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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）	 

	 

１．研究目的	 

	 個々の形態進化は適応的ではないが、いくつかの形質進化が積み重なることによって初

めて適応的になるような進化（新奇複合適応形質進化）の仕組みはよくわかっていない。

本研究では、新奇複合適応形質進化のケーススタディーとして、（１）食虫植物の捕虫葉、

消化酵素の進化に必要だった遺伝子変化の特定、（２）昆虫の食草転換において雌親と幼虫

の両方が同じ餌植物に適応するような遺伝子変化の同定と野外集団内での進化動態、（３）

陸上植物進化の鍵となった無限成長と枝分かれの両方の進化を同時に引き起こすような発

生機構の解明を行う。（４）オジギソウの運動機構進化解明のための形質転換系の確立を行

い、運動関連遺伝子の特定を進める。（５）陸上植物の維管束は細胞死、細胞壁の二次肥厚

など複数の変化を伴う複合形質であり、その遺伝子系がどのように進化したかをコケ植物

と維管束植物を比較することで解明する。これらの結果を総合し、新奇複合適応形質が少

数遺伝子の変化によってどのようにおこりうるのかについて考察することを目的とする。	 

	 

２．今年度の成果と将来展望	 

（１）食虫植物の捕虫葉進化	 (１−１)植物の葉形態形成の進化について総説をまとめた

（Fukushima	 and	 Hasebe	 2014	 Genesis）。(１−２)	 ムラサキヘイシソウの捕虫葉は、表裏

極性が普通葉と異なっていることによって形態変化が引き起こされるのではないかと仮説

を立てていたが、細胞分裂様式を詳細に観察した結果、表裏極性は普通葉と同様に成立し、

その後に、表側組織内における捕虫葉特異的な細胞分裂方向の変化を介して袋状の葉が形

成されることがわかった。さらに、細胞格子モデルを用いた形態形成シミュレーションに

より、細胞分裂方向を変化させることによって捕虫葉に特有の形態変化を引き起こすころ

ができることがわかった（川口班との共同研究、投稿準備中）。(１−３)フクロユキノシタ

のドラフトゲノムを決定（Contig	 N50	 =	 99.5	 kb,	 Scaffold	 N50	 =	 287	 kb）するとともに、

遺伝子モデリングを完了した［昨年度の繰越研究］。ゲノム上の遺伝子を他の被子植物と比

較することによって食虫植物に特徴的な遺伝子があるかどうか調査を進めている。（１−４）

14	 GbのPacBioデータによるコモウセンゴケゲノムのゲノムアセンブリーを開始し、PacBio

のみによるde	 novo配列決定を試み、Scaffold	 N50	 =	 81	 kbのゲノム配列を得た（本領域ゲ

ノム支援との共同研究）。(１−５)消化酵素遺伝子の分子進化プロセスを解析し、独立に食

虫植物化した分類群間で消化酵素のアミノ酸配列に分子収斂が生じていることを発見した。

(5)捕虫葉特異的転写因子ライブラリを用いたフクロユキノシタのノックダウンスクリー

ニングが進行中であり、捕虫葉発生に関与する遺伝子をこれまでに複数同定することに成

功した。	 

	 

（２）クルミホソガ寄主転換（２−１）昨年度、QTL解析により特定した寄主適応に関わる

責任ゲノム領域近傍に位置するAFLPマーカーの配列をもとにFosmid	 library	 のスクリー

ニングを行い、寄主適応に関わる責任ゲノム領域を含む可能性の高い3つのクローンを特定

した。今年度は、これらの	 Fosmid	 クローンの配列を	 MiSeq	 により解析し、QTL解析で絞

り込んだ責任ゲノム領域付近の配列約70kbの情報を得た。(２−２)	 Fosmid	 library	 のスク

リーニングにより得られたゲノム配列と、RNA-seqのレース間発現比較データを統合するこ

とで、両レースの幼虫間でのみ、著しく発現が異なる配列を特定した。(２−３)	 これらに

加えて、Illumina	 Nextera	 により作成した	 mate-pair	 library	 のデータも加えたショー
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トリードのアセンブルを	 Allpaths-lg	 を用いて行った。Paired-end、	 mate-pair	 各1レー

ン分のみの予備データによる解析でも、クルミレース、ネジキレースともに	 N50	 の	 

scaffold	 長が	 40	 kb	 近くとなり、Nextera	 使用前のデータ	 (約	 20	 kb)	 の倍程度の長さ

となった。よって全データセットを用いた解析ではより大幅な改善が期待されたが、全デ

ータセットを用いた解析では	 Allpaths-lg	 による計算が完了しなかったため、より多型の

多いゲノムに対応したアセンブラである	 platanus	 を用いた解析を実行中であり、

scaffold	 長の改善が期待される。(4)	 クルミホソガを用いた効率的な	 RNAi法の開発に取

り組み、蛹へのインジェクションによる成虫表現型の機能解析が可能となった。	 

	 

（３）陸上植物の枝葉系の進化	 化石学者と共同研究を行い、化石記録と発生遺伝学的研

究結果を統合して、総説を出版した（Tomescu	 et	 al.	 2014.	 Curr.	 Opin.	 Plant	 Biol.）。	 

	 

（４）オジギソウ形質転換系の確立	 植物の運動機構の進化を解明するため、アグロバク

テリアの感染条件を工夫することにより、オジギソウの形質転換系を確立した(Mano	 et	 al.	 

2014.	 PloS	 ONE)。	 

	 

（５）維管束の進化	 コケ植物の通導組織であるハイドロイドは配偶体世代に形成される

こと、細胞壁が薄いことから維管束植物の道管要素とは平行的に進化したものだと考えら

れてきた。しかし、同じグループに属するNAC遺伝子が両者の形成を制御していることがわ

かった。このことから、維管束はハイドロイドで用いられていた遺伝子系をco-optするこ

とによって進化したために、複合的な進化が可能であったと推定された。	 

	 

３．発表論文	 
1. Fukushima, K., and Hasebe, M. (2014). Adaxial-abaxial polarity: The developmental basis of leaf 
shape diversity. Genesis 52, 1-18. 
2. Mano, H., Fujii, T., Sumikawa, N., Hiwatashi, Y., and Hasebe, M. (2014). Development of an 
Agrobacterium-Mediated Stable Transformation Method for the Sensitive Plant Mimosa pudica. 
PLoS One 9, e88611. 
3. Xu, B., Ohtani, M., Yamaguchi, M., Toyooka, K., Wakazaki, M., Sato, M., Kubo, M., Nakano, 
Y., Sano, R., Hiwatashi, Y., et al. (2014). Contribution of NAC transcription factors to plant 
adaptation to land. Science 343, 1505-1508. 
4. Tomescu, A.M., Wyatt, S.E., Hasebe, M., and Rothwell, G.W. (2014). Early evolution of the 
vascular plant body plan - the missing mechanisms. Curr. Opin. Plant Biol. 17C, 126-136.	 
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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	 
	 

研究代表者：倉谷滋（理研CDB）	 

研究分担者：入江直樹（東大・理）；Juan	 Pascual-Anaya（理研CDB）	 

研究協力者：平沢達矢（理研CDB）	 

	 

1.	 研究目的	 

カメの甲は、脊椎動物進化の中でも特に極端な筋骨格系の形態変化によって獲得され、以

降この系統の進化に大きく影響した新規形質である。そのため、カメの甲の初期進化は大

進化のメカニズムを理解する上で重要なモデルだと目される。我々のグループは、この問

題に対して、甲の獲得を導いた発生機構の変化およびその背景となるゲノム上の変化の解

明に取り組んでいる。	 

	 

2.	 今年度の研究成果と将来展望	 

［胚発生におけるカメの共有派生形質］	 

スッポン	 (Pelodiscus	 sinensis)	 のゲノム情報をもとにした前年度までの研究成果によ

ると、カメ特異的な発生プログラムは脊椎動物の基本設計が揃うファイロティピック期の

後に発動する	 (Wang	 et	 al.,	 2013)。このカメ特異的な発生プログラムにより、具体的に

どのような独自の形態（共有派生形質）がつくられていくのか？	 平成25年度はこの点に再

び注目し、筋骨格系に関して比較形態学的再検討を行い	 (Hirasawa	 et	 al.,	 2013;	 in	 

press)、胚発生におけるカメの共有派生形質を明らかにした。	 

まず、スッポン背甲の骨形成過程を詳細に観察することにより、のちに肋板と椎板を形成

することになる骨梁は、従来考えられていたように真皮の中で生じるのではなく、肋骨と

椎骨の骨膜の中で生じ、真皮層とは境界を保ったまま肋板と椎板が形成されていくことを

確認した。これにより、縁辺部以外の背甲骨格は肋骨と椎骨が変形した内骨格要素のみか

らなることが分かった	 (Hirasawa	 et	 al.,	 2013)。同様に板状の肋骨が背面を覆う構造は、

三畳紀の海生爬虫類シノサウロスファルギス	 (Sinosaurosphargis	 yunguiensis)	 にも存

在していたが、この動物はその板状肋骨よりも表層に外骨格性の皮骨板を持っていた。こ

のことも内骨格性の背甲は、外骨格要素の付加を経ずに進化することを示している	 

(Hirasawa	 et	 al.,	 2013)。	 

次に、スッポン以外のカメ（ミシシッピアカミミガメ	 Trachemys	 scripta、クサガメ	 

Chinemys	 reevesii、アカウミガメ	 Caretta	 caretta、ニシキマゲクビガメ	 Emydura	 

subglobosa）の胚発生の組織学的観察を行い、他の双弓類（ニワトリ	 Gallus	 gallus、ア

メリカアリゲーター	 Alligator	 mississippiensis、ソメワケササクレヤモリ	 Paroedura	 

pictus	 と比較）と異なり、カメの胚発生では肋骨は外側体壁部では形成されず傍軸部のみ

で形成されることが確認された	 (Hirasawa	 et	 al.,	 in	 press)。このことは、我々の研究

グループがスッポン胚を用いて観察してきた現象（肋骨のaxial	 arrest）が、カメの共有

派生形質であることを裏付けるものである。胚発生で肋骨のaxial	 arrestが生じる結果、

腹側部は体壁筋と外骨格性の腹甲で支持されることになり、甲稜の側方への伸長にともな

い、肋骨の遠位端は腹側ではなく側方に向くようになる。	 

なお、絶滅したクレード、鰭竜類	 (Sauropterygia)	 は、いくつかの系統解析によるとカメ

の姉妹群に位置づけられるが、この動物も背側に肋骨がとどまる点や、肋骨の腹側部に発

生する胸骨がないという点から、肋骨のaxial	 arrestが生じていた可能性がある	 

(Hirasawa	 et	 al.,	 in	 press)。したがって、化石種にまで拡張すると、axial	 arrestの進

化的起源はカメと鰭竜類の共通祖先にまでさかのぼるものなのかもしれない。	 
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また、成体の筋系についても、特に肋間神経の位置に注目して外群比較を行い、カメの腹

側体壁筋は他の羊膜類の横筋と相同であり、肋間筋、斜筋、軸上筋が失われていることを

明らかにした	 (Hirasawa	 et	 al.,	 in	 press)。すなわち、axial	 arrestに加えて（あるい

はaxial	 arrestに付随して）表層の体壁筋が発生しないという点も、胚発生におけるカメ

の共有派生形質として認められる。	 

	 

［甲稜の発生を司る遺伝子制御ネットワーク］	 

甲稜は、カメ独自の構造であり、さらにaxial	 arrestが生じる傍軸部で発生することから、

カメの共有派生形質の発生機構と深く関連しているはずである。平成25年度は、上述の比

較形態学的研究と並行して、甲稜ではWnt5aが発現しているという前年度の成果	 (Wang	 et	 

al.,	 2013)	 を軸に、スッポン胚を用いて、甲稜の発生を司る遺伝子制御ネットワークの解

明に向けて本格的な研究を開始した。多くのカメでは甲稜内部に鱗板や縁辺部の背甲骨格

要素も発生してくるが、スッポンではそれらは二次的に失われているため、そのような付

属構造の影響を除いて甲の発生過程を分析するのに適している	 (Hirasawa	 et	 al.,	 in	 

press)。	 

甲稜は、表皮—間充織相互作用を伴う部位として、肢芽との組織学的類似性が以前から指摘

されてきたが、甲稜でのWnt5a発現の発見は、古典的Wnt経路が働いている肢芽との類似性

として注目すべき点で、肢芽の発生を司る遺伝子制御ネットワークの一部がco-optionとし

て傍軸部に発生する甲稜で使われている可能性を高めるものであった。したがって、ここ

では、この可能性の検証を軸に研究を展開している。	 

現在までに、スッポン胚における甲稜と他の組織の間、およびスッポン胚と他の羊膜類（ニ

ワトリ等）の胚における各組織間において、比較トランスクリプトーム解析を進めている。

これにより、甲稜の発生を司る分子を特定、その発生機構がco-optionにより獲得された可

能性の検証を試みる計画である。	 

また、甲稜におけるWnt5aの制御機構を解明するため、スッポンを含むカメ3種のゲノム情

報を用いて周辺の非コード保存領域の探索、およびその機能解析を行う予定である。	 

	 

3.	 発表論文	 
Hirasawa, T., Pascual-Anaya, J., Kamezaki, N., Taniguchi, N., Mine, K., and Kuratani, S. (2014, in press). The 
evolutionary origin of the turtle shell grounded on the axial arrest of the embryonic rib cage. J. Exp. Zool. (Mol. Dev. 
Evol.). 
Hirasawa, T., and Kuratani, S. (2014, in press). Evolution of the vertebrate skeleton - morphology, embryology and 
development. Zool. Lett.. 
Onai, T., Irie, N., and Kuratani, S. (2014, in press). Evolutionary origin of vertebrate head: The problem of head 
segmentation in vertebrates. Ann. Rev. Genomics & Human Genetics. 
Irie, N., Nagashima, H., and Kuratani, S. (2014, in press). Chapter 23 - The turtle evolution: a conundrum in vertebrate 
Evo-Devo. In: H. Kondoh and A. Kuroiwa (eds.), New Principles in Developmental Processes 
Ota, K. G., Oisi, Y., Fujimoto, S., and Kuratani, S. (2014). The origin of developmental mechanisms underlying 
vertebral elements: implications from hagfish EvoDevo. Zoology 117, 77-80 
Higashiyama, H. Kuratani, S. (2013). On the maxillary nerve. J Morphol 275, 17–38. 
Hirasawa, T., Nagashima, H., and Kuratani, S. (2013). The endoskeletal origin of the turtle carapace. Nat Commun 4, 
2107. 
Kuratani, S. (2013). A muscular perspective on vertebrate evolution. Science 341, 139–140. 
Nagashima, H., Hirasawa, T., Sugahara, F., Takechi, M., Usuda, R., Sato, N., Kuratani, S. (2013). Origin of the unique 
morphology of the shoulder girdle in turtles. J Anat 223, 547–556. 
Pascual-Anaya, J., D. Aniello, S., Kuratani, S., Garcia-Fernàndez, J. (2013). Evolution of Hox gene clusters in 
deuterostomes. BMC Dev Biol 13. 
Tulenko, F. J., McCauley, D.W., Mackenzie, E. L., Mazan, S., Kuratani, S., Sugahara, F., Kusakabe, R., Burke, A. C. 
(2013). Body wall development in lamprey and a new perspective on the origin of vertebrate paired fins. Proc Natl 
Acad Sci USA 110, 11899–11904. 
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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4,7、勝間 進1,7、門田幸二2,8 

（1.東大・農・昆虫遺伝、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） 
 
1. 研究の目的 
カイコはクワ属植物のみを餌とするが、近縁のイチジクカサンなどはガジュマルなどイチ

ジク属の葉を食餌としている。クワは乳液中に糖類似アルカロイドを含み、多くの昆虫に

毒性を示す。カイコとその近縁種の体系的な比較トランスクリプトーム解析を行い、クワ

の毒素へ耐性を進化機構を解明する。また、カイコには多くの食性変異体が存在し、クワ

以外の植物でも摂食する。これら変異体の原因遺伝子を解析して、食性を支える遺伝子シ

ステムを解明するとともに、クワ食への進化の機構を探る。 
 
2. 今年度の成果と将来展望 
(1) カイコ近縁種における糖類似アルカロイド耐性獲得機構の解明 
	 クワ食の4種（カイコ、クワコ、ウスバクワコ、クワノメイガ）と非クワ食の4種（イチ

