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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」  

領域発足にあたって  
 
	 ダーウィンはさまざまな動植物を比較解析することによって自然選択理論を考

案しました。木村資生はさまざまな生物の相同アミノ酸配列を比較した結果が時

間に比例するという実験結果を重要なきっかけとして、分子進化の中立理論を考

案しました。このことから、生物進化の基本原理は実験材料によらず共通であり、

複数の材料を研究し、それを統合することによってこそ新しい理論を構築できる

ということが伺えます。 
 
	 自然選択理論、中立理論を始めとする既存の進化理論がいまだ取り込むことに

成功していない現象が、食草転換、新奇適応形態、擬態、共生など、複数の形質

進化が積み重なることによってはじめて適応的になり、未完成な段階では適応的

でなく、かえって生存に不利になってしまうような形質（複合適応形質）の進化

です（Barton et al. 2007. Evolution. Cold Spring Harbor Lab.）。例えば、昆虫の
食草転換は幼虫が新しい食草を食べられるようになる進化と親が新しい食草に産

卵するような進化がともに起こらなければ進化しません。また、新奇適応形態（例

えばカメの甲羅、食虫植物の捕虫葉）、擬態、共生（寄主と宿主の間での複数の変

化）も、いくつかの進化が重なって初めて適応的となり、その途中段階では適応

的でなく、かえって不利になってしまう可能性があります。 
 
	 本領域では、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し

ます。そのために、１分子並列処理シーケンサーなどを活用した新実験研究手法

の開発を異なった研究材料を用いる研究者が共同して行い、モデル生物だけでな

く、多様な非モデル生物のゲノムワイドな遺伝子ネットワーク解析を可能とし、

進化生物学の技術革命を引き起こしたいと考えています。 
 

平成２２年９月１７日 
 

領域代表者	 長谷部	 光泰 
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平成 22 年度	 行事予定 
 
１．第１回公開シンポジウム「複合適応形質の進化」	 

	 日時：平成 22 年 9 月 17 日（金）	 

場所：東京大学農学部 2号館	 

	 

２．第１回領域会議、第１回若手ワークショップ、第１回総括班会議、第１回ゲノム支援委員会	 

	 日時：平成 22 年 9 月 17 日（金）	 

場所：東京大学農学部 2号館	 

	 

３．第１回インフォマティクス情報交換会	 

	 日時：平成 22 年 9 月 18 日（土）	 

	 場所：東京大学農学部 7号館	 

	 

４．複合適応形質進化インフォマティクスオープンセミナー、第２回インフォマティクス情報交

換会、第２回ゲノム支援委員会	 

	 日時：平成 22 年 12 月 28 日（火）~29 日（水）	 

場所：金沢大学宝町キャンパス	 

	 

５．第１回国際シンポジウム “Molecular Bases for Evolution of Complex Traits”（The 20th CDB 
Meeting と共催）	 
	 	 日時：平成 23 年 2 月 23 日（水）～	 24 日（木）	 

	 	 場所：理化学研究所	 発生・再生科学総合研究センター	 

	 

６．第２回領域会議、第２回総括班会議、第３回インフォマティクス情報交換会、第３回ゲノム

支援委員会	 

	 	 日時：平成 23 年 2 月 24 日（木）~25 日（金）	 

	 	 場所：理化学研究所	 発生・再生科学総合研究センター	 

	 

７．第２回若手ワークショップ「昆虫における複合適応形質進化の遺伝子基盤」（日本応用動物

昆虫学会小集会）	 

	 	 日時：平成 23 年 3 月 29 日（火）	 

	 	 場所：九州大学箱崎キャンパス	 

	 

８．ニュースレター発行	 

	 	 平成 23 年 1 月（No.1	 「研究組織，研究計画，班員名簿」号）	 

	 	 平成 23 年 1 月（No.2「国内シンポジウム報告」号）	 

	 	 平成 23 年 2 月（No.3「国際シンポジウム報告」号）	 

	 	 平成 23 年 3 月（No.4「若手ワークショップ」号）	 

	 	 平成 23 年 3 月（No.5「遺伝子機能解析技術支援」号）	 

	 	 平成 23 年 3 月（No.6「ゲノム支援」号）	 

	 	 平成 23 年 3 月（No.7「ゲノム支援」号）	 

	 	 平成 23 年 3 月（No.8「ゲノム支援」号）	 

	 	 平成 23 年 3 月（No.9「ゲノム支援」号）	 

	 	 平成 23 年 3 月（No.10「研究成果報告」号）	 
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平成 22 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	  

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 

研究グルー

プ長 
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 
 

東京工業大学大学院生命理工学研究科 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 国立情報学研究科	  
情報学プリンシプル研究科 

教授 研究助言・評価 

望月	 敦史 独立行政法人理化学研究所	  
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 
生物遺伝資源情報総合センター 

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 
 
 
日渡	 祐二 
 
 

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	  

教授 
 
 
准教授 
 
 
助教 

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	 	 

形態進化研究グループ	 

	 

理化学研究所	 	 

形態進化研究グループ	 

グループデ

ィレクター 
 
研究員 

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 
 
 
 
勝間	 進 
 
 
 
大門	 高明 
 
 
 
藤井	 告 
 
 
 

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 
 
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 
 
 
 
准教授 
 
 
 
助教 
 
 
 
