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表紙：	 
マウス、ニワトリ、アフリカツメガエル、ゼブラフィッシュ胚の点描スケッチ。
個体発生と系統発生をめぐる150年来の未解決問題に遺伝子発現プロファイルの
比較解析から挑み、発生中期、特に咽頭胚期が進化的に保存された胚段階であ
ることを突き止めた。	 
（理化学研究所Center	 for	 Developmental	 Biology　入江直樹）	 	 
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Comparative transcriptome analysis reveals 
vertebrate phylotypic period during organogenesis 

http://www.nature.com/ncomms/journal/v2/n3/full/ncomms1248.html 

 
Naoki Irie* & Shigeru Kuratani 

NATURE COMMUNICATIONS	 2:248 | DoI: 10.1038 / ncomms1248 

One of the central issues in evolutionary developmental biology is how we can formulate the relationships 
between evolutionary and developmental processes. Two major models have been proposed: the f̒unnel-like  ̓
model, in which the earliest embryo shows the most conserved morphological pattern, followed by diversifying 
later stages, and the ʻhourglass  ̓model, in which constraints are imposed to conserve organogenesis stages, 
which is called the phylotypic period. Here we perform a quantitative comparative transcriptome analysis of 
several model vertebrate embryos and show that the pharyngula stage is most conserved, whereas earlier 
and later stages are rather divergent. These results allow us to predict approximate developmental timetables 
between different species, and indicate that pharyngula embryos have the most conserved gene expression 
profiles, which may be the source of the basic body plan of vertebrates. 

 
 
	 

比較トランスクリプトームにより明らかになった	 

器官形成期に存在する脊椎動物ファイロタイプ	 
	 

入江直樹*、倉谷滋	 

NATURE COMMUNICATIONS 2:248 | DoI: 10.1038 / ncomms1248	 

進化発生学に残された最大の問題のひとつに、進化と個体発生をどのように定式化するかとい

う問題がある。これまでに２つの有力な仮説が提唱されており、（１）初期胚こそが最も保存

された形態パターンを示し、その後発生が進むにつれて種間での多様化が認められるとする‘漏

斗型モデル’、そして（２）器官形成期は拘束されており、ファイロタイプと呼ぶ進化的に保

存された胚段階が生じるという‘発生砂時計モデル’である。今回我々は、複数のモデル脊椎

動物胚を対象とし、定量的比較トランスクリプトームを行うことで咽頭胚期が最も保存されて

おり、一方で初期胚や後期胚はやや多様化していることを見いだした。我々の結果は、異種間

で発生タイムテーブルのおおまかな対応を推定することにも成功した。これら結果は、咽頭胚

期が最も保存された遺伝子発現プロファイルを持ち、それが脊椎動物基本ボディプランを生み

出している可能性を示唆するものである。	 
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比較トランスクリプトームにより明らかになった	 

器官形成期に存在する脊椎動物ファイロタイプ	 

2011	 年	 3	 月	 30	 日理化学研究所プレス発表	 	 

http://www.riken.go.jp/r-world/research/results/2011/110330/index.html	 
‐個体発生と系統発生 150 年来の問題にスパコン活用‐	 

 
 

【概要】	 

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の入江 直樹研究員、
倉谷滋グループディレクターらは、4種のモデル脊椎動物の発生過程における包括的な遺伝子発現プロファ
イルを同定・整備、さらにスーパーコンピュータを用いてそれら遺伝子発現データの詳細な種間比較を行う

ことで、咽頭胚期が最も進化的に保守的であることを明らかにした。 
	 二足歩行するヒト、空飛ぶトリ、淡水から陸上へ生活の場を移すカエル、そして魚類と、我々脊椎動物は

非常に多様な形態的特徴を持つ。こうした複雑な構造は、発生の進行に伴って体軸など基盤となる位置情報

から順に形成されていくことなどから、初期胚こそが進化的に最も保存された胚段階であるという「漏斗型

モデル」が提示・支持されてきた。一方で、どの脊椎動物も1つの頭部や中枢神経、分節化した骨格からな
る胴体など、共通の「基本ボディプラン※2」に従っており、このような共通構造と密接に関連する発生過程
が中期胚に保存されていることを示唆した「砂時計モデル」も提示されてきた。両者ともに決定的な証拠を

欠き、進化と発生の関係性における150年来の未解決問題として残されていた。 
	 研究グループは、４種の脊椎動物発生過程における包括的遺伝子発現プロファイルを同定・整備し、理

研スーパーコンピュータRICCによりそれら類似性を解析したところ、咽頭胚期＊と呼ばれる胚段階が進化的
に最も保存された遺伝子発現をもつことを発見した。これは、脊椎動物の形態的特徴が基本ボディプランに

