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表紙写真：コモウセンゴケDrosera	 spatulataの葉の走査電子顕微鏡像。多くの
植物は毛を持つが,その構造は一般に単細胞か、多細胞でも単純なものである。
ところがモウセンゴケ属の触毛は、昆虫などの餌が付着すると動くとともに消化
液を分泌し、消化物を吸収する能力を持っている。構造的には、中心部に葉脈と
つながった通導組織を発達させている。どのようにしてこのような複合的な性質
を持った毛が進化したのかを明らかにすることをめざし、ゲノム解読、関連遺伝
子のスクリーニングを進めている（基礎生物学研究所　上田千晴・長谷部光泰）。	 
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ワークショップ	 

「ゲノムワイドアプローチを利用した進化研究」	 

開催報告	 
	 

	 次世代シーケンサーを用いた配列決定技術の急速な進展は、これまで解析が困

難だった非モデル生物の複雑な適応形質の分子基盤や進化プロセスの解明に大き

なアドバンテージを与えつつあります。De	 novoゲノム解読、Genome-wide	 

association	 study、トランスクリプトーム解析などを駆使して、興味深い生物現

象の遺伝子ネットワーク進化の解明に挑んでいる研究者に 新の研究成果を紹介

する「ゲノムワイドアプローチを利用した進化研究」と題したワークショップを

開催いたしました。	 

	 ワークショップは、神戸ポートアイランドにて開催された第36回分子生物学会

年会の３日目、12月5日の朝一番のセッション(9:00-11:30)にておこないました。

異分野の研究者が多数集まる巨大な学会で、進化研究が質的に変わりつつある段

階だということを伝えるべく、細菌から動植物に至る多様な複合適応形質を対象

とした７つの演題で構成したワークショップは、終始三方の壁が立ち見で賑わう

ほどの盛況ぶりでした。聴衆からの質問はそれぞれの進化現象に対する生物学的

な質問が目立ち、ゲノム研究というとシーケンサーという 新技術だけで押し進

めるかのようなイメージを、ある程度突き崩すことに成功したのではないでしょ

うか。盛り沢山の内容のため、質疑応答の時間は比較的短くなったものの、大い

に盛り上がりをみせたワークショップとなりました。	 

	 

平成25年12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」	 

入江	 直樹・藤原	 晴彦	 

	 

	 
ワークショップ会場を埋め尽くす聴衆	 
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複合適応形質の進化：	 

食虫植物の消化酵素と形態進化、クルミホソガの寄主転換	 
 

○長谷部 光泰1， 福島 健児1,2，大島 一正3 
1自然科学研究機構・基生研・生物進化，2総研大・基礎生物，3京都府立大学・大

学院生命環境科学研究科 
 
	 いくつかの形質が組み合わさることによって始めて適応的となるような進化、

即ち複合適応形質進化はどのようにおこるのだろうか。個々の形質の進化は必ず

しも適応的でないとすると、複合的に形質が進化することは困難なように思われ

る。しかし、多くの生物で複合適応形質の進化がおこっている。我々はこの問題

を解明するために、食虫植物の食虫性の進化とクルミホソガの寄主転換の研究を

行っている。食虫性の進化には、消化酵素と葉形態の変化の両方が必要である。

モウセンゴケ属、ウツボカズラ属、サラセニア属、フクロユキノシタ属の消化酵

素遺伝子の解析、サラセニア属における葉形態形成機構の解析から、どうして両

者が複合的に進化できたかを議論する。昆虫は特定の植物を食べるが種分化に伴

い捕食する植物を変える場合が多い。しかし、餌となる植物を変えるには、幼虫

が新しい植物を食べられるようになる進化と、雌親が新しい植物に卵を産むよう

になる進化の両方がおこる必要がある。我々は、クルミ科とツツジ科を食べる両

方の個体群を含み、交配可能なクルミホソガを用いて、QTL解析とゲノム解読を
通して、幼虫と雌親の形質を制御する遺伝子座が連鎖し近接して位置しているこ

とを発見した。このことが、適応的となった幼虫と雌親の形質が維持される理由

だと考えられる。以上の結果と併せて、非モデル生物のゲノム解読と進化研究の

今後の方向性について議論する。 
 



 3 

カラカラに干からびても死なない生物のゲノム	 
 

○黄川田 隆洋1，Gusev Oleg1，末次 克行1，Cornette Richard1，畑中 理恵1,2， 
菊田 真吾1,2，志村 幸子1，奥田 隆1 

1農業生物資源研究所	 乾燥耐性研究グループ，2JSPS-PD 
 
	 アフリカの半乾燥地帯に生息するネムリユスリカは、 アンヒドロビオシスと呼
ぶ特殊な無代謝休眠状態に変化することで、8ヶ月もの長く続く乾季を乗り越える。
その間に天敵は好適な場所を探すか死滅するため、 再び雨季が訪れれば、小さな
水たまりはネムリユスリカの天国となる。カラカラに干からびても死なないとい