日本学術振興会

特別研究員ＰＤ 

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 
 
 
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 
 
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 
 
 
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 
 
理化学研究所 
松本分子昆虫学研究室 
 
放送大学	 教養学部 

研究グルー

プ長 
 
研究員 
 
 
准教授 

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 
 
 
特任助教 
 
 
 
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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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 （基礎生物学研究所 生物進化研究部門） 

連携研究者： 村田	 隆、日渡祐二（基礎生物学研究所） 

研究目的 

	 個々の形質進化は適応的でないが、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。我々は以下の３つの実験系において、少数遺伝子の進化によって新奇複合適応

形質が進化しうるのではないかという示唆を得た。［実験系１：食虫植物の捕虫葉進

化］食虫植物が進化するには、捕虫葉形態、消化液、吸収機構の３つの進化が必要で

ある。我々の従来の研究から、捕虫葉は既存の葉形成遺伝子の発現変化、消化酵素は

既存の耐病性遺伝子を流用したのではないかということが示唆された。本研究では、

食虫植物ウツボカズラのゲノム解読、発現解析から食虫植物進化のメカニズムを推定

する。［実験系２：クルミホソガの食草転換］食草転換には幼虫と雌親の両方に同じ

餌植物に適応できるような変異が生じなければならない。これまで良い実験系が無か

ったが、クルミホソガは異なる植物を食べる系統間で交配可能なことがわかった。本

研究では、クルミホソガのゲノム解読、SNP	 マーカーと表現型の連鎖解析により責任

遺伝子を同定するとともに、野外集団内での進化動態を明らかにする。［実験系３：

陸上植物分枝系進化］無限成長と枝分かれ機構の両方が進化することによって、被子

植物が持つような複雑な茎葉体制が進化したと考えられている。我々は従来の研究か

ら、ポリコーム複合体 II	 遺伝子がクロマチン修飾を介して、無限成長と枝分かれの

両方に関わる遺伝子を同時に制御しているのではないか考えた。本研究では、ゲノム

ワイドな ChIP-seq	 解析でポリコーム複合体のターゲットを明らかにし、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がどのようにおこったかを推定する。

以上の結果を総合し、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。	 

	 

今年度の研究計画	 

［実験系１：食虫植物の捕虫葉進化］連携研究者村田隆准教授、研究協力者福島健児（総合研究

大学院大学博士１年）、雇用予定の実験補助員２名が実験を行う。 
（１）フクロユキノシタ（約630 Mb）の解読・発現解析のために、DNA 抽出、ライブラリー作
成を行う。方法開発班と共同して、総括班のゲノム支援などにより配列決定を開始する。 

（２）ヒョウタンウツボカズラ、フクロユキノシタ、ムラサキヘイシソウ、アデレーモウセンゴ

ケの捕虫葉のmDNAを単離し、次世代シーケンサーで配列決定のためのライブラリー作製を行う。 
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（３）捕虫葉形成進化解析のために形態観察、in situ ハイブリダイゼーション系を確立する。す
でに技術開発済みのサラセニアでの結果と比較を行う。 
［実験系２：クルミホソガの食草転換］雇用予定の実験補助員２名、研究員１名が研究協力者大

島一正学振特別研究員の指導のもと実験を行う。 
（１）クルミホソガゲノム（約330 Mb）解読のため、DNA 抽出、ライブラリー成を行う。クル
ミとネジキを食べる集団のそれぞれからサンプリングする。方法開発班と共同して、配列決定を

開始する。 
（２）これまでの研究により幼虫の代謝能力責任遺伝子が1つの染色体上にのみ存在するらしい
ことが分かってきたので、この染色体上に大量のAFLPマーカーを作成し，より詳細な連鎖地図
を作成する。 
 

 
 
［実験系３：陸上植物分枝系進化］日渡祐二助教が雇用予定の研究員１名、実験補助員２名とと

もに実験を行う。 
（１）ヒメツリガネゴケポリコーム複合体II のターゲット遺伝子を同定するため、PpFIE 遺伝
子末端に改変YFP(Citrine)遺伝子を挿入したPpFIE-Citrine の発現する形質転換体（作出済み）を
用いる。PpFIE-Citrine が発現している原糸体をChIP-seq 解析のためにサンプリングし、架橋後、
GFP 抗体を用いて免疫沈降を行い、PpFIE-Citrine-DNA 複合体を単離する。次世代シーケンサー
SOLiD（現有）を用いターゲット配列を同定するとともに、ゲノムの対応領域の遺伝子モデルを
リスト化する。方法開発班と連携して実験を行う。 
（２）ターゲット候補遺伝子をChIP-PCR によってターゲットであることを確認する。また、タ
ーゲットのクロマチン修飾状態をChIP-seq によって調べる。 
（３）ターゲット遺伝子の系統解析を行い、次年度以降の解析対象を決定する。 
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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 （理化学研究所 形態進化研究グループ） 

研究分担者： 入江直樹 （理化学研究所）     

研究目的 

	 そのために、進化系統的にカメに最も近縁な動物の一つとされる鳥類（ニワトリ）を比較対象

とし、甲の発生する体幹部での、体軸ならびに体壁（もっぱら中胚葉を主成分とする）に発現す

る遺伝子のトランスクリプトームの継時的な比較解析を通じ、カメの進化において生じた発生プ

ログラムの変更の真相に迫ることを主眼とする。	 

	 