ジクカサン、テンオビシロカサン、エリサン、サクサン）の幼虫中腸を対象にしてIllumina
によるRNA-Seq解析を行った。各昆虫種のコンティグ配列を相互に対応付けし、アノテー

ションしてリストを作成した。このリストから、クワ食昆虫が非クワ食の昆虫よりも多く

発現する遺伝子を抽出した結果、糖類似アルカロイド抵抗性スクラーゼをコードするSuc1
のほか、Maltase1など二糖分解酵素遺伝子が多く含まれていた。これらがコードする酵素

の基質特異性や糖類似アルカロイドへの抵抗性を明らかにするとともに、これらの機能を

知る目的でTALENによる遺伝子ノックアウトを行った。 
	 一方、幼虫が吐く糸にはスクラーゼ活性があり、絹糸腺の機能が食性に関連する可能性

がある。カイコガ科の昆虫では、Suc1 遺伝子が中腸だけでなく絹糸腺においても発現が多

く、特にクワ食昆虫で顕著に多い。絹糸腺は、本来、繭を作るために発達した器官である

が、カイコガ科昆虫は幼虫期においても頻繁に葉面に吐糸するため、絹糸腺が消化に関し

ても貢献している可能性がある。そこで、上記と同じクワ食4種と非クワ食4種で、前部糸

腺・中部糸腺のRNA-Seqを行った。現在、データの解析を行っている。 
	 一方で、酵素の発現量の差異だけでなく、質的な差異に注目した研究も進めている。す

なわち、クワ食の昆虫では、糖類似アルカロイドに対して二糖分解酵素が抵抗性を発達さ

せている可能性を検証した。カイコ、イチジクカサン、エリサンの３種のMaltase1を、試

験管内で大量発現し、精製したマルターゼを比較した結果、カイコの酵素は他２種よりも、

クワ乳液の糖類似アルカロイドすなわち1-DNJおよびD-AB1に対して高い抵抗性を示した。

この抵抗性の要因をアミノ酸配列上で絞り込むため、複数のキメラタンパク質を作出した

ところ、Ｎ末端寄りの配列に抵抗性の原因があることが明らかになった。また、他の二糖

分解酵素でも、オーソログ間の生化学的比較から、クワ食の種に特有のアルカロイド抵抗

性が認められることが分かった。 
	 以上のような量的、質的なクワ食への適応の機構を明らかにするには、カイコに近縁の

非クワ食種であるイチジクカサンのゲノム情報を解読し、カイコのゲノムと比較すること

が有効である。IlluminaのリードをALLPATHS-LGでアセンブルした結果、ScaffoldのN50が
2.8 Mb、ContigのN50が17.1 kbとなり、利用可能なゲノム配列が得られた。 
 
(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 
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カイコではクワ以外の餌を摂食する広食性変異体が分離されている。すでに、spliとBtの原

因遺伝子が転写因子をコードするBmacj6であることを解明した。変異体の触角や味覚器官

のRNA-Seqの結果を解析したところ、嗅覚受容体やイオンチャンネル型受容体の遺伝子な

どの発現量が大きく変化していた。また、独立の広食性変異体NpおよびNp-A4の原因遺伝

子に関する解析を進めた。 
 
(3) フェロモン成分と受容機構の進化 
	 フェロモン系の進化は食性の進化に深く関連している。フェロモン腺のRNA-seqデータ

の種間比較から、カイコのフェロモン腺で高発現するが、イチジクカサン・ウスバクワコ

ではほとんど発現しない酸化還元酵素遺伝子を見出した。これがカイコの性フェロモン（ボ

ンビコール）の生合成の鍵遺伝子である可能性があるため、TALENを用いてこの遺伝子を

ノックアウトした。 
 
(4) 将来展望 
	 カイコに近縁の非クワ食種であるイチジクカサンのゲノム情報が利用できるようになっ

た。クワ食への進化を理解するために、さらに他の近縁種のゲノムの解読も進めるととも

に、蓄積したゲノム・トランスクリプトーム情報と遺伝子ノックアウト・ノックダウンの

技術を活用して、カイコガ科での食性進化の遺伝子基盤を解明してゆく。 
 
3. 発表論文 
1. Bisch-Knaden, S., Daimon, T., Shimada, T., Hansson, B.S., and Sachse, S. (2014). Anatomical 
and functional analysis of domestication effects on the olfactory system of the silkmoth Bombyx 
mori. Proc. Biol. Sci. 281, 20132582. 
2. Wang, L., Kiuchi, T., Fujii, T., Daimon, T., Li, M., Banno, Y., Kikuta, S., Kikawada, T., 
Katsuma, S., and Shimada, T. (2013). Mutation of a novel ABC transporter gene is responsible for 
the failure to incorporate uric acid in the epidermis of ok mutants of the silkworm, Bombyx mori. 
Insect Biochem. Mol. Biol. 43, 562-571. 
3. Lin, Y., Meng, Y., Wang, Y.-X., Luo, J., Katsuma, S., Yang, C.-W., Banno, Y., Kusakabe, T., 
Shimada, T., and Xia, Q.-Y. (2013). Vitellogenin receptor mutation leads to the oogenesis mutant 
phenotype 'scanty vitellin' of the silkworm, Bombyx mori. J. Biol. Chem. 288, 13345-13355. 
4. Fujii, T., Abe, H., Kawamoto, M., Katsuma, S., Banno, Y., and Shimada, T. (2013). Albino (al) 
is a tetrahydrobiopterin (BH4)-deficient mutant of the silkworm Bombyx mori. Insect Biochem. Mol. 
Biol. 43, 594-600. 
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昆虫の擬態紋様形成の分子機構と進化プロセスの解明	 
 

藤原晴彦（東大・院新領域）、研究分担者：掘寛（名古屋大）、 
研究協力者：山口淳一、西川英輝、飯島択郎、関拓実、信田真由美（東大・院新領域） 

 
１．研究目的 
体表の紋様や体色によって捕食者を攪乱する擬態は広範な生物種に認められるが、その形

成メカニズムはほとんどわかっていない。アゲハは幼虫・蛹・成虫の各ステージで複雑な

擬態紋様を示し、さらに近縁種間で環境に高度に適応した斑紋が見られる。アゲハは、多

様な擬態紋様形成メカニズムとその進化的成立過程を解析するのに 適な素材である。一

方、カイコには数十種類に及ぶ幼虫斑紋の変異系統があり、紋様形成にかかわる 上位の

責任遺伝子や制御領域を同定することが可能な「擬態紋様形成研究のモデル種」である。

そこで鱗翅目昆虫の4つの擬態紋様システム（①アゲハ科幼虫の斑紋形成・切替えと食草適

応、②アゲハ蛹体色の環境応答的変化、③シロオビアゲハのベイツ型擬態、④カイコ幼虫

斑紋変異系統）に着目し、次世代ゲノム解析技術と分子遺伝学的な手法を組み合わせ、擬

態の責任遺伝子と制御機構、さらには擬態の成立・進化機構を明らかにする。 
 
２．今年度の研究成果と将来展望 
研究成果 
［１．アゲハ科の幼虫と蛹の体色・斑紋形成］ 
アゲハ幼虫斑紋切替え機構の解明：アゲハチョウ科の多くは、若齢幼虫から終齢幼虫に

なる過程で幼若ホルモンJHによって斑紋を「鳥の糞型」から「食草型」へと切替える。こ

の機構を調べるために4齢初期の表皮の紋様領域毎にRNA-seqを行ったところ、5齢幼虫時

の眼状紋がCllによって、腹部紋様がAbd-Bによって制御されることが示された。これらの

遺伝子をノックダウンするとそれぞれの紋様形成が阻害され、JHによって遺伝子発現が抑

制されることから、上記の現象においてJH制御の上位に位置する転写因子であることが明

らかとなった。 
アゲハ蛹体色の環境応答的変化：前年度の研究により、終齢時に平滑面を歩いた幼虫で

は、青色色素結合タンパク質BBP4,5などの遺伝子発現の上昇により緑蛹となるのに対し、

粗粒面を歩いた幼虫では神経ペプチドが分泌され、その結果メラニン黒色を形成するyellow、
赤色色素を作るebonyが発現誘導され、逆にBBP4, 5の発現が抑制されて茶蛹となることが

示された。Yellowをノックダウンすると、興味深いことにBBP4の発現そのものが上昇する

ことが分かり、メラニン合成系とBBP発現系の間に何らかのクロストークが存在すること

が示唆された。 
 
［２．シロオビアゲハのベイツ型擬態］ 
シロオビアゲハのベイツ型擬態遺伝子座Hの解明：前年度までに、連鎖解析とシロオビ

アゲハの全ゲノム情報の解析から、H座責任領域近傍にH染色体とh染色体の間で構造が異

なる大規模ヘテロ領域の存在が示唆された。ゲノムシーケンスによって完全長構造を解明

した結果、この長ヘテロ領域内に3遺伝子（A, B, C）が存在することが明らかとなった。

RNA-seqによる詳細な発現解析により、B遺伝子はH染色体のみに存在し、またC遺伝子はH
でのみ強く発現することが判明した。一方、A遺伝子はHとhの間で13アミノ酸残基が異な

っており、転写因子としての機能そのものが変化している可能性が示された。古くより、

ベイツ型擬態の原因として複数の遺伝子が染色体の１ユニットとして挙動する「super 
gene」仮説が提唱されているが、今回の結果はその仮説を支持する。沖縄、石垣、ラオス

のシロオビアゲハ各個体のゲノム配列を解析した結果、すべての個体において長ヘテロ領
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域の構造は完全に一致し、極めて古い時代に染色体の再構成が起こり、その後アジア各地

へ生息域を広げたと推測された。 
モデル種と擬態種の色素合成系の比較：前年度までに、シロオビアゲハ擬態種とモデル

種のベニモンアゲハでは翅の赤色色素が異なる物質によって構成されている可能性が示唆

された。その合成経路を推測するために、RNA-seqを行って比較解析した結果、モデル種

では、NBADと硫酸基を含む色素合成に関与した遺伝子群が発現するのに対し、擬態種で

はTollシグナルに関わる遺伝子群の多くが発現しており、これまで知られていない色素合

成系が駆動している可能性が示唆された。 
 
［３．カイコ斑紋変異系統の責任遺伝子の同定］ 
カイコ斑紋変異系統の責任遺伝子の解析：褐円(L)と同様の形質を示すカイコ斑紋変異

系統multi star（ms）の責任遺伝子を同定した。染色体地図におけるmsの遺伝子座を基にカ

イコゲノム情報から原因遺伝子を予測し、そのsiRNAを１昨年度開発したエレクトロポレ

ーション法によって個体に導入したところ、紋様が消失した。さらに、この遺伝子はキア

ゲハのスポット紋様の形成にも関与していることが示されたことから、野生の鱗翅目昆虫

においても重要な機能を担っていることが予想された。Lの原因遺伝子はWnt1であること

が示されているが、msの原因遺伝子はWnt1シグナリング経路に属する因子と考えられ、ms
とLが同様のスポット紋様を示すメカニズムの詳細が明らかとなった。 
一方、Lと掛け合わせると全てのスポット紋様が突起状にもりあがるコブ（K）の系統に、

Wnt1を異所的に導入するとそこで過剰な細胞分裂が起こる一方、Kの系統にWnt1に対する

siRNAを導入するとコブの一部が欠損するフェノタイブが観察された。この結果は、Kの原

因遺伝子がWnt1シグナル経路と相互作用していることを示唆する。 
 
将来の展望 
本年度の 大の成果は、シロオビアゲハのH遺伝子座近傍の染色体が染色体再編成によっ

て特異な構造をしていることが詳細な構造解析によって明らかになったことが挙げられる。

また、シロオビアゲハの翅においてもEMST法を利用できる目処がたった。従って26年度

は、H遺伝子座近傍の複数の遺伝子に対するsiRNAを単独、もしくは混合して擬態型メスの

翅に導入し紋様形成に対する影響を観察し、ベイツ型擬態を引き起こす遺伝子群の実体を

明らかにする予定である。また、シロオビアゲハ、ナミアゲハのゲノムデータに関しては、

今年度内に公表できるように準備を進めたい。 
 
３．発表論文 
（１）Yamaguchi, J. Yamamoto, K. Mita, K. Bannno, Y., Ando, T. and Fujiwara, H.(2013) 
Periodic Wnt expression in response to ecdysteroid generates twin-spot markings on caterpillars. 
Nat. Commun. 4, e1857. 
（２）Suetsugu Y, et al. (2013) Large scale full-length cDNA sequencing reveals a unique genomic 
landscape in a lepidopteran model insect, Bombyx mori. G3. 3, 1481-1492. 
（３）Nishikawa, H., Iga, M., Yamaguchi, J., Saito, K., Kataoka, H., Suzuki, Y., Sugano, S. and 
Fujiwara, H.(2013) Molecular basis of the wing coloration in a Batesian mimic butterfly, Papilio 
polytes. Sci. Rep. 3, e3184. 
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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)	 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、小林裕樹、藤田浩徳(基生研)	 

	 

１．研究の目的	 

	 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 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を解明することを目的とする。	 

	 

２．今年度の成果と将来展望	 

(1)	 	 植物共生菌のゲノム解析：共生関連遺伝子を同定するため、AM菌より分岐年代の古い

Endogonales目のSphaerocreas	 pubescenes	 (共生性)	 とEndogone	 pisiformis（腐生性）の

ドラフトゲノム配列49.6	 Mbと59.7	 Mbをそれぞれ決定した。これらのゲノムからRNA-seq

を用いて遺伝子を予測し、他の真菌の遺伝子群の比較解析を行った結果、AM菌と同様に共

生性のS.	 pubescebesはprotein-protein相互作用やシグナル伝達に関わる遺伝子を多くコ

ードしている共通性が見いだされた。また、S.	 pubescebesはAM菌とは異なり、caspaseド

メインを持つペプチド分解酵素の遺伝子数が増加していた。外生菌根菌のホンシメジのゲ

ノムに関しては、現在PacBioを用いて解読を進めている。	 

(2)	 	 菌根形成に関わる宿主植物の転写因子の解析：AM共生特異的に誘導される８つの転写

因子の発現抑制個体を作出し、AM共生が不全な個体がいくつか得られた。その転写因子の

ターゲット遺伝子を同定するためRNA-seq解析を行っている。	 

(3)	 	 根粒形成は根とシュートを介した器官間の遠距離シグナル伝達によって制御されて

いる。根粒菌が分泌する正の制御因子Nodファクターを受けて根で合成されシュートに伝達

される負の制御因子が、アラビノシル化されたCLEペプチドであることを明らかにした。糖

修飾を受けたCLEペプチドは茎頂メリステムの維持に必要であることが知られており、根粒

形成とメリステム形成の制御系の分子レベルでの共通性が示された。	 

(4)	 	 窒素固定細菌である根粒菌とマメ科植物との共生関係がどのように進化するのかを

適応力学を用いて理論的解析を行った。その結果、共生関係の進化は窒素固定によるcost

とbenefitのバランスに決定的に依存すること、および両者の効果が拮抗する条件において、

窒素固定をしない「ぼったくり菌」が広く出現することが分かった。	 

	 

