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Significance of color vision diversity in primates 
inferred from genetic and field studies 

Shoji Kawamura 

Department of Integrated Biosciences, Graduate School of 
Frontier Sciences, The University of Tokyo 

 Sensory ecology of wild capuchin monkeys (Cebus 
capucinus): Examining the links among fruit signals, 
nutrition, and primate foraging behavior 
○AMANDA D. MELIN1, MIKA SHIRASU2,3, YUKA MATSUSHITA4, 
VIVEK VENKATARAMAN5, JESSICA M. ROTHMAN6, 
KAZUSHIGE TOUHARA2,3 and SHOJI KAWAMURA4  

1Department of Anthropology, Washington University in St. Louis, 
2Department of Applied Biological Chemistry, University of 
Tokyo,3ERATO Touhara Chemosensory Project, JST, 4Department 
of Integrated Biosciences, University of Tokyo, 5Department of 
Biological Sciences, Dartmouth College, 6Department of 
Anthropology, Hunter College, City University of New York  

Primate color vision is unique, consisting of trichromacy, 
dichromacy and monochromacy. Trichromacy was generated from 
ancestral dichromacy via allelic differentiation (e.g. in most New 
World monkeys) or gene juxtaposition (e.g. in Old World primates) 
of the L/M opsin gene. The allelic differentiation results in extensive 
color vision variability in New World monkeys, where trichromats 
and dichromats are found in the same breeding population. We 
showed that the ateline New World monkeys renovated the L/M 
opsin polymorphism by amino acid mutations unique to their lineage 
so that the spectral separation between the longest-wave and 
middle-wave alleles was widened, improving chromatic contrast. 
Contrary to the extensive color vision polymorphism in New World 
monkeys, Old World primates are less variable. We showed that 
gibbons (lessor apes) retained uniform trichromacy by the action of 
natural selection to purge gene conversions between the L and M 
opsin genes. Overall, our molecular studies reveal the importance of 
trichromatic vision However, our field behavioral studies do not 
suggest a uniform advantage of trichromatic color vision. In foraging 
efficiency for fruits and figs, we have found no apparent superiority 
of trichromacy over dichromacy in feeding rate. Furthermore, 
trichromatic capuchin monkeys do not have higher fitness than 
dichromats based on long-term (26 years) survival and fertility data 
of a wild population. Together this suggests mixed advantages to 
dichromats and trichromats. Further interdisciplinary studies on not 
only opsin genes but also other sensory genes will provide a wealth 
of data for increasing our understanding of the evolution of primate 
senses and will generate important advances in the near future. 

Through their senses, animals interface with the environment to detect and 

evaluate food. Yet, our understanding of the sensory ecology of primates is 

largely limited to the visual system, making us rather blind to the role of the 

other senses. Although primates are typically viewed as 砺 isual・animals, they 

routinely sniff and squeeze fruit during assessment before consumption. We 

present data from a 12-month behavioral study of the foraging behavior of 

white-faced capuchins (Cebus capucinus), along with olfactory (volatile 

organic compounds 坊 OCs), haptic (force resistance), visual (spectral 

reflectance), and nutritional measurements of fruit ripeness of dietary species. 

We find: 1) differences in the number, diversity and total amount of VOCs in 

fruits at different stages of mechanical ripeness; 2) that haptic (mechanical) 

and olfactory (VOC) changes in fruits are significantly related to nutritional 

ripening (n=7, p=0.0042); and 3) that olfactory and mechanical cues are a 

better indicator of ripeness than visual (color and size) changes are for some 

fruit species. Specifically, color changes occur prior to fruit softening, 

asynchronously with odorant shifts, and before the fruit is nutritionally ripe. 

These results suggest, for at least some plant species, that color may be used 

as a long-distance signal to attract frugivores to trees with fruits in stages of 

advanced ripening, but that foragers must rely on other senses for close-range 

assessment (touching and sniffing) of individual fruits. This study contributes 

to our knowledge about the foraging cues available to primates and other 

frugivores, and how multiple sensory modalities can inform food assessment 

and selection. 

We thank NSERC, Sigma Xi, The Leakey Foundation, The Wenner-Gren 

Foundation, the Animal Behavior Society, the Japanese Society for the 

Promotion of Science, ERATO Touhara Chemosensory Project, JST, and 

Alberta Innovates for funding.  
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Evolution of olfactory receptor genes in primates and 
other mammals 

○Yoshihito Niimura 

Graduate School of Agricultural and Life Sciences, The 
University of Tokyo / ERATO Touhara Chemosensory 
Signal Project, JST 

 Dietary adaptation and bitter taste receptor gene 
evolution in primates 

○Takashi Hayakawa1,2 

1Primate Research Institute, Kyoto University 、 2Japan 
Monkey Centre 

Olfaction is essential for the survival of mammals. Diverse odor 
molecules in the environment are detected by olfactory receptors 
(ORs) expressed in the olfactory epithelium of the nasal cavity. OR 
genes constitute the largest multigene family in mammals, and the 
numbers of OR genes vary greatly among species, reflecting the 
respective species ’  lifestyles. For example, higher primates 
generally have a reduced OR gene repertoires compared with other 
mammals, reflecting their heavy reliance on vision rather than 
olfaction. Primates have adapted to various environments, and 
consequently, structures of their noses, color vision systems, and 
nocturnal/diurnal habits are diversified. We have previously 
reported that the reduction of OR gene repertories in primates is not 
directly linked with the acquisition of trichromatic vision. By 
comparing OR gene repertories from various primate species, we can 
infer what factors mainly caused the reduction of OR genes in 
primate evolution. The OR gene family is also characterized by 
frequent gene gains and losses during evolution. Recently we have 
analyzed the diversity in the evolutionary dynamics of individual OR 
genes using >10,000 OR genes identified from 13 placental mammals. 
We found that African elephants had a surprisingly large repertoire 
(~2000) of functional OR genes encoded in enlarged gene clusters. 
Identification of orthologous gene groups (OGGs) by a newly 
developed phylogeny-based computational method revealed that 
some OGGs were highly expanded in a lineage-specific manner, 
while OGGs showing one-to-one orthology among the 13 species 
without any gene gains/losses are very rare. These studies provide a 
basis for inferring OR functions from evolutionary trajectory. 

 Vertebrate bitter taste receptors are encoded by TAS2R genes. 
TAS2R genes in vertebrate genomes drastically vary in number 
among species of vertebrates. For example, humans have 26 TAS2R 
genes and mice have 40 TAS2R genes. Since each bitter taste 
receptor has the different bitter ligand spectrum, a large number of 
TAS2R genes allow an individual to recognize many more bitter 
compounds. Using whole-genome sequences of ~20 species of 
primates, I showed that duplications of TAS2R genes are particularly 
evident in the ancestral branches of anthropoids, which may have 
promoted the adaptive evolution of anthropoid characteristics such 
as the development of herbivorous characteristics. Population 
genetics analysis of hominoids (humans, chimpanzees and 
orangutans) revealed that these anthropoid-specific duplicated 
TAS2R genes have different forms of natural selection from other 
TAS2R genes. For example, diversification of TAS2R genes in the 
western subspecies of chimpanzees may have resulted from 
balancing selection, whereas purifying selection dominates as the 
evolutionary form of diversification of the anthropoid-specific 
TAS2R genes in the eastern subspecies of chimpanzees and the 
other TAS2R genes were under no obvious selection as a whole. 
These results suggested that lineage-specific TAS2R repertoire 
expansions facilitate the recognition of novel toxins in plants during 
the adaptive radiation of primates. 
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Evolution of the umami taste perception in primates

Yasuka Toda 

1Kikkoman Corporation, 2Dept. Appl. Biol. Chem., The 

Univ. Tokyo 

 Functional analysis of bitter and sweet receptors of 
primates by cellular and behavioral experiments. 

Hiroo Imai 

Department of Cellular and Molecular Biology, Primate 

Research Institute, Kyoto University 

Among the five basic tastes, umami is sensed by a heteromeric 

complex of class C GPCRs termed T1R1 and T1R3. T1R1/T1R3 has 

been considered to be a sensor of protein sources, because the 

known natural ligands of this receptor are only L-amino acids. 

T1R1/T1R3 exhibits species-dependent differences in amino acid 

selectivity. Human T1R1/T1R3 specifically responds to L-Glu, 

whereas rodent T1R1/T1R3 responds more strongly to other 

L-amino acids than to L-Glu. We previously revealed the critical 

mutations that confer the human-type L-Glu specific responses by 

analyzing the human and mouse chimeric receptors. Among key 

residues we identified, the electrostatic properties of two residues, 

which interact with the distal carboxylate side chain of L-Glu, 

critically affected L-Glu binding. By analyzing the sequences and 

functional properties of T1R1/T1R3 from three nonhuman primate 

species, we revealed that macaque and baboon T1R1/T1R3, in which 

two residues that are critical to L-Glu binding are identical or 

similar to those in the human receptor, showed high L-Glu activity. 

On the other hand, squirrel monkey T1R1/T1R3, in which one of 

two key residues is identical to that in mouse receptor, showed low 

L-Glu activity. Further analyses of nonhuman primate receptors 

should reveal when and why the differentiated L-Glu activity was 

obtained in primates. 