今年度の研究計画	 

Pelodiscus	 sinensisゲノム・トランスクリプトーム同定とマイクロアレイの作成着手	 

	 本課題では転写産物の同定・動態解析を主な手段と

するため、スッポン胚のトランスクリプトームに基づ

いてマイクロアレイを作成し、ハイスループットなト

ランスクリプトーム比較解析の基盤構築を行う。	 

ゲノム配列決定はゲノム支援班(西山班)と本研究所に

おけるゲノム資源開発ユニットとの綿密な連携を通じ、

技術的向上を図りつつ行い、トランスクリプトーム同定は平均長 500bp 前後がシーケンス可能な

long-read 次世代シーケンサーFLX	 titanium（現有）を用いる。マイクロアレイは Agilent 社カ

スタムマイクロアレイを作成予定である。ゲノムのドラフト配列情報は、正確なオーソログ遺伝

子同定に重要であり、加えてトランスクリプトーム同定を行うことで、マイクロアレイ作成のた

めの基本情報の取得が可能となる見通しである。一方、ニワトリのゲノム並びにトランスクリプ

トーム情報についてはすでに十分整備された状況にある。	 

	 現生脊椎動物のうちでも、カメの仲間は甲を発達させたことで知られ、しかもこの構造は、発

生プログラムの変更により、まれに見る奇抜な解剖学的パターンの変更を伴っている。すなわち、

通常は肋骨の外に発達すべき「肩胛骨」が、肋骨の内側に入り込み、いわゆる相同性と呼ばれる

形態発生上のルールを大きく逸脱しているのである。このため、カメの甲は、「進化的新機軸-	 

evolutionary	 novelty」の好例としてあげられることが多い。	 

この甲の発生プログラムについて、すでに、カメの肋骨の発生が胚体背部に限られること、

体壁がカメ独自の方法で折れ曲がること、そこに甲陵（carapacial	 ridge=CR）という独自の胚

構造の機能が関わっていること、それに伴い、カメ独自の遺伝子制御が関わっていることなどを

発見してきた。これら、カメ独自の発生現象は、互いにリンクしていると考えられるが、まだそ

の全貌はつかめていない。	 

本研究プログラムにおいては、カメの甲の発生にとって必要な、肋骨の限局的発生、ＣＲの

発生と機能に関わる遺伝子ネットワークを同定し、その進化的起源を明らかにすることを目的と

する。	 
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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 （東京大学 大学院農学生命科学研究科） 
研究分担者： 勝間 進 （東京大学 大学院農学生命科学研究科） 
研究協力者： 大門高明、藤井 告 （東京大学 大学院農学生命科学研究科） 

研究目的 

	 カイコはクワ科クワ属（Morus）の植物の葉のみを摂食する単食性の昆虫であるが、カイコガ

科蛾類の多くはクワ属でなくイチジク属(Ficus)の植物へ寄生し、そちらが原始食性であると想

像される。クワには糖類似アルカロイドが含まれており、多くの昆虫に毒性を示す。私たちは、

カイコがクワアルカロイドに耐性を持つ理由の一つが、細菌からの遺伝子水平転移で獲得した特

殊な糖分解酵素（β-フルクトフラノシダーゼ）の存在であると考えている。しかし、クワへの

適応には、他にも多くの遺伝子が進化する必要がある。本研究では食性の異なるカイコ近縁種を

用いて、体系的なゲノム解析、およびトランスクリプトーム解析を行い、クワ食への適応に必要

である遺伝子群の網羅的解明を試みる。	 

	 一方、カイコには多くの食性変異体が存在し、それらはクワ以外の植物葉でも食下する。私た

ちは、カイコゲノム情報と染色体部分欠損系統を用いて、世界に先駆けて Bt	 (Beet	 feeder:	 伴

性食性異常)の原因遺伝子候補を同定した。この遺伝子は転写因子をコードしており、食性だけ

ではなく、フェロモン応答性も支配することが判明しており、食草転換における複合適応形質を

制御する分子である可能性が高い。複数のカイコ食性変異体について、その原因遺伝子の解明、

および機能解析を行い、カイコの食性を支える遺伝子ネットワークを解明する。	 

	 

今年度の研究計画	 

1.カイコ近縁種を用いたクワアルカロイド耐性獲得機構の解明	 

	 非クワ食のカイコ近縁種から β-フルクトフラノシダーゼ遺伝子を単離し、その mRNA の発現

を定量する。また、中腸におけるスクラーゼ活性を測定し、α-グルコシダーゼと β-フルクト

フラノシダーゼの存在比を定量する。	 

2.	 カイコガ科における食性の進化とフェロモンの進化の関係	 

	 カイコガ科のクワ食および非クワ食の近縁種における雌性フェロモンを同定する。さらに、次

世代シークエンサーを用いて、イチジクカサン等のフェロモン腺のトランスクリプトーム解析を

行い、既知のカイコと比較しつつ性フェロモン生合成系を明らかにする。	 

3.	 カイコ食性変異体のトランスクリプトーム解析	 

	 次世代シークエンサーを用いて、カイコ食性変異体の味覚器官および嗅覚器官のトランスクリ

プトーム解析を行い、正常蚕との比較を行う。	 
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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	 

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： 堀 寛 （名古屋大学	 遺伝子実験施設）  

研究目的 

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、さらに近縁種間で環境に高度に適応した斑紋が見られる。アゲハは、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最適な素材である。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最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 4つの擬態紋様

