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会場周辺案内 

 

 

南大沢駅 

 

昼食のご案内 
 キャンパス内では、生協食堂（懇親会会場）、ルヴェソン・ヴェール南大沢（国際交流会館、

上の地図から右方向に徒歩５分）がご利用できます。 

 

 南大沢駅からキャンパスまでの間にある三井アウトレットパークには、とんかつ茶漬け「 新

宿 すずや」、自然食バイキング「はーべすと」、ピザ「PIZZERIA 1830」、焼き肉「ろくろ」などの

飲食店があります。 

 

 南大沢駅周辺のビルには、多くの飲食店があり、駅の裏側にはマクドナルド、セブンイレブン

もあります。 

  

国際シンポジウム 

総会・受賞講演 

夏の学校 

公開講演会 

シンポジウム 

ワークショップ 

口頭発表 

ポスター会場 

展示・休憩室 

懇親会会場 

正 門 
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会場案内 
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大会日程表 

８月２１日（火） 大会第１日目 
9:00     10:00     11:00     12:00     13:00     14:00     15:00     16:00     17:00     18:00 

Ａ会場 
          

Ｂ会場 
          

Ｃ会場 
          

Ｄ会場 
          

Ｅ会場 
          

ポスター

会場 

          

 

８月２２日（水） 大会第２日目 
9:00     10:00     11:00     12:00     13:00     14:00     15:00     16:00     17:00     18:00 

プレナリー

会場 

          

ポスター

会場 

          

 

８月２３日（木） 大会第３日目 
9:00     10:00     11:00     12:00     13:00     14:00     15:00     16:00     17:00     18:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

８月２４日（金） 大会第４日目 
9:00     10:00     11:00     12:00     13:00     14:00     15:00     16:00 

プレナリー

会場 

       

  

Ａ会場 
         

Ｂ会場 
         

Ｃ会場 
         

Ｄ会場 
         

Ｅ会場 
         

ポスター

会場 

         

S1 進化的トレードオフ 

S2 小笠原諸島の生物多様性 

とその進化 

一般口頭発表１ 

（実験進化・その他） 

W1 ゲノム構造進

  化の分子機構

W2 種(species)と

  は何なのか？

W3 生理機能進化

  の統合的な研究

一般口頭発表３ 

（ゲノム・分子進化）

一般口頭発表４ 

（系統・分類） 

W4 野生植物のエ 

  ピジェネティクス 

W5 海洋生物 

多様性 

W6 ショウジョウバエ

の系統分類と進化 

W7 進化言語学 

の展開 

ポスター発表（18:00～20：00 ミキサー・タイム） 

懇親会
（生協食堂）

C
of

fe
e 

br
ea

k 

ポスター発表・高校生ポスター発表（13:30～15：30 コア・タイム） 

プレナリー国際シンポジウム 

“Ｐｈｙｌｏｇｅｎｅｔｉｃｓ” 
総会・授賞式・受賞講演 

一般口頭発表２ 

（ゲノム・分子進化） 

進化学夏の学校 

「進化研究の最近の話題」 

公開講演会 

「進化の見本：世界自然遺産小笠原諸島」

ポスター発表 

S3 Experimental evolution and 

 conflicts 

S4 脊椎動物の形態進化 

一般口頭発表５ 

（生態・環境） 

一般口頭発表６ 

（ゲノム・分子進化） 

W8 エコゲノミクス

  で挑む進化学

W9 遺伝暗号マジッ

ク２０の起源と進化

W10 繁殖干渉と 

進化 

W11 『進化学事典』を叩き台に

 これからの進化学をさぐる会議

W13 遺伝子発現の 

  相互作用と進化 

WS14 節足動物がみせる多 

 様な性決定・性分化の様式 

C
of

fe
e 

br
ea

k 

W15 カッコウ・宿 

   主の軍拡競争 

W12 いかにして化石に

   いのちを吹き込むか

W16 有殻原生生物から

紐解く地球生命圏の進化 
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オーガナイザー・座長一覧 
８月２１日（火） 大会第１日目 

              午前               午後１              午後２ 

Ａ会場 S1. 林 文男 W1. 今西 規 W4. 荒木希和子 

Ｂ会場 
S2. 常木静河 

須貝杏子 

W2. 大島泰郎 

小林一三 

W5. 池尾一穂 

佐藤行人 

Ｃ会場 

矢原耕史（1C1～5） 

遠藤一佳（1C6～8） 

能登原盛弘（1C9、10） 

W3. 齋藤 茂 

小柳光正 
W6. 加藤 徹 

Ｄ会場 池尾一穂（1D1～12） 竹崎直子（1D13～20） 
W7. 橋本 敬 

岡ノ谷一夫 

Ｅ会場  三中信宏（1E13～20）  

 

８月２３日（木） 大会第３日目 

             午前               午後１              午後２ 

Ａ会場 
S3. 小林一三 

佐々木 顕 

W8. 牧野能士 

花田耕介 

W13. 高橋 文 

      隅山健太 

Ｂ会場 
S4. 田中幹子 

和田 洋 

W9. 横堀伸一 

別所義隆 

W14. 宮崎智史 

      杉本貴史 

Ｃ会場 林 文男（3C1～12） W10. 鈴木紀之 
W15. 田中啓太 

佐藤 望 

Ｄ会場 河村正二（3D1～12） 

W11. 川島武士 
吉田真明 
尾内隆行 
宮本教生 
柴田朋子 

W16. 氏家由利香 

浅見祟比呂 

Ｅ会場  W12. 生形貴男  
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お知らせ 
 

一般注意事項 

 南大沢キャンパスの構内では、指定の喫煙場所以外の全ての場所で禁煙です。なお、指定

の喫煙場所は、受付後方の中庭にあります。 

 南大沢キャンパス内の駐車場は限られています。車でのご来場はご遠慮ください。 

 発表中の写真撮影、録画、録音、ポスターの撮影などはご遠慮ください。 

 発表内容は多くの未公表データを含んでいます。学会外への公表はご遠慮ください。 

 

受付 

 ８月２１日（火）８時３０分から受付を開始します。 

 受付は１号館１階の入り口付近で行います。 

 受付で名札をお渡しいたしますので、会場では必ず名札を付けてください。 

 

クローク 

 クロークは１号館１階のポスター会場の向かい側にあります。 

 利用時間は８時３０分～１８時３０分（２２日は２０時３０分まで）です。 

 

懇親会 

 懇親会は８月２２日（水）１８時～２０時、生協食堂で行います。 

 定員に達していない場合、当日参加も受け付けますので、受付にお問い合わせください。 

 懇親会の際は必ず名札を付けてください。 

 

シンポジウム、ワークショップ 

 シンポジウム、ワークショップの進行は企画者の方々に委ねております。企画者は、決められ

た時間を厳守するようにして下さい。 

 発表者はパソコンを持参し、ご自身によるセッティングおよび操作をお願いします。プロジェク

ターへの接続は D-Sub15ピンケーブルを用いますので、変換コネクターが必要な場合は必ず

ご持参下さい。 

 試写室（２階 D 会場隣）で前もって表示内容を確認することが可能です。 

 各会場には Windows パソコン一台を用意いたしますので Power Point ファイル、PDF ファイル

をお持ちいただいても構いません。ただし、表示内容が崩れる場合がありますが、ご容赦願い

ます。 
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一般口頭発表 

 座長は大会本部から数名の方にお願いしております。講演者は座長に指示に従って発表を

行って下さい。 

 発表者はパソコンを持参し、ご自身によるセッティングおよび操作をお願いします。プロジェク

ターへの接続は D-Sub15ピンケーブルを用いますので、変換コネクターが必要な場合は必ず

ご持参下さい。 

 持ち時間は発表１２分、質疑応答３分です。一鈴１０分、二鈴１２分、三鈴１４分３０秒です。時

間は厳守して下さい。 

 セッションを円滑に進めるため、１時間ごとに５分間の接続時間を設けています。その間に次

の１時間の発表者は接続を行って下さい。 

 試写室（２階 D 会場隣）で前もって表示内容を確認することが可能です。 

 各会場には Windows パソコン一台を用意いたしますので Power Point ファイル、PDF ファイル

をお持ちいただくことも可能です。ただし、表示内容が崩れる場合がありますが、ご容赦願い

ます。 

 

ポスター発表 

 ポスターはＡ０（横841mm×縦1189mm）に入る大きさでお願いします。貼り付け用のピンはポ

スター会場で用意いたします。 

 ポスターは大会初日の８月２１日（火）９時から大会３日目の１８時まで掲示することができま

す。 

 大会２日目の１３時３０分～１５時３０分がコア・タイムです。前半（１３時３０分～１４時３０分）は

奇数番号、後半（１４時３０分～１５時３０分）は偶数番号の発表者が、内容の説明ができるよう

にポスターの前に待機して下さい。 

 大会初日の１８時～２０時まで、ポスター会場でミキサーを行います。会場にビール、ソフトドリ

ンク、オードブルを用意しますので、ポスター発表をみながら懇親・交流をお楽しみください。 

 

インターネット接続 

 展示・休憩室および受付前の110番教室で無線 LAN による接続が可能です。 

 接続にはゲストアカウントによるログインが必要です。受付に操作マニュアルを用意いたしま

すので、接続を希望する方はお申し出ください。 
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日本進化学会第１４回大会委員会 

大会委員長：   村上哲明 

大会準備委員長：  田村浩一郎 

大会準備委員： 

可知直毅（公開講演会） 

加藤英寿（公開講演会／会場／機器） 

江口克之（会場／機器） 

高橋 文（会計／プログラム） 

林 文男（プログラム） 

春田 伸（プログラム） 

清水 晃（プログラム） 

 

 

共 催 

首都大学東京小笠原研究委員会 

公開講演会“進化の見本：世界自然遺産小笠原諸島” 
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８月２１日（火） 大会第１日目 プログラム 

 

プレナリー会場 Ａ会場 

S1進化的トレードオフ 

Ｂ会場 

S2 小笠原諸島の生物多

様性とその進化 

９：００ 

 

 オーガナイザー 

林 文男（首都大） 

 

 

 

 

 

S1-1 

遺伝的トレードオフ：いくつかの人為

選択実験の結果から 

宮竹貴久（岡山大学） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S1-2 

流水環境への適応に伴う生活史形

質間トレードオフ 

一柳英隆（ダム水源地環境整備セ

ンター） 

 

 

オーガナイザー 

常木静河（愛知教育大） 

須貝杏子（首都大） 

コメンテーター  

奥山雄大（国立科学博物館） 

 

 

 

S2-1 

海洋島のきのこの起源を探る：小笠

原とハワイをモデルケースとして 

保坂健太郎（国立科学博物館） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S2-2 

鳥の捕食がもたらす微小陸貝の広

域分布 

和田慎一郎（東北大） 

９：１５ 

 

９：３０ 

 

９：４５ 

大
会
１
日
目 
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８月２１日（火） 大会第１日目 プログラム 

 

Ｃ会場 

一般口頭発表１ 

（実験進化・その他） 

Ｄ会場 

一般口頭発表２ 

（ゲノム・分子進化） 

Ｅ会場 

 

９：００ １Ｃ-１ 

薬剤耐性大腸菌の実験進化的創出

とゲノム変異解析 

○鈴木真吾、堀之内貴明、古澤 力 

理研・生命システム研究センター

(QBiC) 

１Ｄ-１ 

条鰭類 MHC 領域における PSMB8

遺伝子の二型性の進化 

○藤戸尚子1、塚本健太郎2、Chris T 

Amemiya3、野中 勝1 

1東大・院理、2藤田保健衛生大学・

総医研、3Benaroya Research 

Institute, USA  

 

９：１５ １Ｃ-２ 

人工共生の実験進化 

〇細田一史1、末吉眞人1、浅尾晃

央2、熊野いつか1、鈴木真吾3、四方

哲也1, 2, 4 

1阪大・情報、2阪大・生命、3理研・

QBiC、4ERATO・JST 

１Ｄ-２ 

フグ目における PSMB8遺伝子の二

型性の進化 

◯源島裕祐1、山野上祐介2、野中 

勝3 

1東大・院理、2東大・海洋研究所、
3東大・教授 

 

９：３０ １Ｃ-３ 

独立栄養から従属栄養に向けての

シアノバクテリアの実験進化 

〇羽渕真清1、宮崎美賀子3、瀧川 

剛2、松本佑介2、末吉眞人2、木内あ

や子3、細田一史2、鈴木真吾4、柏木

明子5、森 光太郎1、 四方哲也1, 2, 6 

1阪大・生命、2阪大・情報、3阪大・

工、4理研・QBiC、5弘前・農生、
6ERATO・JST 

１Ｄ-３ 

Recurrent Revival of Dimorphism of 

the PSMB8 Gene During 

Ectothermic Tetrapod Evolution 

○黄 慶輝、田中雄太、野中 勝 

東京大学理学系研究科生物科学専

攻 

 

９：４５ １Ｃ-４ 

Reduced noise in gene expression 

caused by a replaced foreign 

promoter 

○應 蓓文1、津留三良1、瀬尾茂

人1、松田秀雄1、四方哲也1，2，3 

1阪大・院情報、2阪大・院生命機能、
3ERATO・JST 

１Ｄ-４ 

並列 DNA シーケンサーを用いた有鱗

類嗅覚受容体遺伝子群の網羅的解

析 

○橋口康之1、出原由季2、松原和純3、

柳井徳磨4、久保正仁5、熊澤慶伯2 

1大阪医大、2名市大・システム自然科

学、3キャンベラ大、4岐阜大・応用生

物科学、5山口大・共同獣医 

 

大
会
１
日
目 
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８月２１日（火） 大会第１日目 プログラム 

 

プレナリー会場 Ａ会場 

S1進化的トレードオフ 

Ｂ会場 

S2 小笠原諸島の生物多

様性とその進化 

１０：０５  オーガナイザー：  

林文男（首都大） 

 

 

 

S1-3 

生活史形質と性選択形質の間のト

レードオフとその遺伝的しくみ 

岡田賢祐（岡山大学） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S1-4 

性選択形質間のトレードオフとその

進化パターン 

林 文男（首都大学） 

 

 

オーガナイザー 

常木静河（愛知教育大） 

須貝杏子（首都大） 

コメンテーター  

奥山雄大（国立科学博物館） 

 

 

 

 

 

 

 

S2-3 

海洋島におけるハナバチ相と訪花

植物との関係 

杉浦真治（森林総研） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S2-4 

小笠原諸島における乾湿傾度に沿

った樹木形態の変化とその生態水

文学的なプロセス 

吉田圭一郎（横浜国大） 

１０：２０  

１０：３５  

１０：５０  

大
会
１
日
目 
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８月２１日（火） 大会第１日目 プログラム 

 

Ｃ会場 

一般口頭発表１ 

（実験進化・その他） 

Ｄ会場 

一般口頭発表２ 

（ゲノム・分子進化） 

Ｅ会場 

 

１０：０５ １Ｃ-５ 

Is the evolution of a genetic 

program controlling aging possible? 

○Lucas Trindade, Toshiro Aigaki, 

Jonathan Heddle 

理化学研究所 

１Ｄ-５ 

シクリッド V1R 受容体遺伝子群に繰

り返し働いた正の選択 

○二階堂雅人1、颯田葉子2、相原光

人1、山岸公子3、岡田典弘1 

1東工大・院生命、2総研大、3臨床研

 

１０：２０ １Ｃ-６ 

断続平衡説の再検討 

○高橋昭紀1、田中泉吏2 

1早大・理工研、2慶大・文 

１Ｄ-６ 

新世界ザル野生集団における苦味

受容体遺伝子群の種内変異と採食

果実の香気成分分析 

○河村正二1、櫻井児太摩1、白須未香2、松下

裕香1、Amanda MELIN3, 4、Mackenzie 

BERGSTROM3、今井啓雄5、東原和成2、太田

博樹6、Filippo AURELI7、Linda FEDIGAN3、 

1東京大・院新領域、2東京大・院農、3Univ. 

Calgary・Dept. Anthropol.、4Dartmouth 

College・Dept. Anthropol.、5京都大・霊長研、6

北里大・医、7Liverpool John Moores Univ.・

Res. Cent. Evol. Anthropol. Palaeoecol. 

 

１０：３５ １Ｃ-７ 

カンブリア紀の最初の爆発：SSF の

多様化事件 

○佐藤友彦、磯崎行雄 

東大・院総合 

１Ｄ-７ 

シアル酸受容体

Siglec-11/Siglec-16と遺伝子変換 

○早川敏之1、安形高志2、Ajit Varki3

1京大・霊長類研、2理化学研究所、
3University of California, San Diego 

 

１０：５０ １Ｃ-８ 

顕生代の生物多様性変化と大量絶

滅の意味 

磯崎行雄 

東大・院総合（駒場） 

１Ｄ-８ 

真骨魚類特異的ゲノム重複(3R)に

よる Olfactory Marker Protein 遺伝

子の重複と機能分化 

○鈴木彦有1、二階堂雅人1、山岸公

子2、岡田典弘1 

1東工大・院生命理工、2都臨床研 

 

大
会
１
日
目 
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８月２１日（火） 大会第１日目 プログラム 

 

プレナリー会場 Ａ会場 

S1進化的トレードオフ 

Ｂ会場 

S2 小笠原諸島の生物多

様性とその進化 

１１：１０  オーガナイザー：  

林 文男（首都大） 

 

 

 

S1-5 

社会性の進化とトレードオフ 

土畑重人（琉球大学） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合討論 

オーガナイザー 

常木静河（愛知教育大） 

須貝杏子（首都大） 

コメンテーター  

奥山雄大（国立科学博物館） 

 

 

 

 

 

 

 

S2-5 

小笠原乾性低木林樹種の生理的多

様性と乾燥耐性 

石田 厚（京大） 

 

１１：２５ 

１１：４０ 

１１：５５ 

大
会
１
日
目 
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８月２１日（火） 大会第１日目 プログラム 

 

Ｃ会場 

一般口頭発表１ 

（実験進化・その他） 

Ｄ会場 

一般口頭発表２ 

（ゲノム・分子進化） 

Ｅ会場 

 

１１：１０ １Ｃ-９ 

蓄積的な文化をもたらす学習能力 

中橋 渉 

明治大・先端数理 

１Ｄ-９ 

HLA-DRB1分子の進化過程におけ

る抗原ペプチド認識レパートリー多

様化の制約 

○安河内彦輝、颯田葉子 

総研大・先導研 

 

１１：２５ １Ｃ-１０ 

学習能力の進化と環境の空間的異

質性について 

○小林 豊1、大槻 久2 

1東大・理、2総研大 

１Ｄ-１０ 

哺乳類 X 染色体のゲノム構造と遺

伝子の進化 

桂 有加子 

総研大・先導研 

 

１１：４０  

 

１Ｄ-１１ 

脊椎動物ゲノムの超保存領域の進

化における段階的成長 

石橋みなか1, 2、野田-小倉彰子1、坂

手龍一1, 3、○今西 規1 

1産総研・バイオメディシナル、2シド

ニー大学、3医薬基盤研 

 

１１：５５  

 

１Ｄ-１２ 

低凝集性インフルエンザウイルスの

ヘマグルチニンアミノ酸変異につい

て 

○原田幸子、新開敬行、吉田 勲、

長島真美、尾形和恵、林 志直、甲

斐明美 

東京都健康安全研究センター 微生

物部 ウイルス研究科 

 

大
会
１
日
目 
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８月２１日（火） 大会第１日目 プログラム 

 

プレナリー会場 Ａ会場 

W1 ゲノム構造進化の分

子機構 

Ｂ会場 

W2 種(species)とは何な

のか？ 

１３：３０ 

 

 オーガナイザー 

今西 規（産総研） 

 

 

 

 

W1-1 

Evolution of endogenous Borna-like 

nucleoprotein elements. 

鈴木善幸（名古屋市立大） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W1-2 

脊索動物ホヤにおけるセルロース

合成酵素遺伝子の獲得と機能 

笹倉靖徳（筑波大） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W1-3 

主要組織適合遺伝子複合体

（MHC）領域のゲノム構造進化 

椎名 隆（東海大） 

 

オーガナイザー 

大島泰郎（共和化工） 

小林一三（東大） 

 

 

 

W2-1 

原核生物の系統とは？ 

伊藤 隆（理研） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W2-2 

新しい系統の生命の探索 

藤田信之（NITE） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W2-3 

ゲノム配列からみた系統 

西田洋巳 (東大) 

 

１３：４５ 

 

１４：００ 

 

１４：１５ 

大
会
１
日
目 



- 17 - 

８月２１日（火） 大会第１日目 プログラム 

 

Ｃ会場 

W3 生理機能進化の統合

的な研究 

Ｄ会場 

一般口頭発表３ 

（ゲノム・分子進化） 

Ｅ会場 

口頭発表4 

（系統・分類） 

１３：３０ オーガナイザー 

齋藤 茂（生理研） 

小柳光正（大阪市大） 

 

 

 

W3-1 

エストロゲン受容体の分子進化と機

能進化 

勝 義直（北大・生物科学） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W3-2 

イオンチャネル修飾サブユニットの

追加による生理機能進化 

中條浩一（生理研・神経機能素子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W3-3 

Simple is the first?：微生物由来レチ

ナール蛋白質の分子進化と多様性 

須藤雄気（名大・生命理学） 

 

 

１Ｄ-１３ 

階層ベイズモデルによるタンパク質

にかかる多様化圧の時空間集積性

の推定 

○渡部輝明1、岸野洋久2 

1高知大・医、2東大・院 

１Ｅ-１３ 

雑種生殖(hybridogenesis)遺伝子の

存在と発現条件 

堀田海帆、○宗原弘幸 

北大・臼尻実験所 

１３：４５ １Ｄ-１４ 

精子発現遺伝子によく見られる速

い進化を説明する新しい理論 

○江澤 潔、印南秀樹 

総研大・先導科学 

１Ｅ-１４ 

近交系間交雑Ｆ１個体における対

立遺伝子間の発現調節 

村田泰彦、鈴木 穣、尾田正二、  
○三谷啓志 

東大・新領域 

１４：００ １Ｄ-１５ 

進化における表現型ゆらぎの役割 

○斉藤 稔、石原秀至、金子邦彦 

東京大学総合文化研究科 

１Ｅ-１５ 

トランスクリプトームを用いたヘビ類

の系統的位置付けの解析 

○栗崎政希、松原和純、熊澤慶伯 

名市大・院システム自然科学 

１４：１５ １Ｄ-１６ 

ＤＮＡの二重らせん構造から新提案

のらせん構造への進化 

田中義人 

無所属 

１Ｅ-１６ 

反復配列の増減を指標としたテナ

ガザル科４属の系統関係推定の試

み 

○寺田祥子1、平井百合子2、平井啓

久3、古賀章彦4 

1京大・院理、2京大・研究員、3京大・

教授、4京大・教授 

大
会
１
日
目 
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８月２１日（火） 大会第１日目 プログラム 

 

プレナリー会場 Ａ会場 

W1 ゲノム構造進化の分

子機構 

Ｂ会場 

W2 種(species)とは何な

のか？ 

１４：３５ 

 

 オーガナイザー 

今西 規（産総研） 

 

 

W1-4 

近縁種ゲノム比較によって明らかに

される超微小逆位 

原 雄一郎、今西 規（産総研） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W1-5 

栽培イネにおける Exon-Intron 構造

進化 

田中 剛1, 2、Georg Haberer2、Klaus 

Mayer2（1生物研、2Helmholtz 

Zentrum München） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W1-6 

反復配列の変異がもたらすミトコン

ドリア DNA 調節領域の多様性と進

化 

金城その子、池尾一穂（遺伝研）、

椎名 隆、田中景子（東海大・医）、

田中 彰（東海大・海洋）、小見山 

智義（東海大・医） 

 

 

オーガナイザー 

大島泰郎（共和化工） 

小林一三（東大） 

 

W2-4 

メタゲノム情報と系統分類 

内山郁夫（基生研） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W2-5 

原核生物における翻訳開始機構の

進化 

五條堀 孝（遺伝研） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W2-6 

相同組換えから見た種 

矢原耕史（東大） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おわりに 

小林一三（東大） 

１４：５０ 

 

１５：０５ 

 

１５：２０ 

大
会
１
日
目 
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８月２１日（火） 大会第１日目 プログラム 

 

Ｃ会場 

W3 生理機能進化の統合

的な研究 

Ｄ会場 

一般口頭発表３ 

（ゲノム・分子進化） 

Ｅ会場 

口頭発表4 

（系統・分類） 

１４：３５ 

 

