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表紙写真：カブトムシ	 Trypoxylus	 dichotomus	 の雌雄（名古屋大学　新美輝幸）。	 
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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」 

平成 26 年度公開シンポジウム「動物における性分化機構の進化」 

および若手ワークショップ開催報告 

	 

	 平成22年度に始まった新学術領域研究「複合適応形質進化の遺伝子基盤解明」は、非モデル

生物のゲノム情報等に基づいて進化生物学の新たな研究分野の創成に取り組んでいます。今年

度（平成26年度）は研究期間の最終年度となり、成果のとりまとめの時期になっています。	 

	 去る平成26年12月12日に東京大学柏キャンパスにおいて、公開シンポジウム「動物における

性分化機構の進化」を開催しました。本領域に関連する分野の研究者をお呼びし、また領域の

研究成果と合わせて動物の性の進化を討論する機会としました。性の進化は本領域では研究課

題に直接取り上げていませんが、多くの研究班が性に関連した形質を研究対象にしているため、

シンポジウムでは活発な議論が展開されました。その内容については、後の講演要旨および聴

講した大学院生李允求さんの報告をご覧ください。忙しい時期に濃い内容のお話をしてくださ

った３名の先生がたに、深く感謝いたします。	 

	 また、本領域では、この分野の研究を志す若手研究者の育成と支援に取り組んでいます。例

年同様、今年度も平成26年8月に釧路で開催された領域会議に合わせて、8月18日にポスター発

表形式による若手ワークショップを開催したほか、12月のインフォマティクス情報交換会・遺

伝子機構解析技術ワークショップに合わせて、12月11日にも、ポスター発表形式による若手ワ

ークショップを開きました。いずれのワークショップでも、若手研究者による発表に対して熱

心な質疑応答が展開されていました。本ニュースレターでは、これら２回分の若手ワークショ

ップの演題を記録しておきます。	 

	 8月の釧路での若手ワークショップの開催にあたっては、川口正代司先生をはじめ基生研の皆

様に会場の確保等でお世話になりました。また、12月の柏での公開シンポジウムと若手ワーク

ショップの開催にあたっては、藤原晴彦先生と研究室のかたがたに、準備段階から大変お世話

になりました。なお、本ニュースレターの中の写真は川本宗孝さんの撮影したものです。皆様

ありがとうございました。	 

	 

平成 26年 12月 29日	  
新学術領域研究「複合適応形質進化の遺伝子基盤解明」 

領域代表者	 長谷部光泰 
総括班 関連集会担当	 嶋田	 透 
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平成２６年度 公開シンポジウム 

「動物における性分化機構の進化」 

 

プログラム 

 

日時： 平成２６年１２月１２日（金）１０：００〜１２：３０ 

場所： 東京大学柏キャンパス生命棟地階講義室 

主催： 新学術領域研究「複合適応形質進化の遺伝子基盤解明」総括班 

   （領域代表者：長谷部光泰） 

 

講演 

・ 勝間 進（東京大学 大学院農学生命科学研究科） 

  「piRNA が取り持つ W と Z の仲：カイコの性決定システムの妙」 

 

・ 新美輝幸（名古屋大学 大学院生命農学研究科） 

  「性決定遺伝子で探る甲虫の形態的雌雄差」 

 

・ 菊池 潔（東京大学 大学院農学生命科学研究科 附属水産実験所） 

  「魚類の性決定遺伝子たち ―フグ近縁種群を中心として―」 

 

総合討論 
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piRNA が取り持つ W と Z の仲：カイコの性決定システムの妙 
勝間 進，木内隆史（東大・農） 

 