３．発表論文	 
Fujita, H., Aoki, S., and Kawaguchi, M. (2014). Evolutionary dynamics of nitrogen fixation in the 
legume-rhizobia symbiosis. PLoS One 9, e93670. 
Kojima,T., Saito, K., Oba, H., Yoshida, Y., Terasawa, J., Umehara, Y., Suganuma, N., Kawaguchi, 
M., and Ohtomo, R. (2014). Isolation and phenotypic characterization of Lotus japonicus mutants 
specifically defective in arbuscular mycorrhizal formation. Plant Cell Physiol. 55, 928-41.  
Nagae, M., Takeda, N., and Kawaguchi, M. (2014). Common symbiosis genes CERBERUS and 
NSP1 provide additional insight into the establishment of arbuscular mycorrhizal and root nodule 
symbioses Plant Signal Behav. 9, e28544 
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Wakabayashi, T., Oh, H., Kawaguchi, M., Harada, K., Sato, S., Ikeda, H., and Setoguchi, H. (2014). 
Lotus japonicus. J. Plant Res. in press.   
Suzaki, T., Ito, M., Yoro, E., Sato, S., Hirakawa, H., Takeda, N., and Kawaguchi, M. (2014). 
Endoreduplication-mediated initiation of symbiotic organ development in  Lotus 
japonicus.  Development  in press. 
Yoro, E., Suzaki, T., Toyokura, K., Miyazawa, H., Fukaki, H., and Kawaguchi, M. (2014). A 
positive regulator of nodule organogenesis, NODULE INCEPTION, acts as a negative regulator of 
rhizobial infection in Lotus japonicus. Plant Physiol. in press.  
Soyano, T., and Kawaguchi, (2014). M. Systemic regulation of root nodule formation. Review. 
In Advances in Biology and Ecology of Nitrogen Fixation edited by Takuji Ohyama, 
InTech 89-109. 
Murakami, Y., Imaizumi-Anraku, H., Kouchi, H., Kawaguchi, M.,  and Kawasaki S. (2013) The 
transcription activation and homodimerization of Lotus japonicus Nod factor Signaling Pathway2 
protein. Plant Signaling & Behavior 8, e26457. 
Tisserant, E., Malbreil, M., Kuo, A., Kohler, A., Symeonidi, A., Balestrini, R., Charron, P., 
Duensing, N., Frei dit Frey, N., Gianinazzi-Pearson, V., Gilbert, B., Handa, Y., Herr, J., Hijri, M., 
Koul, R., Kawaguchi, M., Krajinski, F., Lammers, P., Masclaux, F.G., Murat, C., Morin, E., 
Ndikumana, S., Pagni, M., Petitpierre, D., Requena, N., Rosikiewicz, P., Riley, R., Saito, K., et al. 
(2013). The genome of an arbuscular mycorrhizal fungus provides insights into the oldest plant 
symbiosis.  Proc. Natl. Acad. Sci. USA  110, 20117-22. 
Takeda, N., Tsuzuki, S., Suzaki, T., Parniske, M., and Kawaguchi, M. (2013). CERBERUS and 
NSP1 of Lotus japonicus are common symbiosis genes that modulate arbuscular mycorrhiza 
development. Plant Cell Physiol. 54, 1711-1723. 
Okamoto, S., Shinohara, H., Mori, T., Matsubayashi, Y., and Kawaguchi, M. (2013). Root-derived 
CLE glycopeptides control nodulation by direct binding to HAR1 receptor kinase. Nat. Commun. 4, 
2191. 
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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） 

 
１．研究目的 
	 我々はエンドウヒゲナガアブラムシの欧州集団においてRickettsiella属の新規な共生細菌

を同定し，その感染により赤色のアブラムシの体色が緑色に変化することを発見した。こ

れは隠蔽色や擬態という高度な生物の適応的形質が，共生細菌により大きな改変や影響を

受けるという興味深い現象である。本研究課題では，アブラムシ体色を構成する色素の解

析，この共生細菌のゲノム解析，共生細菌の感染にともなう宿主アブラムシの遺伝子発現

解析、関連候補遺伝子の機能解析、共生細菌感染及び体色変化がアブラムシの生理や生態

に与える影響の解析などを通じて，この現象を徹底的に解明し、理解することをめざす。 
 
２．今年度の成果と将来展望 
(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

1,576,143 bpを決定し、論文発表準備中である。 
(2) 共生細菌の性状解析および記載：エンドウヒゲナガアブラムシの体色を変える共生細

菌Rickettsiellaの体内局在、宿主への適応度効果、共感染する共生細菌Hamiltonellaとの相互

作用などを詳細に明らかにし、暫定学名”Candidatus Rickettsiella viridis”を提唱した

（Tsuchida et al. 2014）。 
(3) Rickettsiellaによって誘導される宿主体色色素の同定：LC-MSを用いて、体色変化に関与

する主要な３種の緑色色素を同定した。本色素群は、アブラムシ上科に属する様々な種に

存在し、進化的にきわめて古い起源をもつことが示唆された。現在、論文発表準備中であ

る。 
(4) 宿主アブラムシの色素合成候補遺伝子の特定：次世代シーケンサー 5500 SOLiDシステ

ムによるRNA-Seq法および定量PCR法により、２種のポリケチド／脂肪酸合成酵素遺伝子

が色素関連候補と想定された。siRNAを用いた解析により、これらの遺伝子発現が抑制され

た個体ほど、体色の変化が生じにくくなる関係が示された。現在、本結果を確定するため

の実験を行っている。 
(5) その他の共生細菌の解析：ホソヘリカメムシの腸内共生細菌Burkholderiaの全ゲノム塩

基配列6.96 Mbを決定し、論文発表した（Shibata et al. 2013）。キュウコンコナカイガラムシ

の細胞内共生細菌Tremblaya phenacolaの0.17 Mbの極小ゲノム塩基配列を完全決定し、論文

発表するとともに（Husnik et al. 2013）プレス発表をおこなった。 
(6) 今後の展望： 終年度を迎え、共生細菌Rickettsiellaによる宿主アブラムシの体色変化、

さらには他の共生細菌による興味深い宿主表現型への影響の分子基盤を解明した研究成果

について論文として発表し、「共生関係」を通じた「複合適応形質」の進化という概念の

構築および提示をめざす。 
 
３．発表論文 
(1) Tsuchida T., Koga R., Fujiwara A., Fukatsu T. (2014) Phenotypic effect of “Candidatus 
Rickettsiella viridis,” a facultative symbiont of the pea aphid (Acyrthosiphon pisum), and its 
interaction with a coexisting symbiont. Appl. Environ. Microbiol. 80: 525-533. 
(2) Shibata T. F., Maeda T., Nikoh N., Yamaguchi K., Oshima K., Hattori M., Nishiyama T., 
Hasebe M., Fukatsu T., Kikuchi Y., Shigenobu S. (2013) Complete genome sequence of 
Burkholderia sp. strain RPE64, bacterial symbiont of the bean bug Riptortus pedestris. Genome 
Announcements 1(4): e00441-13.  
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(3) Husnik F., Nikoh N., Koga R., Ross L., Duncan R. P., Fujie M., Tanaka M., Satoh N., Bachtrog 
D., Wilson A. C. C., von Dohlen C. D., Fukatsu T., McCutcheon J. P. (2013) Horizontal gene 
transfer from diverse bacteria to an insect genome enables a tripartite nested mealybug symbiosis. 
Cell 153: 1567-1578. 
(4) 産業技術総合研究所プレスリリース「コナカイガラムシの代謝経路を構築する複雑な

共生システムを発見―ゲノム、細胞、個体などの基本概念にインパクト―」2013年6月21
日 
http://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2013/pr20130621_2/pr20130621_2.html 
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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） 

 
1. 研究の目的 
遺伝学的分子生物学的研究リソースが十分でない非モデル生物において、次世代シーケン

サーを活用して、ゲノムを解析し、複合適応形質を制御する遺伝子を特定する方法を開発

する。 
 
2. 今年度の成果と将来展望 
	 長距離のscaffolding をする10 kb 程度までのインサートメイトペアライブラリを実現し

た。これを用いた公募研究の5種（ムシフグ、コモンフグ、カブトムシ、マイマイカブリ、

イチジクカサン）のゲノム解析においては、それぞれscaffold N50 1 Mb 以上 の高品質なア

センブリ結果を得た。PacBioのシーケンシングケミストリの向上に合わせて、PacBioライ

ブラリについてもインサートサイズを大きくする事が重要になってきているが、自動ゲル

抽出装置BluePippinを利用したライブラリ作成の技術開発によって、インサート長10kb以上

のシーケンスライブラリを安定して作製することができるようになり、その結果、安定し

て平均リード長6－8kbのPacBioシーケンシングが可能となった。今後、さらに大きなイン

サート長のライブラリ調製と効率的なシーケンシング条件の検討を続ける。また、cDNA
の全長をシーケンシングする事で断片の再構成ではなく全体が直接的実験データに裏付け

られた遺伝子モデルを構築できる方法をつくる。 
	 PacBio リードデータを用いたアセンブリについて、笠原らが開発したsprai を用いて

PacBio リードを補正する方法により、バクテリアではほぼ染色体サイズのアセンブリが得

られるようになった。真核生物のコモウセンゴケゲノム(0.3 Gb)においてもContig N50 80 kb 
に至っている。PacBio データに含まれる異常なリードデータ（ストランド乗り換え）の影

響を回避する処理を行う。 
	 また、PacBio を用いたゲノム解読では、必要なゲノムDNA 量が10 µg 以上と多いとい

う問題があったが、増幅を行うことにより10 ng 程度で解読する手法を実現した。大腸菌

ゲノムを使った実験では、10 ng のゲノムを出発材料として、ゲノムアセンブリに成功し

た。現在、培養不可能な昆虫の絶対共生細菌のゲノムや、野外で採集したアゲハチョウ１

個体からのゲノムアセンブリに取り組んでおり、今後、増幅したDNA をPacBioでシーケン

シングした時のバイアス、キメラ生成の影響を検討する。 
	 RNA-seq のde novo アセンブルで得られたコンティグから遺伝子モデルを構築しアノテ

ーションを行なうパイプラインを構築した。さらにそのアノテーション情報をweb インタ

ーフェイスで閲覧・検索可能なサーバを構築するフレームワークを開発した。コンティグ

やORF の配列情報のほか、BLAST 検索結果、モチーフ検索結果、オーソログ同定結果、

組織間発現比較データを扱うことが出来る。カブトムシ、キスゲ、シロアリ、アブラムシ

のRNA-seq データに適用し、各公募班員に活発に利用されている。このフレームワークは

生物種を問わず利用可能であるが、昆虫向けにはFlyBase とリンクするモジュールを組み

込み、モデル昆虫ショウジョウバエの情報を有効活用できるようにした。今後、RNA-seq デ
ータ・相同性による遺伝子構造推定を統合的に行いアノテーションするパイプラインへ拡

張する。さらに、ゲノム・アノテーション・トランスクリプトームを統合的にブラウズで

きる環境を実現する。 
	 2011, 2012 年度に開発した頑健な比較トランスクリプトーム解析パイプラインを実装し

たRパッケージTCC (ver. 1.2.0)をBioconductor 上で公開した（Sun, Nishiyama et al., 2013）。
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また、解析可能な実験デザインの拡張（3, 4 群間用まで対応）を行った。対のデータ（paired 
data）や特異的発現パターン検出用など、解析可能な実験デザインの更なる拡張、および

競合する他のパッケージとの性能評価を継続して行う。 
 
3. 発表論文 
Sun, J., Nishiyama, T., Shimizu, K., and Kadota, K. (2013). TCC: an R package for comparing tag 
count data with robust normalization strategies. BMC Bioinformatics 14, 219. 
Shibata, T.F., Maeda, T., Nikoh, N., Yamaguchi, K., Oshima, K., Hattori, M., Nishiyama, T., 
Hasebe, M., Fukatsu, T., Kikuchi, Y., et al. (2013). Complete genome sequence of Burkholderia sp. 
strain RPE64, bacterial symbiont of the bean bug Riptortus pedestris. Genome Announcements 1(4), 
e00441-13 
Takahara, M., Magori, S., Soyano, T., Okamoto, S., Yoshida, C., Yano, K., Sato, S., Tabata, S., 
Yamaguchi, K., Shigenobu, S., et al. (2013). Too much love, a novel Kelch repeat-containing F-box 
protein, functions in the long-distance regulation of the legume-Rhizobium symbiosis. Plant & Cell 
Physiology 54, 433-447. 
Wang, Z., Pascual-Anaya, J., Zadissa, A., Li, W., Niimura, Y., Huang, Z., Li, C., White, S., Xiong, 
Z., Fang, D., et al. (2013). The draft genomes of soft-shell turtle and green sea turtle yield insights 
into the development and evolution of the turtle-specific body plan. Nature Genetics 45, 701-706. 
Hayashi, Y., Shigenobu, S., Watanabe, D., Toga, K., Saiki, R., Shimada, K., Bourguignon, T., Lo, 
N., Hojo, M., Maekawa, K., et al. (2013). Construction and characterization of normalized cDNA 
libraries by 454 pyrosequencing and estimation of DNA methylation levels in three distantly related 
termite species. PLoS One 8, e76678. 
Yoshida, K., Makino, T., Yamaguchi, K., Shigenobu, S., Hasebe, M., Kawata, M., Kume, M., Mori, 
S., Peichel, C.L., Toyoda, A., et al. (2014). Sex chromosome turnover contributes to genomic 
divergence between incipient stickleback species. PLoS Genetics 10, e1004223. 
Kodama, Y., Suzuki, H., Dohra, H., Sugii, M., Kitazume, T., Yamaguchi, K., Shigenobu, S., and 
Fujishima, M. (2014). Comparison of gene expression of Paramecium bursaria with and without 
Chlorella variabilis symbionts. BMC Genomics 15, 183.  
Uehara, M., Wang, S., Kamiya, T., Shigenobu, S., Yamaguchi, K., Fujiwara, T., Naito, S., and 
Takano, J. (2014). Identification and characterization of an arabidopsis mutant with altered 
localization of NIP5;1, a plasma membrane boric acid channel, reveals the requirement for 
D-galactose in endomembrane organization. Plant & Cell Physiology 55, 704-714. 
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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） 
 
1. 研究の目的 
①ウニにみられる幼生骨片に支えられた腕をもつプルテウス幼生が、ヒトデやナマコにみ

られるオーリクラリア型の幼生から進化してきた過程を、実験的に検証することで、形態

進化の十分条件を探索する。また、進化の中間段階を実験的に再現することで、複合適応

形質進化過程で、適応度の谷をどのように克服してきたかという問題にアプローチする。 
 
②脊椎動物の咽頭弓の獲得には、神経管と内胚葉性咽頭嚢の協調的な分節が成立している

必要がある。メダカにおけるPax1の咽頭嚢での分節的な発現の転写制御機構の解析を通し

て、協調した分節機構が成立した背景について調べる。 
 
2. 今年度の成果と将来展望 
①プルテウス幼生の進化への十分条件の探索をめざして、幼生骨片をもたないヒトデ胚と

幼生骨片をもつウニ胚で比較トランスクリプトーム解析行い、ウニの幼生には発現し、ヒ

トデの幼生では発現しない遺伝子として、Twist遺伝子を同定した。今後、ヒトデの強制発

現系で立証していく。 
	 また、進化の中間段階の再現をめざし、Alx1やVEGFシグナルの強制発現を行い、発現変

動する遺伝子を同定、qPCRでの確認を行い、一部の骨片形成遺伝子の発現が上昇すること

を確認した。その一方で、表現型への影響はほとんど見られず、少数の転写因子の発現変

動が 終分化状態に及ぼす影響は比較的小さいことがわかり、発生遺伝子の中立的な発現

変動が野外集団でも見られる可能性を示唆した。 
	 このことを確認すべく、ヨツアナカシパンで地域集団間での発生過程における遺伝子発

現のばらつきを解析すべく、比較トランスクリプトーム解析を行った。 
	 また、転写因子の発現変動が 終分化状態に及ぼす影響を評価するために、ウニの遺伝

子制御ネットワークをin silicoで推定し、転写制御遺伝子の発現変動が 終分化状態に及ぼ

す影響を解析している。これまでにネットワークの推定法を検討し、現実のものに近いと

考えられるネットワークの推定ができ、遺伝子機能解析の実験結果との対応を検証してい

る。 
 
②	 咽頭嚢特異的に発現する pax1をノックダウンしたメダカは咽頭弓に由来する鰓の骨

格を大きく欠損し、それは胚時期の咽頭嚢の分節が正常に起こらなかったことが原因とな

っていることを突き止めた。次に咽頭中胚葉で特異的に発現する tcf21 の発現パターンを 
pax1 の機能阻害胚で観察した。すると、tcf21-positive な中胚葉細胞は pax1 の機能阻害に

よって咽頭嚢の分節が抑えられた状態でもある程度分節的な細胞の配置を示した。この結

果から咽頭中胚葉に内胚葉に依存しない分節性がある可能性が示唆された。つまり、中胚

葉の分節性をもとに咽頭嚢の形成が誘導されるという咽頭弓の分節機構が明らかになって

きた。ヤツメウナギやナメクジウオの咽頭内胚葉において pax1 と tbx1 の相同遺伝子の

発現パターンを観察すると、これらの遺伝子はメダカとよく似た発現パターンを示した。

さらに、ナメクジウオの鰓裂（咽頭嚢）の分節の間隔は体節の分節の間隔と全く同じであ

ることが分かった。ナメクジウオの咽頭領域の中胚葉は先に分節の完了した体節の中胚葉

細胞が腹側へ侵入してきたものであり、その侵入後の細胞で tbx1 が発現していたことか

ら、ナメクジウオの鰓裂の分節は体節の分節リズムを踏襲していると考えられる。これま
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で咽頭弓を含め、後口動物の咽頭の分節性の起源は全く分かっていなかった。脊椎動物の

咽頭弓は体節の分節と内胚葉との相互関係が成立したことに起源することが示唆された。 
	 上記の研究から派生して、ヤツメウナギの咽頭弓を調べていく中で、脊椎動物の顎骨の

進化について、興味深い成果が得られた。有顎類の第１咽頭弓に由来する顎では、Fgf8お
よびBmp4の制御下でDlx1やMsx1が発現することが知られている。そこで、これらの遺伝子

とヤツメウナギの第１咽頭弓軟骨になる神経堤細胞で発現するSoxE3の発現比較をおこな

った。その結果BMP/FGFなどは、SoxE3よりも前方で発現が確認された。このことはヤツ

メウナギの第１咽頭弓領域には、口の周辺の神経堤細胞群と、SoxE3が発現し縁膜の骨など

に分化する後方の神経堤細胞群の２種類の神経堤細胞群が存在することを示す。また三叉

神経枝の第２枝が前方、第３枝が後方の神経堤細胞群へそれぞれ伸長していることも確認

された。興味深いことに、有顎類の下顎の形成に協調した機能をもつBMPとendothelinシグ

ナルが、ヤツメウナギでは、それぞれ前方と後方の細胞集団のパターニングに関与してい

た。このことは、顎の進化の過程で、細胞集団の融合または、BMPまたはendothelinシグナ

ルを受け取る細胞がシフトしたことを示唆している。 
 
3. 発表論文 
Miyamoto, N. and Wada, H. (2013) Hemichordate neurulation and the origin of the neural tube. Nat. 
Com. 4, 2713 
Koga, H., Morino, Y. and Wada, H. (2014) The Echinoderm Larval Skeleton as a Possible Model 
System for Experimental Evolutionary Biology. Genesis, in press. 
 



