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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」最終年度にあたって	 

 
	 「複合適応形質進化」新学術領域もいよいよ 終年度を迎えました。しかしながら、基礎科学

者の好奇心に区切りは存在しませんし、実験すれば予期せぬ結果や黄金の脇道が見つかったりす

るのが日常ですから、 終年度だからといって特に変わったことはないのかもしれません。今年

も果敢に新たな挑戦を試み、おもいっきり見知らぬことに出会い、考えを巡らし、いろいろな夢

をかなえつつ、研究人生を楽しみたいものです。 終年度だからとこじんまりまとまる必要はあ

りません。進化の新しい法則を見いだし、ダーウィンを超えるのが我々の目指すところです。そ

の糸口が見つかれば万々歳です。領域会議やニュースレターで思わず目から鱗の、ほれぼれする

ような研究成果を今年も楽しみにしています。 
 
	 とはいえ、ある段階で自分たちの科学を整理するのは有効です。そんな意味で、 終年度の領

域会議は、ぜひ「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」という本領域の目的にどの

ように取り組んできたか、そして、今後、どのような展開が期待できるかについて重点的に発表、

議論いただけますようお願いします。 
 
	 本年度も総括班活動として以下を予定しております。 
2014年 3月：ゲノム支援募集（場所未定：西山先生担当） 
2014年 8月 17日：第 16回インフォマティクス情報交換会（西山先生担当） 
2014年 8月 18, 19日：領域会議研究計画報告会（釧路市観光国際交流センター：川口先生担当） 
2014年 8月 18日：若手ワークショップ（釧路市観光国際交流センター：嶋田先生担当） 
2014年 8月 22日：Evolutionary Developmental Changes Behind Novel Adaptations（進化
学会と共催：高槻現代劇場：倉谷先生担当） 
2014年 10月：遺伝子機能解析技術講習会（東大柏：藤原先生担当） 
2014年 10月：若手ワークショップ（嶋田先生担当） 
2014年 10月：第 17回インフォマティクス情報交換会（西山先生担当） 
2014年 12月：第 18回インフォマティクス情報交換会、オープンセミナー（金沢：西山先生担
当） 
2015年 3月：第 19インフォマティクス情報交換会（場所未定：西山先生担当） 
2015年 3月：領域会議成果報告会（東京大学理学部：入江先生、川口先生担当） 
2015年 3月：若手ワークショップ（場所未定：嶋田先生担当） 
 
	 ニュースレター（深津先生担当）はこれまでと同様に、年 10回の発行を予定しています。以
下のウェブサイトに順次アップロードいたします。 
 http://staff.aist.go.jp/t-fukatsu/SGJHome.html  
	 なお卓越した成果については、号外を発行しますので、プレスリリース等の際には深津先生

までご連絡ください。  
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[研究成果発表にあたってのお願い] 
	 論文発表の際には、「This work was supported by MEXT KAKENHI (各自の 8 桁の課題番
号、総括班ゲノム支援を受けた場合は 22128001 を加えて下さい)」、和文総説などの場合は、
「本研究は 科研費(課題番号)の助成を受けたものです」のようにご記入ください。よろしくお
願いいたします。 
 

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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平成 26 年度	 研究組織	 

総括班：複合適応形質進化の遺伝子基盤解明	 

氏	 名	 所	 属	 職	 役割分担	 

長谷部	 光泰	 基礎生物学研究所	 	 

生物進化研究部門	 

教授	 研究計画、および研究

総括	 

倉谷	 滋 独立行政法人理化学研究所	  
発生・再生科学総合研究センター	 

形態進化研究グループ 

グループディレク

ター 
国際シンポジウム担

当 

嶋田	 透 東京大学大学院	  
農学生命科学研究科 

教授 関連集会担当 

藤原	 晴彦 東京大学大学院	  
新領域創成科学研究科 

教授 遺伝子機能解析技術

支援担当 

川口	 正代司 基礎生物学研究所	  
共生システム研究部門 

教授 領域事務担当 

深津	 武馬 独立行政法人産業技術総合研究

所	 生物プロセス研究部門 
首席研究員 ホームページ・ニュー

スレター担当 

西山	 智明 金沢大学	  
学際科学実験センター 

助教 ゲノム支援担当 

岡田	 典弘 国際科学振興財団（FAIS） 
国立成功大学生物科学系（台湾） 

主任研究員 
教授 

研究助言・評価 

河田	 雅圭 東北大学大学院 
生命科学研究科 

教授 研究助言・評価 

藤山	 秋佐夫 国立遺伝学研究所	  
生命情報研究センター 

教授 研究助言・評価 

望月	 敦史 独立行政法人理化学研究所	  
基幹研究所 
望月理論生物学研究室 

主任研究員 研究助言・評価 

矢原	 徹一 九州大学大学院 
理学研究院 

教授 研究助言・評価 

郷	 通子 大学共同利用機関法人情報・シス

テム研究機構 
理事 研究助言・評価 

阿形	 清和 京都大学大学院 
理学研究科 

教授 研究助言・評価 

豊田	 敦 国立遺伝学研究所 
生命情報研究センター	  

特任准教授 研究助言・評価 

（太字は研究代表者、他は研究分担者、連携研究者） 
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計画研究（７課題）	 

氏	 名	 所	 属	 職	 研究課題	 

長谷部	 光泰	 

 
 
村田	 隆 
 
 
玉田	 洋介 
 
 
石川	 雅樹 
 
 
大島	 一正 
 
 
福島	 健児 
 

基礎生物学研究所	 

生物進化研究部門	  
 
基礎生物学研究所 
生物進化研究部門	  
 
基礎生物学研究所 
生物進化研究部門 
 
基礎生物学研究所 
生物進化研究部門 
 
京都府立大学大学院生命環

境科学研究科 
 
総合研究大学院大学 

教授	 

 
 
准教授 
 
 
助教 
 
 
助教 
 
 
助教 
 
 
大学院生 
 

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	 

	 

 

倉谷	 滋	 

 
	 

	 

入江	 直樹 

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	 

	 

東京大学大学院理学系研究

科	 生物科学専攻	 

	 

グループ

ディレク

ター	 

 
准教授 

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	 

 

藤原	 晴彦	 

 
 
堀	 寛 
 

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	 

名古屋大学	 遺伝子実験施

設 
 

教授	 

 
 
名誉教授 

昆虫の擬態模様形成の分子機構と進

化プロセスの解明	 

 
 

嶋田	 透	 

 
 
 
木内	 隆史 
 
 
 

東京大学大学院農学生命科

学研究科	 生産・環境生物

学専攻	 昆虫遺伝研究室	 

 
東京大学大学院農学生命科

学研究科	 生産・環境生物

学専攻	 昆虫遺伝研究室 
. 

教授	 

 
 
 
助教 
 
 
 

カイコとその近縁種における寄主植

物選択機構の進化	 
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川口	 正代司	 

 
 
斎藤	 勝晴 
 
 
 
武田直也 
 
 
寿崎	 拓哉 
 
 

基礎生物学研究所	 

共生システム研究部門	 

 
信州大学農学部 
食料生産科学科土壌生物学

研究室 
 
基礎生物学研究所 
共生システム研究部門 
 
基礎生物学研究所 
共生システム研究部門 
 

教授	 

 
 
准教授 
 
 
 
助教 
 
 
助教 

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	 

深津	 武馬	 

 
 
土`田	 努 
 
 
二河	 成男 
 

産業技術総合研究所	 	 

生物プロセス研究部門	 

 
富山大学	 先端ライフサイ

エンス拠点 
 
放送大学	 教養学部 

首席研究

員	 

 
特命助教 
 
 
教授 

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	 

西山	 智明	 

 
 
重信	 秀治  
 
 
門田	 幸二 
 
 
 
 
笠原	 雅弘 
 
 
 
山口	 勝司 
 
 

金沢大学・学際科学実験セ

ンター	 

 
基礎生物学研究所 
生物機能情報分析室 
 
東京大学大学院農学生命科

学研究科	 アグリバイオイ

ンフォマティクス教育研究

ユニット 
 
東京大学大学院新領域創成

科学研究科	 情報生命科学

専攻 
 
基礎生物学研究所 
生物機能情報分析室 
 

助教	 

 
 
特任准教

授 
 
特任准教

授 
 
 
 
講師 
 
 
 
技術主任 

非モデル生物におけるゲノム解析法

の確立	 

（太字は研究代表者、他は研究分担者、連携研究者、研究協力者） 
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公募研究（16 課題）	 

和田	 洋	 

 
 
荻野	 肇 
 
 
 

筑波大学生命環境科学研究

科生物科学専攻	 

 
長浜バイオ大学	 バイオサ

イエンス学部	 アニマルバ

イオサイエンス学科 
 

教授	 

 
 
教授 
 
 

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	 

 

二階堂	 雅人	 

 
 
 
西原	 秀顛 
 
 

東京工業大学大学院生命理

工学研究科主体システム専

攻	 

 
東京工業大学大学院生命理

工学研究科主体システム専

攻 
 

助教	 

 
 
 
助教 
 

新規形質獲得のゲノム基盤とその進化

的起源	 

瀬々	 潤	 

	 

お茶の水女子大学大学院人

間文化創成科学研究科	 

准教授	 

	 

適応形質と原因遺伝子の複雑な結びつ

きを解く方法の開発	 

新美	 輝幸	 

	 

名古屋大学大学院生命農学

研究科	 

助教	 

	 

昆虫の角（ツノ）形成遺伝子ネットワ

ークの進化メカニズムの解明	 

曽田	 貞滋	 

 
 
小沼	 順二 
 
 
藤澤	 知親 
 

京都大学大学院理学研究科

生物科学専攻動物学教室	 

 
東邦大学理学部生物学科 
地理生態学研究室 
 
京都大学大学院理学研究科

生物科学専攻動物学教室 
 

教授	 

 
 
講師 
 
 
研究員 
 

マイマイカブリのゲノム塩基配列と適

応形態遺伝子	 

 

瀬戸口	 浩彰	 

 
 
佐藤	 修正 
 
池田	 啓 

京都大学大学院人間・環境

学研究科	 

 
東北大学大学院生命科学研 
 
岡山大学資源植物科学研究 

教授	 

 
 
准教授 
 
助教 

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	 
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古澤	 力	 理化学研究所生命システム

研究センター	 

チーム

リーダ

ー	 

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	 

新田	 梢	 

	 

東京大学大学院総合文化研

究科	 

学術研

究員	 

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	 

松尾	 隆嗣	 

	 

東京大学大学院農学生命科

学研究科	 

准教授	 性的二型と闘争・求愛行動の進化	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 

黄川田	 隆洋	 

 
 
コルネット・リ

シャー 
 
 
末次	 克行 
 

農業生物資源研究所	 

遺伝子組換え研究センター 
 
農業生物資源研究所 
遺伝子組換え研究センター 
 
農業生物資源研究所 
農業生物先端ゲノム研究セ

ンター 

主任研

究員	 

 
主任研

究員 
 
 
主任研

究員 

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	 

吉田	 聡子	 

 
 