 Most animals avoid bitter compounds and prefer sweet compounds. 

However, some primates ingest food items which are bitter to 

humans and/or not sweet to humans, suggesting a species-specific 

sense of taste. To reveal the mechanism of specific taste 

phenotypes, we conducted functional analysis of taste receptors in 

cultured cells and behavioral analysis by a two-bottle test. We found 

species-specific sensitivities of bitter taste receptors, some of which 

are supported by the behavioral test. For example, Japanese 

macaques are less sensitive to salicin, a bitter compound in the bark 

of willow tree, than are humans, due to the change in some amino 

acid residues that are situated in the putative ligand binding and 

intracellular regions. On the other hand, the behavioral experiment 

suggested increased sensitivity of Japanese macaques relative to 

humans for sweet compounds. These differences in receptor 

sensitivities highlight the relevant tastes of compounds in the habitat 

of primates and contribute to their survival and adaptation. 

S2-1    S2-2  

ゲノムワイド関連解析から探る量的形質の進化：シロ
イヌナズナを例に 

○土松隆志1,2,3、角井宏行2、山﨑美紗子2、Cindy Marona4、

Dazhe Meng3 、 金 岡 雅 浩 5 、 Thomas Stadler6 、 Michael 

Lenhard4、Magnus Nordborg3、清水健太郎2 

1東大，2チューリッヒ大，3グレゴール・メンデル研究所，4ポツ

ダム大，5名古屋大，6ETH チューリッヒ校 

 発生関連遺伝子の DNA 低メチル化領域によるエピジ
ェネティックな転写制御機構 

○中村遼平1、塚原達也1、宇野絢子1、森下真一1、武田洋幸1

1東大・院理 

体サイズ，色彩，開花時期など，生物の示す形質多型の多

くは量的である．自然集団における量的多型の遺伝的基盤

を解明することは進化生物学の重要課題のひとつだが，原

因遺伝子の特定に至った例は依然として限られている．近

年，ゲノムワイドな多型情報が容易に得られるようになったこ

とで，以前はヒトの疾患研究で利用されるのみだったゲノム

ワイド関連解析（GWAS）が，様々な生物に適用され始めて

いる．GWAS は表現型と遺伝子型の相関関係をゲノムワイド

に探索することで原因遺伝子を特定するマッピング法であ

る．本講演では GWAS の原理，長所や短所に触れた上で，

モデル植物シロイヌナズナにおいて花形質の GWAS を行

い，自然多型の遺伝子同定に至った研究例を紹介する．多

型情報を用いた自然選択の検出と GWAS を組み合わせて

花形質の進化史を解き明かす試みにも触れ，量的形質の進

化の解明にゲノム多型情報の利用がもたらす可能性につい

て議論したい． 

 DNA のメチル化は生物のゲノムにおける基本的な修飾のひ

とつであり、一般的には転写に対して抑制的に働くと考えら

れてきた。しかし、DNA メチル化が転写を促進する例も報告

されており、種間でもメチル化パターンは大きく異なることか

ら、その機能の体系的な理解には未だ至っていない。我々

は、メダカの未分化細胞（胞胚期）および成魚の組織におい

て DNA メチル化およびヒストン修飾をゲノムワイドに解析し

た。その結果、DNA 低メチル化領域のサイズと転写抑制の

強さが相関することが明らかになった。特に、発生に重要な

転写因子をコードする遺伝子は未分化細胞の時点で巨大

な DNA 低メチル化領域によって標識され発現が強力に抑

制されており、分化後に低メチル化領域のサイズが縮小する

ことで発現が長期的に維持されることが示唆された。さらに、

メダカとヒトの未分化細胞の比較によって低メチル化領域の

サイズが種間で保存されていることが明らかになった。以上

の結果はクロマチン修飾領域のサイズが転写制御に寄与す

ることを示唆している。本講演では、昆虫など脊椎動物以外

の生物におけるエピゲノムについても紹介し、転写制御機

構の進化について考察を加える。 
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PITCh(ピッチ)法：ゲノム編集を利用した簡便かつ効
率的な新規ノックイン技術 

坪田拓也 

生物研・組換えカイコ 

 カイコ幼虫での黒色形成遺伝子 yellow にみられるシ
ス調節制御のモジュール性 

○鈴木誉保1、小林功1、内野恵郎1、瀬筒秀樹1 

1農生研・組換えカイコ 

TALEN や CRISPR といったゲノム編集技術は、遺伝子を自

在に編集し改変できる画期的なツールであり、近年大きな注

目を浴びている。ゲノム編集技術を用いることにより、様々な

生物で標的遺伝子の破壊を効率よく行うことが可能になって

きている。その一方で、外来遺伝子をゲノムの狙った位置に

導入する「ノックイン」については、多くの生物においていま

だ困難である。演者らは、マイクロホモロジー媒介末端結合

を 利 用 し た 新 規 ノ ッ ク イ ン 技 術 で あ る PITCh (Precise 

Integration into Target Chromosome)法を開発した。従来チ

ョウ目昆虫カイコではノックインを起こすことはきわめて困難

であったが、TALEN をベースとした PITCh 法を利用すること

で、皮膚の尿酸顆粒蓄積等に関わる BLOS2遺伝子座にド

ナーベクターを正確かつ高効率で導入することに成功した。

また、カエルやヒト培養細胞でも PITCh 法を用いることで効

率よくノックインを起こすことに成功し、本手法は様々な生物

においてノックインを行うための基盤ツールとして利用可能

であることが示唆された。本講演では様々な生物におけるゲ

ノム編集研究の現状を合わせて紹介し、本技術の進化研究

への応用の可能性について議論したい。 

 蛾や蝶はさまざまな体色や模様を呈している。この多様な色

彩はどのような発生メカニズムによりもたされているのだろう

か？ 近、ハエ（双翅目）を利用した研究において、体の黒

色形成にかかわる yellow 遺伝子のシス調節制御がモジュー

ル性をもつことにより、種ごとに異なる体色をもつことが可能

になっていることがわかってきた。しかし、yellow 遺伝子のシ

ス調節制御のモジュール性はハエでしか見つかっておら

ず、他の昆虫にも共通する設計方式なのか、特に多様な模

様をみせる鱗翅目昆虫でも利用されているのか明らかでは

ない。本研究では、カイコを用いて yellow 遺伝子のシス調節

制御にモジュール性がみられるかどうかを検証した。yellow

遺伝子の5’領域およびイントロン領域の併せて22kb を探索

したところ、遺伝子発現をしめす３つの領域の単離に成功し

た。それぞれの領域は、幼虫期における刺毛部位、胸脚部

位、トラキア部位の異なる組織で遺伝子発現誘導をしてい

た。このことから、カイコ幼虫の様々な部位での黒色形成に

はシス調節制御のモジュール性が関与していることが示唆さ

れた。 後に、蛾や蝶の多様な模様はパターンと色をどのよ

うに制御することで生み出されているのかについても議論し

たい。 

S2-5    S3-1  

模様の進化を引き起こした遺伝的変化 

○越川滋行1 

1京大・白眉セ／院理 

 Introduction to genome duplication and the 
allopolyploid Arabidopsis kamchatica and Cardamine 
spp. as model polyploid species to study ecological 
speciation 

○Kentaro Shimizu1, Tim Paape1, Masaomi Hatakeyama1,2, Reiko 

Akiyama1, Rie Shimizu-Inatsugi1, Satoru Akama3, Jun Sese3, Tanaka 

Kenta4, Yoshihiko Onda5 

1Inst. Evol. Biol. Env. Studies, Univ. Zurich; 2Functional Genomics 

Center Zurich; 3AIST; 4Univ. Tsukuba; 5RIKEN 

私 は 、 翅 に 水 玉 模 様 を も つ ミ ズ タ マ シ ョ ウ ジ ョ ウ バ エ

Drosophila guttifera を用いて、模様形成のメカニズムと、模

様の進化を可能にした遺伝的変化について研究してきた。

メラニン合成に関係する yellow 遺伝子の cis 制御領域の解

析から、水玉状の発現を駆動するエンハンサーを同定した。

このエンハンサーに情報入力している因子を探索し、

wingless 遺伝子が模様形成を誘導している上流の因子であ

ると結論した。 

では wingless 遺伝子はどのようにして新しい発現パターンを

獲得したのだろうか？cis 制御因子の変化が原因であるとの

仮説をたて、キイロショウジョウバエとミズタマショウジョウバエ

の wingless 近傍の領域にあるエンハンサーをトランスジェニ

ックレポーターアッセイにより探索した。ミズタマショウジョウバ

エに特有のエンハンサーが3つ見つかり、これらが wingless

の発現パターンの進化に寄与していることが明らかになっ

た。 

Koshikawa et al. (2015) PNAS 112: 7524-7529 

 Genome duplication, or polyploidization, occurs in animals and fungi, 

and plants including many crop species. In addition to the critical 

role of ancient genome duplication in diversification, genome 

duplication is responsible for up to 15% of the speciation events of 

flowering plants. Several examples of contemporary polyploid 

speciation during the past 150 years are described. For example, in 

Switzerland, a new polyploid Cardamine insueta exploited the 

man-made meadow habitat with fluctuating water availability. We 

have developed a novel bioinformatic workflow for polyploid 

transcriptome named HomeoRoq (Homeolog Ratio and 

quantification) by using next-generation sequencers. We focus on 

Arabidopsis kamchatica as an allopolyploid model, which is the 

allotetraploid derived from A. lyrata and A. halleri, and has a much 

broader distribution and climatic niche compared to the parental 

species. We have reported that cold treatment changed the ratio of 

many homeologous pairs, implying abundant cis-regulatory 

differences. A. halleri is known as a hyperaccumulator of zinc and 

other metal ions and survives in contaminated soils. We found that 

A. kamchatica also accumulated high amount of zinc in the leaves. 

Many genes known to function in hyperaccumulation showed high 

expression of halleri-derived homeologs. These data suggest that 

environmental responses specific for parental species would be 

safeguarded in the allopolyploid owing to cis-differences, and confer 

broader environmental responses of allopolyploids. 