オーガナイザー 

齋藤 茂（生理研） 

小柳光正（大阪市大） 

 

 

 

 

 

 

 

 

W3-4 

非視覚系光受容タンパク質の分子

進化と機能多様性 

小柳光正（大阪市大・生物地球） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W3-5 

温度感受性 TRP チャネルの進化：

痛み受容体 TRPV1と TRPA1の脊椎

動物における機能進化 

齋藤 茂（生理研・細胞生理） 

 

 

１Ｄ-１７ 

B 染色体が保有個体をメス化させる

機構とその進化 

○寺井洋平1、吉田恒太1、鈴木 

南1、田辺秀之2、黒岩麻里3、豊田 

敦4、伊藤武彦1、岡田典弘1 

1東工大・生命理工、2総研大・先導

研、3北大・理、4遺伝研・比較ゲノム 

１Ｅ-１７ 

単細胞紅藻チノリモ(Porphyridium 

purpureum)の葉緑体ゲノム構造解

析および系統分析 

○田島直幸1, 2、佐藤修正3、丸山史
人4、黒川 顕2, 5、太田啓之2, 6、田畑
哲之3、関根康介1、森山 崇1, 2、佐
藤直樹1, 2 

1東京大・院・総合文化、2JST・
CREST、3かずさDNA研究所、4東京
医科歯科大、5東工大・院・生命理
工、6東工大・バイオセンター 

１４：５０ 

 

１Ｄ-１８ 

利己的な遺伝因子のメス減数分裂

ドライブによる新しい性決定システ

ムの出現 

◯吉田恒太、北野 潤 

遺伝研・生態遺伝 

１Ｅ-１８ 

ウロコガイ上科二枚貝類における

共生様式の進化とダイナミックな寄

主転換パターン 

○後藤龍太郎1、川北 篤2、石川 

裕3、濱村陽一4、加藤 真5 

1東大・大気海洋研、2京大・生態研、
3愛媛県、4広島県、5京大・人環 

１５：０５ 

 

１Ｄ-１９ 

ツチガエルの XY 型と ZW 型集団の

接触地帯における性決定機構の進

化 

尾形光昭1、三浦郁夫2 

1横浜市繁殖センター、2広島大・院

理・両生類研 

１Ｅ-１９ 

八重山諸島のハシブトガラス

Corvus macrorhynchos osai に起こ

りつつある生態学的種分化 

◯山崎剛史1、上開地広美2、松原 

始3 

1山階鳥類研究所、2やんばる野生

生物保護センター、3東大・総合研究

博物館 

１５：２０ １Ｄ-２０ 

３Ｄゲノム・ユニバース：様々な生物

種ゲノムの３次元空間へ投影・可視

化の試み 

相田拓洋、○伏見 譲、西垣功一 

埼玉大学 

１Ｅ-２０ 

Genetic consequences of different 
speciation modes in oceanic island 
plants: An example from endemic 
plants in the Juan Fernández 
Archipelago, Chile 

○Koji Takayama, Patricio López S., 
Tod F. Stuessy 

Department of Systematic and 

Evolutionary Botany, University of 

Vienna 

大
会
１
日
目 
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８月２１日（火） 大会第１日目 プログラム 

 

プレナリー会場 Ａ会場 

W4 植物のエピジェネティクス： 環

境と表現型の変動をつなぐ 

Ｂ会場 

W5 海洋生物多様性：進化学フロ

ンティアとしての海洋の再発見 

１６：００ 

 

 オーガナイザー 

荒木希和子（京大・生態研） 

 

 

 

W4-1 

クローン植物集団におけるエピジェ

ネティック空間構造とその変異要因

荒木希和子（京大・生態研） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W4-2 

冬の記憶とエピジェネティクス：変動

環境下で適切な時期に開花する仕

組み 

佐竹暁子（北大・学地球環境科学） 

 

 

オーガナイザー 

池尾一穂（遺伝研） 

佐藤行人（遺伝研） 

 

 

W5-1 

水圏海洋の進化生態研究における

次世代シーケンサ活用 

佐藤行人（遺伝研） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W5-2 

メタゲノム解析手法による沿岸プラ

ンクトンモニタリングの実践 

長井 敏、安池元重、中村洋路（水

研セ中央水研）、西川哲也（兵庫県

但馬水技セ）、藤原篤志（水研セ中

央水研） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W5-3 

時系列メタゲノムデータを用いた沿

岸プランクトン動態の解析 

安池元重、中村洋路、甲斐 渉、藤

原篤志、長井 敏（水研セ中央水

研）、安東秀徳（熊本県水研セ）、西 

広海（鹿児島県水技セ）、小林敬

典、佐野元彦（水研セ中央水研）  

 

１６：１５ 

 

１６：３０ 

 

１６：４５ 

 

大
会
１
日
目 
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８月２１日（火） 大会第１日目 プログラム 

 

Ｃ会場 

W6 ショウジョウバエの系統

分類と進化 

Ｄ会場 

W7 進化言語学の展開 

Ｅ会場 

 

１６：００ 

 

オーガナイザー 

加藤 徹 (北大) 

 

 

 

 

 

W6-1 

ショウジョウバエの分類と系統：古

い問題と新しい挑戦 

戸田正憲（北大） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W6-2 

Drosophila 亜属の系統と進化－

quinaria section のショウジョウバエ

を中心に－ 

加藤徹（北大）、福田洋之（北大）、

越川滋行（Univ. of Wisconsin） 

 

 

 

 

オーガナイザー 

橋本 敬（JAIST） 

岡ノ谷一夫（東大） 

 

 

はじめに 

橋本 敬（北陸先端科技大） 

 

 

W7-1 

進化言語学の現状と課題：Evolang9

報告 

岡ノ谷一夫（東大・総合文化） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W7-2 

メタ認知と言語の進化－鳥類の実

験から思うこと 

藤田和生（京大・文） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W7-3 

分子生物学は言語進化にどう貢献

できるか 

大隅典子（東北大・医） 

 

 

 

 

 

１６：１５ 

 

１６：３０ 

 

１６：４５ 

 

大
会
１
日
目 
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８月２１日（火） 大会第１日目 プログラム 

 

プレナリー会場 Ａ会場 

W4 植物のエピジェネティクス： 環

境と表現型の変動をつなぐ 

Ｂ会場 

W5 海洋生物多様性：進化学フロ

ンティアとしての海洋の再発見 

１７：００ 

 

 オーガナイザー 

荒木希和子（京大・生態研） 

 

 

W4-3 

アサガオの模様にみるエピジェネテ

ィックな遺伝子発現制御の獲得機

構 

星野 敦（基生研） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W4-4 

タケ・ササ類における一斉開花枯死

の周期性とそのずれ 

陶山佳久（東北大・農） 

 

 

 

 

 

オーガナイザー 

池尾一穂（遺伝研） 

佐藤行人（遺伝研） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W5-4 

真骨魚類ゲノムの進化特性：トラン

スクリプトーム相同遺伝子データベ

ースの構築 

井上 潤（東大・大気海洋研） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W5-5 

深海底熱水活動域に生息する化学

合成独立栄養細菌に感染するファ

ージのゲノム解析 

吉田（高島）ゆかり、高木善弘、島

村 繁、布浦拓郎、高井 研（海洋

機構） 

１７：１５ 

 

１７：３０ 

 

１７：４５ 

 

大
会
１
日
目 
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８月２１日（火） 大会第１日目 プログラム 

 

Ｃ会場 

W6 ショウジョウバエの系統

分類と進化 

Ｄ会場 

W7 進化言語学の展開 

Ｅ会場 

 

１７：００ 

 

オーガナイザー 

加藤 徹 (北大) 

 

W6-3 

サトイモ科植物と送粉共生を結ぶタ

ロイモショウジョウバエの分子系統 

高野(竹中)宏平（地球研）、稲荷尚

記（北大）、小林憲生（埼玉県立

大）、加藤 徹（北大）、Jian-jun Gao

（雲南大）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W6-4 

ショウジョウバエの分子系統と共生

細菌 

和多田正義（愛媛大） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W6-5 

総合討論 

 

 

オーガナイザー 

橋本 敬（JAIST） 

岡ノ谷一夫（東大） 

 

 

 

 

 

 

W7-4 

道具使用と言語の進化 

入來篤史（理研・脳科学） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W7-5 

音象徴と言語の起源 

今井むつみ（慶應大・環境情報） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合討論：進化言語学の現状・課題

を踏まえた今後の展開について 

 

１７：１５ 

 

１７：３０ 

 

１７：４５ 

 

大
会
１
日
目 
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８月２２日（水） 大会第２日目 プログラム 

 

プレナリー会場 

国際シンポジウム 

“Phylogenetics” 

ポスター会場 

ポスター発表 

（コア・タイム） 

９：００ 

 

オーガナイザー 

村上哲明（首都大） 

田村浩一郎（首都大） 

 

IS-1 

On the benefits and difficulties of obtaining 'complete' 

phylogenetic trees, with examples from plants 

Michael Donoghue（イェール大学） 

 

 

 

 

 

 

IS-2 

Hot spots in the coevolution of life and Earth 

S Blair Hedges（ペンシルバニア州立大学） 

 

 

 

 

 

 

 

IS-3 

New methods and tools for the next generation 

phylogenetics 

Sudhir Kumar（アリゾナ州立大学） 

 

 

 

 

 

IS-4 

Perspectives on evolutionary biology based on 

phylogeny 

長谷部光泰（基礎生物学研究所） 

 

 

 

IS-5 

Characteristics of mitogenomic data for vertebrate 

phylogenetics 

熊澤慶伯（名古屋市立大学） 

 

９：３０ 

 

１０：００ 

 

１０：３０ 

１１：００ 

１１：３０ 

大
会
２
日
目 
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８月２２日（水） 大会第２日目 プログラム 

 

プレナリー会場 

総会 

受賞講演 

ポスター会場 

ポスター発表 

（コア・タイム） 

１３：３０ 

 

  

 

 

 

 

 

ポスターセッション（コア・タイム） 

 奇数番号説明（１３：３０～１４：３０） 

 偶数番号説明（１４：３０～１５：３０） 

 

高校生ポスター発表 

「第７回 みんなのジュニア進化学」 

１４：００ 

 

１４：３０ 

 

１５：００ 

１５：３０ 総会  

１６：００ 

１６：３０ 日本進化学会賞（木村賞）、研究奨励賞、教育啓蒙賞

授賞式 

 

 

日本進化学会賞（木村賞）受賞講演 

 

 

１７：００ 

１７：３０ 

１８：００ 

懇親会（生協食堂） 

大
会
２
日
目 
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８月２３日（木） 大会第３日目 プログラム 

 

プレナリー会場 Ａ会場 

S3 Experimental evolution 

and conflicts 

Ｂ会場 

S4 脊椎動物の形態進化-発生学、

古生物学、形態学の視点から- 

９：００ 

 

 Organizers 

Ichizo Kobayashi (Univ. of Tokyo)

Akira Sasaki (Sokendai) 

 

 

S3-1 

In vitro evolution： principles and 

drug developments. 

Yoshikazu Nakamura* (Univ. of 

Tokyo, Ribomic) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S3-2 

DNA predators and their preys in 

complex in vitro ecosystems. 

Adrien Padirac* and Yannick 

Rondelez (Univ. of Tokyo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S3-3 

Why do we die from infection?  

Masaki Fukuyo, Akira Sasaki 

(Sokendai), Ichizo Kobayashi* (Univ. 

of Tokyo)  

 

 

オーガナイザー 

田中幹子（東工大） 

和田 洋（筑波大） 

 

 

 

四肢•歩行の進化 

S4-1 

恐竜発生学のすすめ 

田村宏治（東北大・生命） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S4-2 

ワニと鳥類の祖先（主竜類）におけ

る、直立姿勢と二足歩行の進化 

久保 泰（福井県立恐竜博物館） 

 

 

９：１５ 

 

９：３０ 

 

９：４５ 

大
会
３
日
目 
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８月２３日（木） 大会第３日目 プログラム 

 

Ｃ会場 

一般口頭発表５ 

（生態・環境） 

Ｄ会場 

一般口頭発表６ 

（ゲノム・分子進化） 

Ｅ会場 

 

９：００ ３Ｃ-１ 

日本に生息するクワコの自然集団

におけるミトコンドリア COI の塩基多

型 

○行弘研司1、岩田和也1、河本夏

雄1、冨田秀一郎1、伊藤雅信2、木内 

信1 

1（独）農業生物資源研究所、2京都

工芸繊維大学 

３Ｄ-１ 

原 核 生 物 の 鉄 結 合 タ ン パ ク 質

DPS/BFR ファミリーの複雑な進化 

佐藤直樹 

東大・院総合文化 

 

９：１５ ３Ｃ-２ 

自然遺伝変異の隠蔽機構の探索：

キイロショウジョウバエを用いたスク

リーニング 

高橋一男 

岡大・異コア 

３Ｄ-２ 

バクテリア界における CRP/FNR フ

ァミリー転写因子とターゲットモチー

フの共進化 

○松井 求、冨田 勝、金井昭夫 

慶應義塾大・先端生命 

 

９：３０ ３Ｃ-３ 

気候変動・分岐年代より推定するツ

マグロカジカ属の適応放散 

○山﨑 彩1、井上 潤2、宗原弘幸3 

1北大・院環、2東大大気海洋研、3北

大 FSC 

 

３Ｄ-３ 

微生 物比較ゲノムデータベース

MBGD におけるオーソログ分類の

改良 

○千葉啓和、内山郁夫 

基礎生物学研究所 

 

９：４５ ３Ｃ-４ 

サバ科魚類における外洋への適応

形態 

○中江雅典、篠原現人 

国立科博・動物 

３Ｄ-４ 

Ortho-Gen: 系統解析用オーソログ

データセット作成ツール 

○堀池徳祐1、薬袋良一2、宮田大

輔3、舘野義雄4 

1静岡大・GRL、2筑波大・グローバル

教育院、3千葉商大・商、4浦項工大 

 

大
会
３
日
目 
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８月２３日（木） 大会第３日目 プログラム 

 

プレナリー会場 Ａ会場 

S3 Experimental evolution 

and conflicts 

Ｂ会場 

S4 脊椎動物の形態進化-発生学、

古生物学、形態学の視点から- 

１０：０５  Organizers 

Ichizo Kobayashi (Univ. of Tokyo)

Akira Sasaki (Sokendai) 

 

 

 

S3-4 

Co-evolution between a host and a 

pathogen. 

Akiko Kashiwagi* (Hirosaki Univ.), 

Tetsuya Yomo (Osaka Univ.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S3-5 

Genetic bottlenecks in cell-to-cell 

movement and single-cell infections 

of plant viruses.  

Shuhei Miyashita* (JST, NIAS), 

Kazuhiro Ishibashi (NIAS), Hirohisa 

Kishino (Univ. of Tokyo), Masayuki 

Ishikawa (NIAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S3-6 

Learning predator promotes 

coexistence of prey. 

Yumiko Ishii*, Masakazu Shimada 

(Univ. of Tokyo): 

 

 

オーガナイザー 

田中幹子（東工大） 

和田 洋（筑波大） 

 

 

頭部筋肉の進化 

S4-3 

脊椎動物頭部筋肉の進化と頭部分

節性問題 

足立礼考（理研・発生再生） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S4-4 

齧歯類における咬筋構造と顎運動

の多様性 

佐藤和彦（朝日大・歯） 

 

 

１０：２０  

１０：３５  

１０：５０  

大
会
３
日
目 
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８月２３日（木） 大会第３日目 プログラム 

 

Ｃ会場 

一般口頭発表５ 

（生態・環境） 

Ｄ会場 

一般口頭発表６ 

（ゲノム・分子進化） 

Ｅ会場 

 

１０：０５ ３Ｃ-５ 

異なる生息環境に適応したアノール

トカゲ属の体肢筋に関する比較解

剖学的研究 

○安西 航1, 2、大村文乃2, 3、河田雅

圭4、Cadiz Diaz Antonio4、遠藤秀紀2 

1東大・院理、2東大・総合研究博物

館、3東大・院農、4東北大・生命科学 

３Ｄ-５ 

人類移動に伴う Helicobacter pylori

菌の拡散 

○鈴木留美子1、塩田星児1、松成

修1、Kirill Kryukov2、斎藤成也2, 3、山

岡吉生1 

1大分大学医学部、2遺伝学研究所、
3総合研究大学院大学 

 

１０：２０ ３Ｃ-６ 

霊長類の生活史戦略から性成熟速

度性比の進化を考える 

齊藤真理恵 

東大・院理 

３Ｄ-６ 

日本産ハブ属（Protobothrops 属）

の島集団間におけるmtDNAの遺伝

的分化 

◯柴田弘紀1、山本真由美1、千々岩

崇仁2、服部正策3、上田直子4、大野

素徳4、服巻保幸1 

1九大・生医研・ゲノム機能、2崇城

大・生物生命学部、3東大・医科研・

奄美病害動物研、4崇城大・薬学部 

 

１０：３５ ３Ｃ-７ 

動物体サイズと餌質の関係：スケー

リング則を用いた検証 

岡嶌亮子 

明治大・研究知財 

３Ｄ-７ 

カメ類ミトコンドリアゲノムにおける

翻訳フレームシフトの分子進化 

○山田知江美1、柴田弘紀2、熊澤慶

伯1 

1名市大・院システム自然科学、2九

大・生医研 

 

１０：５０ ３Ｃ-８ 

シャクガにみられる雌雄の寄主植

物に対する産卵選好性の地理変

異：産卵選好性の進化の推察 

辻かおる、曽田貞滋 

京大・院理 

３Ｄ-８ 

ナナホシクドアの退化したミトコンド

リアゲノムが明らかにする、ミクソゾ

アの左右相称動物起源 

○竹内史比古1、関塚剛史1、野崎智

義1、大西 真1、小西良子2、大西貴

弘2、黒田 誠1 

1国立感染症研究所、2国立医薬品

食品衛生研究所 

 

大
会
３
日
目 
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８月２３日（木） 大会第３日目 プログラム 

 

プレナリー会場 Ａ会場 

S3 Experimental evolution 

and conflicts 

Ｂ会場 

S4 脊椎動物の形態進化-発生学、

古生物学、形態学の視点から- 

１１：１０  Organizers 

Ichizo Kobayashi (Univ. of Tokyo)

Akira Sasaki (Sokendai) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S3-7 

Evolutionary genome engineering 

accelerated by a restriction- 

modification system 

Yoko Asakura* (Ajinomoto Co., Inc.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S3-8 

Rational genome engineering 

towards creation of a new species 

of Cyanobacillus  

Mitsuhiro Itaya* (Keio Univ.): 

オーガナイザー 

田中幹子（東工大） 

和田 洋（筑波大） 

 

カメの進化 

S4-5 

最古のカメは語る 

平山 廉（早稲田大・国際学術） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S4-6 

カメの起源：胚発生、ゲノム、そして

化石の示す進化シナリオ 

倉谷 滋（理研・発生再生） 

 

 

 

１１：２５ 

１１：４０ 

１１：５５ 

大
会
３
日
目 
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８月２３日（木） 大会第３日目 プログラム 

 

Ｃ会場 

一般口頭発表５ 

（生態・環境） 

Ｄ会場 

一般口頭発表６ 

（ゲノム・分子進化） 

Ｅ会場 

 

１１：１０ ３Ｃ-９ 

共生細菌によるアブラムシの体色

変化は、内分泌を介在する？ 

○杉本貴史、土`田 努 

富大・先端ライフサイエンス 

３Ｄ-９ 

尾索動物のエピジェネティクス：遺

伝子内部の DNA メチル化は種内変

異の原因である 

○鈴木美穂1, 2、高橋弘樹2 

1JST さきがけ、2基礎生物学研究所

 

１１：２５ ３Ｃ-１０ 

標高万能植物ミヤマハタザオの標

高適応遺伝子：トライコームと光受

容体 

○平尾 章1、恩田義彦2、清水(稲継）

理恵3、瀬々 潤4、清水健太郎3、田

中健太1 

1筑波大菅平セ、2理研、3チューリッ

ヒ大、4東工大 

３Ｄ-１０ 

ヒト・マイクロ RNA 遺伝子の比較ゲ

ノムによる生起時期の推定 

○岩間久和1、加藤清仁2、井町仁

美3、村尾孝児3、正木 勉2 

1香川大・総合生命科学研究センタ

ー、2香川大・医、3香川大・医 

 

１１：４０ ３Ｃ-１１ 

海洋プランクトン・浮遊性有孔虫の

殻の左右極性は生息水温と関係が

あるのか？ 

○氏家由利香1、浅見祟比呂2 

1高知大学・海洋コア総合研究センタ

ー、2信州大学・理学部生物科学科 

３Ｄ-１１ 

Evolution of microsatellite DNA in 

human and chimpanzee genomes 

竹崎直子 

香川大・総合生命セ 

 

１１：５５ ３Ｃ-１２ 

Claident: DNA 塩基配列のホスト生

物同定システム 

○田辺晶史、東樹宏和 

京大・院地球環境 

３Ｄ-１２ 

ゲノムワイドな系統解析によるイネ

栽培史における遺伝子移入パター

ンの解明 

○熊谷真彦、川原善浩、呉 健忠、

伊藤 剛 

農業生物資源研究所 

 

大
会
３
日
目 
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８月２３日（木） 大会第３日目 プログラム 

 

プレナリー会場 Ａ会場 

W8 エコゲノミクスで挑む

進化学 ～次の10年～ 

Ｂ会場 

W9 遺伝暗号マジック２０

の起源と進化 

１３：３０ 

 

 オーガナイザー 

牧野能士（東北大） 

花田耕介（理研 

 

 

W8-1 

シロイヌナズナ生態株間の二次代

謝産物の多様性をつくる分子機構

の解明に向けて 

花田耕介 (理研・PSC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W8-2 

シロイヌナズナ近縁種の局所適応

と短期的進化：ゲノムを温ねて生態

を知る 

森長真一 (東大・総合文化) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W8-3 

トゲウオにおける種分化と適応進化

のゲノミックス：分子機能解析への

展望 

北野 潤 (遺伝研・生態遺伝) 

 

 

オーガナイザー 

横堀伸一（東京薬科大） 

別所義隆（理研） 

 

 

W9-1 

Magic20と禁制律 

大島泰郎（共和化工・環境微生物

研） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W9-2 

tRNA 修飾酵素が主導する遺伝暗

号の進化 

別所義隆（理研・SPring-8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W9-3 

動物ミトコンドリアの遺伝暗号の多

様性 

渡辺公綱（東大） 

 

 

１３：４５ 

 

１４：００ 

 

１４：１５ 

大
会
３
日
目 
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８月２３日（木） 大会第３日目 プログラム 

 

Ｃ会場 

W10 繁殖干渉と進化 

Ｄ会場 

W11 『進化学事典』ができました会議 - 

「進化学事典」を囲みこれまでの進化学

とこれからの進化学に思いをはせる 

Ｅ会場 

W12 いかにして化石にいのちを吹き込

むか：古生物の生態・生理情報の復元 

１３：３０ オーガナイザー 

鈴木紀之（東北大・生命科学） 

 

 

 

W10-1 

繁殖干渉と隔離強化、形質置換、

種分化 

小沼順二（京大・動物生態） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W10-2 

テントウムシにおける寄主特殊化と

生態的形質置換 

鈴木紀之（東北大・生命科学） 

 

 

オーガナイザー 

川島武士（OIST） 

吉田真明（遺伝研） 

尾内隆行（理研 CDB） 

宮本教生（JAMSTEC） 

柴田朋子（基生研） 

 

W11-1 

進化学事典の「真核生物のゲノム」

項目における書き残し 

川島武士（沖縄科学技術大） 

(執筆項目 「8.3 平板動物門」「18.3 

真核生物のゲノム」) 

 

 

 

 

 

 

 

 

W11-2 

脊索動物の起源解明の現在と展望

宮本教生（海洋研究開発機構） 

（執筆項目「10.8 脊索動物」) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W11-3 

進化学における古生物学の立ち位

置 

遠藤一佳（東大・院理） 

（執筆項目「7.9 古生物学の知見か

ら」「8.12 腕足動物」「14.3 古代

DNA」「14.5地球環境の変動と生命

史」） 

 

 

オーガナイザー 

生形貴男（静岡大） 

 

 

 

W12-1 

殻体の安定同位体組成から探る絶

滅生物の生態とその進化 

守屋和佳（金沢大） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W12-2 

体色の進化史復元は可能か：化石

からの色彩情報抽出の試み 

石川牧子（東大） 

 

