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表紙写真：ニューカレドニア島に自生するニューカレドニアウツボカズラ
Nepenthes	 viellardii。通常の葉から捕虫葉への形態進化は典型的な複合適応形
質進化である。同種内で袋の形態に多型があるが、多型創出機構、適応的意義は
未解明であり、今後、野外における集団ゲノム解析が求められる（基礎生物学研
究所　長谷部光泰）。	 
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国際合同シンポジウム「Horizons in Plant Biology」報告 
	 

基礎生物学研究所	 生物進化研究部門	 

長谷部	 光泰	 

	 

	 今年度の本領域の国際情報発信活動として、ドイツにあるケルンのマックスプ

ランク植物育種学研究所（以下MPIPZ）において、同研究所、シンガポールの
Temasek Life Science Institute（TLSI）、自然科学研究機構基礎生物学研究所（基生
研）、新学術領域「植物発生ロジックの多元的開拓（塚谷裕一代表）」と合同で

2014年11月23日から26日まで国際シンポジウムを開催しました。本合同シンポジ
ウムは、MPIPZ、TLSI、基生研が2009年より合同で開催しているもので、本年で
５回目となります。本年度は、新しい植物科学、とりわけ、進化と生態について

大きく重点を置いた会議となったので、本領域として合同で開催することにしま

した。日本から18名、ドイツ、スイス、米国、シンガポールなどから約80名が参
加しました。講演はMPIPZから13名、EUROから6名、米国1名、テマセク生命科学
研究所から3名、基生研から1名、日本の諸大学から6名が行ないました。 
	 今回のシンポジウムでは、植物科学の大きな学術動向の一つである、実験室で

の実験に加え、野外変動環境下での生態や進化を考慮していく研究の躍進が際立

っていました。この点は進化学全般においても重要な動向であり、本領域として

も多いに貢献できる領域かと思われます。また、若手研究者からの発表、積極的

な議論が多く、新しい世代が本領域を牽引しつつあることが明示された印象的な

シンポジウムでした。また、本シンポジウムは元々、国際共同研究の活性化を目

的として行われてきたもので、参加者の多くが新しい共同研究の種を蒔く絶好の

機会となっていました。 

 
会場のマックスプランク植物育種研究所講堂。右にあるのはマックスプランクの銅像。	 
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	 合同シンポジウムは、11月23日夜にドイツレストランで幕開けし、ケルンの伝
統料理を楽しみながら、旧交を暖めたり、新たな交流が始まったりしました。日

本からは初めての参加者がほとんどで、さっそく共同研究の打合せをしている参

加者もいました。ホテルはMPIPZによって用意された伝統的ヨーロッパスタイルの
落ち着いた環境で、ドイツの文化の奥深さを感じさせられました。24日はMPIPZ
の講堂において、MPIPZの代表所長であるCoupland博士から合同シンポジウムの経
緯についての説明がありました。引き続き、第一セッションとして、Kentaro Shimizu 
(University of Zurich)による"Breeding systems of diploid and polyploid Arabidopsis 
relatives"とCristobel Uauy (John Innes Centre)による"Into the field: understanding 
complex traits for wheat improvement"の講演があり、シロイヌナズナとコムギを用い
て、野外実験を通して、従来の実験室での研究だけではわからなかったような新

しい形質を制御する遺伝子の特定と機能解析についての研究が紹介されました。

第二セッションでは、Korbinian Schneeberger (MPIPZ)による"Lack of symmetric CG 
methylation and long-lasting retrotransposon activity have shaped the genome of Arabis 
alpina" 、 Hajime Ikeda (Okayama University) に よ る "Molecular evolution of 
phytochromes and their daylength relevant divergence"、Eric Kemen (MPIPZ)による"The 
interplay between leaf microbiome and pathogen infection"、Iris Finkemeier (MPIPZ)によ
る"Exploring the role of lysine acetylation in the regulation of plant metabolism"の発表
があり、従来のモデル植物と近縁種の比較、野外における近縁種間の比較解析を

