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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」	 

2013年度国際シンポジウム報告	 
	 

	 本領域では、領域における成果を国際的に発信し、研究のさらなる進展を図る

ため、倉谷滋総括班員を中心として年１回程度、国際シンポジウムを開催してお

ります。今回が第５回の国際シンポジウムとなりますが，いずれも学会や研究所

との共催として行うことにより、インパクトのある講演者を招聘し、多数の聴衆

の方々にご参加いただくとともに、省力化にも努めています。2010年度の第１回

は、2011年2月にRIKEN	 CDBと共催で“Molecular	 Bases	 for	 Evolution	 of	 Complex	 

Traits”（オーガナイザー：藤原晴彦、深津武馬、倉谷滋各班員）と題して開催

し、複合適応形質を中心に進化学の問題点と進展を議論しました。2011年度の第

２回、第３回は、2011年7月にSociety	 for	 Molecular	 Biology	 and	 Evolution	 (SMBE)	 

2011	 Kyoto	 Conferenceと共催で行いました。第２回は倉谷班員のオーガナイズに

より、“Current	 Problems	 in	 Vertebrate	 Evolutionary	 Development”と題して

開催し，脊椎動物の複合適応形質を中心とした発生進化学の進展について成果発

表と議論を行いました。第３回は深津班員のオーガナイズにより、“Symbiosis	 as	 

the	 Source	 of	 Evolutionary	 Novelties”と題して、本領域の大きな柱である共

生機構の進化について集中的に議論を行いました。2012年度の第４回は、2013年

３月にシンガポールでPlant	 and	 Animal	 Genome	 Asia	 (PAG	 Asia)	 2013と共催で、

本領域の大きな成果である非モデル生物のde	 novoゲノム配列決定を議論する”De	 

Novo	 Genome	 Projects	 of	 Exotic	 Creatures”を入江直樹班員が中心となって開

催しました。	 

	 

	 そして今年度の第５回国際シンポジウムは、倉谷班員が入江班員とともに本領

域の成果である「トランスクリプトーム比較から明らかになった進化的に保守的

な脊椎動物胚段階」を拡張して、動植物全般における発生における保守的段階に

ついて議論をするために企画しました。日本進化学会第15回大会との共催で行い、

100名以上の聴衆が集まり活発な質疑が行われました。	 

	 

	 本領域も４年目が順調に進み、来年はついに最終年度を迎えます。班員の皆様

で本年度あるいは来年度に国際シンポジウムの開催を考えられている方は、総括

班で支援を検討いたしますので、倉谷班員までご連絡ください。	 

	 

平成25年8月	 

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	 長谷部光泰	 
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日本進化学会第15回つくば大会	 国際プレナリーシンポジウム	 

Bottleneck	 in	 Evolution	 and	 Development	 
 
Organizers:  
Shigeru Kuratani, RIKEN Center for Developmental Biology (CDB), Kobe, Japan  
Mituyasu Hasebe, National Institute of Basic Biology (NIBB), Okazaki, Japan  
 
Concept:  
Parallel relationships between the developmental and evolutionary processes are one of the 
most important and fundamental riddles for the study of Evo-Devo, and apparently we 
have now come to the stage at which we can deal with this problem from various datasets 
with various technologies. This symposium is aimed at deepening our underrstanding of 
relationships between ontogeny and phylogeny, especially based on recent advances of 
analyses at genpmic and molecular levels. 
 
Program:  
29 August 2013, 9:00-12:15 at the University of Tsukuba, Japan  
 
IS-1 
Naoki Irie (RIKEN CDB, Kobe, Japan) “Comparative gene expression analysis reveals 
vertebrate phylotypic period during vertebrate embryogenesis” 
 
IS-2 
Shigeru Kuratani, Yasuhiro Oisi, Fumiaki Sugahara (RIKEN CDB, Kobe, Japan) 
“Evolution of craniofacial developmental patterns in early vertebrates” 
 
IS-3 
Mitsuyasu Hasebe (NIBB, Okazaki, Japan) “Regulation of bottlenecks in alteration of 
generations: switches to start diploid and haploid generations” 
 
IS-4 
Marcel Quint (Department of Molecular signal Processing, Leibniz Institute of Plant 
Biochemistry, Halle (Saale), Germany) “A green perspective on the developmental 
hourglass concept”  
 
