
COMPLEX ADAPTIVE TRAITS 

号外　カメの背甲は内骨格起源	

新学術領域研究 
「複合適応形質進化の遺伝子基盤解明」	

Newsletter	

 Vol. 4 No. S7  2013	



表紙写真：中期三畳紀の海生爬虫類シノサウロスファルギス	 Sinosaurosphargis 
yunguiensis の模式標本（中国科学院古脊椎動物・古人類研究所所蔵、IVPP 
V17040）。現生カメの背甲は内骨格性であることが判明したが、同様の背甲構
造はカメ以外の化石双弓類にも見られ、背甲の発生機構の進化的起源は従来考
えられていたよりも古いことが示唆される。シノサウロスファルギスは内骨格
性背甲の表面に皮骨性装甲を備えていた（理化学研究所　平沢	 達矢）。 
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The endoskeletal origin of the turtle carapace 
 

Nature Communications 4: 2107 (2013) | doi: 10.1038/ncomms3107 
http://www.nature.com/ncomms/2013/130709/ncomms3107/full/ncomms3107.html 

 
Tatsuya Hirasawa*, Hiroshi Nagashima, Shigeru Kuratani 

(hirasawa@cdb.riken.jp) 
	 
The turtle body plan, with its solid shell, deviates radically from those of other tetrapods. 

The dorsal part of the turtle shell, or the carapace, consists mainly of costal and neural 
bony plates, which are continuous with the underlying thoracic ribs and vertebrae, 
respectively. Because of their superficial position, the evolutionary origins of these 

costo-neural elements have long remained elusive. Here we show, through comparative 
morphological and embryological analyses, that the major part of the carapace is derived 

purely from endoskeletal ribs. We examine turtle embryos and find that the costal and 
neural plates develop not within the dermis, but within deeper connective tissue where the 
rib and intercostal muscle anlagen develop. We also examine the fossils of an outgroup of 

turtles to confirm that the structure equivalent to the turtle carapace developed 
independently of the true osteoderm. Our results highlight the hitherto unravelled 

evolutionary course of the turtle shell. 
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カメの背甲は内骨格起源 

 
Nature Communications 4: 2107 (2013) | doi: 10.1038/ncomms3107 

http://www.nature.com/ncomms/2013/130709/ncomms3107/full/ncomms3107.html 
 

平沢  達矢*，長島  寛，倉谷  滋  
(hirasawa@cdb.riken.jp) 

	 

カメのボディプランは、一体型の頑丈な甲を持つ点において他の四肢動物のものと大幅

に異なっている。カメの甲の背側部分（背甲）は主に肋板と椎板と呼ばれる骨甲板で構

成され、肋板はその下の胴肋に、椎板は脊柱にそれぞれ繋がっている。しかし、背甲は

体の表面に位置することから、これらの骨甲板要素の進化的起源ははっきりしていなか

った。本論文では、比較形態学的解析および胚発生解析によって、背甲の主要部分は皮

骨要素を含まず、内骨格である肋骨だけに由来することを明らかにする。今回カメ胚の

発生過程を観察したところ、肋板および椎板は真皮内で発生せず、より深層の、肋骨や

肋間筋の原基が発生する結合組織内で発生することがわかった。また我々は、系統的に

カメの外群に相当する化石種についても調べ、カメの背甲に相当する構造が真の皮骨と

は独立して発生する証拠を確認した。これにより、これまで不明瞭だったカメの甲の初

期進化の一端が明らかとなった。 
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胚発生過程と化石記録から解き明かされたカメの甲羅の初期進化 

	 

理研プレスリリース	 http://www.riken.jp/pr/press/2013/20130709_1/	 

CDBニュース	 http://www.cdb.riken.jp/jp/04_news/articles/13/130718_endoskeletal.html 

	 

【概要】 

理化学研究所（理研、野依良治理事長）は、カメの胚発生過程の組織学的な解析と三畳紀[1]の化

石記録の調査を行い、カメの甲羅が他の脊椎動物に見られる皮骨[2]成分を含まず、純粋に肋骨が

拡張し変形することで進化してきたことを明らかにしました。これは、理研発生・再生科学総合

研究センター（竹市雅俊センター長）形態進化研究グループの倉谷滋グループディレクター、平

沢達矢研究員と、新潟大学医歯学総合研究科の長島寛助教ら研究グループによる成果です。	 

	 