とおして、エピジェネティックな制御、環境応答機構など、変動環境下での植物

の応答分子機構の多様性、可塑性、頑強性の仕組みが紹介されました。また、野

外における植物と微生物の関係についての網羅的解析についての挑戦的なアプロ

ーチが紹介されました。研究所の食堂での会食後、日本側参加者とMPIPZ研究者の
個別議論が行われた後、1時間ほどMPIPZ全体の研究施設、研究内容紹介がありま
した。その後、第三セッションでは、Miltos Tsiantis新所長が座長を行い、Hirokazu 
Tsukaya (University of Tokyo)による"Compensation – an unknown integration system 
that oversees cell division and expansion in leaves"、Richard Smith (MPIPZ)による
"Optimality in Phyllotaxis: Is the golden angle best for light capture?"、Yutaka Sato 
(Nagoya University)による"Conservation and diversity of embryo morphology and 
patterning in plants"、Mitsuyasu Hasebe (NIBB)による"Evolution of development in land 
plants"の講演が行われ、発生の可塑性と頑強性の分子機構、また、発生多様性の背
景にある分子機構について、さまざまな実験材料を用いたアプローチが紹介され

ました。午後6時半よりドイツビールを円滑剤に、ポスター発表が行われ、迎えの
バスが来る午後9時まで活発な議論が行われました。 
 
	 第二日目は、午前の第四、第五セッションでは、Jane Parker (MPIPZ)による"Plant 
immunity: receptor dynamics in cells and natural populations"、Alga Zuccaro (Köln 
University)による"Fungal root symbioses: a molecular overview of the fungal dimension"、
Kenichi Tsuda (MPIPZ)による"Robustness and tunability: design principles of plant 
immune signaling networks"、Takaki Maekawa (MPIPZ)による"Conservation of a 
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coiled-coil type NLR-triggered immunity across plant lineages and dissection of the 
bifurcated signaling mechanism"、Ryosuke Hayama (MPIPZ)による"A novel role of 
PSEUDO RESPONSER REGULATOR proteins defines CONSTANS-mediated 
recognition of day length and seasonal flowering response"、Maria Cartolano (MPIPZ)に
よる"Heterochrony underpins natural variation in C. hirsuta leaf complexity"、Guillaume 
Née (MPIPZ)による"The identification of heme and flavin as cofactors of the dormancy 
protein DOG1"、Stéphane Hacquard (MPIPZ)による"Structure and functions of the 
Arabidopsis root microbiota"の講演が行われ、植物と微生物との関係について、近年
発展のめざましい制御ネットワークについての報告、これまで未開拓だった根と

土壌中の微生物叢との関連についての研究の進展が報告されました。また、MPIPZ
で活発に研究が先導している、環境刺激による花成の制御機構や葉形態変化につ

いての最新の成果が報告されました。研究所食堂での会食後、午後の第六セッシ

ョンでは、Doris Wagner (Univ. Pennsylvania)による"A chromatin switch underlies 
flower primordium initiation downstream of the auxin responsive transcription factor 
MONOPTEROS"、Gan Eng Seng (TLL)による"Histone demethylases regulate floral 
transition in Arabidopsis"、Franziska Turck (MPIPZ)による"Telomer Repeat Binding 
Protein 1 and 3 assist Polycomb complexes in target gene repression"の発表が行われ、エ
ピジェネティック制御の分子機構について最新の成果が議論されました。第七セ

ッションでは、Ute Krämer (Bochum)による"Mighty metals – A system for studying 
evolutionary adaptation in plants"、Hiroshi Kudoh (Kyoto University)による"Molecular 
phenology: seasonal control of flowering-time genes under natural conditions"、Yudai 
Okuyama (National Museum of Nature and Science)による"Evolutionary genetics of 
pollinator mediated speciation in Asian Mitella"の講演が行われ、野外実験と実験室で
の実験を組み合わせ、生態学、種分化の問題を遺伝子レベルで解明した成果など