Juliane K. 
Ishida 
 

理化学研究所	 環境資源科

学研究センター	 

 
理化学研究所	 環境資源科

学研究センター 
東京大学大学院農学生命科

学研究科生産・環境生物学

専攻 

上級研

究員	 

 
博士課

程後期

学生 

ハマウツボ科寄生植物の寄生形質獲得

と適応進化	 

將口	 栄一	 

 
 
 
川島	 武士 
 
 
 
新里	 宙也 
 
 
 
小柳	 亮 

沖縄科学技術大学院大学	 

マリンゲノミックスユニッ

ト	 

 
沖縄科学技術大学院大学 
マリンゲノミックスユニッ

ト 
 
沖縄科学技術大学院大学 
マリンゲノミックスユニッ

ト 
 
沖縄科学技術大学院大学

グルー

プリー

ダー	 

 
グルー

プリー

ダー 
 
グルー

プリー

ダー 
 
研究員 

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	 
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DNAシ―ケンシングセクシ
ョン 

前川	 清人	 

 
 
三浦	 徹 
 

富山大学大学院理工学研究

部	 

 
北海道大学大学院地球環境

科学研究院	  

准教授	 

 
 
准教授 

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	 

上中	 弘典	 

 
 
大和	 政秀 
 
下野	 綾子 

鳥取大学農学部	 

 
 

千葉大学教育学部 
 
筑波大学生命環境系生物圏

資源科学専攻遺伝子実験セ

ンター 

准教授	 

 
 
准教授 
 
助教 

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	 

宮澤	 清太	 

	 

大阪大学大学院生命機能研

究科	 

助教	 

	 

動物体表の「やわらか模様」の進化と

分子機構	 

前田	 太郎	 

	 

	 

基礎生物学研究所	 	 

生物機能解析センター	 	 

NIBB	 

リサー

チフェ

ロー	 

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

播機構の解明	 

（太字は研究代表者、他は研究分担者、連携研究者、研究協力者） 
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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）	 

	 

	 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。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。	 

［クルミホソガ寄主転換］(1)	 PacBio	 によるロングリードデータを用いたゲノム情報の充実と、

多型を多く含むゲノムのアセンブルに適した	 platanus	 を用いたドラフトゲノムのアセンブル

を行い、QTL 解析によって特定できているゲノム領域	 180	 kb	 の全配列取得を目指す。(2)	 ドラ

フトゲノムのアセンブルに加えて、2013 年度に特定した寄主適応に関わる責任ゲノム領域の一

部を含む	 Fosmid	 clone	 の近隣クローンを、Fosmid	 library	 のカバレッジを従来の 1.7X から

8X に増やしてしてスクリーニングを行い、上記	 180	 kb	 の配列情報の完全取得を目指す。選抜

クローンは	 MiSeq	 にて配列の決定を行う。(3)	 クルミレースとネジキレースの	 F1	 世代を作成

し、幼虫および成虫（雌雄別、部位：全身、触角、頭部）のサンプルを用いた	 RNA-seq	 を行う。

(4)	 これらのゲノム情報と RNA-seq による発現比較の情報をもとに、候補遺伝子を	 RNAi	 もしく

は	 TALEN	 で機能解析していくことにより、幼虫の成育適性責任遺伝子とメス成虫の産卵選好性

遺伝子を特定を行う。	 

［食虫植物の捕虫葉進化］（１）ムラサキヘイシソウの捕虫葉発生における細胞分裂方向の役割

について、論文発表を行う。（２）フクロユキノシタの参照ゲノム配列を利用して消化酵素遺伝

子族全体の遺伝子重複・欠失、進化速度を解析し、すでに得られている収斂進化の知見と併せて

論文発表を行う。（３）PacBio を用いたコモウセンゴケゲノムの解読、触毛進化に関わる因子の

特定を行う。（４）フクロユキノシタにおいて現在進行中の１３０遺伝子ノックダウンスクリー

ニングを完了する。得られた捕虫葉発生遺伝子の構造と機能から、捕虫葉の形態進化プロセスを

推定する。	 

［その他］ヒメツリガネゴケ胞子体様組織の分岐に関わることがわかったオーキシン関連遺伝子

（PIN、AUX、SHI、GH3 遺伝子）末端に GFP を挿入した形質転換体とオーキシンセンサー形質転

換体の分枝形成過程における空間的時間的局在を解析し、オーキシンと分枝との関連を調べる。

２倍体オジギソウの運動機構進化のためのゲノム解析、ハナカマキリの擬態に関する色素がどの

ように形成されているかについて調べる。	 
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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	 

 
倉谷 滋（研究代表者・理研 CDB） 
入江直樹（研究分担者・東大 理） 
平沢達矢（研究協力者・理研 CDB） 
 
1. 研究目的 
カメの甲という進化的新規形態は、脊椎動物の基本的ボディプランの形成に関わる発生機構を一
部改変することによって達成されていると覚しい。この研究においては、それがいかなる変化で
あったのか、それがどのような経緯でもたらされたのかを発生機構やゲノムレベルでの比較解析、
ならびに実験を通じて明らかにし、ひいては動物の抜本的な形態進化の機構的背景を理解するこ
とを目的としている。 
 
2. 研究計画 
今年度の研究は、カメの肋骨が体壁に伸長しないという特異的な発生上の形質を機構的に理解し、
それとともに、この現象に関わっている公算の大きい胚構造、すなわち甲稜（carapacial ridge = 
CR）の成立要因を、ゲノムや遺伝子機能のレベルで理解することを目的としている。従来、甲
稜特異的遺伝子の探索においては、スッポン１種のみを用いたゲノムワイドな発現比較を手法と
しており、この方法では内部コントロールとして用いた組織が体壁であったため、CR特異遺伝
子として同定できる遺伝子のレパートリーに制約が伴っていた。その結果として Wnt5a のよう
に重要な遺伝子を見つけることができなかった（この遺伝子は、カメ特異的に、CRと体壁の一
部にともに発現する）。 
	 我々の 近の所見では、羊膜類胚において体軸部と体壁に特徴的に発現を変化させる遺伝子
（例えば、Hgf, Prx1 など）が、カメ類胚では発現パターンを大きく変化させていることが分か
った。その結果として、カメ類胚の体軸部と体壁の胚環境は、他の羊膜類のような二極化を伴っ
ていないことが推測される。つまり、肋骨原基の発生は他の羊膜類と変わらないが、カメ類胚体

軸の胚環境が体壁のそれに類似する
ために肋骨原基がいわば、ミスリー
ドされ、結果、外側へ伸長してしま
うことが考えられる。 
	 上の仮説を検証するために、カメ
の CR と体壁の間葉環境をあらため
て遺伝子発現レベルで比較する必要
が生ずる。そこで、今年度はニワト
リを一般的羊膜類の代表として用い、
種間の比較トランスクリプトームを
以てこれに当たる（Fig. 1）。 
 この実験により、カメ胚において特
異的に変化している「体軸・体壁特
異化」の状況が遺伝子発現レベルで
記述可能となる。このうち、ニワト

リの体壁特異遺伝子の多くは CR特異遺伝子と大きく共通すると予測され、その中から肋骨の伸
長方向に作用している候補遺伝子が見つかると期待される。 
	 また、すでに報告した CR特異遺伝子の Wnt5aは、CRの機能の上流に位置していると覚しい
が、カメのボディプランを成立させている基本的要因として Wnt5a ならびに、関連遺伝子の制
御を比較するための ChIP-seq解析も進行中である。
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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 1,2,3、木内隆史 1,4、勝間 進 1,5、門田幸二 2,6（1.東大・農・昆遺、2. 東大・農・ｱｸﾞﾘﾊﾞｲｵｲﾝﾌｫ、3.

代表者、4.分担者、5.協力者、6.西山班） 

 

【研究目的・背景】 
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イチジク属の葉を食う。クワは糖類

似アルカロイドを含み、多くの昆虫に毒性を示す。カイコの近縁種の比較トランスクリプトーム解析を行
い、毒素耐性の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。これら変異体の解析を通して食性決定機構を解明するとともに、クワ食への進化の道筋を
探る。 

 
【研究計画】 

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 
（1） 中腸のトランスクリプトームの比較：クワ食の３種（カイコ、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）の幼虫中腸の RNA-seq データから、クワ食・非クワ食の
比較を行う。糖類似アルカロイドへ抵抗性を示す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、クワ食の昆虫で多く発現することに気づいており、さらにゲノムワイドな比較をす
る。 

(2) 絹糸腺のトランスクリプトームの比較：カイコ幼虫の前部糸腺には強いスクラーゼ活性が認められる
が、非クワ食であるイチジクカサンやエリサンにおける活性は弱いため、幼虫時に吐く糸がクワの消化吸

収を助けている可能性がある。すでに、クワ食昆虫 3 種と非クワ食昆虫 4 種の前部糸腺・中部糸腺の
RNA-Seq を実施したので、今年度は、発現量の種間比較を行うとともに、絹糸腺由来の酵素の機能を

解明する。 
(3) イチジクカサンの全ゲノム解析による転写調節部位の決定： 総括班の協力を得て、イチジクカサン

の全ゲノム解析を行った。カイコとイチジクカサンで発現量が顕著に異なる遺伝子（特に二糖分解酵素
遺伝子）の調節領域を比較する。また、培養細胞を用いた実験などで、調節領域の機能を明らかにす

る。 
（4） TALEN と CRISPR/Cas を用いたスクラーゼ遺伝子の機能解析： TALEN を用いて BmSuc1 をノック

アウトしたカイコの表現型を解析するとともに、CRISPR/Cas を用いて BmMal1 をノックアウトし、これら遺
伝子の糖類似アルカロイド抵抗性への寄与を証明することを計画している。 

(5) 二糖分解酵素の糖類似アルカロイドへの抵抗性の獲得：カイコの複数のα-グルコシダーゼおよび
トレハラーゼの活性は、糖類似アルカロイドへの抵抗性を示す。カイコ、イチジクカサン、エリサンの３種

の Maltase1（α-グルコシダーゼの一つ）を試験管内で大量発現して比較した結果、カイコの Maltase1
は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。カイコとイチジクカ

サンの配列をキメラにした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
判明した。今年度は残基レベルで原因を特定したい。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ため、さらに解析する。 
 
2. 食性変異体の原因遺伝子の単離と機能解析 

(1) spli 変異体の原因遺伝子 Bmacj6 の機能：広食性変異体 Bt と spli は、転写因子をコードする Bmacj6
に原因がある。取得済みの RNA-seq のデータを見ると、フェロモン（ボンビコール）受容体をコードする

BmOr1 をはじめ、多くの遺伝子に発現量に大差がある。Bmacj6 の標的ないし下流の遺伝子を探索する。
また、カイコガ科野生種での Bmacj6 オーソログの機能：イチジクカサンなどの野生種での Bmacj6 オーソ