システム（①アゲハ科幼虫の斑紋形成・切替えと食草適応、②アゲハ蛹体色の環境応答的変化、

③シロオビアゲハのベイツ型擬態、④カイコ幼虫斑紋変異系統）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）シロオビアゲハのベイツ型擬態：シロオビアゲ

ハのメス（擬態型m♀、非擬態型 n♀）とオス（非擬態のみ）の斑紋形成過程と遺伝子発現の詳
細を明らかにし、最上位の指令遺伝子決定のための予備的データを確保する。具体的には、♂と

n♀の後翅の白い帯紋、m♀の後翅の赤い斑紋と白い帯紋に関与する遺伝子をマイクロアレイも
しくは網羅的 cDNA 配列解析により枚挙する。また、Wnt1 や Notch などの制御遺伝子候補
（Monteiroら BMCDB, 2006)のシロオビアゲハでの発現パターンを解析する。（２）カイコ斑
紋変異系統の責任遺伝子：3遺伝子座（Ze, ms, pS）の各責任候補遺伝子を BF1個体の表現型と
SNPの対応解析から数個以内に限定する。SNPマッピングの手法は（Futahashi他 Genetics, 
2008）に基づく。pSの原因領域はすでに 40kbに絞られているが、近傍 200kb以内の候補遺伝
子３つから、WMISH法で予定斑紋と発現パターンが一致するものを検索する。 
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）ナミアゲハの幼虫紋様切替え：

４齢１日以内のアゲハ（Px）幼虫に JH を塗布すると、次の脱皮の「鳥のフン型から柑橘葉紋
様への切替え」が阻止されることから（Futahashi & Fujiwara, Science, 2008）、この時期の
JHが紋様を切替えるよう特定の遺伝子に作用すると思われる。他のアゲハ 2種（シロオビアゲ
ハ、キアゲハ）でも JHによる切替え阻害が起るかを調べ、3種のアゲハ表皮遺伝子など約 18,000
を搭載したチップ（構築済）でアレイ解析を行い、JH処理によって 3種で共通して速やかに発
現変動を受ける遺伝子を上位の制御遺伝子候補と考え枚挙する。（２）ナミアゲハ蛹体色の環境

応答的切替え：アゲハ類は最終齢飼育時の環境に従って緑、茶色などの蛹に体色を切替える。環

境条件を変えて飼育した３種のアゲハ（上記参照）皮膚を時系列的に単離し、マイクロアレイも

しくは網羅的 cDNA配列解析により関係する遺伝子を枚挙する。	 
研究３：擬態紋様の成立と進化プロセスの理解	 ナミアゲハとキアゲハの幼虫紋様の適応的隠蔽

擬態：ナミアゲハの終齢幼虫は食草の柑橘系の葉に擬態するが、近縁種であるキアゲハは食草で

あるセリ科の植物に似た紋様になる。斑紋が形成される４齢脱皮期の発現遺伝子をマイクロアレ

イ・網羅的 cDNA配列解析により枚挙する。 
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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 

川口正代司 （基礎生物学研究所 共生システム研究部門） 

研究分担者： 斎藤勝晴 （信州大学 農学部）     

連携研究者： 武田直也、寿崎拓哉（基礎生物学研究所） 

研究目的 

	 マメ科植物が進化の過程で獲得した新規適応形質である共生窒素固定器官・根粒は、

４億年前に遡るアーバスキュラー菌根(AM)共生系を基盤として進化してきたことが分

かってきた。AM 菌は宿主なくして増殖できない絶対共生菌であり、かつヘテロカリオ

ン（異核共存体）であるため、そのゲノムはほとんど解明されていない。そこで、本

研究では新しい核抽出技術と次世代ゲノム解析技術を組み合わせることにより、AM 菌

ゲノムの解読を試みる。また、根粒菌や AM 菌が感染すると宿主細胞の核周辺部でカルシウ

ムイオン（Ca）の振動が発生する。共生進化過程において獲得されたカルシウム振動と共生遺伝

子より構成される分子ネットワークを解明する。根粒は根粒菌の感染により、根の皮層組織が局

所的に活発に細胞分裂を行うことにより形成される。この発生過程ダイナミクスや遺伝子ネット

ワークの詳細、および茎頂分裂組織（SAM）との共通性、独自性を明らかにすることにより、新

規適応器官が進化した分子基盤を解明する。	 

	 