 

１３：４５ 

１４：００ 

１４：１５ 

大
会
３
日
目 
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８月２３日（木） 大会第３日目 プログラム 

 

プレナリー会場 Ａ会場 

W8 エコゲノミクスで挑む

進化学 ～次の10年～ 

Ｂ会場 

W9 遺伝暗号マジック２０

の起源と進化 

１４：３５ 

 

 オーガナイザー 

牧野能士（東北大） 

花田耕介（理研 

 

 

W8-4 

ハリヨ集団間における繁殖システム

変異のエコゲノミクス 

小北智之 (福井県立大・海洋) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W8-5 

表現型可塑性の分子機構とその進

化～エコデボ研究におけるゲノミク

スの活用～ 

三浦 徹 (北大・環境) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W8-6 

ゲノミクスで迫る生物が持つ環境適

応能力の相違 

牧野能士 (東北大・生命) 

オーガナイザー 

横堀伸一（東京薬科大） 

別所義隆（理研） 

 

 

W9-4 

アミノアシル tRNA 合成酵素の生命

ゲノム進化 

横堀伸一（東京薬科大・生命科学） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W9-5 

真核生物の変則 tRNA 遺伝子群 

金井昭夫（慶應義塾大・先端生命） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W9-6 

遺伝暗号解読のメカニズム 

髙井和幸（愛媛大・理工） 

 

 

１４：５０ 

 

１５：０５ 

 

１５：２０ 

大
会
３
日
目 
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８月２３日（木） 大会第３日目 プログラム 

 

Ｃ会場 

W10 繁殖干渉と進化 

Ｄ会場 

W11 『進化学事典』ができました会議 - 

「進化学事典」を囲みこれまでの進化学

とこれからの進化学に思いをはせる 

Ｅ会場 

W12 いかにして化石にいのちを吹き込

むか：古生物の生態・生理情報の復元 

１４：３５ 

 

オーガナイザー 

鈴木紀之（東北大・生命科学） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W10-3 

繁殖が‘干渉’になる理由を探る：単

為・有性生殖間の競争を例として 

川津一隆（京大・昆虫生態） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コメント 

千葉 聡（東北大・生命科学） 

 

 

オーガナイザー 

川島武士（OIST） 

吉田真明（遺伝研） 

尾内隆行（理研 CDB） 

宮本教生（JAMSTEC） 

柴田朋子（基生研） 

 

 

【編集部講演】 

W11-4 

事典出版よもやま話 

山本藍子・野口訓子（共立出版） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【特別講演】 

W11-5 

ほぼ中立説と発生遺伝学の発展 

太田朋子（遺伝研） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【座談会】 

『進化学事典』を囲みこれまでの進

化学とこれからの進化学に思いを

はせる 

川島武士、吉田真明、尾内隆行、宮

本教生、遠藤一佳、太田朋子、他 

オーガナイザー 

生形貴男（静岡大） 

 

 

W12-3 

化石から紐解く古生物の視覚とそ

の進化 

田中源吾（群馬県博） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W12-4 

比較結晶学から探る古生物の殻形

成過程とその系統性 

生形貴男（静岡大） 

 

１４：５０ 

 

１５：０５ 

 

１５：２０ 

大
会
３
日
目 
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８月２３日（木） 大会第３日目 プログラム 

 

プレナリー会場 Ａ会場 

W13 遺伝子発現の相互

作用と進化 

Ｂ会場 

W14 節足動物がみせる多様

な性決定・性分化の様式 

１６：００ 

 

 オーガナイザー 

高橋 文（首都大） 

隅山健太（遺伝研） 

 

 

W13-1 

ショウジョウバエ自然集団内アレル

サンプルを用いた遺伝子発現解析 

高橋 文（首都大・生命科学） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W13-2 

ヒトとチンパンジーにおけるアリル

特異的発現遺伝子の同定と遺伝子

発現制御機構の進化 

郷 康広（京大・霊長類研） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W13-3 

亜種間ハイブリッドマウスにおける

遺伝子発現のアレル間差異 

沼田興治（理研・バイオリソース） 

 

 

オーガナイザー 

宮崎智史（富山大） 

杉本貴史（富山大） 

 

 

W14-1 

カイコにおける遺伝的性決定機構 

鈴木雅京（東大・新領域創成科学） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W14-2 

共生細菌にのっとられたアズキノメ

イガの性決定機構 

杉本貴史（富山大・先端ライフサイ

エンス） 

 

 

１６：１５ 

 

１６：３０ 

 

１６：４５ 

 

大
会
３
日
目 
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８月２３日（木） 大会第３日目 プログラム 

 

Ｃ会場 

W15 カッコウ・宿主の軍拡競争：生
活史戦略モデルが解き明かす忘れ

去られた謎 

Ｄ会場 

W16 有殻原生生物から紐解く地球
生命圏の進化：分子系統と化石のコ

ラボレーションにむけて 

Ｅ会場 

 

１６：００ 

 

オーガナイザー 

田中啓太（立教大学） 

佐藤 望（立教大学） 

 

 

W15-1 

宿主によるカッコウ雛排除行動の発

見とその適応的意義～卵の数が対

托卵防衛戦術に影響するか！？～ 

◯佐藤 望（立教大・理）、三上 修

（岩手医科大）、上田恵介（立教大・

理） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W15-2 

宿主の学習によるカッコウ雛の排除

は可能か？～カッコウ卵の孵化タイ

ミングが宿主に学習機会を与え

る！～ 

佐藤 望（立教大・理）、◯田中啓太

（立教大・理）、三上 修（岩手医科

大）、上田恵介（立教大・理） 

 

 

オーガナイザー 

氏家由利香（高知大） 

浅見祟比呂（信州大） 

 

 

W16-1 

放散虫 Spumellaria 目の進化系統と

その内部構造の比較 

石谷佳之（海洋研究開発機構） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W16-2 

放散虫化石 Stichocorys peregrina

の形態変化 

上栗伸一（茨城大・教育） 

 

 

 

１６：１５ 

 

１６：３０ 

 

１６：４５ 

 

大
会
３
日
目 
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８月２３日（木） 大会第３日目 プログラム 

 

プレナリー会場 Ａ会場 

W13 遺伝子発現の相互

作用と進化 

Ｂ会場 

W14 節足動物がみせる多様

な性決定・性分化の様式 

１７：００ 

 

 オーガナイザー 

高橋 文（首都大） 

隅山健太（遺伝研） 

 

 

 

 

 

 

 

 

W13-4 

Gsx ホメオボックス遺伝子のパラロ

ガス転写調節領域の機能と進化 

隅山健太（遺伝研・集団遺伝） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W13-5 

パラログ形成にともなうシス調節機

構の進化 

越智陽城（奈良先端大・発生ゲノミ

クス） 

オーガナイザー 

宮崎智史（富山大） 

杉本貴史（富山大） 

 

 

W14-3 

トゲオオハリアリにおける顕著な性

分化過程 

宮崎智史（富山大・理） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W14-4 

ミジンコにおける環境依存的な性決

定機構 

加藤泰彦（阪大・工） 

１７：１５ 

 

１７：３０ 

 

１７：４５ 

 

大
会
３
日
目 
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８月２３日（木） 大会第３日目 プログラム 

 

Ｃ会場 

W15 カッコウ・宿主の軍拡競争：生
活史戦略モデルが解き明かす忘れ

去られた謎 

Ｄ会場 

W16 有殻原生生物から紐解く地球
生命圏の進化：分子系統と化石のコ

ラボレーションにむけて 

Ｅ会場 

 

１７：００ 

 

オーガナイザー 

田中啓太（立教大学） 

佐藤 望（立教大学） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W15-3 

カッコウによる巧みな宿主操作～カ

ッコウによる宿主卵の抜き取りが宿

主の排除行動をためらわせる～ 

三上 修、◯三上かつら（バードリサ

ーチ）、田中啓太（立教大・理）、佐

藤 望、上田恵介（立教大・理） 

 

 

 

オーガナイザー 

氏家由利香（高知大） 

浅見祟比呂（信州大） 

 

 

W16-3 

有孔虫類の多様化メカニズムの解

明に向けて 

土屋正史（海洋研究開発機構・海

洋・極限環境生物圏） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W16-4 

形態から読み解く浮遊性有孔虫と

環境の共進化 

木元克典（海洋研究開発機構・地球

環境変動） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まとめ 

遠藤一佳（東大） 

 

１７：１５ 

 

１７：３０ 

 

１７：４５ 

 

大
会
３
日
目 
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８月２４日（金） 大会第４日目 プログラム 

 

プレナリー会場 

進化学夏の学校 

「進化研究の最近の話題」 

９：００ 

 

SS-1 

適応進化を制限する機構と生物多様性 

河田雅圭（東北大･院生命） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SS-2 

進化発生学のこれまでとこれから 

和田 洋（筑波大生命環境系） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SS-3 

全ゲノム配列による系統解析 －限界と課題－ 

田村浩一郎（首都大・院理工・生命科学） 

 

９：３０ 

 

１０：００ 

 

１０：３０ 

１１：００ 

１１：３０ 

大
会
４
日
目 
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８月２４日（金） 大会第４日目 プログラム 

 プレナリー会場 

公開講演会 

“進化の見本：世界自然遺産小笠原諸島”

１３：００ 開催挨拶 

可知直毅（首都大・小笠原研究委員会委員長） 

 
OL-1 

小さな世界の大きな多様性： 小笠原諸島陸生貝

類の進化 

千葉 聡（東北大・生命科学） 

 

 

 

 

 

 
OL-2 

遙かなる海路の果てに：小笠原諸島固有樹種モ

ンテンボクの起源と進化 

高山浩司（ウィーン大・植物系統進化） 

 

 

 

 

 

休憩 

 

南硫黄島学術調査 2007 記録ビデオ上映 

 

 

 

 
 

 

 

OL-3 

小笠原にすむ淡水魚：海洋島における淡水魚の

起源と進化 

向井貴彦（岐阜大・地域科学） 

 

 

 

 

 

閉会挨拶 

村上哲明（首都大／大会委員長） 

１３：３０ 

１４：００ 

１４：３０ 

１５：００ 

１５：３０ 

大
会
４
日
目 
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ポスター発表 

P-1 初期の異所的種分化における平均待ち時間の推定 
○山口 諒、巌佐 庸（九大・院シス生） 

P-2 頻度スペクトルにおける自然選択の効果について 
○三浦千明、物部治徳（明治大学・先端数理） 

P-3 ３Ｄゲノム・ユニバース：様々な生物種ゲノムの３次元空間へ投影・可視化の試み 
○相田拓洋、伏見 譲、西垣功一（埼玉大学） 

P-4 RNA ウイルスの宿主依存機構に関連したウイルスゲノム進化 
○岩崎裕貴1, 3、秋葉太貴1、小倉 歩1、阿部貴志2、和田健之介1、池村淑道1（1長浜バイオ大学、 2

新潟大学、3日本学術振興会特別研究員 DC） 

P-5 シロアリ腸内共生原生生物の巨大ゲノムの進化学的考察 
○桑原宏和1、中西俊平1、中鉢 淳2、本郷裕一1（1東工大・生命、2豊橋技科大） 

P-6 １分子シークエンシングを用いた共生生物ゲノムの de novo アセンブリ 
○柴田朋子1、前田太郎1、西山智明2、菊池義智3、重信修治1、深津武馬3、長谷部光泰1 （1基生研、
2金沢大、3産総研） 

P-7 系統推定にとって有害なデータの除去による系統樹推定改良法の開発 
○岩本栄介、田村浩一郎（首都大・院理工） 

P-8 次世代シーケンス技術によるアカショウジョウバエゲノムの遺伝的多様性解析 
○橋本英明、里村和浩、田村浩一郎（首都大・院理工） 

P-9 アカショウジョウバエの Neo-X, Neo-Y 染色体における DNA の分子進化 
○里村和浩、田村浩一郎（首都大・院理工） 

P-10 組み換え抑制がない性決定遺伝子座における選択の痕跡：フグの場合 
○渥美九郁1、山野上祐介1、細谷 将1、木村亮介2、田角聡志1、鈴木 譲1、菊池 潔1（1東大・水実、
2琉大） 

P-11 性決定遺伝子が移りかわる現象の理解に向けてートラフグの性決定遺伝子の同定 
○菊池 潔1、神谷隆史1、甲斐 渉1、田角聡志1、岡あゆみ1、松永貴芳1、末武弘章2、鈴木重則3、

細谷 将1、宮台俊明2、鈴木 譲1（1東大・水実、2福井県大・海洋生資、3水研セ・増養殖研） 

P-12 ショウジョウバエにおける遺伝子量補償の検証 
○野澤昌文、福田奈那（遺伝研・生命情報） 

P-13 アカショウジョウバエにおける呼吸量の増加に伴う低温耐性の向上 
○磯部琴葉、田村浩一郎（首都大・院理工） 

P-14 集団遺伝学的手法を用いたアカショウジョウバエ温帯適応の検証 
○鳥居侑史、磯部琴葉、里村和浩、田村浩一郎（首都大・院理工） 

P-15 ゲンジボタルのマイクロサテライト DNA の単離と多型解析 
○長谷川喬之1、平林裕一郎2、草桶秀夫3（1福井工大・院、2福井工大、3福井工大・教授） 

P-16 PCR 法および塩基配列法に基づく人為的に放流されたゲンジボタルの固有性の判別 
○木村和裕1、稲葉直人2、塚﨑佑磨3、草桶秀夫4（1福井工大・院、2福井工大、3福井工大、4福井工

大・教授） 
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P-17 ミトコンドリア DNA の塩基配列に基づくヒメボタルの集団構造解析 
○有里美彦1、大久保嘉昭2、草桶秀夫3（1福井工大・院、2福井工大、3福井工大・教授） 

P-18 スダレダイ科魚類の巨大なミトコンドリアゲノムにおける大規模な遺伝子配置変動 

山野上祐介1、宮 正樹2、佐藤行人3、長田直樹3、馬渕浩司4、西田 睦4（1東大・水産実験所、  
2千葉中央博、3国立遺伝研、4東大・大気海洋研） 

P-19 爬虫類ミトコンドリアにおける転写物の網羅的解析 
○孫 垚、栗崎政希、熊澤慶伯（名市大・院 システム自然科学） 

P-20 ガラクトース代謝系遺伝子のクラスター構造から見たサッカロミセス科酵母の染色体進化 
○杉原千紗1、壷井基夫2、久冨泰資1（1福山大・生命工学、2福山平成大・福祉健康） 

P-21 有胎盤哺乳類の非震え熱産生機構の進化：脱共役タンパク質1と β3アドレナリン受容体の脊椎

動物における進化過程の解明 
○齋藤くれあ1、齋藤 茂1, 2（1岩手大・21世紀 COE、2岡崎統合バイオ(生理研)・生命環境） 

P-22 ダチョウ肝臓に発現する異物代謝酵素の配列解析 
○川合佑典1、渡邉研右1、石井秋宏2、大沼愛子2、澤 洋文2、池中良徳1、石塚真由美1（1北大・院

獣医、2北大・人獣共通感染症リサーチセンター） 

P-23 トミヨ孵化酵素 LCE の卵膜分解における機能分化 

川口眞理1、高橋 洋2、西田 睦3、安増茂樹1（1上智大・理工、2水大校・生物生産、3東大・大海

研） 

P-24 魚類の卵膜構成タンパク質とその遺伝子の進化 
○佐野香織、川口眞理、安増茂樹（上智大・理工） 

P-25 ゲノム倍加によって生じた２つの魚類 pomc 遺伝子の多様性 
○横井勇人、坂内美香、鈴木 徹（東北大・農） 

P-26 進化的に高度に保存された MHC クラス I 遺伝子（MR１）の分子進化 
○塚本健太郎、橋本敬一郎（藤田保健衛生大学・総合医科学研究所） 

P-27 クロショウジョウバエにおける抗カビ抗菌ペプチド遺伝子の網羅的探索 
○瀬戸陽介、田村浩一郎（首都大・院理工） 

P-28 メタゲノム解析を用いたショウジョウバエ腸内フロラの種間比較 
○西山空人、田村浩一郎（首都大・院理工） 

P-29 無顎類の RH 式血液型遺伝子族の解析 
○鈴木昭徳1、池谷弘伸2、遠藤康平2、北野 誉1, 2（1茨大・院理工、2茨大・工） 

P-30 有胎盤哺乳類の共通祖先におけるオキシトシンレセプターの進化速度の変化 

山下 薫、◯北野 誉（茨大・工） 

P-31 Exome データを利用した霊長類の嗅覚受容体遺伝子の比較解析 
○松井 淳1、郷 康広1、豊田 敦2、会津智幸2、石崎比奈子2、今井啓雄1、藤山秋佐夫2, 3、平井啓

久1、新村芳人4（1京大・霊長研、2遺伝研、3情報研、4東京医科歯科大・難治疾患研） 

P-32 真主齧類における苦味受容体の進化 
○早川卓志、鈴木南美、松井 淳、今井啓雄、平井啓久、郷 康広（京大・霊長研） 

 



- 44 - 

P-33 鯨類のゲノムにおける ClassI 嗅覚受容体遺伝子クラスター領域 
○岸田拓士、今井啓雄（京大・霊長研） 

P-34 アミノアシル tRNA 合成酵素を用いた全生物の分子系統解析 
○中川 穂、古川龍太郎、横堀伸一、山岸明彦（東薬大・生命） 

P-35 クラス Ia アミノアシル tRNA 合成酵素を用いた全生物の分子系統解析 
○古川龍太郎、横堀伸一、山岸明彦（東薬大・生命） 

P-36 翻訳伸長因子を用いた生命の初期進化の解析 
○金武 舞、横堀伸一、山岸明彦（東薬大・生命） 

P-37 Glycerol-1-phosphate dehydrogenase の分子系統解析に基づく初期生命の進化の解明 
○中島慶樹、赤沼哲史、横堀伸一、山岸明彦（東京薬科大学 生命科学部） 

P-38 新生遺伝子の転写調節機構の獲得と進化 
○松村研哉1、郷 康広2、大島一彦1（1長浜バイオ大学・バイオサイエンス学部、2京都大学・霊長

研） 

P-39 発現量の差異に対する自然選択の検出 
○佐藤光彦、牧野能士、河田雅圭（東北大・院・生命） 

P-40 天然変性タンパク質の進化的保存性の解析 
○細川達也1、河合洋介1、福地佐斗志2、西川建3、菊地武司1（1立命大・生命、2前橋工大・工、3阪

大・蛋白研） 

P-41 Advantages of a Mechanistic Codon Substitution Model for Evolutionary Analysis of 

Protein-Coding Sequences 

宮澤三造（群馬大・院工） 

P-42 哺乳類の吻部進化に関わった SINE 
○小林直樹、西原秀典、岡田典弘（東工大・生命） 

P-43 SINE 由来エンハンサーの機能進化 
○伊澤和輝、西原秀典、田代賢祐、小林直樹、岡田典弘（東工学・生命理工） 

P-44 脳梁進化に関与した SINE 由来エンハンサー 
○西原秀典1、Anne Teissier2、小林直樹1、田代賢祐1、中西晶子1、佐々木剛3、伊澤和輝1、Kuo 

Yan4、 Victor Tarabykin4、隅山健太5、平川美夏6、Alessandra Pierani2、岡田典弘1（1東工大・院

生命理工、2Institut Jacques Monod・Université Paris Diderot、3東農大・農学部、
4Max-Plank-Institute for Experimental Medicine、5遺伝研・集団遺伝、6JT 生命史研究館） 

P-45 SINE 由来配列は間脳の Fgf8エンハンサーの活性を視床下部に限定する 
○中西晶子1、小林直樹1、鈴木-平野明日香2、西原秀典1、佐々木 剛1, 3、平川美夏4, 5、隅山健太6、

下郡智美2、岡田典弘1（1東工大・院・生命理工、2理研 BSI、3東農大・農、4京大化学研究所、5JT

生命誌研究館、6遺伝研） 

P-46 高温適応進化大腸菌における groL 変異の機能解析 
○花神彩香1、橋本智美1、小宅綾菜1、中屋敷 徹2、森 浩禎2、岸本利彦1、四方哲也3, 4, 5（1東邦

大・院理、2奈良先端・院バイオサイエンス、3阪大・院情報 科学、4ERATO JST、5阪大・院生命機

能） 
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P-47 Usnea 属の地衣類における乾湿サイクルと遺伝子発現の関係 
○河野美恵子1、大村嘉人2、颯田葉子1（1総研大・先導科学、2科博・植物） 

P-48 下等脊椎動物における松果体関連器官の波長識別システムの多様性 
○小柳光正、和田清二、山下（川野）絵美、寺北明久（大阪市大・院理） 

P-49 グッピーにおける LWS オプシン遺伝子の多型と遺伝子発現量及び長波長光感受性との関連 
○酒井祐輔1、大槻 朝1、手塚あゆみ2、笠木 聡3、河村正二3、河田雅圭1（1東北大・生命、2北海

道大・FSC、3東京大・新領域） 

P-50 RAD タグマーカーによるタモロコ属魚類の高密度連鎖地図構築と比較ゲノム解析 
○柿岡 諒1、小北智之2、熊田裕喜2、渡辺勝敏1、奥田 昇3（1京大・院理、2福井県大・海洋、3京

大・生態研） 

P-51 Genetic bases for different thermal microhabitat use in three Cuban Anolis lizards 

赤司寛志1、アントニオ カディス・ディアス1、牧野能士2、河田雅圭3（1東北大・院生、2東北大・助教、
3東北大・教授） 

P-52 日本列島におけるアオガイ属（腹足綱: カサガイ目: ユキノカサガイ科）の系統地理 
○照屋清之介1、中野智之2、佐々木猛智3（1東大・院理、2京大・瀬戸臨海、3東大・総合研究博） 

P-53 ハナゴウナ科（軟体動物門：腹足綱）における寄生戦略の変遷 
○高野剛史1、Anders Warén2、狩野泰則1（1東京大学大気海洋研究所、2スウェーデン国立自然史

博物館） 

P-54 複数の核遺伝子による多足亜門の系統解析 
○宮澤秀幸1, 2、蘇 智慧1, 2（1阪大・院理、2JT 生命誌研究館） 

P-55 ミトコンドリア DNA 全塩基配列決定によるノコギリザメとノコギリエイの系統関係 
○田中景子1、大坂綾太2、椎名 隆1、猪子英俊1、田中彰2（1東海大・医、2東海大・海洋） 

P-56 ニホンスッポン Pelodiscus sinensis 日本集団の遺伝的変異 
○鈴木 大1、疋田 努2（1海洋大・海洋科学、2京大・院理） 

P-57 個体変異と種間変異からさぐる哺乳類イヌ科における臼歯形態と歯式の進化 
○浅原正和（京大・院理） 

P-58 イチジクの花の匂いの地理的変異 
○岡本朋子1、蘇 智慧1, 2（1JT 生命誌研究館、2阪大・院理） 

P-59 ハコネウツギにおける花色変化の生物学的意義の解明 
○下川悟史、村上哲明（首都大・牧野標本館） 

P-60 野外集団における自然選択の検出～小笠原産タブノキ属植物を材料として～ 
○常木静河1、加藤英寿2、吉田圭一郎3、村上哲明2（1愛教大・理科教育、2首都大・牧野標本館、 
3横国大・教育人間科学） 

P-61 無配生殖シダ植物における複数遺伝子座を用いた遺伝的分離の検証 
○大槻 涼1, 2、角川（谷田辺）洋子3（1駒澤大学・総合教育研究部自然科学部門、2日本女子大・理、
3東京大学大学院・理・附属植物園） 

P-62 周期的一斉開花植物における非対称種間交雑モデル 
○柿嶋 聡1、守田 智2、吉村 仁1、邑田 仁3（1静岡大・創造院、2静岡大・工、3東大・院理・植物

園） 
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P-63 セイヨウミツバチオスの幼若ホルモンによる脳内ドーパミン系の制御 
○佐々木 謙1、赤坂真也1、目澤龍介1、嶋田敬介2, 3、前川清人3（1金沢工大・バイオ・化学、2石川