ログ遺伝子を単離し、食性の進化と Bmacj6 との関係を明らかにする。 

(2) 他の食性異常変異体の原因遺伝子のポジショナルクローニング：Np および Np-A4 変異体の原因

遺伝子の候補をすでに絞り込んでいるが、その候補遺伝子の RNAi の結果は胚致死になり、当該遺伝

子が発生にも必須であるらしい。今年度、さらに当該遺伝子の機能解析を進める。また、今年度は別の

広食性変異体の原因遺伝子についても、ポジショナルクローニングを行う。 
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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 

	 

研究代表者	 藤原	 晴彦（東京大学・大学院新領域創成科学研究科）	 

研究分担者	 掘	 寛（名古屋大学・遺伝子実験施設）	 

	 

研究目的・背景	 

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、また近縁種間で環境に高度に適応した斑紋が見られ、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擬態紋様システムに着目し、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。	 

	 

今年度の研究計画	 

研究１：擬態紋様形成の原因遺伝子の特定（１）カイコ斑紋変異系統の責任遺伝子：	 

これまでに判明した pS,	 Ze,	 L,	 ms,	 Kの5遺伝子座の間に存在する遺伝子ネットワークをTalen、

Electroporation	 mediated	 somatic	 transgenesis	 (EMST)法などを用いて解明し、各種斑紋の形

成メカニズムを体系化する。また、K に関しては CRISPR/Cas9 法により原因遺伝子を同定する。

（２）シロオビアゲハのベイツ型擬態の責任遺伝子H：前年度までにgenome-wide	 association	 研

究と RNA-seq 法を用いて絞り込まれた 4 遺伝子について、EMST 法や CRISPR/Cas9 法などを用い

て Hの表現型に関与しているかを検証する。	 

研究２：擬態紋様形成を制御する遺伝子ネットワークの解明（１）アゲハ幼虫紋様切替えの制御

機構：幼虫紋様を切替える幼若ホルモン JH の働きを調べるために、4 齢初期幼虫で JH 受容体

（Met2,	 Met1,	 SRC）及び Krh1を EMST 法により強制発現、ノックダウンして 5齢幼虫の紋様に

対する影響を調べる。さらに、紋様形成に関与する Abd-Bと Clawlessに対する JH の作用メカニ

ズムを解析する。（２）アゲハ蛹体色の環境応答的切替えの制御機構：環境刺激を受容する幼虫

組織を同定するとともに、茶色蛹を誘導する神経ペプチドペプチドの構造を解明する。（３）ナ

ミアゲハ全ゲノム配列の解析：ゲノムデータの公開に向けた作業を進める。	 

研究３：擬態紋様の成立と進化プロセスの理解（１）シロオビアゲハ翅紋様の収斂的進化：モデ

ル種のベニモンアゲハと擬態型シロオビアゲハの赤色色素の合成に関わる遺伝子群の siRNA を

それぞれ設計し、EMST 法によってノックダウンして機能検証を行う。（２）アゲハ幼虫紋様の適

応的隠蔽擬態：紋様形成の上位転写因子と推測される E75 などを、各種アゲハ幼虫でノックダウ

ンして、それぞれの種に特有な斑紋形成の進化で中心的役割を果たしたかどうかを検証する。 
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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 

	 

研究代表者：川口正代司	 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、陸上植物の最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。日本に自生するミヤコグサを使った分子遺伝解析により、根粒共生系は菌

根共生系と、茎頂メリステム(SAM)の遺伝子ネットワーク流用して進化してきたことが分かってきた。我々

は、菌根共生と SAM 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

適応形質が生まれた進化基盤を解明することを目的とする。 

 

2. 今年度の研究計画 

（1） アツギケカビ目のゲノム解析  

昨年度、アーバスキュラー菌根菌より分岐年代が古いアツギケカビ目の 2 菌株 Sphaerocreas pubescens

と Endogone pisiformis のドラフトゲノム配列 49.6 Mb と 59.7 Mb を決定した。今年度は、PacBio を併用し

たゲノムアセンブル、遺伝子予測、遺伝子アノテーションを行い、ゲノム解読を完了する。 

（2） 菌根形成に関わる宿主側因子の解析 

  ミヤコグサのRNA-seq 解析から、菌根形成過程で発現変動する転写因子を同定し、その下流遺伝

子候補をDEX誘導系で特定する。また、co-expression解析から菌根形成過程と地上部の器官形成に

共通する遺伝子を同定し、これらに共通する遺伝子の多面的作用を調査する。 

(3) 外生菌根菌ホンシメジの全ゲノム解読 

 外生菌根性の獲得という共生の初期段階に関わる遺伝子の探索を目的として、ホンシメジの全ゲノム

解読を行っている。今年度はRNA seqを実施することにより、遺伝子カタログの作成と発現解析を行う。

既に発表されている腐生菌・外生菌根菌との比較と併せて外生菌根性の獲得や菌根菌の進化に関す

る解析を行う。 

（4） 根粒共生系の進化ダイナミクス 

 根粒菌-マメ科植物共生系機構およびぼったくり菌の進化機構を理解するために、根粒菌の窒素固

定能に関する進化ダイナミクスの数理モデルを構築し、適応力学による理論的解析および数値シミュレ

ーションによる解析を行う。 

（5） 根粒を生み出す進化基盤の解明 

 根粒の生成に必須の転写因子NINが、CLEペプチドを介した根粒形成の負の全身制御とどのように

関係するかを分子レベルで明らかにする。SAMの遺伝子ネットワークと比較することにより、根粒が進化

した分子基盤を解明する。 
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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	 

 
深津 武馬（産業技術総合研究所）、土`田 努（富山大学）、二河成男（放送大学） 
 
【研究の背景・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。 
 
【研究計画】	 

（１）共生細菌のゲノム解析：昨年度までに宿主アブラムシの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について、遺伝子アノテーション、各遺伝子の由
来推定、体色変化を引き起こさない他のアブラムシ共生細菌ゲノムとの比較などをおこない、論

文発表する。また、研究の順調な進捗および新型シーケンサーPacBio の導入を鑑みて，その他
の興味深い表現型（性比バイアス，農薬耐性、栄養供給）などを示す共生細菌のゲノム解析につ

いても推進し、論文発表をめざす。 
（２）共生細菌により誘導される宿主体色色素の同定：Rickettsiella 感染により増加する宿主
アブラムシの主要緑色色素３種について、構造を決定し、論文発表をめざす。 
（３）宿主昆虫の遺伝子発現解析： RNA-seq 法および定量的 RT-PCR 法で同定された、
Rickettsiella による体色変化に関わる色素合成関連遺伝子の有力候補である脂肪酸合成酵素遺
伝子２種について、生化学的解析および機能解析を推進し、論文発表をめざす。 
（４）共生細菌の遺伝子発現解析：体色変化の時期に Rickettsiella が局在している細胞や器官
を解剖によって回収し、Ribo-SPIA法により cDNAを増幅する。得られた cDNAからライブラ
リを作成し、次世代シークエンサーを用いた RNA-seq法で、宿主側と共生細菌側の両面から発
現が変動する遺伝子群を明らかにする。 
（５）今年度の展望： 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。 
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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） 
 
研究の背景・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。この

ため下記４項目の開発を行う。 
[1]配列多型マッピング、単分子シーケンサーのデータを組み合わせたゲノムアセンブリー法  
[2]非モデル生物トランスクリプトーム解析のためのライブラリ調製法  
[3]大量mRNA シークエンスにもとづくアノテーションと発現プロファイリング法 
[4]発現プロファイルからの比較トランスクリプトーム解析法：網羅的発現プロファイリングか
ら得られた測定値を解析して、意味のある違いを正確に抽出する方法を開発する。 
 
研究計画	 	 

[1] 前年度までの研究により一分子シーケンサーPacBio から得られるデータにエラー修正を加
える事により、長い Contig長が得られるようになってきた。しかし、多型が多く含まれる野生
から採取した２倍体サンプルでは、依然困難な部分がある。今年度は、Illumina のデータと組
み合わせることにより、この問題を克服する事を検討する。 
	 配列多型マッピングを組み合わせる例としてヒメツリガネゴケの分離集団シーケンスデータ

からの遺伝学的地図作成 scaffold訂正と super scaffoldingを進める。 
[2] miRNA などの低分子 RNA が発生、形態形成に関わっている例が知られており、新奇形態
形質の獲得にも関与している可能性があるので、その解析技術を開発する。siRNA, miRNA お
よびその前駆体を含む non-coding RNAを解析できる系をつくるため rRNA の選択的除去によ
るライブラリの他、低分子 RNA をライブラリ化する方法を確立する。 
[3] 昨年度までに領域内でアセンブリに成功した新規ゲノムが複数ある。今年度は、それらのゲ
ノムの遺伝子予測、機能アノテーションを行なうためのパイプラインを構築し、さらに、それら

をデータベースとして構築し、さらにゲノムブラウザと連携して動作するウェブインターフェイ

スも構築する。 
[4] 発現量の比較法について対のデータ（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。 
 



 16 

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）	 

 
研究の背景・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。	 

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。脊椎動物における内胚葉性咽頭嚢の分節構造の形成機構の解明から、協調した分節機構が成

立した背景について調べる。	 

研究計画	 

①これまでに、棘皮動物のプルテウス幼生の進化に Alx1 と VEGF シグナリングの幼生中胚葉での

活性化が必要であるが、十分ではないことを明らかにした。さらに、Alx1 をヒトデのオーリク

ラリア型幼生で強制発現させたとき、表現型にはほとんど影響がないが、骨形成のエフェクター

遺伝子のいくつかの発現が活性化されるという、遺伝子ネットワークの頑健性と柔軟性という両

側面を明らかにした。そこで、 終年度は、実験的な再現を目指して、ヒトデ、ウニ、クモヒト

デの発生段階ごとの大規模な比較トランスクリプトーム解析から、骨形成と相関して発現する遺

伝子をスクリーニングして、幼生骨片進化の十分条件を探索する。すでに Twist などのいくつか

の候補が得られている。	 

	 また、遺伝子ネットワークの柔軟性をさらに検証すべく、ヨツアナカシパンというウニを用い

て、地域集団間で発現に違いが見られる遺伝子をスクリーニングした。地域で固定して発現に違

いが見られるような遺伝子が 100 程度得られている。それらを精査していくことで、自然集団で

発生過程の遺伝子の発現にどの程度の変化が許容されているか、定量的な知見を得ることを目指

す。	 

	 さらに、力学モデルを用いた遺伝子発現データからの遺伝子ネットワークモデルの推定と、遺

伝子ネットワークモデルの結合度の推定を、ウニの内中胚葉遺伝子ネットワークを対象に行って

いる。モデルを精緻化して推定の精度を上げると同時に、ウニにおける遺伝子ネットワークの頑

健性と柔軟性についても評価する。	 

②メダカ胚を用いて、咽頭弓の分節構造の形成に咽頭中胚葉が中心的な役割を果たしていること

を既に明らかにした。その知見に基づくと、神経管と内胚葉性咽頭嚢の協調的な分節には、咽頭

中胚葉と体節中胚葉のクロストークが必須の機構となる。ヤツメウナギの頭部における前方体節

の分節過程を詳細に記載し、HES などの分節時計遺伝子の発現と比較して、クロストークの分子

的基盤を明らかにする。	 
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新規形質獲得のゲノム基盤とその進化的起源	 