う不思議な現象を解明するために、乾燥耐性をもつネムリユスリカと乾燥耐性が

ないヤモンユスリカという同属の二種類のユスリカのゲノム構造を比較した。そ

の結果、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。本発表では、ネムリユスリカがどのようにして極限的な乾燥耐性を進化

の過程で獲得してきたのかを考察したい。 
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共生がもたらす新規生物機能の探索、発見、機能解明から	 

ゲノム基盤の理解へ	 
 

○深津 武馬1 
1産業技術総合研究所 

 
	 多くの生物が、恒常的に他の生物（ほとんどの場合は微生物）を体内にすまわ

せている。このような現象を「内部共生」といい、これ以上にない空間的な近接

性で成立する共生関係のため、きわめて高度な相互作用や依存関係がみられる。

このような関係から、しばしば新規な生物機能が創出される。共生微生物と宿主 
生物がほとんど一体化して、あたかも１つの生物のような複合体を構築すること

も少なくない。 
	 私たちは昆虫類におけるさまざまな内部共生現象を主要なターゲットに設定し、

さらには関連した寄生、生殖操作、形態操作、社会性などの高度な生物間相互作

用をともなう興味深い生物現象について、進化多様性から生態的相互作用、生理

機能から分子機構にまで至る研究を多角的なアプローチから推進している。 
	 今回は、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
規な共生細菌が宿主アブラムシの体色を赤色から緑色に変えるという発見

（Tsuchida et al. 2010 Science 330, 1102）を中心に紹介する。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り、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

ざしているが、その現状と展望について述べる。 
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カメも従う動物発生進化の法則性？	 
 
Wang Zhuo4，Pascual-Anaya Juan2，Zadissa Amonida3，Li Wenqi1，新村 芳人6，Joint 
Turtles Genomes Consortium1,2,3,4,5,6,7,8，倉谷 滋2，Yin Ye1，Aken Bronwen3， Zhang 

Guojie1,8，○入江 直樹9  
1BGI-Shenzhen，2理研CDB，3Wellcome Trust Sanger Institute，4King Abdulaziz 

University，5European Bioinformatics Institute，6東大・院農・応用生命，7基生研，8

コペンハーゲン大学，9東大・院理・生科  
 

 
	 「胎児の発生は、魚や両生類のように見える祖先的な時期を経てヒトの形にだ

んだんと近づいていく？」という本当かどうかわからない話を耳にされた方は多

い かもしれません。進化と発生の関係性を追う進化発生学(Evo-Devo)という学問
分野が答えるべき話ですが未だ真相は闇の中。百数十年にも渡る議論にもかかわ

らず進化と発生の関係性がどのような一般法則に従うのかはわかっていませんで

した。これに対し、 新の技術を用いた研究により「発生砂時計モデル」が進化

と発生の関係性を定式化する上で妥当であるという研究報告が相次いでいます。

今回、我々は形態的に特殊な進化を遂げたカメもこのモデルに従うことを、ゲノ

ム解読と遺伝子発現プロファイルの比較解析で示しました。その意味は？これで

すべて解決？実は発生砂時計モデルは現代分子生物学者の直感とはや や違った
理解を示しており、当該分野に浮上した新たな問題についても議論したいと思い

ます。観念論で語られてきた分野が、次世代シーケンサーやバイオイン フォマテ
ィクスなど定量的なアプローチで再び歩み始めた現状をお話したいと思います。 
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雄でも雌でもないカブトムシの角作りの秘密	 
 

○新美 輝幸1  
1 名大・院生命農 

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

形態である角（ツノ）には、他の生物群に比類のない極めて多様な形態が存在す る。
甲虫の雄で過剰に発達した角は、ダーウィンの著書にも記され、古くから多くの

研究者の興味を集めてきたが、角形成の分子メカニズムに関しては殆ど不明のま

まである。そこで我々は、雄のみが顕著に発達した角をもつカブトムシ（Trypoxylus 
dichotomus）をモデルに様々なアプローチを駆使して角形成の分子基盤の解明に挑
んでいる。 
	 本ワークショップでは、候補遺伝子アプローチの成功例として、性分化を支配

するdoublesex（dsx）の解析結果について報告する。dsxは、性特異的なスプライシ
ング調節を受け、雌雄に特異的なアイソフォームが合成され、雌雄それぞれの性

分化を決定する。カブトムシからdsxをクローニングしたところ、複数の雄型およ
び雌型のアイソフォームが存在することが明らかとなった。次に、RNAi法を用い
て機能解析を詳細に行った。その結果、雄では頭部の角が短くなり、胸部の角は