自然資料館、3富山大院・理工） 

P-64 トゲオオハリアリの行動レパートリ特異的リズム 
○岡田泰和1、渕側太郎2、宮竹貴久3、辻 和希4（1東大・総合文化、2ヘブライ大、3岡大・農、4琉

大・農） 

P-65 間隙性貝形虫 Parapolycope spiralis （甲殻類） にみられる特殊な交尾栓 

田中隼人（静岡大・理・学振 PD） 

P-66 メスは交尾に対する抵抗を進化させても性的対立のコストを軽減できない 
○原野智広（総研大・先導科学） 

P-67 陸産貝類で見られる交尾相手の再交尾抑制 
○木村一貴、渋谷佳士、千葉 聡（東北大・院・生命） 

P-68 キジ科クジャク属における求愛ディスプレイ形質の種間比較 
○高橋麻理子（東大・院総合文化） 

P-69 偏った性比による絶滅回避 
○伊東 啓1、上原隆司2、守田 智3、泰中啓一2、吉村 仁2（1静岡大・院工、2静岡大・創造院、3静

岡大・工） 

P-70 多次元空間において方向進化する集団が進化的に分岐する条件の適用例 
○伊藤 洋1、Ulf Dieckmann2（1総研大・先導研、2IIASA・EEP） 

P-71 Relationships between duplicated genes and adaptation to environmental variabilities in 

mamamals 
○Tamate, C.S., Kawata, M. and Makino, T.（東北大・院・生命） 

P-72 The Relationships between Archaeal 16S rRNA genes and Environmental Properties in 

subseafloor sediments offshore Shimokita Peninsula 
○柏村卓朗（東大・院農） 

P-73 豊凶進化に対する、有限集団サイズの効果 
○立木佑弥、巌佐 庸（九大・シス生） 

P-74 タバココナジラミに見られるユニークな内部複合共生システム 
○藤原亜希子、土`田 努（富大・先端ライフサイエンス） 

P-75 人工自己複製 RNA の実験室内進化 
○市橋伯一1, 2、四方哲也1, 2, 3（1ERATO・JST、2阪大・院情報、3阪大・院生命） 

P-76 フローサイトメーターを用いたマルチカラー漏えい解析が明らかにしたモデル抗菌ペプチドの詳

細な作用機序 
○北原 圭1、角南武志1, 2、四方哲也1, 2（1科学技術振興機構・四方動的微小反応場プロジェクト、2

大阪大学大学院情報科学研究科） 

P-77 なぜ感染で死ぬのか？ 利他的感染防御としての死の集団実験と数理モデルによる検討 
○福世真樹1, 2、佐々木 顕3、小林一三1, 4（1東大・新領域-東大医科研、2学振 PD、3総研大・生命

共生体進化、4東大・理） 
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P-78 遺伝子制御ネットワークの進化と隠蔽変異の蓄積に対する生息環境の効果 
○岩嵜 航1、津田真樹2、河田雅圭1（1東北大・院生命科学、2理研・基幹研） 

P-79 巻貝の貝殻の形態進化における Dpp の役割：貝殻螺旋成長の分子メカニズム 
○清水啓介1、Davin Setiamarga1、工藤哲大2、更科 功1、遠藤一佳1（1東京大・院理、2Exeter 

Univ.） 

P-80 日本近海産原鰓亜綱（二枚貝綱）の貝殻微細構造 
○佐藤 圭1、渡部裕美2、佐々木猛智3（1東大・理、2JAMSTEC、3東大・総合研究博物館） 

P-81 哺乳類独自の聴覚器官の進化を可能にした発生プログラムの解明 
○武智正樹1, 2、平井珠美2、人見次郎1、倉谷 滋2（1岩手医大・解剖学、2理研・CDB） 

P-82 両棲類有尾目における体幹部構造の比較形態学的研究 
○大村文乃1, 2、安西 航2, 3、遠藤秀紀2（1東大・院農、2東大・総合研究博物館、3東大・院理） 

P-83 アノールトカゲの後肢長差の詳細な形成過程について 
○若狭 甫、田村宏治、西村悠紀、Antonio Cadiz Diaz、横山 仁、河田雅圭（東北大・院生命） 

P-84 Development of external gills in Senegal bichir, Polypterus senegalus 
○Koji Fujimura1, 2, Masataka Okabe2（1JSPS Postdoctoral Research Fellow, 2Dept. Anat., Jikei Univ. 

Sch. Med., JAPAN） 

P-85 脊椎動物における側板中胚葉の発生プログラムの変化がもたらした区画化された心臓と対鰭の

進化 
○鬼丸 洸1、倉谷 滋2、田中幹子1（1東工大・生命理工、2CDB・RIKEN） 

P-86 縞パターンを生み出す遺伝子発現ダイナミクスの多様性：クモ胚をモデルとした研究  
○小田広樹、秋山-小田康子（JT 生命誌研究館） 

P-87 情報伝達における個体差の影響: ムネボソアリの集団意思決定から 
○田村光平1、佐々木崇夫2、Stephen C. Pratt2、井原泰雄1（1東大・院理、2アリゾナ州立大） 

P-88 遺伝子ネットワークで制御されるパターンの進化 
○香曽我部隆裕、金子邦彦（東大・総文） 

P-89 識別ノイズとジャンケン関係が緑ひげ効果の進化に与える影響 
○早坂脩平1、廣田忠雄2（1山形大・院理、2山形大・准教授） 

P-90 概念に対する時代毎の意味的変化と語彙進化の関係 

西村 純（無所属 自由業） 

P-91 アルファベット文字列表示装置 Star graph solution in alphabet 
○荻村英雄（フリー） 

P-92 Phylogeography of the Ainu language 

Lee Sean Sangheon（東京大学大学院総合文化研究科） 
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高校生ポスター発表 「第７回 みんなのジュニア進化学」 

H-1 土壌動物を用いた環境評価 

石田舞奈、円谷優佑、小野政晃、藤田真帆（神奈川県立弥栄高等学校） 

H-2 タンポポたちの戦略 ―学校周辺のタンポポ調査― 

近藤まなみ、根建真衣子、高橋直子（佐野日本大学高等学校） 

H-3 フズリナの進化から古環境を推測する 

池澤佑汰郎（佐野日本大学高等学校） 

H-4 放散虫の分類による古環境推定 

小池綾奈（佐野日本大学高等学校） 

H-5 マウスとハムスターのバランス能力と尾の役割 

坂本滉平（宮城県仙台第三高等学校） 

H-6 ニシン目における視交叉の左右非対称性 

工藤俊樹（宮城県仙台第三高等学校） 

H-7 陽イオンとグルコースによるマウスとヒト赤血球の形態変化 

木下理子（宮城県仙台第三高等学校） 

H-8 ハシボソガラスのクルミ選択行動 

梅津亮汰（宮城県仙台第三高等学校） 

H-9 抗菌ペプチドナイシンとシナモンの関係に迫る 

安田聖美、小松千春、土田美早紀（秋田県立秋田南高等学校） 

H-10 光を利用した夏秋いちごの花芽分化の促進 

中村こと美、下畑玲南（青森県立名久井農業高等学校） 

H-11 食虫植物イヌタヌキモの消化 

工藤勝裕、稲葉涼介、佐々木聖也、佐古詩織、友廣和真、本多雄介、岡本洋輝、橘 遥香（埼玉

県立川口北高等学校） 

H-12 オオイタサンショウウオの人工授精と発生段階 

森下瑶子、大西優衣（ノートルダム清心学園清心女子高等学校） 

H-13 アルコール発酵能とセルロース分解能を併せもつ酵母を求めて 

田中璃彩、齋藤 恵、小嶋由加里、川井里香、澤田春那（ノートルダム清心学園清心女子高等

学校） 

H-14 ヒメオドリコ大発生の秘密 

坂本宇弘平、清水崚雅、佐藤息吹、野崎真矢（福島県福島市立福島第一中学校） 

H-15 微生物の培養 

近藤朋希、藤原隆浩、八重樫良太、小牧 翼、石原麻優香、永山可奈子、清水一希（東京大学

教育学部附属中等教育学校） 

H-16 サラブレッドの毛色決定の遺伝的背景の解明 

坂本貴洋（栄光学園高等学校） 

  



- 49 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講演要旨
 

 

 



- 50 - 

プレナリー国際シンポジウム “Phylogenetics” 

IS-1 

On the benefits and difficulties of obtaining 'complete' phylogenetic trees, with examples from plants 

Michael Donoghue  
Department of Ecology and Evolutionary Biology, Yale University 

     I will mainly use our ongoing studies of the woody angiosperm clade Viburnum to provide examples of 
the role that phylogenetic trees can play in integrating information across disciplines.  One example 
connects phylogenies with patterns of geographic movement in response to global change.  A second 
example connects a global spatial pattern in leaf form to details of anatomy, physiology, and geometric 
models.  A third one features the generation and experimental testing of a hypothesis on plant-animal 
interactions.  An overriding theme is the increasing value and the great difficulty of obtaining 'complete' 
phylogenies, as opposed to very large, but sparsely sampled, trees.  I will argue that sparsely sampled trees 
will seldom provide the level of detail necessary to provide highly satisfying answers to real biological 
problems. 

 

IS-2 

Hot spots in the coevolution of life and Earth 

S Blair Hedges  
Department of Biology, Pennsylvania State University 

     Knowing the history of life on Earth will reveal much about evolutionary mechanisms and the 
coevolution of life and the planet, but we're not there yet. This is still the age of discovery for evolutionary 
biology, and breakthroughs often come after learning two basic things about a group of organisms: their 
relationships and their timescale of evolution, which together define a timetree. Historically, fossils have 
been the only source for timescales of evolution, but molecular clocks are now filling many gaps in the 
timetree of life. Earth-life coevolution has been continuous, but there were episodes in Earth history when 
this interaction had unusually large and global effects. In one case, molecular timetrees revealed that 
two-thirds of all prokaryotes form a natural group, terrabacteria, inferred to have had a common ancestor that 
lived on land about three billion years ago. Oxygen production and complex multicellularity (deriving from 
the energy in oxygen) may be tied to this terrestrial ancestry and invasion of a new, global niche. In a second 
case, a Neoproterozoic hot spot also appears to have involved terrestriality—this time of eukaryotes (plants 
and fungi), followed by another oxygen surge. It is unlikely a coincidence that the subsequent explosion in 
animal diversity is tied to this second major hot spot. Macroscopic animals with hard parts require sufficient 
oxygen, provided by the surge. The Cambrian explosion is now better understood in the context of rising 
oxygen levels. There were other hotspots in the coevolution of life and Earth, with some involving, similarly, 
changes in levels of atmospheric gases, and others involving different types of interactions such as 
temperature change, extraterrestrial impact, and human impact. All of these are of interest in understanding 
the evolution of life in the universe, and how a planet and its biota coevolve. 

 

IS-3 

New methods and tools for the next generation phylogenetics 

Sudhir Kumar  
Center for Evolutionary Medicine & Informatics, Biodesign Institute, Arizona State University 

     Molecular data have become an important means to add a temporal dimension to the Tree of Life and 
to survey the diversity of life in different habitats via metagenomics. Molecular dating methods are now 
being applied to datasets that have been quickly expanding in the numbers of species and the taxonomic 
diversity. This research has been hampered by an exponential increase in the computational time needed by 
the application of current methods to an increasing number of sequences. Similarly, the metagenomics 
studies are being applied to an increasingly large number of sequences and species. I will present new 
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methods for Molecular Dating and Metagenomics analysis that appear to be very accurate and quite fast in 
respective analyses when applied to large problems. They will serve as enabling technologies for conducting 
molecular evolutionary analysis of very large contemporary datasets. This work is in collaboration with Drs. 
Koichiro Tamura (Japan) and Alan Filipski (USA). 
 

IS-4 

Perspectives on evolutionary biology based on phylogeny 

Mitsuyasu Hasebe 
National Institute for Basic Biology, Okazaki, Japan 

     Advancement of molecular phylogenetics revealed most of major phylogenetic relationships in last 
twenty years and the inferred phylogeny brought us new and interesting questions. One of current subjects is 
a discrepancy between a traditional classification based on morphology and an inferred phylogeny based on 
DNA data. A morphological character can be described as developmental regulatory gene networks and the 
increase of the information by the reduction made us compromise the discrepancy and gave new 
evolutionary insights. I will introduce such examples on gymnosperms and ferns. Solid phylogenetic 
inference and genome technology enabled us to deduce genome-wide evolution of gene networks managing 
a body plan in both metazoans and land plants. I will discuss on the unexpected divergence of land plant 
developmental gene networks. As well as species trees, reliable gene trees are indispensable to discuss 
evolutionary processes at a genetic level. We found a receptor-like kinase (RLK) functioning to release 
sperm cells from pollen tube at fertilization. A gene tree showed that the male RLK is sister to a female 
specific RLK necessary for fertilization. These indicate that male and female interactions using pollen tube 
evolved via gene duplication. In this way, phylogenetic analyses blow evolutionary insights in other fields of 
biology. On the other hand, the opposite way is also effective. When we made a loss-of-function mutant of 
CURLY LEAF gene encoding a component of chromatin modification complex in a bryophyte, unexpectedly 
mutant morphology was similar to protracheophytes. This new evolutionary connection between bryophytes 
and protoracheophytes appear to compromise the long debate whether the common ancestor of land plants 
was similar to bryophytes or protracheophytes, which will be discussed in details. Lastly, I will introduce our 
challenge to identify genes involved in a host race change of the moth Acrocercops transecta, which is 
directly related to speciation at the branching point of a phylogenetic tree. 

 

IS-5 

Characteristics of mitogenomic data for vertebrate phylogenetics 

Yoshinori Kumazawa, Masaki Kurisaki and Yao Sun 
Graduate School of Natural Sciences, Nagoya City University 

     DNA or protein sequence data utilized for molecular phylogenetics are expanding in size and taxon 
numbers. Genes from the complete mitochondrial genome have been used for diverse vertebrate groups, 
while recent technical advancement in the high-throughput sequencing facilitates to explore genes encoded 
by nuclear genomes for phylogenetic inference.  
     Mitochondrial and nuclear genes have some distinct features relevant to phylogenetic performance 
with respect to, e.g., rates of sequence evolution, base composition bias, frequency of gene 
duplication/deletion and susceptibility to meiosis-associated DNA recombination. Some recent studies cast 
doubt on the dating performance of mitochondrial genes mainly due to their high evolutionary rates. The 
orthology/paralogy issue remains to be a critical problem for nuclear genes. 
     Mitochondrial and nuclear genes provide mostly concordant phylogenetic relationships between lizard 
families. However, they give rise to different placement of snakes on the lizard tree. Snake mitochondrial 
genomes have extremely high evolutionary rates and may be affected by a sort of convergent sequence 
evolution. Nuclear genes suggest that snakes cluster with iguanian and/or anguimorphan lizards, which 
should be further investigated with more data from, e.g., transcriptomic analyses. 
     In the present talk, we present results on the comparison of phylogenetic performance between 
mitochondrial genes and provide some comments toward more efficient and accurate phylogenetics. 
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S1-1   S1-2  

進化的トレードオフと選択実験 

宮竹貴久 

岡山大院・環境生命 

 流水環境への適応に伴う生活史形質間トレードオフ

一柳英隆 

ダム水源地センター 

トレードオフのイロハと進化的な潜在性。二律背反の現実

性。そして遺伝的トレードオフの測定法について説明を行う

予定。そのあと、二律背反に的を絞って、これまでに（私た

ちが）行ってきた選択実験から繁殖と寿命のトレードオフ。プ

レイオトロピーとトレードオフの関係。行動形質の二律背反

の選択実験の一例を紹介する。選択実験におけるレズニッ

クの誤解について私見を展開する。原則、発表者の個人的

な考えによる。モレキュラーの話は、希望としては他の講演

者に託すとして、進化学者からの皆さまからのの批判を仰げ

れば幸いです。どうぞよろしく。 

  河川水中で生活する生物は、水の密度の大きさのための

運動や定位における抵抗など、陸上の空気中と違った制約

を受ける。ナベブタムシは、河川上流域に生息する半翅類

昆虫であり、生活環の全てを河川水中で送る。本種は、通

常河床を匍匐徘徊し、流れなどにより河床から離された場

合に河床に向かって泳ぐ。また、成虫は1日あたり数個の卵

を春から秋まで継続的に産卵する。広域的な個体群間（河

川間）比較をすると、勾配が大きな急な河川に由来する個

体ほど、遊泳速度が大きい傾向があった。これは河川流程

における位置の保持にとって適応的であると考えられる。一

方で遊泳速度が大きい個体群ほど1日当たりの産卵数が少

ない傾向があった。生涯の産卵期間に対しては遊泳速度と

の関係はみられないために、生涯の産卵数と遊泳速度は負

の関係が存在した。これは、遊泳速度の増大という適応と産

卵などの生活史形質がトレードオフする可能性を示す。今

回は、そのトレードオフのメカニズムも含めて議論したい。 

S1-3   S1-4  

生活史形質と性選択形質の間のトレードオフとその
遺伝的しくみ 

岡田賢祐 

岡大院・環境生命科学 

 性選択形質間のトレードオフとその進化パターン 

林 文男 

首都大学 

雄の顎や角などの性選択形質は、繁殖行動に有利である

が、体内での資源分配により他の形質の成長を阻害する。

例えば、触角や複眼のような感覚器、翅や精巣など雄の繁

殖成功に寄与する形質など、多くの形質の成長に影響す

る。実際に、雄の適応度に寄与する形質と性選択形質の間

に表現型上のトレードオフが報告されているが、遺伝的な基

礎の存在を示した研究は少ない。本研究では、雄のみが大

顎を持つ甲虫、オオツノコクヌストモドキを用いて、トレードオ

フの遺伝的な基盤を明らかにした。 初に雄の大顎の人為

選択実験から、長い大顎を持つ雄の系統（L）、短い大顎を

持つ雄の系統（S）と無選択のコントロール系統を確立した。

次に系統間で生活史・繁殖形質を比較したところ、L 系統の

雄は S 系統の雄に比べて翅と精巣が有意に小さく、より低い

分散傾向と雌への射精量を示した。さらに、L 系統の雄は S

系統の雄に比べて蛹期の生存率が低かったが、雌では同

様の傾向はなかった。以上のことから、本種では、系統間で

違いが見られた形質と性選択形質の間に負の遺伝相関、

つまり遺伝的なトレードオフがあることがわかった。 

 昆虫類の中には，オスの大顎や角の発達といった性的二型

が見られることが多い．オス特有の形質は性選択形質の一

つであると考えられる．昆虫が幼虫から成虫に変態する時，

オスにとって大顎や角を発達させるためには，資源やエネ

ルギーの分配の点から，他の形質を犠牲にする可能性が高

い．ヘビトンボ類のうち，ヘビトンボ亜科では，オスの大顎が

著しく伸長したり，頭部側面がうちわのように突出する種が

いることが知られている．一方，同じくヘビトンボ亜科では，

交尾の時にオスからメスへ婚姻贈呈が行なわれる種が知ら

れている．オスは体内に大きな付属腺を発達させ，そこで合

成された物質を使って，交尾の時にメスの腹部に大きなゼリ

ー状の精包を付着させる．この婚姻贈呈も性選択形質の一

つであるため，ヘビトンボ亜科のオスにとっては，大顎など

の発達と婚姻贈呈という２つのコストがかかる選択を迫られ

ることになる．そこで，世界中のヘビトンボ亜科すべての属

について調べてみると，これらが両立する種はいなかった．

また，分子系統樹上でこれらは何回も進化したと考えられ

た．つまり，大顎などの発達と婚姻贈呈はトレードオフの関

係になっており，一方が発達すると他方が退行する傾向が

ある． 
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S1-5   S2-1  

社会性の進化とトレードオフ 

土畑重人 

琉球大・農 

 海洋島のきのこの起源を探る：小笠原とハワイをモデ
ルケースとして 

保坂健太郎 

国立科学博物館・植物研究部 

利他性や裏切りなど，社会性の進化にかかわる形質（社会

的形質）は一般に，個体自身の形質と，その個体を含むグ

ループ全体の形質を同時に規定する．また社会性の進化

において，これら２つの形質は個体の生存や繁殖に対して

二律背反の効果を持つことが多い．そのため，社会的形質

が個体の適応度に対して持つ効果は，相反的多面発現に

よるトレードオフとみなすことが可能である．ただし社会的形

質の場合には，グループ全体の形質が持つ適応度効果が

間接的であること（言い換えるとグループ内の個体間の血縁

度を考慮する必要があること）によって，進化の帰結はより複

雑なものとなる．本発表では，社会的形質がもたらす状況の

例として，個体の裏切り形質によってグループ全体が悪影

響を被る「共有地の悲劇」状況を取り上げ，その進化的帰結

について，社会性昆虫におけるコンフリクトの理論解析例を

報告する．単一形質の進化モデルに加えて，社会的形質を

複合形質とみなし形質間の遺伝相関を考慮した場合や，コ

ンフリクトの進化的帰結としてある種の行動シンドロームが生

じる場合についての解析結果を紹介し，今後の実証研究へ

の展望を述べたい． 

 動物や植物に比べ、菌類には複数の大陸をまたいで分布

する広域分布種がほとんどであると信じられていた。これは

菌類が微生物であり、微小な胞子により生殖し分布を拡大

するため、遠距離分散が容易に起こると考えられていたから

である。しかし近年の分子系統学的手法を用いた研究によ

り、この仮説が必ずしも正しくないことが明らかになってき

た。少なくとも菌根性のキノコについては遠距離分散の頻度

は低いことが、いくつかのグループで明らかにされている。

ただし、腐生菌は生存するために特定の宿主を必要とせ

ず、そのために分散と定着に対する制限が少ないはずであ

る。実際に演者らによるヒメツチグリ目を対象にした研究によ

り、南北半球間の遠距離分散が菌根性キノコに比べて有意

に高頻度で起こったことが示唆された。小笠原およびハワイ

諸島はともに火山起源の海洋島であり、自然分布する菌根

性キノコは存在しない。ただし、腐生菌については多くの固

有種が報告されている。これらの起源がどこであるかを、こ

れまでの野外調査で得た標本の DNA データにより解析し

た。本発表では、 近縁種がどこに分布する種であるのか、

などを基にした解析結果について考察する。 

S2-2   S2-3  

鳥の捕食がもたらす微小陸貝の広域分布 

和田慎一郎 

東北大・院生命 

 海洋島におけるハナバチ相と訪花植物との関係 

杉浦真治 

森林総研 

小笠原諸島の陸貝（陸産貝類）は、種の多様さと固有性の

高さ、そして進化のすぐれた教科書として、その価値を高く

評価されている。中でも劇的な適応放散を遂げたカタマイマ

イの仲間は、小笠原諸島を代表する陸貝といえる。しかし一

方で、カタマイマイ属のような顕著な多様化は、小笠原諸島

に生息するすべての陸貝分類群で見られるわけではない。

特に殻サイズがわずか数ミリメートルの微小陸貝に関して

は、諸島内で広域に同じ種が見られるケースも珍しくない。

このような違いが生じる背景として、分散力の違いが考えら

れる。一般的に移動力の低い陸貝であるが、微小陸貝は受

動的な要因により意外にも高い分散力をもつことが指摘され

ている。そのため比較的容易に集団間の交流が起こり、地

理的な隔離が起こりにくい可能性が考えられる。ここでは、

微小陸貝が鳥に捕食されることで受動的な分散を可能とし

ていることを示した例を紹介し、その進化的な意義を考察し

たい。 

  他の陸地と地続きとなったことがない海洋島には多くの固

有植物が分布しているが、その送粉を担う動物相は大陸な

どと比べて大きく異なる。例えば、ハワイ諸島やガラパゴス

諸島、小笠原諸島といった隔離された海洋島では、ミツバ

チ、マルハナバチ、ハリナシバチといった社会性のハナバ

チは元々分布していなかった（ただし、現在ではセイヨウミツ

バチなどが人の手によって持ち込まれている）。植物の枯れ

枝や茎などに営巣する単独性のハナバチのみが分布して

いた。単独性のハナバチは大陸などにも多数の種が分布し

送粉を担っているが、社会性ハナバチが分布しない隔離さ

れた海洋島では相対的な役割が増している。例えば、クマ

バチ類はさまざまな種類の花を訪れ送粉するが、一般には

マルハナバチ類の方が送粉の効果は高いと言われている。

しかし、そうした社会性のハナバチが分布しないガラパゴス

諸島や小笠原諸島には、それぞれ固有のクマバチが生息

しており、これらが固有植物の送粉に果たす役割は高くなっ

ていると考えられる。また、特定の植物と送粉者といったよう

な特殊な一対一の関係は海洋島には少なく、植物種間で

少ない送粉者の種を共有している。 
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S2-4   S2-5  