	 

二階堂雅人（東京工業大学大学院生命理工学研究科）	 

	 

＜研究背景・目的＞	 

生物の進化を考える上で特に興味深い現象として、進化のある一時期に起こる大規模な適応放散

や、それに伴って異なる系統で似通った形質が独立に生じる平行進化が挙げられる。例えば本研

究で着目する東アフリカの三大湖に生息するシクリッドにおいては、爆発的な適応放散とそれに

伴う大規模な平行進化が起きたことが知られている。また恐竜絶滅後の哺乳類における適応放散

も、生物の進化史において非常にダイナミックなイベントとして古生物・分子生物学者の多くが

興味を抱いている。本研究ではシクリッドの適応放散・平行進化が大規模な祖先多型の各湖への

分配によって引き起こされた可能性を検証するため、「唇の肥大化」という現象に着目して研究

を進める。また、哺乳類の適応放散の中でも特に重要なイベントである大脳新皮質の獲得に関し

て、転移因子 SINE がもたらしたエンハンサー配列の機能からアプローチする。	 

	 

＜研究計画＞	 

シクリッド平行進化：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、エラスチン繊維の形成に関与する MAGP4 遺伝子群が

存在することが明らかとなった。これは、マイクロアレイを用いた先行研究で H.	 chilotes稚魚

の顎部における MAGP4 遺伝子の発現が他種と比較して有意に低い事と一致する結果であった。

MAGP4 遺伝子の欠損（Smith-Magenis	 Syndrome）や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、エラスチン繊維の形成不全が唇の肥厚に関与している可能

性が高い。シクリッド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 遺伝子が存在しており、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。これからは、7コピー存在する MAGP4 遺伝子

のうちどれが唇において発現差のあるものかを、RNAseq および qPCR によって調べる（予備的な

実験では MAGP4-CD 遺伝子であることが予想されている）。さらに、上記 2種の野生個体のゲノ

ムをリシーケンスすることで H.	 chilotes の唇組織における MAGP4 の発現量低下をもたらした

cis 変異の探索をおこなう。また、シクリッドの各発生ステージでの唇組織切片を光学顕微鏡、

電子顕微鏡によって観察し、種間におけるエラスチン繊維の形態的な違いを調べることで、エラ

スチン繊維形成と唇の肥厚との機序について知見を集める。 終的には河川種 O.	 niloticusを

用いた MAGP4 遺伝子破壊を視野にいれて CRISPR/Cas9 のコンストラクトの作製をおこなう。	 

哺乳類：SINE エンハンサー：哺乳類の脳進化に関しては、これまでに転移因子 SINE に由来する

AS021配列がsatb2遺伝子を大脳新皮質深層の脳梁投射ニューロンで発現させるエンハンサーで

あることを明らかにし、その分子機能解析をおこなうとともに、AS021 エンハンサーを欠損させ

たノックアウトマウスを作成してきた。平成 26 年度はその KO マウスを用いた免疫染色をおこな

い、脳の発生過程における遺伝子発現変化、および形態異常の有無を明らかにする。脳梁投射ニ

ューロンは satb2 が ctip2 の発現を抑制することで形成されることが既に知られている。したが

って AS021 エンハンサーの欠損マウスでは、大脳新皮質深層における Satb2 発現細胞の減少、

Ctip2 発現細胞の増加、そして脳梁投射ニューロンのマーカーである Lmo4 発現細胞の減少が見

られると期待される。また脳梁繊維の形成に関しても Neuropeptide	 Y などの抗体を用いた免疫

染色によって解析する。これにより、真獣類の脳梁形成において SINE がどの程度の寄与を果た

したのかを明らかにできると期待される。	 
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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	 

 
瀬々	 潤（お茶の水女子大学・大学院人間文化創成科学研究科） 
 
研究の背景・目的	 

複合適応形質の原因遺伝子を知るためには，形質と遺伝子の対応を取る情報科学・統計学的な手

法を開発する事も重要である．本研究では，広い適応形質が複雑な遺伝子発現の制御から生まれ

ている一例として，一般に高い適応能力を示す複数の種の交雑によって生まれる異質倍数体に関

して，遺伝子発現解析を行う手法を構築する．更に，その適応能獲得メカニズムを探る． 
 
研究計画	 

	 昨年までに，異質倍数体の１つであるミヤマハタザオ(Arabidopsis kamchatica)に関して，遺
伝子発現解析ができる系の構築を行った (Akama et al. NAR 2014)．この研究では，交雑種の
ゲノムワイドな遺伝子発現量は，今までホメオログ（交雑の親種におけるホモログ．交雑種の親

の多くは近縁の異なる種であり，一般にホメオログは互いに配列が近い）の和で表されていたが，

次世代シーケンサを用いることで，交雑種の親毎の発現量を定量することが可能になった．更に，

環境変化によってホメオログ間でどちらの親由来を利用するかに関し，変化を同定する検定手法

の開発した．その結果，発現するホメオログが大きく変化する遺伝子群に，環境適応に関連する

遺伝子が濃縮されていることがわかり，ホメオログの発現を詳細に調べることで，適応形質の原

因遺伝子解明に近づける事が示唆された． 
	 ホメオログの発現量の定量を行ったことで，今まで議論のあったホメオログの発現に関する仮

説に決着を付けることが可能になりつつある．それは「ホメオログの多くは，サイレンシングを

している」という仮説である．我々の研究により分かってきたことは（１）多くの遺伝子は両方

のホメオログが発現している（サイレンシングしていない），（２）実際に完全なサイレンシング

を起こしている遺伝子は，存在しても極少数である，の二点である．一方，ホメオログの発現が

「両方使う」「サイレンシング」の２つの仮説のみで説明可能であるかを調べるには，統計的モ

デルが存在しないため，新たな手法の開発を行う必要がある．本年は，このホメオログ発現に関

するモデルを構築することで，観葉適応の遺伝子制御メカニズムに迫る． 
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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) 

 
研究の背景・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。 
 
研究計画	 

１．カブトムシのツノ形成遺伝子の探索：比較トランスクリプトーム解析および larval RNAi解
析により同定した角形成遺伝子に着目し、関連する遺伝子群を既知の遺伝子ネットワークを参考

にして探索する。これら遺伝子群を 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．ツノ形成遺伝子の機能解析：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．カブトムシ Doublesex（Dsx）の標的配列の網羅的同定：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。 
 
４．TSS-seq法による転写開始点の網羅的同定：雌雄それぞれの各角原基を試料に用い、オリゴ
キャップ法に基づく TSS-seq 解析をゲノム支援のサポートにより行い、転写開始点を網羅的に
同定する。ゲノム上にマッピングした転写開始点情報、および上述した Dsx の標的配列のマッ
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を行う。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。  
 
５．多様なツノ創出の進化プロセスの推定：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においても 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。 
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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・東邦大学）・ 
藤澤知親（研究協力者・京都大学） 
 
研究の背景・目的	 

	 陸貝を餌とするオサムシ亜族では，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の分化がしばしば見られる．日本固有のマイマイカブリでは，亜種間で

この形態分化が起こっている．本研究では，マイマイカブリの適応形態分化の遺伝的基盤を解明

するために，全ゲノムのシーケンスを解読し，巨頭型・狹頭型亜種間の戻し交配系統を用いた高

精度の QTLマッピング，トランスクリプトーム比較とあわせて，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ことを目的とする．2013年度までにゲノム解
読，RADシーケンスによる連鎖地図作成，トランスクリプトームデータの取得がほぼ終了した．
今年度はデータ解析をさらに進め，適応形態遺伝子の解明をめざす． 
 
研究計画	 

（１）	 マイマイカブリのゲノム配列のアノテーション：粟島亜種（アオマイマイカブリ）雄の

ゲノムシーケンス上の遺伝子を，遺伝子予測およびmRNAシーケンスデータを基に解明
する． RADシーケンスの連鎖群（14染色体に対応）とスキャフォルドを対応させる．ま
た同じ鞘翅目のヒラタコクヌストモドキのゲノムとのシンテニー解析を行い，食肉亜目と

多食亜目の分化のゲノム基盤を検討する． 
（２）	 亜種間形態差に関するQTL解析：狹頭型・巨頭型亜種の戻し交配系統について，RADシ

ーケンスの連鎖地図に基づくQTL解析を行い，亜種間形態差の原因領域を推定する．ゲ
ノム配列と比較してQTL領域に含まれる遺伝子を探索する．また，新規に作成した，逆
方向の戻し交配系統について，色彩変異を含めた追加のQTL解析を行う． 

（３）	 トランスクリプトームの解析と亜種間比較：2013年度に得られた佐渡島亜種，粟島亜種
のmRNAシーケンスデータを解析し，各発育ステージで発現する遺伝子のカタログを作
成するとともに，蛹期に頭部・胸部で発現する遺伝子の発現量を亜種間で比較し，亜種間

形態差に関与する遺伝子を推定する． 
貝食性オサムシ亜族のゲノム配列比較：マイマイカブリの代表的亜種，マイマイカブリと近縁な

オサムシ亜族種のうち，極端な巨頭型・狹頭型の種を数種選び，リシーケンシングもしくは独立

のゲノム配列解読を行う．種間のゲノム比較によって，形態セットの分化に関与するゲノム領域

を探索する． 
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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	 

 
研究代表者：瀬戸口浩彰（京都大学大学院	 人間・環境学研究科） 
 
研究の目的	 

	 植物は発芽した場所から動くことが出来ないために、光の量と質などの環境情報をセンシング

することで、生育地に適した開花のタイミングを計っている。「開花」には様々な遺伝子ネット

ワークが関与しており、複合適応形質の典型的な例である。本研究で対象とするマメ科のミヤコ

グサは、日本の幅広い緯度に生育し、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。

この花成時期の違いはそれぞれの環境への適応の結果と考えられる。本研究ではミヤコグサの花

成時期の差異に関わる遺伝子群を特定することによって、緯度などの環境要因に対する適応機構

を明らかにすることを目的としている。 
 
これまでの研究成果と現在の進行状況	 

	 現在以下の２つの実験系が進行中である。 
1. 先行研究から挙げられる開花関連遺伝子を対象とした生理学的検証 
	 これまでダイズ等で知られている花成関連遺伝子の中で、重要性が高いと期待される遺伝

子を対象にして、国内のミヤコグサにおける Genotypingを行った。そして分子遺伝学的解析
を行ったところ、マメ科独自の E1遺伝子が非中立な振る舞いをしていることが明らかにな
った。E1は LjFTa (Flowering Locus Ta)に直接にバインドして機能を制御する役割を持つ。現
在、この発現解析を進行中であり、発現量・発現パターンと変異、開花日数の関係を明らか