IS-5 
Pavel Tomancak (Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics, Dresden, 
Germany) “Gene expression divergence recapitulates the developmental hourglass”  
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Comparative gene expression analysis reveals vertebrate 
phylotypic period during vertebrate embryogenesis	 

 
Naoki Irie  

CDB, Kobe, Japan  
 

Why do vertebrates have basic body plan in common? Is it merely an issue of how we 
group the animals for descriptive purposes? Or is there any inevitability that arises from 
unknown features of their developmental system? Although the exact answer remains to 
be clarified, recent comprehensive, transcriptome analysis highlighted the conserved 
mid-embryonic period in vertebrate embryogenesis, called vertebrate phylotype, and this 
conserved stage could be the source of vertebrate basic body plan. However, the vertebrate 
phylotypic period hypothesis has only been supported by comparison among model 
organisms that have rather common body plan (e.g. mouse, chicken, zebrafish, xenopus). 
Here we determined the draft genomes of two turtle species and further investigated the 
temporal position of phylotypic period by comparing the RNAseq based transcriptome 
between turtle and chicken embryos genesis. Our results, not only demonstrating the 
hourglass-like divergence among turtle chicken embryogenesis, in terms of gene 
expression profiles, but also suggested that turtle also established the vertebrate basic body 
plan first, and then specializes to make their unique body plan. 
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Evolution of craniofacial developmental patterns in early 
vertebrates 

 
Shigeru Kuratani, Yasuhiro Oisi, and Fumiaki Sugahara  

CDB, Kobe, Japan 
 
Cyclostomes, the living jawless vertebrates including hagfishes and lampreys, represent 
the most basal lineage of vertebrates. The monophyly of cyclostomes has been supported 
both by recent molecular and developmental morphological analyses. Although the adult 
anatomy of hagfishes could not be compared easily with that of lampreys, the craniofacial 
development of a series of staged hagfish embryos showed that their adenohypophysis 
arises ectodermally, allowing us to identify a pan-cyclostome pattern, one not shared by 
jawed vertebrates (Oisi et al., 2013; Nature 493, p. 175). Comparative analyses indicated 
that many of the hagfish-specific traits can therefore be explained by changes secondarily 
introduced into the hagfish lineage. There is also a possibility that the pan-cyclostome 
pattern may reflect the ancestral programme for the craniofacial development of all living 
vertebrates. One of the most fundamental differences between the cyclostome- and jawed 
vertebrate morphotypes arises from the distribution and number of nasal placodes; 
cyclostomes exhibit monorhiny (single nostril) and jawed vertebrates diplorhiny (double 
nostrils). Early embryos of the lamprey, however, show a placodal fate map identical to 
that in jawed vertebrates, in which a pair of nasal placodes sandwitches the 
adenohypophyseal placode in the midline. Since the evolutionary polarity proceeds from 
monorhiny to diplorhiny, the diplorhiny in gnathostomes is likely to have been obtained 
by heterochronical retardation as well as the resultant failure of nasal placodal fusion, 
leading to the possession of the double nasal epithelia. Evolution of craniofacial 
morphotypes thus seems to involve alteration of developmental timetables. 
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Regulation of bottlenecks in alteration of generations: switches to 
start diploid and haploid generations 

 
Mitsuyasu Hasebe  

NIBB, Okazaki, Japan 
 
Every multicellular organism with sexual reporduction starts its life cycle from a zygote. 
A series of processes in reproductive cell formation, fertilization, and zygote formation is 
a bottleneck in development at the cellular level. Land plants are haplodiplontic and have 
another unicellular bottlenecked process, sporogenesis. Meiosis in a diploid body forms 
haploid unicellular spores. Each spore develops into a haploid multicellular body bearing 
eggs and sperms. We found that chromatin modification enzyme complex, Polycomb 
repression complex II and homeobox transcription factors, class II KNOXs regulate to 
initiate a pluripotent stem cell in a zygote and a spore to start diploid and haploid 
development, respectively. I will discuss how these molecular switches are involved in the 
evolution of a life cycle in land plants. As well as zygotes and spores, non-seed plants 
form other unicellular pluripotent stem cells when body plans change during a life cycle. 
For example, in the moss Physcomitrella patens, four different types of pluripotent stem 
cells are initiated to form four different types of bodies. Our previous studies showed that 
the processes to form different types of pluripotent stem cells are differently regulated. I 
will discuss on the evolutionary significance in the moleuclar mechanisms of stem cell 
specification as a bottelneck in development at the cellular level. 
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A green perspective on the developmental hourglass concept 
 

