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表紙写真：SINE由来配列のエンハンサー活性。LacZをレポーターとしてマウス
E13.5胚で検出した。（左）顎部、特に二次口蓋でwnt5aの発現を誘導する
AS3_9遺伝子座のエンハンサー活性。（右）大脳新皮質でsatb2のエンハンサー
として働くAS021遺伝子座の活性。（東京工業大学	 西原秀典、岡田典弘）。	 
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新学術領域研究「ゲノム・遺伝子相関」との	 

共催シンポジウム開催の経緯および報告について	 
	 

	 現在、文部科学省の支援のもとで、それぞれに独自の特色と目的を有する多様

な新学術領域研究が推進されております。順調な研究の進展に伴って、異なった

領域間でさまざまな手法や研究内容に共通点が浮かび上がってくる場合がありま

す。我々の領域と「ゲノム・遺伝子相関」領域（高山誠司代表）は、目指す方向

は異なっていますがゲノム解析を重要なアプローチの１つとする点、生物進化に

関する問題を扱う点で、共通する部分があります。日本進化学会第15回大会の折

に、東京工業大学の田中幹子先生より「ゲノム・遺伝子相関」領域として日本遺

伝学会第85回大会において「ミクロ進化とマクロ進化のギャップをどう埋めるの

か」というシンポジウムを企画され、その発表者６名のうち４名が当領域の班員

であるというお話を伺いました。たいへん良い機会ですので、田中先生、高山代

表に共催にしていただけないかとご相談したところご快諾いただきました。シン

ポジウム当日はオーガナイザーのお一人で２つの領域の総括班員を兼ねられてお

られる岡田典弘先生より共催の趣旨説明をいただきました。初めての試みでした

が、領域の枠組みを超えて新たな議論が進展したように思われます。今後とも他

の領域との連携の可能性を模索しつつ領域活動を行っていきたいと思います。班

員の皆様で心当たりのあるかたは領域代表までご連絡ください。	 

	 

平成25年11月12日	 

新学術領域研究「複合適応形質進化の遺伝子基盤解明」	 

領域代表	 長谷部	 光泰	 
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新学術領域研究概要	 
 
ゲノム・遺伝子相関（領域代表	 高山誠司）	 
自然界でおこる高次の生命現象は、複雑に絡み合う遺伝子産物の組合せによる相

互作用（ゲノム・遺伝子相関）を通じて決定されます。しかしながら、その分子

メカニズムを体系的に理解しようという試みは殆どなされていません。本新学術

領域では、このような「ゲノム・遺伝子相関」を対象とする先進的な遺伝学的研

究を集約し、様々な生命現象の根幹を支えるゲノム・遺伝子相関機構の普遍性、

多様性を明らかにすることで、ポストゲノム時代の新たな学術領域を先導するこ

とを目指しています。http://www.ige.tohoku.ac.jp/prg/genetics/	  
 
 
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） 
自然選択理論、中立理論を始めとする既存の進化理論がいまだ取り込むことに成

功していない現象がある。食草転換、新奇適応形態、擬態、共生など、複数の形

質進化が積み重なることによってはじめて適応的になり、未完成な段階では適応

的でなく、かえって生存に不利になってしまうような形質（複合適応形質）の進

化である。本領域では、複合適応形質を制御する遺伝子を同定し、その進化メカ

ニズムとプロセスを推定することにより、進化の新しい共通理論を導きだすこと

を目指す。http://staff.aist.go.jp/t-fukatsu/SGJHome.html 
	 



 3 

日本遺伝学会第85回大会	 シンポジウム	 

ミクロ進化とマクロ進化のギャップをどう埋めるのか	 
 
世話人：	 

田中	 幹子（東京工業大学）、北野	 潤（国立遺伝学研究所）、岡田	 典弘（東京工業

大学）	 
 
概要：	 

生物の進化は途切れることのない時間軸に沿ってなされるものである。一方、進

化のメカニズムを理解する試みとしては、ミクロなスケールからの集団遺伝学•生

態遺伝学的アプローチとマクロなスケールからの進化発生学的アプローチに分断

されており、双方の研究スタンスには大きなギャップが開いたままである。本シ

ンポジウムでは、特に脊椎動物を題材に研究を展開されている進化発生学と集団

遺伝学•生態遺伝学の立場からの演者を招き、ミクロ進化とマクロ進化の研究のギ

ャップを埋めるような新しい研究展開の可能性について議論したい。 
 
共催：	 

新学術領域研究「ゲノム・遺伝子相関」	 領域代表 高山誠司 
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 
 