	 カイコの性決定因子がW染色体上に存在すると分かってから 80年以上経った今年、ようやく

その正体を突き止めることに成功した。それは、PIWI-interacting RNA (piRNA)と呼ばれる小分子

RNAの一つであった。私たちは、この piRNAを Fem piRNAと呼ぶことにした。Fem piRNAは、

W 染色体上に存在する雌特異的 piRNA 前駆体である Fem から産生される。piRNA はそのパー

トナーである PIWIタンパク質と結合して、ターゲット配列を切断することが知られている。イ

ンフォマティクス解析による探索、および分子生物学実験による検証の結果、Fem piRNA のタ

ーゲットは Z染色体上に存在するタンパク質コード遺伝子であることが分かった。さらに、RNAi

と RNA-seq を組み合わせることで、この遺伝子が雄性化と遺伝子量補正という二役を担う分子

であることが分かった。これは、チョウ目昆虫において遺伝子量補正機構が存在すること、お

よびその実行因子を発見した最初の報告になった。私たちは、この分子を雄性化因子という意

味で Masculinizer (Masc)と呼ぶことにした。 

	 以上の発見から、Wと Zという２つの性染色体間の相互作用を piRNAが仲介し、その結果と

してカイコの性が決まっていることが明らかになった。piRNA パスウェイという生体防御シス

テムがいかにして性決定カスケードに取り込まれたのか、このシステムは他昆虫でも保存され

ているのか、共生細菌による性操作は Fem piRNA-Mascカスケードのハイジャックによる結果な

のか、知りたいことは山ほどある。 
 
1. Kawaoka S, Kadota K, Arai Y, Suzuki Y, Fujii T, Abe H, Yasukochi Y, Mita K, Sugano S, Shimizu K, Tomari 

Y, Shimada T and Katsuma S., The silkworm W chromosome is a source of female-enriched piRNAs. RNA, 
2011, 17, 2144–2151. 

2. Kiuchi T, Koga H, Kawamoto M, Shoji K, Sakai H, Arai Y, Ishihara G, Kawaoka S, Sugano S, Shimada T, 
Suzuki Y, Suzuki MG and Katsuma S. A single female-specific piRNA is the primary determiner of sex in the 
silkworm. Nature, 2014, 509, 633–636. 

3. Katsuma S, Kawamoto M, and Kiuchi T. Guardian small RNAs and sex determination, RNA Biology, in press. 
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性決定遺伝子で探る甲虫の形態的雌雄差 
新美輝幸（名古屋大・院生命農） 

 

	 圧倒的な種数を誇る甲虫には、様々な性的二型を持つ形質が存在する。その代表である角は

最も多様性に富む形質として古くより多くの人々を魅了してきた。角は、形・大きさ・数・形

成部位などにおいて近縁種間で異なるだけでなく、全く異なる系統において何回も独立に獲得

されてきた。では、角はどのような分子基盤によって獲得され多様化してきたのであろうか？

我々は、この問題にアプローチするため、カブトムシ（Trypoxylus dichotomus）をモデルに角形

成の分子メカニズムの解明に取り組んでいる。 

	 角は顕著な性的二型を示すことから、角形成遺伝子の候補として、まず初めに性決定遺伝子

に着目した。昆虫の形態的な雌雄差は、性特異的な選択スプライシングにより雌雄で異なるア

イソフォームが産生される性決定遺伝子 doublesex（dsx）によってもたらされる。そこでカブト

ムシから dsxをクローニングして、その機能を larval RNAi法（幼虫体への二本鎖 RNAのインジ

ェクションによる RNAi法であり、甲虫では後胚発生過程で発現する遺伝子の機能解析に極めて

有効である）によって解析した。その結果、雄では頭部の角が短くなり、前胸の角は形成され

なくなった。一方、雌では驚くべきことに頭部に短い角が形成された。つまり、性決定情報が

消失したことにより、雌雄で共通した形態の角が形成されることが明らかとなった [1]。この結

果により、カブトムシの頭部と前胸部の角は異なるメカニズムによって進化した可能性が推察

された。本シンポジウムでは、他の甲虫での dsxの解析結果も踏まえ、雌雄で異なる形態が獲得

された進化メカニズムについて議論したい。 
 
1. Ito Y, Harigai A, Nakata M, Hosoya T, Araya K, Oba Y, Ito A, Ohde T, Yaginuma T, Niimi T. (2013) 

The role of doublesex in the evolution of exaggerated horns in the Japanese rhinoceros beetle. EMBO 

Rep., 14, 561-567. 
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魚類の性決定遺伝子たち―フグ近縁種群を中心として― 
菊池 潔（東大・農・水産実験所） 

 

