公開シンポジウム 開催報告 

	 

	 平成22年度に始まった新学術領域研究「複合適応形質進化の遺伝子基盤解明」は、進化生物

学の新しい研究分野の創成、非モデル生物のゲノム情報等に基づく斬新な方法論の開拓、そし

て進化機構の新規な理論の構築をめざして活発な研究を展開しています。今年度（24年度）は

本領域が始まって３年目の折り返し点をむかえ、これまでの研究成果を振り返るともに、今後

の研究計画を再構築すべき段階にきております。また、来年度からは新たな公募研究の採択も

予定しています。そこで、本領域の活動を進化生物学および関連分野の皆様に広く知っていた

だき、また積極的な参加の可能性を検討いただくことを目的に、去る9月26日に東京大学弥生講

堂において公開シンポジウムを開催いたしました。	 

	 今回の公開シンポジウムでは、領域代表者による本領域全体の研究目的および活動全般の説

明からはじまり、続いて本領域における研究成果の紹介として、７つの計画研究と一部の公募

研究についてそれぞれの研究代表者が講演を行いました。また、新たな試みとして、領域内だ

けでなく領域外からの研究発表を受付けてのポスターセッションを企画し、計33題の発表が行

われました。講演会の場でも、ポスター会場においても、領域外の研究者と本領域メンバーと

の間で熱のこもった議論が展開されました。若手研究者どうし、あるいは若手とシニア研究者

の間の交流が活発に行なわれる場になったと思います。今回のシンポジウムには101名の参加が

あり、その約3分の1は本領域外からの参加者でした。また、33題のポスター発表のうち、9題が

領域外の研究グループによる発表でした。	 

	 このシンポジウム開催を通じて感じられたのは、本領域がめざす進化学とゲノム科学の融合

による新たな研究領域の構築に対する研究者コミュニティーからの強い期待です。今後とも、

新たな公募研究の参画等による研究体制の再構築、ならびに領域外の研究者コミュニティーと

の連携強化により、本領域の裾野を拡大するとともに、研究水準のさらなる向上と成果の発信

へ向けて努力していく所存です。	 

	 

平成 24年 9月 30日	  
新学術領域研究「複合適応形質進化の遺伝子基盤解明」 

領域代表者	 長谷部光泰 
総括班 関連集会担当	 嶋田	 透 
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平成 24 年度 公開シンポジウム プログラム 
 

日時： 平成 24 年 9 月 26 日(水) 13:00~20:00 

場所： 東京大学弥生講堂 （東京都文京区弥生 1-1-1） 

 

講演   （東京大学 弥生講堂 本館 一条ホール）     １３：００~１７：３０ 
 

（座長： 深津 武馬） 

１３：００ 長谷部 光泰   領域全体の活動紹介   

１３：３５ 長谷部 光泰 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   

１4：０５ 倉谷 滋  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  

 

（座長： 倉谷 滋） 

１４：２５ 嶋田 透  カイコとその近縁種における寄主植物選択機構の進化   

１４：４５ 藤原 晴彦  昆虫の擬態紋様形成の分子機構と進化プロセスの解明  

１５：０５ 川口 正代司  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   

 

１５：２５  （休憩） 

 

（座長： 川口 正代司） 

 １５：４０ 深津 武馬  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 

 １６：００ 西山 智明  非モデル生物におけるゲノム解析法の確立   

１６：２０ 古澤 力  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 

 

（座長： 藤原 晴彦） 

 １６：４０ 新田 梢  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  

 １７：００ 吉田 聡子  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 

 １７：２０~１７：３０ 全体的な質疑、まとめ   

 

ポスター発表   （東京大学 弥生講堂 本館 ロビー）  １７：３５～２０：００ 
 
 

交流会   （東京大学 弥生講堂 本館 ロビー）   １８：００～２０：００ 
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長谷部領域代表による講演 

 

 

ポスターセッション 
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領域全体の活動紹介：本領域の進行状況と新規公募研究へのお誘い 