小笠原諸島における乾湿傾度に沿った樹木形態の
変化とその生態水文学的なプロセス 

吉田圭一郎 

横浜国大・教育人間 

 小笠原乾性低木林樹種の生理的多様性と乾燥耐性

石田 厚 

京大・生態研センター 

野外植物は，様々な生育環境に適応してその外部形態を

変化させる（局所適応）．大洋島である小笠原諸島では，同

種内の樹木で外部形態が生育環境に応じるように狭い範囲

内で変化しており，局所適応が生じている可能性がある．本

講演では，固有木本種のシマイスノキを対象とした生態水

文学的なプロセスの観測結果に基づき，乾湿傾度に沿った

樹木の形態変化が生じる過程を紹介する．父島では，夏季

乾燥期の土壌水分量に対応してシマイスノキの樹高が変化

する．季節的な土壌水分量の低下は，葉の水ポテンシャル

を低下させるなどの乾燥ストレスをもたらし，シマイスノキは

水利用様式を変化させて，乾燥ストレスに耐えて生育してい

た．シマイスノキは夏季乾燥期に生長するが，土壌水分量

が低下すると生長を停止させていた．その結果，夏季乾燥

期に強い乾燥ストレスを受ける場所では生長期間が短縮さ

れ，生長量が小さくなることで樹高低下や矮性化といった樹

木形態の変化が生じたと考えられた．こうした生態水文学的

なプロセスに起因する表現型形質の変化は，繁殖開始サイ

ズやフェノロジーの差異などを通じて，乾湿傾度に沿った局

所適応を生じさせている可能性を強く示唆した． 

  父島の土壌は火山性で、年降水量は約1,200 mm と比較

的少ないことから、乾性低木林というに他に例をみない森林

がり、その樹木種の約70％は固有種であると言われている。

島の尾根部では土壌が浅く、植物は乾燥や貧栄養にさら

れ、樹高は１m以下と低い。一方谷部では土壌が発達し、樹

高は15m を超える。乾性低木林では多くの樹種が共存し、

その多くは常緑樹であるが、葉寿命も３ヶ月から３年と樹種

により大きく異なる。また葉寿命に合わせ、葉や茎の生理

的、形態的特性にも大きな樹種間差が見られ、資源利用に

関して連続的なトレードオフの関係を持っている。乾性低木

林に生育する樹種では、乾燥による木部道管の水切れに

対する耐性、乾燥後にくる降雨による道管の水の再充填能

力は異なる。またこれらの木部道管の乾燥耐性の違いは、

材密度、葉の生理や形態特性、乾燥時における葉のフェノ

ロジーなどとも関連している。これらの木部道管の脱水耐性

と樹木の水利用特性の仕組みの解明は、多樹種の共存の

メカニズムの解明や、環境変化に対する島嶼生態系の植生

変化の将来予測など、生態学的にも生態系保全にも、重要

な情報を与えていくと思われる。 

S3-1   S3-2  

In vitro evolution：principles and drug developments 

Yoshikazu Nakamura 

The University of Tokyo, Professor Emeritus 

 DNA predators and their preys in complex in 
vitro ecosystems 

〇Adrien Padirac and Yannick Rondelez 

University of Tokyo 

Recent structural and functional studies have revealed that 

proteins called translation factors often mimic the shape and 

function of tRNA. One of them, a polypeptide release factor 

that is required for protein termination, encodes a tripeptide 

that serves as an ‘anticodon’ to decipher stop codons in 

mRNA. Nature must have evolved this 'art' of molecular 

mimicry between protein and ribonucleic acid using different 

protein architectures that are functionally active in a 

ribosome ‘machine’. We aimed to prove this concept by 

creating novel RNA molecules that could mimic proteins of 

interest. The systematic evolution of ligands by exponential 

enrichment (SELEX) method is based on in vitro selection of 

oligonucleotide ligands from large random-sequence 

libraries. The selected oligonucleotide ligands, having both 

high affinity and specificity to target molecules, are called 

‘aptamers’. Hence, aptamers can be considered as a nucleic 

acid analog to antibodies. This lecture will summarize the 

recent progress in aptamer science and the principle 

underlying ‘RNA plasticity’ and therapeutics. 

 Ecological systems display complex population fluctuations 

that can theoretically be described by the century-old 

Lotka-Volterra Predator-Prey (PP) family of equations. These 

models have, however, never found any experimental 

molecular implementation. We report the bottom-up 

construction of an in vitro ecosystem that is able to emulate 

PP relationship: predators and preys are small DNA strands 

that interact within a network of enzymatic reactions. 

Implemented in a homogenous milieu, this PP system shows 

dynamics such as sustained oscillations, symbiotic 

synchronization and chaos. In nature, spatial effects are 

believed to be responsible for a large part of the dynamic 

complexity observed among animal populations. 

Implemented in a two-dimensional milieu, our DNA PP 

ecosystem generates complex spatio-temporal patterns, 

enabling easy in vitro study of landscape-induced dynamics 

of PP systems. 
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S3-3   S3-4  

Why do we die from infection? 

Masaki Fukuyo1, Akira Sasaki2, 〇Ichizo Kobayashi1 

1University of Tokyo, 2Sokendai, Hayama 

 Co-evolution between a host and a pathogen 

〇Akiko Kashiwagi1, Tetsuya Yomo2, 3  

1Hirosaki University, 2Osaka University, 3ERATO, JST 

Microbial infection sometimes leads to the expression of 

virulence and host death when the host-microbe symbiosis 

seems more beneficial for the microbe. Previously proposed 

explanations have focused on the microbe's side. In this 

work, we tested a hypothesis focused on the host strategy. If 

a member of a host population dies immediately upon 

infection aborting microbe reproduction, it can protect the 

host population from secondary infections. We tested this 

"Suicidal Defense Against Infection" (SDAI) hypothesis by 

developing an experimental infection system that involves a 

huge number of bacteria as hosts and their virus as potential 

pathogen, which is linked to modeling and simulation. Our 

experiments and simulations demonstrate that a population 

with SDAI strategy is successful in the presence of spatial 

structure but fails in its absence. The infection results in 

emergence of microbe mutants not inducing the host suicide 

in addition to host mutants resistant to the microbe. 

Scientific Reports 2, Article number: 238 

doi:10.1038/srep00238www.u-tokyo.ac.jp/ja/todai-research/r

esearch-information/suicidal-defense-strategy/ 

 According to the Red Queen hypothesis or arms race 

dynamics, coevolution drives continuous adaptation and 

counter-adaptation. Experimental models consisting of 

bacteria and bacteriophages have been used to analyze the 

ongoing process of host-parasite (pathogen) coevolution, but 

the study remained to be performed at the levels of 

population dynamics and molecular evolution based on 

whole genome analysis. In this study, copropagation 

experiments with Escherichia coli and the lytic RNA 

bacteriophage Qβ in a spatially unstructured environment 

were conducted. Whole genome analysis of E.coli and Qβ 

revealed accelerated molecular evolution in comparison with 

their sole propagation. The results of the present study 

indicated that a host with larger genome size and a lower 

spontaneous mutation rate and a parasite with smaller 

genome size and a higher mutation rate were capable of 

changing their phenotypes to coexist in an arms race. 

PLoS Genetics, vol.7, e1002188, 2011. 

S3-5   S3-6  

Genetic bottlenecks in cell-to-cell movement 
and single-cell infections of plant RNA viruses

Shuhei Miyashita1, 2, Kazuhiro Ishibashi2, Hirohisa Kishino3, 
and Masayuki Ishikawa2 

1Japan Science and Technology Agency, 2National Institute of 
Agrobiological Sciences, 3University of Tokyo 

 Learning predator promotes coexistence of 
prey 

〇Yumiko Ishii1, Masakazu Shimada2 

1NIES, 2University of Tokyo 

RNA viruses rapidly evolve to adapt to new hosts and 
environments. Their error-prone replication can explain 
stochastic generation of adaptive mutants. However, how 
adaptive mutants are selected remains to be elucidated: RNA 
viruses accumulate to a large number of genome copies in a host 
cell (e. g., Tomato mosaic virus accumulates to 106 genomes), 
and the genomes in the cell share some of their gene products; 
Sharing of gene products may cause delayed selection, because 
the benefits accompanying the adaptive mutations in each 
genome are also shared in an intracellular population. How do 
RNA viruses solve this problem to achieve rapid adaptation? 
Using a plant RNA virus, we showed that only 5-6 genomes 
establish infection in an adjacent cell after cell-to-cell movement. 
Our simple mathematical model explained that infections by 
such small number of genomes can enhance selection by acting 
as genetic bottlenecks to cause stochastic variation in the ratios 
of adaptive to defective genomes among intracellular 
populations, which are vigorously generated during expansion of 
infected region by cell-to-cell movement, and enhancing 
competition among the intracellular populations. As the 
occurrence of genetic bottlenecks was also observed in 
single-cell (protoplast) infections, we developed another 
mathematical model to explain the occurrence of genetic 
bottlenecks in single-cell infections based on several 
experiments. This model further revealed sophisticated 
adaptation strategy of plant RNA viruses. 

 Ecological theory suggests that frequency-dependent 
predation promotes the coexistence of competing prey 
species. However, there has been very little empirical 
evidence on how frequency-dependent predation influences 
the dynamics and coexistence of competing prey species. We 
established the insect laboratory populations with two 
bruchid beetles as the hosts and the parasitoid wasp as their 
common parasitoid. When the parasitoid was absent, the 
inferior host was competitively excluded in about 20 wk. 
Introducing the parasitoid greatly enhanced the coexistence 
time to a maximum of 118 wk. In the replicates of 
long-lasting coexistence, the two host species exhibited 
periodic antiphase oscillations. Behavioral experiments 
showed frequency-dependent predation of parasitoid that was 
caused by learning. Females of parasitoid learned 
host-related olfactory cues during oviposition and increased 
their preference for the common host species. Numerical 
simulations showed that parasitoid learning was the essential 
mechanism that promoted persistence in this host–parasitoid 
system. Our study is an empirical demonstration that 
frequency-dependent predation has an important role in 
greatly enhancing the coexistence of prey populations, 
suggesting that predator learning affects predator–prey 
population dynamics and shapes biological communities in 
nature. 
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S3-7   S3-8  

Evolutionary genome engineering accelerated 
by a restriction-modification system 

○Yoko Asakura1，Hiroyuki Kojima1，Ichizo Kobayashi2 

1Ajinomoto Co., Inc., 2University of Tokyo 

 Rational genome engineering towards creation 
of a new species Cyanobacillus 

Mitsuhiro Itaya 

Keio University 

Modification of complex microbial cellular processes is often 
necessary to obtain organisms with particularly favorable 
characteristics, elucidation of which is important for fundamental 
research and biotechnological applications. For this purpose, an 
evolutionary approach has great potential but is very 
time-consuming. In the present work, we accelerated the 
experimental evolution of Escherichia coli populations under 
selection for improved growth using one of the 
restriction-modification systems, which have shaped bacterial 
genomes. This resulted in faster evolutionary changes in both the 
genome and bacterial growth. Transcriptome/genome analysis at 
various stages enabled prompt identification of sequential genome 
rearrangements and dynamic gene expression changes associated 
with growth improvement. The changes were related to cell-to-cell 
communication, amino acid deprivation response, as well as cell 
mass production and energy consumption. These observed changes 
imply that improvements in microorganism population growth can be 
achieved by inactivating the cellular mechanisms regulating fraction 
of active cells in a population. Some of the mutations were shown to 
have additive effects on growth. These results open the way for the 
application evolutionary genome engineering to generate organisms 
with desirable properties. 
Asakura, Kojima, Kobayashi (2011) Nucleic Acids Research. 

 The method to connect small overlapping DNA segments in 
the 4200-kbp genome of Bacillus subtilis 168 resulted in 
cloning of a whole 3,500-kbp genome from Synechocystis 
PCC6803. The cloned genome, came from non-pathogenic, 
photosynthesis bacterium was stably maintained as a chimera 
genome in the putatively named Cyanobacillus [1]. Viewed 
from present bacterial phylogeny, the consequence was a new 
strain possessing an experimentally produced genome by 
combining two genomes together that originally belonged 
distantly remote phyla via similar horizontal gene transfer 
(HGT) manner.  
The connection of two bacterial genomes in one cell has 
raised a number of issues previously poorly argued in 
relation to the fact that Cyanobacillus grows only in B. 
subtilis growth media and has never conducted 
photosynthesis. I will recap the genome cloning method 
briefly but enough to correlate many lessons we have learned 
from the first ever made chimera genome. Particular focus 
will be addressed on an exclusivity of ribosomal RNA gene 
in the chimera genome experimentally indicated. This is 
posing unprecedented critics to species definition [1].  

References: [1] Itaya, et. al., PNAS 102, 15971-15976 
(2005). 

S4-1   S4-2  

恐竜発生学のすすめ 

田村宏治 

東北大・院生命 

 ワニと鳥類の祖先（主竜類）における、直立姿勢と二
足歩行の進化 

久保 泰 

福井県立恐竜博物館 

 我々のグループは昨年、鳥類と恐竜類の系統関係に発生

学研究から言及する研究内容を発表した。その中で、これ

まで長い間議論され続けてきた鳥類前肢の指番号問題に

一定の結論を与え、鳥類が獣脚類恐竜の子孫であることを

強く示唆した。 

 鳥類が恐竜類の一部であるならば、両者の共通形質は収

斂によるものではない可能性が高く、したがって鳥類と化石

恐竜類の共通形質に限れば、ニワトリの発生過程を見ること

によってそれらの形成メカニズムが理解できるはずである。

ここに、恐竜発生学、という新しい研究の概念を提案した

い。恐竜の発生過程を直接的に解析することは不可能であ

るが、化石恐竜に特徴的な形質のうち現生鳥類との共通形

質の形成メカニズムを、ニワトリ胚の胚発生過程を解析する

ことによって理解しよう、というものである。含気骨、指数の減

少、mesotarsal joint、羽毛の出現、など、四肢における特徴

を考えただけでも数多くの恐竜－鳥類共通形質を想起する

ことが可能である。 

 本講演では、恐竜類の形態形成モデル動物として発生進

化学的な観点からニワトリ胚を研究することを主張し、このよ

うな研究の論理性と可能性ついて広く意見を求めたい。 

  主竜類はワニと鳥類の共通の祖先およびその全ての子孫

を含む単系統群である。主竜類には絶滅した恐竜や翼竜も

含まれ、中生代以降の陸上の大型の四肢動物は、主竜類と

哺乳類の仲間（獣弓類）によって優占されてきた。 

 主竜類と獣弓類では、直立型の姿勢や、指行性、二足歩

行、飛翔などの類似した移動様式が、四足歩行をする這い

歩き型の祖先からそれぞれ独立に進化した。主竜類では上

記の移動様式は、全て三畳紀（約２億５０００万年前～２億年

前）の間に進化したことが知られている。 

 古生物学において、移動様式の進化を調べる手法には、

骨の形態の変化を調べるもの、骨にかかる応力を調べる生

体力学的手法、時間軸に沿った足跡化石の変化を調べる

方法など、様々なものがある。また、移動様式の変化に伴っ

て相関進化する形質を調べることで、その移動様式が出現

した理由を類推する研究も行われている。 

 本発表では主竜類における直立型の姿勢と二足歩行の

進化の過程を明らかにするために、これまで古生物学でど

のような研究がなされ、どのようなことがわかってきたのかつ

いて紹介する。 
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S4-3   S4-4  

脊椎動物頭部筋の進化と頭部分節性問題 

○足立礼孝1、武智正樹2、平井珠美1、倉谷 滋1 

1理研 CDB、2岩手医大・解剖  

 齧歯類における咬筋構造と顎運動の多様性 

佐藤和彦 

朝日大・歯・口腔解剖 

脊椎動物の頭部筋（咀嚼筋や表情筋、外眼筋など）は発生

において頭部中胚葉に由来するが、この頭部中胚葉の進

化的起源はよく分かっていない。形態学では、頭部中胚葉

と体節は等価で、脊椎動物の頭部は体幹部のように分節し

ているとされ、ナメクジウオ様祖先の前方体節から頭部中胚

葉が生じたと考えられてきた。これは頭部中胚葉が一時的

に頭腔という上皮性構造を生じ、特にサメ胚では3対の頭腔

があたかも体節であるかのように前後に並んで観察されたた

めである。一方で分子発生学研究によると、モデル動物の

頭部中胚葉は体節とは異なる遺伝子発現パターンを示す。

しかしモデル動物は明瞭な頭腔を持たないため、頭部中胚

葉の発生プログラムが二次的に体節とは異なった可能性も

考えられる。もし脊椎動物の頭部中胚葉が体節としての特

徴をもつならば、その形態が体節と も似るサメ胚頭部中胚

葉でみられる可能性が も高いはずである。そこでサメ胚に

おいて頭腔と体節の発生過程と遺伝子発現を比較したとこ

ろ、両者が異なる特徴を示すことが判明した。この結果は脊

椎動物の頭部が体幹部のようには分節していないことを示

唆し、脊椎動物頭部中胚葉の起源の再考を迫るものであ

る。 

  硬い食物を齧ることに適応した齧歯類は、閉口筋のひとつ

である咬筋が極めてよく発達する。咬筋の起始部は、一部

の原始的なグループを除いて吻部まで伸長しており、かじる

ための“テコ”の効率を向上させている。齧歯類では、前方

に延びる筋層の違いに基づいてリス型、ヤマアラシ型、ネズ

ミ型という派生的な３タイプの咬筋が認められており、この特

徴はかつて分類形質として用いられてきた（Tullberg, 1899

など）。しかし、近年の分子系統学的研究により、咬筋構造

の類似の多くは収斂の結果であることが明らかになっている

（DeBry and Sagel, 2001など）。各々のタイプの咬筋がもつ

機能的有利性については明らかにされておらず、食性との

明瞭な相関も認められない。また齧歯類が食物をすりつぶ

す時の下顎運動は他の哺乳類に比べて多様化しており、側

方型、前方型、斜前方型という３つのパターンに大別され

る。顎運動パターンは必ずしも系統関係や食性の類似を反

映していない。このような食性適応または類縁性という観点

だけからは説明できない顎筋と顎運動をめぐる複雑な進化

について紹介し、いくつかの考察を加えたい。 

S4-5   S4-6  

最古のカメは語る 

平山 廉 

早稲田大学・国際教養 

 カメの起源：胚発生、ゲノム、そして化石の示す進化
シナリオ 

○倉谷 滋、入江直樹、工楽樹洋、長島 寛、Juan Pascual 

Anaya、川嶋-大宅芳枝、平沢達矢 

理化学研究所 発生・再生科学総合研究センター 

 オドントケリス（Odontochelys semitestacea）は、中国貴州

省の三畳紀後期（約2億2000万年前）から報告された 古

のカメ類であり、ほぼ完全な２体を含む３体の骨格が知られ

ている。オドントケリスは、顎歯（上顎骨と歯骨）を保持した唯

一のカメ類である。他方、方形骨や頚椎の形状、頚肋骨の

消失などはむしろ派生的である。したがって本種では、新旧

の形質がモザイク状に組み合わさった状態にあると考えられ

る。オドントケリスでは、腹甲が背甲よりも完成度が高かった

ことを示すが、これは現生カメ類の甲羅に見られる個体発生

の過程とも調和的であることが注目されている。オドントケリ

スは、化石が浅海成層で発見されたため，海生の生態を持

つと解釈された。しかし、オドントケリスの指骨は水陸両用な

いし陸生カメ類のものに類似する。舌骨が退縮することも、

後の陸生カメ類と共通している。 近の分子データや卵殻

の研究は、カメ類がワニや鳥類など主竜類に近縁であること

を支持するが、これを検証する初期カメ類の化石はまだ不

足している。オドントケリスの化石は、カメ類の起源を理解す

るうえで今後とも注目すべき資料である。 

 カメの甲は、それに付随する筋・骨格要素の相対的位置関

係が逆転し、発生プログラムの抜本的変化によりもたらされ

たと覚しい進化的新機軸の好例である。その成立を理解す

べく、スッポン Pelodiscus sinensis を用い、比較発生学的観

察・実験に加え、ゲノム+トランスクリプトーム解析を行った。

羊膜類一般と異なり、カメ胚の肋骨は外側体壁に侵入せ

ず、それが体壁の内側への折れ込みを可能にし、その過程

で肩甲骨原基が肋骨の下方に移動する。この過程にあって

真に新規な要素は、甲稜と呼ばれる、体壁の折れ線に沿っ

て走る高まりであり、この組織とその周辺には HGF ならびに

Wnt シグナル経路関連遺伝子群が発現、うち、少なくとも

Lef1は背甲原基外縁の成長に不可欠である。現在進行中

のカメゲノムプロジェクトの成果として、甲稜発生の上流にあ

ると覚しきリガンドが Wnt5a 相同遺伝子産物である可能性が

示唆され、しかも miR187をはじめとする幾つかの miRNA 遺

伝子の甲稜特異的発現が確認されると同時に、カメ類と主

竜類の系統的近縁性も強く示された。加えて、背甲の骨格

要素の由来、カメの反復的発生とその変形についても論ず

る。 
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W1-1   W1-2  

Evolution of endogenous Borna-like nucleoprotein 
elements 

小林由紀1, 2、○鈴木善幸1 

1名市大・システム自然、2オックスフォード大・動物学 

 脊索動物ホヤにおけるセルロース合成酵素遺伝子
の獲得と機能 

笹倉靖徳 

筑波大・下田臨海 

哺乳類ゲノムにおいて非レトロウイルスであるボルナウイル

スに由来すると考えられる内在性ボルナ様核蛋白質エレメ

ント（EBLN）が発見されたが、それらが哺乳類において何ら

かの機能を果たしてきたのか不明である。霊長類ゲノムには

EBLN のパラログが4つ（EBLN-1から4）存在するが、

EBLN-1と2には旧世界猿と新世界猿の分岐後4000万年以

上保持されてきたと考えられる比較的長い ORF が存在し、

機能があった可能性が考えられた。この可能性を検証する

ため、我々は霊長類ゲノムに存在する EBLN-1から4がコー

ドしうる全ての ORF について同義置換速度と非同義置換速

度を比較し、長い ORF については機能がないという仮定の

もとで4000万年以上ナンセンス変異が入らない確率をシミュ

レーションによって計算した。その結果、EBLN-1から4の全

ての ORF について自然選択は検出されず、機能がなくても

4000万年以上ナンセンス変異が入らない確率は統計的に

有意に低くないことが明らかになった。これらの結果は、霊

長類ゲノムの EBLN-1から4は霊長類においては機能してこ

なかったことを支持していると考えられる。 

 海産の無脊椎動物ホヤは脊索動物門、尾索動物亜門に属

し、脊索動物としての共通の体制を備えた動物である。この

ホヤ類は被のうと呼ばれる膜で体表面を覆うことが知られて

いるが、この被のうにセルロースが含有されていることが古く

から知られていた。セルロース性の膜はホヤ以外の尾索動

物でも広く観察されており、この動物群を特徴づける重要な

形質である。一方他の脊索動物など近縁の動物群におい

てはそのような性質は知られておらず、尾索動物が進化過

程で独自に身につけた特性である。ホヤの一種カタユウレイ

ボヤのゲノム解読から、このホヤがセルロース合成酵素をコ

ードする遺伝子をゲノム中に保有していることが判明した。

その遺伝子の機能解析から、ホヤはセルロースを自ら合成

することが明らかになっている。ホヤのセルロース合成酵素

にはセルロース分解酵素と明確な相同性を有するドメインが

融合しているという特徴があり、この特徴と分子系統学的な

解析から、セルロース合成酵素遺伝子が細菌から尾索動物

へと水平伝搬して獲得されたことが推定されている。本発表

では、ホヤのセルロース合成酵素遺伝子の由来、機能、そ

してその獲得の意義について議論したい。 

W1-3   W1-4  

主要組織適合遺伝子複合体（MHC）領域のゲノム構
造進化 

◯椎名 隆、猪子英俊 

東海大・医 

 近縁種ゲノム比較によって明らかにされる超微小逆
位 

○原雄一郎、今西 規 

産総研・BIRC 

演者らはヒトゲノムにおける進化形成過程を追究するモデル

領域として、主要組織適合遺伝子複合体（MHC）領域の比

較ゲノム解析を進めている。この領域は生物学から医学ま

での多岐に渡る重要な特徴を数多く有しており、種々の生

物種を用いた比較ゲノム解析、すなわちゲノムの動態や多

様性を効率良く解析するには 適な領域である。そこで本

学会では、これまでに決定したヒトからサメまでのゲノム配列

の比較解析の結果について報告する。有袋類のオポッサム

を除くほ乳類の MHC 領域は3～5 Mb から構成されており、

MHC クラスⅡ亜領域やクラスⅢ亜領域は保存性の高いゲノ

ム構造を有するのに対して、MHC クラス I 亜領域は冗長な

遺伝子重複に起因する種特有なゲノム構造を有していた。

一方、サメ、ニワトリなど非ほ乳類の MHC 領域には、哺乳類

に見られる MHC 亜領域の区別はなく、MHC クラス I 遺伝子

の近傍に MHC クラスⅡ遺伝子が位置する単純なゲノム構

造を有していた。したがって、ほ乳類の MHC 領域は、この

単純なゲノム構造から、転座、遺伝子重複、欠失を繰り返し

ながら形成されてきたと考えられた。 

 我々は、近縁種間のゲノムアラインメントに埋もれている

5-125塩基対の非常に小さい逆位（超微小逆位）を同定す

る方法を開発し、ヒト－チンパンジー間のゲノムアラインメン

ト内に3648個の超微小逆位を同定した。これらの超微小逆

位はゲノム中にランダムに存在するのではなく、AT-rich 領

域、Y 染色体、転移因子の近傍など、ゲノム構造が不安定

な領域に高頻度に見られた。また、我々は、ヒト以外の真核

生物（ハエ、酵母、イネ）および複数の系統の真性細菌にお

ける近縁種ゲノム間からも超微小逆位を発見し、超微小逆

位が生物界に広く存在する現象であることを示した。これら

の生物系統間において超微小逆位が生じる頻度は 大７

倍程度の差があり、特にアデニンとチミンのみからなる超微

小逆位が生じる頻度は系統によって大幅に異なることがわ

かった。超微小逆位のゲノム上での偏りや系統間における

頻度のばらつきは、超微小逆位の分子機構の解明に有用

な情報と考えられる。超微小逆位の分子機構を明らかにす

べく我々が行っている解析の結果を報告し、超微小逆位を

分子レベルで「捕まえる」方法を考察する。 
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W1-5   W1-6  