従っているという概念とよく一致し、「砂時計モデル」を強く支持する結果だ。また、今回採用した情報生物

学的な大規模解析アプローチは、解剖学的観察が主であった分野に革新的な成果をもたらしただけでなく、

時系列に沿った遺伝子発現プロファイルの整備や、進化的に保存された発生関連遺伝子群を浮き彫りにする

など、動物進化だけでなく、器官・臓器形成の理解・基盤にも大いに役立つことが期待される。 
本研究成果は、英国のオンライン科学雑誌『Nature Communications』（3月22日号）に掲載された。 

 
 

【研究の内容】	 

脊椎動物は進化を通して水中、陸上、空中と広く適応放散し、多様な形態的特徴を獲得してきた。一

方で、脊椎動物はどれも頭部と分節化構造を持つ体幹部など、共通した「基本ボディプラン」を持って

いる。このように動物には進化を通して変化しやすい構造とそうでない構造が認められ、進化発生学で

は、進化を通した発生プロセスの変化からこうした現象を理解することがひとつの中心課題となってい

る。こうした進化と発生の関係性を定式化しようとする研究は、1860年代中頃のヘッケルの反復説にま
でさかのぼるにもかかわらず、現在でも大きく二つの定式化の対立が続いている状態であった。１つは

漏斗型モデルで、もう一つは発生砂時計モデルだ（図１）。漏斗型モデルでは、動物はみなひとつの受精

卵からはじまり、卵割、原腸陥入を行うという共通現象が、初期胚の進化的保守性の高さを示している

としてきた (図１左)。一方で発生砂時計モデル（図１右）は、原腸陥入の種間でのばらつきや器官形成
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期の形態的類似性の高さに着目し、提案された仮説である。 
 

 

 

図１：漏斗型モデル（左）と発生砂時計モデル（右）	 

	 図では、下から上へ発生が進み、水平方向の幅は進化的多様性をあらわす。	 漏斗型モデルでは、時間的な依存

性が初期胚を進化的に保守的にさせていると考えられていた。一方で、発生砂時計モデルでは、発生シグナルの複

雑性が器官形成期を保守的にするとしている。今回の研究では、砂時計型の多様性が確認されただけでなく、咽頭

胚期が進化的に最も保存されていることが明らかとなった。今後、こうした保存性をもたらした進化メカニズムな

どの解明も期待される。	 

	 これまで解剖学的特徴の比較により主に推し進められてきた分野だが、入江研究員らは今回、遺伝

因子としての実態により近いレベル、遺伝子発現情報からの解明を目指した。まず、ほ乳類(マウス)、鳥
類（ニワトリ）、両生類（アフリカツメガエル）を代表するモデル生物種の初期胚から後期胚までを十数

ステージにわたり採取し、その包括的遺伝子発現プロファイルをマイクロアレイ＊により同定、これに魚

類の一種であるゼブラフィッシュの公開データを加えて、解析基盤を構築した。次に、各生物種の遺伝

子オーソログを同定、さらにそれら相同な遺伝子群の発現プロファイルの類似性を解析することで、２

つの仮説の検証を行った。こうした全胚からの遺伝子発現量の類似性解析は、進化的に同等な細胞の構

成比率を比較するのと同等な手段だと考えられる。また、マイクロアレイは基本的に遺伝子特異的な発

現量の変化を調べるための解析ツールであり、今回のような異種間での直接的比較解析には、多角的か

つ統計的に堅牢な方法で行う必要がある。入江研究員らは、スーパーコンピュータの計算力を用いるこ

とで、今回の研究成果を得ることに成功した。 
 
	 入江研究員らは、脊椎動物進化のボトルネックとなった胚段階特定のため、任意の２種間での遺伝子

発現類似性をすべての発生段階の総当たり組合せにより比較解析しました。これは、脊椎動物の胚発生

時間が種によって２日程度から２０日と大きく異なるばかりか、形成される相同器官の時間的ズレもあ

るため進化的に同等な発生ステージを定義することができないためである。こうした２種間での総当た

り類似性解析を行ったところ、どの２種でも、中期胚(神経胚~後期咽頭胚)は初期胚と後期胚のペアより
も高い遺伝子発現類似性を持つことがわかった。この結果は、発生砂時計モデルが示唆するように、発
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生中期に進化的に保存された発生段階があることを示唆しており、胚発生は一般的にカスケード状にか

らだの位置や分化情報を構築していることを考えると、驚くべき結果である。 
	 さらに入江研究員らは、脊椎動物進化全体において保存されてきた発生段階の特定を目指し、４種の

脊椎動物胚の遺伝子発現プロファイルの平均類似性を解析した（図２）。類似性評価には４種類の主な方

法があるが、そのどれを用いても咽頭胚期＊の胚（図３）が最も高い遺伝子発現プロファイルを示すとい

う堅牢な結果であった。 

	 