	 哺乳類の性決定遺伝子 Sryが見つかったのは 1990年のことである。その後、この遺伝子は哺

乳類以外では保存されていないことがわかり、他の分類群における新規性決定遺伝子の探索が

おこなわれてきた。脊椎動物に限定した場合、2011 年までに同定された性決定遺伝子の数は 3

つであった。しかし、2012 年に立て続けに 4 つの新たな性決定遺伝子が報告された。すべてが

真骨魚類の遺伝子であった。これにより、性決定という普遍性の高い生命現象が多様なマスタ

ー遺伝子によってコントロールされているという、考えてみれば不思議な状況（しかし、そう

ではないかと予想はされていた）が明白となった。さらに最近の研究によると、性決定遺伝子

が近縁種間でさえ保存されていない分類群もあれば、比較的遠縁の種間でも保存されている分

類群もあることがわかってきた。性決定遺伝子の多様性の全貌は未だ明らかとは言えない状態

であり、今後も新たな性決定遺伝子を同定することが必要だが、多様性を生み出すメカニズム

自体を明らかにすることも重要な課題となってきている。 

	 トラフグの性決定遺伝子は Amhr2 （Anti-Müllerian hormone receptor, type II）であり、2012年

に見つかった性決定遺伝子群のひとつである。興味深いことに、この遺伝子の雌雄差はたった

一塩基で（性決定 SNP）、性決定遺伝子が誕生した直後の姿をとどめていると考えられる。本講

演では、まずトラフグの性決定遺伝子同定の経緯について説明する。次に、この性決定遺伝子

がいかにして生まれ、維持されてきたかを明らかにする目的でおこなった解析の結果を紹介す

る。また、急速な放散を遂げたフグ近縁種群を用いることで、性決定遺伝子が多様化する現場

を見られる可能性についても紹介したい。 
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新学術領域研究（複合適応形質進化）の公開シンポジウム	 

「動物における性分化機構の進化」に参加して	 

 
李	 允求	 

東京大学大学院農学生命科学研究科	 

昆虫遺伝研究室	 修士1年	 

 

	 去る12月12日に東京大学柏キャンパス生命棟にて開催された新学術領域研究「複合適応形質

進化の遺伝子基盤解明」の公開シンポジウムに参加し, 昆虫と魚類の「動物における性分化機構

の進化」について, 3名の研究者からそれぞれの研究分野について, 最新の知見を紹介して頂きま

した. 若輩者ながら, ここに開催報告を記します.  

 

	 勝間進先生は, 「piRNAが取り持つWと Zの仲：カイコの性決定システムの妙」と題し, カ

イコの性決定機構の解明に至った道筋を, 研究の順を追って説明されました.  

	 勝間先生のグループは, 雌雄別初期胚より調整した RNAを用いてトランスクリプトーム解析

を行うことで雌性決定遺伝子Feminizer及びFem-piRNAを発見されましたが, 従来行われてきた

ディファレンシャルディスプレイやマイクロアレイを用いた研究では, 雌性決定遺伝子の特定

が困難だったことに鑑みると, 次世代シーケンサーの威力の凄まじさを改めて実感しました.  

	 雌性決定遺伝子 Feminizerは, PIWI-interacting RNA (piRNA)と呼ばれる小分子 RNAとして機能

します. piRNAは, 本来生殖細胞においてトランスポゾンの転移を抑制させる機能を担う小分子

RNAであるため, カイコの性決定機構は性決定カスケードと piRNA生合成カスケードが組み合

わさった複合的な形質発現系であると考えられます. 近縁種の性決定機構とカイコの性決定機

構を比較することで, カイコがどのようにして性決定カスケードと piRNA生合成カスケードを

結びつけたのか, その進化の過程を明らかすることができるかもしれません.  

 

	 新美輝幸先生は, 「性決定遺伝子で探る甲虫の形態的雌雄差」と題し, カブトムシのツノの性

的二形の形成には, doublesex遺伝子(dsx)の性特異的アイソフォームが関与している, という非常

に興味深い研究を紹介されました.  

	 dsxは, 昆虫類で性決定カスケードの最下流遺伝子として広く保存されている遺伝子であり, 

雌雄で異なるスプライシングパターンを示すことが知られています. 新美先生のグループは, 

RACE法によって同定した複数のアイソフォームに対応する siRNAを設計, ノックダウンによ

る機能解析から, カブトムシでは, デフォルトのツノ形成パターンは雌雄で共通しており, そこ

に雌雄特異的な DSXアイソフォームが作用することで, 顕著な性的二型が形成されることを明

らかにされました.  