栽培イネにおける Exon-Intron 構造進化 

○田中 剛1, 2、Georg Haberer2、Klaus Mayer2 

1生物研、2Helmholtz Zentrum München 

 反復配列の変異がもたらすミトコンドリア DNA 調節領
域の多様性と進化 

○金城その子1、池尾一穂1、椎名 隆2、田中景子2、田中  

彰3、小見山智義2 

1遺伝研、2東海大・医、3東海大・海洋 

オルソログ・パラログのエクソン―イントロン構造は近縁種間

だけでなく、時には動物・植物間でも構造が保存されてい

る。しかし、この構造比較はゲノム配列と自動アノテーション

情報に基づいていることが多く、たんぱく質翻訳(CDS）領域

が中心だった。今回我々は、転写領域全体でエクソン―イ

ントロン構造進化を明らかにすることを目的として、ゲノム配

列と完全長 cDNA(FLcDNA)情報が利用可能である栽培イ

ネ（ジャポニカ・インディカ）に着目した。47,222のイネ

FLcDNA を栽培イネ2品種のゲノムにマッピングし、同一

FLcDNA 由来の遺伝子構造を比較した。その際、RNA-Seq

データを用いて遺伝子構造の確認を行った。その結果、

91,554のエクソン―イントロン構造は完全に保存されていた

一方で、90のイントロンが片方の品種でのみ存在する非保

存イントロン候補として同定できた。非保存イントロンは相対

的に非翻訳領域(UTR)で多く、獲得・消失速度は CDS 領域

に比べて3.79倍速いことが分かった。これらのイントロン挿入

領域の塩基組成は保存イントロンと比べて多様化しており、

未成熟なイントロンの可能性が示唆された。 

 ミトコンドリア DNA（mtDNA）の種間変異や種内多型は，しば

しば調節領域にみられる反復配列の長さや数の違いに起

因する．反復配列は主に，DNA 複製時のエラー（複製スリッ

プ）によって増減するが，変異が生じる要因やその進化過

程は明らかでない．本研究では，反復配列がもたらす

mtDNA の多様性と進化を理解するため，調節領域の長さの

変異が大きい軟骨魚類16種について反復配列と反復のパ

ターンを調べた．その結果，サメ類の中でも比較的長い調

節領域をもつカグラザメ目５種には共通した反復配列モチ

ーフがあり，それらは安定性の高いステムループ構造を形

成することがわかった．更に，構造安定性と反復数の間に

相関がみられたことから，反復モチーフの構造安定性の違

いが複製スリップの頻度に影響し，反復数の種間変異に繋

がったのではないかと推測できた．一方，カグラザメ目で唯

一浅海性の種にはこの法則が当てはまらなかったことから，

反復モチーフの構造安定性や反復数には生息環境の違い

が影響している可能性も考えられた．これらのことは，

mtDNA の多様性が複製エラーと環境要因とのバランスによ

って生じた可能性を示唆する． 

W2-1   W2-2  

原核生物の系統とは？ 

伊藤 隆 

理研 BRC-JCM 

 新しい系統の生命の探索 

藤田信之 

製品評価機構・バイオ 

 原核生物の系統分類において、「種」は系統的に定義で

きる唯一の分類的単位と見なされ、便宜的には「系統学的

な種は DNA-DNA 交雑値が70%以上の菌株を含み」、「表現

性状で他と識別できない遺伝的種は何らか識別性状が見

つかるまで命名しない」ことが勧告されてきた。一方、16S 

rRNA 塩基配列に基づく系統解析が普及し、階層的分類体

系が構築されてきた。しかし、種レベルにおいては16S 

rRNA 塩基配列相同性値と DNA-DNA 交雑値は必ずしも相

関関係を示さないため、もっぱら16S rRNA 塩基配列相同性

値は DNA-DNA 交雑実験を行う必要性の有無を示すため

に使われるのが主であろう（カットオフ値は97%または

98.7%）。 

 近年は原核生物のゲノム情報の増加によって「原核生物

の系統」や「種の概念」の再考察が議論されるようになってき

た。本講演では「原核生物の種レベルでの系統関係」につ

いて考察してみたい。 

 地球上に存在する微生物のうち、現在までに培養ができて

いるものは数％にも満たないと言われている。また、環境由

来の16S rDNA 配列の解析から、バクテリアには100程度の

門レベルの分類群が存在すると考えられているが、そのうち

培養株が分離されて正式な門として記載されているものは

1/3にも満たず、残りは candidate phylum と呼ばれている。

2003年以降、国内の研究グループによって分離された３つ

のバクテリア株がこれら candidate phylum に属するものであ

る こ と が わ か り 、 ３ つ の 新 し い 門 、 す な わ ち

Gemmatimonadetes 門（candidate phylum BD）、Caldiserica

門（candidate phylum OP5）、Armatimonadetes 門（candidate 

phylum OP10）を樹立することとなった。我々はそれぞれの

研究グループと共同で、これらの新しい分離株の完全長ゲ

ノム解析を行なってきた。それぞれのゲノムの特徴を述べる

とともに、ゲノム情報によってバクテリアの高次系統分類に

関して何が言えるのか（あるいは言えないのか）について考

察する。 
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W2-3   W2-4  

ゲノム配列からみた系統 

西田洋巳 

東大・院農 

 メタゲノム情報と系統分類 

内山郁夫 

基生研 

サルモネラは外来性の DNA をそれ以外の領域の GC 含量

よりも低い状態に維持しており、その領域に核様体タンパク

質を結合させ、外来性 DNA 領域からの遺伝子発現を抑制

している。興味深いことに、類似のシステムが系統的に異な

るバクテリアにおいても見つかっている。このことはゲノム

DNA の塩基組成が機能していることを示す例である。バクテ

リアのゲノム DNA の塩基組成は GC 含量13.5%から74.9%の

範囲に広く分布しているにもかかわらず、なぜ外来性の

DNA 領域の GC 含量はそれ以外の領域の GC 含量よりも少

し低くなっているのか？制限酵素－修飾酵素システムがフ

ァージに対する防衛システムとして機能していることは、ゲノ

ム DNA における回文配列の頻度が低いことに表れている。

他方、ファージに対する防衛システムの一つである CRISPR

システムでは回文配列が利用されている。バクテリアとファ

ージの戦いの歴史において、バクテリアのゲノム DNA 配列

は機能的に変化し、ファージに対する防衛システムを構築し

てきたと考えられる。この防衛システムはプラスミドの宿主域

にも関連し、同じプラスミドを共有できる集団が形成される原

動力になっていると考えられる。 

 配列解読技術の進展に伴い、ゲノム情報の蓄積が爆発的

に進んでいる。微生物ではすでに数千におよぶゲノムが解

読され、さらに解読コストの減少に伴い培養された微生物を

片端から読む勢いで解読が進みつつある。こうした大量の

データを整理していく上で、系統分類という視点は欠かせな

い。一方、自然界には多様な未培養菌が存在しているが、

これらについてもメタゲノム解析に基づく網羅的な配列デー

タが蓄積しつつある。メタゲノム解析はそれ自体圧倒的な量

のデータを生み出すが、ここから得られる「ある環境におけ

る微生物の多様性の全体像」に関する情報を整理する上で

も、系統分類は重要になる。こうした解析には、伝統的な分

類体系に基づく Taxonomy データベースが広く用いられて

おり、微生物の多様性の一側面を整理するのに有用である

が、一方で伝統的な階層的分類体系には微生物の多様性

を表現する手段としての限界もあるように思われる。演者ら

は蓄積した微生物ゲノムデータをオーソログの観点から整

理したデータベース MBGD を作成し、これを活用することに

よりメタゲノムデータの解釈を促進することを目指した研究を

行っており、こうした研究を通して見えてくる系統分類の活

用法や問題点について考察する。 

W2-5   W2-6  

原核生物における翻訳開始機構の進化 

中川 草1、新村芳人2、○五條堀 孝3 

1遺伝研・ハーバード大学医、2東京医科歯科大、3遺伝研 

 相同組換えから見た種 

○矢原耕史1、河合幹彦2、古田芳一1、高橋規子1、半田直

史1、鶴 剛史1、大島健志朗1、吉田 優3、東 健3、服部正

平1、内山郁夫2、小林一三1 

1東大・新領域、2基生研・ゲノム情報、3神戸大・医 

 原核生物のゲノム配列に存在する全ての遺伝子の５’上

流域を調べると、翻訳開始シグナルのＳＤ配列を持たない

遺伝子が多く存在することが分かってきた。例外的にＳＤ配

列なしで、タンパク質翻訳の開始は起こることは知られてい

たが、本当にそれは「例外」かというほどに多く存在する。こ

れは、ＳＤ配列なしの翻訳開始機構も主要なもので、決して

例外ではないことを意味する。さらに言うならば、非常に普

遍的であるべき翻訳開始機構に多様性が存在し、現在も進

化の途中にあるといえる可能性が浮上してきた。このことか

ら、原核生物における翻訳開始機構の起原と進化を議論す

る。 

 「種とは何か？」という問題は、遺伝子が種の壁を越えて容

易に水平伝達する細菌で、活発に議論されている。近年、

系列間での相同組換えが「種」という単位を形成する源だと

いう考えが注目を集めている。この観点から、私たちは、株

間で相同組換えが頻発するピロリ菌に注目し、世界各地の

株の全ゲノム配列を用い、全遺伝子を対象とした相同組換

えの解析を行った。相同組換えを通じてゲノムの全域がモ

ザイク化しており、ゲノムの「コア」の遺伝子にも遠縁からの

水平伝達遺伝子にも、相同組み換えの痕跡が見られた。遺

伝子の SNPs から推定した塩基あたりの 小組換え数（組換

え率）は、遺伝子の塩基多様度に比例していた。一方、

DNA を取り込む機能や細胞の基本的な機能を担う遺伝子

では、組換え率が塩基多様度から期待されるよりも上昇して

いた。また、地理的に分化した分集団内では、相同組換え

による系列間の結びつきが強まっていた。これらの結果は、

相同組換えを通じて「種」がどう形成されているのかに関し

て、ゲノムレベルでの示唆を与える。 
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W3-1   W3-2  

エストロゲン受容体の分子進化と機能進化 

勝 義直 

北大・院理 

 イオンチャネル修飾サブユニットの追加による生理機
能進化 

中條浩一 

生理研・神経機能素子 

エストロゲン受容体は核内受容体遺伝子ファミリーに属する

「ホルモン依存的な転写制御因子」であり、これまでにアル

ファ型・ベータ型の２種類のアイソフォームが見つかってい

る。エストロゲン受容体は脊椎動物の恒常性維持や生殖活

動の基盤を形成するが、生物進化のどの段階から出現し、

ホルモン依存的な転写制御因子としての機能はどのように

獲得されたのか、というエストロゲン受容体の成り立ちに関

わる根本的な問いかけの答えは未だ得られていない。私た

ちの研究グループは「エストロゲン受容体の分子進化」の全

体像解明を目的とし様々なタイプの生物種よりエストロゲン

受容体の単離を行っている。これまでに、肺魚等の古代魚

では既に高等脊椎動物と同様に、アルファ型・ベータ型の

両方のエストロゲン受容体が発現し、ホルモン依存的な転

写制御因子の機能を有する事を確認している。今回、無脊

椎動物であるナメクジウオ、無顎類であるヤツメウナギのエ

ストロゲン受容体遺伝子の単離に成功した。その解析から

ナメクジウオの段階でエストロゲン受容体遺伝子は出現した

が、ホルモン依存的な転写因子としての機能は脊椎動物へ

の進化に伴い獲得されたと推測している。 

 イオンチャネルは、他の多くの膜タンパク質と同様、さまざま

な修飾サブユニットや結合タンパク質からなる膜タンパク質

複合体を構成することで多様な機能を獲得している。たとえ

ば電位依存性カリウムチャネルの一種である KCNQ1は、心

臓では KCNE1と呼ばれる機能修飾サブユニットとイオンチ

ャネル複合体を構成し、心臓の興奮性の制御に重要な役

割を果たしている。あるいは腸では KCNE3とよばれるサブ

ユニットと複合体を構成し、常時開状態のカリウムチャネル

を構成している。海産脊索動物カタユウレイボヤのゲノムに

は KCNE 遺伝子が存在せず、カタユウレイボヤ KCNQ1チャ

ネルオーソログ Ci-KCNQ1は KCNE タンパク質によって機

能修飾を受けない。Ci-KCNQ1とヒトの KCNQ1を比較し、キ

メラタンパク質を作成することで、KCNE1あるいは KCNE3が

KCNQ1のどの部位に相互作用し、イオンチャネル機能を修

飾しているかを同定することができた。以上の結果は、

KCNQ1チャネルの生理機能が進化するにあたり、修飾サブ

ユニットが追加され、それにあわせて KCNQ1チャネル上の

相互作用部位も共進化していったことを示唆している。 

W3-3   W3-4  

「Simple is the first?： 微生物由来レチナール蛋白質
の分子進化と多様性」 

須藤雄気 

名大・院理 

 光受容タンパク質の分子進化と生理機能との連関 

小柳光正 

大阪市大・院理 

 生命誕生から今日まで、生物の進化は光との関係無しでは成り立ち得

ない。光が及ぼす生命への作用には、細胞殺傷力のある紫外線、エネ

ルギー/情報変換に利用される400～700nm の可視光線などが知られて

いる。生物が光に応答する際の受容体として、ビタミン A のアルデヒド型

を発色団とするレチナール（ロドプシン）タンパク質が存在する。レチナ

ールタンパク質は、2000年以降の多様な生物種におけるゲノム解析に

より、現在では数千にも及ぶ分子が同定されており、微生物型（Type1）

と高等生物型（Type2）に大別される。 

 私たちは、Type1ロドプシンの持つ、幅広い分子機能に着目し、３つの

観点から研究を進めている。①新規ロドプシン類の単離・同定・発現、②

分子の構造・構造変化・機能発現機構、③ロドプシンを利用した光操作

ツール開発。 

 本発表では、①②と関連して、 も単純な機能である光駆動プロトンポ

ンプ（BR）から光情報伝達分子(SRII)への分子進化について、機能変換

[1]、分岐分子（MR）の解析[2]、さらには、他の光情報伝達分子（SRI, 

ASR）での解析結果[3]との比較から明らかになってきた分子進化過程と

多様性について紹介したい。得られた知見は、人工的な光受容分子の

創成やその利用を通じて、③への道しるべとなると考えている。 

[1] Sudo, Y., et al. (2006) J. Mol. Biol. 357, 1274., (2006) J. Biol. Chem. 

281, 34239., (2006) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 103, 16129., (2007) J. 

Biol. Chem. 282, 15550., [2] Sudo, Y., et al. (2011a) J. Biol. Chem. 286, 

5967., Inoue, K., et al. (2012) J. Phys. Chem. B. 116, 5888., [3] Sudo, 

Y., et al. (2011b) J. Biol. Chem. 286, 11328., Suzuki, D., et al. (2009) J. 

Mol. Biol., 392, 48., Irieda, H., (2012) submitted. 

 光受容タンパク質（オプシン）は、視覚に代表される動物の

光受容の入り口に位置し、吸収する光の波長域や駆動する

光情報伝達系など、光受容の性質の大部分を決定する。多

くの動物は遺伝子重複により生じた複数の光受容タンパク

質を持つことが知られており、これらオプシンの多様性が光

受容の多様性を支えている。したがって、多様なオプシンの

分子特性の違いを明らかにすることが、動物の光受容の多

様性を理解するための第一歩といえる。 近私たちは、クモ

類の一種・ハエトリグモにおいて、同じ節足動物門に属する

昆虫とは独立に、吸収する光の波長域の異なるオプシンが

進化したことを明らかにした。昆虫の場合、オプシンの吸収

波長域の多様化が多彩な色覚の進化の基礎となったことが

よく知られているが、ハエトリグモにおいては吸収波長域の

異なるオプシンは、それぞれ主眼と副眼という別々の役割を

担う眼で機能していることがわかった。さらに組織学的解析

や行動実験から、主眼で機能するオプシンがハエトリグモ独

自の奥行き知覚を担っていることを見出したので紹介する。
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W3-5   W4-1  

温度感受性 TRP チャネルの進化：痛み受容体
TRPV1と TRPA1の脊椎動物における機能進化 

○齋藤 茂1、中塚一将2、福田直美1、太田利男2、富永真

琴1,3 

1岡崎統合バイオ(生理研)・生命環境、2鳥取大・農、3総研

大・生理 

 クローン植物集団におけるエピジェネティック空間構
造とその変異要因 

○荒木希和子1、久保拓弥2、工藤 洋1 

1京大・生態研、2北大・地環研 

TRP チャネルは温度だけでなく、多様な化学物質により活

性化され、外環境の様々な刺激の受容に関わっている。

我々は脊椎動物の温度感受性 TRP チャネルの遺伝子とそ

の機能の多様性および進化過程の解明を目標に研究を進

めている。本ワークショップでは、痛み感覚の受容体である

TRPA1と TRPV1の進化過程について発表する。哺乳類で

は TRPV1は高温およびカプサイシンで、TRPA1は様々な刺

激性の化学物質で活性化される。これらのチャネルの進化

過程を推定するために、ニシツメガエルおよびグリーンアノ

ールの TRPA1と TRPV1の機能解析を行い、他の動物種の

オーソログと比較した。更に、分子系統解析により遺伝子の

進化過程も推定した。その結果、1)TRPA1は動物の初期の

進化過程で既に高温および化学物質の感受性を獲得して

いた、2)TRPV1は脊椎動物の進化過程の初期に新たに生

じ、高温感受性を獲得した、3)TRPV1は既に存在した

TRPA1と感覚神経細胞で共発現するようになったことが示

唆された。脊椎動物における TRPV1の獲得がその後の進

化過程における TRPA1の温度感受性の多様化に貢献した

と考えられる。 

 クローン植物は種子繁殖とともに、栄養器官からのクローン

成長により新たな植物体（ラメット）を生産することから、遺伝

的個体（ジェネット）は独立した複数のラメットから構成され、

集団内に広く分布し長期間生存する。このような植物では、

同一遺伝子を保有するラメットが空間的に不均一な環境に

遭遇と考えられるため、遺伝的変異に加えてエピジェネテッ

ィク変異が微小環境への適応に重要な役割を果たしている

可能性が高い。 

本研究では、地下茎によりクローン成長を行うコンロンソウ

（Cardamine leucantha）を対象に、MSAP 法による DNA メチ

ル化解析を行い、野生集団内でのメチル化パターンと空間

的変異を解析した。集団内には明瞭なエピジェネティック変

異の空間構造が認められた。そして、解析した多くのメチル

化領域では、同一ジェネット内でのメチル化パターンが類似

していた。さらにいくつかのメチル化領域では、メチル化の

空間パターンと植生被度との間に相関が見られた。これらの

ことから、クローン植物の野生集団内でのエピジェネティック

変異には、ジェネットの遺伝的変異とラメットの微小環境が

影響していることが示唆される。 

W4-2   W4-3  

冬の記憶とエピジェネティクス：変動環境下で適切な
時期に開花する仕組み 

佐竹暁子 

北大・院地球環境科学 

 アサガオの模様にみるエピジェネティックな遺伝子発
現制御の獲得機構 

○星野 敦1、朴 慶一1, 2、飯田 滋1, 3 

1基生研、2慶北大・園芸、3静岡県大院・生活健康 

Recent rapid progresses in molecular biology have uncovered 
a detailed regulatory network of genes involved in the timing 
of the transition from vegetative to reproductive development 
in model plant species. We are greatly benefited from this 
unique body of knowledge on model plants as it enables us to 
study the genetic basis that contributes to evolution of 
flowering behavior in natural environments. We modeled the 
interaction between photoperiod and vernalization pathways, 
and combined this gene regulation dynamics and growth 
dynamics in a genetic-physiological model to explore local 
adaptation to two different environments (Hyogo; the western 
part of central Honshu, and Hakodate; the southern part of 
the north island in Japan). Temperature is warmer and 
seasonal variations in daylength are smaller in Hyogo than 
Hakodate. The analysis of the model demonstrated that there 
is a clear difference in sensitivity to daylength between the 
two plant populations. It was predicted that a Hakodate 
population responds to more extreme critical daylength than 
the one in Hyogo, which enables the plant flower in 
appropriate season in mid spring in Hakodate. I discuss the 
validity of the theoretical prediction using the data of 
Arabidopsis halleri. 