領域代表 長谷部光泰（基礎生物学研究所） 

 

 自然選択理論、中立理論を始めとする既存の進化理論がいまだ取り込むことに成功していない現象があります。

食草転換、新奇適応形態、擬態、共生など、複数の形質進化が積み重なることによってはじめて適応的になり、

未完成な段階では適応的でなく、かえって生存に不利になってしまうような形質（複合適応形質）の進化です。本

領域では、複合適応形質を制御する遺伝子を同定し、その進化メカニズムとプロセスを推定することにより、進化

の新しい共通理論を導きだすことを目指しています。そのために、１分子並列処理シーケンサーなどを活用した

新実験研究手法の開発を異なった研究材料を用いる研究者が共同して行い、モデル生物だけでなく、多様な非

モデル生物のゲノムワイドな遺伝子ネットワーク解析を可能とし、複合適応形質進化研究に加え、他の進化生物

学研究領域にも有用な技術革新を起こすことを目指しています。これまで、ゲノム生物学の進展を取り込めば、

進化学の大問題である複合適応形質進化について研究が著しく進展すると期待されてきましたが、進化学分野、

特に、複合適応形質のように生態学的観点を取り込んだ研究を行っている研究者には、ゲノム生物学の概念も

技術もほとんど浸透していませんでした。そこで、本領域では、ゲノム生物学者・情報数理生物学者と進化学者

が共同研究を行うことによって、進化学研究領域の発展を目指します。さらに総括班活動として、インフォマティク

ス教育を行い、日本で立ち遅れているインフォマティクス人材の育成を行います。 

 これまで２年間の研究で以下のことがわかってきました。（１）非モデル生物のゲノム解読、複合適応形質制御遺

伝子解析法の確立のため、ゲノム生物学者、情報数理生物学者からなる方法開発班を設置し研究法開発を行

いました。新型シーケンサーPacBio RS を導入し、従来の HiSeq 2000 と併用して非モデル生物の de novo ゲノム

配列を安価かつ短期間で決定する方法開発が順調に進みました。インフォマティクス実験手法、昆虫一般に適

応可能な新規形質転換法の開発を行い、領域内の共同研究に供しました。バイオインフォマティクスを実験生物

学者に浸透させるため、総括班で教育システムを構築し、ほぼ全ての班で独自にインフォマティクス解析ができる

ようになりました。（２）複合適応形質から特に重要と考えられる新規適応形態、食草転換、擬態、共生、形態と行

動、アロメトリックな形態変化、代謝様式を選抜し、責任遺伝子の同定が順調に進んでいます。（３）新規複合適

応形質を担う遺伝子ネットワーク進化メカニズムに関する各班での研究成果を総括した結果、「遺伝子ネットワー

クの中で多数の遺伝子と結合している結節点（多分岐結節点）遺伝子が変化することによって複合適応形質進

化が引き起こされる」点が多くの系で共通したメカニズムであることがわかってきました。（４）複合適応形質を担う

遺伝子ネットワークは、祖先集団内多型が、交配によって集団内に固定していくことによって進化する可能性に

ついて検討を進めました。また、実験的に進化プロセスを解明する研究も開始しています。 

 本年度は新規公募の年にあたります。これまで班員であった先生方はもとより、新たに研究グループに加わっ

ていただける方はぜひご応募ください。応募方法は以下をご参照ください。 

１）文部科学省ホームページ：http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/hojyo/boshu/1324980.htmにアクセスしま

す。 

２）別表 6「新学術領域研究（研究領域提案型）」の研究概要」の６７ページに公募内容の説明があります。 

３）ページの下の方の「（2）継続の研究領域」ーー＞「1）研究計画調書」ーー＞「「研究計画調書」公募研究（新

規）作成・記入要領」 に詳しい応募方法があります。 
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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 1, 2、大島一正３、福島健児１，２ 
1基礎生物学研究所、2総合研究大学院大学、３京都府立大学 

 