	 17	 

新規形質獲得のゲノム基盤とその進化的起源	 
 

東京工業大学大学院生命理工学研究科	 二階堂雅人 
 
１．研究の目的 
生物の適応進化を考える上で特に興味深い現象として、「適応放散」や「平行進化」が挙げ

られる。例えば東アフリカのシクリッドは、爆発的な適応放散に伴って大規模な平行進化

が起きたことが知られており、教科書にもしばしば登場する有名な現象である。また恐竜

絶滅後の哺乳類の適応放散についても、生物の進化史におけるダイナミックなイベントと

して研究者の多くが興味を抱いている。私はまず、シクリッドの唇の肥大化という平行進

化現象に着目し、それが祖先多型の各湖への分配によってもたらされたという仮説をたて、

その検証をおこなう。また、哺乳類の適応放散に関しては、特定のレトロポゾン上にコー

ドされたエンハンサー配列がゲノム中においてネットワークを形成することで適応形質の

獲得を可能にしたという仮説をたて、その検証をおこなう。 
 
２．今年度の成果と将来展望 
シクリッド： Haplochromis chilotes（唇厚）とH. sauvagei（唇薄）、の雑種F2系統（309個体）

を用いた唇の肥大化に関わるQTL解析の結果、連鎖群22においてLOD値が10を超える領域

が検出され、このマーカー近傍にMAGP4遺伝子群が存在することが明らかとなった。マイ

クロアレイを用いた先行研究でH. chilotesの顎部におけるMAGP4遺伝子発現が他種と比較

して有意に低い事が示されており、これが唇の肥厚をもたらした可能性が示唆された。

MAGP4はエラスチンの重合に関与し、その欠損はヒト遺伝病（Smith-Magenis syndrome）
を引き起こすことが知られているが、そのSMSの特徴の1つが唇の肥厚であることも興味深

い。さらに、エラスチン遺伝子の欠損（Williams syndrome）によっても唇の肥厚が起こる

事から、エラスチンの重合阻害と唇の肥厚が密接な関係にあることが示唆された。全ゲノ

ム配列の詳細な探索およびBACライブラリーのスクリーニングによりシクリッドゲノム中

には7コピーのMAGP4が存在しており、そのすべての遺伝子について全長配列（および周

辺配列）の単離に成功した。そしてH. chilotesとH. sauvageiの唇組織におけるMAGP4-mRNA
の発現量をRNAseqによって比較したところ、MAGP4C/D遺伝子のみにおいてその発現量に

顕著な差が認められた。 
論文成果としては、シクリッドのフェロモン受容体遺伝子における大規模な多型を発見し、

それが900万年以上も保持されていることを発見し、論文として発表した（Nikaido et al. 
2014 GBE）。その論文中においては、フェロモン受容体に限らず他の多くの遺伝子におい

ても、シクリッドの祖先集団内における多型（standing variation）が一定の割合で存在して

いる可能性について言及し、それがシクリッドの急速な適応放散や平行進化の遺伝的基盤

となったのではないかと議論した。 
哺乳類：哺乳類の大脳新皮質の進化に関しては、転移因子SINEに由来するAS021エンハン

サーがどのような進化プロセスを経て成立してきたのかを明らかにしてきた。本年度は

AS021配列の祖先配列の復元し、配列進化の各過程でエンハンサー機能を解析した。その

結果、SINEが挿入された当初から転写因子結合サイトを保持しており微弱なエンハンサー

活性を持っていたこと、さらにその周辺の配列変化によって徐々にrobustなエンハンサー機

能を確立していったことが明らかになってきた。さらに本年度は、２つのSINE由来エンハ

ンサーに関してDNAメチル化制御機構の解析もおこなった。その結果、SINE由来エンハン

サーの座位はエンハンサー活性を示す発生ステージ、すなわちAS021座位についてはマウ

スE13.5胚以降の終脳、およびAS3_9座位についてはマウスE11.5胚以降の吻部において、極

めて低いメチル化率が見られた。一方で、比較対象としておこなった種間で保存されてい
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ない一般のSINEでは、どのステージ・組織においても常にメチル化された状態であった。

このことは、SINE由来エンハンサーの進化のいずれかの段階で、SINE特有のメチル化制御

から個々のエンハンサーが持つメチル化制御へのスイッチが起こったことを意味している。

これらの成果は、SINEのみならず一般のエンハンサーがどのようなプロセスを経て成立す

るのかを明らかにするための重要な手掛かりとなる。 
将来の展望：シクリッドでは、 H. chilotes の顎部におけるMAGP4C/Dの発現量低下を引き

起こしたシス変異サイトの特定を目指す。そのために、H. chilotes, H. sauvageiおよび外群と

してL. rufusの各10匹ずつの野生個体について全ゲノム配列を少ないcoverageで決定し、

MAGP4C/D 周辺領域においてH. chilotesのみで特異的な変異箇所を探索する。また同時に、

MAGP4C/Dの発現量を司る変異サイトがシス領域に存在しているか否かを確かめるために

MAGP4C/D遺伝子mRNAの発現量を指標としたQTL解析をおこなう予定である。そのため

にF4→F5の交雑系統個体を100個体程度準備したところである。 終的には、その変異サイ

トの由来（新規変異か祖先多型か）を調べ平行進化の原因を探る。さらに、さまざまなシ

クリッドの唇組織切片についてエラスチカワンギーソン染色によってエラスチン繊維を特

異的に染色し、H. chilotesにおけるエラスチンの配置を他種と比較する。また、透過型電子

顕微鏡によって、エラスチン繊維の形態をH. chilotes, H. sauvagei間で比較する。以上の観察

をおこなうことでエラスチン重合阻害から唇真皮層の肥厚までにどのような機序が存在し

ているのかについてもデータを集めたい。哺乳類では、今後は本研究の目的の一つである

ノックアウトマウスの解析を中心に研究を進める。具体的には、AS021欠損マウスを用い

て、脳梁と大脳新皮質の表現型解析、およびsatb2および脳梁投射ニューロンのマーカー遺

伝子の発現量の比較を詳細におこなう予定である。 
 
３．発表論文 
Nikaido, M., Suzuki, H., Toyoda, A., Fujiyama, A., Hagino-Yamagishi, K., Kocher, T.D., Carleton, 
K.L., Okada, N. (2013) Lineage specific expansion of V2R receptor (OlfC) genes in cichlids may 
contribute to diversification in amino acid detection. Genome Biol. Evol.5: 711-722. 
Nikaido, M., Ota, T., Hirata, T., Satta, Y., Saito, Y., Aibara, M., Mzighani, S.I., Hagino-Yamagishi, 
K., Sturmbauer, C., Okada, N. (2014) Multiple episodic evolution events in V1R receptor genes of 
East-African cichlids. Genome Biol. Evol. 6:1135-1144. 
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適応形質と原因遺伝子の複雑な結びつきを解く手法の開発	 
 

お茶の水女子大学 大学院人間文化創成科学研究科 瀬々 潤 
 
１．研究の目的 
本研究の目的は、適応形質を生んでいる原因遺伝子の同定に向けた情報・統計解析手法を

開発することである。この目標に向け、２つのアプローチを取る。第一に，複数因子が原

因となっている現象を発見するための統計学の手法の改良。これは、転写因子や近年のゲ

ノムワイド関連解析などで、単一因子に起因する表現型が見つけられているのに対し、よ

り複数因子に起因する表現型の発見が必ずしも進んでいない。この問題を解決するため、

現在の統計手法を再考するものである。第二に，環境適応に優れた種でありながら、ゲノ

ム構造の複雑さから解析の進まない交雑種のゲノム・遺伝子解析手法の開発である。交雑

によって生まれる異質倍数体は、環境適応能に優れることが多いが、２つ以上の異なる近

縁種のゲノムを持つため、ゲノム配列を調べる事も、遺伝子発現量の定量も困難である。

類似の配列ではあるが、微細な違いが存在することに着目し、ゲノム・遺伝子発現の解析

手法を開発する。 
 
２．今年度の成果と将来展望 
	 ゲノム網羅的なデータから、転写因子やSNPsなど、表現型に対して複数の因子が関連す

る生命現象を見つけ出そうとするときには、計算量と偽陽性の問題が立ちはだかる。例え

ば、100種類の転写因子を考えた時、転写因子の全組み合わせを調べるには、2^100-1 ≒ 
10^30通りの調査が必要となり、膨大な時間が必要となる。更に、各因子の調査には検定が

必要となるが、有意水準0.05で100因子を検定すると、99.4%の確率で偽陽性による検出が

生じてしまう。これを抑えるためにBonfeorrni補正に代表される多重検定補正法が開発され

てきたが、これらの方法は高々十数個の検定を行うときの補正を考えて導入されたもので

あり、10^30通りもの組み合わせを考えると補正が甘く、ほぼ有意な結果が現れることはな

い。それゆえ、表現型に関連した複雑な因子が発見されることが極端に少なくなっていた。 

	 本研究では、この問題を解消する方法として、無限次数多重検定法(LAMP)を開発した。

データマイニング分野で利用される相関ルールと、統計分野で開発されたタローネ法を組

み合わせることで、高速かつ高精度の多重検定補正を実現し、ヒトの乳がん細胞に対し増

殖因子を与えた後に反応する遺伝子群に有意に関連する因子として、８つの転写因子の組

み合わせを発見した（図1）。今後は、GWASの様に、より大規模なデータに対しても計算

可能なように、改良を進めていく。 
	 次の研究では、シロイヌナズナの近縁種であり、ハクサンハタザオ（Arabidopsis halleri）
とセイヨウミヤマハタザオ（A. lyrata）を親に持つ異質倍数体であるミヤマハタザオ（A. 
kamchatica）を解析した。まず、A. halleriとA. lyrataのゲノム配列を得てアセンブルしゲノ

ム配列を得た。その後、A. kamchaticaから得たRNA-seqを、これらのゲノム配列にマッピン
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図 1. ８つの転写因子が協調して統計的に有意な

発現変動を示している例。黄色は p 値が大きい事

を、赤は小さい事を示しており、単独では下流遺

伝子の発現に有意な変化が見られないが、組み合

わさると変化が見られている。	 
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グ。各シークエンスが何れの親由来であるかを判定するため、マップ時の変異数を計測し

た上で、変異数の少ない方に対応付けた。この方法は、シミュレーションデータにおいて

は94.6%の精度が出ることを確認した。更に、人工的に生成したA. kamchaticaを常温及び低

温環境に置き、発現の定量を行ったところ、ホメオログの親種比率はr=0.870と高い相関を

示す一方、既存の異質倍数体解析でも利用されているフィッシャーの正確確率検定を利用

すると36.0%ものホメオログが環境間で親種の利用に差があると検出された。しかし、反復

実験間のバラ付きを考慮すると、有意に差がある遺伝子は全体の1.11％に限られることが

わかった(図2)。この中には、ストレス耐性に関連した遺伝子が多かった。今後、異なる雑

種の解析で、手法の汎用性を高めると同時に、サンプルの種類を増やすことで、適応能力

の調査を進める。 
 

 
 
 
 
 

３．発表論文 
Terada A, Okada-Hatakeyama M, Tsuda K, Sese J. (2013). Statistical significance of combinatorial 
regulations. PNAS 110: 12996–13001. 
Akama S, Shimizu-Inatsugi R, SHIMIZU KK, Sese J. (2014). Genome-wide quantification of 
homeolog expression ratio revealed nonstochastic gene regulation in synthetic allopolyploid 
Arabidopsis. Nucleic Acids Research. 42 (6):e46. 
 

図 2.	 ホメオログの発現比の散布図。X 軸、Y

軸共に値が大きいと A.	 halleri 由来のホメオ

ログのみが利用され、値が小さいと逆。X 軸と

Y 軸はそれぞれ正常、寒冷環境下。	 
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甲虫の角（ツノ）形成遺伝子ネットワークの進化メカニズムの解明	 
 

新美輝幸（名古屋大学大学院生命農学研究科） 
 
1.	 研究の目的    
	 	 本研究は、複合適応形質として昆虫の多くの系統で独立に獲得された角（ツノ）に着

目する。昆虫を取り巻く様々な環境の中で、繁殖戦略との相互作用を通して進化した新奇

適応形態である角には、他の生物群に比類のない極めて多様な形態が存在する。研究材料

には、雄にのみ顕著に発達した角を持つカブトムシ、またカブトムシとはそれぞれ独立に

角を獲得したオオツノコクヌストモドキおよびファイルキクイムシなど角形質を有する

様々な昆虫を用いる。これら昆虫の利点や申請者がこれまでに確立した遺伝子機能解析法

を生かし、主に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により角形成

を制御する遺伝子を同定し、角形成遺伝子ネットワークの進化メカニズムを解明する。

終的には、種･科･上科レベルで異なる昆虫種を用いた比較解析により、進化の新しい共通

理論の構築を目指す。 
 
２．今年度の成果と将来展望 
・研究成果 
（１）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 
	 基生研共同利用および方法開発班の支援により、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った。その結果、角原基の性間比較および頭角と胸角の原基間

の性内比較において統計的に有意な発現差が認められた遺伝子を数百個同定した。 
	 次に、角形成の上位で働く遺伝子を同定するため、発現差が認められた遺伝子のうち転

写因子およびシグナル分子をコードする遺伝子に着目し、 larval RNAi 法による機能解析

スクリーニングを行った。その結果、ノックダウンにより角形成に影響を及ぼした遺伝子

は、転写因子については 39 遺伝子のうち 14 遺伝子、シグナル分子については 10 遺伝

子のうち 1 遺伝子であった。角に表現型が認められた 15 遺伝子のうち 6 遺伝子は、既

に候補遺伝子アプローチによりRNAi 解析を行った遺伝子であり、角形成に関与すること

が判明していた遺伝子であった。一方、残りの 9 遺伝子は、これまでの知見からは角形成

への関与を予想することのできなかった遺伝子であった。今回の RNAi 解析により、頭角

の長さ、頭角の先端部の形状、胸角の大きさ、胸角の形状などに影響を及ぼす表現型が得

られた。これら遺伝子の多くは、頭角あるいは胸角の一方のみの形成に関与することが判

明した。また、特筆すべき結果として、頭角の腹側基部付近に異所的な小さな角を生じる

表現型が観察された。以上の結果および 、これまでに行われた性決定遺伝子 doublesex
（dsx）の RNAi の解析結果を総合すると、頭角と胸角は異なるメカニズムにより形成さ