Marcel Quint 
Department of Molecular Signal Processing, Leibniz Institute of Plant Biochemistry, Halle 

(Saale), Germany 
 
Pioneered in vertebrates, it has been shown for several animal phyla that embryos of 
different taxa follow a specific morphological pattern. Embryos of different species appear 
different in the earliest stages of development. But as embryogenesis progresses, the forms 
of the different embryos begin to converge so that, at mid-embryogenesis, they appear 
more similar. In late-embryogenesis the forms of the embryos diverge again. This pattern 
is known as the developmental hourglass and represents one of the classic concepts in 
developmental biology. Although controversially discussed, the developmental hourglass 
has recently received remarkable attention. This is primarily due to molecular approval of 
the hourglass pattern, which has historically been based exclusively on morphological 
observations. Several groups independently showed that transcriptomes of vertebrates 
[1-4], insects [5] and nematodes [6] are either more similar or are dominated by 
evolutionary ancient genes in mid-embryogenesis. Interestingly, the developmental 
hourglass had never been addressed in the plant kingdom, which convergently evolved 
embryogenesis. Most likely, this is due to the absence of obvious morphological hourglass 
patterns in plant phyla. However, inspired by the recent work in the animal field, we could 
show that a transcriptional hourglass also exists for embryogenesis of the model plant 
Arabidopsis thaliana [7]. Here, we will address the robustness of the phylotranscriptomic 
methodology and an attempt to identify the genes that shape the hourglass pattern using a 
simulated annealing approach. Lastly, based on the fundamental differences between 
animal and plant embryogenesis and ontogeny in general, we investigate 
phylotranscriptomics of post-embryonic development and provide a green perspective on 
the developmental hourglass concept. 
 
1. Hazkani-Covo et al. (2005) Journal of Experimental Zoology (Mol Dev Evol) 
304B:150-158 
2. Domazet-Loso and Tautz (2010) Nature 468, 815-818 
3. Irie and Kuratani (2011) Nature Communications 2, 248 
4. Wang et al. (2013) Nature Genetics 45, 701-706 
5. Kalinka et al. (2010) Nature 468, 811-814 
6. Levin et al. (2012) Developmental Cell 22, 1101-1108 
7. Quint et al. (2012) Nature 490, 98-101 
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Gene expression divergence recapitulates the developmental 
hourglass 

 
Pavel Tomancak 

Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics, Dresden, Germany 
 

Abstract not submitted. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Symposium speakers:  

From left to right, Marcel Quint, Pavel Tomancak, Naoki Irie, Mitsuyasu Hasebe and 
Shigeru Kuratani.  



 8 

反復する学説	 ー	 国際シンポジウムを終えて	 

	 

理化学研究所	 倉谷	 滋	 
	 

	 科学の歴史においては、科学思想家、T.クーンの言う「科学革命」によって、それまで説明

されなかった事象が新たに説明できるようになるとされる。が、実際の歴史においてはそれに

素直に当てはまらないことの方が多い。つまり、革命的で新しい、より適切な思考の枠組みが

もたらされることにより明らかとなるのはむしろ、それまでの古い考え方によって当たり前と

されてきた現象の多くが、実は全く当たり前ではなかったのだと気づかざるを得なくなる、そ

んな事態なのだと...。このような心理的抵抗があるからこそ、科学革命は成就しにくい。当た

り前のように地動説を親や先生から教えられて育った我々には、天動説を捨てねばならなかっ

た当時の人々の心理的抵抗感など想像もできない。少なくとも、科学的理論が勝利してきた道

のりは決して平坦なものではない。その故に、我々は決して過去を笑えない。	 

	 