	 類似の事例として, シロオビアゲハの擬態の例が挙げられます. シロオビアゲハの雌には, 有

毒のベニモンアゲハに擬態している個体が存在しますが, これらの個体では, dsxの雌特異的ア
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イソフォームが雌の翅の紋様パターンを制御していることが示唆されています. 性決定という

文脈では種を超えて機能的に保存されている dsxが, このように種ごとに異なる新奇適応形態の

形成に関与するように進化したメカニズムが一体どのようなものなのか, 今後の研究が待たれ

ます. 

 

	 菊池潔先生は, 「魚類の性決定遺伝子たち―フグ近縁種群を中心として―」と題し, トラフグ

の性決定機構について紹介され, その近縁種の性決定機構の多様性と, 性染色体の進化のシナ

リオについてもご説明頂きました. 

	 哺乳類の性は, 殆どの種において Sry遺伝子の存否で決定されるのに対し, 魚類の性決定機構

は, 非常に多様性に富むことが知られています. 例えば, メダカにおいては, 性決定遺伝子とし

て Dmyが有名ですが, 近縁のルソンメダカでは, Dmyは性決定遺伝子としては機能せず, Dmyの

下流の遺伝子である Gsdfが性決定遺伝子として機能していることが明らかとなっています.  

	 菊池先生のグループは, トラフグの性決定遺伝子を同定するにあたって, 家系ベースの遺伝

子連鎖解析, 野生のトラフグ集団を対象とした関連解析を行われました. その結果, トラフグに

おいては, Amhr2遺伝子上に存在する, たった 1個の SNPが性分化のシグナルとなっていること

が示唆されました. このことから, トラフグの性決定は, 性決定遺伝子の誕生直後の姿をとどめ

ていると考えられ, 「性決定遺伝子は, 対立遺伝子の分化によって生じる」という仮説の根拠と

なり得ます.  
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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」	 

若手ワークショップ（平成 26 年度第 1回	 ポスター発表会）	 

	 

日時：平成 26 年 8 月 18 日（月）12:08～14：20 

会場：釧路市観光国際交流センター 3 階 研修室 

	 

ポスター発表演題	 

	 

1.	 転写因子 apontic-like は多様なイモムシ模様を制御する	 
◯依田真一1、山口淳一1、三田和英2、山本公子2、伴野	 豊3、安藤俊哉1、	 

大門高明2、藤原晴彦1（1.東大・新領域、2.生物研、3.九大・農）	 

	 

2.	 初期内生共生菌アツギケカビ目菌類のゲノム解析	 
◯半田佳宏 1、柴田朋子 1、山本航平 2、西出浩世 1、浅尾久世 1、重信秀治 1,3、内山郁夫 1,3、西

山智明 4、長谷部光泰 1,3、川口正代司 1,3、山田明義 2、	 

斎藤勝晴 2（1.基生研、2.信州大・農、3.総研大、4.金沢大・学際科学実験	 

センター）	 

	 

3.	 外生菌根菌ホンシメジの新規ゲノム解読	 
◯小林裕樹1、柴田朋子1、山田明義2、重信秀治1,3、西山智明4、	 

長谷部光泰1,3、川口正代司1,3（1.基生研、2.信州大・農、3.総研大、	 

4.金沢大・学際科学実験センター）	 

	 

4.	 カイコガ上科における二糖分解酵素のクワ毒素に対する抵抗性の進化	 
◯山野	 峻1、木内隆史1、王	 華兵1,2、勝間	 進1、嶋田	 透1	 

(1.東大・農、2.現	 浙江大)	 

	 

5.	 第二世代シークエンサーによる高解像度の遺伝学的地図作成法とヒメツリガネゴケへの適

用例	 
◯鎌田寛彬1、西山智明2、鈴木	 穣1、菅野純夫1、長谷部光泰3、笠原雅弘1	 	 

(1.東大・新領域、2.金沢大・学際科学実験センター、3.基生研)	 