れ、角形成遺伝子の多くはそれぞれの角形成に独立に関与する可能性が推定された。 
 
（２）カブトムシのゲノム情報に基づく解析 
	 方法開発班の支援のもとカブトムシのゲノム概要配列の解読が進められ、scaffoldのN50
が 2.4 Mbと非常に良好な結果が得られた。これまでに得られたカブトムシのゲノム情報を

利用して、dsx 遺伝子のエクソン−イントロン構造を解析し、dsx の性特異的なスプライシ

ング制御に関与する配列の特徴を明らかにした。さらに、カブトムシと同じ鞘翅目に属す

るコクヌストモドキ（Tribolium castaneum）の dsxと性特異的なスプライシング領域の配列

を比較することにより、両種で高く保存されたスプライシング制御の候補となるシスエレ

メントを同定した。 
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	 また、本種における異所的な発現系の確立に向け、カブトムシで有効なプロモーターの

候補を探索した。カブトムシの角原基および他の昆虫の RNA-seq による発現データに基

づき、高発現する遺伝子として actin A3 遺伝子とelongation factor-1 alpha 遺伝子に着目し

た。5＇RACE 法を用いてこれら遺伝子の転写開始点を決定し、カブトムシのゲノム情報

を利用してプロモーター領域の同定を行った。 
 
・将来展望 
（１）比較トランスクリプトーム解析により同定した角形成遺伝子に関連する遺伝子群を、

既知の遺伝子ネットワークを参考に RNA-seq データベースを利用して網羅的に単離し、

角形成への関与を larval RNAi 法を用いて検討する。この結果により、角形成にリクルー

トされた可能性のある遺伝子ネットワークを同定する。 
（２）これまでに同定した角形成遺伝子の中で特に重要な役割を果たすと考えられる遺伝

子に着目して、カブトムシとは異なる形状の角をもつカブトムシの近縁種やカブトムシと

は独立に角を獲得した系統の種からクローニングを行い、larval RNAi 法により角形成にお

ける機能を明らかにする。得られた結果を詳細に比較検討して、多様な角を創出した進化

プロセスにおける角形成遺伝子の役割を推定する。 
（３）新規の DNA-タンパク質間相互作用ハイスループットスクリーニング（TFACS-BD, 
Transcription FACtor binding site-Screening by using Bead Display）法を用い、カブトムシのゲ

ノム中に存在する Dsx の結合配列を網羅的に同定する。得られた Dsx の結合配列をゲノ

ム上にマッピングする。マッピングデータと RNA-seq による dsx RNAi 個体の発現変動

データを統合することにより、dsx 標的遺伝子のゲノムレベルでの詳細な同定が可能とな

る。これら標的遺伝子の候補について、larval RNAi 法による機能解析を行い角形成への関

与を検証する。以上の結果により、角形成遺伝子ネットワークにおける dsx の役割を解明

し、独立に獲得されたと考えられる頭角と胸角の進化プロセスを推定する。 
（４）藤原班により開発された新規 in vivo エレクトロポレーション法を用いた遺伝子機

能解析法をカブトムシにおいて確立し、高発現プロモーターを利用した異所的発現やレポ

ーターアッセイなどの遺伝子機能解析を行う。 
 
３．発表論文 
（１）栂浩平・前川清人・柳沼利信・新美輝幸 (2013) 昆虫の角の分子発生機構. 昆虫DNA
研究会ニュースレター, 19, 6-10. 
（２）宮崎智史・新美輝幸 (2013) 昆虫類の性決定. 生物科学, 65, 163-171. 
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マイマイカブリのゲノム塩基配列と適応形態遺伝子	 
 

曽田貞滋（研究代表者・京都大学）・小沼順二（研究協力者・京都大学）・ 
藤澤知親（研究協力者・京都大学） 

 
１．研究の目的 
 
	 陸貝食オサムシ類の形態は，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に分化している．日本固有のマイマイカブリ（Damaster blaptoides）
では，亜種間でこの形態分化が起こっており，適応的形態分化の遺伝子を解明する上で有

用である．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，

全ゲノム塩基配列を解読し，高精度のQTL解析，亜種間のトランスクリクトーム，ゲノム

塩基配列の比較を通して，形態分化の原因遺伝子を推定し，適応的な形態多様化のゲノム

基盤を解明する．主な研究材料として，マイマイカブリ種内で唯一巨頭化傾向を示す佐渡

島亜種サドマイマイカブリ（D. b. capito）と，系統的・地理的に近く，狹頭型の一群に属

する粟島産亜種アオマイマイカブリ（D. b. fortunei）を用いる．ゲノム解読は後者の亜種を

対象とし，２つの亜種を用いた交配実験・連鎖地図作成・QTL解析，トランスクリプトー

ム比較などを行う． 
 
 
２．今年度の成果と将来展望 
（１）	 ゲノム解読 
	 粟島産亜種アオマイマイカブリ雄のゲノムDNAを用い，平成24年度までに，180 bpと500 
bpのHiSeq2000 paired endシーケンスデータ，およびPacBio RSのシーケンスデータを得た．

今年度は，インサートサイズ2.5, 3.5, 4.5, 7, 11kbpのmate pairシーケンスデータを追加し，プ

ログラムPlatanusを用いて総塩基181Mb，scaffold N50が3.1Mbのアセンブル結果を得た．現

在，さらに20kbpのmate pairシーケンスデータを加えたアセンブルとPacBioデータを用いた

gap closingを試みている．また，上記のアセンブル結果を用いて，いくつかの方法で遺伝子

予測を行った．既知の昆虫遺伝子のアラインメントから1,750の相同な遺伝子がマイマイカ

ブリゲノム上で確認された．またab initio推定により7,800程度の遺伝子が推定された． 
 
（２）RADシーケンスによる亜種間形態差のQTL解析 
	 佐渡産亜種サドマイマイカブリと粟島産亜種アオマイマイカブリの戻し交雑系統134個
体について，制限酵素PstIに関するRADシーケンスデータをHiSeq2000で６レーン分得た．

その結果，交配系統の両親を含めた全個体について十分なデータが得られ，連鎖解析によ

って，核型に対応する14の連鎖群が得られた．マーカー密度は1.2cM/makerに達し，これま

でのAFLP連鎖地図から大きく改善された．すでに得られている形態計測データを用いて

QTL解析を行っている． 
 
（３）マイマイカブリのトランスクリプトーム解析 
	 上記２亜種に関する遺伝子カタログ作成および発現解析のためのライブラリー作成を行

った．遺伝子カタログについては，アオマイマイカブリ８発生ステージから，体全体の

mRNAを抽出し，ライブラリー調製を行った．発現解析については，上記２亜種の前蛹初

期と羽化時に関し，頭部と胸部内のmRNA発現量を比較するデザインのライブラリー調製

を行った．シーケンス結果は平成26年度前半中に入手できる見通しである． 
 
（４）今後の展望 
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	 2014年度前半には，gap closingを中心に，ゲノム配列のアセンブリの改善を試みる．また，

各scaffold上のRADシーケンスを探索し，RADシーケンスの連鎖地図上にゲノム配列の

scaffoldを配置することにより，アセンブルの妥当性をチェックするとともに，染色体ベー

スのゲノム配列決定を試みる． 
	 トランスクリプトームシーケンスに関しては，プログラムTrinityを用いたアセンブルを

行い，マイマイカブリの遺伝子カタログを作成するとともに，亜種間の遺伝子発現比較を

行って，形態変異に関連する遺伝子を推定する．ゲノム上の遺伝子予測についても，遺伝

子カタログを用いることにより確度の高い解析を行うことができると期待される．ゲノム

上の遺伝子領域の推定およびアノテーション結果と，亜種間トランスクリプトーム比較に

よる形態変異関連遺伝子，QTLの位置予測を総合的に検討し，亜種間形態変異に関係する

遺伝子を決める． 
	 さらに，マイマイカブリの代表的亜種のリシーケンスを行うとともに，大陸に生息する

顕著な巨頭型，狭頭型の貝食性オサムシ類数種のリシーケンスも行い．比較ゲノム解析に

よって貝食性オサムシの形態分化にかかわる共通の遺伝的基盤の解明を試みる． 
	 なお，マイマイカブリのゲノム解読と平行して，同じオサムシ亜族のオオオサムシ亜属

の種について，ゲノム配列の解読，トランスクリプトーム解析，RADシーケンスによる亜

属内全種の系統解析を行っている．ゲノム配列，mRNA配列をマイマイカブリと比較する

ことにより，オサムシ亜族のゲノム構造の特性や，グループ間（貝食とミミズ食）のゲノ

ム上の違いについて検討することができる． 
 
３．発表論文 
Konuma J, Sota T, Chiba S (2013) A maladaptive intermediate form: a strong trade-off revealed by 
hybrids between two forms of a snail-feeding beetle. Ecology 94: 2638-2644. 
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ミヤコグサにおける花成時期制御に関わる遺伝子ネットワーク進化の解析	 
 

瀬戸口浩彰・若林智美（京都大学大学院 人間・環境学研究科） 
 
１．研究の目的 
	 植物の花芽形成は典型的な「複合的光応答」であることが知られている。植物は発芽し

た場所から移動することができないために、光の量と質をセンシングすることによって、

生育地の緯度に適した開花のタイミングを計っている。本研究では、野生集団の花芽形成

が緯度によって顕著な違いを呈するマメ科のミヤコグサを研究対象にして、花成時期の決

定に関連する遺伝子群を特定することを目的とした。 
 
２．今年度の研究成果と将来展望 
①	 ミヤコグサの野生系統における概日時計系遺伝子の多型解析 
	 これまでに行なってきた国内野生系統18系統49個体のE1, GI (GIGANTEA)の概日時計遺

伝子群の多型解析を完了して論文にまとめた。LjE1はわずか552 bpの短い配列の中に５

SNPsがあり、全てが非同義的置換であり、かつ４／５はFlowering Locus Tに直接バインド

するB3ドメインにおける変異であった。MK検定を行なったところ、E1は有為に中立進化

から外れており、自然選択圧がかかっていることが判明した。ミヤコグサにおけるGI（LjGI）
は、その位置と構造が不明であったが、chr5のCM0052.430. r2.aに位置しており、同じ概日

時計遺伝子のE1よりも6cMほど上流側に位置していることが判った。14のexonから構成さ

れ、CDS全長は3,495 bpという巨大な構造であった。多型に富んでいたLjE1に反して、この

巨大遺伝子のLjGIでは２SNPsだけが見つかり、その内訳は非道義的・同義的置換が１つず

つであった。非同義的置換は分布 北の北海道苫前町のものであった。デンマークのオー

フス大の研究グループでは、私たちが見いだしたものとは異なるGI変異体を作成しており、

その表現型が遅咲きにシフトすることを確認している。今後に我々は、こうしたE1とGIの
多型が開花期に及ぼす影響やFTの発現量やパターンとの関係などを精査して、多型の機能

を明らかにしていきたい。 
 
② ゲノムワイド関連解析	 GWAS 
	 ミヤコグサの花成時期を制御する鍵遺伝子を探索するために、ゲノムワイドに花成時期

との関連を解析するGWASを開始した。佐藤修正先生（東北大学・かずさDNA研究所）と

Prof. Staugard(オーフス大＠デンマーク)のグループが解析をすすめてきた日本国内の131野
生系統の全ゲノム配列を解析した情報を共有させて頂くことにした。これに我々の新規デ

ータを5系統追加することにした。この５系統はゲノム支援班のご指導のもと、Illumina 
Hiseq2500で１run目が終了しており、２run目が終了し次第にmapping作業に移行する予定で

ある。 
	 一方の花成時期のデータについては、合計136野生系統の開花時期を川口正代司先生＠基

生研・本領域計画班 のご支援の元でチェックしている。現在、播種から120日以上が経過

しているが、東北・北海道地方の10系統で開花を待っている状況である。現在のところ、

各野生系統の採集地の緯度と開花時期（播種から1st Floweringまでの日数）の間に相関関係

があり、P値を鑑みると相当に信頼できる相関である。Kawaguchi (2000)の結果を強く支持

するものである。結果が出そろい次第に、ゲノム情報と開花所要日数の相関から、花成時

期に関連するSNPを「総ざらい」するフェノーム解析を行う予定である。この５月末にオ

ーフス大からDr. Andersenがフェノーム解析に関するコロキウムで来日するので、佐藤先生

とともに今後の研究分担や段取りを決める計画である。 
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③早咲き系統と遅咲き系統のE1とFTの発現量 
	 LjE1の遺伝子型とLjFTの発現量やパターンをRT-PCRで調べている。名古屋大学生命科学

研究科の山篠貴史先生のアドバイスを頂きながら検証中である。 
 
	 反省点として、知見の論文化、ならびに査読を受けた後の論文の再投稿が遅れており、

研究業績に至っていないものが複数存在する。これは偏に研究代表者の不始末によるもの

である。気を引き締めて年度内に受理されるように仕事をする覚悟である。 
 
３．発表論文 
(1). Wakabayashi, T., Oh, H., Kawaguchi, M., Harada, K., Sato, S., Ikeda, H.  
Setoguchi, H. (2014). Polymorphisms of E1 and GIGANTEA in wild populations of Lotus japonicus.  
J. Plant Res. (in press). 
(2). Ikeda, H., Barkalov, V., Yakubov, V.V., Setoguchi, H. 2014. Molecular evidence  
of ancient relicts of arctic-alpine plants in East Asia.  New Phytol. (in press). 
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大腸菌の進化実験による複合適応形質の進化過程の解析	 
 

古澤 力（理研 生命システム研究センター） 
 
１．研究の目的 
	 進化ダイナミクスは、システムの安定性に起因する拘束条件や、時間的に変動する環境

条件に依存し、その適応度地形上の表現型変化は複雑な軌跡を描く。その軌跡が持つ性質

を解析することは、進化ダイナミクスの理解のための重要な意味を持つ。そこで本研究で

は、大腸菌の進化実験を用いて、その進化ダイナミクスにおける表現型・遺伝子型の変化

を解析し、進化的拘束条件や複合適応形質の出現など、そこで見られる表現型変化の軌跡

が持つ性質を抽出する。特に、これまでの進化実験から存在が示唆されている、ゲノム変

異に依らない表現型のメモリー機構に注目し、その分子メカニズムを解析するとともに、

それが進化過程に与える影響を解析する。 
 
２．今年度の成果と将来展望 
① 進化実験によって得られた抗生物質耐性大腸菌の表現型・遺伝子型解析 
	 これまでの研究として、抗生物質を添加した環境下での進化実験により、様々な抗生物

質に対して耐性を持つ大腸菌株の取得を行ってきた。これら耐性株について、トランスク

リプトーム解析とゲノム変異解析を行い、さらには一つの薬剤に対する耐性獲得が、他の

薬剤に対する耐性・感受性をどのように変化させるかを定量している。このデータを統合

することにより、薬剤耐性獲得のメカニズムの解析を行った。例えば、適切な線形モデル

を用いることによって、小数の遺伝子発現データから耐性・感受性の予測が可能であるこ

とを示した（図1）。この解析は、どのようは遺伝子発現量の変化が耐性獲得に寄与するか

を定量的に評価することを可能とし、それに基づいて複数の薬剤耐性能がどのように関係

するかを解析した。 
② 抗生物質耐性大腸菌におけるゲノム変異に依らない表現型メモリー機構の解析 
	 これまでの研究から、大腸菌におけるゲノム変異に依らない表現型のメモリー機構の存

在が示唆されている。この分子機構を解析するために、βラクタム系の抗生物質を添加し

た環境での短期間の進化実験を行い、超並列シーケンサIlluminaの解析からは変異が１つも
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固定されていないにも関わらず、安定に耐性能を保持する大腸菌株が獲得できることを確

認した。次に、この変異に依らない耐性獲得が、ゲノム構造の変化に起因するという仮説

を立て、ゲノム構造の制御に関与する13遺伝子をそれぞれ破壊した株を作成し、それらを

用いて進化実験を行った。結果として、ヒストン様タンパク質をコードするihfAあるいは

ihfB遺伝子を破壊した株では、βラクタムへの耐性獲得が阻害されることを見出し、表現

型メモリー機構への関与が示唆された。今後、このゲノム変異に依らない表現型メモリー

に関する分子機構の同定を試みる。 
 
③ 全自動進化実験システムを用いた多様な環境ストレス下での大腸菌進化実験 
	 ラボオートメーションによる全自動の進化実験システム(Horinouchi et al, 2014)を用いて、

