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表紙写真：ヌタウナギ（左下）とヤツメウナギ（右上）の頭部の写真。著しく
異なる2種の頭部の形態を比較発生学的に解析すると、中期咽頭胚期に円口類の
みが共有し、顎口類とは異なる『円口類パターン』が観察されることを突き止
めた。それはすべての脊椎動物の祖先にあたる動物が持っていたパターンであ
る可能性がある(理化学研究所　倉谷	 滋)。	 
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Craniofacial Development of Hagfishes 
and the Evolution of Vertebrates 

 

http://www.nature.com/nature/journal/v493/n7431/full/nature11794.html  
 
 

Yasuhiro Oisi, Kinya G. Ota, Shigehiro Kuraku, Satoko Fujimoto, 
Shigeru Kuratani* 

 

NATURE 493 | Doi:10.1038/nature11794 
 
 

Cyclostomes, the living jawless vertebrates including hagfishes and lampreys, represent 
the most basal lineage of vertebrates. Although the monophyly of cyclostomes has been 
supported by recent molecular analyses, the phenotypic traits of hagfishes, especially the 
lack of some vertebrate-defining features and the reported endodermal origin of the 
adenohypophysis, have been interpreted as hagfishes exhibiting a more ancestral state than 
those of all other vertebrates. Furthermore, the adult anatomy of hagfishes cannot be 
compared easily with that of lampreys. Here we describe the craniofacial development of a 
series of staged hagfish embryos, which shows that their adenohypophysis arises 
ectodermally, consistent with the molecular phylogenetic data. This finding also allowed 
us to identify a pan-cyclostome pattern, one not shared by jawed vertebrates. Comparative 
analyses indicated that many of the hagfish-specific traits can be explained by changes 
secondarily introduced into the hagfish lineage. We also propose a possibility that the 
pan-cyclostome pattern may reflect the ancestral programme for the craniofacial 
development of all living vertebrates.  
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ヌタウナギの頭蓋顔面の発生と脊椎動物の進化 
 

大石 康博、太田 欣也、工樂 樹洋、藤本 聡子、倉谷 滋* 
NATURE 493 | Doi:10.1038/nature11794 

 
 

現生の無顎類である円口類は、ヌタウナギとヤツメウナギの 2グループからなり、
脊椎動物のうち最も原始的な系統であるとされる。最近の分子的解析は円口類の

単系統性を支持しているが、ヌタウナギに見られる形態学的形質、とりわけ脊椎

動物の基本的な特徴をいくつか欠くことや、腺下垂体が内胚葉起源であるという

過去の報告から、ヌタウナギはすべての脊椎動物の中で最も祖先的な系統である

と解釈されてきた。また、ヌタウナギとヤツメウナギとでは、成体の解剖学的構

造を容易に比較できない。今回我々は、ヌタウナギ胚の発生シリーズを用い、そ

の頭蓋顔面形態の発生過程をつぶさに観察した。その結果、腺下垂体がほかの脊

椎動物と同様に外胚葉から生じることがわかり、それが分子系統学的なデータと

整合することが明らかにされた。この知見からさらに、円口類全体に特有で顎口

類にはない胚発生の「円口類パターン」を明らかにすることもできた。比較解析

により、ヌタウナギに特有の奇妙な形質の多くは、ヌタウナギの系統に二次的に

生じた変化によって説明できることが示唆された。今回明らかになった円口類パ

ターンは、すべての現生脊椎動物の頭蓋顔面の発生につながる祖先的なプログラ

ムを反映している可能性もあると考えられる。 
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ヌタウナギの発生から脊椎動物の進化の一端が明らかに	 

‐ヌタウナギの下垂体、口、鼻の起源を解明‐	 
	 

2012 年 12 月 20 日	 理化学研究所プレス発表	 

http://www.riken.jp/r-world/info/release/press/2012/121220/detail.html	 	 

	 