 新奇複合適応形質はいくつかの遺伝子が変化して進化する場合と少数の遺伝子に変化が起こって

生じる場合があると考えられる。我々は、どのような場合に少数遺伝子によって新規複合適応形質が進

化するのかを解明しようとしている。昆虫は、種分化に伴い、寄主を転換している。しかし、寄主を変える

には、幼虫が新しい寄主を食べられるようになる進化と、雌親が新しい寄主に産卵するという、幼虫と親

の両方の形質が進化することが必要である。このような複合的な進化がおきる原因を調べるため、我々

はクルミホソガの同種内に異なる寄主に依存する２つのレースが存在することを利用して、連鎖解析と

QTL 解析を行い、幼虫の寄主利用能力と雌親の産卵選好性を制御する遺伝子座が同じか極めて近接

した２つの領域にあることを発見し、ゲノム解読を通して遺伝子特定を進めている。非モデル生物を用

いて、複合適応形質の責任遺伝子を特定するケーススタディーとして研究の進展状況を紹介する。もう

一つの話題として、ゲノム解読、形質転換技術開発を通して、食虫植物の複雑な捕虫葉がどのように進

化してきたのかが明らかになりつつあるので、研究状況を紹介する。 

 

 

 

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、Juan Pascual Anaya、平沢達矢 

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 

 

 カメの甲の進化機構を理解する目的でスッポン Pelodiscus sinensisを用い、進化発生学的解析を行っ

た。カメ胚における新規要素は甲稜と呼ばれる体壁の折れ線に沿って走る高まりで、その周辺には

HGF ならびにWnt シグナル経路関連遺伝子群が特異的に発現する。カメゲノムプロジェクトの成果とし

て、甲稜発生の上流にあると覚しきリガンドがWnt5a産物である可能性が示唆され、幾つかのmiRNA遺

伝子の甲稜特異的発現も確認された。このゲノム解析は、カメ類と主竜類の系統的近縁性も強く示した。

加えて、総計十数億リード以上の deep sequencing により、包括的発現プロファイル比較をニワトリ・スッ

ポン間で行い、スッポン胚がファイロティピック段階を経ること、カメ特異的変化がこの段階以降に挿入さ

れたことが分かった。このような進化は反復効果をもたらし、カメ胚は発生上祖先系統に酷似する瞬間

を経る。また、より基底側で分岐したとされる Sinosaurosphargis化石の観察とスッポン肋骨の組織発生よ

り、カメの背甲がもっぱら内骨格のみの変形により獲得され、皮骨成分が広範に参入しなかった可能性

を問う。 
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カイコとその近縁種における寄主植物選択機構の進化 

◯嶋田 透 1,2、木内隆史 1、王 華兵 1、大門高明 3、藤井 告 1,4、勝間 進 1、門田幸二 2、鈴木 穣 5、菅

野純夫 5（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.東大・新領域） 
 

 昆虫の寄主植物の選択は、典型的な複合適応形質である。匂いや味への反応、毒性の克服など多く

の条件が適う必要があるが、進化の過程でいかにして新たな寄主植物へ進出したのだろうか。私たちは、

カイコガ科蛾類をモデルとして、クワ科イチジク属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しようとしている。カイコなどクワ食種とイチジクカサンな

ど非クワ食種の間で NGS による RNA-seq を行って比較した結果、クワ食の種では中腸のβ-フルクトフ

ラノシダーゼをはじめとする糖分解酵素の遺伝子の発現が顕著に多かった。これはクワの含有するアル

カロイドの毒性を回避する機構だと考えている。一方、正常なカイコはクワしか摂食しないが、クワ以外

の飼料を一時的に食下するカイコ「広食性変異体」が多数分離されている。私たちは、そのうち spliと Bt

が複対立形質であることを示し、原因遺伝子として転写因子をコードする Bmacj6を同定した。感覚器の

RNA-seq の結果、両変異体では嗅覚受容体など多くの遺伝子の発現が増減していた。この遺伝子が

化学感覚の進化を説明できるかどうか注目している。 

 

 

 