にする。 
2. GWASによる網羅的な候補遺伝子の探索 
	 ゲノム支援班の協力を受けて、独自に採取した国内野生系統４系統と未解読であった１系

統の全ゲノム配列を読解した。現在Mapping作業と開花日数の計測を進行中である。また、
現在までの開花日数データを元にした GWASを Aarhus大学・東北大学と協力して試験的に
進行中である。 

 
今後の計画	 

	 上記と同じように、２つの実験系を並行して行う。 
1. 非中立な振る舞いをしている遺伝子 E1の発現と LjFTaの発現解析を行い、 

Genotype、開花日数との関係を明らかにする。 
引き続き川口正代司教授（基生研）のご協力の元で開花日数の計測を継続してそのデータが揃い

次第に（あと数系統を残すのみ）、佐藤修正准教授（東北大）や Aarhus大学の研究グループと連
携して GWASによる開花時期決定に関連するゲノム上の領域の探索を行う。
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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（理化学研究所・生命システム研究センター）	 

	 

【研究の背景・目的】	 

	 生物システムの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、

コントロールできる環境下での大腸菌の人工進化実験を用いて、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、

それが複合適応形質の進化過程に与える影響を解析する。	 

	 

【研究計画】	 

①：抗生物質を用いた進化実験によるゲノム変異に依らない表現型メモリー機構の解析	 

	 これまでの研究により、βラクタム系細胞壁合成阻害剤を添加した環境で大腸菌を 7日間程度

植え継ぐことにより、この薬剤への耐性株が取得できることが判っている。この耐性株を超並列

シーケンサによって変異解析をしたところ、変異がゲノムに 1つも同定されていない株が存在し、

ゲノム変異に依らない表現型メモリー機構が存在することが示唆されている。そこで本研究では、

その分子メカニズムを解析することを目的として、破壊することにより耐性獲得が阻害される遺

伝子のスクリーニングを行う。このスクリーニングを行うために、ラボオートメーションを利用

した自動培養システムを用いた進化実験系を構築する。384-well プレートを用いることにより、

1000 系統程度の進化実験を同時に行うこと出来ることから、4000 株程度の大腸菌 1遺伝子破壊

株ライブラリ（KO	 Collection）を用いたスクリーニングを行う。破壊することによって耐性獲

得が阻害される遺伝子のネットワークを解析することにより、βラクタム系抗生物質への耐性獲

得メカニズムと共に、ゲノム変異に依らない耐性獲得の分子機構を明らかにする。	 

②：時間的に変動する環境条件下での培養による表現型メモリー機構の解析	 

	 自動培養システムを用いることにより、酸・アルカリ・界面活性剤など様々なストレス環境下

での大腸菌の進化実験を行い、それらのストレスに対する耐性株を取得することが可能となって

いる。そうした進化実験において、適応度が上昇している過程にある耐性株について、さまざま

な期間でストレス添加無しの環境で植え継ぎ培養を行い、その後に再びストレス環境下で耐性能

を評価することにより、ストレス耐性の表現型がどの程度の安定性を持って記憶されているかを

「忘却曲線」を描くことによって解析する。その「記憶→忘却」の過程でのゲノム配列・遺伝子

発現プロファイルの変化とエピジェネティクス状態の変化を解析し、表現型メモリー機構の分子

メカニズムの同定を行う。	 
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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（東京大学大学院総合文化研究科）	 

	 

１．研究の背景・目的	 

	 キスゲ属のハマカンゾウとキスゲの花形質は、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．研究計画	 

	 これまで、親種であるハマカンゾウとキスゲの花被片組織から、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様遺伝子を得た。さらに、カロテノイド色素合成経路や花香物質の合成経路の遺

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。これまで、F2 雑種の花被片組織

から RNA を抽出し、TruSeq	 Stranded	 mRNA	 LT	 Sample	 Prep	 Kit(Illumina)を用いて 24 サンプル

/レーンのマルチプレックスでライブラリを調整し、HiSeq2500(Illumina)による Run を行ってい

る。今年度は 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に対してマッピングし、発現解析を行う。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

花香物質の合成経路の遺伝子について注目する。 
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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） 
 
研究の背景・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 のオス間での闘
争行動、及び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。

近縁種との比較、および種内系統間の比較により、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。 
 
研究計画 
１．成虫脳における遺伝子発現解析	 闘争行動との関連から、脳内で発現している遺伝子につい

て種間比較を行う。行動実験の結果、近縁種と比べて D. prolongataはオス・メスともに闘争性
が高いことが確認できた。これに従い雌雄に共通して D. prolongata特異的に発現量が変化して
いる遺伝子をリストアップする。また、神経伝達物質であるアミン類・神経ペプチドの合成や分

泌・受容にかかわる遺伝子群について配列解析を行い、D. prolongataで進化速度が速くなってい
るものを選び出す。 
２．脚原基での遺伝子発現解析	 これまで、前脚で特異的に発現量の変化している遺伝子を探索

してきた。しかし成虫形態の詳細な測定から、D. prolongataでは前脚だけでなく中脚のサイズに
も性的二型があることが分かった。すなわち、前脚と中脚に共通して発現量に性差のある遺伝子

がターゲットとなる。これに基づき幼虫期の成虫脚原基における遺伝子発現量の比較の方法を変

更して解析をやり直す。 
３．求愛行動の行動生態学的解析	 D. prolongataのオスは leg vibrationという特徴的な求愛行動
を行うが、交尾成立に必須ではない。オスの leg vibrationを行う頻度やメスの交尾受容性が異な
る系統を組み合わせて、leg vibrationのメスに対する効果を明らかにする。また、leg vibrationの
負の効果をオス間相互作用の観点から調べる。 
４．遺伝子導入系の確立	 これまでの計画を改め、生殖系列細胞で Cas9を constitutiveに発現す
る系統の作成を 優先に行う。この系統は CRISPRによる二本鎖 DNA切断を高効率で起こせる
ので、遺伝子破壊のみならず、相同組換えによる遺伝子導入や配列改変に使えるミューテーター

系統になると期待される。前年度にENUによる突然変異誘発で複眼色変異体vermilionを得たが、
これをマーカーにしたキイロショウジョウバエの nos-Cas9ベクターが存在する。これを piggyBac
のバックボーンに載せ替えたものを作成し、D. prolongata胚への micro injectionを行う。 
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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、コルネット・リシャー、末次克行（生物研） 
 
【研究の背景・目的】 
本研究の目的は、ドラフトゲノムが明らかになりつつあるネムリユスリカ（Polypedilum 
vanderplanki）の DNA情報を用いて、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
にしているネムリユスリカに特有な遺伝子重複を個体群間で比較し、コードするタンパク質の機

能分化を調べることで、複合適応形質の一つである乾燥無代謝休眠の進化過程を考察する。 
	 これまでに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。 
 
【研究計画】 
・ネムリユスリカゲノムのアノテーション 
	 可能な限り延長化したスーパーコンティグの情報を用いて、トランスクリプトームデータを加

えながら遺伝子予測を行い、コード領域を決定する。同時に、BLASTや GOによる遺伝子のア
ノテーションを行う。 
・ARID 領域及びシンテニー領域を用いた進化モデルの作成 
	 比較ゲノム解析と遺伝子予測に基づき、ARID領域及びシンテニー領域を決定する。得られた
塩基配列情報を用いて、進化モデルの作成を試みる。 
・LEA タンパク質パラログの発現組織の同定 
	 各パラログに蛍光タンパク質を融合したタンパク質を培養細胞で発現させ、LEA パラログの
細胞内局在性を決定する。また、各パラログの遺伝子発現解析から組織局在性を決定する。 
・LEA タンパク質パラログの機能解析 
	 前年までに作製したリコンビナントタンパク質を用いて、生化学・物理化学的な機能解析を行

う。具体的には、抗タンパク凝集活性や構造解析を行なう。同時に、培養細胞に LEAパラログ
を強制発現させストレス処理したときの生存率を測定し、発現させた LEAパラログの影響を解
析する。 
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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） 
 
研究の背景・目的	 

	 ハマウツボ科寄生植物は、吸器と呼ばれる特殊な器官を形成し、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。 
	 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

トーム解析で遺伝子を同定し、逆遺伝学的手法を用いて機能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。 
	 

今年度の研究計画	 

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 
	 これまでにコシオガマ RNAseq 解析から寄生後期で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)群を単離した。この遺伝子の詳細な系統解析および機
能解析をおこなう。SBT 遺伝子はサブファミリーに分かれているが、異なるサブファミリーに
属する遺伝子が同様の発現パターンおよび発現局在を示す結果を得ているため、これらパラログ

遺伝子が寄生特異的器官での発現局在をどのように獲得したかを調べる。また、RNAi法による
機能解析をおこなう。 
 
２．コシオガマ寄生変異体の解析 
	 これまでに EMS処理をしたコシオガマM2種子プールから、吸器誘導物質処理時の吸器形状
および形成変異体を数個得ている。これら変異体の詳細な表現型解析をおこなう。吸器毛および

根毛の形成以上変異体においては、宿主へ寄生させた際の吸器の形成数が少なくなることがわか

った。しかし、この変異体では吸器誘導物質培地上で生育させた際の吸器形成数は野生株と変わ

らない。このことは、吸器毛が宿主への反応に特異的な役割を果たすことを示唆する。また、今

年度はこれら変異体の F2植物体をシーケンスすることにより、変異体の原因遺伝子を特定した
い。 
 
３.コシオガマゲノム解読と遺伝子地図作成 
	 方法開発支援班およびゲノム支援新学術の協力により、これまでにコシオガマゲノムからフラ

グメントおよびメイトペアライブラリーのシーケンスを得た。さらに、PacBio シーケンスを合
わせ、ゲノム解読を終了する。現時点までに scaffold N50が 800 kb以上の比較的よいアセンブ
ルを得ている。さらに ddRADseqデータを解析し、遺伝子地図を作成する。 
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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、川島武士（連携）、新里宙也（連携）、小柳亮（連携）（沖縄科学技術大学院大学） 
 
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。昨年度までに褐虫藻 Symbiodinium 
minutum クレード B1 のゲノム(1,500Mb)を解読してきた。これまで光合成能力は渦鞭毛藻類
の姉妹群（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、サンゴに共生する藻類の中に、光合成性アピコンプレクサが存在することが明らか

になった(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。 
	 

今年度の成果：多くの共同研究者の協力を得て、褐虫藻 S. minutum（クレード B1）の核ゲノ
ムの概要配列の決定と解析の結果をまとめ、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
ラスチドゲノムとトランスクリプトームの比較解析を行い、その結果を共同研究者とともにまと

めた(Mungpakdee et al., revising)。イルミナHiseqより得られたリードをアセンブルすること
により、褐虫藻クレード A3(2,200Mb)と C(2,700Mb)のゲノム概要配列（クレード B1と同程度
の質）を決定した。サンゴ幼生に褐虫藻を共生させる実験を行い、トランスクリプトーム解析用