	 上の科学革命によって暴露された超常現象（？）のひとつに、19世紀以来の「反復説」があ

る（或いは、メッケルその他による第１期反復説を考慮するなら、それを１８世紀末以来とし

ても良い）。高校の教科書によく出ていた「個体発生は系統発生を繰り返す」という、ヘッケル

を以て嚆矢とする、あの学説である。曰く、生物は、それが発生する過程において、祖先（の

胚）の形を順次繰り返す。ヒトは子宮の中でまずサカナに、次いで両生類になり、爬虫類を経

て原始的な哺乳類となり、最後にヒトの姿を得る...。これと同様の考えはヘッケル以前にもあ

り、さらにそれは自然哲学、あるいはゲーテの原型論ともつながりを持つのだが、歴史的経緯

についてはすでに別のところでまとめたので本稿では

繰り返さない。これに似た説として、「どのような動物

の発生でも、一時期そのグループの体制を代表するよう

な共通の胚の形を経る」という、フォン＝ベーアに端を

発するところの「砂時計モデル」もある（この砂時計の

くびれを、昨今は強調し「ボトルネック」と呼ぶ）。い

ずれも、発生プロセスやパターンは進化や系統分類と無

関係ではおれないという思想が、「法則」という形で表

現されたものである。	 

	 

	 さて、70年代以降、ダーウィンとともにヘッケルもま

た、私の兄貴分にあたる研究者諸氏によって「誤謬」の

レッテルを貼られることが多かった。無理もない。ヘッ

ケルは、自説をわかりやすくするために必要以上の単純

化を施したり、胚の形を互いに似せるためにデフォルメ

したりと、科学的にはちょっとマズい操作をいろいろや

りすぎた。不正確との誹りも仕方あるまい。その通りな

のだから...。ただし、比較形態学者の端くれとして一

言弁護させてもらうなら、異なった動物の間に形態的同

一性を見いだすにはそれなりの訓練がいるのだ。私には

ギンザメ（全頭類）とトラザメ（板鰓類）の神経・筋肉

系の形態は互いにそっくりに見えるが、それはいわば経

験の賜であって、素人眼にはあまり似ていないかも知れ
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ないヘッケルが胚の形態に施した変形は善意に解釈すれば、一義的には初心者への配慮であっ

た。それでも行き過ぎた単純化がいけないというのなら、役人受けする標語、いわゆる「バズ

ワード」ばかり考え出す現在のビジネスマン研究者だって同様に糾弾されてしかるべきだろう。	 

	 

	 ともかく、進化と発生の間に見る一種理想化された対応関係には、確かに冷静に考えれば支

持する自明の根拠はない。ニュートンの万有引力の法則も、ダーウィンの自然淘汰説も、法則

としては首尾一貫しており、機構的背景のモデル化も完備している。しかし、反復説にはそれ

と同等の機構的基盤がない。むしろそれは、進化を事実として認めた人間の感性が、単純から

複雑高度へと進行する疑似進化的な現象として発生過程に並行性を認めたものに過ぎないのだ。

反復説はこの点が危うい。当初ヘッケルに対して好意的であったダーウィンすら、「発生過程の

すべてが淘汰の対象となり得るのだから、最終的にひとそろいの器官系が揃う限り、進化過程

の通りに発生が進む必然性はない」と言うような意味のことを述べている。	 

	 

	 そのようなわけで、反復説や原型的ボディプランという思想がヘッケル以前からして既に当

時の大方の進化形態学者の共通した認識基盤を形成していたにもかかわらず、それらは後代、

とりわけドイツ関連の科学を毛嫌いし、ことごとく闇に葬ろうとした英米の科学者や科学思想

家によって徒花と定義され今に至る。20世紀も70年代になって書かれたグールドの大著、「系統

発生と個体発生」でも、反復の発生学的基盤についての吟味は皆無といってよく、ヘッケルに

対して異様なほど好意的に書かれたリチャーズの近著「The	 Tragic	 Sense	 of	 Life」において

も、反復説それ自体の是非、科学的検証については全くといって良いほど踏み込めていない。

そして、「日本では」といえば、かつてドイツ自然科学の良き理解者であったにもかかわらず、

戦後英米の追随者と成り下がり、時とともに科学のグローバリゼーションに流され、自然哲学

の意味も分からない学者たちによって英語で書かれた批判をただサルのように繰り返したのみ

であった。かくして反復説はタブーとなった。嗚呼...。	 

	 