- 91 - 

S3-2    S3-3  

Ohnologs in the human genome are dosage balanced 
and frequently associated with disease 

○Takashi Makino1、Aoife McLysaght2 

1Tohoku University、2Trinity College 

 Significance of polyploidization in the evolution of 
angiosperms 

Jeffrey Fawcett 

SOKENDAI 

About 30% of protein-coding genes in the human genome are 

related through two whole genome duplication (WGD) 

events. Although WGD is often credited with great 

evolutionary importance, the processes governing the 

retention of these genes and their biological significance 

remain unclear. One increasingly popular hypothesis is that 

dosage balance constraints are a major determinant of 

duplicate gene retention. We test the dosage balance 

hypothesis and show that WGD-duplicated genes (ohnologs) 

have rarely experienced subsequent duplication and are also 

refractory to copy number variation (CNV) in human 

populations and are thus likely to be sensitive to relative 

quantities. This supports the hypothesis of biased retention 

of dosage-balanced genes after WGD. We also show that 

ohnologs have a strong association with human disease. In 

particular, Down Syndrome caused by trisomy 21 is widely 

assumed to be caused by dosage effects, and 75% of 

previously reported candidate genes for this syndrome are 

ohnologs which experienced no other copy number changes. 

These observations clearly show a persistent resistance to 

dose changes in genes duplicated by WGD. Dosage balance 

constraints simultaneously explain gene essentiality and 

duplicate gene retention after WGD. 

 

 Although polyploids were once considered "evolutionary 

dead-ends", it is now clear that they have played a crucial 

role in the evolution of plants. Most, if not all angiosperms 

are derived from a polyploid ancestor, and many lineages 

have subsequently experienced additional rounds of 

polyploidization. However, despite the huge contribution of 

polyploids to plant evolution, it is still highly questionable 

whether polyploids, in general, have higher adaptability or 

higher fitness compared to diploids. Indeed, it has been 

suggested that polyploids are "rarely successful" in 

evolution. This brings up the following question: why then 

were certain polyploids successful? What enabled the 

long-term evolutionary success of certain polyploids? In this 

talk, I will first give an overview of the history of polyploid 

research in plants. I will then introduce our previous findings 

and discuss how periods of unstable environmental and 

ecological conditions, such as around the 

Cretaceous-Paleogene extinction event, might have been 

instrumental in enabling the success of polyploids in the 

evolution of angiosperms. 

S3-4    S3-5  

Ancient whole-genome duplication in a tropical tree 
family, Dipterocarpaceae 

○小林正樹1、Kevin Kit Sion Ng2、Jeffrey A. Fawcett3、Soon 

Leong Lee2、瀬々潤1、清水健太郎4 

1産総研・創薬基盤、2FRIM・遺伝、3総研大・先導科学、4チュ

ーリヒ大・理 

 Genome duplications and evolution of gene 
expression - What can artificial genome duplicated 
vertebrate embryos tell us about WGDs? -  

○Haruki Ochi、Hajime Ogino 

Faculty of Medicine, Yamagata University  

Dipterocarpaceae, which consists of more than 500 species, 

is a dominant tree family in the Southeast Asian tropical 

rainforest. To understand the diversification of this family, 

we sequenced the genome of one of the ecologically and 

economically important species, Shorea leprosula. The 

genome assembly showed that the draft genome contained 

>40,000 protein-coding genes. Many of these protein-coding 

genes had similar paralogous genes, and the Ks distribution 

for the paralogous gene pairs suggested a whole-genome 

duplication event. Transcriptome data from seven different 

genera of the same family independently showed the pattern 

of whole-genome duplication, suggesting that the 

whole-genome duplication occurred in the ancestor of these 

dipterocarps. The GO enrichment test showed that a large 

number of drought response genes retained their paralogous 

pairs after the duplication event. The large number of 

drought response genes observed might contribute to the 

adaptation of dipterocarps in different water availability 

conditions from aseasonal to seasonal tropics. Our findings 

suggest that drought has been an important environmental 

factor for the dipterocarps in the Southeast Asian tropical 

rainforests where the amount of rainfall is relatively high. 

 It is widely accepted that two rounds of whole-genome 

duplications (WGDs) occurred in the stem lineage of extant 

modern vertebrates, followed by a third round in the teleoset 

lineage. These WGD events have provided many duplicated 

gene pairs from the set of ancestral genes and also many 

duplicated cis-regulatory elements (CREs). Many studies 

have suggested that evolution of genes and CREs after these 

WGD events has contributed to morphological innovations in 

vertebrates. Although the significance of WGDs for 

vertebrate evolution has extensively been recognized, we 

still do not know what happened immediately after the WGD. 

Late cold shock gynogenesis in Xenopus tropicalis, a diploid 

frog, prevents the first mitotic cell division and creates an 

artificial tetraploid embryo. To investigate what happened 

after the WGD, we used an artificially genome duplicated 

vertebrate embryo of X. tropicalis. This provided us with the 

unique opportunity to understand the initial state of 

vertebrate evolution. We would like to discuss about 

features of the genome duplicated vertebrate embryos and 

the evolution of gene expression following WGDs.  
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S3-6    S3-7  

同質倍数体のメタボローム解析：ゲノム倍加は代謝
経路に直接影響するのか 

○塚谷 裕一1,2、澤田有司3、川出健介2,4、及川彰3,5、平井優

美3 

1東大･院･理、2岡崎統合バイオ、3理研・環境資源科学研究

セ、4基生研、5山形大・農 

 Mechanism of Hybridization Barrier in Plant 
Endosperm 

Tetsu Kinoshita 

KIBR, Yokohama City Univ. 

In plants, autopolyploidy is often seen in natural populations. 
Some autopolyploid strains are known to exhibit enhanced 
tolerance against environmental or biotic stresses; this 
feature has been speculatively attributed to increased 
amounts of secondary metabolites. Indeed some 
autopolyploid cultivars have been cherished by their high 
contents of metabolites. 
   But there are only few studies that have directly compared 
the metabolite levels between diploids and autopolyploids. 
Even in such rare studies, comparisons were often carried 
out for individuals selected from natural populations; thus it 
is unclear whether the detected differences are reflecting the 
direct effects of autopolyploidy or a mere result of additional 
secondary selections under diverse habitats.    
   Here we compared the metabolic profiles and amounts 
between diploids and newly generated autotetraploids of a 
model species, Arabidopsis thaliana to exclude the effects of 
any secondary selection. As a result, although we could 
detect some metabolic differences between diploids and 
autotetraploids, such differences were significantly 
influenced by genetic background and growth conditions. 
Thus the formerly reported metabolic differences between 
diploids and autopolyploids were very likely acquired by 
secondary selections after establishment of polyploidy.  

    Species hybridization is a potential source for phenotypic 
variation and speciation in plants. However, many 
angiosperm genera have an effective post-zygotic barrier in 
the endosperm that results in seed abortion. Based on 
classical genetic analyses and recent studies, it is 
hypothesized that post-hybridization barrier involves 
epigenetic mechanisms in the endosperm. To elucidate the 
molecular basis of this mechanism, we have investigated and 
compared two types of crosses, i.e. interspecies and 
interploidy, in Oryza species. We found that those 
hybridizations induced similar phenotypic abnormalities and 
altered patterns of the imprinted gene expressions in the 
endosperm (Plant J. 2011, 2013). Although many characters 
are similar in each type of cross, an index of rate of nuclear 
divisions in the syncytial stage of endosperm is different; the 
nuclear division rates are varied in the interploidy crosses, 
while change in nuclear division rates are not observed in any 
interspecific crosses. In addition to this finding, we overcome 
species hybridization barrier between O. sativa and O. 
longistaminata by manipulation of ploidy level. 