のサンプルを得た。そのトランスクリプトーム配列決定とゲノムマッピングによる比較解析を開

始した。 
	 

将来の展望：褐虫藻クレード間で報告されている興味深い違いには紫外線吸収物質の合成系の差

異や温度ストレスによる光合成系のダメージの違いなどがある。得られたゲノム配列基盤を用い

て、これらの違いに関わるゲノム領域の解明を比較解析により目指す。また発現調節機構や遺伝

子発現変化の解析により、共生の成立に関わる遺伝子の同定を目指す。 
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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） 
 
背景と目的 
	 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

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

る点が特筆に値する。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，カースト分化を規定する因子群を明らかにすることを目指し，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
に注目する。ゲノム配列を新規に決定して 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。更に本年度は，社会性ハチ目のカースト分

化に影響する要因として注目されている DNAメチル化の程度を各カーストで調べる。 
研究計画 
(1) de novoゲノムシーケンス 
	 昨年度に「ゲノム支援」のサポートを受けて，本種のゲノム配列のシーケンスを行った。重信

先生による de novo genome assemblyの結果，scaffold N50 = 1,967 kb, contig N50 = 37.5 kb, 
total scaffold length = 881.3 Mbとなっている。本年度は，5月にシロアリで初めて発表された
ゲノム配列（ネバダオオシロアリ; Terrapon et al. 2014）の情報も加え，遺伝子モデルをより洗
練させる。分化後の各カースト間における RNA-seqのデータも加えて論文化を目指す。 
(2) カースト分化過程での RNA-seq 
	 各カーストの分化誘導過程において，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，に回収し
た個体（頭部と胸腹部を別々に 3 コロニー分）のシーケンスが 6 月に完了した。本年度は，ゲ
ノム配列をリファレンスとした RNA-seqを遂行し，各カースト分化時に特異的に発現する遺伝
子群を比較して論文化を目指す。特に注目される候補遺伝子は，各カーストの分化誘導系を用い

て発現部位や発現レベルの変動を明らかにすると共に，RNAiによるノックダウンの効果を解析
する。 
(3) 各カーストのバイサルファイトシーケンス（BS-seq） 
	 昨年度に，本種の様々な発生ステージのトランスクリプトーム解析から，DNMT の配列と
CpG O/Eがニ峰性を示すことを報告した（Hayashi et al. 2013）。本年度は，如何なる遺伝子群
がメチル化されているかを包括的に理解するために，各カースト（生殖虫・職蟻・兵隊）の頭部

における BS-seqを試みる（「ゲノム支援」研究課題）。解析結果は，(1) とともに論文化を目指
す。 
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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） 
 
【研究の背景・目的】 
陸上植物の多くは地下組織において菌根菌と相利の共生を営む能力を、進化の初期段階で獲得し

た。このような菌根共生は植物の生存において有利な形質であるが、林床などの暗所に生育する

植物にとっては炭素化合物の供給を要求されるため、かえって不利な形質であるともいえる。一

方、菌根共生との共進化により林床植物などの中には菌根菌から炭素化合物を受容する菌従属栄

養性を獲得することで、菌類との関係を共生から寄生へと転換してきたものが存在する。菌従属

栄養性を獲得した植物の中には、更なる進化により菌根菌からの炭素化合物に完全に依存して無

葉緑化した種も存在する。これらの形質は、エネルギー生産・消費の観点からみて、相利共生を

営むよりも植物にとってより適応的であるといえる。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、これまで分子メカニズムに関して

は全く情報が無い菌従属栄養性について、その獲得機構と無葉緑化を制御する遺伝子基盤の解明

を目的とする。 
 
【研究計画】 
本研究では、菌従属栄養性の獲得と無葉緑化に応じて菌根の形態が変化するツツジ科植物、およ

び独自の菌根共生系を構築しているラン科植物に注目して、菌従属栄養植物とその近縁種を対象

に主に次世代シーケンサーを用いた以下の研究を行う。 
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： 
! 菌従属栄養性の獲得に関わる遺伝子は、(1)ラン科の独立栄養植物スルガランと菌従属栄養植
物マヤラン、およびこれらの F1植物、および(2)ラン科のハマカキランとそのアルビノ個体
群、といった独自のサンプルを対象に、RNA-seq によるトランスクリプトーム解析結果の
比較から同定を試みる。 

! 色素体ゲノムが無葉緑化の主な標的の一つであることから、ツツジ科、およびラン科の菌従
属栄養植物を含む様々な植物種の色素体ゲノム配列の完全同定と配列の比較解析を行うこ

とで、色素体コードの遺伝子群に注目した無葉緑化に関わる遺伝子の同定を試みる。 
B) ラン科植物の菌従属栄養性に関わる遺伝子の同定： 
昨年度に確立したラン科植物シランの人工発芽実験系を用い、経時的にサンプリングした共生発

芽プロトコームについて RNA-seqによるトランスクリプトーム解析を行う。また、共生菌の全
ゲノム配列も同定する。これらの研究結果から、ラン科植物の菌従属栄養性を制御する遺伝子群

の同定を試みる。特に、ラン科植物の菌根共生時に観察される共生菌の菌体消化が植物と共生菌

のどちらによって引き起こされるかについて明らかにしたい。 
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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） 
 
研究の背景・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。 
 
研究計画	 

1) トラフグ属魚種体表模様パターン形成部位の比較トランスクリプトーム解析 
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・コモンフグを用い、皮膚組織模

様パターン形成部位の暗色部・淡色部を対象として RNA-seqによる比較解析を行う。発現パタ
ーンの異なる遺伝子群を特定し、模様パターンの違いに関わる因子を探索する。ムシフグは稀少

種であり生体サンプルの入手がこれまで困難であったが、産卵シーズンの 6 月頃に佐渡島の沖
磯ポイントにて採集可能であることが判明し、本年度は既に実験用サンプルを確保済みである。 
2) トラフグ属交雑系統の作出 
昨年度の採集でムシフグ成熟雄個体が得られた。東京大学水産実験所の菊池先生らのご協力を受

け、これらから精子凍結保存に成功、また本年 3 月頃のコモンフグ産卵シーズンにはコモンフ
グ成熟雌個体を用いたコモンフグ×ムシフグの人工交雑に成功している。交雑個体における模様

パターンの観察を行うとともに、交雑個体の成熟を待ち、QTL 解析に向けた F2 もしくはバッ
ククロス系統の作出をめざす。 
3) トラフグ属魚種のゲノム解析 
昨年度の成果によりムシフグ・コモンフグのそれぞれについてドラフトゲノムアセンブリを得て

いる。トラフグリファレンスゲノムや他魚種ゲノム情報も参照しつつ、模様パターンの違いや多

様性との関連を念頭に置きながら比較解析を進める。 
4) 数理モデルを用いた模様パターン形成メカニズムとその進化プロセスの解析 
反応拡散モデルにもとづく模様パターン形成過程のシミュレーションを基盤として、どのような

要因・プロセスが模様パターンの多様化をもたらし得るかを検討する。実際の動物種間で観察さ

れるパターンのバリエーション・系統関係と比較することで、模様パターン進化プロセスの解明

を目指す。 
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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） 
 
研究の背景と目的	  
貝類の仲間である嚢舌目ウミウシは、餌海藻の葉緑体を、光合成活性を維持したまま細胞内に取

り込み、数ヶ月間保持して、その光合成産物を栄養としている (盗葉緑体現象)。光合成活性の
維持は、藻類核からウミウシ核へ水平伝播した光合成関連遺伝子の発現によると考えられておい

るが、未だ明確ではない。そこで、これを明確にするために、我々は、嚢舌目ウミウシのゲノム

を解読する。水平伝播が検証された場合は、それを促したゲノム構造的な特徴を種間比較により

解明する。同時に、パルス変調蛍光定量法(PAM)を用いた光合成装置の活性計測により、光合成
反応の各段階における水平伝播遺伝子の関与を検証する。以上を通して、光合成という複合適応

形質が種を超えて伝搬する機構の解明とその進化過程を検討する。 
昨年度までの成果	  
昨年度までに、嚢舌目ウミウシの一種チドリミドリガイ Plakobranchus ocellatus のゲノム(約
700 Mbp)について解読を行い、N50=1.3Mbpという良好なゲノム配列を獲得した。しかし、blast
などによる大まかな探索からは水平伝播遺伝子は見つからなかった。一方、翻訳阻害剤を併用し

た PAM解析と、葉緑体 DNAの解読から、ウミウシ中の葉緑体は翻訳活性を維持しており、こ
れにより特に半減期が短い光化学系 II の活性を維持しているものの、葉緑体 DNA は、リボソ
ーマルタンパク質の半数を欠失しており、多くの藻類と同様に、翻訳維持には外部からのタンパ

ク質輸送が必要であることが示された。このことから、葉緑体で翻訳活性を保つシステムが、長

期間の光合成活性維持に重要な役割を持っていることが示唆された。 
今年度の計画 
今年度は、水平伝播遺伝子の有無を明確にするため、解読したウミウシのゲノム配列に対する詳

細なアノテーション付加を行い、藻類由来遺伝子の探索を行う。具体的には、遺伝子予想ソフト

ウエア Augustus によって遺伝子部位を検出し、得られた遺伝子の塩基配列をクエリとして nr
データベースに対する Blastp による相同性検索をおこなう。さらに、tBlastn 解析により既知
の藻類の遺伝子をクエリ、解読したゲノムをデータベースとして探索を行うことで、水平伝播遺

伝子の検出を試みる。 
	 これに平行して、ウミウシ中葉緑体の翻訳活性維持機構の解明を試みる。作業仮説として、「既

に藻類細胞中で葉緑体に輸送されていた翻訳装置を維持している」「ウミウシ中で新規に翻訳装

置がつくられ葉緑体に輸送される」の二つを想定し、葉緑体中の翻訳装置のアミノ酸配列の解明、

および、核での翻訳阻害剤下でのウミウシ中の翻訳活性、光合成活性の変化の解析から検証を行

う。葉緑体翻訳装置のアミノ酸配列解読においては、ウミウシから葉緑体を単離し、質量分析法

によるプロテオーム解析を行いゲノム解読から得られた配列情報をもとに、ウミウシがもつ翻訳

装置が葉緑体に存在するかを検証する。 
 



氏名 所属・職 所属機関住所 Ｅ－ｍａｉｌ/HP address/Ｔｅｌ

はせべ　みつやす 基礎生物学研究所 〒444-8585 mhasebe@nibb.ac.jp

長谷部光泰 生物進化研究部門 愛知県岡崎市明大寺町字西郷中38 http://www.nibb.ac.jp/evodevo/

Hasebe, Mitsuyasu 教授 Tel: 0564-55-7546

総括班（代表）計画（代表）

むらた　たかし 基礎生物学研究所 〒444-8585 tkmurata@nibb.ac.jp

村田　隆 生物進化研究部門 愛知県岡崎市明大寺町字西郷中38 http://www.nibb.ac.jp/evodevo/

Murata, Takashi 准教授 Tel: 0564-55-7549

計画（連携）

いしかわ　まさき 基礎生物学研究所 〒444-8585 ishikam@nibb.ac.jp;