脊椎動物の進化の歴史の中では、アルマジロやワニ、ある種の恐竜など、背中に「骨の装甲」を

持つようになった動物が何度も登場してきました。多くの脊椎動物の「骨の装甲」は筋肉の外側

につくられる、皮骨と言われる組織です。一方、カメの背側の甲羅である背甲（はいこう）も一

種の「骨の装甲」で、カメの筋肉のすべてに対して外側にありますが、これがどのように進化し

てきたのかについては 19 世紀から論争の的でした。カメの背甲は体幹の骨（肋骨と背骨）とひ

と続きとなっていますが、このような構造が皮骨と肋骨が進化の過程で融合して成立したのか、

または皮骨成分の関与なしに肋骨が形を変えることだけで成立したのか、いまだに結論が出てい

なかったのです。	 

	 

カメの背甲の初期進化の様式を明らかにするため、研究グループは、カメ（スッポン）胚におい

て背甲の発生過程を詳細に観察し、ニワトリの肋骨やワニの皮骨性装甲の発生過程と比較しまし

た。その結果、カメ胚では、最初に肋骨が形成されたのち、肋骨を取り巻く骨膜が拡張し、その

骨膜[3]の内側で板状の骨形成が起こる様子を確認しました。また、ワニの皮骨性装甲は真皮層[4]

で形成されますが、カメの背甲に見られる板状の骨形成は真皮層より下層の結合組織内で進行す

ることを示しました。これらのことから、カメの背甲は皮骨の成分を含まず、単に肋骨が拡張し

て形づくられることを立証しました。さらに、化石標本を研究し、カメと系統的に近縁な三畳紀

の海生爬虫類シノサウロスファルギス[5]が、皮骨性装甲とは別に、その下層に肋骨が拡張してつ

くられたカメ型の背甲を持っていたことを突き止めました。このことから、化石証拠からも、カ

メ型の背甲には皮骨成分が入っていないことが支持されました。	 

	 

本研究成果は、英国のオンライン科学雑誌『Nature Communications』（7月 9日付け：日本時間 7

月 9日）に掲載されました。	 
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【背景】 

脊椎動物の歴史の中では、背中に装甲を備えた動物が何度も登場してきました。このうち、アル

マジロやワニなどは、皮膚の中にタイル状に敷きつめられた骨片の「骨の装甲」、すなわち皮骨

を持っています。皮骨は、筋肉の外側、真皮の中にあり、皮骨の内側では肋骨や筋肉を自由に動

かすことができるため、いわば「骨のよろいを着ている」状態です。この「骨の装甲」は化石に

も広く見られ、たとえばある種の恐竜（アンキロサウルス類[6]など）もそのような装甲を持って

いたことが分かっています。	 

	 

一方、カメの甲羅は、背側の「背甲（はいこう）」と、腹側の「腹甲（ふくこう）」で構成されて

おり、現在生息しているカメは甲羅の中に頭部や手足を引き込んで身を守ります。背甲は、体幹

の骨（肋骨や背骨）と一体型で（図 1）、「背甲を脱ぐ」ことはできません。また、他の脊椎動物

が持つ肋骨の周りの筋肉も、カメは進化の過程で失っています。このように特異な形態的特徴を

持つカメの背甲の進化的起源の謎は、生物進化が認識されるようになった 19 世紀以降、多くの

研究者の興味を惹きつけてきました。	 

	 

	 

図 1 パリ自然史博物館に展示されているカメ（左）とアルマジロ（右）の骨格標本 

カメ：背甲は背骨・肋骨と一続きとなっており、肋骨を覆う筋肉はない。 

アルマジロ：哺乳類異節類に分類される動物で、背中によろいを持つ。このよろいは、センザンコウ（有鱗目の一種で、背

中に体毛が変化した角質性のうろこをもつ）などと異なり、内側に骨片を含む「骨の装甲」で、皮骨と呼ばれる。同じ異節類

に分類される絶滅哺乳類グリプトドンはさらに発達した「骨の装甲」を持っており、見た目はカメの甲羅によく似た一体型のド

ーム状のよろいを形成していた。	 
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皮骨と異なり、肋骨や四肢骨の発生は、骨が形成される前に、まず軟骨として「型」がつくられ