S3-8    S3-9  

Phenotypic plasticity in relation to water environment 
in allotetraploid Cardamine flexuosa 

○ Masahiro Kanaoka1, Yuri Aoki1, Reiko Akiyama2, RIe 

Shimizu-Inatsugi2, Kentaro Shimizu2 

1 Graduate School of Science, Nagoya University, 2 Institute 

of Evolutionary Biology and Environmental Studies, 

University of Zurich 

 Silencing and ratio changes of homeologs of the 
allopolyploid Arabidopsis kamchatica studied by new 
bioinformatic workflows HomeoRoq and SIGN 

赤間 悟1,2、清水(稲継) 理恵3、清水健太郎3、○瀬々潤1 

1産総研・BRD、2東工大・ELSI、3チューリッヒ大・理 

Allotetraploid species possess two sets of genomes from 

different parental species. It is thought that high plasticity of 

gene expression in allotetraploid species allows them to show 

unique and variable phenotypes, however, the relationship 

between phenotypic plasticity and gene expression pattern is not 

well understood. In Brassicaceae family, Cardamine flexuosa is a 
known allotetraploid whose parental species are C. amara and C. 
hirsuta. In natural environments, C. amara inhabits in a wet 

environment, whereas C. hirsuta in a dry environment. C. 
flexuosa inhabits in wide range of environments encompassing 

wet and dry habitsts. To understand the relationship between 

adaptation to the environment and gene expression pattern in C. 
amara, C. flexuosa and C. hirsuta, we investigated phenotypic 

plasticity of these species grown in different water-related 

environments, both in field sites and laboratory conditions. We 

found that stomatal development differed between parental 

species, and C. floexuosa showed both developmental 

phenotypes. The plasticity of transpiration rates in C. flexuosa 
was the biggest among the three species. These data suggest 

that C. flexuosa dynamically regulates stomatal behavior. In 

addition, we are analyzing genes expression profiles of three 

species in different environments.  

 Genome duplication with hybridization, or allopolyploidization, 
occurs commonly in wild and crop plants, and is considered to be 
a strong force for generating new species. However, 
genome-wide quantification of homeolog expression ratios was 
technically difficult because of the high homology between 
homeologous gene pairs. We have focused on the allotetraploid 
Arabidopsis kamchatica derived from A. halleri and A. lyrata, 
which has one of the widest climatic niches in the genus 
Arabidopsis encompassing lowland hot sandy shores to alpine 
regions. We first assembled the two diploid parental genomes of 
A. halleri and A. lyrata, then generated a synthetic 
allotetraploid, mimicking the natural allopolyploid A. 
kamchatica. To quantify the homeolog expression ratio using 
RNA-seq obtained from polyploids, we have developed a new 
bioinformatic workflow named HomeoRoq. Our new statistical 
test identified 226 homeologs (1.11% of 20 369 expressed 
homeologs) with significant ratio changes after cold treatment 
including RD29B and COR15A. Next, we have developed a 
method to detect silenced genes based on the distribution of 
ratio, which does not require arbitrary threshold values. 
Although polyploidization has been thought to induce silencing, 
we found that about a quarte of silenced genes in parental diploid 
were de-silenced in synthetic polyploid A. kamchatica. These 
methods detected a large number of silenced genes also in 
polyploid crop species. 
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S4-1    S4-2  

エボラ出血熱の数理モデル研究 

西浦博、○斎藤正也 

東大・医 

 インフルエンザウイルスの抗原変異の進化を数理的
にとらえる 

○佐々木顕、三浦千明、八島健太 

総研大・先導研 

エボラウイルス病(またはエボラ出血熱)は，エボラウイルスに

感染することで惹き起こされる致命度の高い感染症である．

1976年にコンゴ民主共和国のエボラ川付近で発見されて以

降，2013年までは，散発的な集団発生が中央アフリカ地域

で起ってきた．2014年に爆発的に拡大した西アフリカのギニ

ア，シエラレオネ，リベリアを中心とする流行は，過去の中央

アフリカの集団発生に比してはるかに大規模であった．本講

演では，数理モデルを用いてエボラウイルスの感染動態が

時刻と共にどう変化したかを捉えるとともに，感染者の隔離

の効果を評価したリアルタイム研究に関しても紹介する．感

染動向を捉える指標として，実効再生産定数 R_t を推定す

る．これは，特定の時刻において，ひとりの一次感染者が生

み出した二次感染者数の平均値であり，実効再生産定数を

通して感染者数時系列を観察することにより，ウイルスの感

染性や必要とされる介入の内容と量を推定することができ

る．隔離の効果の評価については，隔離の実施によって臨

床症状が顕著になるまでの間しか感染させることができなく

なるため，二次感染者の発生間隔が短くなる現象に注目す

る． 

 伝染病に対する政策決定において も基本的で重要な課

題は病原体の基本再生産数 R0を推定する事である。インフ

ルエンザウイルスのように抗原を急速に変えて持続的流行

を行う病原体において推定される R0は、たまたまエスケープ

に成功した抗原をもつウイルス変異体が、宿主集団に広が

り、宿主集団免疫が上昇するまでの間の一時的な増加率で

あるが、抗原を連続的に変異させて宿主免疫から逃げ続け

るウイルスのサブタイプの進化的な長期的な動向は、この R0

では決まらない。ここでは、抗原の多様性を包括するウイル

スのサブタイプ（インフルエンザ A 香港型(A/H3N2)など）を

単位とした「サブタイプ基本再生産数」（メタ R0）を理論的に

再定義し、その疫学パラメータ・遺伝学的パラメータへの依

存性を明らかにする。これをもとに、抗原連続変異で急速に

進化するウイルスに対する長期的な対抗戦略（ワクチン政

策、突然変異率介入等）と、公衆衛生政策への応用につい

て議論する。 

S4-3    S4-4  

宿主因子 APOBEC3 の多様化に伴うレトロウイルス
の適応進化 

○泉 泰輔1,2, 佐藤 佳1,2, 小柳 義夫1 

1 京大 ウイルス研、2 CREST 

 CRISPR による細菌の進化と生存戦略 

中川一路 

京大・院医 

シチジン脱アミノ化酵素である APOBEC3 はレトロウイル複

製過程の一つである逆転写過程において、ウイルス DNA 

に変異を導入する事でウイルスの感染性を強力に抑制する

事が知られている。マウスでは APOBEC3 はそのゲノム中

に単一遺伝子として見つかるが、ヒトを含む霊長類では同一

染色体上に 7つの重複遺伝子として見つかる。すなわち、

APOBEC3 は哺乳類の進化の過程ででダイナミックに多様

化してきたと考えられる。一方、レトロウイルスは APOBEC3 

の抗ウイルス活性から逃避する機能の獲得により、その感染

性を維持している。レトロウイルス科の中で、馬伝染性貧血

ウイルス (EIAV) を除くレンチウイルス亜科では多様化した

APOBEC3 蛋白質に特異的に対抗するために、APOBEC3 

をプロテアソーム依存的に分解誘導する蛋白質として Vif 

が見いだされた。一方、レンチウイルスの祖先と考えられて

いるウサギ内在性レンチウイルス (RELIK) は Vif 様蛋白

質を保持していないことから、ヒト免疫不全ウイルス (HIV) 

を含めレンチウイルスの進化の過程で APOBEC3 の多様

性も相まって、Vif を獲得してきたと考えられる。本演題で

は、 APOBEC3 分子群の哺乳類での多様化とそれに伴う

レトロウイルスの適応進化について現在までに明らかになっ

ている事を紹介したい。 

 細菌の進化は、ごくわずかな変異の蓄積により数百万年とい

う時間をかけて少しずつ進行している．このような細菌の変

化は、種々の変異の集積と新規の病原性遺伝子が外来性

遺伝子として取り込まれることによって起きる．近年、バクテリ

オ フ ァ ー ジ に 対 す る 宿 主 側 の 対 抗 シ ス テ ム と し て

CRISPR/Cas システムの解析が進んでいるが，このシステム

は、極めて強力な排除システムであり、単に侵入した外来性

遺伝子を分解するだけでなく侵入した遺伝子断片を染色体

内に取りこみ，次にその配列をもった核酸が侵入した場合に

は分解することにより排除するという、いわば細菌の免疫機

構 と し て 機 能 す る こ と が 明 ら か と な っ た ． こ れ ま で

CRISPR/Cas システムは、外来性遺伝子の排除機構として

注目されてきたが、NGS による多株のゲノム比較が可能とな

ってきたことから，様々な菌がどのような進化戦略を辿ってき

たのかを解析することができる．本発表では，CRISPR/Cas

システムが，単なる排除機能ではなく、菌に入り込む外来性

遺伝子の分別やゲノムの再構成そのものの制御を行い細菌

の進化そのものにも関与していることについての知見を紹介

する． 
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S4-5    S4-6  

「エピジェネティックスに基づく進化」の細菌での検証

○小林一三 

東大・新領域 

 ヒトマイクロバイオームの生態と進化 

服部正平1、○西島傑2 

1早稲田大・理工、2東大・新領域 

 適応進化の仕組みについての現在主流の考え方は、「多

様なゲノム配列からの選択」というものである。それは，「多様

な生き物の系列からの自然選択」というダーウィン進化論，

「遺伝子という粒子」を仮定するメンデル遺伝学を経て，分子

生物学によって核酸の塩基配列（A, T, G, C）という分子の

言葉で表現され，広く受け入れられるようになった。しかし，

その普遍性の証拠は無かった。 

 

 これと対照的なのは，進化の単位を，ゲノム配列でなくエピ

ゲノム状態とする考えである。（ゲノムの複製に伴って伝達さ

れる塩基配列（ATGC）以外の情報をエピゲノム情報，その

伝達と形質への影響の過程をエピジェネティクスと定義しよ

う。） 

 