  生物の模様はエピジェネティクスにより形成されることがあ

る。ソライロアサガオの園芸品種”フライングソーサー”の花

に観察される絞り模様の形成にもエピジェネティクスが関与

する。この模様の原因となる pearly-v 変異は、アントシアニ

ン色素生合成系の DFR-B 遺伝子のプロモーターへのトラン

スポゾンの挿入である。DFR-B 遺伝子の発現はトランスポゾ

ンの脱離による体細胞復帰変異を伴わずに変化する。すな

わち、絞り模様を構成する着色細胞でも非着色細胞でもトラ

ンスポゾンは安定に挿入しており、DFR-B 遺伝子領域の配

列変化は認められない。DFR-B 遺伝子のプロモーター領

域について DNA メチル化を調べたところ、花弁の非着色細

胞で特異的にDNAメチル化されているが、着色細胞では低

メチル化状態にある配列が存在しており、その体細胞レベ

ルでの高頻度な DNA メチル化状態の変化が模様形成に関

与することが示唆された。pearly-v 変異のように、トランスポ

ゾンの挿入により遺伝子がエピジェネティックな発現制御を

獲得する機構の普遍性と進化的意義について議論したい。
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W4-4   W5-1  

タケ・ササ類における一斉開花枯死の周期性とその
ずれ 

陶山佳久 

東北大・院農 

 水圏海洋の進化生態研究における次世代シーケン
サ活用 

佐藤行人 

遺伝研・生命情報研究センター 

タケ・ササ類は、一定の長期間の栄養成長の後に一斉開花

枯死による更新を繰り返す周期性を持っていることが知られ

ている。この開花の制御にはエピジェネティクス変異が関与

している可能性があるが、そのメカニズムについては未解明

で、周期に関する正確な情報も限られている。本講演では、

48年周期として観察されたインド産のタケの一斉開花更新

を中心として話題提供する。本研究では、DNA 分析による

個体識別や広域での開花状況の調査により、１）一斉開花

は複数個体が広域に同調して生じたこと、２）一斉開花年の

前後には個体群内で小規模な「ずれた」開花が観察され、

３）それらは複数個体内での部分的な開花であったこと、４）

インド北東部の州をまたいだ地域レベルで、一斉開花が数

年間ずれていたこと、５）開花調節系の突然変異ではないか

と推定される「咲かないクローン」が稀に観察されたこと、６）

自生地以外に植栽された同種も、自生地での開花年にほ

ぼ同調して開花したことなど、興味深い情報が明らかになっ

た。本講演ではこのような開花現象のメカニズムの本質に迫

ることはできないが、その機構解明のために役立つかもしれ

ない関連情報について紹介したい。 

  高出力な次世代 DNA シーケンサの登場と普及によって、

海洋などの野外フィールドに立脚した進化・生態研究も大き

く変貌するものと考えられる。具体的には、(1) 個々のラボ

単位での大量配列決定が可能になり、(2) 配列の決定と同

時にその頻度も大規模定量される、という次世代シーケンサ

の特性を活用することで、例えば、(I) あるモデル海域を設

定して網羅的メタゲノム分析を実行し、(II) その海域におけ

る生物多様性の時間変動を詳細に捉えるといった解析も出

来るようになってきた。本発表では、演者が現在行なってい

る海洋メタゲノム解析、および、メタゲノム解析のリファレンス

データ取得のための次世代シーケンサ活用例を紹介し、水

圏・海洋を舞台とした進化生態研究の今後について議論し

たい。 

W5-2   W5-3  

次世代シーケンスによるプランクトンモニタリング手
法の開発 

○長井 敏1、安池元重1、中村洋路1、西川哲也2、藤原篤志1

1水研セ中央水研、2兵庫但馬水技セ 

 時系列メタゲノムデータを用いた沿岸プランクトン動
態の解析 

〇安池元重1、中村洋路1、甲斐 渉1、藤原篤志1、長井 

敏1、安東秀徳2、西 広海3、小林敬典1、佐野元彦1  

1水研セ・中央水研、2熊本県水研セ、3鹿児島県水技セ 

本研究では、世界の異なる海洋生態系に生息する動植物

プランクトン・原生動物・菌類の出現種の情報を、ユニバー

サルプライマーによる PCR 増幅と次世代シーケンサー

（NGS）を用いた遺伝子網羅解析を行い、全出現種の記録と

生物多様性比較を目的とする。ここでは Roche 454 GS 

Titanium FLX system によるプランクトンメタゲノム解析の手

法について、沿岸生物モニタリングに活用する上での重要

な点や考慮すべき点（シーケンスエラー）などについて解説

したい。例えば、ユニバーサルプライマーを用いた NGS

（454）によるシーケンスエラーの程度の把握や定量の可能

性を検討するため、海産微細藻類のクローン培養株35株を

同じ細胞（100、500、10,000細胞）ずつ混合し、３サンプルか

らDNA抽出後、ユニバーサルプライマーを用いてPCR増幅

し、PCR 産物を NGS（454）で解析した。得られた NGS 配列

について、エラーの程度や特徴を解析した結果、454に起

因するモノポリマーのエラーが圧倒的に多く、1, 2bp のエラ

ーの出現頻度が も高い種の配列が多かった。また、３サン

プル間の NGS データを比較すると、総配列数に対する各種

の配列数の割合はサンプル間で相関が高く、この結果は、

454を用いた定量の可能性があることを示唆した。 

 植物プランクトンが異常増殖することにより引き起こされる赤

潮は、養殖を中心とした沿岸漁業に莫大な被害をもたらして

いる。赤潮発生海域では、赤潮発生前から終息時期にかけ

て多種多様な微生物群の動態に変化が起きていると考えら

れる。従って、赤潮発生前から終息に至るまでの微生物群

の動態を経時的に把握することで、赤潮発生メカニズムの

解明や赤潮抑制技術の開発に大きく貢献することが期待さ

れる。近年、メタゲノム解析手法の発展とともに、環境水中

の生物が持つ DNA 配列を網羅的に決めることが可能にな

った。そこで我々は、赤潮発生域における海洋微生物群の

動態モニタリングを目的とし、八代海の定点において定期

的に採取した海水サンプルを用いて沿岸プランクトンのメタ

ゲノム解析を進めている。本ワークショップでは、昨年度、5

月～8月の期間に八代海で週１、２回採取した海水より得ら

れた沿岸プランクトンの時系列メタゲノムデータを基に、１）

時系列データからの沿岸プランクトン動態変化の解析、２）ク

ラスタリング解析手法による沿岸プランクトン群の出現動態

のグループ化、３）直接計測とメタゲノムデータの比較につ

いて紹介する。 
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W5-4   W5-5  

真骨魚類ゲノムの進化特性：トランスクリプトーム相
同遺伝子データベースの構築 

井上 潤 

東京大学大気海洋研究所 

 深海底熱水活動域に生息する化学合成独立栄養細
菌に感染するファージのゲノム解析 

吉田（高島）ゆかり、高木善弘、島村 繁、布浦拓郎、高井 

研 

海洋機構 

真骨魚類は 27,000 種からなる脊椎動物 大の分類群で

ある．真骨類-四足類間の遺伝子相同性情報は，脊椎動物

の種多様性が関わるゲノム解析に不可欠である．しかし真骨

類ではその根幹で全ゲノム重複が起きており，他の脊椎動

物との相同性判定が困難である．本研究では，全 21,553 

ヒト-タンパク質遺伝子をクエリ配列として真骨類 6 種を対

象とした類似性検索によるデータ収集を行った後，それぞれ

の遺伝子グループについて 尤樹を推定することで，真骨

類の相同遺伝子を判定した．解析の結果，高い信頼度で特

定されるヒト-真骨類相同遺伝子グループが 6869 個特定さ

れた．このうち 1307 遺伝子ではゲノム重複に由来する遺

伝子ペアが保持されていたが，5562 遺伝子では，ゲノム重

複に由来するペア遺伝子の片方が真骨類のすべての系統

で失われていた．選定された遺伝子グループごとに進化速

度，系統特異的な遺伝子重複，ゲノム重複に由来する遺伝

子の欠失パターンなどを推定し，真骨類ゲノムの進化的特

徴を考察した．以上をまとめ，配列アライメント，遺伝子系統

樹，相同性情報などを提供するデータベースを構築した． 

 深海底熱水活動域は、熱水に含まれる還元物質を利用した

化学合成によって支えられた豊かな生態系であり、初期生

命の進化の場として極めて重要であると考えられている。近

年の調査により、世界各地の深海底熱水活動域においてイ

プシロンプロテオバクテリアが優占し、重要な一次生産を担

っていることが明らかとなってきた。深海性イプシロンプロテ

オバクテリアは株レベルで多様なエネルギー獲得系を有し

ていること、Helicobacter pylori や Campylobacter 属といった

病原性細菌の祖先型であることから、多様な生息環境への

適応能とともに病原性の獲得機構の解明が期待される。ファ

ージ（ウイルス）は遺伝子伝播によって宿主の多様性や進化

をもたらす重要な因子であるが、深海性イプシロンプロテオ

バクテリアに対するその影響については不明である。我々は

沖縄トラフの熱水活動域に生息するイプシロンプロテオバク

テリアに感染するファージを単離し、ゲノム解析を行った。本

発表では、その解析結果から見えてきたイプシロンプロテオ

バクテリアとファージの共進化の可能性について紹介した

い。 

W6-1   W6-2  

ショウジョウバエの分類と系統：古い問題と新しい挑
戦 

戸田正憲 

北大・総合博物館 

 Drosophila 亜属の系統と進化－quinaria section のシ
ョウジョウバエを中心に－ 

○加藤 徹1、福田洋之1、越川滋行2 

1北大・院理、2University of Wisconsin-Madison 

近年，ゲノムベースでの比較研究が可能となり，特定のモデ

ル生物種に限らない多くの野生種を対象にしたゲノムベー

スの実証的研究が始まっている．その際，あらゆる比較研究

の基盤情報となる，信頼性の高い系統仮説が必要である．

しかし，使われる遺伝子の種類，数に限りがあるのが一般的

で，得られる系統仮説は各遺伝子の特性によって左右さ

れ，議論がなかなか収束しないことが多い．急速な勢いで蓄

積しつつある全ゲノム配列情報を系統推定に使うことにより，

この壁を突破できる可能性がある．ショウジョウバエ科は，

2007年に12種，その後さらに10種の全ゲノム配列が解読・公

開され（約40種にする計画が進行中），比較ゲノム研究の好

個のモデル生物群である．ショウジョウバエ科の系統に関す

る研究はさまざまな方法で行われてきたが，未だ科全体を横

断する比較ゲノム研究の基盤情報としては不充分である．講

演では，ショウジョウバエ科の系統分類に関する古くて新し

い問題とともに，これから取り組もうとしている，全ゲノム，

cDNA，約100遺伝子，数～１遺伝子という異なる長さの配列

データを統合した巨大マトリックスによる系統解析の試みを

紹介する． 

 Drosophila 亜属は Drosophilia 属の中の一亜属で、これまで

700種以上が記載されている大きな分類群である．本亜属に

は、virilis section、および quinaria section と呼ばれる二つの

主要なグループが認識されており、何れも、キイロショウジョ

ウバエを含む Sophophora 亜属の系統が枝分かれした後に、

それぞれ分化したと推定されている。両者のうち、virilis 

section についてはこれまで比較的多くの系統学研究が行な

われ、これらが単系統的にまとまることが示唆されている。一

方、quinaria section については、古くからその単系統性が疑

問視されているものの、採集や飼育が難しい種が多いことも

あって解析が進んでおらず、ショウジョウバエ科の系統進化

を知る上で、未解決かつ重要な課題の一つとして残されて

いる。本講演では、Drosophila 亜属の中でもとりわけ quinaria 

section のショウジョウバエ群に注目し、核および mtDNA の

塩基配列を用いた 近の分子系統学研究の結果を報告す

る。 
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W6-3   W6-4  

サトイモ科植物と送粉共生を結ぶタロイモショウジョウ
バエの分子系統 

高野(竹中)宏平1、稲荷尚記2、加藤 徹3、小林憲生4、

Nan-nan Li5、Jian-jun Gao6 

1地球研、2北大博物館、3北大・院理、4埼玉県立大・共通教

育、5西南林学院（中国）、6雲南大（中国） 

 ショウジョウバエの分子系統と共生細菌 

和多田正義 

愛媛大、院理工 

東洋区亜熱帯～熱帯およびニューギニア区に分布するタロ

イモショウジョウバエ属では現在23記載種＋55未記載種が

発見されている。これらのハエはモクレン科、ヤシ科、サトイ

モ科の花から採集されている。形態形質に基づく分岐系統

解析によって、本属では5つの種群が認識され、各種群に属

するハエはそれぞれ特定の植物分類群の花を訪れることが

知られていた(Sultana et al. 2006)。また、サトイモ科植物を訪

花するタロイモショウジョウバエは重要な送粉者として働く一

方で花序で繁殖し、雄花序を利用する雄花繁殖型種、雌花

序を利用する雌花繁殖型種、中間的な繁殖形質を示す中

間型種などが発見されている。本発表では、近年の分子系

統解析によって明らかになった、1)新しい種群の認識と種群

間の系統関係、2)宿主選択の進化過程、3)繁殖形質の進化

過程について、宿主植物側の系統樹と比較しながら、サトイ

モ科植物とタロイモショウジョウバエ属が示す緊密な送粉共

生系の進化について考察する。 

 多くの昆虫にも広く分布している共生細菌は、ショウジョウバ

エにも広く分布していることが知られているが、その研究は

ほとんどが研究室で維持されてきた種の系統を用いて行わ

れてきた。ショウジョウバエではボルバキアとスピロプラズマ

について良く研究されており、それぞれ20種と10種のショウ

ジョウバエに分布していることが報告されているが、一部のも

のは細胞質不和合と雄殺しを引き起こす。今回我々は、飼

育することが不可能な原始的なショウジョウバエのグループ

についてボルバキアの分布を調査するとともに、それらのシ

ョウジョウバエの分子系統も同時に調査した。その結果、カ

ブトショウジョウバエ亜科では高頻度のボルバキアの感染が

観察された。さらに宿主であるショウジョウバエの系統関係を

こえて水平感染されているものや、単一の宿主個体が複数

種のボルバキアを保持している例も観察された。しかし、同

時に原始的なショウジョウバエを用いて研究を行う上での問

題点も明らかになったので、今回のワークショップのテーマと

関連して議論したい。 

W7-1   W7-2  

進化言語学の現状と課題：Evolang9報告 

岡ノ谷一夫 

東大・総合文化 

 メタ認知と言語の進化－鳥類の実験から思うこと 

○藤田和生、岩崎純衣 

京大・院文 

2012年３月に International Conference on the Evolution of 

Language（Evolang9）（言語進化の国際会議）が京都で開催

された．本会議は言語の起源と進化の科学的研究の 新成

果とそれに基づいた議論を行うための会議であり，言語学，

進化生物学，認知科学，人類学，脳科学，複雑系科学，ロ

ボット工学，哲学等，人間言語に関連する多数の分野の研

究者が一同に会し議論を行う，非常に学際的な会議であ

る．今回の会議では，理論言語学，トリや霊長類の比較認知

科学，実験室内言語進化実験，脳科学等で重要な知見が

報告され，これらについて活発な議論が交わされた．今回の

講演では，これらの知見を紹介し言語の起源と進化の研究

の現状を概観するとともに，残された，あるいは，さらなる課

題を挙げ，本ワークショップの議論の土台とする． 

 メタ認知は、自身の記憶や知識などを内省的にモニターし、

それを制御する自己参照的な高次機能であり、言語の特性

の１つである再帰性を含んでいる。霊長類は種々の実験場

面でこの能力を示すことが近年示唆されているが、鳥類では

肯定的な結果が少ない。この話題提供では、これまでの鳥

類のメタ認知研究を簡単に整理し、その問題点が作業記憶

負荷にある可能性を指摘した上で、ハトを対象におこなった

長期記憶に対する２つのメタ認知過程の分析の結果を報告

する。基礎課題は系列学習課題である。第１実験では、系

列反応遂行中にハトは正解に対するヒントを要求できた（同

時的メタ認知課題）。ハトは当該の系列の既知度にしたがっ

て、ヒント要求の頻度を変化させた。第２実験では、系列反

応開始前に課題の既知度だけを示した（予見的メタ認知課

題）。ハトはこの場合にも、ヒントが提示される場面に進む選

択を既知度に応じて変化させた。これらはいずれもメタ認知

を示すもので、鳥類にもある程度の再帰性の処理が可能で

あることが示唆される。今後優れた言語的能力を示すオウム

などのメタ認知能力を分析することにより、再帰性の処理と

言語能力の関連性が検討できるかもしれない。 
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W7-3   W7-4  

分子生物学は言語進化研究にどう貢献できるか 

大隅典子 

東北大・院医 

 道具使用と言語の進化 

入来篤史 

理研・脳総研 

● DNA は共通言語である 

言語を持つ人間も、持たない（とされる）他の動物も、その形

質（カタチと機能）の決定に少なからぬ貢献をする共通基

盤、すなわち遺伝情報として DNA を有する。DNA の言語は

地球上の生き物の共通言語である。 

●進化は発生を介する 

生き物が進化してきた際に、それは発生のプログラムの改変

を伴ったものであった。発生のプログラムは DNA という分子

の言葉で書かれている。DNA の変異が進化をもたらした。

（エピゲノム的変異についても考察する） 

●言語の生物学的基盤 

発話のためには、声帯や舌、表情筋等を協調して制御する

身体運動系の神経機構が必須であり、また、種々の情動が

発話に影響を与える。生成文法成立のためには、生得的な

プログラムが内在される必要がある。 

● 発話モデルとしての ultrasonic vocalization (USV) 

現時点で言語の進化の遺伝学的側面を研究する上で、齧

歯類（ラット・マウス）の USV が着目されている。齧歯類には

多数の遺伝子変異体が存在し、USV の異常が多数、報告さ

れるようになった。 

●練習問題：Foxp2と Pax6 

 霊長類の進化の過程として、人類祖先の脳は継続的に拡大

しつつ親しい脳領域を付加すると共に、様々な新認知機能

を獲得してきた。そして、獲得した認知機能によって人類は

環境を操作し、その「改善」された環境からさらに脳に負荷

が加わることによって、新たな脳の拡大、知能の獲得、環境

のさらなる操作、という相互作用の円環が形成されてきたと

いえる。即ち、環境ニッチ、神経ニッチ、認知ニッチ、の相互

作用による「三重ニッチ構築」である。この相互作用にあって

は、脳神経系の生物学的特性が主導的な機能を担ってい

たものと想定される。本講演では、この様な三者の相互作用

の起源を、動物の神経系の環境適応という、より広い生物進

化の枠組みの中に位置づけて再吟味を試みる。その中にあ

って、大脳皮質頭頂葉を中心とした、道具使用を司る脳神

経メカニズムが、身体行為から言語機能の獲得への橋渡し

を果たした可能性について考えてみたい。 

W7-5   W8-1  

音象徴と言語の起源 

今井むつみ 

慶應大・環境情報 

 シロイヌナズナ生態株間の二次代謝産物の多様性を
つくる分子機構の解明に向けて 

花田耕介 

理研・PSC、理研・BASE、名大・農学、CREST 

ことばは世界を表す記号であり、世界とことばの音の関係は

恣意的なものであると伝統的には考えられてきた。しかし、

世界の様々な言語で、日本語の擬態語のように明らかに音

と意味に深いつながりがある語彙が存在し、擬態語という語

クラスを持たない印欧言語でも通常の語彙のなかに音象徴

が潜むことが指摘されており、言語の身体性をめぐる議論の

中で注目されてきた。さらに近年は、音象徴と言語の系統発

生及び個体発生の関わりにも注目が集まっている。本講演

では、音声単語と視覚刺激を同時に提示した場合に、語彙

学習を始めたばかりの乳児が音象徴がある組合せ、ない組

合せに対しての脳内処理を調べた脳波測定実験を紹介す

る。事象関連電位、大域位相同期解析の結果から音象徴が

語彙と対象の間の結びつきを確立するためにどのような役

割を果たしているのかについて議論し、さらに音象徴と言語

の個体発生的、系統発生的との関係について考察する。 

  植物特有の代謝機構によって作られる二次代謝産物は、

環境ストレス防御および病害生物への防御反応などのそれ

ぞれの植物種特有の適応進化に深く関係していると考えら

れている。実際に、世界中に自生しているシロイヌナズナの

地域株間で、各二次代謝産物の蓄積量に大きな違いがあ

る。そこで、本研究では、SNP 情報が既知である50種類の地

域株の代謝産物の定量および全遺伝子の発現量を推定

し、二次代謝産物の化合物合成に関係する遺伝子群を網

羅的に同定した。その後、様々な二次代謝産物の生合成に

関係すると考えられる遺伝子に注目し、過剰発現体およびノ

ックアウト等の変異体で二次代謝産物の多様性を調べてい

る。これらの解析を通じて、どのような遺伝子によって、二次

代謝産物の多様性を生み出しているかを検討している。本

演題では、今後の研究計画も含めて紹介する。 
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W8-2   W8-3  

シロイヌナズナ近縁種の局所適応と短期的進化：ゲノ
ムを温ねて生態を知る 

森長真一 

東大・総合文化 

 トゲウオにおける種分化と適応進化のゲノミックス：分
子機能解析への展望 

北野 潤 

遺伝研・新分野 

生物は、それぞれの分布する環境に適応し、巧みに生きて

いる。しかしながら、生物を取り巻く環境は常に変化している

ため、それに合わせて適応し続けなければなければならな

い。近年の遺伝子解析技術の向上と発展により、生態学的

な研究に加え、これまで敷居の高かったゲノム研究をも可能

となってきた。言うなれば、『ゲノムを温ねて生態を知る』こと

のできる時代を迎えている。ハクサンハタザオとイブキハタザ

オは、モデル植物シロイヌナズナに も近縁な植物であり、

シロイヌナズナで明らかとなってきた多くの知見を適用するこ

とができる。また100年以上前から様々な場所で採取されて

おり、その標本が全国の博物館等に収蔵されている。そこで

現在、ハクサンハタザオとイブキハタザオの現生個体と標本

個体の遺伝子解析を通じて、数十年スケールでの進化的応

答について解析を行なっている。発表では、次世代シーケ

ンサーを用いた全ゲノム解析に基づく適応遺伝子の探索に

触れ、様々な機能遺伝子の時空間変動の実際を示す。これ

らの結果に基づき、局所適応と環境変動に対する進化的応

答の関連について議論する。 

 現在、急速な勢いでゲノム解析技術が進展しており、非モデ

ル生物にゲノム技術を導入することが可能になりつつある。

これら新技術を適切に導入すれば、生理学、生態学、進化

学などで未解明だった問いに迫ることが可能になる。しかし

ゲノム技術がいくら進展しても、これまでの古典的的な生理

学的研究や生化学的研究なくしては、その生物的意味をな

かなか理解することが難しいと考えられる。本発表では、トゲ

ウオを利用して、いかにしてゲノム技術と古典的な生化学や

生理学を統合しながら、種分化や適応進化の問いに迫って

行けるかについて、その展望を議論したい。 

W8-4   W8-5  

ハリヨ集団間における繁殖システム変異のエコゲノミ
クス  

小北智之 

福井県立大・海洋 

 表現型可塑性の分子機構とその進化～エコデボ研究
におけるゲノミクスの活用～ 

三浦 徹 

北大・地球環境 

動物の繁殖時における雌雄の社会行動の総体である繁殖

システムは近縁種間や種内集団間においても大きく異なる

ことが珍しくなく、この著しい多様性は生態的・社会的条件

の変異に依存した雌雄の適応的な社会行動の進化の産物

である場合も多い。このような雌雄の繁殖・社会行動の適応

進化プロセスやメカニズムを詳細に検討する上で、行動生

態学からの究極要因の探索と同時に、行動多様化の遺伝基

盤の理解は極めて重要である。演者はティンバーゲン以来

の動物行動学（行動生態学）のモデル生物であり、繁殖に

関する生理・生態・行動学的知見が集積されている淡水型

イトヨ類を用いて、豊富なゲノミックリソースが存在するという

利点の基に、“行動”生態ゲノミクスとも言える研究を進めて

いる。本講演では、日本産淡水型イトヨ類であるハリヨ生態

型間に認められる対照的な繁殖システムとそれに関わる雌

雄の繁殖戦略の適応的分化をモデル系として、多角的なゲ

ノム科学的手法を駆使して、その進化遺伝基盤にアプロー

チする研究に関して話題提供を行う。 

  生物が環境に応答して表現型を様々に改変されることを

表現型可塑性といい，適応進化の研究対象として古くから

注目されている．昨今の解析技術の進歩により，生態学的

な研究のみならず発生プロセスやそれを司る分子基盤に至

るまで，解明することが可能な時代になってきている．特に，

近の次世代 DNA シークエンサーの導入により，ゲノム解

読のみならず変異検出から遺伝子発現の定量解析まで幅

広く応用されている．演者らはこれまで，社会性昆虫のカー

スト分化，アブラムシの生活史多型，ミジンコの誘導防御，甲

虫類の武器形質の発生などを対象に，表現型可塑性の分

子発生基盤について様々な解析を行ってきた．対象として

いる生物種はいずれもモデル実験生物とは呼べないが，い

くつかのものではゲノム配列が解読され，遺伝子クローニン

グや発現・機能解析に大きく貢献している．また，ゲノム解読

がなされていない種であっても，様々な分子生物学手法を

取り入れた分析を試みてきており， 近では次世代シークエ

ンサーを用いた発現定量が可能になりつつある．本講演で

は，これまでのゲノミクスを駆使した研究の一端を紹介すると

とともに，次世代の研究戦略について展望したい． 
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W8-6   W9-1  