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、山口淳一、安藤俊哉、西川英輝、二橋亮１、枝吉美奈、依田真一 

東大院新領域・先端生命、１産総研 

 

 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

ズムの詳細は不明である。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機構とその進化的成

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、紋様形成の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。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ことを目的にこれまで研究を進めてきた。これまでの

成果の中で特に重要なトピックスと今後の研究の方向性などについて紹介したい。 
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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（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、武田直也、寿崎拓哉、藤田浩徳（基生研） 

 

 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、およそ7千万年前に出現したマメ科植物は、原核生物である窒素固定バクテリアとの共生系を進化

させ、大気中の窒素を利用することに成功した。近年エンドウやミヤコグサ等を用いた遺伝学的解析に

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。私たちは、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。 

 講演では、AM 菌(Rhizophagus irregularis)をミヤコグサに共生させたときに誘導される新規ペプチド

遺伝子を紹介するとともに、根粒と茎頂分裂組織（SAM）の両者の形成維持に関わる変異体の解析から、

根粒という新規複合適応形質が SAM 形成の遺伝子を複数流用することによって進化してきたことが明

らかとなってきたので、それについて紹介する。 

 

 

 

共生細菌による宿主昆虫の体色変化：隠蔽色に関わる共生の分子基盤の解明 

◯深津 武馬（産業技術総合研究所）、土田 努（富山大学）、二河 成男（放送大学） 

 

 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 (1)。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

する。最終的には「共生関係」を通じた「複合適応進化形質」の進化という新しい生物学的概念の構築

および提示をめざす。 

(1) Tsuchida T., Koga R., Horikawa M., Tsunoda T., Maoka T., Matsumoto S., Simon J.-C., Fukatsu T. 

(2010) Symbiotic bacterium modifies aphid body color. Science 330: 1102-1104. 



 8 

非モデル生物におけるゲノム解析法の確立 

◯西山智明1・重信秀治2・門田幸二3・笠原雅弘4・山口勝司2	 

(1)金沢大学学際科学実験センター	 (2)基礎生物学研究所生物機能情報分析室	 (3)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	 (4)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	 

	 

	 本新学術領域のように特徴的な非モデル生物を対象に、遺伝子レベルの研究を行うには、次世代シ

ーケンサーを活用して、ゲノム・トランスクリプトーム解析、多型同定を行う事が有効である。 

 解析基盤となるゲノムのアセンブリーに、Illumina による短くて安くて正確なリードデータと、単分子シ

ーケンサーPacBio RS の不正確だけど長いリードデータ、さらに長距離の接続情報をもたらすmate-pair 

ライブラリーからのデータ、遺伝的多型の組替え率データを統合することにより効率的に高精度の概要

ゲノムを得る方法を開発している。 

 ゲノム配列決定後、重要になるのは遺伝子モデルの作成であるが、これは、配列だけから推定する事

は困難で、大量mRNAシークエンスという実際の実験データに基づくモデルを作る事が重要である。 

 また、発現量の違いに着目した解析を行うには、トランスクリプトームのアセンブリー、計数、統計的解

析を適切に行う事が必要であり、これを、容易に実行可能なソフトウエア的枠組みを作成している。 

 

 

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） 

 

 生物システムの進化過程は、ゲノム変異や表現可塑性などに依存し、適応度地形上で複雑な軌跡を

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、大腸菌の実験室進化系を用いて、表現型・遺伝子型がどのような変化の軌跡を描くかを解

析した。エタノールストレス環境下における 1000 世代程度の培養によりエタノール耐性株を取得し、そ

の過程における表現型変化をマイクロアレイによる遺伝子発現解析と質量分析器によるメタボローム解

析により定量し、ゲノム変異を次世代シーケンサによる解析したところ、表現型の変化は独立に得られた

耐性株の間で高い類似性を示したのに対して、ゲノム変異の数は小数かつ耐性株間の類似性が低か

った。この結果は耐性をもたらす表現型の変化がゲノム変異に起因するのではなく、何らかの遅い時間

スケールを持つ適応過程であることが示唆している。また、33 種類の抗生物質を添加した環境で進化

実験を行ったところ、その耐性株における表現型と遺伝子型の解析から、薬剤耐性能のトレードオフな

どの興味深い現象が見出された。これらの結果を基に、適応進化ダイナミクスが持つ性質を議論する。 
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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的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 