石川　雅樹 生物進化研究部門 愛知県岡崎市明大寺町字西郷中38 http://www.nibb.ac.jp/evodevo/

Ishikawa, Masaki 助教 Tel: 0564-55-7548

計画（連携）

たまだ　ようすけ 基礎生物学研究所 〒444-8585 tamada@nibb.ac.jp

玉田　洋介 生物進化研究部門 愛知県岡崎市明大寺町字西郷中38 http://www.nibb.ac.jp/evodevo/

Tamada, Yosuke 助教 Tel: 0564-55-7545

計画(研究協力）

おおしま　いっせい 京都府立大学大学院 〒606-8522 issei@kpu.ac.jp 

大島　一正 生命環境科学研究科 京都府京都市左京区下鴨半木町1-5 http://eureka.kpu.ac.jp/~issei/Ohshima_Lab_Japanese/homu.html

Ohshima, Issei 助教 Ｔｅｌ: 075-703-5618

計画(分担）

ふくしま　けんじ 総合研究大学院大学　生命科学研究科 〒444-8585 kfuku@nibb.ac.jp 

福島　健児 基礎生物学専攻 愛知県岡崎市明大寺町字西郷中38 http://www.nibb.ac.jp/evodevo/

Fukushima, Kenji 大学院生 Tel: 0564-55-7545

計画(研究協力）

くらたに　しげる 独立行政法人理化学研究所 〒650-0047 saizo@cdb.riken.jp

倉谷　滋 発生・再生科学総合研究センター　形態進化研究グループ 兵庫県神戸市中央区港島南町2-2-3 http://www.cdb.riken.jp/emo/index.html

Kuratani, Shigeru グループディレクター Tel: 078-306-3064

総括班（分担）計画（代表）

いりえ　なおき 東京大学大学院理学系研究科 〒113-8654 irie@biol.s.u-tokyo.ac.jp

入江　直樹 生物科学専攻 東京都文京区本郷7-3-1 http://www.biol.s.u-tokyo.ac.jp/users/hassei/irie/

Irie, Naoki 准教授 Tel: 03-5841-4433

計画（分担）

しまだ　とおる 東京大学大学院農学生命科学研究科 〒113-8657 shimada@ss.ab.a.u-tokyo.ac.jp

嶋田　透 生産・環境生物学専攻　昆虫遺伝研究室 東京都文京区弥生1-1-1 http://papilio.ab.a.u-tokyo.ac.jp/igb/index-J.html

Shimada, Toru 教授 Ｔｅｌ：03-5841-8124

総括班（分担）計画（代表）

きうち　たかし 東京大学大学院農学生命科学研究科 〒113-8657 kiuchi@ss.ab.a.u-tokyo.ac.jp

木内　隆史 生産・環境生物学専攻　昆虫遺伝研究室 東京都文京区弥生1-1-1 http://papilio.ab.a.u-tokyo.ac.jp/igb/index-J.html

Kiuchi Takashi 助教 Ｔｅｌ：03-5841-5057

計画（分担）

ふじわら　はるひこ 東京大学大学院新領域創成科学研究科 〒277-8562 http://www.idensystem.k.u-tokyo.ac.jp/index.htm

藤原　晴彦 先端生命科学専攻 千葉県柏市柏の葉5-1-5 haruh@k.u-tokyo.ac.jp 

Fujiwara, Haruhiko 教授 東京大学新領域生命棟501 Tel: 04-7136-3659

総括班（分担）計画（代表）

ほり　ひろし 名古屋大学　遺伝子実験施設 〒464-8602 hori@bio.nagoya-u.ac.jp

堀　寛 名誉教授 愛知県名古屋市千種区不老町 Tel: 052-789-2974

Hori, Hiroshi

計画（分担）

かわぐち　まさよし 基礎生物学研究所 〒444-8585 masayosi@nibb.ac.jp

川口　正代司 共生システム研究部門 愛知県岡崎市明大寺町字西郷中38 http://www.nibb.ac.jp/miyakohp/index.html

Kawaguchi, Masayoshi 教授 Tel: 0564-55-7564

総括班（分担）計画（代表）

さいとう　かつはる 信州大学農学部 〒399-4598 saitok@shinshu-u.ac.jp

斎藤　勝晴 食料生産科学科土壌生物学研究室 長野県上伊那郡南箕輪村8304 http://karamatsu.shinshu-u.ac.jp/lab/soil/sub1.html

Saito, Katsuharu 准教授 Tel: 0265-77-1407

計画（分担）

たけだ　なおや 基礎生物学研究所 〒444-8585 takedan@nibb.ac.jp

武田　直也 共生システム研究部門 愛知県岡崎市明大寺町字西郷中38 http://www.nibb.ac.jp/miyakohp/index.html

Takeda, Naoya 助教 Tel: 0564-55-7563

計画（連携）

すざき　たくや 基礎生物学研究所 〒444-8585 tsuzaki@nibb.ac.jp

寿崎　拓哉 共生システム研究部門 愛知県岡崎市明大寺町字西郷中38 http://www.nibb.ac.jp/miyakohp/index.html

Suzaki, Takuya 助教 Tel: 0564-55-7563

計画（連携）

ふかつ　たけま 独立行政法人産業技術総合研究所 〒305-8568 t-fukatsu@aist.go.jp

深津　武馬 生物プロセス研究部門 茨城県つくば市東1-1-1　中央第6 http://staff.aist.go.jp/t-fukatsu/

Fukatsu, Takema 首席研究員 Tel: 029-861-6087

総括班（分担）計画（代表）

つちだ　つとむ 富山大学 〒930-8555 tsuchida@ctg.u-toyama.ac.jp

土'田　努 先端ライフサイエンス拠点 富山市五福3190　多目的ゼミナール棟Ｅ室 http://ttsymbiosis.web.fc2.com/index.html

Tsuchida, Tsutomu 特命助教 Ｔｅｌ: 076-445-6553

計画（分担）

にこう　なるお 放送大学　教養学部 〒261-8586 nikoh@ouj.ac.jp

二河　成男 教授 千葉県千葉市美浜区若葉２－１１ Tel: 043-298-4156

Nikoh, Naruo

計画（分担）



にしやま　ともあき 金沢大学　学際科学実験センター 〒920-0934 tomoakin@kenroku.kanazawa-u.ac.jp

西山　智明 助教 石川県金沢市宝町13-1 Tel: 076-265-2777

Nishiyama, Tomoaki

総括班（分担）計画（代表）

しげのぶ　しゅうじ 基礎生物学研究所 生物機能解析センター 〒444-8585 shige@nibb.ac.jp

重信　秀治 生物機能情報分析室 愛知県岡崎市明大寺町字西郷中38 http://www.nibb.ac.jp/~analyins/CAI-home.html

Shigenobu, Shuji 特任准教授 Ｔｅｌ: 0564-55-7672

計画（分担）

かどた　こうじ 東京大学大学院農学生命科学研究科 〒113-8657 kadota@iu.a.u-tokyo.ac.jp

門田　幸二 アグリバイオインフォマティクス教育研究ユニット 東京都文京区弥生1-1-1 http://www.iu.a.u-tokyo.ac.jp/~kadota/

Kadota, Koji 特任准教授 Ｔｅｌ: 03-5841-1295

計画（分担）

かさはら　まさひろ 東京大学大学院新領域創成科学研究科 〒277-8562 mkasa@cb.k.u-tokyo.ac.jp

笠原　雅弘 情報生命科学専攻　 千葉県柏市柏の葉5-1-5　総合研究棟351 http://ka.cb.k.u-tokyo.ac.jp/

Kasahara, Masahiro 講師 ＣＢ09 Tel: 04-7136-4110

計画（連携）

やまぐち　かつし 基礎生物学研究所　生物機能解析センター 〒444-8585 kyamaguc@nibb.ac.jp

山口　勝司 生物機能情報分析室 愛知県岡崎市明大寺町字西郷中38 http://www.nibb.ac.jp/~analyins/CAI-home.html

Yamaguchi, Katsushi 技術主任 Tel: 0564-55-7670

計画（研究協力）

おかだ　のりひろ 国際科学振興財団（FAIS) 〒305-0821 nokada@bio.titech.ac.jp

岡田　典弘 主任研究員 茨城県つくば市春日3-24-16 okadanorihiro@gmail.com

Okada, Norihiro 国立成功大学生物科学系（台湾）

総括（連携） 教授

かわた　まさかど 東北大学大学院生命科学研究科 〒980-8578 kawata@m.tohoku.ac.jp

河田　雅圭 生体システム生命科学専攻 宮城県仙台市青葉区新巻字青葉6-3 http://meme.biology.tohoku.ac.jp/ECOLEVOL/ANIMECO/kawata/Welcome.html

Kawata, Masakado 教授 Tel: 022-795-6688

総括（連携）公募(連携）

ふじやま　あさお 国立遺伝学研究所　生命情報研究せンター 〒411-8540 afujiyam@nii.ac.jp

藤山　秋佐夫 比較ゲノム解析研究室 静岡県三島市谷田1111 http://www.nig.ac.jp/section/fujiyama/fujiyama-j.html

Fujiyama, Asao 教授 Ｔｅｌ: 055-981-6788

総括（連携）

もちづき　あつし 独立行政法人理化学研究所 基幹研究所 〒351-0198 mochi@riken.jp

望月　敦史 望月理論生物学研究室 埼玉県和光市広沢2-1 http://www.riken.jp/theobio/index.html

Mochizuki, Atsushi 主任研究員 Tel: 048-467-8422

総括（連携）

やはら　てつかず 九州大学大学院理学研究院 〒812-8581 tet.yahara@gmail.com

矢原　徹一 生態科学研究室 福岡市東区箱崎6-10-1 http://seibutsu.biology.kyushu-u.ac.jp/%7Eecology/lab/index.html

Yahara, Tetsukazu 教授 Tel: 092-642-2622

総括（連携）

ごう　みちこ 大学共同利用機関法人　 〒105-0001 go-mitiko@rois.ac.jp 

郷　通子 情報・システム研究機構 東京都港区虎ノ門 4-3-13 Tel: 03-6402-6200

Go, Mitiko 理事（非常勤） 神谷町セントラルプレイス2階

総括（連携）

あがた　きよかず 京都大学大学院理学研究科 〒606-8502 agata@mdb.biophys.kyoto-u.ac.jp

阿形　清和 生物科学専攻生物物理学教室 京都府京都市左京区北白川追分町 http://mdb.biophys.kyoto-u.ac.jp/

Agata, Kiyokazu 教授 Tel: 075-753-4200

総括（連携）

とよだ　あつし 国立遺伝学研究所　生命情報研究せンター 〒411-8540 atoyoda@lab.nig.ac.jp

豊田　敦 比較ゲノム解析研究室 静岡県三島市谷田1111 http://www.nig.ac.jp/section/fujiyama/fujiyama-j.html