が報告されました。夕食はイタリアンレストランでのコース料理とワインでとて

も良い雰囲気のもと、研究・文化交流を深めることができました。 

 
長谷部光泰による講演風景。	 
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	 最終日は、第八、第九セッションにおいて、Liu Lu (TLL)による"Intracellular 
compartmentation of STM is essential for shoot meristem development"、Shigeyuki 
Betsuyaku (University of Tokyo)による"Watching plant immune response towards 
spatiotemporal dissection of plant immunity"、 Nico Geldner (Lausanne)による
"Intracellular compartmentation of STM is essential for shoot meristem development"、
Tomokazu Kawashima (Gregor Mendel Institute)による "F-actin and its dynamic 
movement are essential for fertilization of flowering plants"、Angela Hay (MPIPZ)による
"The genetic basis of petal number variation"、Andreas Weber (CEPLAS)による"The 
evolution of function of C4 photosynthesis"の発表が行われ、最新のバイオイメージン
グ技術を駆使した細胞レベルでの発生、植物免疫、受精の研究に加え、ゲノム情

報を駆使した光合成の進化についての講演などが行われました。最終コメントで

は、今回を含めた５回のシンポジウムの総括ならびに今後の方向性を長谷部が発

表し、会議の幕を閉じました。 

 
会場風景。硬いイスと階段教室でとても機能的だった。	 
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第５回	 基礎生物学研究所-マックス・プランク植物育種学研究所

-テマセク生命科学研究所	 合同シンポジウム参加報告	 
 

基礎生物学研究所	 生物進化研究部門 
鳥羽	 大陽 

 
	 2014年11月24日から26日に渡って開催された第５回基礎生物学研究所-マック
ス・プランク植物育種学研究所 -テマセク生命科学研究所合同シンポジウム
“Horizons in Plant Biology”に参加した。このシンポジウムは、 国際共同研究の推進
を目的として、基礎生物学研究所、マックスプランク植物育種学研究所（MPIPZ, ケ
ルン）および, テマセク生命科学研究所（シンガポール）が合同で開催しており、
今回はその第5回目であった。また、今回の合同シンポジウムは、新学術領域研究
「複合適応形質進化の遺伝的基盤解明」および「植物発生ロジックの多元的開拓」

の共催で行われた。 
	 本合同シンポジウムは、ドイツのケルン郊外にあるMPIPZにおいて開催され、
３日間の会期中に口頭発表講演30題とポスター発表があり、研究情報交換と活発
な議論が行われた。また、インフォーマルなディスカッションの時間も設けられ

ており、各々の参加者が共同研究の芽を探して交流するための良い機会となって

いたと感じた。 
	 口頭発表講演は、”Natural variation”、“Immunity”、“Evolution”、“Development”、
“Symbiosis” などをキーワードに、植物科学の広範囲にわたる最新の研究内容が網
羅されていた。シンポジウムのタイトル “Horizons in Plant Biology”を思い出し、植
物科学の果てしない広がりを感じた。プログラムを見返したところ、30題のうち
13題は、NIBB、MPIPZ、TLLの３機関以外からの発表であり、幅広い研究分野の
参加者が集まっていたことを実感した。 
	 シンポジウムの2日目には、開催機関であるMPIPZに所属する若手研究者の口頭
発表セッションがあり、また、自分自身も発表を行ったポスターセッションもあ

って、自分と同世代の研究者との情報交換や議論の良い機会となった。この機会

は、最新の研究情報を知るだけでなく、研究に対するモチベーションの刺激とし

ても影響を受けることが大きかったと思う。今回の第５回基礎生物学研究所-マッ
クス・プランク植物育種学研究所-テマセク生命科学研究所合同シンポジウムに参
加させていただき、MPIPZを訪問し、多くの研究者と交流を持てる機会をいただ
けたことに感謝したい。 
	 さて、本合同シンポジウムの口頭およびポスターでの発表内容の中でも、自分

自信の研究テーマでもある”発生進化”の研究に取り分け関連が深い発表について、
口頭発表2題とポスター発表1題を取り上げて、以下にその概要を報告したい。 
 
口頭発表1 
Angela Hay (MPIPZ) 
“The genetic basis of petal number variation” 
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	 Angela は 同じアブラナ科植物であるミチタネツケバナ（Cardamine hirsuta）と
シロイヌナズナ（Arabidopsis thaliana）を比較することで、形態進化の遺伝的基盤
の解明や形態進化の意義についての理解を目指した研究を行っている。これまで