	 では反復説は正しいのか？	 それともやはり誤謬なのか？	 結論を急ぐ前に、私がまずこだ

わりたいと思うのはむしろ、反復説を検証する方法論が今手許にあるかどうか、それによって

扱える問題かどうか、である。とりあえず、これまでのパラダイムにおいて反復現象を成立さ

せる理論が定立し得なかったことは認めよう。しかも検証可能ですらなかった。ここまではい

い。そこで、冒頭に述べた「パラダイムと異常現象」である。これまで、さまざまな事例を引

いて比較形態学者たちは発生と進化の並行を唱えてきた（ヘッケル自身はというと、意外なこ

とに必ずもそうしなかったけれども、英国の発生学者は良くそれを利用していた）。にもかかわ

らず、「この世に反復原理などというものはない」ということになった。「この世には、すべて

の変化生成を司る、夢のような超越論的形成運動などは存在しない」のである。よろしい。確

かにそれが、自然哲学の見果てぬロマンの行方であったと認めよう。加えて、「反復する」とい

うにはあまりにも多くの例外がある。進化はただ、個体の生存を許すための発生プログラムを

効率的に模索してきたにすぎない。必要な器官を必要なタイミングで都合良く効率的に分化さ

せることができるように...。では、これまで反復の好例とされてきた事象についてはどうか？	 

つまり、「反復説は間違っている」というのは簡単だが、それではなぜ反復しているように見え

る現象がこんなに沢山あるのか？	 典型的には、「肺呼吸をする哺乳類の発生中、鰓が生ずるの

はなぜなのか？」というように、新しい常識がまかり通ったが為にこれまで当たり前とされて

きたものが、今度は逆に不思議な現象として我々の目の前に浮かび上がってこざるを得ないの

だ。ならばあらためて問おう。なぜこうも頻繁に、発生は系統進化過程を繰り返すことがある

（ように見える）のか？	 そして、それは一体どういうときなのか？	 

	 

	 繰り返していえば、「進化の初期に得られた形質であるほど個体発生における発生のタイミン

グが早い」などという自明の法則は存在しない。そして、それを納得できるような理論もない。
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とりあえずいま使えるのは、発生機構の論理と自然淘汰ぐらいのものである。その観点から反

復的現象が説明されたことがこれまで２回ほどある。ひとつは、構造的ネットワークと内部淘

汰の考えから導かれる、ラフやサンダーによって唱えられたモデルだ。すなわち、初期発生は

大局的なパターン形成機構が起こり、体軸とか極性のような重要なパターンが得られる重要な

時期だが、そのとき用いられている相互作用のメカニズムと、用いられている遺伝子の数は大

して多くはない。ならば、そのプログラムの書き換えも比較的スムーズに生ずるかもしれない。

一方で、後期発生においては無数の相互作用と無数の遺伝子が機能しているが、それらはすべ

て局所的な形態形成プロセスのためのもので、そのいくつかが変更しても個体発生全体にとっ

て致命的なことはない。ところが、いわゆる「ファイロティピック段階」と呼ばれる器官形成

期においては、大局的な相互作用が多数あり、そこで用いられている遺伝子の数も多い。しか

もこの頃の発生プログラム全体は、互いに絡み合った大規模なネットワークや因果連鎖を構成

し、どれか一つのつながりが断たれると、胚発生全体の崩壊につながる。そのようなわけで、

この頃の胚形態や遺伝子発現パターンはわずかな変更も許さないような強い内部淘汰の下にあ

り、従って進化的にも変更しにくく（これはいわゆる「発生拘束」といわれるもののひとつだ

ろう）、系統を超えて共通のパターンを示しがちとなる、という理論である。	 

	 