プログラム：	 

2013年9月19日 14:45〜18:30 慶應大学日吉キャンパス第４校舎D101（A会場） 
 
S1	 挨拶	   岡田 典弘	 東京工業大学 
 
S1	 趣旨の説明 田中 幹子	 東京工業大学 
 
S1-1	 発生とゲノムと化石から見たカメの起源 
倉谷 滋 
理化学研究所 発生・再生科学総合研究センター 形態進化研究グループ 
 
S1-2	 親指形成システムの起源―鰭から四肢へと形態を進化させた発生プログラ
ムの変化― 
田中 幹子、鬼丸 洸 
東京工業大学 大学院生命理工学研究科 
 
S1-3	 SINEが関与した哺乳類のミクロ進化とマクロ進化 
西原 秀典1、岡田 典弘1,2,3 
1
東京工業大学・大学院生命理工学研究科、

2
成功大学・生命科学科、

3
国際科学振興財団 
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S1-4	 脊椎動物ボディプラン進化における遺伝子重複によるシス転写調節機構新
機能獲得進化の可能性 
隅山 健太 
国立遺伝学研究所・集団遺伝研究部門 
 
S1-5	 ベイツ型擬態を分子から解く 
藤原 晴彦1、西川 英輝1、飯島 拓郎1、堀寛2、安藤 俊哉1、伊藤 武彦3、梶谷 嶺3 
1東京大学大学院新領域創成科学研究科先端生命科学専攻遺伝システム革新学分野、2名古屋大学、
3東京工業大学 
 
S1-6	 シクリッドの適応放散・平行進化に関わる遺伝的基盤とそのメカニズム 
二階堂 雅人、近藤 梓、工藤 優、鈴木 彦有、岡田 典弘 
東京工業大学大学院生命理工学研究科生体システム専攻 
 
S1-7	 トゲウオにおけるミクロレベルでの表現型多様化とマクロレベルでの種分
化の遺伝機構 
北野 潤 
国立遺伝学研究所・新分野創造センター・生態遺伝学研究室 
 
S1	 総合討論 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※以下、新学術領域研究「複合適応形質進化の遺伝子基盤解明」に関する講演要旨（S1-1, S1-3, 
S1-5, S1-6）を収録します。 
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発生とゲノムと化石から見たカメの起源	 
 

倉谷 滋 
理化学研究所 発生・再生科学総合研究センター 形態進化研究グループ 

 
カメの甲は進化的新規形質であり、背甲の発生にあってはＣＲと呼ばれる組織が

重要な機能を果たす。スッポンを用いた発生学的実験からＣＲが肋骨の外縁の成

長に寄与し、体壁を折れ曲げること、ＣＲに特異的な遺伝子発現が伴い、その制

御がWnt5aの下流にあるらしいことを見出した。カメ類2種のゲノム読了に伴い、
カメ類が主竜類に近く、後者からおよそ2億5000万年前に分岐したという結果も得
られた。これは鰭竜類との類縁性とも矛盾しない。後者の系統でも、肋骨が体壁