  

 キスゲ属のハマカンゾウとキスゲの花形質は、それぞれ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。ハマカンゾウは、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、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。これらの花形質の違いに関

与する遺伝子を探索するため、花弁で発現している遺伝子群を比較した。HiSeq2000 を用いた

RNA-seq を行い、Trinity で de novo assembly を行った。ハマカンゾウでは、Contig 数は 357,976、

Contig 長の平均は 749.4507bp、N50 は 1257 であった。キスゲでは、Contig 数は 347,801、Contig 長の

平均は 769.0918bp、N50 は 1314 であった。また、送粉者の選好性が実証された花色に注目し、アント

シアニン合成経路の遺伝子の発現量の比較を行ったところ、キスゲでは、いくつかの発現量が少ないこ

とが明らかになった。よって、花色の進化には調節遺伝子が関与したと考えられる。 

 

 

 

 

 

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 

 

 ストライガやオロバンキなどのハマウツボ科寄生植物は、穀物に寄生し甚大な農業被害をもたらしてい

るが、その寄生の分子機構はほとんど明らかになっていない。我々は、ハマウツボ科に属し、宿主なし

でも生育できる条件的寄生植物であるコシオガマ(Phtheirospermum japonicus)を材料に、RNA-seq によ

るトランスクリプトーム解析をおこない、寄生過程で特異的に発現する遺伝子の同定を試みた。コシオガ

マ根および寄生器官である吸器から抽出したRNAサンプルをもとに、de novo assemblyによりレファレン

ス配列を作成し、illumina リードをマップすることにより、発現量を推定した。その結果、寄生過程でタン

パク質や細胞壁の分解酵素群が発現上昇していることが明らかになった。さらに、絶対寄生植物である

ストライガ(Striga hermonthica)においても発現解析をおこない、ハマウツボ科寄生植物に共通した寄生

に関わる遺伝子群の存在を示唆する結果を得た。 
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ポスター発表一覧 

 

1. １分子シークエンシングを用いた共生生物ゲノムの de novo アセンブリ 

◯柴田朋子 1・前田太郎 1・西山智明 2・菊池義智 3・重信修治 1・深津武馬 3・長谷部光泰 1 

1基生研、2金沢大、3産総研 

 

2. 食虫植物フクロユキノシタのゲノム解読における進捗 

○福島 健児 1,2、西山 智明 3、柴田 朋子 2、野澤 昌文 4、重信 秀治 1,2、長谷部 光泰 1,2 
1総研大・院・生命科学、2基礎生物学研究所、3金沢大・学際科学実験センター、4遺伝学研究所 

 

3. 寄主転換の遺伝基盤解明へ向けたクルミホソガゲノムの解読とQTLマッピングとの統合 

◯大島一正1，西山智明2，長谷部光泰3 
1京都府大・生命環境、2金沢大，学際科学、3基生研・生物進化 

 

4. 陸上植物におけるヒストン修飾を介した発生制御機構の進化 

○玉田 洋介1,2、石川 貴章1,3、日渡 祐二1,2、倉田 哲也3,4、西山 智明3,5、長谷部 光泰1,2,3 

1 基生研・生物進化、2総研大・生命科学、3 JST・ERATO、4 奈良先端大・バイオ、5 金沢大・学際科学実

験センター 

 

5. 多様な幼虫斑紋を作り出すカイコ p 複対立遺伝子座の原因遺伝子の同定 

○依田 真一１、 岡本 俊１、山口 淳一１、山本 公子2、生川 潤子2、三田 和英2、伴野 豊3、蜷木 理4、

藤原 晴彦１ 

１東大・院新領域・先端生命、2生物研、3九州大・院農、4農工大・農 

 