消失した。一方、雌では頭部にのみ短い角が形成された。つまり、性決定の制御

を受けない状態では、雌雄に共通した形態の角が形成されることが判明した。以

上の結果より、カブトムシの角は進化の過程において、まず未発達な状態の角が

雌雄共に獲得され、その後dsxが角形成遺伝子ネットワークにリクルートされ、雄
型のDsxがより発達した角の形成を促進し、逆に雌型のDsxが角形成を抑制した結
果、雌雄で顕著に異なる形態へと進化してきたものと推察された。 
	 さらに、候補遺伝子アプローチではクローニング不可能な新規遺伝子を同定す

るため、網羅的なアプローチも試みている。今回は、頭部および前胸部の角原基

において雌雄で発現に差異の認められる遺伝子を網羅的に同定するために行った

次世代シーケンサーを用いた比較トランスクリプトーム解析の結果についても報

告する。 
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サンゴに共生する渦鞭毛藻類のゲノム構造とその進化	 
 

○將口 栄一1  
1沖縄科技大・マリンゲノミックス 

 
	 渦鞭毛藻類は、マラリア原虫などのアピコンプレックス類、ゾウリムシなどの

繊毛虫類とともにアルベオラータというグループに属する。アルベオラータには

ユニークなゲノム構造を持つ生物が含まれる。例えば、ゾウリムシなどの繊毛虫

類は大核と小核を持つことが知られ、渦鞭毛藻は他ではみられない常に凝縮した

染色体を持つことが知られている。このように、アルベオラータは真核生物のゲ

ノム進化を考える上で興味深い生物であるが、ゲノムサイズが大きいことなどか 
ら、これまで渦鞭毛藻類の全ゲノムは解読されていなかった。また渦鞭毛藻類に

はサンゴやシャコガイなどに共生する褐虫藻や赤潮の原因となる種が含まれ、海 
洋環境系を考える上で非常に重要な生物である。サンゴに共生する褐虫藻類は以

前には1種類と考えられていたが、現在はAからIの9つのクレードに分類されてお
り、それらとサンゴとの共生関係は複雑である。私たちは将来的にはサンゴと褐

虫藻との共生メカニズムを明らかにすることを視野に入れ、これまでに知られて

いる中で も小さい渦鞭毛藻ゲノムを持つ褐虫藻クレードBのSymbiodinium 
minutum (1,500 Mb)ゲノムの概要配列を決定した。その結果として次のような驚く
べきゲノムの構造が明らかになった。(1)多くの隣り合った遺伝子が同じDNA鎖上
に コードされ、クラスターを形成していた。(2)その遺伝子はイントロンリッチで
あり、多くの変わったスプライスサイトを持っていた。(3)約42,000のタンパク質を
コードする遺伝子が存在し、他のアルベオラータに比べると多くの遺伝子ファミ

リーを保持していた。染色体構造に関わる遺伝子ファミリーの中には、真核生物

と原核生物の両方のオーソログを持つものが含まれていた。現在、クレードAとク
レードCのゲノムの概要配列の決定を進めており、比較解析から明らかになりつつ
ある褐虫藻のゲノム構造の進化についても紹介したい。 
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ベイツ型擬態の分子的背景を探る	 
 

○藤原 晴彦1  
1東大・院新領域・先端生命 

 
	 毒をもたない生物種が有毒な種に紋様や行動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が、その分子メカニズムや進化的背景はほとんど知られて

いない。東南アジアや日本の南西諸島に生息するシロオビアゲハは、メスの一部

（擬態型）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、シロオビアゲハの擬態遺伝子と紋様形成ネットワーク、さらにベイツ

型擬態誕生の進化プロセスをゲノムワイドなアプローチにより明らかにしたいと 
考えている。翅色素の生化学的な解析により、シロオビアゲハの擬態型と非擬態

型の白色、シロオビアゲハとベニモンアゲハの翅辺縁部の赤いスポット紋様色素 
は、いずれも両者で化学的組成が異なることが示唆され、RNA-seqなどのデータも
これを支持した。シロオビアゲハでは同じメスであってもH遺伝子座によって色素
合成自体が大きく切り替わり、さらに擬態型メスはベニモンアゲハとは異なる色

素合成系を利用して収斂的な形質を提示している可能性が示された。 一方、シロ
オビアゲハのゲノム解析と詳細な連鎖解析により、H遺伝子座領域を絞り込むこと
に成功した。得られた結果は、進化の過程で逆位などにより、擬態形質を上位で

制御する遺伝子機能や発現制御機構がH遺伝子座領域として固定化された可能性
を示唆する。 
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