酸・アルカリなど11ストレス環境下でそれぞれ10独立系列の進化実験を1000時間程度を行

い、それぞれの環境に耐性を持つ大腸菌を取得した（図2）。現在、これらのストレス耐性

株についてトランスクリプトーム解析とゲノム変異解析が完了しており、表現型の変化と

遺伝子型の変化の対応を解析している。 
 

 
 
３．発表論文 
Ohno, S., Shimizu, H., Furusawa, C. (2014). FastPros: screening of reaction knockout strategies for 
metabolic engineering. Bioinformatics, 30, 981-7 
Horinouchi, T., Minaomoto, T., Suzuki, S., Shimizu, H., Furusawa, C. (2014). Development of an 
Automated Culture System for Laboratory Evolution. Jour. Lab. Automation, in press 
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送粉適応した花形質の進化：夜咲きの遺伝子基盤と進化過程の解明	 
 

新田	 梢（九州大学大学院理学研究院） 
 
１．研究の目的 
	 キスゲ属のハマカンゾウ(Hemerocallis fulva)とキスゲ(H. citrina)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、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し、送粉適応した花形質が、ハマカンゾウのような昼咲きのアゲハチ

ョウ媒の状態からキスゲの夜咲きのスズメガ媒の状態へと進化する機構を解明する。 
 
２．今年度の成果と将来展望 
（１）次世代シーケンサーを用いたRNA-seq解析 
	 これまで、親種であるハマカンゾウとキスゲの花弁組織から、HiSeq2000(Illumina)を用い

たRNA-seqを行い、花色・花香の生合成に関する候補遺伝子を得た。ハマカンゾウにおい

て、アントシアニン色素合成経路に関する遺伝子の発現が高く、特に、R2R3MYB family
であるAnthocyanin 2遺伝子を得た。さらに、カロテノイド色素合成経路や花香の合成経路

の遺伝子についても、キスゲの組成に関連すると予想される興味深い遺伝子が挙がった。

ただし、これまでの解析では、2種間で発現量に差のある遺伝子は多く存在し、花形質の違

いに関与する遺伝子の特定は難しい状況であった。そこで、花色や花香の花形質が分離し

たF2雑種集団を用いて、花形質の表現型と発現量のパターンを解析し、花形質の違いに関

与する遺伝子を特定することを計画した。平成25年度は、F2雑種集団において、つぼみ組

織を採集し、花弁組織からtotal RNAを抽出し、TruSeq Stranded mRNA LT Sample Prep 
Kit(Illumina)を用いてライブラリー調整を行った。F2雑種集団のランのデザインは、24サン

プル/レーンをマルチプレックスで、6レーン分のライブラリー作成を完了した。平成25年
度にHiSeq2500(Illumina)によるRunを開始した。 
	 平成26年度にはHiSeq2500(Illumina)によるRunを完了し、F2雑種集団の合計144サンプル

について、readデータの解析を行う。得られたF2雑種由来のreadを、これまでに作成したハ

マカンゾウとキスゲのライブラリーに対してマッピングし、配列のカウントを行い、発現

量を比較する。ハマカンゾウとキスゲで発現に差があった遺伝子群について、F2雑種集団

における発現パターンと表現型との関連を解析する。特に、カロテノイド色素合成経路や

花香の合成経路の遺伝子について注目する。送粉者の選好性に影響を及ぼすこれらの花

色・花香の遺伝子について、キスゲ属における系統関係を解析し、複合適応形質の進化過

程を明らかにできると期待される。 
（２）アントシアニン色素合成の遺伝子基盤 
	 ハマカンゾウの花弁には、赤い色素であるアントシアニン色素のdelphinidin 
3-O-rutinosideが含まれ、キスゲの花弁には、アントシアニン色素は無いことが明らかにな

っていた。そこで、ハマカンゾウとキスゲのつぼみの花弁について、リアルタイム定量

RT-PCRを行い、アントシアニン色素の生合成経路の酵素遺伝子とR2R3MYB familyである

Anthocyanin 2遺伝子について、発現量を比較した。キスゲでは、Chs, F3’h (又は F3'5'h ), Dfr, 
Ans, 3gt, Rt, Gstの酵素遺伝子とAnthocyanin 2遺伝子について発現量が少ないことが明らか

になった。さらに、花形質が分離し、アントシアニン量が様々なF2雑種個体において、発

現量の解析を行った。その結果、Chs, F3’h (又は F3'5'h ), Dfr, 3gtとAnthocyanin 2遺伝子は



	 30	 

アントシアニン量と相間があった。また、発現量について、遺伝子間の総当たりの相間を

解析すると、Chs, F3’h (又は F3'5'h ), Dfr, 3gtとAnthocyanin 2遺伝子の相間が高く、酵素遺

伝子の発現がAnthocyanin 2によって制御されていることが示唆された。 
	 今後は、Anthocyanin 2遺伝子の機能解析を行い、アントシアニン有無の原因遺伝子であ

ることを実証する。さらに、キスゲでのAnthocyanin 2遺伝子の変異を調べ、キスゲ属にお

ける進化を解明していく。 
 
３．発表論文 
Hirota, K. S., Nitta, K., Suyama, Y., Kawakubo, N., Yasumoto, A. A., and Yahara, T. (2013) 
Pollinator-mediated selection on flower color, flower scent and flower morphology of 
Hemerocallis: evidence from genotyping individual pollen grains on the stigma. PLoS ONE 8(12): 
e85601. 
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性的二型と闘争・求愛行動の進化	 
 

松尾隆嗣（東京大学大学院・農学生命科学研究科） 
 
１．研究目的 
	 動物のオスでは、体の一部が著しく発達するとともにその部位を用いた儀礼的な闘争行

動や求愛行動を示す例がしばしば観察される。このような形態と行動の密接な関係は複合

適応形質を構成しており、その進化には形態形成と神経機能という２つの異なる分子メカ

ニズムが関与していると考えられる。本研究ではキイロショウジョウバエDrosophila 
melanogasterの近縁種D. prolongata を対象に形態と行動が協調して進化する機構を明らか

にする。D. prolongata の前脚はオスでのみ肥大・着色しており、顕著な性的二型を示す。

またD. prolongata オスのメスに対する求愛行動は、前脚に性的二型のない近縁種に比べて

複雑化している。近縁種、および種内の系統間での比較により、D. prolongata のオス特異

的な形態と特徴的な闘争・求愛行動の進化をもたらした生態学的要因、およびそれを実現

した遺伝的基盤を特定する。 
 
２．今年度の成果と将来展望 
２－１．闘争行動の解析 
	 D. prolongataとその近縁種3種（D. kurseongensis、D. rhopaloa、およびKB866）を用いて

闘争行動の定量的な解析を行った。闘争行動に含まれる要素（動作）およびその出現順序

は、いずれの種においてもキイロショウジョウバエで報告されているものと同様であり、

D. prolongataに固有の技などは見いだされなかった。対照的に求愛行動では、”leg vibration”
というD. prolongataだけが行う前脚を使った行動要素が見いだされており、前脚形態は闘

争行動よりも求愛行動との関連の元で進化してきた可能性が強まった。しかしながら、闘

争行動においても威嚇ディスプレイ等において前脚が２次的に機能している可能性があり、

行動実験で確認する必要がある。一方、闘争行動における各要素の出現頻度を比較したと

ころ、激しい技（high-intensity aggression）を繰り出す個体の割合がD. prolongataで顕著に

高いことが分かった。これは、行動のプログラム自体は種間で保存されていて、行動遷移

における閾値の変化など比較的単純なメカニズムで闘争性が亢進している可能性を示唆し

ている。脳内で発現して闘争行動を解発する閾値をコントロールしている分子として神経

ペプチドの一つであるTachykininが知られている。このような分子を探索する目的で、脳内

での遺伝子発現を近縁種（D. kurseongensisおよびKB866）と比較した。ところが、D. 
prolongataで特異的に発現変動している遺伝子は数百も存在しており、またその中に神経ペ

プチドは含まれていなかった。発現変動遺伝子が多数存在する一つの理由は、近縁種とは

いえ分岐後数百年を経過していると推定されていることから、中立的に発現量が変化した

遺伝子が多く含まれるためであると考えられる。また、神経ペプチドは脳内のごく限られ

た神経細胞で発現・機能しており、脳全体の転写物を比較しても発現変動が検出できない

可能性もある。そこで今後は、種間ではなく種内での闘争性の違いに基づいた比較や、タ

ーゲット遺伝子の改変などによる逆遺伝学を用いたアプローチを行う必要がある。 
 
 
２－２．単一メス由来系統群の解析 
	 前年度に得られた結果から、D. prolongataの行動には種内変異が存在する可能性が示唆

された。そこで、15の単一メス由来系統群を用いて形態、および闘争行動と求愛行動を定

量的に解析した。これらの系統は１００世代以上にわたって同系交配を繰り返したもので、

系統内では遺伝的均一性が高いと考えられる一方、系統間では野外個体群に由来する多様
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性を保持していると期待される。成虫の各部位のサイズを計測し主成分分析を行ったとこ

ろ、形態には顕著な系統間差は見いだされなかった。一方、行動解析においては特徴的な

系統が見つかった。すなわち、ほとんど闘争行動を示さない系統がいる一方、負けをなか

なか認めず長時間にわたって闘う系統も存在した。求愛行動においても、leg vibrationを良

く行う系統と、あまり行わない系統がいることが分かった。また、メスの交尾回数につい

て、大多数の系統では多数回交尾を行うが、再交尾拒否をする系統も少数存在した。これ

らの系統を用いた遺伝学的解析を行い、関与する遺伝子座の数を推定したい。少数遺伝子

座により制御されていると推定される形質については、マッピングにより遺伝子座の特定

を目指す。 
 
３．発表論文 
Setoguchi, S., Takamori, H., Aotsuka, T., Sese, J., Ishikawa, Y., and Matsuo, T. (2014). Sexual 
dimorphism and courtship behavior in Drosophila prolongata. J. Ethol. 32, 91-102. 
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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の進化	 
 

黄川田	 隆洋、連携：コルネット・リシャー、連携：末次克行（生物研） 
 

１．研究目的 
	 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、 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。我々

は、23年度から2年間、本新学術領域に公募班として参画し研究を行った。乾燥感受性の同

属のユスリカとの比較ゲノム解析を行った結果、ネムリユスリカが乾燥に適応する過程で

高頻度の遺伝子重複が生じさせたことをつきとめた。ARIdと命名したこの領域には、LEA
タンパク質やチオレドキシンのような乾燥耐性に関連した遺伝子がタンデムに多重化した

状態で存在していた。 
	 そこで本研究は、ネムリユスリカのドラフトゲノム解析を深化させつつ、ARIdを構成す

る遺伝子の塩基配列情報を個体群間や種間で比較し、それらがコードするタンパク質の機

能分化を調べることで、乾燥しても死に至らないという驚異的な生命現象を可能にした進

化過程を明らかにする。 
 
２．今年度の成果と将来展望 
	 これまで、ナイジェリア個体群を用いてネムリユスリカのゲノム解析を行ってきた。ネ

ムリユスリカは、アフリカの半乾燥地帯に広く点在することが分かっている。北半球では

ナイジェリアからブルキナファソにかけてサブサハラと呼ばれる地域に生息し、南半球で

はマラウィからモザンビークと南アフリカ共和国の国境地帯まで生息している。直線距離

にして5,000kmもの距離に点在することから、ネムリユスリカの個体群間で遺伝子背景に変

化が生じていることが期待される。そこで、マラウィ個体群を採集し、HiSeq2000(100bp, 
Paired-end)によるゲノム解析を行った。その結果、56,450,317 x 2リード（11,290,063,400 bp）
が得られた。Depthは、およそ100倍に相当した。マラウィ個体群のリードをea-utils(version 
1.1.2-537)のFastqMcfにてトリミングしたのち、bwa mem(version 0.7.4)にてナイジェリア個

体群(NIAS inbred strain)ゲノムデータ上へマッピングした。マッピングによって得られた

SAM(Sequence Alignment/Map Format)ファイルGATK(Genome Analysis 
Toolkit)(2.7-4-g6f46d11)により処理してSNP/Indelをコールした。コールされた全SNP/Indel
についてDepth, Mapping quality, Genotypeなどでフィルタリングして残った変異データを表

１、２に示した。現在、変異データと遺伝子アノテーション情報を合わせた解析、および、

個体群に特異的な遺伝子の抽出などを進めている。 
	 マラウィ個体群のゲノムにも、LEAタンパク質やチオレドキシンを含むARIdは存在して

いたが、パラログ化した遺伝子の種類が、両個体群間で異なっていた。共通の祖先型のゲ

ノムから、2つの個体群がそれぞれの経路で進化したことを示唆していると思われる。 
 
表１ コールされたSNP 
種別 # 密度(bp / variant) 
Total 432,800 259 
in intron 198,780 141 
In CDS 25,153 939 
In intergenic 208,867 288 
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表２ コールされたIndel 
種別 # 密度(bp / variant) 
Total 248,463 450 
in intron 103,106 273 
In CDS 3,509 6,733 
In intergenic 141,848 424 
 
	 マラウィ個体群のネムリユスリカ以外にも、中間的な乾燥耐性を示す比較対象として、

オーストラリアに生息する乾燥回避型ユスリカであるParaborniella tonnoiriの採集も行った。

現在、ゲノムとトランスクリプトームに着手したところである。 
	 ARIdを構成する遺伝子群のうち、LEAタンパク質遺伝子は、他種の昆虫に存在しない

xenologの一つである。この遺伝子群が進化の過程で機能分化したことで、乾燥無代謝休眠

能を獲得した可能性が考えられる。そこで、LEAタンパク質の網羅的な機能解析を行うた

めに、全てのLEAパラログのクローニングを行った。その内、発現量が高い6種類（PvLEA4, 
5, 6, 7, 8,11）のリコンビナントタンパク質を作製した。今後、これらのタンパク質を用い

て、LEAタンパク質遺伝子の重複がもたらした乾燥耐性機能の分化について、調べていく

予定である。 
 
３．発表論文 
1) Gusev O, Hatanaka R, Cornette R, Kikawada T (2013) Diversity of LEA-like proteins and its 

mRNA expression in the sleeping chironomid 低温生物工学会誌  59(1):47-50 
2) Hatanaka R, Hagiwara-Komoda Y, Furuki T, Kanamori Y, Fujita M, Cornette R, Sakurai M, 

Okuda T, Kikawada T (2013) An abundant LEA protein in the anhydrobiotic midge, PvLEA4, 
acts as a molecular shield by limiting growth of aggregating protein particles Insect 
Biochemistry and Molecular Biology 43(11):1055-1067 
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ハマウツボ科寄生植物の寄生形質獲得と適応進化	 
 

吉田聡子（理化学研究所・環境資源科学研究センター） 
 
１．研究の目的 
	 ハマウツボ科植物は、根に吸器と呼ばれる侵入器官を形成し、宿主植物の根に侵入し維

管束をつなげ宿主から栄養分を吸収する。寄生の程度は種ごとに異なり、独立栄養でも生

育できる条件的寄生植物と、宿主なしでは生育できない絶対寄生植物がある。ハマウツボ

科における寄生能の獲得は一度の進化で起こったと考えられるが、条件的寄生から絶対寄

生への進化は独立して複数回生じたと推定されている。しかし、寄生の成立および絶対寄

生への進化に関わる遺伝子についてはほとんど知られていない。 
	 本研究では、条件的寄生植物コシオガマ(Phtheirospermum japonicum)を用いて、寄生の鍵

遺伝子の同定と寄生形質の進化過程の解明を目指す。コシオガマの寄生成立時のトランス

クリプトーム解析により寄生時に特異的に発現する遺伝子を同定し、逆遺伝学的アプロー

チで機能解析することにより、寄生成立に必須な遺伝子の同定に取り組む。さらに、コシ

オガマゲノムを解読し、絶対寄生植物ストライガと比較することにより、寄生形質の進化

過程の解明を目指す。また、順遺伝学的方法からの寄生の鍵遺伝子の同定の方法を模索す

る。 
 
２．今年度の成果と将来展望 
1．コシオガマにおいて寄生時に特異的に発現する遺伝子の解析 
1-1. 寄生特異的発現を示すプロテアーゼ遺伝子群 
	 これまでに、コシオガマRNAseq解析から宿主との相互作用特異的に発現上昇するサブチ