 ほとんど同じゲノム配列に，多数のエピゲノム状態が対応

していれば，それらからの選択によって適応進化が進むだろ

う。そして内外の環境変化がエピゲノムを作り替えるきっかけ

となるなら、「環境に応じて生物が自分を作り替える」というラ

マルク進化論が思い出される。このような「エピジェネティック

ス駆動進化モデル」の、細菌を対象としての、検証の試みを

紹介する。 

 

 人体には数百兆個の細菌が生息しており、その大多数は腸

内において複雑な細菌集団を形成している腸内細菌叢であ

る。腸内細菌叢の集合ゲノムである腸内マイクロバイオーム

はヒトゲノムの約1000倍数の遺伝子をコードしており、病気を

含む様々なヒト生理に密接に関係している。このヒト腸内マイ

クロバイオームの解析は近年における次世代シークエンス

（NGS）技術の著しい進歩によりかなり現実的となった。 

近、私たちは106人の日本人の腸内細菌叢から NGS を用

いてメタゲノムシークエンスデータを収集し、そこに約500万

の遺伝子を同定した。この日本人データを中国やアメリカ等

の数カ国の合計1000人以上のメタゲノムデータと比較解析

を行った。その結果、これらの国間で、腸内マイクロバイオー

ムの全体構造が大きく多様化していることが分かった。本シ

ンポジウムでは、メタゲノム情報に基づいた腸内マイクロバイ

オームの生態と進化、ならびにその多様性に大きく寄与する

因子についての解析結果を紹介する。 

S5-1    S5-2  

100年のコレク ションが語るデスモスチルス（アフリカ
獣類）の歯の形の意味 

甲能直樹 

国立科学博物館・地学研究部、筑波大院・生命環境科学 

 進化史学における博物館の役割：標本に基づく研究
の新しい展開 

○佐々木猛智 

東京大学総合研究博物館 

日本の中部中新統（およそ2300～1200万年前）の海成層か

らは，この時期の北太平洋沿岸域だけに生息した絶滅海生

哺乳類のデスモスチルスがしばしば発見される．デスモスチ

ルスとはギリシャ語で「束ねた柱」を意味し，この動物の臼歯

の形が円柱を束ねたような形をしていたことに因んでいる．と

ころが，彼らの歯が何故そのような形に進化したのか，合理

的な説明がなされないまま現在に至っている．この特異な化

石を博物館が100年以上の年月をかけて集積し，多分野の

研究者が肉眼による外部形態の観察，岩石カッターやＸ線

ＣＴを用いた内部構造の解析，酸素や炭素の安定同位体を

用いた地球化学的分析，デジタル顕微鏡を用いた歯の表面

の微小摩耗痕の検索など多面な研究の素材として共有した

結果，近年になってデスモスチルスは餌を噛むことなく堅く

閉じた口先から丸のみにして食べていたらしいことが明らか

となってきた．また，デスモスチルスの特異な歯の形は，顎を

頑丈に支えるための「ものを食べるためではない歯」の形の

必然だったことが推察された．そして，これらの研究が博物

館を担う研究者と技術者の総力に支えられてきたことも，敢

えて特筆しておきたい． 

 進化学の主要な目的のひとつは生物の進化の歴史を明ら

かにすることである。歴史は直接観察することができず、従っ

て、地層やゲノムの中に残された痕跡的な情報から過去を

推定する。この目的を達成するためには２つのアプローチが

ある。(1)現在生き残っている生物を調べることにより、生物が

辿ってきた進化の道筋を推定する。(2)化石から過去の時間

変化を追跡する。ここで難しいのは(1)と(2)を融合させること

である。特に日本では現生生物学と古生物学の間にしばし

ばギャップが存在する。しかし、博物館は現生種を研究する

傍らで化石標本を比較することができる好適な環境にある。

近年は標本の形状の３次元データ化、DNA の大規模シーケ

ンス等により、膨大なデジタル情報が標本から生まれつつあ

り、進化の証拠を発見し統合するシステムとして博物館が機

能するものと期待される。そして、研究成果の検証可能性を

保証するためには証拠標本の蓄積が重要であり、博物館は

その機能をさらに強化する必要がある。 
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S5-3    S5-4  

魚類標本は語り、そして異分野をつなぐ 

○篠原現人 

国立科学博物館動物研究部 

 博物館試料と古代ＤＮＡ解析 

○長谷川政美 

復旦大学生命科学学院 

生物多様性を直接的に扱う体系学は、分類学、系統学、生

物地理学そして機能形態学を包括する学問分野で、進化学

とも関係が深い。そして標本が重要であるという特色をもつ。

特に魚類体系学は、水産学、保全生物学などの他分野にも

大きな影響を与えている。現生の魚類は地球上のほとんど

の水域に生息し、約3万種と推定されているが、現在におい

てさえ毎年300種を超える新種が発見されている。魚類をとり

まく物理環境も多様であり、水中での適応進化を考える上で

も興味深い。また食性に関してもプランクトン食、植物食、肉

食等多岐に渡り、摂食器官の形態的な多様性も著しい。魚

類液浸標本はこのような適応や多様性を知る上でも欠くこと

のできない貴重な資料である。その一方で魚類液浸標本は

生物学の範疇を超えて、異分野連携を支える存在になりつ

つある。国立科学博物館では「生物から学ぶ」、「生物をまね

た有用材料の開発」等を合言葉に、国内の工学系研究者と

一緒に生物規範工学（バイオミメティクス）という分野で共同

研究を始めている。現在進めている研究とあわせて、工学か

ら吸収しようとしていることについても紹介する。 

 次世代シークエンサーを用いた古代ＤＮＡ解析技術の近年

の進歩には目覚ましいものがある。70万年前のウマの化石

からのＤＮＡ解析がこれまでの一番古い記録とされている

が、本講演では、この分野の 近の研究をレヴューする。ま

た、われわれのグループが行っているマダガスカルの絶滅し

た巨鳥エピオルニス（象鳥）のＤＮＡ解析についても紹介す

る。6600万年前に絶滅した恐竜（非鳥恐竜）のＤＮＡは残っ

ていないとされているが、恐竜の骨格化石を用いてコラーゲ

ンなどの蛋白質のアミノ酸配列が解析できる可能性が示唆

されている。古代ＤＮＡや古代蛋白質の解析がどのくらいま

で地質学的時間をさかのぼることができるかについて考察

する。 

S6-1    S6-2  

食虫植物はどのように進化しえたか 

○長谷部光泰1 

1基礎生物学研究所 

 カメの甲はどうやって出来たか 

倉谷 滋 

理化学研究所 倉谷形態進化研究室 

食虫植物の捕虫葉は通常の植物が持つ平面葉と大きく形

態が異なっており、どのように複合的な発生過程を変化させ

たのかが謎である。また、捕虫葉は非食虫植物の平面葉と

較べ光合成効率が悪いことから、消化と吸収ができない段

階で葉形態が変化すると適応度が低くなり進化できない点も

謎である。捕虫葉のような複合的な形質はどのように進化し

うるのだろうか。前者については、少数遺伝子の変化で大き

な形態変化を引き起こすことが可能である、すなわち、特定

の組織で細胞分裂方向を変えるだけで大きな形態変化を引

き起こしうることがわかった（Fukushima et al. 2015 Nat. 