の研究で、 葉形態の違いについて、Class I KNOXと呼ばれるホメオボックス遺伝
子の発現制御に違いがあることを報告している (Hay and Tsiantis, 2006, Nature 
Genetics 38, 942-947)。今回は、花器官数の違いに注目し、そのメカニズムについて
の最新の研究を発表していた。 
	 シロイヌナズナは、一つの花に花弁を４つ持つのに対し、ミチタネツケバナで

は発生する花弁の数が不安定であり、４つより少ない。本発表では、ミチタネツ

ケバナの花器官数の減少は、原基を形成するスペースが十分に確保されないこと

に起因するという観察結果を報告した。シロイヌナズナのPETAL LOSS遺伝子は、
花弁原基を形成するスペースの確保に働き、その機能が喪失したシロイヌナズナ

では、花弁の数が減少し、器官数が一定とならない（Lampungnani et al., 2012, Plant 
J. 71, 724-735）。この知見から、ミチタネツケバナのPETAL LOSS相同遺伝子の働き
に興味が向くが、Angelaの研究によれば、PETAL LOSS遺伝子それ自体には２種間
で差がないことが示唆されていた。さらに上流の遺伝子ネットワークに２種の間

で違いがあることが推測される。  
 
口頭発表2 
Doris Wagner (University of Pennsylvania) 
“A chromatin switch underlies flower primordium initiation downstream of the auxin 
responsive transcriptional factor MONOPTEROS” 
	 植物ホルモンのひとつであるオーキシンの信号伝達機構の骨子は、AUXIN 
RESPONSE FACTOR（ARF）と呼ばれる転写制御因子の抑制が解除されることで
ある(Mockaitis and Estelle, 2008, Annu. Rev. Cell Dev. Biol., 24, 55-80)。またオーキシ
ン受容のメカニズムは、陸上植物で共通であると考えられている (Rensing et al., 
2008, 319, 61-64; Banks et al., 2011, Science, 332, 960-963)。しかしながら、抑制が解
除されたARF転写制御因子が、どのように下流遺伝子の発現を制御するのかにつ
いては、不明であった。 
	 Dorisは、シロイヌナズナにおいてオーキシンとその信号伝達で働くARFの一つ 
MONOPTEROS (MP) が花芽の形成に必要であることを報告していた (Yamaguchi 
et al., 2013, Developmental Cell 24, 271-282)。今発表では、オーキシン信号伝達でMP
が下流遺伝子を制御するときには、クロマチンの状態を変化させていることを初

めて報告した。この報告された遺伝子発現制御メカニズムが、陸上植物で認めら

れるオーキシンの関与する様々な現象に共通であるのか、興味の持たれるところ

である。 
 
ポスター発表 
Quan Wang (MPIPZ) 
“Auxin depletion from the leaf axil conditions competence for axillary meristem formation 
in Arabidopsis and Tomato” 
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	 この発表はオーキシンのこれまでに知られていなかった発生現象への関与を報

告するものであり、直前に本人が論文発表していた内容であった (Wang et al., 2014, 
Plant Cell 26, 2068-2079)。ちょうど自分のポスター発表していた場所のすぐ隣で位
置的にも近く、発表されていた論文にも興味があったので良い機会と思い、根掘

り葉掘り詳細を尋ねた。 
	 従来オーキシンは、葉の腋に形成される芽の成長を抑制することが知られてい

た (Leyser, 2003, Trends Plant Sci. 8, 541-545)。この発表では、その芽の形成前にオ
ーキシンが葉の腋から除かれ、芽の形成予定領域でオーキシン濃度が低くなるこ

とが、芽の発生開始に関わることを報告している。”オーキシン濃度の低い領域が
できること” の意義については今後の研究課題であるが、芽の形成予定領域では
新しい未分化な細胞群が確立する必要があると考えられるので、その未分化細胞

の形成開始に関連していることが想定される。 
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Program 
 