	 上のような考えはしかし、動物門を通じて共通の胚形態が現れがちだということを説明して

も、系統発生的分岐過程を順次反復することまでは説明しない。では、こういうのはどうだ。

ドイツの理論生物学者、リードルが70年代に考え出した概念に「発生負荷」というものがある。

これは、成体において不用の胚構造が、なぜしつこく子孫の胚に現れなければならないかとい

う理由を説明するためのものである。例えば、脊索は脊索動物の進化の初期においては、体軸

を前後に走る重要な支持器官であったが、我々の体ではその役目は脊柱に取って代わられてい

る。しかし、脊索をヒトの発生過程から除去できるかというと、それは無理な話である。とい

うのも、脊椎動物は脊索の存在を前提として、その上にさまざまな発生機構を、脊索出現以降

の発生段階に構築してきたからである。かくして、脊索なくしては神経系の分化も、筋の分化

も、中軸骨格の分化もできなくなる。いわば、神経系その他の発生後期の構造の重要性が、構

造として必要ではなくなった脊索を発生上の理由で守ってきたのである（脊索が正常に生じな

い発生プログラムは内部淘汰によって破棄される）。脊索の存在はいわば、のちの発生過程に対

して責任を負っており、それを「脊索にかかる発生負荷」と表現する。決して、脊索が古い由

来の、由緒正しいものだから、すぐさま発

生初期に出現するというわけではない。同

様に、空気呼吸をするヒトにおいても、胚

期に「鰓」が現れるのは、それをベースに

して胸腺や副甲状腺など、鰓の構造に依存

して成立した発生プログラムがゲノム中や

胚の形のなかに構築されているためだと解

することができる。事実、羊膜類の胚に現

れる「鰓」は、必ず何かに分化する物で、

決して祖先の魚類にあったのと同じ数の鰓

がバカ正直に発生しているわけではない。

成体においても胚においても真に不用な器

官は、確かにすっかり失われているのだ。	 

	 

	 このように考えると、胚発生、とりわけ

器官形成においては、特定の胚形態が一定

の順序で現れることがいくつかの局面で要

請されていることがわかる。それが全うで
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きない胚は器官形成も遂行できないという仕組みである。さらにもうひとつの傾向として、フ

ァイロタイプを乱すような発生プログラムの変更は危険であり、進化的に新しい構造は、少な

くとも器官形成期ののちに付加されることが多くなる必然的傾向も納得できる。しかも、脊椎

動物のように、発生後期になって初めて実現する細胞同士、組織同士の空間的位置関係に依存

した相互作用で器官の分化が生ずるような、高度な体制を持った動物の発生では、それ以前の

発生パターンをなるべく保守的に押さえ込もうという傾向が淘汰を通じて不可避的に生ずる。

こういった進化的発生的ロジックの集積を考え、いくつかの発生プロセスについて進化的意義

を洞察し、系統的シグナル（=意義のある形質）として用いることも決して不可能なことではな

い。つまり、発生は確かに「進化を反復するように進行することもある」。私の研究するカメの

甲形成においても、現生のカメ胚は発生途上、化石種を含めた祖先系列の形態を見事に反復す

るのである。	 

	 

	 ちなみに、上のような理論化が可能となったのは、動物の正確な系統関係が分子レベルで分

かるようになり、いくつものモデル動物の発生研究によって、細胞分化や器官形成の機構が実

験的に解明できるようになり、細胞の適切な標識によって発生運命予定地図や、解剖学的構造

それぞれの細胞系譜が動物系統間で比較可能となり、主としてマスターコントロール遺伝子の

発現や機能の解明を通じて、比較形態学と分子発生学が「相同性」をキーワードとして融合し

たからである。こういったことのすべては、20世紀も終わりになるまで不可能だった。安っぽ

い不可知論に寄り添って自らの理解を超える理論を何もかも否定棄却する前に、これら現代生

物学のツールが完備するより遙か以前、ヘッケルはじめ何人かの進化形態学者が、そして遺伝

学・発生学の融合を目指して後代、ウォディントンが、幻視したプロセスとパターンのつなが

りにこそ我々はいま瞠目すべきではなかろうか。	 

	 

	 かつて学者が研究室で一人静かに思索をめぐらせ、一生掛かって人類の眼前に広がる世界の

姿を全く違ったものに見せるようなアイデアをつくりだしていた、そんな時代はとうに過去の

ものとなった。それは認めざるを得ない。が、かといって科学者がマーケット動向にやけに敏

感なビジネスマンと同じ資質を求められて当然といったこの悲惨な現状を容認するとなれば、

そんな社会にとって次世代の科学などもはや存在しないも同然だろう。少なくとも、60年代に

子供であった私は、そんな研究者になる憧れなど決して持ってはいなかった。「目新しければ、

それでよいのか、それで正しいのか、むしろ忘れたもののなかにこそ、真理は眠っているので

はないのか...」。そんな思索が必要な時代がひょっとしたら到来しているのかもしれない。ア

ジアにおけるトップが日本からどこかよその国に移行しようとしている今だからこそ、ヘッケ

ルやフォン＝ベーアの学説を肴に思索をめぐらせるのも悪くない。そんな酔狂なことは進化学

会にしか出来ないだろう。いや、科学はむしろ、本来そういったものであるべきだろう。素晴

らしい。というわけで、今年の進化学会第15回大会二日目、8月29日午前9時よりの国際プレナ

リーシンポジウムのタイトルは、「発生と進化におけるボトルネック	 -	 Bottleneck	 in	 Evolution	 

and	 Development」。砂時計に見立てた発生の「くびれ」、生物種を越えて見ることのできるファ

イロタイプを積極的に暴こうという試みである。	 

	 