Commun. 6: 6450）。また、後者についても、フクロユキノシタ

のゲノム解読を通した消化酵素の起源に関する研究から概

要がわかってきたので発表する。 

 カメ類の甲は進化的新規形態（evolutionary novelty）の一つ

として知られる。とりわけ背甲（carapace）は脊柱と肋骨の変

化したものであることが分かっている。発生中、他の羊膜類と

は異なり、カメの肋骨は外側体壁に入り込むことがなく、側方

へ伸長すると同時に外側体壁は内側へ折れ込みその際肩

帯を胸郭の中に取り込む。この過程を可能にしているのが、

新しい「折れ線」の獲得であり、これまでスッポン Pelodiscus 

sinensis の研究を通じ、「甲稜（carapacial ridge = CR）」と呼

ばれるカメ胚独特のこの折れ線に、他の羊膜類にはない遺

伝子発現が見られることが分かっていた。今回、ゲノムプロ

ジェクトの完了と、新たなトランスクリプトーム解析の結果とし

て、カメ胚の体幹部が他の羊膜類と異なる遺伝子発現の様

相を持つことが分かった。CR 特異的に発現する幾つかの遺

伝子は、Wnt シグナリング経路関連遺伝子のセットを含み、

カメ独特の形態形成運動にこのシグナル経路が関わること

が示唆された。 
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S6-3    S6-4  

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、木内隆史1、王華兵1,4、山野峻1、平松佑介1、川

本宗孝1、勝間進1、門田幸二1、藤井告2、鈴木穣3、菅野純夫
3 

1東大・院農、2九大・院農、3東大・院新領域、4現浙江大 

 昆虫―微生物共生の分子機構およびゲノム基盤の
解明 

深津武馬 

産総研 

カイコはクワの葉のみを摂食する。カイコに近縁のウスバクワ

コなどは同様にクワ食だが、カイコガ科でも少し遠縁のイチ

ジクカサンなどはイチジク属の植物を寄主としている。私たち

は、カイコ近縁種における食性の進化をゲノム科学的手法

で解明しようとしている。カイコにはクワ以外の餌でも摂食す

る「広食性」の変異体が複数存在する。そのうち、Bt および

spli の原因が転写因子 Bmacj6をコードする遺伝子であること

を突き止めた。変異体の RNA-seq 解析の結果、嗅覚受容体

遺伝子の発現低下などが判明し、それが形質の原因である

ことが示唆された。一方、クワの葉は DNJ などの糖類似アル

カロイドを多量に含んでおり、それらが消化酵素を阻害する

ことで多くの昆虫に毒性を示す。なぜカイコがそれらの毒性

を回避できるのかを知るために、クワ食の種と非クワ食の種

の幼虫中腸を RNA-seq で比較した。その結果、カイコなどク

ワ食の種では複数のスクラーゼ遺伝子の mRNA が非クワ食

の種よりも多かった。さらに、カイコのスクラーゼは、非クワ食

の種よりも糖類似アルカロイドへの抵抗性が強かった。以上

より、化学感覚の変化と消化酵素遺伝子の適応進化によっ

てクワへ適応してきたことが推察される。 

 生物の体色や紋様は一般に重要かつ多彩な生物機能を有

する。種内および種間の個体間認識に影響し，性選択や捕

食―被食関係を通じて婚姻色，装飾、隠蔽色，警告色，擬

態などのさまざまな興味深い生物現象に関わる。一方、多く

の動物は体内にさまざまな共生細菌を保有しており、あるも

のは宿主の生存に必須であり，他のものは宿主に新規生物

機能を賦与する。我々はこのような生物の体色と共生の予

想外の関わりを発見した。エンドウヒゲナガアブラムシのヨー

ロ ッ パ 集 団 で 発 見 さ れ た 新 規 共 生 細 菌  “ Candidatus 

Rickettsiella viridis” は、宿主アブラムシの体色を赤色から

緑色に変化させる活性を示すのである。本講演では、共生

細菌による体色変化に関わる色素の分析，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網

羅的遺伝子発現解析、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

る影響の解析などにより，この現象の分子機構およびゲノム

基盤を徹底的に解明し、理解しようという取り組みについて

紹介する。 

S6-5    S6-6  

根粒共生系における進化ダイナミクスモデル 

○藤田浩徳1、青木誠志郎2、川口正代司13 

1基生研、2東大院総合文化、院理、3総研大 

 ネムリユスリカのゲノム解析：極限乾燥耐性はどのよ
うに進化してきたのか 

黄川田隆洋 

生物研・昆虫機能 

 マメ科植物と根粒菌の根粒共生系において、植物は栄養

源を、根粒菌は窒素固定産物を与え合うことによりその共生

関係が成立している。しかし植物から栄養（Benefit）を得る一

方で窒素固定（Cost）をほとんど負担しない根粒菌が自然界

には広く存在しており、このような「裏切り菌」の存在は共生

関係を不安定化すると考えられている。しかしながら根粒共

生系は進化的に維持され続けており、この問題は未だ解決

されていない問題である。 

 そこで我々は根粒菌の窒素固定能に関する進化ダイナミ

クスモデルを構築しその解析を行った。モデルにおいて、こ

の共生系の進化的振舞いは Benefit と Cost のバランスに大

きく依存しており、両者の効果が拮抗する状況においては、

窒素固定菌と裏切り菌との安定的共存が起こりうることが分

かった。この結果は、裏切り菌の出現が直ちに共生系の崩

壊につながる訳ではないことを示唆するのと同時に、自然界

に広く裏切り菌が分布している事に対しての理論的な説明

をも与えている。さらには裏切り菌の存在により共生関係が

安定化することもあり、裏切り菌の存在は我々が思っている

よりもずっと複雑である可能性が示唆された。 

 アフリカの半乾燥地帯に生息するネムリユスリカ（Polypedilum 

vandeplanki）は、8ヶ月もの長く続く乾季を、アンヒドロビオシスと

呼ぶ特殊な無代謝休眠状態に変化することで、体内の水分を

ほぼ完全に失いながらも蘇生可能なまま乗り越える。乾燥無代

謝休眠（anhydrobiosis）と呼ばれるこの不思議な生命現象の進

化を理解するために、乾燥耐性をもつネムリユスリカと乾燥耐性

がないヤモンユスリカ（Polypedilum nubifer）という同属異種のユ

スリカのゲノム構造を比較した。その結果、ネムリユスリカ特有の

遺伝子クラスター領域を発見した。ARId (anhydrobiosis-related 

gene island)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生体成分保護・修復機能を

もつ遺伝子がタンデムに多重化した状態で存在していた。乾燥

による遺伝子発現パターンを二種のユスリカの間で比較した結

果、ネムリユスリカに特徴的な乾燥応答性の遺伝子発現調節機

構が存在する事がわかった。多重化した遺伝子が乾燥時特異

的に機能することが、干からびても死なないという特殊な乾燥耐

性機構を実現の一因となっている事が示唆された。また、乾燥

耐性に必須な遺伝子の一つである LEA タンパク質遺伝子は、

細菌からの水平伝播によってネムリユスリカが獲得した可能性

が示唆された。本講演では、約2500万年前に他のユスリカから

分岐したネムリユスリカが、どのようにして極限的な乾燥耐性を

進化の過程で獲得してきたのかを考察したい。 
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S6-7    S6-8  

doublesex 遺伝子で探る甲虫の形態的雌雄差 

○新美輝幸 

基生研・進化発生 

 シロオビアゲハのベイツ型擬態の分子メカニズムと進
化 

○藤原晴彦、飯島択郎、西川英輝 

東大・院新領域 

 圧倒的な種数を誇る甲虫には、様々な性的二型形質が存

在する。その中で、雄のみで顕著に発達する角は、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。角の獲得と多様化

の進化メカニズムの分子基盤を解明するため、カブトムシ

（Trypoxylus dichotomus）をモデルに様々な方法を駆使して

角形成の分子メカニズムの解明に取り組んでいる。本シンポ

ジウムでは、進化的に保存性の高い性的二型形質を支配す

る遺伝子 doublesex（dsx）に関してカブトムシを用いて行っ

た解析結果を中心に報告する。さらに、他の甲虫における

dsx の解析結果も踏まえ、角の進化における dsx の役割につ

いて議論したい。 

 ダーウィンとともに進化論を提唱したウォレスは、ナガサキア

ゲハでは雌だけが毒蝶に擬態すると報告した。このような雌

に限定されるベイツ型擬態の詳細なメカニズムはこれまで不

明だった。沖縄などに生息するシロオビアゲハも一部の雌

（擬態型）のみが毒蝶ベニモンアゲハに紋様や飛翔行動を

似せ、その擬態形質は１遺伝子座 H に起因することが知ら

れている。我々はシロオビアゲハの全ゲノムを解析し、25番

染色体の H 原因領域で、擬態型と非擬態型では染色体逆

位が生じていることを発見した。この領域内では性分化を制

御する dsx 遺伝子と他の2遺伝子が超遺伝子構造をとり、い

ずれも擬態型雌の翅で高く発現していた。擬態型染色体の

Dsx(H)のアミノ酸配列は非擬態型染色体の Dsx(h)と十数箇

所異なっており、こられの変異が擬態形質に関与している可

能性が考えられた。そこで新規手法により遺伝子機能を解

析したところ、dsx(H)が擬態型の紋様形成を誘導し同時に非

擬態型の紋様形成を抑制すること、dsx(h)は紋様形成に関

与しないことが判明した。逆位部分では相同組換えが抑制

され、H 遺伝子座の超遺伝子は長期に亘り安定に維持され

てきたと考えられる。 

 

S6-9    S7-1  

収斂進化の分子機構：シクリッドを題材にして 

○二階堂雅人1、岡田典弘2 

1東工大・院生命、2国際科学振興財団 

 多様性のパターンから進化プロセスを探る系統種間
比較 

○沓掛展之 

総研大・葉山 

東アフリカの三大湖で収斂的に進化した「肥大化した唇」

は、真皮の肥厚に起因しており、食性適応に深く関わってい

ると考えられている。しかし、その「肥大化した唇」の進化過

程における自然選択の有無や遺伝的な基盤（原因遺伝子）

は明らかにされておらず、研究者の間では興味が持たれて

いる。私は、唇の厚さが顕著に異なるビクトリア湖産シクリッド

の異種間雑種 F2系統を用いて唇の肥大化に関わる QTL 解

析をおこなった。その結果、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 MAGP4遺伝

子群が存在することが明らかとなった。MAGP4は弾性繊維

（エラスチン）の形成に関与し、MAGP4遺伝子を含むゲノム

領域の欠損はスミス・マゲニス症候群（SMS）を引き起こすこ

とが知られているが、その SMS の特徴の1つが唇の肥厚であ

ることが記載されている。つまりエラスチン形成の不全による

唇皮下組織の張力の緩みが、唇の肥大化につながったと予

想している。これから、唇の肥大化と MAGP4の関連につい

て、さらなる詳細な解析を進めていく予定であり、その内容を

含めて発表する。 

 種間の系統関係を考慮したうえで、形質の進化パターン・プ

ロセスを探るアプローチは、系統種間比較(phylogenetic 

comparative method: PCM)と呼ばれている。様々な分類群

において系統関係が推定され、高度な計算機が多くの研究

者に利用可能な現在、PCM が果たす役割はますます大きく

な っ て き て い る 。 本 講 演 で は 、 PCM の 開 始 点 で あ る

Felsenstein (1985, Am Nat)からこれまでの発展を概観し、現

時点での到達点と未解決の問題を解説したい。 
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S7-2    S7-3  