へ伸長せず同時に胸骨が欠失するという、カメ類と共通する特徴が認められ、カ

メへの道はすでにカメの系統の分岐以前に始まっていたと推測される。 
 
 
Origin	 of	 turtles	 viewed	 from	 developmental,	 paleontological	 	 

and	 genomic	 perspectives	 
 

Shigeru Kuratani 
 
The turtle shell consists of the dorsal moiety, or the carapace, which is formed of 
expanded ribs and the thoracic vertebral column, and the ventral moiety, the plastron, 
whose evolutionary origin is not well known. The turtle body plan represents an example 
of evolutionary novelty, since it exhibits an unusual topography of musculoskeletal 
elements formation based on the developmental repatterning of the axial skeleton. During 
the turtle development, growth of the ribs is arrested in the axial part of the body only 
allowed to grow laterally by the carapacial ridge (CR), a turtle-specific embryonic anlage, 
folding the lateral body wall medially to encapsulate the scapula. Thus, the relative 
positions between scapula and ribs (= carapace) is reversed specifically in turtles. The CR 
supports the fan-shaped patterning of the ribs concomitant with marginal growth of the 
carapace by specific expression of some regulatory genes like, Lef1, APCDD1, Sp5 and 
CRABP1, apparently upregulated downstream of Wnt signaling. The turtle body plan can 
thus be explained with our knowledge of vertebrate anatomy and developmental biology, 
and is also consistent with the evolutionary origin of the turtle suggested by the recently 
discovered fossil species, Odontochelys. By generating and analyzing draft genomes of 
soft-shell turtle (Pelodiscus sinensis) and the green sea turtle (Chelonia mydas), we 
confirmed a close relationship of turtles to the bird/crocodilian lineage, which split 
~267.9-248.3 million years ago (Upper-Permian to Triassic period). We also found 
extensive expansion of olfactory receptor genes in these turtles. Embryonic gene 
expression analysis revealed an hourglass-like divergence between turtle and chicken 
embryogenesis, with maximal conservation around the vertebrate phylotypic period, rather 
than at later stages that show the pattern common to amniotes. Survey of the P. sinensis 
genome also allowed us to identify Wnt5a as the only Wnt ligand encoding gene whose 
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expression is found in the growth zone of the dorsal shell (CR), supporting the possible 
co-option of limb-associated Wnt signaling in the acquisition of this turtle-specific novelty. 
Our results suggest that turtle evolution was accompanied with an unexpectedly 
conservative vertebrate phylotypic period, followed by manifestation of their evolutionary 
novelty. 
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SINEが関与した哺乳類のミクロ進化とマクロ進化	 
 

西原秀典1、岡田典弘1,2,3 
1
東京工業大学大学院生命理工学研究科、

2
成功大学生命科学科、

3
国際科学振興財団 

 
哺乳類特有の形態進化の過程で、SINEなどの転移因子がシス制御配列としての新
規機能を獲得し、様々な遺伝子発現の改変をもたらした可能性がある。我々は

AmnSINE1と呼ばれるSINEの一部が哺乳類特異的に保存され、wnt5aやsatb2のエン
ハンサーとして機能することを明らかにした。これらのSINEは哺乳類の祖先でエ
ンハンサー機能を獲得し、哺乳類の二次口蓋や真獣類の脳梁の獲得に寄与したと

考えられる。哺乳類の祖先は、2億5千万年前に起こった大絶滅の後にその特徴的
な形態を進化させたことが古生物学的に知られており、SINEがもたらした新規発
現パターンもその時期に獲得された可能性があると考えられる。 
 
 
SINEs	 involved	 in	 the	 microevolution	 and	 macroevolution	 of	 mammals	 

 
Hidenori Nishihara, Norihiro Okada 

 
It has been proposed that some of transposable elements such as SINEs have been exapted 
or co-opted to become cis-regulatory elements over the course of mammalian evolution. 
We demonstrated that over 120 loci of AmnSINE1 are evolutionarily conserved among 
mammals. One of the conserved SINEs functions as an enhancer for the wnt5a expression 
in the developing secondary palate. Another SINE serves as an enhancer of satb2 that is 
responsible for the axon projection of the neocortical neurons toward corpus callosum, a 
eutherian-specific brain structure. These SINEs are considered to have acquired the 
enhancer functions and contributed for the evolution of mammals. It is known that the 
mammalian-specific morphological characters were evolved after the mass extinction 
occurred at the Permian–Triassic boundary (250 million years ago). It is possible that the 
regulation of the gene expressions involving the exapted SINEs were acquired during after 
the P-T boundary. 
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ベイツ型擬態を分子から解く	 
 