	 オーガナイザーは私と長谷部光泰会員、スピーカーに日本人３名と外国人研究者２名を招い

ての盛況なものとなった。進化生物学におけるこの、永遠の命題に興味を持って集まって下さ

った進化学会員諸氏には、この場を借りて厚くお礼申し上げる。オープニングの演者は入江直

樹博士。タイトルは「Vertebrates'	 basic	 body	 plan	 embedded	 in	 the	 waist	 of	 hourglass」。

彼は、フォン＝ベーア、ヘッケルから今に続く長年の混乱が、メカニズム論と現象論の不十分

な切り分けに起因すると指摘、その上で、数億年スケールの進化的理論を検証するにふさわし

い、系統的に離れた５種の脊椎動物を対象にした分子レベルの研究を紹介した。これを通して

砂時計モデルの妥当性とそのボトルネックが初期咽頭胚期にあたる事を提案、さらに砂時計か
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ら生じる新たな謎についても広く議論した。続いて私、倉谷は、「Evolution	 of	 craniofacial	 

developmental	 patterns	 in	 early	 vertebrates」のタイトルの元に、ヌタウナギの個体発生過

程を紹介、円口類に共通の頭部形態形成パターンがあり、それが脊椎動物全体における頭部発

生プログラムのプロトタイプと見なしうるも、顎口類においては時間と発生パターンにおける

初期のネオテニー的シフトにより、もはや反復的発生過程を経ないという可能性を問うた。続

いて、長谷部光泰博士は、「Regulation	 of	 bottle	 necks	 in	 alteration	 of	 generations:	 switches	 

to	 start	 diploid	 and	 haploid	 generations」と題し、植物の発生過程において単細胞化する

段階が発生上の「くびれ」となっている可能性を問うた。ヒメツリガネゴケというコケ植物で

は、生活史の中で少なくとも８回、単細胞性の多能性幹細胞を形成し、形態を変化させる。こ

れらの多能性幹細胞形成過程が反復によって進化したのか、あるいは新規に進化したのかにつ

いて制御遺伝子について比較を行い、ある程度の反復があるのではないかと考察された。同様

に植物を扱ったMarcel	 Quint博士による「Phylotranscriptomic	 hourglass	 patterns	 -	 a	 green	 

perspective」では、被子植物のシロイヌナズナでも胚発生の途中で他の陸上植物に広く保存さ

れている遺伝子が顕著に観察される時期があるとの発表が行われた。脊椎動物と異なり、陸上

植物の胚発生過程にはファロタイプにあたるような形態が類似した時期は無い。どうして、こ

のような「くびれ」ができるのかは今後の解析が必要である。そして、Pavel	 Tomancak博士に

よる「Gene	 expression	 divergence	 recapitulates	 the	 developmental	 hourglass」は、本シ

ンポジウムの最後を飾るにふさわしい白眉と言えるもので、ショウジョウバエの比較発生解析

を紹介しつつ、動物の生活史における「発生」という過程そのものが進化の産物であるという

重要な視点を強調、そのなかで「ニワトリと卵」の間に立ち現れるボトルネック胚の形態に新

しい意味を与えた、まさに、進化学会におけるこのシンポジウムの真の意義を鋭くえぐり出す

迫真のレビューとなった。敢えて手前味噌となる覚悟で言えば、私の知る限り、発生と進化の

間に観られるこの、一種並行的関係を正面切って扱ったシンポジウムなど、古今東西を通じて

これまであった試し無く、今回の発表者の面々が日独２カ国に限られていたことが紛れもなく

これを成功させた背景にあるなどと言えば過言かとも思うがしかし私はすでにそう書いてしま

った。今後、進化における発生の意義が、これまでのEvoDevo研究の限界を超えて明らかにされ

ることを切に願うばかりである。	 

	 

（本稿は日本進化学会ニュース	 Vol.	 14	 より許可を得て転載した）	 
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