血縁選択と群集および種多様性 

辻 和希 

琉球大・農 

 外来種の進化に注目して、生態学的なプロセスとマク
ロ進化のパターンをつなぐ 

○深野祐也1 

1農工大・学振 PD 

私は近年、生物階層間に働く相互作用の実態を明らかにし

たいと考え研究を進めている。行動生態学・進化生態学は

集団遺伝学に理論的な基盤を置き、そこでは集団（個体群）

内で働く力学に注目した研究が主になされてきた。その裏に

は進化の主な駆動力は個体選択・遺伝子選択であるところ

の集団内の力学であり、それに対して集団より上の階層で働

く力学（たとえば種間競争などの生態学的なプロセス）の形

質進化に与える重要性は低いとする G. C. Williams 以来の

考えがある。しかし、近年、進化と生態のダイナミクスは同じ

時間スケールで働き相互作用し得るという「迅速な進化」「進

化生態フィードバック」という考えが台頭し、これまでの常識

を再考する動きがある。このある意味、進化生態学がやっと

「生態学化」しようとする動きの中で、私は行動生態学の中

心トピックのひとつだった血縁選択が働くことで、上位階層で

ある群集の種多様性が上昇し得るという仮説（Tsuji 2013 

Biol. Lett. 9 (6) 20130491）を提出している。この考えの背景

となる先行研究や状況証拠について概観する。 

 原産地とは異なる環境で過ごしている外来生物では、時とし

て、短い期間で進化的変化を生じさせることがある。そのた

め、外来生物に注目することで、重要な進化現象の原因や

そのプロセスを、野外で直接検証できる。 

 植食性昆虫は食草転換を通じて膨大な多様性を獲得した

と考えられており、特に分布域の変遷に伴う移動分散が食

草転換を引き起こし、多様化を促してきたというマクロな進化

パターンが古くから提唱されてきた。しかし、移動分散という

生態的なプロセスと食草転換という進化的なプロセスの関連

を直接検証するのは難しかった。われわれは、ブタクサ・オ

オブタクサ・ブタクサハムシの３種に注目し、どのように、食草

と植食性昆虫の分布域の変遷が食草と植食性昆虫の双方

の進化を促し食草転換が達成されるのか、ということを上記3

種の原産・侵入地集団を用いて検証した。また、食草転換に

おいては、植食性昆虫の行動（選好性）・生理（代謝能力）・

形態形質など複数の形質セットが進化すると予測される。本

発表では、20年前に侵入し新たな食草を獲得したブタクサ

ハムシが、どのように形質セットを急速に変化させているのか

も紹介したい。 

S7-4    S7-5  

表現型可塑性の生態系機能～エゾサンショウウオ幼
生の大顎化の意味を探る～ 

○岸田治 

北大・北方圏 FSC 

 寄生者－宿主関係の多様性からせまる群集動態の
一般理解 

佐藤拓哉 

神戸大・理 

動物個体は餌条件や捕食者条件に応じて、成長や生存確

率を高めるべく可塑的に形質を変える。これらの可塑的応答

がいかなる文脈のもとで生じ、どのような効果をもつのかを知

ることは、表現型可塑性の進化・維持機構の理解だけでな

く、生物間相互作用や群集組成の時間的・空間的な異質性

の創出機構と生態学的帰結の理解につながる。本講演で

は、演者らが進めてきたエゾサンショウウオ幼生の表現型可

塑性に焦点を当てた生態学的研究を紹介する。エゾサンシ

ョウウオ幼生は孵化後まもなく同種の幼生やカエル幼生を捕

食すると急激に成長する。そのような個体は、体全体が大き

くなるだけでなく顎幅の相対成長が通常の個体よりも著しく

大きくなる。大顎化したサンショウウオ幼生はその後、両生類

幼生を貪欲に捕食しながら劇的に成長することから、大顎個

体の出現が2種の両生類の個体数変化や生活史、被食者と

なるカエル幼生の防御応答の発現、さらには池生態系の生

物群集の組成や栄養動態などといった多様な事象に強く関

与する。一連の結果は、サンショウウオ幼生の大顎化を誘発

する発生初期の生態学的な文脈によって池生態系の運命

が決まることを示唆する。 

 寄生生物は自然界に普遍的に存在し、食物網内を流れる

エネルギー流やその複雑さを改変する可能性が指摘されて

いる。しかしながら、野外の生態系において寄生者の役割を

実証した例はほとんどなく、寄生者を取り入れた群集理論は

十分には構築されていない。成熟したハリガネムシ類（類線

形虫類）に寄生・行動操作されたカマドウマ・キリギリス類は、

山地河川に大量に飛び込み、河川の高次捕食者であるサ

ケ科魚類の餌資源となっている（以下、寄生者介在型エネ

ルギー流）。寄生者介在型エネルギー流は、河川の栄養カ

スケードを改変し、生態系の機能を改変しうる。寄生者介在

型エネルギー流の季節性を広範囲の地域で調べたところ、

本州・九州と北海道の間で大きく異なるパターンが見られ

た。すなわち、両地域ではハリガネムシ類の優占種が大きく

異なり、本州・九州ではカマドウマ類・キリギリス類が8－10月

に河川へ誘導されているのに対して、北海道ではゴミムシ

類・シデムシ類が6－7月に河川へと誘導されていることが明

らかになった。寄生者－宿主関係の多様化と生物群集の動

態の関係の理解について、進化学と生態学の視点を融合し

た研究展開の可能性について議論を深めたい。 
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S7-6    S8-1  

フロンティアを失った世代の逆襲： 微生物の超多様
性に生命進化の本質を見いだす 

○東樹宏和 

京大・人環 

 塩基切り出し型制限酵素という驚き 

○ Masaki Fukuyo1,2,3, † , Toshiaki Nakano4, † , Kenji K. Kojima1, 
Yingbiao Zhang1, Yoshikazu Furuta1, Ken Ishikawa1, Miki 
Watanabe-Matsui1, Hirokazu Yano1, Takeshi Hamakawa4, Hiroshi 
Ide4 and Ichizo Kobayashi1 

1University of Tokyo; 2The Graduate University for Advanced 
Studies (SOKENDAI); 3Chiba University; 4Hiroshima University (†
equal contribution) 

進化生態学が大きな発展を遂げた1970~1980年代の香りが

まだ残る時代に多感な学生時代を過ごした者にとって、進

化生態学の現状は多面的である。自然選択圧の推定、分子

系統樹、系統地理学、分子遺伝学等、データをもとにして定

量的に進化史の考察が行えるようになり、私たちの知識は飛

躍的にひろがった。その一方で、「変異・選択・遺伝」という

進化機構の中枢部は揺らぐことなく、非生物の工学的改良

（リボザイムの進化や遺伝アルゴリズムによるプログラム進

化）において必要 小限の進化機構が何度も確認された。

どこまでいっても釈迦の手ならぬダーウィンの手の内にある

かのような目眩を感じつつ、気がつけば集団遺伝学的に洗

練された記載的研究分野へと潮が向かっているしかし、超

「種」多様な微生物群集を真剣に覗こうとした途端に、マクロ

生物の進化生態学がもたらす秩序感は損なわれ、生命進化

の何も理解した気になれない感覚に苛まれる。本発表では、

この心地よいまでの圧倒的な無力感の一端を紹介する。そ

の上で、動物や植物で頻繁に持ち出される生殖隔離やニッ

チ分化といった進化機構の修飾的説明について、それが本

当に生命多様化を本質的に理解する上での鍵となり得るの

かどうか、問いかけたい 

 
制限酵素は、細菌のある株で増殖したファージが、別のある株で

増殖を制限されるという現象から発見された。一般に、制限酵素は
DNA のリン酸ジエステル結合を加水分解することによって DNA を切
断する。特に、II 型の制限酵素は特定の塩基配列を認識し、そこに
同じ塩基配列を認識する修飾酵素による塩基のメチル化修飾が無
い限り、その認識配列あるいは、その周辺で DNA を切断するという
特性から遺伝子研究に利用されている。 
 私達は、制限修飾系が「動く遺伝子」であるという発見に基づき、
新規の基本立体構造（フォールド）である half pipe 構造を有する
PabI 制限酵素(R.PabI)スーパーファミリーを発見した(Ishikawa et al. 
2005 NAR; Miyazono, Watanabe et al. 2007 NAR)。さらに、R.PabI と
DNA との共結晶による立体構造解析から、R.PabI が、認識配列中
の塩基を切り出す DNA グリコシラーゼ活性を持つことを発見した
(Miyazono et al. 2014 Nature Communications)。 
 今回私達は、この塩基切り出しが、切り出されるべき塩基のメチル
化によって阻害されることを証明した。さらに、プラスミド DNA にこの
制限酵素を反応させると、DNA 鎖切断を伴わなくても、そのトランス
フォーメーション活性が損なわれることを示した。これらは、この塩基
切り出し活性が、制限作用の本体であることを示す。さらに、私達
は、この酵素が、塩基切り出しの結果として作られる脱塩基サイトに
作用して DNA 鎖切断を起こす「AP リアーゼ活性」をも持つことを証
明した (Fukuyo, Nakano et al. 2015 NAR)。 
 また、PabI ファミリーについて分子進化系統解析を行った結果、他
のII型制限修飾系と同様に利己的な動く遺伝子として振舞うこと、ピ
ロリ菌での分布が人類の移動と対応することが分かった。 
 この発見は制限修飾系の概念を変えるものであり、今後、制限酵
素は既知の「制限フォスフォジエステラーゼ」と、今回新たに発見さ
れた「制限グリコシラーゼ」の、２つのクラスに分類されることになる。
塩基切り出しの果たす、DNA の破壊と修復という二つの役割の関係
について、考察する。 
 