ることから始まります。一方、カメ胚では、この軟骨の型に沿った骨形成だけでなく、板状に伸

びる骨形成も観察されます（図 2）。この板状に拡張した骨がやがて肋骨の間のすき間を埋めて、

一体型の背甲となります。この板状の骨が進化的に何に由来するのかについては、これまで明ら

かになっておらず、発生学、古生物学の両面から論争が続いていました。	 

	 

	 
図 2 スッポン胚における背甲の発生とニワトリ胚における肋骨の発生の比較 

スッポン胚では、肋骨の周りを覆う骨膜が皮下結合組織の中で拡がり（上図）、拡がった骨膜の内側で骨梁が成長し（下

図）、肋骨と肋骨の間の隙間を骨梁が埋め、一体型の背甲となる。骨膜の拡張とその内側における骨梁の形成は、ニワトリ

胚の肋骨でも観察された。	 

	 

カメの背甲の由来に関する仮説は、大きく 2つに分けられます。1つは「カメの祖先動物は皮骨

性装甲を外側に持っており、現在のカメも、体幹の骨に加えてこの皮骨成分を用いて背甲を形成

している」という説です。これは、カメの背甲表面の骨組織の微細構造が皮骨性装甲のものと非

常に良く似ていることとも、整合性があると見られていました。そしてもう 1つは、「カメの背

甲は単に肋骨や背骨が変形したものであり、皮骨成分は含まれていない」という説です。	 

皮骨成分の関与の有無を明らかにし、この論争を解決するには、カメの背甲において板状に拡張

する骨形成を組織－細胞レベルで正確に観察することが不可欠です。そこで、研究グループはカ

メの一種であるスッポンの胚を用いて背甲の発生過程を詳細に観察し、ニワトリの肋骨やワニの

皮骨性装甲の発生過程と比較することで、カメの背甲の謎の解明に挑みました。また、形態進化

研究グループは 2013 年 4 月に、ゲノム情報からカメの系統的位置を明らかにしましたが（ニュ
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ースレター	 Vol.	 4	 No.	 S1	 号外「ゲノム解読から明らかになったカメの進化的起源」）、研究グ

ループはこの現生種間の系統解析結果を土台にして化石記録を照合し、絶滅種も考慮した背甲の

初期進化の過程を探りました。	 

	 

【研究手法と成果】 

(1) カメ胚における背甲の発生過程 

研究グループは、スッポン胚の組織切片を作製して骨形成過程を詳細に観察し、背甲に見られる

板状の骨形成がどの組織内で起こるのかを調べました。その結果、通常皮骨が形成される真皮層

の中ではなく、より深層にある結合組織で起こることを確認しました。この板状の骨形成は発生

の過程を通して、真皮層と明瞭な境界を保って進行しており、皮骨性装甲とは明らかに異なる由

来であることが分かりました。一方、ワニ（アメリカアリゲーター）の背中にある皮骨性装甲は、

真皮層の表層、すなわち表皮と真皮の境界領域で生じる細胞の凝集でつくられ、カメの板状の骨

をつくる細胞とは異なっていました。さらに、カメの肋骨周辺の組織を詳細に観察すると、軟骨

の型を取り巻く骨膜が外側に拡張し、板状の骨形成はその骨膜の内側だけで起こることを見いだ

しました。このような骨膜の拡張は、ニワトリ胚における肋骨形成でもごく小規模ながら観察さ

れたことから、カメの背甲の板状の骨は単に肋骨が変形したものであることが強く示唆されまし

た。	 

	 

また、研究グループは「皮骨成分関与説」を支持する根拠の 1つである、カメの背甲表面と皮骨

性装甲の骨組織の微細構造の類似性についても検証しました。指先の骨（末節骨）の先端は、四

肢や体幹の骨の中では例外的に、カメの背甲と同様に筋肉に覆われておらず、真皮の直下にあり

ます。この点に注目し、ニワトリの末節骨の組織を観察したところ、カメの背甲表面と同様の骨

組織の微細構造が認められました。このことから、カメの背甲表面と皮骨性装甲だけに共通する

と考えられていた骨組織の微細構造は、実は四肢や体幹の骨にも生じるものであり、必ずしも皮

骨成分が加わってないことが分かりました。	 

	 

これらの発生学的アプローチから、カメの背甲は肋骨が表面に露出し板状に変形したものであり、

皮骨成分は関与していないと結論付けました。	 

	 

(2) 三畳紀の化石記録 

研究グループは、カメの背甲の初期進化の様子を探るため、中国科学院古脊椎動物・古人類研究

所（IVPP、北京）所蔵の中生代爬虫類の化石標本も研究しました。	 

	 