【概要】	 

	 独立行政法人	 理科学研究所	 発生・再生科学総合研究センター形態進化研究グループの倉谷滋

グループディレクター（ならびに、神戸大学大学院理学研究科生物学専攻連携講座・教授）と、

神戸大学大学院理学研究科生物学専攻の大石康博院生らの研究グループは、深海にすむ原始的な

脊椎動物ヌタウナギ※1 の頭部の発生過程を詳細に観察し、各種ホルモンを分泌する下垂体が外

胚葉※2 起源であることを確認しました。また、円口類に独自の発生過程があることも発見しま

した。	 

	 脊椎動物は、顎を持つ顎口類と顎を持たない円口類の 2つに大きく分けられ、ヌタウナギとヤ

ツメウナギ※3（図１）が円口類に属しています。しかし、ヌタウナギには背骨や眼のレンズがな

く、しかも、他の脊椎動物では外胚葉に由来する下垂体が、ヌタウナギでは内胚葉※2 に由来す

るという研究報告もありました。そのため、ヌタウナギが他の全ての脊椎動物より原始的である

と考えられることも多く、動物学の領域では長らく謎の動物とされてきました。また、生態や繁

殖行動が十分に知られておらず、人工的な繁殖が難しく、その発生を研究するのが困難でした。

2007 年に倉谷グループディレクターらは、実験室で日本産ヌタウナギの受精卵を得ることに世

界で初めて成功し、また、2011 年には、ヌタウナギに背骨の痕跡を見いだすなどの知見を得て

きました。	 

	 今回研究グループは、ヌタウナギの下垂体、口、鼻など頭部の主要構造の発生過程を詳細に観

察しました。その結果、ヌタウナギの下垂体が外胚葉起源であることを確認し、従来の定説を覆

しました。また、ヌタウナギの胚がヤツメウナギの胚とほとんど同じ形態を持つ段階が存在する

ことを発見し、それは、単一の鼻孔を持ち、鼻と下垂体が近接するという円口類独特の発生段階

でした。	 

	 さらに、古生代の化石魚類の化石の知見を考慮したところ、今回明らかにした「円口類独特の

発生過程」が、実は、顎を持つヒトやサメなど顎口類の遠い祖先にも存在していた可能性を見い

だしました。つまり、この「円口類独特の発生過程」は、脊椎動物全体にとって祖先的な発生過

程を反映するといえそうです。今回、脊椎動物の起源に関わる原始的な発生機構の解明により近

づいたといえます。	 

	 本研究成果は、英国の科学雑誌『Nature』に掲載されるに先立ち、オンライン版（12 月 19 日

付け：日本時間 12 月 20 日）に掲載されました。	 

 

図１	 ヤツメウナギ（上）と

ヌタウナギ（下）。  
どちらも顎を持たない円口類。

ヌタウナギは背骨や眼のレン

ズなど、いくつかの構造がない

ため、ヤツメウナギよりも原始

的な脊椎動物であると考えら

れていた。 
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【研究の内容】	 

	 脊椎動物は進化を通して水中、陸上、空中と広く適応放散し、多様な形態的特徴を獲得してき

ました。一方で、脊椎動物はどれも頭部と分節化構造を持つ体幹部など、共通した「基本ボディ

プラン」を持っています。このように脊椎動物は、ヒトやサメのように顎を持つ顎口類と、顎を

持たない円口類に分けられます。現在、円口類には 2つのグループがあり、一方がヤツメウナギ

で、もう一方がヌタウナギです（図１）。	 

	 

	 1970 年代には、ヌタウナギが背骨や眼のレンズなど、いくつかの構造を欠くことを理由に、

ヤツメウナギよりはるかに原始的な動物と考えられていました。また、ヌタウナギの繁殖行動は

あまり知られておらず、発生学的知見もほとんどない状況であったこと、さらには「他の脊椎動

物では外胚葉に由来する下垂体が、ヌタウナギでは内胚葉に由来する」という報告が過去になさ

れたこともあって、「脊椎動物以前の原始的な動物」という考え方が定着していました。1990 年

代になると遺伝子の配列から進化系統を推定する研究手法が主流となり、「ヌタウナギとヤツメ

ウナギがやはり近縁な 1つのグループを形成する」という、反対の説が再燃しました。この矛盾

はこれまで解消されていませんでした。	 

	 

	 2007 年に倉谷グループディレクターらは、世界で初めてヌタウナギの受精卵を実験室内で得

ることに成功し（プレスリリース：2007 年 3 月 19 日）、2011 年に、ヌタウナギの胚に見られる

いくつかの特徴が、原始的なのではなく他の脊椎動物と同等であることを示してきました（プレ

スリリース：2011 年 6 月 29 日）。しかし、下垂体の由来を含む頭部の発生に関してはまだ手つ

かずでした。頭部は、脊椎動物の体の中でも最も複雑な構造を持ち、発生過程の観察には多くの

胚と時間がかかる正確な観察が必要だったためです。今回、各発生段階のヌタウナギ胚がそろい、

頭部形成の全貌の理解に挑みました。	 

	 

	 研究グループは、114～195 日齢のヌタウナギ胚 11 個体から組織学的標本を作り、コンピュー

ターを用いて立体復元モデルを作製しました（図２）。さらに、未分化な細胞中の遺伝子の発現

を観察することにより、内胚葉や知覚器官、筋肉などの器官の基となる組織（原基）を同定しま

した。	 

	 
	 

	 研究グループは観察を進める中で、これまで内胚葉起源とされてきたヌタウナギの下垂体が、

他の脊椎動物と同様に外胚葉からできることを確認しました。以前に報告されていた「内胚葉と

外胚葉の境界（口ができる場所に相当）」に誤りがあったことになります。さらに、ヌタウナギ

の発生過程で、胚の形態がヤツメウナギの胚とそっくりになる段階が存在することを発見しまし

た（図３）。それは、単一の鼻孔を持ち、胚の頭部の中央に鼻と下垂体の原基が前後に並び、そ

れを基に顔面の原基が配列する、円口類独特のパターンでした。これは、2つの鼻原基と、後方

図２ 	 コンピューターを用

いて組織標本から復元され

たヌタウナギ胚頭部の画像。 
青色は外胚葉、黄色が内胚葉、

紫色は中枢神経（前脳の下部か

ら飛び出しているのが眼胞〔後

の眼〕）、緑色は耳胞（後の内

耳）、茶色は脊索、ピンク色は

体節筋に由来する部分を示す。 
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に離れて下垂体原基が位置する顎口類の頭部のパターンとは本質的に異なります。	 

