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表紙写真：ネムリユスリカ	 Polypedilum	 vanderplanki	 の雄成虫（農業生物資
源研究所	 Cornette	 Richard）。	 
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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」	 

第5回若手ワークショップ開催報告	 

「ゲノムからみた昆虫の複合適応形質の進化」	 
	 

	 新学術領域「複合適応形質進化」では、総括班の活動の一環として、若手研究

者の活性化を目的とした「若手ワークショップ」を随時開催している。その一つ

の形が学会のイベントとタイアップした形でのワークショップである。今回は、

日本大学生物資源科学部（神奈川県藤沢市）で開催された日本応用動物昆虫学会

(応動昆)第57回大会において、	 深津武馬さんと私がオーガナイザーとなり、小集

会「ゲノムからみた昆虫の複合適応形質の進化」を企画した。昨年度の応動昆で

も同様の小集会を開いたが、今回は講演者を一新して領域内の気鋭の若手研究者

を選び、応動昆のなかで本領域の研究内容に関心を持つ会員を、より強く惹き付

けることを意図した。	 

	 応動昆大会3日目の2013年3月29日、15:30~17:00	 の90分間の枠を大会から割当

てていただき、新美輝幸さん（名大・農）にカブトムシの角形成、黄川田隆洋さ

ん（生物研）にネムリユスリカの乾燥耐性、	 新田梢さん（九大・理）にキスゲ・

ハマカンゾウの送粉シンドローム、重信秀治さん（基生研）にアブラムシと細菌

の共生のゲノム解析、それぞれについてお話しいただいた。	 	 

	 いずれの講演も、次世代シークエンサーによる最新のゲノム解析技術を駆使し

て形質進化の機構に迫る研究であり、とても魅力的な内容であった。この大会で

は、同じ時間帯に10もの小集会が並列して開催されていたが、私たちの小集会に

は、昨年度の小集会を上回る40名以上の参加者があった。どの演題に対しても会

場から活発な質疑が繰り広げられ、熱心な討論となった。議論に熱中して終了時

間を20分ほど超過してしまうほどであった。	 

	 末筆ながら、快く講演をお引き受けいただいた演者の皆さんと、小集会の場を

提供していただいた第57回応動昆大会の関係者へ感謝申し上げる。今後、植物学

や動物学など多様な学会・集会で、同様な場を作りたいと考えている。	 

	 

平成25年3月29日	 

新学術領域研究「複合適応形質進化の遺伝子基盤解明」	 

若手ワークショップ担当	 

嶋田	 透	 
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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」	 

第5回若手ワークショップ	 

「ゲノムからみた昆虫の複合適応形質の進化」	 

（第57回日本応用動物昆虫学会大会小集会	 W18）	 
	 

日時：2013年3月29日（金）15:30~17:00	 

	 

会場：日本大学生物資源科学部	 第57回日本応用動物昆虫学会大会	 D会場（41講

義室）	 

	 

世話人：嶋田	 透、深津	 武馬	 

	 

W181	 嶋田	 透、深津武馬（東大・院農、産総研）	 

「昆虫における複合適応形質進化の解明へのゲノム情報の利用」	 

	 

W182	 新美	 輝幸	 (名大・院生命農)	 

「カブトムシの角形成遺伝子ネットワークの解明をめざして」	 

	 

W183	 黄川田隆洋、Oleg	 Gusev、Cornette	 Richard、末次克行（生物研）	 

「ネムリユスリカのゲノム解析から見えてきた乾燥無代謝休眠の分子機構」	 

	 

W184	 新田梢（九州大・院理）	 

「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の解明」	 

	 

W185	 重信秀治	 (基生研・生物機能解析セ)	 

「Aphids	 evolved	 novel	 secreted	 proteins	 for	 symbiosis	 with	 bacterial	 

endosymbiont」	 
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昆虫における複合適応形質進化の解明へのゲノム情報の利用	 

嶋田	 透（東大・院農）・深津武馬（産総研）	 

 
	 昆虫では形態はもちろんのこと、食性、休眠、微生物共生など、多くの形質

に際立った種間差異が見られる。進化では一般に、複数の形質が同時に進化す

ることではじめて適応的となる場合が多い。たとえば、植食性昆虫が寄主を変

更するには、雌成虫の産卵場所の選好性、幼虫の摂食行動、そして植物の毒性

への対処などが同時に進化しなければならない。一部の甲虫に見られる雄特異

的なツノの獲得では、形態形成の遺伝子と性分化機構をクロストークさせる必

要がある。一方で、植物も寄生昆虫に抵抗したり送粉昆虫を活用したりするた

めに形態、色彩、化学成分などを多様化させているが、その遺伝的機構も興味

深い。近年、次世代シークエンサーの登場やバイオインフォマティクスの進歩

により、ゲノム解析はモデル生物だけでなく、非モデル生物や野生集団へ急速

に拡大している。ここでは、多数の遺伝子が関わる複合適応形質進化の解明に

向けて、ゲノム解析がどれほど有効であるか、実例を紹介して議論したい。 
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カブトムシの角形成遺伝子ネットワークの解明をめざして	 