その中で注目したのは、2011 年に新種記載された中期三畳紀（約 2億 4500 万年前）の海生爬虫

類であるシノサウロスファルギスの骨格化石です（図 3）。シノサウロスファルギスの肋骨は板

状になっていましたが、今回、肋骨が背骨とつながる関節の構造を詳細に観察し、生息時の状態
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を復元した結果、肋骨の可動性はほとんどなく、背骨から側方に張り出して背中を覆っていたこ

とが判明しました。これは、カメの背甲と同じ構造で、他の爬虫類、鳥類、哺乳類の多くに見ら

れる可動性のある関節構造からすると非常に特異な例と言えます。	 

	 

	 
図 3 中国科学院古脊椎動物・古人類研究所所蔵のシノサウロスファルギス標本 

化石標本の実物（左）とスケッチ（中）および皮骨性装甲の拡大図（右）。この標本では上半身だけが保存されている。	 

	 

カメは、現生種の中では主竜類（鳥類とワニを含むグループ）と最も近縁であることが最近の研

究から明らかになりましたが、この系統図に化石種を含めた系統解析結果を当てはめると、カメ

と最も近縁な動物は鰭竜類（きりゅうるい）[7]を含むグループであることが分かりました。シノ

サウロスファルギスもこのグループに含まれます（図 4）。このことから、カメの背甲の発生機

構の出自はこれまで考えられていたよりも古く、シノサウロスファルギスとカメとの共通祖先で

すでに獲得され始めていた可能性が示唆されました。	 

また、シノサウロスファルギスの背甲の表面は、この板状の肋骨とは別に、びっしりと皮骨性装

甲に覆われていました。これは、背甲と皮骨性装甲は全く別の由来であることを示しています。

つまり、化石証拠からも、背甲に皮骨成分は含まれていないということが支持されます。	 

 

【今後の期待】 

今回、カメの甲羅は、他の脊椎動物が持つ皮骨性装甲とは異なり、進化の過程で肋骨が劇的に形

を変えることで獲得されたことを示しました。ヒトを含む多くの脊椎動物の肋骨は筋肉に覆われ

ていますが、カメの肋骨は進化の過程で表面に露出し、拡張して、背甲を形成するようになった

と考えられます。脊椎動物の歴史の中で、体の表面にあった骨がより内側に位置するように進化

した例[8]はこれまでにも知られていましたが、カメの背甲の進化はその逆も起こりうることを示

しています。	 
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図 4 化石種も含めた爬虫類の系統図 

カメは、現生種の中では主竜類（鳥類とワニを含むグループ）と最も近縁である。一方、化石種を含めた系統解析によると、

カメと最も近縁な動物は鰭竜類（きりゅうるい）を含むグループである（緑色点線の囲み内）。	 

	 

では、「なぜ、カメの肋骨は背中側にだけ広がり、それを覆う筋肉は形成されないのか」、この進

化過程の解明はこれからの課題です。この課題を解決するには、発生学的研究だけでなく、今回

注目したような化石種との比較も重要な知見をもたらすと考えられます。現在生息している脊椎

動物は、これまで地球上に誕生してきた脊椎動物の総数のわずか 1%にすぎず、残りの 99%は絶滅

種であるとも言われますが、シノサウロスファルギスに背甲が発見されたように、化石記録から

「進化の中間段階」の系列が認められる可能性は大いにあります。また、化石記録をひも解くこ

とで、カメの甲羅が完成するまでに祖先動物の生態がどのように変化していったのかについても、

理解が進むと期待できます。私たちの体も進化の産物に他なりませんが、カメの体に見られるよ

うな劇的な変化をともなった進化は、進化の中で体の構造がどのようなルールのもとに変化する

ものなのかについて、多くのことを教えてくれるでしょう。	 
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【補足説明】 

１．三畳紀	 

中生代（三畳紀、ジュラ紀、白亜紀）の最初の地質時代区分。約 2 億 5 千万年前から 2 億年前。その前

の時代の古生代ペルム紀末には、生物の大量絶滅が起こり約 80～96%の海生種、約 70%の陸生種が絶滅、

生態系は劇的に変化した。前期～中期三畳紀にかけてはこの壊滅的な打撃から生態系が回復していった

時期に当たる。三畳紀には、十脚目（エビ目）や海生爬虫類や恐竜などの新しいグループの動物が出現、

やがて生態系の中心を占めるようになった。	 

	 