	 
	 

	 しかし、研究グループが古生代の化石魚類（セファラスピスやガレアスピスと呼ばれる甲皮類、

図４）の知見をも考慮したところ、顎口類の祖先にあたるこれらの動物には、この「円口類パタ

ーン」を基に発生したと考えられるものがあることを見いだしました。これにより、今回発見し

た「円口類パターン」が、「全ての脊椎動物の祖先にあたる動物がかつて持っていたパターン」

に相当するという可能性が出てきました。この発見により、脊椎動物の起源に関わる原始的な発

生機構の解明により近づいたといえます。	 

	 

	 

図３	 ヤツメウナギ（左）とヌタウナギ

（右）の発生段階。  
最下段は成体の形態。中央の発生段階が最も

良く似ている。赤丸が下垂体のできるとこ

ろ。 

図４	 無顎類化石（顎はまだないが、円口類と分かれた後の顎口類の系統に属する無顎類）。 
A	 ゼナスピス	 (Zenaspis)：デヴォン紀初期、スコットランド産。この動物は鼻孔が1つしかなかった

と一般には考えられている。また、顎を持った系統に最も近いとされるのが普通	 

B	 ラルノヴァスピス	 (Larnovaspis)：デヴォン紀初期、スピッツベルゲン産。鼻孔の数は不明。	 

C	 ドレパナスピス	 (Drepanaspis)：デヴォン紀初期、ドイツ産。鼻孔の数は不明。	 

※写真撮影には、パリ国立自然史博物館のフィリップ	 ジャンヴィエー（Philippe	 Janvier）教授の

協力を得た。	 

※写真撮影には、パリ国立自然史博物館のフィリップ	 ジャンヴィエー（Philippe	 Janvier）教授の

協力を得た。 



 6 

【今後の展開】	 

	 今回、ヌタウナギという原始的な動物において、ヒトも含めた全脊椎動物の進化過程で頭部や

顔がどのように発生してきたのかという問題に関わる重要な知見が得られました。私たちの祖先

に最初に成立した発生機構はどのようなものであったのか、それがどのように変化することによ

り、さまざまな動物に見られる複雑な形が獲得されたのか、それらを理解するための手がかりを

ヌタウナギの胚の観察から得ることができました。今後、発生プログラムの中に進化の歴史を見

いだすことで、発生の仕組みのより正しい理解を目指します。	 

	 

＜補足説明＞	 

※1	 ヌタウナギ	 	 

脊椎動物の進化の初期において顎口類（がくこうるい：サメやヒトのようないわゆる「顎を持っ

た普通の脊椎動物」）とは別の方向に進化した動物で、円口類（えんこうるい）に属する。ヌタ

ウナギの仲間は世界中の温帯域に広く分布し、ほとんどの種類は大陸棚辺縁にかけての深海に住

む。脊椎動物の起源と進化を考える上で重要な動物とされるが、その生態はまだ十分に理解され

ていない。	 	 

	 

※2	 外胚葉、内胚葉	 	 

受精卵が分裂を繰り返し、胚ができはじめると、そこにはまず、外胚葉・中胚葉・内胚葉という

3種類の未分化な細胞のシートができあがる。そのうち、胚の外側に位置し、神経系の他、後の

表皮に分化するものを外胚葉といい、胚の内側に位置し、のちの消化管の内壁に分化するものを

内胚葉という。	 	 

	 

※3	 ヤツメウナギ	 	 

ヌタウナギとともに円口類の一員である動物。顎（あご）がなく、ヒトが失ってしまった古い形

質を残していたり、人間が獲得した新しい形質を持っていなかったりと、脊椎動物の古い歴史を

知るにはうってつけの動物。	 

	 

【研究分担および支援】	 

	 ヌタウナギの飼育ならびに水槽の管理、切片と三次元構築の作成は大石康博が行った。大石と

藤本聡子は EbPitxA,	 EbSix3/6A,	 EbFgf8/17A,	 EbHhA,	 EbTbx1/10A,	 EbSoxB1,	 EbLhx3/4A,	 

EbNkx2.1 をクローニングし、切片 in	 situ	 ハイブリダイゼーションを行った。工樂	 樹洋は、

遺伝子の分子進化学的な解析を行った。大石と倉谷滋は第１草稿を作成した。太田欣也、倉谷、

工樂で最終草稿を完成した。全ての著者はデータと原稿に関して議論した。	 
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報道、社会への情報発信等  
2012年 12月 20日	 理化学研究所プレスリリース 
http://www.riken.jp/r-world/info/release/press/2012/121220/detail.html	  
 
2013年 1月 10日	 ライフサイエンス	 新着論文レビュー 
http://first.lifesciencedb.jp/archives/6396	  
 

公共データベースへの登録  

Gene	 Sequence	 

DDBJ/GenBank/EMBLへの登録番号、AB703678-AB703682、	 AB729075-AB729076、AB747372	 
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