今年度の研究計画	 

（１）Glomus	 Genome	 Consortiumとの共同研究でAM菌（Glomus	 intraradices）の胞子からゲノ

ム解読に必要とされる量のDNAを抽出する。十分なDNAが抽出できた場合、次世代シーケンサーを

用いて配列決定を行う。ヘテロカリオンであるAM菌の胞子あるいは外生菌糸から、核を一つずつ

採集する手法を検討する。	 

（２）細胞内 Ca イオンによって蛍光波長を変化させる Yellow	 Cameleon を導入したミヤコグサ

を用いて Ca イメージングシステムを確立し、根粒共生時の Ca 振動を、変異体などを用いて解析

するとともに、AM 菌感染におけるカルシウム振動の発生条件について検討を行う。	 

（３）マメ科植物の CLAVATA1(CLV1)オルソログである HAR1は根粒形成の long-distance signaling

に関わっており、SAMの維持には関与していない。マメの SAMを制御する遺伝子は不明であるが、ミヤ

コグサより単離した klavier変異体は根粒の超着生の他に、維管束の断片化、茎の二叉分岐や帯化、花

成の遅延、花器官数の増加等の多面的な表現型を示す。今年度は klavier変異体を用いてマメの SAM

と根粒形成の制御について遺伝子レベルで解析する。またミヤコグサの klavier やシロイヌナズナの clv

変異体で観察される肥大化した SAM が、帯化やニ叉分岐を生じる原因は不明である。SAM のダイナミ

ックな振舞いを理解するために、細胞分裂を取り込んだ二次元細胞格子システムを構築し、それを

用いて SAM の発生過程のダイナミクスの解析を行う。さらにそれを三次元に拡張した細胞格子シ

ステムの構築を行い、同様に解析を行う。	 
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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 生物プロセス研究部門） 

研究分担者： 土田 努 （理化学研究所）、二河成男 （放送大学） 

研究目的 

	 最近、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

というまったく予想外の現象であり，その分子，発生、生理、生態、進化機構の解明は大きなイ

ンパクトをもって迎えられるものと思われる。そこで本研究課題では，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。鱗翅目昆

虫の擬態紋様の分子機構の解明に取り組む本領域内の他のグループや、新型 DNA	 シーケンサー

を擁し高度な情報遺伝子生産及び解析能力をもつ方法開発班とも協力しながら、最終的には「共

生関係」を通じた「複合適応進化形質」の進化という新しい生物学的概念の構築および提示をめ

ざす。	 

	 

今年度の研究計画	 

(1)	 共生細菌感染前後の宿主アブラムシ体色色素の解析	 

	 Rickettsiella非感染の赤色エンドウヒゲナガアブラムシ系統に，他のRickettsiella感染系統

の体液を微小注入することにより，遺伝的背景は同一だが緑色のRickettsiella感染系統を作成

する。これらのアブラムシから色素を各種溶媒で抽出し，薄層クロマトグラフィー，高速液体ク

ロマトグラフィーなどを用いて、共生細菌感染前後で色素組成がどのように変化するかを分析す

る。	 

(2)	 体色を変化させる共生細菌のゲノム解析	 

	 初年度はゲノム解析に十分な純度及び量のRickettsiellaゲノムDNA	 試料を調製する。	 

Rickettsiellaは体液中などに存在することがわかっており，アブラムシ体内での密度も低いと

予想されるため，共生器官の解剖単離などの戦略をとることは困難であり，高純度の試料を少量

調製してPhi29	 DNA	 ポリメラーゼによるDNA	 増幅をおこなう。具体的にはRickettsiellaの体内

密度が最も高い成虫から，炭酸ガス麻酔下で脚をそっと引き抜き，なるべく虫にダメージを与え

ない状態で体液を採取する。同じ系統の多数の虫から数十μl	 の体液を集め，DNA	 抽出をおこな

う。抽出したDNA	 の一部は純度検定用にとっておき，残りはPhi29	 DNA	 ポリメラーゼによるDNA	 

増幅に供する。増幅前，増幅後のDNA	 試料について定量的PCR	 法により、共生細菌gyrB	 遺伝子，

宿主elongation	 factor	 1a遺伝子の含有コピー数を測定して、Rickettsiellaのゲノムサイズ約

1.7	 Mb（パルスフィールドゲル電気泳動の結果による）,	 アブラムシのゲノムサイズ約464	 Mb

（ゲノム解析の結果による）と仮定して，試料中のRickettsiella由来DNA	 の純度を計算する。

増幅後のDNA試料については濃度を紫外吸収により測定する。RickettsiellaゲノムDNA	 純度80％

以上，総DNA量	 10	 μg	 以上の試料調製をめざす。試料が調製でき次第、次世代シーケンサーに

よる塩基配列決定を実施する。	 
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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 学際科学実験センター） 

研究分担者： 重信秀治 （基礎生物学研究所）、    

研究分担者： 門田幸二 （東京大学 農学生命科学研究科） 

連携研究者： 笠原雅弘（東京大学 新領域創成科学研究科） 

研究目的 

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を組み合わせた全ゲノムアセンブリー法の開発：１分子超並列シーケンサー

を含む次世代シークエンサーを用いて概要ゲノムおよび分離集団の遺伝学的地図を作成するシステムを

構築する。すでに概要ゲノム配列が得られているカイコについては、少ないシーケンス量で効率的に配

列多型マッピングを行う方法を開発する。	 

［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の開発：以下のような非モデ

ル生物特有のトランスクリプトーム解析の課題を克服するためのRNA-Seqライブラリの調製法を開発す

る。１）微量RNA	 からのライブラリ調製２）共生系：宿主真核生物と共生細菌両方のmRNA	 を同時定量す

るためのライブラリ調製。	 

［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の開発：ゲノムのア

ノテーションはSOLiD	 などの短いリード配列情報から遺伝子の構造決定と網羅的な発現量の測定を同時

に行うシステムを構築する。	 

[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の開発：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、意味のある違いを高感度で正確に抽出する方法を開発する。	 

	 