２．皮骨 

脊椎動物の骨格には 2 つの進化系列の骨がある。1 つは「皮骨骨格（外骨格）」で、祖先動物（魚の段階）

では鱗を構成していた骨から進化的に由来した骨がここに含まれる。たとえば、私たちの頭骨のうち、

外側から見える大部分の骨が皮骨である。いくつかの動物では、頚より後方にも皮骨性の「骨の装甲」

を持っている。	 

もう 1 つは「内骨格」で、体幹や四肢の骨が含まれる。	 

	 

３．骨膜 

骨の周りを覆う膜（細胞の層）で、ここから分化する骨芽細胞の働きによって骨が形成される。	 

	 

４．真皮層 

皮膚のうち、表皮の深層にある層で、主に線維性結合組織で構成される。	 

	 

５．シノサウロスファルギス（Sinosaurosphargis）	 
中期三畳紀アニシアン期（2 億 4700 万年～4100 万年前）に生息していた海生爬虫類。中国雲南省で発掘

された化石骨格をもとに 2011 年に新種記載された。	 

	 

６．アンキロサウルス類 

植物食性の恐竜の１グループで白亜紀に栄えた。背中に皮骨性装甲を持っていたことで知られている。

近縁なグループであるノドサウルス類も皮骨性装甲を持っていた。	 

	 

７．鰭竜類 

中生代に栄えた海生爬虫類のグループで、クビナガリュウなどが含まれる。白亜紀末に絶滅した。	 

	 

８．体の表面にあった骨がより内側に位置するように進化した例 

脊椎動物進化の中では、祖先動物では体の表層に位置していた皮骨性の骨が、子孫の動物ではより内側

に位置するようになり表面の一部を筋肉に覆われるようになった例が知られている。たとえば、哺乳類

の下あごを構成する骨（下顎骨）や、鎖骨も皮骨性であるが、外側に筋肉の付着部位を持つ。	 
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報道、社会への情報発信等 

 

＜学術誌上のニュース記事＞ 
 
Science  2013 年 7 月 26 日(Vol. 341 No. 6144 p.329 | doi:10.1126/science.341.6144.329)  

Lubick, N. Development: Biologists Tell Dueling Stories of How Turtles Get Their Shells (News 
& Analyses) 
http://www.sciencemag.org/content/341/6144/329 

 
 
＜新聞・ウェブニュース・プレスリリース等＞ 
	 
朝日新聞	 	 2013 年 7 月 10 日	 朝刊 5面	 
	 
読売新聞	 2013 年 7 月 10 日	 朝刊 33 面	 
	 
時事通信ニュース	 2013 年 7 月 10 日	 

http://www.jiji.com/jc/zc?k=201307/2013070900768 
	 
Spiegel Online	 2013 年 7 月 9 日	 

http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/evolution-raetsel-um-schildkroeten-panzer-gelueftet-a-910236.html 
	 
Phys.org	 2013 年 7 月 9 日	 

http://phys.org/news/2013-07-turtle-shell-mystery.html 
 
Science Daily	 2013 年 7 月 10 日	 

http://www.sciencedaily.com/releases/2013/07/130709094430.htm 
	 
Nature World News	 2013 年 7 月 10 日	 

http://www.natureworldnews.com/articles/2885/20130710/researchers-explain-origins-turtle-shell.htm 
	 
The Node	 2013 年 8 月 15 日	 

http://thenode.biologists.com/uncovering-the-turtle-shell-mystery/research/ 
	 
理化学研究所プレスリリース	 2013 年 7 月 9 日	 

http://www.riken.jp/pr/press/2013/20130709_1/ （日本語） 
http://www.riken.jp/en/pr/press/2013/20130709_1/ （英語） 

	 
CDBプレスリリース	 2013 年 7 月 10 日	 

http://www.cdb.riken.jp/jp/04_news/articles/09/090710_turtle.html 
	 
CDBニュース	 2013 年 7 月 18 日	 

http://www.cdb.riken.jp/jp/04_news/articles/13/130718_endoskeletal.html （日本語） 
http://www.cdb.riken.jp/en/04_news/articles/13/130718_endoskeletal.html （英語） 

	 
RIKEN Research	 2013 年 8 月 9 日	 

http://www.rikenresearch.riken.jp/eng/research/7423.html 
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