	 

6.	 シクリッドの唇の肥大化	 
◯小林直樹（東工大・生命理工）	 

	 

7.	 ホメオログバイアス：異質倍数体の発現解析における新たなサイレンシングの概念の提案	 
◯赤間	 悟 1,2（1.東工大・地球生命研、2.産総研・ゲノム情報研究センター）	 

	 

8.	 クワガタムシにおける性特異的な大顎発達の分子発生機構	 
◯後藤寛貴 1・Laura	 C	 Lavine2・新美輝幸 1・三浦	 徹 3（1.名大・生命農、2.ワシントン州立
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大・Entomology、3.北大・地球環境）	 

	 

9.	 オオオサムシ亜属のゲノム解読と種分化過程解明	 

	 ◯藤澤知親 1、曽田貞滋 1（1.京大・理）	 

	 

10.	 マイマイカブリのゲノム塩基配列と適応形態遺伝子	 
◯小沼順二 1,2、藤澤知親 1、曽田貞滋 1（1.京大・理、2.東邦大・理）	 

	 

11.	 抗生物質添加環境下での大腸菌進化実験	 

鈴木真吾 1、堀之内貴明 1、◯古澤	 力 1、（1.理研・QBiC）	 

	 

12.	 シロアリ類の社会性進化に伴う正の自然選択圧の検出	 
◯林	 良信 1、重信秀治 2、三浦	 徹 1、前川清人 3（1.北大・地球環境、2.基生研、3.富山大・理）	 

	 

13.	 アオノツガザクラの根内生息菌類のメタゲノム解析	 
◯下野綾子 1、広瀬	 大 2（1.筑波大・遺伝子実験センター、2.日大・薬）	 

	 

14.	 サンゴに共生する渦鞭毛藻類の比較ゲノム学的研究	 
◯將口栄一（沖縄科学技術大・マリンゲノミックス）	 

	 

15.	 キスゲとハマカンゾウにおけるアントシアニン生合成の遺伝子基盤の比較	 
◯新田	 梢（東大・総合文化）	 

 

平成 26 年 8 月 18 日、釧路での若手ワークショップ（ポスター発表）の会場にて 
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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」	 

若手ワークショップ（平成 26 年度第 2回	 ポスター発表会）	 

 

日時： 2014 年 12 月 11 日（木） 10:00〜15:00 

場所： 東京大学柏キャンパス生命棟地階会議室 

 

時間割： 

  ９：４０〜１１：３０ ポスター張り出し作業 

 １２：００〜１３：００ ポスター発表会（パネルの前に立つ） 

 １５：００頃      ポスター撤去作業 

 

ポスター発表演題	 
 

パネル番号  氏名（所属） 

P1. 鱗翅目昆虫幼虫の外皮突起構造形成メカニズム 

  枝吉美奈（東大・新領域） 

 

P2. クルミホソガで探る植食性昆虫の寄主適応の遺伝基盤 

  大島一正（京都府立大・農） 

 

P3. シクリッドの唇肥大化に関わる遺伝的要因 

  小林直樹（東工大・生命） 

 

P4. クワガタムシにおけるトランスクリプトームデータを用いた性決定遺伝子の同定と機能解析 

  後藤寛貴（名大・生命農） 

 

P5. ヤマトシロアリのカースト分化過程における遺伝子発現プロファイル 

  齊木亮太（富山大・理工） 

 

P6. 食虫植物における消化酵素遺伝子の分子収斂 

  福島健児（基生研） 

 

P7. 増岡裕大（富山大・理工） 

  ネバダオオシロアリの兵隊分化におけるホルモン受容体遺伝子の機能解析 

 

P8. ネバダオオシロアリの兵隊分化に影響を与える遺伝子の発現および機能解析 

  矢口 甫（富山大・理工） 

   

P9. カイコの色素パターン変異体 quailのポジショナルクローニング 

  湯浅正志（東大・農） 



 11 

 

 

 

平成 26 年 12 月 11 日、東大柏キャンパスでの若手ワークショップ（ポスター発表）の会場にて 
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