6. Wnt1/Wingless による幼虫斑紋形成の分子メカニズム 

○山口淳一 1, 伴野豊 2, 藤原晴彦 1 
1東大院・新領域,  2九大院農 

 

7. カイコ変異体コブ（K）の突起形成メカニズムの研究 

○枝吉美奈 1、山口淳一 1、伴野豊 2、山本公子 3、三田和英 3、藤原晴彦 1 
1東大・院新領域・先端生命、2九州大、3生物研 

 

8. In vivo Electroporation と体細胞 transgenesis を利用した昆虫での簡便な遺伝子導入法 

○安藤俊哉、藤原晴彦 

東大・院新領域・先端生命 
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9. カイコガ科における休眠性の進化 

○木内隆史・勝間進・嶋田透 

東京大学大学院農学生命科学研究科 

 

10. TALEN を用いた高効率な遺伝子ノックアウトカイコの作出 

◯大門 高明 

農業生物資源研究所 

 

11. Enzymatic adaptation of mulberry feeders to sugar-mimic alkaloids in mulberry 

◯ Huabing Wang1, Takashi Kiuchi1, Takaaki Daimon1,2, Koji Kadota1, Yutaka, Suzuki3, Sumio 

Sugano3,Ryuhei Kokusho1, Susumu Katsuma1 and Toru Shimada1 

1Graduate School of Agricultural and Life Sciences, The University of Tokyo, 2National Institute of 

Agrobiological Sciences, 3Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo. 

 

12. 相利共生ボルバキアの進化に寄与した遺伝子水平転移 

◯二河成男 1、細川貴弘 2、森山実 2、大島健志朗 3、服部正平 3、深津武馬 2 

1放送大・教養、2産総研・生物プロセス、3東大院・新領域 

 

13. タバココナジラミに見られるユニークな内部複合共生システム 

藤原 亜希子 1、池田 真行 1、孟 憲英 2、鎌形 洋一 2 ◯土`田 努 1  
1富大・先端ライフサイエンス拠点、2産総研 

 

14. 動物が葉緑体を取り込み光合成をする盗葉緑体現象の野外での適応的意義 

○前田太郎１、広瀬裕一２、力石嘉人３、河戸勝３、瀧下清貴３、吉田尊雄３、Heroen Verbruggen４、田中次

郎５、島村繁３、高木 善弘３、土屋正史３、岩井憲司６、重信秀治１、丸山正１,５ 

１基礎生物学研究所、2琉球大学、3海洋研究開発機構、4The University of Melbourne、5東京海洋大学、
6沖縄県水産海洋研究センター、 

 

15. ニックトランスレーションを利用したメイトペアライブラリー構築手法の開発 

○山口勝司 1・浅尾久世 1・土生芳樹 2・沼寿隆 2・重信秀治 1 
1基礎生物学研究所・生物機能解析センター 

2農業生物資源研究所・農業生物先端ゲノム研究センター 

 

16. 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 1、赤司寛志 1、北野潤 2、富永真琴 3、河田雅圭 1 
1東北大、2遺伝研、3岡崎統合バイオ 



 12 

 

17. Genome wide expression analysis of the parasitic plant Phtheirospermum japonicum 

revealed the possible role of subtilases in plant parasitism 

◯Ishida JK1,2, Yoshida S1, Wafula E3, dePamphilis CW3, Shirasu K1 & Namba S2 

1 Plant Science Center, RIKEN, Japan 
2 Graduate School of Agricultural and Life Sciences, The University of Tokyo, Japan 
3 Department of Biology, The Pennsylvania State University, USA 

 

18.  「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」 

○末次克行 1、コルネット リシャー１、グセフ オレグ１、川島 武士２、佐藤 矩行２、黄川田 隆洋１ 

１農業生物資源研究所・昆虫機能研究開発ユニット・乾燥耐性研究グループ 
２沖縄科学技術大学院大学・マリンゲノミクスユニット 

 