リシン型セリンプロテアーゼ(SBT)群を同定した。そのホモログ遺伝子はストライガでも、

同様のパターンを示した。ストライガSBTについてin situ hybridization法を用いて発現局在

を解析したところ、成熟した吸器に特異的な細胞群で発現することが明らかとなった。コ

シオガマとストライガのSBTについて、系統解析をおこなった結果、複数の独立したクレ

ードに属するパラログ遺伝子が吸器特異的発現パターンを示すことが分かった。これらの

クレードには独立栄養植物も含まれていることから、SBT遺伝子はそれぞれ独立に寄生特

異的な発現パターンを獲得したことが推測される。今後は機能解析により、SBT遺伝子の

寄生における役割を探るとともに、ゲノムシーケンスを解析し、パラログ遺伝子の同調的

な発現誘導を促すモチーフ等があるかどうかを検索する。 
 
1-2. オーキシン生合成遺伝子 
	 マイクロアレイ解析により、吸器形成初期に植物ホルモンオーキシン生合成遺伝子

YUCCAホモログ（PjYUC）が吸器先端部で発現誘導されることが分かった。この遺伝子を

過剰発現することにより、オーキシンの過剰蓄積表現型が確認できたため、PjYUC遺伝子

はコシオガマ内でもオーキシン生合成に関わることが確認できた。PjYUCをRNAiによりノ

ックダウンすることにより吸器形成率が減少したため、PjYUCは吸器形成時に吸器先端部

でオーキシン合成に関わっていると推測された。 
吸器形成におけるオーキシンの役割を明らかにするために、オーキシン応答プロモータに

レポーター遺伝子をつないだコンストラクトを用いて、吸器形成時のコシオガマ根でのオ

ーキシンの蓄積の変化を観察した。吸器形成初期には吸器の先端部でオーキシンが蓄積し

た。この局在はPjYUCの発現パターンと似ていることから、初期の吸器先端部でのオーキ

シン蓄積はPjYUCを介したオーキシン生合成によると考えられる。吸器が宿主に侵入し、
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導管を連結する後期の段階になると、吸器の中央部に線状のオーキシン蓄積がみられる。

この蓄積に沿って導管形成が起こっていることが観察された。 
オーキシンの蓄積による先端成長は根の側根の形成時にも確認されている。今後は、この

オーキシンの蓄積パターンと遺伝子発現の面から、吸器形成と側根形成のプログラムが進

化的にどのような関わりを持つかを解析したい。 
 
2. コシオガマゲノム解読と遺伝子地図作成 
	 ゲノム支援新学術及び支援班の協力により、短いインサートサイズ(180 bp, 250 bp)によ

るフラグメントライブラリーとメイトペアライブラリー(5 kbp, 10 kbp, 15 kbp)によるジャ

ンプライブラリーを作成し、illumina HiSeq2000でゲノムシーケンスした。また、PacBioに
よる解析をおこなった。今後、AllPaths-LGを用いて、コシオガマゲノムのアセンブリを完

了させ、そのアノテーションをおこなう予定である。 
また、ゲノム新学術の援助により、遺伝地図作成のためのddRADseqシーケンスをおこなっ

た。コシオガマにおいては、既に9つの異なる生態型ラインを得ているが、これらを2 Gbp
ずつシーケンスし、生態型間でのSNPsの割合を調べた。その結果、現在標準野生株として

用いている岡山株と九州株がもっとも多いSNPs割合を示したため、この2つの株を遺伝地

図作成の親株として用いた。200個体以上のF2個体からそれぞれDNAを抽出し、ddRADseq
ライブラリーを作成し、illumina2000によりシーケンスを解析した。今後はこの解析を進め、

高精度の遺伝地図を作製する。 
さらに、コシオガマのEMS変異源処理種子プールから、7ラインの吸器の形成異常変異体を

得た。3ラインは吸器毛および根毛形成変異体で、これらは劣勢変異であった。2ラインは

吸器の形状変異で、優性変異であると推察された。また、1ラインについては、表現型およ

び遺伝型を解析中である。劣勢変異であることが確認されたものについては、F2掛け合わ

せ株を得て、ゲノムDNAをシーケンスすることにより変異遺伝子の同定を試みる予定であ

る。 
 
３．発表論文 
Yoshida, S., Wakatake, T. and Shirasu, K. (2014) A molecular view of survival strategies of root 
parasitic plants. Reg. Plant Growth & Develop. 49, in press 
*平成25年9月から平成26年3月まで育児休業のため研究中断 



	 37	 

サンゴに共生する光合成性アピコンプレクサ類の比較ゲノム学的研究	 
 

將口栄一	 	  
連携研究者：川島武士、新里宙也、小柳亮（沖縄科学技術大学院大学） 

 
１．研究の目的 
	 共生を理解するためには、共生の成り立ち、保持、崩壊のメカニズムを理解する必要が

ある。これらを理解する上でまた海洋環境系を考える上で、サンゴやシャコガイなどに共

生する褐虫藻を含む渦鞭毛藻類は重要な生物である。褐虫藻は長い間同一種と考えられて

きたが、現在では分子系統学的研究により、大きくクレードAからIまでの9つに分けられて

いる。サンゴの種類によっては2種類以上の褐虫藻と共生する。この複雑な褐虫藻の共生の

際の振る舞いを理解するには、褐虫藻ゲノムの比較解析が必須である。またこれまで光合

成能力は渦鞭毛藻類の主要な姉妹群のアピコンプレクサ類にはなく、渦鞭毛藻類の特徴で

あると考えられてきた。しかしながら 近になって、サンゴに共生する藻類の中から、光

合成性アピコンプレクサChromera veliaがみつかってきた(Moore et al., 2008)。 
	 本研究では、（１）沖縄のサンゴからアピコンプレクサを単離後、そのゲノム概要配列を

決定し、寄生性アピコンプレクサのマラリア原虫のゲノムや褐虫藻のゲノム(クレードB1, 
A3, C)と比較することにより、サンゴへの共生に重要と考えられる遺伝子群の候補を比較

ゲノム学的解析により見つけ出す。（２）サンゴ幼生に、ゲノム配列を決定した褐虫藻やア

ピコンプレクサを共生させることにより起こる遺伝子発現の変化を大量のトランスクリプ

トームを比較解析することにより明らかにする。それらの比較解析から、サンゴと褐虫藻

間およびサンゴとアピコンプレクサ間の共生の成り立ちの理解にせまり、海産無脊椎動物

とアルベオラータ間の共生や寄生といった複合適応形質進化に関わる遺伝子群を明らかに

する。 
 
２．今年度の成果と将来展望 
	 連携研究者の方々をはじめ多くの共同研究者の協力を得て、褐虫藻Symbiodinium minutum
（クレードB1）の核ゲノムの概要配列の解析結果をまとめ、論文として公表した(Shoguchi 
et al., 2013)。そのゲノム情報はゲノムブラウザ上で公開中である(Koyanagi et al., 2013)。ま

たクレードB1のプラスチドとミトコンドリアゲノムの配列決定とトランスクリプトーム

の解析を行うことにより、プラスチドのミニサークルDNA上に存在する新規のconserved 
non-coding領域と14のトランスクリプトーム上に存在する471のRNA編集部位を同定した

(Mungpakdee et al., In press)。連携研究者の協力を得て、褐虫藻クレードA3(2,200Mb)と
C(2,700Mb)のゲノム概要配列とトランスクリプトーム配列の決定を行った。B1の核ゲノム

上に見つかった遺伝子クラスターとエクソン-イントロン構造の特徴がA3とCにも存在す

ることを確認した。3つのゲノム間でシンテニー領域が存在すること、遺伝子構造が比較的

保存されていることは、解析する遺伝子候補を探す上で、ゲノムの比較解析が有用になる

ことを示している。例えば、報告されている褐虫藻クレード間の興味深い違いに紫外線吸

収物質の合成能や温度ストレスによる光合成系のダメージなどがある。これらの違いの主

な原因となるゲノム領域の候補を比較解析により探っていくことが可能になりつつあると

考えている。さらに100種類以上はいるであろうと考えられる褐虫藻の多様性が、3つのク

レードのゲノムにコードされた遺伝子群を比較することによって、徐々に明らかになって

くると考えられる。 近、光合成性アピコンプレクサChromera veliaのゲノム概要配列が公

開された(Petersen et al., 2014)。沖縄のサンゴに共生しているアピコンプレクサの単離を現

在試みており、Hiseqリード中の配列を検索することによる絞り込みを行った。このような

アピコンプレクサと褐虫藻のゲノム間の比較を行うことにより、さらにサンゴとアルベオ
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ラータ類の共生進化において重要な遺伝子の同定へと近づくことができると考えている。

また今年度は、サンゴAcropora digitiferaにB1, A3, Cを共生させる実験を行い、幼生に共生

する褐虫藻クレードと共生しないクレードのトランスクリプトームのデータを得た。現在、

発現の変化している遺伝子群をみつけるための解析を行っている。ゲノムの比較解析とサ

ンゴが褐虫藻を取り込む段階における褐虫藻の遺伝子発現変化を解析し、両方の結果を照

らし合わせることにより、共生の成立に関わる遺伝子の候補を着実に絞り込んでいけると

考えている。 
 
３．発表論文 
Shoguchi, E., Shinzato, C., Kawashima, T., Gyoja, F., Mungpakdee, S., Koyanagi, R., Takeuchi, T., 
Hisata, K., Tanaka, M., Fujiwara, M., Hamada, M., Seidi, A., Fujie, M., Usami, T., Goto, H., 
Yamasaki, S., Arakaki, N., Suzuki, Y., Sugano, S., Toyoda, A., Kuroki, Y., Fujiyama, A., Medina, 
M., Coffroth, M. A., Bhattacharya, D. and Satoh, N. (2013). Draft assembly of the Symbiodinium 
minutum nuclear genome reveals dinoflagellate gene structure. Curr. Biol. 23, 1399-1408. 
 
Koyanagi, R., Takeuchi, T., Hisata, K., Gyoja, F., Shoguchi, E., Satoh, N. and Kawashima, T. 
(2013). MarinegenomicsDB: An integrated genome viewer for community-based annotation of 
genomes. Zool. Sci. 30, 797-800. 
 
Shoguchi, E. (2014). An unusual dinoflagellate nuclear genome. Jpn. J. Protozool. In press. 
 
Mungpakdee, S., Shinzato, C., Takeuchi, T., Kawashima, T., Koyanagi, R., Hisata, K., Tanaka, M., 
Goto, H., Fujie, M., Lin, S., Satoh, N. and Shoguchi, E. (2014). Massive gene transfer and extensive 
RNA editing of a symbiotic dinoflagellate plastid genome. Genome Biol. Evol. In press. 
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ソシオゲノムの進化：カースト分化を規定する遺伝子群の解明	 
 

前川清人（富山大学・大学院理工学研究部） 
 
１．研究目的 
	 動物には，極めて高度な社会性を獲得したグループが存在する。その代表例である社会

性昆虫の各コロニーでは，遺伝的にはほぼ同一の兄弟姉妹が，後胚発生の過程で，明確に

役割と形態の異なるカースト（繁殖虫・兵隊・ワーカー）に分化し，それらのカースト間

の分業体制を維持することで適応度を高めている。つまり社会性昆虫がもつゲノム（＝ソ

シオゲノム）には，複数の表現型（カースト）の設計図が織り込まれており，個体として

の表現型が協調して「コロニーという総体」を作り上げる設計図をも織り込まれている点

で，他の生物と一線を画す。特にシロアリでは，各カーストの役割や形態が特殊化してい

るため，コロニーから各カーストを切り離して維持することは不可能である。したがって

進化の過程では，各カーストを特徴づける形質と，協調や分業をもたらす複数の因子がほ

ぼ同時に獲得されたと考えられる。本研究は，各表現型を生じさせる遺伝子および遺伝子

産物の相互作用を特定すると共に，表現型間の協調をも制御するソシオゲノムの構造や進

化過程を明らかにすることを目指す。主な材料には，兵隊・ワーカー・生殖カーストへの

分化前の個体の特定に成功したヤマトシロアリReticulitermes speratusを用いる。網羅的なト

ランスクリプトーム解析（RNA-seq）を行い，各カーストの分化時に特異的に働く遺伝子

および遺伝子発現の変化を集中的に調べる。 
 
２．今年度の成果と将来展望 
１）de novoゲノムシーケンス 
	 新学術「ゲノム支援」のサポートを受けて，本種のゲノム配列の新規解読を目指した。

全遺伝子がホモ型であることが予想される個体（野外同一巣の幼形生殖虫メス）から高純

度のDNAを抽出することに成功した。ペアエンドライブラリー（250と800bp; 基生研）お

よびメイトペアライブラリー（3k, 5k, 8k, 10k; 遺伝研）の作製とシーケンスを依頼して，

既に完了した。de novo genome assemblyの結果，高品質なデータ（scaffold N50 = 1,967 kb）
が得られており，現在は遺伝子予測を行っている段階である。 
 
２）RNAseq解析 
	 これまでに報告した先行研究に従って，ヤマトシロアリの各カーストの分化誘導を行っ

た（兵隊分化：Tsuchida et al. 2008; 生殖虫分化：Saiki & Maekawa 2011; ワーカー脱皮：

Masuoka et al. 2013）。それぞれの分化過程において，ガットパージ（昆虫の脱皮前に生じる

腸内容物の放出）を指標として，(1) 分化前，(2) ガットパージ直前，(3) ガットパージ中，

(4) 分化後，の各個体を10頭ずつ回収した。異なるコロニーに由来するトリプリケートを

用意し，頭部と胸腹部に分けた計72ライブラリーの作製が完了した。方法開発班のサポー

トを受けてHiSeq 2500でのシーケンスがこれから行われる予定である。シーケンス完了後

には，ゲノムをフレームとしたRNAseq解析を遂行し，各カースト分化時に働く遺伝子を詳

細にリストアップする。各候補遺伝子の遺伝子重複の有無や程度を明らかにしながら，各

遺伝子のco-option の詳細な検討や，アイソフォームの特定および機能解析を進める。 
３）日本産複数種の発現遺伝子に関する解析 
	 本種を含む日本産３種の様々な発生ステージの個体から作製したcDNAを，次世代シーケ

ンサー454 GS FLXで網羅的に解析した結果について，連携研究者（三浦徹准教授）らと共

同で発表した。各種で120万以上の遺伝子断片の塩基配列を解読することができ，それらを

アセンブルすることで約15万のESTを得ることができた。これらのデータは，本研究を進
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める上での貴重なリソースとなる。また，構築したESTライブラリの塩基配列情報を利用

して，DNAメチル化の指標となるCpG O/E（標準化CpG量）を計算し，各種の遺伝子にお

けるDNAメチル化の程度を推定した。その結果，いずれの種においても，CpG O/Eの頻度

分布は二峰性となり，多くの遺伝子の値が１以下であることが明らかとなった。セイヨウ

ミツバチでは，DNAメチル化がカースト分化と関係することが指摘されているが（e.g. Lyko 
et al. 2010），シロアリでも多くの遺伝子が高度にメチル化されていることが示唆される。

26年度は，ヤマトシロアリを対象に，各カーストでDNAメチル化の程度に如何なる相違が

あるか，さらに解析を進める予定である。なお25年度には，カースト分化調節のこれまで

の知見とNGS解析の有効性に関するレビュー論文も執筆し，連携研究者らと共同で発表し

た。 
 
３．発表論文 
Hayashi, Y., Shigenobu, S., Watanabe, D., Toga, K., Saiki, R., Shimada, K., Bourguignon, T., Lo, 
N., Hojo, M., Maekawa, K. and Miura, T. (2013). Construction and characterization of normalized 
cDNA libraries by 454 pyrosequencing and estimation of DNA methylation levels in three distantly 
related termite species. PLoS ONE 8, e76678. 
 