今年度の研究計画	 

［１］	 RAMEN	 assembler	 を拡張し次世代シークエンサーからの出力を統合してゲノムアセンブリを行う

システムを開発し、種固有の問題に合わせて拡張を行う。	 

［２］様々なRNA	 増幅法を検討し、マイクロダイセクションによって回収した組織からRNAseq	 を行う。

また真核原核生物同時トランスクリプトーム解析のため、mRNA	 を濃縮するため1)Ribosomal	 RNA	 の選択

的除去法、(2)	 processed	 RNA	 分解法、(3)原核mRNA	 の選択的polyA	 化を検討する。	 

［３］	 SOLiD	 mRNA	 sequence	 ゲノムアラインメントプログラムをチューニングする。また、short	 read	 

のde	 novo	 assembly	 とゲノムへのアラインメントを行うハイブリッド法によって、さらにリードの末端

付近にexon	 境界があるリードのマッピング効率を向上させる。alternative	 splicing	 を含めたモデル

選択を実装する。	 

［４］マッピング性能評価を行い、高感度マップ法の開発を行う。また、ギャップや配列類似度などあ

いまいさを許容する各種パラメータの変更により、得られる発現プロファイルの違いにどの程度影響を

及ぼすのかについて検討する。マイクロアレイデータの解析で用いられて来た正規化法をデータマイニ

ング時の精度や複製サンプル間の類似度を用いて評価する。［１］で得られた様々な増幅法によるRNA-seq	 

のデータ中にあるバイアスについて量及び、計算による除去の可能性について検討し、最適な増幅法を

選択する。	 
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班員名簿	 

氏名・担当	 所属・職	 所属機関住所	 E-mail/URL/Tel	 

はせべ	 みつやす	 

長谷部光泰	 

Hasebe,	 Mitsuyasu	 

総括班（代表）計画（代

表）	 

	 

むらた	 たかし	 

村田	 隆	 

Murata,	 Takashi	 

計画（連携）	 

	 

ひわたし	 ゆうじ	 

日渡	 祐二	 

Hiwatashi,	 Yuji	 

計画（連携）	 

	 

くらたに	 しげる	 

倉谷	 滋	 

Kuratani,	 Shigeru	 

総括班（分担）計画（代

表）	 

	 

いりえ	 なおき	 

入江	 直樹	 

Irie,	 Naoki	 

計画（分担）	 

	 

しまだ	 とおる	 

嶋田	 透	 

Shimada,	 Toru	 

総括班（分担）計画（代

表）	 

	 

かつま	 すすむ	 

勝間	 進	 

Katsuma,	 Susumu	 

計画（分担）	 

	 

基礎生物学研究所	 

生物進化研究部門	 

教授	 

	 

	 

	 

基礎生物学研究所	 

生物進化研究部門	 

准教授	 

	 

	 

基礎生物学研究所	 

生物進化研究部門	 

助教	 

	 

	 

独立行政法人理化学研

究所	 

形態進化研究グループ	 

グループディレクター	 

	 

	 

独立行政法人理化学研

究所	 

形態進化研究グループ	 

研究員	 

	 

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	 

	 

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	 

准教授	 

〒444-8585	 

愛知県岡崎市明大

寺町字西郷中38	 

	 

	 

	 

〒444-8585	 

愛知県岡崎市明大

寺町字西郷中38	 

	 

	 

〒444-8585	 

愛知県岡崎市明大

寺町字西郷中38	 

	 

	 

〒650-0047	 

兵庫県神戸市中央

区港島南町2-2-3	 

	 

	 

	 

〒650-0047	 

兵庫県神戸市中央

区港島南町2-2-3	 

	 

	 

〒113-8657	 

東京都文京区弥生

1-1-1	 

	 

	 

	 

〒113-8657	 

東京都文京区弥生

1-1-1	 

	 

	 

mhasebe@nibb.ac.jp	 

http://www.nibb.ac.jp/evodev

o/	 

Tel:	 0564-55-7546	 

	 

	 

tkmurata@nibb.ac.jp	 

http://www.nibb.ac.jp/evodev

o/	 

Tel:	 0564-55-7549	 

	 

hiwatash@nibb.ac.jp	 	 

http://www.nibb.ac.jp/evodev

o/	 

Tel:	 0564-55-7548	 

	 

saizo@cdb.riken.jp	 

http://www.cdb.riken.jp/emo/

index.html	 

Tel:	 078-306-3064	 

	 

	 

asurain@cdb.riken.jp	 	 

http://www.cdb.riken.jp/emo/

index.html	 

Tel:	 078-306-3388	 

	 

shimada@ss.ab.a.u-tokyo.ac.j

p	 

http://www.ab.a.u-tokyo.ac.j

p/igb/	 

Tel:	 03-5841-8124	 

	 

katsuma@ss.ab.a.u-tokyo.ac.j

p	 

http://www.ab.a.u-tokyo.ac.j

p/igb/	 

Tel:	 03-5841-8994	 



 15 

	 

だいもん	 たかあき	 

大門	 高明	 

Daimon,	 Takaaki	 

計画（研究協力）	 

	 

	 

ふじいつぐる	 

藤井	 告	 

Fujii,	 Tsuguru	 

計画（研究協力）	 

	 

	 

	 

ふじわら	 はるひこ	 

藤原	 晴彦	 

Fujiwara,	 Haruhiko	 

総括班（分担）計画（代

表）	 

	 

ほり	 ひろし	 

堀	 寛	 

Hori,	 Hiroshi	 

計画（分担）	 

	 

かわぐち	 まさよし	 

川口	 正代司	 

Kawaguchi,	 Masayoshi	 

総括班（分担）計画（代

表）	 

	 