19. ネムリユスリカの極限的な乾燥耐性：酸化ストレスと共に進化した現象なのか？ 

○ コルネット リシャー１・グセフ オレグ１・末次 克行１・川島 武士２・佐藤 矩行２・黄川田 隆洋１ 
１農業生物資源研究所・昆虫機能研究開発ユニット・乾燥耐性研究グループ 

２沖縄科学技術大学院大学・マリンゲノミクスユニット 

 

20. Evolution of sexual dimorphism and behavior in D. prolongata 
◯Takashi Matsuo1, Keita Nakamura1, Shiori Setoguchi1, Mai Kikuchi2, Tadashi Aotsuka2, Yukio 
Ishikawa1  
1Department of Agricultural and Environmental Biology, University of Tokyo, Japan 
2Department of Biological Sciences, Tokyo Metropolitan University, Japan 

 

21. マイマイカブリにみられる中間形質の適応度とその遺伝基盤 

◯小沼順二 1、千葉聡 2、曽田貞滋 1 
1京都大学理学研究科、2東北大学生命科学研究科 

 

22. オサムシ交尾器形態の種間差に寄与する遺伝子の探索 

○藤巻光太郎・藤澤知親・矢澤重信・西村理・曽田貞滋 

京都大学大学院理学研究科 

 

23. 人工進化実験による薬剤耐性菌の創出とゲノム変異解析 

○鈴木真吾、堀之内貴明、古澤力 

理研・生命システム研究センター(QBiC) 

 

24. シクリッドの平行進化に関わる遺伝領域の探索 

○二階堂雅人 1、鈴木彦有 1、工藤優 1、近藤梓 1、相原光人 1、菊池潔 2、岡田典弘 1 
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1東京工業大学大学院生命理工学研究科 

2東京大学大学院農学生命科学研究科附属水産実験所 

 

25. 性決定遺伝子が移りかわる現象の解明：フグ近縁種群を用いて表現型多様化の遺伝的基

盤を探る 

◯菊池 潔、田角聡志、細谷 将、鈴木 譲 

東京大学水産実験所 

 

26. 深海極限環境への適応を可能にした発生・共生機構の進化に挑む 

○宮本教生，藤原義弘 

JAMSTEC・海洋極限環境 

 

27. 昆虫による植物細胞制御のメカニズム 

‒落葉上の植物細胞を延命・成長させるエゴノキハイボタマバエ‒ 

◯徳田 誠 

佐賀大学農学部 

 

28. 花外蜜腺植物における光と土壌環境に応じた異なる防御戦略 

◯山尾 僚1、波田善夫2、鈴木信彦1 
1佐賀大学農学部、2岡山理科大学総合情報学部 

 

29. 昆虫によるゴール形成機構とその適応的意義の解明 

‐モデル実験系としてのフタテンチビヨコバイ‒イネ科植物間相互作用‐ 

○ 神代 瞬 1、徳田 誠 2 
1鹿児島大学大学院連合農学研究科、2佐賀大学農学部 

 

30. 「ポリプテルスの外鰓と咽頭骨格の形成の関係性から、脊椎動物の進化における外鰓の役割につ

いて考える」 

◯藤村衡至 1,2、岡部正隆 2 

1日本学術振興会特別研究員 PD、２東京慈恵会医科大学 解剖学講座 

 

31. 系統樹上の表現型進化シミュレーションによる複雑な適応進化の検出 

○ 沓掛展之・印南秀樹  
総研大・葉山、JSTさきがけ 

 

32. 繭色遺伝子 CBP の家畜化による構造多様化 
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○作道 隆 1、中島 健陽 1、伴野 豊 2、土田 耕三 1 

1国立感染症研究所 放射能管理室、2九州大学大学院農学研究院 遺伝子資源開発研究センター 家

蚕遺伝子開発分野 

 

33. 食虫植物の消化酵素の起源、進化、および遺伝子発現制御機構 

西村恵美、◯大山隆 

早大・生物 
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