図２：遺伝子発現プロファイルから評価した各発生段階の進化的距離	 

aでは、代表的な胚段階の全胚遺伝子発現プロファイルの類似性を図示した。ｂはその平均距離をボックスプロッ

トしたもの。咽頭胚期における、遺伝子発現類似性(ここではspearman	 相関係数)の高さがわかる。	 

	 

	 

 



 5 

図 3：最も遺伝子発現類似性の高かった胚段階	 

右上：マウス9.5日胚、右下：ニワトリステージHH16、左上：アフリカツメガエルステージ28および31、左下：

ゼブラフィッシュ受精後24時間胚	 

 
この咽頭胚期は、比較形態学的研究にて、脊椎動物ボディプランが現れるとされていた時期とよく合致

するもので、遺伝子レベルからこの考え方の裏付けをとった世界で初めての成果である。言い換えれば、

脊椎動物が基本ボディプランに従った体をもつのは、こうした発生段階が保守的であるからだと言える。

では、その保守的な分子実態とは何なのであろうか。興味深いことに、特定された４種それぞれの胚段

階すべてに共通して発現している遺伝子の同定を行ったところ、多くの発生関連遺伝子が含まれている

ことが明らかとなった。脊椎動物の器官形成に決定的に重要な遺伝子群である可能性が高いと考えられ

る。 
	 入江研究員らが同定・整備した、マウス、ニワトリ、アフリカツメガエルの発生時系列に沿った包

括的遺伝子発現プロファイルは ArrayExpress (http://www.ebi.ac.uk/arrayexpress/)ならびに Gene 
Expression Omnibus (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/)において公開されている。これら大規模データ
は、発生生物学でも大いに利用価値のあるデータであり、研究の成果として抽出された保守的な遺伝子

群のリストとともに、器官形成や臓器形成の理解を前進させる重要な基盤となることが期待できる。 
 
 
【今後の展開】 

今回の結果は、150 年以上続いた進化と発生の定式化の問題に遺伝子レベルからの答えを導いた画期
的な成果であるだけでなく、「ドミノ倒しのように遺伝子スイッチのON/OFFが切り替えられて進む発
生過程では、上流、あるいは初期胚のシグナルが進化的にも変更しにくい」というこれまでの考え方に

再考を迫るものだ。各生物種における多角的な検証・解析が待たれる。また、どういった器官原基の形

成プロセスが進化的に保守的であるかなどを今後は探っていきたい。 
 
 
 
＜補足説明＞ 
 
※ １	 咽頭胚期	 

咽頭弓という構造がみられる胚発生期のこと。	 

	 

※ ２	 理研スーパーコンピュータRICC	 

	 RICC	 (RIKEN	 Integrated	 Cluster	 of	 Clusters)	 超並列PCクラスタ、GPUアクセラレータを搭載した

多目的 PC クラスタ、分子動力学専用計算機 MDGRAPE-3 を接続したクラスタや共有メモリ型の大容量メ

モリ計算機などから構成されるスーパーコンピュータ。	 	 

 
※ ３	 マイクロアレイ	 

	 網羅的遺伝子発現解析を行うための分析器具。それぞれの遺伝子配列に特異的なプローブが高密度で基板上に並
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べられており、蛍光標識したサンプル由来mRNAを反応させることで、各遺伝子レベルの発現強度を網羅的に解析

することができる。	 

 

 

【研究分担および支援】	 	 	 

	 	 研究全般の策定、ニワトリ・マウス・ゼノパスの飼育ならびに胚採取、データ取得・解析、論文執筆

は入江直樹(理化学研究所)が行ったものであり、全データへのアクセス並びに正確性・統合性に関して

の責任を持つ。倉谷滋(理化学研究所)は重要なディスカッションならびに論文執筆を担当した。また、

マイクロアレイのハイブリダイゼーションなどは、理化学研究所のFunctional	 Genomicsユニットによ

る支援を受けた。本研究は科学研究費補助金「トランスクリプトーム解析によるファイロティピック段

階の実体解明」および、および文部	 科学省新学術領域研究「複合適応形質進化の遺伝子基盤解明」の支

援のもとで遂行された。	 

	 

	 

報道、社会への情報発信等	 

2011	 年	 3	 月	 30	 日	 	 

	 	 理化学研究所プレスリリース	 

http://www.riken.go.jp/r-world/research/results/2011/110330/index.html	 
 
 

公共データベースへの登録	 

ArrayExpress 
http://www.ebi.ac.uk/arrayexpress/experiments/E-MTAB-366 
http://www.ebi.ac.uk/arrayexpress/experiments/E-MTAB-368 
http://www.ebi.ac.uk/arrayexpress/experiments/E-MTAB-369 
 
Gene Expression Omnibus 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/query/acc.cgi?acc=GSE28388 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/query/acc.cgi?acc=GSE28389 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/query/acc.cgi?acc=GSE28390 
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