Toyoda, Atsushi 特任准教授 Ｔｅｌ: 055-981-6788

総括（連携）

わだ　ひろし 筑波大学生命環境科学研究科 〒305-8572　 hwada@biol.tsukuba.ac.jp

和田　洋 生物科学専攻 つくば市天王台１－１－１ http://www.biol.tsukuba.ac.jp/~hwada/index.html

Wada, Hiroshi 教授 Tel: 029-853-4671

公募(代表）

,おぎのはじめ 長浜バイオ大学バイオサイエンス学部 〒526-0829 h_ogino@nagahama-i-bio.ac.jp

荻野　肇 アニマルバイオサイエンス学科 滋賀県長浜市田村町1266番地 Tel: 0749-64-8105

Ogino, Hajime 教授

公募(連携）

にかいどう　まさと 東京工業大学大学院生命理工学研究科 〒226-8501 mnikaido@bio.titech.ac.jp

二階堂　雅人 生体システム専攻 神奈川県横浜市緑区長津田4259-B15 Tel: 045-924-5744

Nikaido Msato 助教

公募（代表）

にしはら　ひでのり 東京工業大学大学院生命理工学研究科 〒226-8501 hnishiha@bio.titech.ac.jp

西原　秀典 生体システム専攻 神奈川県横浜市緑区長津田4259-B15 Tel: 045-924-5744

Nishihara Hidenori 助教

公募（連携）

せせ　じゅん お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科 〒112-8610 sesejun@is.ocha.ac.jp

瀬々　潤 准教授 東京都文京区大塚2-1-1 http://seselab.org/index.html

Sese, Jun Tel: 03-5978-5773

公募(代表）

にいみ　てるゆき 名古屋大学大学院生命農学研究科 〒464-8601 niimi@agr.nagoya-u.ac.jp

新美　輝幸 資源昆虫学研究室 名古屋市千種区不老町

Niimi, Teruyuki 助教 Tel: 052-789-5504 or 4038

公募(代表）

そた　ていじ 京都大学大学院理学研究科生物科学専攻 〒606-8502 sota@terra.zool.kyoto-u.ac.jp

http://www.agr.nagoya-u.ac.jp/~yousan/



曽田　貞滋 動物学教室 京都市左京区北白川追分町 http://ecol.zool.kyoto-u.ac.jp/homepage/sota/index.html

Sota, Teiji 教授 Tel: 075-753-4078

公募(代表）

こぬま　じゅんじ 東邦大学理学部生物学科 〒274-8510 j.konuma@gmail.com;

小沼　順二 地理生態学研究室 千葉県船橋市三山２-２-１ http://www.sci.toho-u.ac.jp/bio/lab/geography_eco_lab_index.html

Konuma, Jyunji 講師 Tel: 047-472-1648

公募（連携）

ふじさわ　ともちか 京都大学大学院理学研究科生物科学専攻 〒606-8502 t.fujisawa05@gmail.com

藤澤　知親 動物学教室 京都市左京区北白川追分町 http://ecol.zool.kyoto-u.ac.jp/homepage/sota/index.html

Fujisawa, Tomochika 研究員 Tel: 075-753-4077

公募（連携）

せとぐち　ひろあき 京都大学大学院人間・環境学研究科　 〒606-8501 setoguchi.hiroaki.2c@kyoto-u.ac.jp

瀬戸口　浩彰 教授 京都府京都市左京区吉田二本松町 Ｔｅｌ: 075-753-6860

Setoguchi, Hiroaki

公募(代表）

さとう　しゅうせい 東北大学大学院生命科学研究科 〒980-8577

佐藤　修正 准教授 仙台市青葉区片平2-1-1 shuseis@ige.tohoku.ac.jp;

Sato, Shusei http://www.ige.tohoku.ac.jp/genome/index.htm

公募（連携） Ｔｅｌ: 022-217-5688

いけだ　はじめ 岡山大学資源植物科学研究所 〒710-0046 ike@rib.okayama-u.ac.jp

池田　啓 助教 岡山県倉敷市中央2-20-1 http://www.rib.okayama-u.ac.jp/wild/index.sjis.html

Ikeda, Hjime Ｔｅｌ: 086-434-1238

公募（連携）

ふるさわ　ちから 理化学研究所　生命システム研究センター 〒565-0871 chikara.furusawa@riken.jp

古澤　力 チームリーダー 大阪府吹田市古江台6-2-3 http://www-shimizu.ist.osaka-u.ac.jp/furusawa/index.html

Ｆｕｒｕｓａｗａ, Chikara Ｔｅｌ：070-6800-3908

公募(代表）

にった　こずえ 東京大学大学院総合文化研究科 〒153-8902 kozue.nitta@gmail.com

新田　梢 学術研究員 東京都目黒区駒場3-8-1 http://www.itolab.net/

Nitta, Kozue https://sites.google.com/site/kozuenitta/home

公募(代表） Ｔｅｌ: 03-5454-6638

まつお　たかし 東京大学大学院農学生命科学研究科　 〒113-8657 amts@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp

松尾　隆嗣 生産・環境生物学専攻応用昆虫学研究室 東京都文京区弥生1-1-1 https://sites.google.com/site/matzoresearch/

Matsuo, Takashi 准教授 Ｔｅｌ：03-5841-4060

公募(代表）

きかわだ　たかひろ 独立行政法人農業生物資源研究所・遺伝子組換え研究センター・ 〒305-8634 kikawada@affrc.go.jp

黄川田　隆洋 昆虫機能研究開発ユニット・乾燥耐性研究グループ 茨城県つくば市大わし1-2 http://www.nias.affrc.go.jp/anhydrobiosis

Kikawada, Takahiro 主任研究員 Tel: 029-838-6170

公募(代表）

コルネット・リシャー 独立行政法人農業生物資源研究所・遺伝子組換え研究センター・ 〒305-8634 cornette@affrc.go.jp

Cornette, Richard 昆虫機能研究開発ユニット・乾燥耐性研究グループ 茨城県つくば市大わし1-2 http://www.nias.affrc.go.jp/anhydrobiosis

公募（連携） 主任研究員 Ｔｅｌ: 029-838-6157

すえつぐ　よしたか 独立行政法人農業生物資源研究所・ 〒305-8634 suetsugu@affrc.go.jp

末次　克行 農業生物先端ゲノム研究センター・昆虫ゲノム研究ユニット 茨城県つくば市大わし1-2 http://www.nias.affrc.go.jp/org/Agrogenome/Insect/

Suetsugu, Yoshitaka 主任研究員 Tel: 029-838-6129

公募（連携）

よしだ　さとこ 独立行政法人理化学研究所　環境資源科学研究センター　 〒230-0045 satoko.yoshida@riken.jp

吉田　聡子 植物免疫研究グループ 神奈川県横浜市鶴見区末広町1-7-22 http://plantimmunity.riken.jp/

Yoshida, Satoko 上級研究員 Tel：045-503-9444

公募(代表）

イシダ　ジュリアニ 独立行政法人理化学研究所　環境資源科学研究センター　 〒230-0045 jkishida@psc.riken.jp

Juliane K. Ishida 植物免疫研究グループ 神奈川県横浜市鶴見区末広町1-7-22 http://ksg.psc.riken.jp/index.en.html

公募(研究協力） 東京大学大学院農学生命科学研究科生産・ Ｔｅｌ：045-503-9444

環境生物学専攻

博士課程後期学生

しょうぐち　えいいち 沖縄科学技術大学院大学  〒904-0495 eiichi@oist.jp

將口　栄一 マリンゲノミックスユニット 沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919-1 https://groups.oist.jp/mgu

Shoguchi, Eiichi グループリーダー Ｔｅｌ: 098-966-8653

公募(代表）

かわしま　たけし 沖縄科学技術大学院大学  〒904-0495 kawashima38@gmail.com

川島　武士 マリンゲノミックスユニット 沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919-1 https://groups.oist.jp/mgu

Kawashima, Takeshi グループリーダー Tel: 098-966-8653

公募(連携）

しんざと　ちゅうや 沖縄科学技術大学院大学  〒904-0495 c.shinzato@oist.jp

新里　宙也 マリンゲノミックスユニット 沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919-1 https://groups.oist.jp/mgu

Shinzato, Chuya グループリーダー Ｔｅｌ: 098-966-8653

公募(連携）

こやなぎ　りょう 沖縄科学技術大学院大学  〒904-0495 koyanagi@oist.jp

小柳　亮 DNAシーケンシングセクション 沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919-1 Tel: 098-966-1603

Ryo Koyanagi 研究員

公募(連携）

まえかわ　きよと 富山大学大学院理工学研究部 〒930-8555 kmaekawa@sci.u-toyama.ac.jp

前川　清人 准教授 富山県富山市五福3190 http://www.sci.u-toyama.ac.jp/bio/maekawa-lab/maekawa

Maekawa, Kiyoto Tel: 076-445-6629

公募（代表）

みうら　とおる 北海道大学大学院地球環境科学研究院 〒060-0810 miu@ees.hokudai.ac.jp

三浦　徹 准教授 札幌市北区北10条西5丁目 http://noah.ees.hokudai.ac.jp/~miu/miura_lab_japanese.html



Miura, Toru Tel: 011-706-4524

公募（連携）

かみなか　ひろのり 鳥取大学農学部 〒680-8553 kaminaka@muses.tottori-u.ac.jp

上中　弘典 准教授 鳥取県鳥取市湖山町南4丁目101番地 http://muses.muses.tottori-u.ac.jp/faculty/kaminaka/members.html

Kaminaka, Hironori Tel: 0857-31-5378

公募（代表）

やまと　まさひで 千葉大学教育学部 〒263-8522 myamato@chiba-u.jp

大和　政秀 准教授 千葉市稲毛区弥生町1-33 Tel: 043-290-2602

Yamato, Masahide

公募（連携）

しもの　あやこ 筑波大学生命環境系生物圏資源科学専攻遺伝子実験センター 〒305-8572 shimonoa@gene.tsukuba.ac.jp

下野　綾子 助教 茨城県つくば市天王台1-1-1 http://www.tibetplant.com/profile.html

Shimono, Ayako Tel: 029-853-7726

公募（連携）

みやざわ　せいた 大阪大学大学院生命機能研究科 〒565-0871 seita@fbs.osaka-u.ac.jp

宮澤　清太 助教 大阪府吹田市山田丘1-3 http://milk.fbs.osaka-u.ac.jp/labs/skondo/seita/index.html

Miyazawa, Seita Tel: 06-6879-7998

公募（代表）

まえだ　たろう 基礎生物学研究所　生物機能解析センター 〒444-8585 maedat@nibb.ac.jp

前田　太郎 NIBBリサーチフェロー 愛知県岡崎市明大寺町字西郷中38 http://www.nibb.ac.jp/sections/nibb_core_research_facilities/shigenobu/

Maeda, Taro Tel: 0564-55-7670

公募（代表）
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