さいとう	 かつはる	 

斎藤	 勝晴	 

Saito,	 Katsuharu	 

計画（分担）	 

	 

たけだ	 なおや	 

武田	 直也	 

Takeda,	 Naoya	 

計画（連携）	 

	 

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	 

助教	 

	 

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	 

日本学術振興会特別研

究員ＰＤ	 

	 

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	 

教授	 

	 

	 

名古屋大学	 遺伝子実

験施設	 

名誉教授	 

	 

	 

基礎生物学研究所	 

共生システム研究部門	 

教授	 

	 

	 

	 

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	 

助教	 

	 

	 

〒113-8657	 

東京都文京区弥生

1-1-1	 

	 

	 

	 

〒113-8657	 

東京都文京区弥生

1-1-1	 

	 

	 

	 

	 

〒277-8562	 

千葉県柏市柏の葉

5-1-5	 

東京大学新領域生

命棟501	 

	 

〒464-8602	 

愛知県名古屋市千

種区不老町	 

	 

	 

〒444-8585	 

愛知県岡崎市明大

寺町字西郷中38	 

	 

	 

	 

〒399-4598	 

長野県上伊那郡南

箕輪村8304	 

	 

	 

〒444-8585	 

愛知県岡崎市明大

寺町字西郷中38	 

	 

	 

daimon@ss.ab.a.u-tokyo.ac.jp	 

http://www.ab.a.u-tokyo.ac.j

p/igb/	 

Tel：03-5841-5057	 

	 

	 

fujii@ss.ab.a.u-tokyo.ac.jp	 

http://www.ab.a.u-tokyo.ac.j

p/igb/	 

Tel：03-5841-5057	 

	 

	 

	 

haruh@k.u-tokyo.ac.jp	 	 

http://www.idensystem.k.u-to

kyo.ac.jp/index.htm	 

Tel:	 04-7136-3659	 

	 

	 

hori@bio.nagoya-u.ac.jp	 

Tel:	 052-789-2974	 

	 

	 

	 

masayosi@nibb.ac.jp	 

http://www.nibb.ac.jp/miyako

hp/index.html	 

Tel:	 0564-55-7564	 

	 

	 

saitok@shinshu-u.ac.jp	 

http://karamatsu.shinshu-u.a

c.jp/lab/soil/sub1.html	 

Tel:	 0265-77-1407	 

	 

takedan@nibb.ac.jp	 

http://www.nibb.ac.jp/miyako

hp/index.html	 

Tel:	 0564-55-7563	 
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すざき	 たくや	 

寿崎	 拓哉	 

Suzaki,	 Takuya	 

計画（連携）	 

	 

ふかつ	 たけま	 

深津	 武馬	 

Fukatsu,	 Takema	 

総括班（分担）計画（代

表）	 

	 

つちだ	 つとむ	 

土田	 努	 

Tsuchida,	 Tsutomu	 

計画（分担）	 

	 

にこう	 なるお	 

二河	 成男	 

Nikoh,	 Naruo	 

計画（分担）	 

	 

にしやま	 ともあき	 

西山	 智明	 

Nishiyama,	 Tomoaki	 

総括班（分担）計画（代

表）	 

	 

しげのぶ	 しゅうじ	 

重信	 秀治	 

Shigenobu,	 Shuji	 

計画（分担）	 

	 

かどた	 こうじ	 

門田	 幸二	 

Kadota,	 Koji	 

計画（分担）	 

	 

	 

かさはら	 まさひろ	 

	 

基礎生物学研究所	 

共生システム研究部門	 

助教	 

	 

	 

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	 

研究グループ長	 

	 

	 

独立行政法人理化学研

究所	 	 

松本分子昆虫学研究室	 

基礎科学特別研究員	 

	 

放送大学	 教養学部	 

准教授	 

	 

	 

	 

金沢大学	 学際科学実

験センター	 

助教	 

	 

	 

	 

基礎生物学研究所	 

生物機能情報分析室	 

特任准教授	 

	 

	 

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	 

特任助教	 

	 

東京大学大学院新領域

	 

〒444-8585	 

愛知県岡崎市明大

寺町字西郷中38	 

	 

	 

〒305-8568	 

茨城県つくば市東

1-1-1	 中央第6	 

	 

	 

	 

〒351-0198	 	 

埼玉県和光市広沢

2-1	 

	 

	 

〒261-8586	 

千葉県千葉市美浜

区若葉２‐１１	 

	 

	 

〒920-0934	 

石川県金沢市宝町

13-1	 

	 

	 

	 

〒444-8585	 

愛知県岡崎市明大

寺町字西郷中38	 

	 

	 

〒113-8657	 

東京都文京区弥生

1-1-1	 

	 

	 

	 

〒277-8562	 

	 

tsuzaki@nibb.ac.jp	 

http://www.nibb.ac.jp/miyako

hp/index.html	 

Tel:	 0564-55-7563	 

	 

t-fukatsu@aist.go.jp	 

http://staff.aist.go.jp/t-fu

katsu/	 

Tel:	 029-861-6087	 

	 

	 

t-tsuchida@riken.jp	 

http://ttsymbiosis.web.fc2.c

om/index.html	 

Tel:	 048-467-9584	 

	 

nikoh@ouj.ac.jp	 

Tel:	 043-298-4156	 

	 

	 

	 

tomoakin@kenroku.kanazawa-u.