新美	 輝幸 (名大・院生命農) 
 
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

形態である角（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。従って、角形成の発生プロセスは可塑性に富み、多様な形態の創出が可能に

なっていると考えられる。甲虫の雄で特に顕著な過剰に発達した角は、ダーウィ

ンの著書にも記され、古くから多くの研究者の興味を集めてきたが、角形成の分

子メカニズムに関しては殆ど不明のままである。 
本小集会では、カブトムシ（Trypoxylus dichotomus）の角形成メカニズムの解
明に向けて我々がこれまで行ってきた候補遺伝子アプローチに加えて、頭部およ

び前胸部の角原基において雌雄で発現に差異の認められる遺伝子を網羅的に同定

するために行った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の解析

結果についても報告する。 
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ネムリユスリカのゲノム解析から見えてきた乾燥無代謝休眠の分子機構	 

黄川田隆洋・Oleg Gusev・Cornette Richard・末次克行（生物研） 

	 ネムリユスリカ（Polypedilum vanderplanki）の幼虫は無代謝休眠状態に入る
ことによって、極限的な乾燥耐性を示す。我々は、極限的な乾燥耐性の分子メカ

ニズムの解明するために、ネムリユスリカの全ゲノム解読を行った。 
	 LEAタンパク質やチオレドキシンなど遺伝子の過剰発現がアンヒドロビオシス
に重要に関与している。ネムリユスリカは、これらの遺伝子を、遺伝子重複によ

ってコピー数を増加させていた。一方、乾燥耐性を持たないヤモンユスリカ

（Polypedilum nubifer）は、一般的な昆虫と同じコピー数しか持っていなかった。
我々は、重複化した乾燥耐性関連遺伝子の座乗している遺伝子クラスターを Arid
（Anhydrobiosis-related islands）と命名した。Aridには、長鎖 non-coding RNA
（lncRNA）を転写する領域が含まれていた。トランスクリプトーム解析の結果、
lncRNAが Arid内の乾燥耐性関連遺伝子群の発現調節に関与していることが示唆
された。ハエ目昆虫間での比較ゲノムの結果、Aridはネムリユスリカ特異的なゲ
ノム領域であった。したがって、Aridは、ネムリユスリカが乾燥耐性能力を獲得
する進化過程で形成されたと考えている。 
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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の解明	 

新田梢（九州大・院理） 

	 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昆虫の活動

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。本研究

では、花形質の違いに関与する遺伝子を探索するため、次世代シ―ケンサ	 

HiSeq2000(Illumina)を用いた RNA-seq を行い、花弁組織で発現している遺伝子群

の網羅的解析を行った。ハマカンゾウとキスゲの 2個体から、つぼみ 3ステージ

分(S,	 M,	 L)の花弁組織について、各 3サンプルずつ、計 18 サンプル分のライブ

ラリを作成した。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。Trinity で De	 novo	 Assembly を行った結果、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。ハマ

カンゾウとキスゲの発現遺伝子群の比較について紹介したい。	 
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Aphids	 evolved	 novel	 secreted	 proteins	 for	 symbiosis	 with	 bacterial	 

endosymbiont	 

○重信秀治	 (基生研・生物機能解析センター)	 

Aphids	 evolved	 novel	 cells,	 called	 bacteriocytes,	 that	 differentiate	 

specifically	 to	 harbour	 the	 obligatory	 mutualistic	 endosymbiotic	 bacteria	 

Buchnera	 aphidicola.	 We	 conducted	 deep	 sequencing	 of	 bacteriocytes	 mRNA	 

followed	 by	 whole	 mount	 in	 situ	 hybridizations	 of	 over-represented	 

transcripts.	 We	 identified	 a	 novel	 class	 of	 genes	 that	 encode	 small	 proteins	 

with	 signal	 peptides,	 which	 are	 often	 cysteine-rich,	 that	 are	 

over-represented	 in	 bacteriocytes.	 These	 genes	 are	 first	 expressed	 at	 a	 

developmental	 time	 point	 coincident	 with	 the	 incorporation	 of	 symbionts	 

strictly	 in	 the	 cells	 that	 contribute	 to	 the	 bacteriocyte	 and	 this	 

bacteriocyte-specific	 expression	 is	 maintained	 throughout	 the	 aphid's	 life.	 

The	 expression	 pattern	 suggests	 that	 recently	 evolved	 secretion	 proteins	 act	 

within	 bacteriocytes	 to	 mediate	 the	 symbiosis	 with	 beneficial	 bacterial	 

partners,	 which	 is	 reminiscent	 of	 the	 evolution	 of	 cysteine-rich	 secreted	 

proteins	 of	 leguminous	 plants	 that	 regulate	 endosymbionts.	 	 
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