Watanabe, D., Gotoh, H., Miura, T. and Maekawa, K. (2014). Social interactions affecting caste 
development through physiological actions in termites. Front. Physiol. 5, 127. 
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菌根共生との共進化による植物の菌従属栄養性獲得に関する	 

遺伝子基盤の解明	 
 

上中 弘典（鳥取大・農）、大和 政秀（千葉大・教育）、 
下野 綾子（筑波大・生命環境） 

 
１．研究の目的 
陸上植物の多くは地下組織において菌根菌と相利共生を営む能力を進化の初期段階で獲得

した。一方、一部の植物は菌根共生との共進化により菌類との関係を共生から寄生へと転

換してきた。この様な菌従属栄養性を獲得した植物は、菌根菌からの炭素化合物に完全に

依存する無葉緑植物へと更に進化する。本研究では、菌従属栄養植物を含む分類群の植物

種を中心に新規にゲノムレベルでの解析を行うことで、これまで全く情報が無い菌従属栄

養性の共生とその獲得、及び無葉緑化を制御する遺伝子基盤の解明を目的とした。 
 
２．今年度の成果と将来展望 
A) 野生植物種の菌従属栄養性の獲得と無葉緑化に関わる遺伝子の同定： 
菌従属栄養性の無葉緑植物ギンリョウソウについてRNA-seqによるトランスクリプトーム

解析を行った結果、菌従属栄養性の無葉緑植物では光合成系だけでなく、炭酸固定系や酸

化的リン酸化などの代謝系、ブラシノステロイドの生合成・シグナル伝達等に関わる複数

の遺伝子がそれぞれ発現していないという新たな知見を見いだした。今後はツツジ科の残

りの植物も含めて発現データを得ることで、進化の観点から菌従属栄養性の獲得と無葉緑

化に関する遺伝子群の同定を行っていく。野生の無葉緑ランとその近縁種はサンプリング

が困難であるため、植物種を変えて対応する。ツツジ科の色素体ゲノムについては、10種
程度の配列を完全に同定する予定である。 
B) ラン科植物の菌従属栄養性に関わる遺伝子の同定： 
ラン科植物の菌根共生の特徴である共生器官における菌糸コイルについて、形成と分解・

吸収をプロトコームにおいてそれぞれ誘導可能な人工発芽実験系を構築した。本実験系を

用いてRNA-seqによるトランスクリプトーム解析を行い、菌根共生時に発現が強く誘導さ

れる遺伝子を同定した結果、菌糸コイルの分解・吸収に関与すると考えられる分解酵素群

をコードする遺伝子を多数同定した。今後は菌糸コイルの形成と分解・吸収に注目した発

現遺伝子の網羅的同定を行うことで、未知のラン科植物における菌根共生系の全体像を明

らかにする。 
 
３．発表論文 
Kim, M-H., Sonoda, Y., Sasaki, K., Kaminaka, H. and Imai, R. (2013). Interactome analysis reveals 
versatile functions of Arabidopsis COLD SHOCK DOMAIN PROTEIN 3 in RNA processing 
within the nucleus and cytoplasm. Cell Stress Chaperon. 18, 517-525. 
 
Egusa, M., Miwa, T., Kaminaka, H., Takano, Y. and Kodama, M. (2013). Nonhost resistance of 
Arabidopsis thaliana against Alternaria alternata involves both pre- and post invasive defenses but 
is collapsed by AAL-toxin in the absence of LOH2. Phytopathology 103, 733-740.  
 
Mase, K., Ishihama, N., Mori, H., Takahashi, H., Kaminaka, H., Kodama, M. and Yoshioka, H. 
(2013) Ethylene-responsive AP2/ERF transcription factor MACD1 participates in 
phytotoxin-triggered programmed cell death. Mol. Plant Microbe. Interact. 26, 868-879. 
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動物体表の「やわらか模様」の進化と分子機構	 
 

宮澤 清太 （大阪大学大学院生命機能研究科） 
 
1. 研究の目的 
動物の体表に見られる多彩な模様パターンは、同種識別、交配選択、擬態・隠蔽等、適応

的にも大きな意義をもつと考えられる形質である。個々の模様パターンは多数の因子が相

互作用する複雑なシステムによって形成されると考えられるが、進化的・適応的に重要な

パターンの違いをもたらす因子や分子ネットワーク、その進化プロセスについては未解明

の部分が多く、特に脊椎動物に見られるような複雑、かつ個体ごとに配置が柔軟に変化す

る模様パターン（＝「やわらか模様」）に関してはほとんど明らかになっていない。本研究

課題では、模様パターンのバリエーションがどのように創発するか、その分子メカニズム

と進化プロセスを明らかにすることを目的として、申請者らが見出した「模様パターンの

混合」という現象に着目し、比較ゲノム解析と数理モデル解析の両面からのアプローチを

試みる。 
 
2. 今年度の成果と将来展望 
(1) 模様パターンの異なる魚種のサンプル収集とゲノム解析 
模様パターンが劇的に異なるトラフグ属近縁種であるムシフグ・コモンフグに着目し、両

種のサンプル収集を試みた。各地の漁港、水族館等に協力を依頼した他、新潟大学理学部

附属臨海実験所の安房田先生らのご協力のもと、新潟県佐渡島において磯釣りによる採集

を行い、生体サンプルの確保に成功した。東京大学水産実験所の菊池先生らのご協力を受

け、ムシフグ雄個体への成熟促進ホルモン投与による排精誘発および精子凍結保存に成功

した。ムシフグ・コモンフグ筋肉組織よりゲノムDNAを抽出し、基生研にて重信先生、柴

田さん、大井さんのご指導とご協力のもとペアエンドライブラリの作製を行った。金沢大

学の西山先生にメイトペアライブラリを作製いただき、ペアエンドとあわせて基生研にて

Illumina HiSeq1500、HiSeq2500を用いてシーケンスしていただいた。また西山先生のご指導

のもとPlatanus 1.2.1を用いてde novoアセンブリを行った。この結果、ムシフグ、コモンフ

グそれぞれについて総塩基数約352 Mb、約359 Mbのドラフトゲノムアセンブリを得た。両

種のゲノムサイズは、すでにゲノム解析が進んでいるトラフグのリファレンスゲノム約393 
Mbと同程度と推定されるが、今回得られたドラフトアセンブリは、コンティグベースでこ

の約9割に相当する。また、N50スキャフォールド長はそれぞれ約2.2 Mb、約2.0 Mb、N50
コンティグ長はそれぞれ約26 kb、約23 kbであった。Bowtie2を用いた解析の結果、ムシフ

グ、コモンフグそれぞれの全リードの約91 %、約92 % がトラフグリファレンスゲノムに

マッピングされた。一方、ムシフグ、コモンフグそれぞれのドラフトアセンブリに対して

は、いずれもそれぞれ約94 %、約95 % のリードがマッピングされる結果となった。 
(2) 模様パターン形成に関わる色素細胞間相互作用・遺伝子発現の解析 
模様パターンのバリエーションが色素細胞間の異なるインタラクションによってもたらさ

れるとの仮説のもと、色素細胞間相互作用や各色素細胞集団における遺伝子発現解析を行

うべく、ムシフグ・コモンフグ皮膚組織からの各色素細胞の単離を試みている。模様パタ

ーン研究のモデル生物であるゼブラフィッシュについては、体幹部同様のストライプ模様

パターンが見られる尾鰭、臀鰭からの効率的な色素細胞単離手法が確立している。しかし

ながら、ムシフグ・コモンフグにおいては、各鰭にも色素細胞自体は存在するものの、体

幹部のような明瞭な模様パターンは認められず、これら鰭に存在する色素細胞が体幹部の

色素細胞と同様の性質やインタラクションを有しているかどうか定かではない。このため、

パターン形成に関わっている色素細胞は体幹部の皮膚組織から単離してくる必要があるが、
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これまでのところ、繊維質に富み弾力性が高いフグ皮のタフさ、および、体表粘膜に多量

に存在するとされるタンパク質分解酵素阻害物質などがおそらくは障壁となり、期待する

成果は上げられていない。一方、in vivoにおける観察から、ムシフグの模様パターン形成

において、色素細胞の配置様式にゼブラフィッシュとは異なる点が認められた。ゼブラフ

ィッシュにおいては、メラノフォア（黒）、ザンソフォア（黄）の各色素細胞が明確に分離

した集団構造をとることによりストライプパターンが形成されているのに対し、ムシフグ

の迷宮模様パターンでは、メラニン色素を含むメラノフォアは腹側を除く体幹部全域にわ

たって分布しており、暗色部と明色部との違いは主に明色部に分布するイリドフォアもし

くは明色部メラノフォア中に共存するグアニン結晶によってもたらされていると考えられ

た。ゼブラフィッシュのストライプパターンとムシフグの迷宮模様とは、ストライプの異

方性を無視すれば概ね同様の構造であるとこれまで考えられてきたが、パターンに関わる

色素細胞の配置様式が異なることから、細胞間相互作用等、パターン形成メカニズムのネ

ットワークを構成する要素は両者で異なっている可能性が示唆された。 
(3) 今後の展望 
今後の予定、また展望として、各フグ皮膚組織からの色素細胞単離を引き続き試みる。ま

た、単離色素細胞を用いてin vitro経時観察による細胞間相互作用の解析を行う他、RNA-seq
により模様パターンの違いに関わる因子の探索を試みる。コモンフグ成熟雌個体、ムシフ

グ凍結精子を用いてコモンフグ・ムシフグ交雑系統の作出を試み、模様パターン関連因子

のQTL解析を目指す。さらに、近縁種間で異なる模様をもつ他の動物群にも対象を拡げ、

とくに迷宮模様・斑点模様をもつフグ目以外の魚種グループに着目してトラフグ属魚種と

同様の細胞動態観察、RNA-seq等による比較解析を行う。模様パターンの違いを生み出す

遺伝基盤について異なる分類群間で比較検討を行うことで、分子メカニズムや進化プロセ

スの解明を目指したい。 
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ウミウシの盗葉緑体現象に注目した遺伝子水平伝播による	 

複合適応形質の伝播機構解明	 
 

前田	 太郎	 （基礎生物学研究所） 
 
１．研究目的 
軟体動物ウミウシの一部の種は、餌海藻の葉緑体を、光合成能力を保持したまま細胞内に

取り込み、数ヶ月間光合成を行う（盗葉緑体現象）。これには、藻類核からウミウシ核への

遺伝子の水平伝播が伴うと考えられており、本現象は、遺伝子の水平伝播によって光合成

という複合適応形質が生物界を超えて水平伝播する可能性を示唆している。しかしウミウ

シのゲノム解読は成功しておらず、遺伝子水平伝播は未だ確実には検証されていない。本

研究では、光合成保持能力が発達したウミウシの１種、チドリミドリガイ(Plakobranchus 
ocellatus)のゲノム解読を行い遺伝子の水平伝播の有無を明確にし、更に、パルス変調蛍光

定量法を組み合わせて、光合成能の各段階において関与している遺伝子を明らかにする。

続けて、本現象の進化的途中段階を示す嚢舌目２種についてもゲノムを解読し、本現象の

進化過程を議論する。本現象の分子機構と進化過程の解明によって、いままで顧みられて

いなかった複合適応形質の進化的水平伝播の可能性とその遺伝学的機構が明らかになるか

もしれない。 
 
２．今年度の成果と将来展望 
今年度は以下の主要な成果を得た。１）パルス変調蛍光定量法により、ウミウシ中で、葉

緑体のタンパク質の活性回復が起きる事を発見した、２）翻訳阻害剤の添加実験によって、

そのタンパク質の活性修復が葉緑体での翻訳を必要とすることを示した、３）ウミウシ中

の葉緑体の完全長DNA解読により、活性修復に関わる遺伝子の候補が示され、また葉緑体

で翻訳されるタンパク質は、翻訳装置自体の新規合成には不十分であることを示した。 
１）タンパク質活性回復 
まず、光合成反応系中で特に活性が低下しやすい光化学系IIタンパク質複合体に着目して

チドリミドリガイ中での活性の変化をパルス変調蛍光定量法により研究した。この複合体

は水の解裂を担う光合成に不可欠な酵素である。結果、ウミウシ中の光化学系IIは、非常

に壊れやすく、強光下(光合成有効光量子束密度1700 µmol m-2 s-1、)での活性の半減期は１時

間ほどである事がわかった。これは、餌藻類やクラミドモナスなどの藻類と同程度の数値

である。藻類と共生するサンゴやホヤなどでは、宿主による吸光性の物質の生産や、形態

的な変化によって、共生している藻類を強光によるダメージから保護することが知られて

いる。今回のウミウシの結果はこのような保護機構はウミウシの盗葉緑体現象においては

存在しないか、非常に弱い事を示唆している。 
一方、活性が低下した後に、弱光下(40 µmol m-2 s-1、)に移すと、光化学系IIの活性は有意に

回復した。このことはウミウシが光化学系IIの活性回復能を持っていることを示している。

強光下での光ダメージの緩和機構がないことと合わせると、この活性回復能は、壊れやす

い光化学系IIの活性を維持し、数ヶ月に及ぶ長期間の光合成能保持に重要な役割を果たし

ていると考えられる。光による光化学系IIの活性低下は、弱光下でも起きることが解って

いるが、常に弱光下(40 µmol m-2 s-1、)に置いた条件では、ウミウシの光化学系IIの低下はみ

られなかった。これは、この条件では、光によるダメージを修復速度が上回っていた事に

よると思われる。一方、チドリミドリガイのハビタットにおいて、太陽光は、しばしば1700 
µmol m-2 s-1程度に達するが、採取された個体はいずれも高い光合成活性を維持していた。

ウミウシ中の光化学II活性は自然状態でも不活化と回復のバランスによって保持されてい

ると考えられる。 
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２）葉緑体中の翻訳と活性回復能 
藻類では、光化学系IIの回復は、その活性中心タンパク質D1が新規に合成され、不活化し

た古いD1と入れ替わることでおきる。Ｄ１タンパク質はほぼすべての藻類で葉緑体DNA上

にコードされており、葉緑体中での転写翻訳によって新規に合成される。そこで、ウミウ

シ細胞中でも葉緑体での翻訳が光化学系IIの活性に関与するか調べるために、葉緑体、ミ

トコンドリア、真正細菌の翻訳を阻害するクロラムフェニコールを添加した上で、光化学

系IIの活性を観察した。結果、コントロールに比べ強光下での活性低下速度が有意に速く

なった。これは、無処理での光化学系IIの活性低下が、すでに活性回復の影響を含んでお

り、処理区では活性回復能が低下した結果、活性低下速度が速くなったと考えることがで

きる。また、すでに先行研究によって、近縁種のウミウシ（Elysia chlorotica）で、葉緑体

の翻訳活性が維持されることが示されている。このことから、チドリミドリガイにおいて

も葉緑体の翻訳活性が維持されており、D1タンパク質などの葉緑体DNA上コードされてい

るタンパク質の新規合成が、光化学系IIの活性回復に関与している可能性が示された。 
３）葉緑体DNA 
多くの植物や藻類では、葉緑体ＤＮＡ上には、葉緑体での転写･翻訳装置に必須のサブユニ

ットの多くが欠失しており、これらは藻類核にコードされている。一方、上記の結果は藻

類核を取り込まないウミウシ細胞中で葉緑体での翻訳活性が維持されており、これが光合

成活性維持に重要であることを示唆している。そこで、ウミウシ中の葉緑体が例外的に翻

訳に必要な遺伝子をすべて保持しているのではないかと考え、ゲノム解読用のデータから

ウミウシ中の葉緑体DNAを解読した。またクロラムフェニコールによってミトコンドリア

も翻訳阻害を受けるため、これが光合成活性に影響する可能性を検証するためミトコンド

リアDNAについても調べた。結果、他の藻類と同様にD1タンパク質をコードするウミウシ

中の葉緑体中のDNAには、リボソーマルタンパク質サブユニットの大半（33/55）がコード

されておらず、多くの緑藻類の葉緑体ＤＮＡと同じ遺伝子組成を持っていた。このことか

ら、上記の、ウミウシ中の葉緑体が例外的に翻訳に十分な遺伝子を保持しているという仮

説は否定された。 
ウミウシ中に、翻訳関連タンパク質の活性を保持する何らかの機構が存在し、これが翻訳

活性の維持、及び光合成活性の維持に重要と考えら得る。。現在、ゲノム解読により

N50=1Mbpと良好なアセンブル結果を得ており、今後このデータから翻訳維持機構に関わ

る遺伝子を探索する予定である。 
 
３．発表論文 
発表論文はまだないが、上記の内容について論文を鋭意作成中である 
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