S8-2    S8-3  

生殖細胞における DNA 損傷と突然変異 

能美健彦 

国立医薬品食品衛生研究所 

 活性酸素による DNA 損傷が引起こすさまざまな生命
現象：突然変異から神経変性まで 

○中別府雄作1, 岡素雅子1, 盛子敬1, 大野みずき2, 土本大

介1, 作見邦彦1 

1九大・生医研・脳機能制御、2九大・院・医 

ヒトのゲノムは、内因性、外因性の遺伝毒性物質により恒常的に

損傷を受けており、損傷したゲノムを鋳型にした DNA 複製は、

必然的に一定頻度の突然変異や染色体異常を誘発する。化学

物質の遺伝毒性を検討するため、我々は個体で突然変異を検

出するgpt deltaトランスジェニックマウスとラットを開発した。精巣

の自然突然変異頻度は肝臓よりも低く、生殖細胞は内因性の変

異原（例えば活性酸素種）に対して体細胞よりも、より良く防御さ

れていることが示唆された。実際、加齢に伴い肝臓の自然突然

変異頻度は上昇するが、精巣の自然突然変異頻度は上昇しな

い。しかし、ディーゼル排ガスは、肝臓に対しては変異原性を示

さないが、精巣に対しては突然変異（G:C→T:A、１塩基欠失）を

誘発する。フライドポテトなどに含まれるアクリルアミドは、幼弱ラ

ットの精巣に突然変異を誘発するが、成獣のラットには突然変

異を誘発しない。これらの結果は、ヒトの生殖細胞に対して変異

原性を示す環境化学物質が存在する可能性を示唆している。

生殖細胞を含む多臓器に対する化学物質の遺伝毒性試験ガイ

ドラインの 新案を紹介する。 

 生物にとって、その遺伝情報を担うゲノム DNA を細胞から細胞

へ、親から子へと正確に伝え維持することは も基本的な生物

学的機能であるが、ゲノム情報はその複製過程で生じる突然変

異により変化する可能性がある。突然変異、すなわちゲノムの可

変性は、生物にとって２つの大きな意義を持っている。ゲノムの

変化は生物種の多様性には不可欠であり、突然変異は生物進

化の原動力となる。一方で、ゲノムの変化は個体の存続や子孫

の維持の破綻の原因ともなる。ゲノム DNA やその前駆体である

ヌクレオチドは、酸素呼吸の過程で必然的に発生する活性酸素

や生体防御のために生体が能動的に産生する活性酸素によっ

て酸化される危険に常に曝されている。活性酸素に曝された

DNA やヌクレオチドは様々な酸化的化学修飾を受けるが、この

ような酸化損傷は修復・除去されないと突然変異を引き起こすこ

とで先天性異常やがん化の原因となり、あるいは細胞死を引き

起こすことで多くの変性疾患の原因となることが明らかになって

きた。本シンポジウムでは、活性酸素による核酸の酸化に起因

する「突然変異」と「細胞死」の生物学的帰着について、我々の

これまでの研究成果を紹介する。 
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S8-4    S8-5  

がん遺伝子の創生と進化 

○三谷 啓志 

東大・院新領域 

 次世代シークエンサーを用いた変異プロモーターの
網羅的解析 

○入江拓磨1、鈴木穣1 

1東大・新領域 

皮膚がんの発症には、太陽光紫外線等の環境因子が大きく

関与するが、遺伝的要因も大きく寄与することが知られてい

る。古くから、熱帯魚である Xiphophorus 属のプラティフィッ

シュには、遺伝子重複により生じたリガンド非依存性活性型

変異をもつ EGFR (Epidermal growth factor receptor) 遺伝

子 Xmrk (Xiphophorus Melanoma Receptor Kinase)が存在

する。通常、プラティフィッシュでは、黒色腫が生じないが、

他地域集団や Xiphophorus 属内の他種と交配を行うと、体

色の多様化が見られ、組み合わせによっては、高頻度で良

性から悪性度の高いメラノーマが誘導される。ヒトでも活性化

EGFR は多くのがんの進行を助け、がん治療の重要な標的

でもあり、Xiphophorus 属は、遺伝的メラノーマ形成モデルと

して古くから研究されてきた。本発表では、この遺伝子が

Xiphophorus 属に保存されたことの意義についての 近の

議論を紹介し、Xmrk 導入メダカを用いた色素細胞腫形成に

おける p53の機能的関与についての我々の知見を発表す

る。 

 プロモーターは転写開始の制御に関わる遺伝子上流の領

域である．プロモーター領域における突然変異は，遺伝子

の発現量に影響を与え，その結果として，疾患の原因となる

可能性が考えられる．例えば TERT 遺伝子プロモーターに

おける突然変異とがんの関連が報告されており，プロモータ

ー領域における配列の変化とその活性への影響の関係を

明らかにすることは重要であるといえる．我々はこれまで次

世代シークエンサーを用いてプロモーター活性を大規模に

測定する実験系の構築を行った．エラープローン PCR によ

って約2%のランダムな突然変異を起こしたヒトプロモーターを

材料に，HiSeq2500を用いて突然変異箇所の同定及び活性

の測定を行った．本手法により，数万種類の変異プロモータ

ーのレポーターアッセイが可能であった．プロモーター上の

変異と活性の相関を解析したところ，プロモーター活性に大

きく関わる塩基が特定でき, ここから転写因子結合配列の抽

出や任意の活性を持つプロモーター配列のデザインが可能

になると期待される．本手法により，一塩基単位の解像度で

プロモーターと活性の関係についての詳細な情報の取得が

可能になったと考えている． 

 

 

S8-6    S8-7  

がんゲノム進化 

◯柴田 龍弘 

東大・医科研 ゲノム医科学分野 

 エピジェネティクスとがん進化 

金田篤志 

千葉大・院医 

Clonal evolution is the general feature of cancer to explain 

how cancer cells are generated in a step-wise manner (a.k.a. 

multi-step carcinogenesis). This concept was originally 

proposed by the pathological observation of precancerous 

lesions, early and advanced cancer, but a simple selective 

sweep model cannot fully explain cancer evolution and would 

be replaced by more complex ones (e.g. a big bang model or 

branched evolution model). Recent multi-regional or single 

cell sequencings have prompted us to regard each tumor not 

as a simple collection of clonal cells but as a mixture of 

genetically distinctive sub-populations. By these intrinsic 

complexities cancer cells can adapt to harsh environmental 

changes including anti-cancer drugs, which is an inevitable 

source of therapeutic resistance and should be conquered for 

better cancer treatment. In this presentation, next 

-generation sequencing analysis of multi-regional liver 

cancer tissues will be demonstrated to uncover cancer 

genome evolution. 

 がんはジェネティック異常とエピジェネティック異常が蓄積し

て発生する。増殖するがん細胞も選択により残った進化であ

り、そこに蓄積しているゲノム模様・エピゲノム模様も選択さ

れた進化の表現形と言えるが、エピゲノム模様には癌を大き

く層別化する独特の蓄積模様が存在する。例えば大腸癌は

蓄積した DNA メチル化模様により高・中・低メチル化の３群

に大別化されるが、高メチル化の標的はミスマッチ修復遺伝

子 MLH1を含み、マイクロサテライト不安定性や高頻度な遺

伝子変異を獲得して発癌する。胃癌も、ピロリ菌による慢性

胃炎で蓄積した異常メチル化など、３～４群のメチル化形質

に層別化される。 も高メチル化を示すサブタイプは全例が

EB ウィルス陽性胃癌であり、この高メチル化形質は胃細胞

への EB ウィルス in vitro 感染により誘導できる。誘導される

異常メチル化の標的遺伝子は、多くの癌抑制遺伝子を含め

てゲノム広範囲に渡るが非常に再現性が高い。癌の原因と

なる環境因子が誘導するエピゲノム異常が、一部はドライバ

ーとして選択に寄与し、他はパッセンジャーとして高い再現

性で引き継がれ、独特のエピゲノム模様となってがん細胞で

提示されている。 