Monday, November 24 
Session 1:    Chair George Coupland 
09:30 George Coupland 
“Welcome and Introduction to the MPIPZ” 
09:35 Kentaro Shimizu 
“Breeding systems of diploid and polyploid Arabidopsis relatives” 
10:05 Cristobel Uauy 
“Into the field: understanding complex traits for wheat improvement” 
 
Session 2:   Chair Imre Somssich 
11:15 Korbinian Schneeberger 
“Lack of symmetric CG methylation and long-lasting retrotransposon activity have shaped 
the genome of Arabis alpina” 
11:45 Hajime Ikeda 
“Molecular evolution of phytochromes and their daylength relevant divergence” 
12:15 Eric Kemen 
“The interplay between leaf microbiome and pathogen infection” 
12:30 Iris Finkemeier 
“Exploring the role of lysine acetylation in the regulation of plant metabolism” 
 
Session 3:  Chair Miltos Tsiantis 
16:30 Hirokazu Tsukaya 
“Compensation - an unknown integration system that oversees cell division and expansion 
in leaves” 



 9 

17:00 Richard Smith 
“Optimality in Phyllotaxis: Is the golden angle best for light capture?” 
17:30 Yutaka Sato 
“Conservation and diversity of embryo morphology and patterning in plants” 
18:00 Mitsuyasu Hasebe 
“Evolution of development in land plants” 
 
18:30-21:00 Poster session 
 
Tuesday, November 25 
Session 4:  Chair Takaki Maekawa 
09:00 Jane Parker 
“Plant immunity: receptor dynamics in cells and natural populations” 
09:30 Alga Zuccaro 
“Fungal root symbioses: a molecular overview of the fungal dimension” 
10:00 Kenichi Tsuda 
“Robustness and tunability: design principles of plant immune signaling networks” 
 
Session 5:  Chair Maarten Koornneef 
11:00 Takaki Maekawa 
“Consevation of a coiled-coil type NLR-triggered immunity across plant lineages and 
dissection of the bifurcated signaling mechanism” 
11:20 Ryosuke Hayama 
“A novel role of PSEUDO RESPONSE REGULATOR proteins defines 
CONSTANS-mediated recognition of day length and seasonal flowering response” 
11:40 Maria Cartolano 
“Heterochrony underpins natural variation in C. hirsuta leaf complexity” 
12:00 Guillaume Née 
“The identification of heme and flavin as cofactors of the dormancy protein DOG1” 
12:20 Stéphane Hacquard 
“Structure and functions of the Arabidopsis root microbiota” 
 
Session 6:  Chair Masaru Ohme-Takagi 
14:30 Doris Wagner 
“A chromatin switch underlies flower primordium initiation downstream of the auxin 
responsive factor MONOPTEROS” 
15:00 Gan Eng Seng 
“Histone demethylases regulate floral transition in Arabidopsis” 
15:30 Franziska Turck 
“Telomer Repeat Binding Protein 1 and 3 assist Polycomb complexes in target gene 
repression” 
 
Session 7:  Chair Wim Soppe 
16:30 Ute Krämer 
“Mighty metals - A system for studying evolutionary adaptation in plants” 
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17:00 Hiroshi Kudoh 
“Molecular phenology: seasonal control of flowering-time genes under natural conditions” 
17:30 Yudai Okuyama 
“Evolutionary genetics of pollinator mediated speciation in Asian Mitella” 
 
Wednesday, November 26 
Session 8:  Chair Paul Schulze-Lefert 
09:00 Liu Li 
“Intracellular compartmentation of STM is essential for shoot meristem development” 
09:30 Shigeyuki Betsuyaku 
“Watching plant immune response towards spatiotemporal dissection of plant immunity” 
10:00 Nico Geldner 
“The endodermis - what we have learned from studying its cellular differentiation” 
 
Session 9:  Chair Maria von Korff 
11:00 Tomokazu Kawashima 
“F-actin and its dynamic movement are essential for fertilization of flowering plants” 
11:30 Angela Hay 
“The genetic basis of petal number variation” 
12:00 Andreas Weber 
“The evolution of function of C4 photosynthesis” 
 
Closing Comments: Mitsuyasu Hasebe 
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