ac.jp	 

Tel:	 076-265-2777	 

	 

	 

	 

shige@nibb.ac.jp	 

http://www.nibb.ac.jp/̃analy

ins/CAI-home.html	 

Tel:	 0564-55-7672	 

	 

kadota@iu.a.u-tokyo.ac.jp	 

http://www.iu.a.u-tokyo.ac.j

p/̃kadota/	 

Tel:	 03-5841-1295	 

	 

	 

mkasa@cb.k.u-tokyo.ac.jp	 
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笠原	 雅弘	 

Kasahara,	 Masahiro	 

計画（連携）	 

	 

やまぐち	 かつし	 

山口	 勝司	 

Yamaguchi,	 Katsushi	 

計画（研究協力）	 

	 

おかだ	 のりひろ	 

岡田	 典弘	 

Okada,	 Norihiro	 

総括（連携）	 

	 

かわた	 まさかど	 

河田	 雅圭	 

Kawata,	 Masakado	 

総括（連携）	 

	 

	 

ふじやま	 あさお	 

藤山	 秋佐夫	 

Fujiyama,	 Asao	 

総括（連携）	 

	 

もちづき	 あつし	 

望月	 敦史	 

Mochizuki,	 Atsushi	 

総括（連携）	 

	 

やはら	 てつかず	 

矢原	 徹一	 

Yahara,	 Tetsukazu	 

総括（連携）	 

	 

	 

ごう	 みちこ	 

郷	 通子	 

Go,	 Mitiko	 

総括（連携）	 

創成科学研究科	 

情報生命科学専攻	 	 

講師	 

	 

基礎生物学研究所	 

生物機能情報分析室	 

技術主任	 

	 

	 

東京工業大学大学院生

命理工学研究科	 

生体システム専攻	 

教授	 

	 

東北大学大学院生命科

学研究科	 

生態システム生命科学

専攻	 

教授	 

	 

国立情報学研究科	 

情報学プリンシプル研

究系	 

教授	 

	 

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	 

	 

九州大学大学院理学研

究院	 

生態科学研究室	 

教授	 

	 

	 

大学共同利用機関法人	 	 

情報・システム研究機

構	 

理事（非常勤）	 

千葉県柏市柏の葉

5-1-5	 総合研究

棟351	 ＣＢ09	 

	 

〒444-8585	 

愛知県岡崎市明大

寺町字西郷中38	 

	 

	 

〒226-8501	 

神奈川県横浜市緑

区長津田町

4259-B-21	 

	 

〒980-8578	 

宮城県仙台市青葉

区新巻字青葉6-3	 

	 

	 

	 

〒101-8430	 

東京都千代田区一

ツ橋2-1-2	 1308室	 

	 

	 

〒351-0198	 

埼玉県和光市広沢

2-1	 

	 

	 

〒812-8581	 

福岡市東区箱崎

6-10-1	 

	 

	 

	 

〒105-0001	 

東京都港区虎ノ門	 

4-3-13	 

神谷町セントラル

http://ka.cb.k.u-tokyo.ac.jp

/	 

Tel:	 04-7136-4110	 

	 

kyamaguc@nibb.ac.jp	 

http://www.nibb.ac.jp/̃analy

ins/CAI-home.html	 

Tel:	 0564-55-7670	 

	 

nokada@bio.titech.ac.jp	 

http://www.evolution.bio.tit

ech.ac.jp/index.html	 

Tel:	 045-924-5742	 

	 

kawata@m.tohoku.ac.jp	 

http://meme.biology.tohoku.a

c.jp/ECOLEVOL/ANIMECO/kawata

/Welcome.html	 

Tel:	 022-795-6688	 

	 

afujiyam@nii.ac.jp	 

http://www.nii.ac.jp/faculty

/fujiyama_asao/	 

Tel:	 03-4212-2558	 

	 

mochi@riken.jp	 

http://www.riken.jp/theobio/

index.html	 

Tel:	 048-467-8422	 

	 

tet.yahara@gmail.com	 

http://seibutsu.biology.kyus

hu-u.ac.jp/%7Eecology/lab/in

dex.html	 

Tel:	 092-642-2622	 

	 

go-mitiko@rois.ac.jp	 	 

Tel:	 03-6402-6200	 
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あがた	 きよかず	 

阿形	 清和	 

総括（連携）	 

Agata,	 Kiyokazu	 

	 

	 

とよだ	 あつし	 

豊田	 敦	 

Toyoda,	 Atsushi	 

総括（連携）	 

	 

	 

	 

	 

京都大学大学院理学研

究科	 

生物科学専攻生物物理

学教室	 

教授	 

	 

国立遺伝学研究所	 生

物遺伝資源情報総合セ

ンター	 

比較ゲノム解析研究室	 

特任准教授	 

	 

プレイス2階	 

	 

〒606-8502	 

京都府京都市左京

区北白川追分町	 

	 

	 

	 

〒411-8540	 

静岡県三島市谷田

1111	 

	 

	 

	 

	 

	 

agata@mdb.biophys.kyoto-u.ac

.jp	 

http://mdb.biophys.kyoto-u.a

c.jp/	 

Tel:	 075-753-4200	 

	 

atoyoda@lab.nig.ac.jp	 

http://www.nig.ac.jp/section

/fujiyama/fujiyama-j.html	 

Tel:	 055-981-6788	 
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