藤原 晴彦1、西川 英輝1、飯島 拓郎1、堀寛2、安藤 俊哉1、伊藤 武彦3、梶谷 嶺3 
1東大・新領域、2名古屋大、3東京工大 

 
無毒な蛇が毒蛇に模様を似せるといったベイツ型擬態は広範な動物に見られる。

南西諸島に生息するシロオビアゲハは、メスのみが系統的に離れた毒蝶のベニモ

ンアゲハに翅の紋様や行動を似せる性限定ベイツ型擬態を示す。メスの擬態形質

は優性で1遺伝子座（H座）によって生じることが遺伝学的に示されており、その
遺伝的実体に興味が持たれてきた。演者らは、両蝶の翅に見られる白色、赤色の

色素を化学的に解析するとともに、ゲノム解析とトランスクリプトーム解析を駆

使して擬態遺伝子と擬態誕生の進化プロセスを明らかにしようとしている。両蝶

の収斂的な紋様の分子的背景とH遺伝子座の実体は何かということについて研究
の現状を紹介したい。 
 
 

Molecular	 basis	 for	 Batesian	 mimicry	 
 

Haruhiko FUJIWARA, Hideki NISHIKAWA, Takuro IIJIMA, Hiroshi HORI, Toshiya 
ANDO, Takehiko ITO and Rei KAJITANI 

 
Batesian mimicry is observed among a wide variety of animals, such that a non-poisonous 
snake mimics a poisonous snake. A part of female of a swallowtail butterfly Papilio 
polytes, mimics wing patterns and behavior of poisonous butterfly Pachiliopta 
aristolochiae which is a distantly related species. It has been shown by genetic methods 
that this female limited mimicry phenotype is dominant and controlled by a single H locus, 
which gene has not been identified yet. We are trying to analyze the white and red 
pigments on both butterflies, and to clarify the H gene and the evolutionary process by the 
Papilio genome projects and transcriptome analysis. Here, I would like to talk about 
parallel evolution of wing color patterns between both mimic and model butterflies and 
identification of the H gene itself.  
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シクリッドの適応放散・平行進化に関わる遺伝的基盤と	 

そのメカニズム	 
 

二階堂雅人、近藤梓、工藤優、鈴木彦有、岡田典弘 
東京工業大学大学院・生命理工学研究科 

 
東アフリカの三大湖に生息する形態的・生態的に多様なシクリッドは、過去の爆

発的な適応放散によって生じたものと考えられている。さらに、これらのシクリ

ッドは各湖において独立に放散を遂げたにも関わらず、湖間で似た形質が数多く

観察されており、平行進化の好例としても知られている。我々はシクリッド祖先

集団がどのような遺伝的基盤（変異サイト）をもち、それらがどのようなメカニ

ズム（自然選択）を経て適応放散・平行進化が可能となったのかを明らかにすべ

く、全ゲノム配列比較やQTLマッピングなどを駆使して、その解明を目指してい
る。今回は特に、唇の肥大化に関わる原因遺伝子の探索に関してその最新の研究

内容を報告する。 
 
 
Genetic	 mechanism	 underlying	 adaptive	 radiation	 and	 parallel	 

evolution	 in	 cichlids	 
 
One of the most interesting phenomena describing the evolution of east African cichlids is 
the occurrence of morphological parallelisms within the context of adaptive radiation. 
Understanding the molecular mechanism underlying morphological parallelism may be of 
primary importance in recent evolutionary biology. We are now focusing on the fleshy lip, 
which was evolved independently in each Lakes, thus known as a textbook example of 
parallel evolution. Recently, we have succeeded in making experimental cross between 
two Lake Victoria cichlid species, each of which were distinct in the degree of lip 
thickness. Currently, more than 300 F2 generations are bred in our aquaria. We present the 
preliminary result of the QTL mapping to pinpoint the genomic regions, which contributes 
to lip thickness. 
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