ゲノミクスで迫る生物が持つ環境適応能力の相違 

牧野能士 

東北大・院・生命 

 Magic20と禁制律 

大島泰郎 

共和化工・環境微生物研 

種の生息範囲を制限する要因として気温や湿度などの環境

要因がある。一方で、新しい環境に適応進化できるかどうか

(進化可能性)も生息地の広さを決める重要な要因であると

思われる。この進化可能性には、適応に関わる性質の遺伝

的な多様性などの遺伝的要因が深く関わっていると考えら

れているが、その実態は明らかとなっていない。生息範囲の

維持・拡大に寄与する進化可能性を決定する遺伝的要因を

明らかにすることは、地球温暖化などの環境変化により生態

系がどう応答するかといった課題を考える上でも重要となる。

本研究では遺伝的多様性を生み出す機構として知られる遺

伝子重複に着目し、全ゲノム配列が既知であるショウジョウ

バエ属11種を用いて重複遺伝子と生息環境多様性の関係

について調査した。変数選択、系統的制約の排除、回帰分

析を行った結果、ゲノム中の重複遺伝子の割合と生息環境

多様性には強い相関が観察された。また、比較ゲノム解析

により環境適応能力の高い種では進化過程において重複

遺伝子がゲノム中に保持される傾向を見出した。今後、重複

遺伝子を調べることで環境変化へ応答しにくい種の推定

や、外来種の侵略性を把握することなどが期待される。 

  本ワークショップのイントロダクションとして、生体分子の化

学構造に関する禁制律の代表として、翻訳過程で取り込ま

れるアミノ酸の化学構造に関する制約について考察したい。

翻訳過程で取り込まれる20のアミノ酸（厳密には20ではない

が、ここではその点は本質でない）はマジック２０として知られ

ている。なお、この命名は Crick であるが、原論文では

magic number 20 と表現されている。 

 マジック２０はすべてαアミノ酸であり、グリシンを除き L 型

である（αも L も時代遅れの、今ではその使用が推奨されて

いない表記であるが便利なのでお許しいただきたい）。α炭

素には必ず1個の水素原子が結合している。炭素の原子価

の残る位置には直鎖の炭化水素は結合せず、分岐鎖しか

結合しない。これらの奇妙な禁制はどうして起こったのであ

ろうか。また、たんぱく質の構造や機能の上で、どのような意

味を持っているのであろうか。同様な設問は、核酸にも膜脂

質にも存在し、いずれも未解決である。これらの疑問に答え

ることなしに、化学の側面から「生命とは何か」に答えること

はできないであろう。 

W9-2   W9-3  

tRNA 修飾酵素が主導する遺伝暗号の進化 

別所義隆 

理研・SPring-8 

 動物ミトコンドリアの遺伝暗号の多様性 

○渡辺公綱1, 2, 3、横堀伸一1、鈴木 勉4 

1東薬大・生命科学、2東大・名誉教授、3理研・SPring8、4東

大・院工 

現存生命の核酸には、130種類以上の塩基修飾が報告され

ており、この多様性が、分子相互作用や高次構造の安定な

ど、核酸の多機能性に関連している。なかでも tRNA は、１分

子約80塩基の内、平均9塩基が修飾され、分子が成熟化し

機能するために必須の生体反応となっている。生命進化初

期に塩基修飾が必須であったか定かではないが、現存生物

共通の標準遺伝暗号が tRNA の塩基修飾のパターンにより

解読されることや、アミノアシル tRNA 合成酵素による同族

tRNA 認識に塩基修飾が利用される事実から、遅くとも共通

祖先生物ＬＵＣＡで塩基修飾が細胞維持に重要であったと

考えられる。生物三ドメインの遺伝暗号パターンの類似性か

ら、ＬＵＣＡにおいて既に現存のアミノ酸20種を使用する標

準暗号が確立していたと考えられる。ＬＵＣＡ以前の原始生

命において、20種以下の限られたアミノ酸しか利用されてい

なかったのかもしれないが、他のアミノ酸が付け加えられ、

終的に20種を利用するようになったのであろう。ワークショッ

プで、遺伝暗号解読に必須の塩基修飾を推理し、その生合

成系と修飾酵素の立体構造の知見も考慮し、遺伝暗号の進

化を議論する。 

 動物ミトコンドリアの翻訳システムは非標準暗号（非普遍暗

号）を使い、暗号解読システムが tRNA を初めとして著しく簡

略化されている。我々はこれらのミトコンドリア翻訳システム

に見られる特殊性が、AT 圧を伴ったミトコンドリアゲノムの縮

小化により、標準遺伝暗号系（普遍遺伝暗号系）から初期遺

伝暗号系への先祖帰りによってもたらされたものではないか

との推測の下に、ミトコンドリア翻訳システムの特徴の詳細な

解明によって生命の起源につながる翻訳システムの原型を

探れないかという視点から研究を行ってきた。コドンを解読

する tRNA のアンチコドンを各動物門について系統的に調

べた結果、アンチコドン１字目（ウォブル位）の既知の複数の

修飾塩基に加え、３種類の新規修飾塩基を発見し、従来の

ウォブル則を拡張した。また、現在の非標準暗号は殆どの場

合アンチコドンウォブル位の修飾塩基で解読されるが、未修

飾塩基をウォブル位にもつ tRNA でも原理的には全コドンの

解読が可能であることを見出し、RNA 修飾酵素系が発生す

る以前の初期遺伝暗号系を推定した。 
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W9-4   W9-5  

アミノアシル tRNA 合成酵素の進化と生物進化 

横堀伸一 

東京薬大・生命・分子生命 

 真核生物の変則 tRNA 遺伝子群 

金井昭夫 

慶應義塾大学先端生命科学研究所 

アミノ酸と tRNA の対応は、現在の翻訳システムではアミノア

シル tRNA 合成酵素（ARS）が決定する。アミノアシル化反応

は構造の異なる class I 型 ARS と class II 型 ARS によって触

媒される。Class I 型 ARS のアミノアシル化ドメイン、また class 

II 型 ARS のアミノアシル化ドメイン、はそれぞれ単一の蛋白

質に起原を持つと考えられている。ARSの起原と進化経路を

明らかにしていくこと、そして ARS のアミノアシル化ドメインの

初期の配列と構造、機能を復元することは、現在の蛋白質

合成系につながる初期の蛋白質合成系の成立を理解する

上でも重要である。我々のグループは、この観点から、ARS

の分子系統解析とそれに基づく、過去の ARS の復元と機能

解析に関する研究を進めてきた。本発表では、我々の解析

の現状を報告する。また、それらの分子系統解析結果に基

づき、遺伝暗号の進化の視点からARSの進化について考察

する。 

  転移 RNA（tRNA）の機能は、伝令 RNA（mRNA）の塩基配

列に内在された情報を蛋白質に変換するために、直接の基

盤を翻訳段階で提供することにある。従って、tRNA 分子の

進化的な成り立ちを追求していくことで、遺伝暗号成立の過

程を明らかにできる可能性がある。近年、我々及び米国のグ

ループにより、様々な形で分断化された tRNA 分子種が、ア

ーキアや原始的な真核生物のゲノムを対象に見いだされ

た。その中には、複数のイントロンを含んだ tRNA、独立の

2-3の遺伝子に分断された split tRNA、さらには tRNA の前

半部と後半部がゲノム上で逆転し、環状の転写物を介して

成熟型の tRNA となる permuted tRNA などがある。また、

近、真核生物のゲノム配列を網羅的に探索し、線虫特異的

に進化したことが類推される V-アーム含有型の変則 tRNA

遺伝子群を見いだし、nematode-specific V-arm containing 

tRNA (nev-tRNA) と命名した。これらの tRNA はグリシンや

イソロイシンに対応するアンチコドンを持ちながら、ロイシン

をチャージし、タンパク質合成に使用可能であった。 

W9-6   W10-1  

遺伝暗号解読のメカニズム 

高井和幸 

愛媛大・院理工 

 繁殖干渉と隔離強化、形質置換、種分化 

小沼順二 

京大・理 

 リボソーム上での遺伝暗号の解読は，アミノアシル tRNA 分

子の正確で高効率な認識識別に依存する．正確さと効率を

両立させるために，リボソームと tRNA セットは，どの tRNA 分

子でも同程度の強さで A サイトに結合し，しかも，異種アミノ

アシル tRNA 分子間の構造上の相違が強調されるように進

化してきたものと思われる．多くの tRNA 分子のアンチコドン

とその周辺に見られる多様で複雑なヌクレオシド修飾はその

結果と解釈できる．我々は，無細胞系における2種の tRNA

からのタンパク質画分へのアミノ酸取込速度を測定すること

により，アンチコドン一字目（34位）に見出されるいくつかの

修飾の効果を測定した．その結果と他のグループのデータ

とに基づいて，34位のウリジン修飾がコドン特異性を規定す

る分子メカニズムを提案した．一方，少なくとも一部の未修飾

tRNA は，現在のタンパク質合成系においても高い活性を持

つが，34位の相違に基づく識別の強度は，コドン一，二字目

の塩基に依存する．このことは，普遍遺伝暗号成立の過程

で，34位の相違に基づく tRNA 識別がより容易なコドン族が

優先的に2つのアミノ酸に割り当てられたという仮説を支持す

る． 

 資源競争は頻度依存選択を生み、集団内多型を維持させ

るよう機能し得る。例えば、大型個体は大きい餌資源を利用

する上で有利で、小型個体は小さい餌資源を利用する上で

有利ならば、体サイズを分化させる選択圧(分断選択、

disruptive selection)が生じ得る。そのような状況下で体サイ

ズの同類交配(assortative mating)が生じれば、大型と小型

個体間での交配が減少するだろう。結果として、交配前隔離

機構の強化(reinforcement)が生じ、種分化が成立する。この

競争的種分化が適応放散(adaptive radiation)などの多様化

パターンを生み出すと主張する研究は数多い。しかし理論

的には競争的種分化は生じ得ないと主張されており、適応

放散を説明する代替的説明が必要とされている。適応放散

などの多様化パターンは、むしろ種間の間違った交雑(繁殖

干渉, reproductive interference)を避けるように、資源やハビ

タットが種間で分化した結果なのではないだろうか。本発表

では、そのような繁殖干渉が個体群動態や形質分化に与え

る影響を実証・理論研究を踏まえ紹介する。 
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W10-2   W10-3  

テントウムシにおける寄主特殊化と生態的形質置換 

○鈴木紀之1、大澤直哉2、西田隆義3 

1東北大生命科学、2京大森林生態、3滋賀県大 

 繁殖が‘干渉’になる理由を探る：単為・有性生殖間
の競争を例として 

川津一隆 

京大院・農 

寄主特殊化および形質置換は、資源利用形質の多様化や

共存メカニズムと密接に結びついているため、進化生態学

の主要な関心となっている。しかし、寄主との共進化の歴史

によって現在のニッチ幅が拘束されるという概念は、急速な

寄主転換が観察されたことなどから批判されてきた。また、

資源競争にもとづく仮説が疑問視されてから、形質置換を引

き起こす普遍的で妥当な相互作用は特定されていないとい

えるだろう。私の研究では、繁殖干渉に着目することで、これ

ら従来の問題の解決を試みている。ナミテントウとクリサキテ

ントウは系統的にきわめて近縁にもかかわらず、前者がジェ

ネラリストであるのに対し、後者は質の低い資源のみを利用

するスペシャリストである。私は室内実験によって、両種のあ

いだで繁殖干渉が生じ、そのコストがクリサキテントウへ強く

かかることを示した。また、ナミテントウの分布していない地

域では、クリサキテントウのニッチ幅が拡大していることも分

かった。つまり、クリサキテントウはナミテントウからの繁殖干

渉を避けるために特殊化したのではないかと推察される。こ

れらの成果をもとに、繁殖干渉にもとづく仮説の展望を議論

したい。 

 繁殖干渉は異種間の配偶を巡る“あらゆる種類の”負の相互

作用と定義され，近縁種間の棲み分けや寄主特異性の違い

を説明する要因として注目を浴びつつある．その理由は，繁

殖干渉によって種間の競争排除が生じやすいとされている

ことにあるが，そもそも同種メスとの配偶相互作用に付随して

起こる異種メスへの配偶行動が，そこまで強い干渉となるの

かどうかは実は自明なことではない． 

「性の維持」問題は，個体群生態学のトピックである繁殖干

渉とは少し離れた分野だが，一旦上記のような疑問と関連づ

けて考えると，単為・有性系統間の競争においては有性系

統のオスがもたらすメスへの負の効果を考えるだけでよい，

という重要な事実が浮かび上がってくる．つまり，性の維持

問題は，一方のオスが不在という単純な‘種’間競争と見な

すことができ，繁殖干渉による競争排除を理解する良い材

料となりうる．そこで本発表では，１）単為・有性系統間の競

争排除の条件，２）有性系統が２倍の増殖率を持つ単為系

統の侵入をいかに阻止するか，という私が行ってきた２種類

の数理的研究を紹介することで，繁殖干渉による競争排除

が普遍的現象と見なせるのかどうかについての議論を行う．

W11-1   W11-2  

進化学事典の「真核生物のゲノム」項目における書き
残し 

川島武士 

沖縄科学技術大学院大学 

 脊索動物の起源解明の現在と展望 

○宮本教生1、和田 洋2 

1JAMSTEC、2筑波大・生命環境 

ワークショップ「「進化学事典」を囲みこれまでの進化学とこ

れからの進化学に思いをはせる」の企画者として、 初に本

企画の趣旨説明をする。 

自然科学系の書物を、英語以外の独自言語で（も）執筆で

き、出版できるというのは、とても幸せなことだと思っている。

自然科学の世界での現在の共通言語は英語であって、その

言語を自分の研究成果を発表するために駆使できなければ

ならないのは当然のことであるけれども、一方で、母国語で

議論できるコミュニティーをもち、その中でオリジナルな発想

を展開できることは、日本語の話者が強みとしてもっていて

よい事だと思う。今回、日本進化学会が中心となって出版さ

れた「進化学事典」は、そのような活動による生産物の良い

典型だ。比較的若い世代としてこの出版に関わる事ができ

た事は、私にとって、本当に良い経験だった。二つの短い項

目「8.3 平板動物門」「18.2 真核生物のゲノム」を執筆する

だけで、かなりの産みの苦しみを感じ、また多くのことを学ん

だ。執筆時にどのようなことで悩んだのか講演し、よりよい事

典のあり方についても参加者と議論を展開したい。 

 脊索動物門は我々ヒトを含む動物門であり，その起源を解

明することは古くから進化生物学の中心的なトピックの１つで

あった．また脊索動物の起源を論じることは，新口動物の起

源を論じることに繋がり，延いては左右相称動物の共通祖先

を推定することへと繋がる．これら動物進化のビッグイベント

は進化学事典においても随所で議論されている．本ワーク

ショップでは，脊索動物の起源に関する研究の歴史と近年

の進展，そして今後解かれなければならない問題について

議論する． 
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W11-3   W11-4  

進化学における古生物学の立ち位置 

遠藤一佳 

東京大学大学院理学系研究科 

 事典出版よもやま話 

○山本藍子、○野口訓子 

共立出版株式会社 

本ワークショップのオーガナイザーより講演者紹介：進化学

事典の編集委員の一人でもある、遠藤先生の講演が実現し

ました。分子進化学と古生物学を現代的な手法と視点で融

合されようとしているお一人です。事典内では、7.9節や14.5

節において、それらの視点がまとめられています。14.3節の

「古代 DNA」の項目では、化石から抽出する DNA 解読手法

について幅広くまとめられている一方で、それら手法の問題

点や注意事項についても分かりやすく書かれています。 

 「進化学事典」は企画から６年の歳月がかかりましたが、この

間、皆様のお力添えを得ながら様々な工程を経て、無事に

刊行に至りました．今回は、このような事典の編集出版に関

わるよもやま話を、編集作業中のエピソードなどを織り交ぜ

ながらお話させていただきます 

W11-5   W12-1  

ほぼ中立説と発生遺伝学の発展 

太田朋子 

遺伝研名誉教授 

 殻体の安定同位体組成から探る絶滅生物の生態と
その進化 

守屋和佳 

金沢大・自然科学 

ネオダーウィニズムは集団遺伝学、すなわちメンデル遺伝

学のもとに構築された。一方生物の形態の進化にとって個

体発生の機構はきわめて重要である。生物発生学の分子レ

ベルでの研究は現在急速に進みつつあり、その成果を進化

の機構研究に取り入れていかねばならない。 

分子進化のほぼ中立説は、分子レベルではドリフトと自然

淘汰の両方の影響を受ける非常に弱い効果の突然変異が

重要であると主張してきた。タンパク質の進化については、

ほぼ中立説をうらずけるような結果も報告されている。発生

過程は、ゲノム情報のもとに、タンパク質やＲＮＡが相互に働

く複雑なシステムである。この複雑システムが、どのように進

化したのかは、まだわかっていない。これに自然淘汰とドリフ

トがどのようにかかわってきたのかについて考察する。 

  およそ4億1千万年前に地球上に出現したアンモナイト類

（軟体動物門頭足綱アンモナイト亜綱）は，約3億5千万年間

におよぶ進化の過程で4度の大規模多様性減少とその後の

放散を経験し，6千5百万年前に絶滅した．それらの多様性

減少は，地球生命史における大量絶滅と同時に生じてお

り，アンモナイト類は大量絶滅イベントに敏感に反応してきた

生物だと言える．これらの大量絶滅時における形態進化や

多様性変動史については，これまでも盛んに研究が行われ

てきたが，その生態（生息場所，食性，成長速度，繁殖戦略

など）については検証可能なデータに基づく議論はほとんど

行われてこなかったため，大量絶滅につながった生態学的

特性についてはほとんど明らかにされてこなかった． 

 そこで，本発表では，地球化学的手法により，殻体の化学

組成に残された記録，特に安定同位体組成を解析すること

で，化石頭足類の生息場所や食性の推定する．生息場所

については，殻体の酸素同位体組成から，殻体が形成され

た水温を算出し，それを当時の海洋の鉛直温度勾配と比較

することで解析し，食性については，殻体中の有機物の炭

素・窒素同位体組成から解析した例を紹介する． 
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W12-2   W12-3  

体色の進化史復元は可能か：化石からの色彩情報抽
出の試み 

石川牧子 

東大・院理 

 化石から紐解く古生物の視覚とその進化 

田中源吾 

群馬県立自然史博物館 

 動物の色彩パターンの多くは捕食者（または被食者）の視

覚を欺く機能を持つ．視覚系の獲得以降の色彩パターンの

進化史研究は大きな注目を集める一方で，色彩を持つ皮膚

や羽毛は化石として残りにくいことがこれらの研究を阻んで

いる．本講演では化石の色彩パターンの様々な復元法につ

いて，特に化石として保存されやすい軟体動物の貝殻の色

彩を中心として紹介する． 

 色彩パターンの１つである“逆影”（背面を暗色，腹面を明

色にして背景に溶け込む色彩パターン）は遊泳動物に普遍

的にみられる．海産二枚貝であるイタヤガイ類には多様な色

彩パターンが見られ，特にホタテガイを含む遊泳性の種は

遊泳時に上面となる左殻が濃色，下面となる右殻が白色と，

左右の殻の色彩に大きな差がみられる．この色彩は魚類や

鳥類同様に逆影の役割を持つことが考えられ，色彩パター

ンの進化史研究のモデルとして有用な可能性がある．貝殻

の色素については未知の部分が多いが，ラマン分光法によ

り，イタヤガイ類の貝殻色素にはポリエン骨格を持つ分子が

関与することを示し，更に化石貝殻の残存色素からも同分

子が検出できることから，化石の色彩およびその進化史復

元への応用の可能性を示す． 

 眼の起源，進化，機能に関する研究は，古生物学のみなら

ず，地質学や生物学，光学，ナノ工学，医学など分野横断

的に行われている．三葉虫や介形虫といった生物は，硬い

外骨格の一部をレンズとして使用している．そのため，レンズ

の光学的な性能の評価や視野の復元によって，化石となっ

た生物の古生態や眼の進化をうかがい知ることができる．し

かしながら多くの場合，眼が化石となって残ることは極めてま

れである．演者は化石標本を用いて眼の機能や進化につい

て研究を続けている．本ワークショップでは演者による以下

の3つの研究について講演する．すなわち．（1）光線追跡と

形態空間を用いた顕生代を通じた介形虫の眼の進化史，

（2）複眼の各個眼の光軸の球面投影を用いた古生代および

中生代の絶滅節足動物の視野と古生態の復元，（3）例外的

に保存のよい眼の化石からわかる古生代の絶滅魚類および

新生代の昆虫の視覚についてである．メラノソームの化石が

羽毛恐竜の体色復元に，回折格子の化石がバージェス頁

岩動物群の構造色の復元に威力を発揮しているように，例

外的に保存された眼の化石が，絶滅した生物の視覚の復元

や眼の進化の理解に繋がることが期待できる． 

W12-4   W13-1  

比較結晶学から探る古生物の殻形成過程とその系
統性 

生形貴男 

静大・理 

 ショウジョウバエ自然集団内アレルサンプルを用いた
遺伝子発現解析 

高橋 文 

首都大・院理工 

貝殻に見られる多様な微細構造は，化石にも保存されるた

めに，古生物の系統分類に用いられてきた．しかしながら，

現生種における形質状態の分布から，同じ構造として認識

されてきたものの中にも，ホモプラシーとして独立に進化した

ものや，様々な系統で原始形質として共有されているにすぎ

ないと考えられるものもあり，その形態学的特徴だけから高

次分類群レベルで絶滅しているグループの類縁関係を推定

するのは限界がある．近年，電子線回折を利用した微小領

域での結晶方位解析の技術に革新的な進歩があり，貝殻微

細構造を構成する微結晶の結晶方位と微細構造との関係

が注目されるようになり，特に真珠をつくる真珠構造の結晶

方位解析が現生種で盛んに行われるようになった．その結

果，アラゴナイト結晶の結晶軸配向性がある程度貝類の系

統ごとに決まっているらしいことがわかってきた．また，そうし

た結晶軸配向性の違いが生じるメカニズムについても，現在

様々なアプローチで研究が進められている．本講演では，

そうした研究成果の古生物学への応用の可能性について展

望するとともに，白亜紀末に絶滅した謎多き二枚貝イノセラ

ムス類での事例研究の結果についても紹介する． 

 次世代シークエンサーの普及により、集団内のゲノム DNA

塩基配列を用いたPopulation Genomics が可能となったが、

集団内の遺伝子発現変異に関する知見はまだ限定的であ

る。本研究では、キイロショウジョウバエ自然集団由来のアレ

ルサンプルについて、標準系統に掛け合わせたヘテロの状

態でアレルの発現量を定量するという方法で、発現絶対量

の振れに対してロバストな値を比較する試みを行った。雄雌

別々に、頭部と胸腹部の RNA サンプルを Drosophila 

Genetic Resource Panel 内の18系統から抽出し、RNAseq を

行った。キイロショウジョウバエの X 染色体の遺伝的変異量

は、selective sweep や background selection の影響で常染

色体の3/4よりも小さくなっていると考えられている。本研究

の結果から、X 染色体の遺伝子発現量のばらつきも常染色

体のものよりも小さいことが明らかとなった。またこれは遺伝

的変異の減少分から予測できる程度であることがわかった。

また、性に偏りのある発現をする遺伝子についても特徴のあ

る発現パターンが検出されている。 
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W13-2   W13-3  

ヒトとチンパンジーにおけるアリル特異的発現遺伝子
の同定と遺伝子発現制御機構の進化 

郷 康広 

京大・霊長研 

 亜種間ハイブリッドマウスにおける遺伝子発現のアレ
ル間差異 

沼田興治 

理研 BRC・動物変異 

生物は生殖を経るたびに異なるゲノムと出会い調和と軋轢

のバランスの上で自らのゲノムを形成していく。父親であるオ

スゲノムと母親であるメスゲノムの出会う場が子供ゲノムであ

り、その子供ゲノムにおいてどのように調和と軋轢のバランス

が調製されているかを、父親・母親由来アリルを識別し、転

写レベルの「ゆらぎ」の様相を解明することを目的とする。ま

た、発現制御機構の進化の解明のために、遺伝子発現の多

様化に及ぼすシス制御因子とトランス制御因子のそれぞれ

の効果について比較定量解析を試みている。これらの課題

を、ヒトとヒトに近縁なチンパンジーの複数親子トリオを用いる

ことにより、得られた結果の進化的保存性から両種の共通原

理探索を行うとともに、ヒトにしかみられないようなヒトを特徴

づけるゲノムコンフリクト現象および発現制御機構を解明し、

生物学的意義を解明する。 

 実験用のハツカネズミ（Mus musculus）のゲノムは，約100万

年前に分岐したと考えられる3つの亜種（M.m domesticus, 

M.m castaneous, M.m musculus）に由来する．異なる亜種由

来の近交系マウスの掛け合わせは，約100万年をかけて個

別に進化したゲノムの再会を映し出しているととらえることが

でき，その遺伝子発現のアレル間差異を解析することは，亜

種間雑種における雑種崩壊などの複雑な生命現象の理解

につながる可能性がある．本研究は， 近の高速シークエ

ンサーが産出した亜種間ハイブリッドマウスにおけるトランス

クリプトームデータを利用して，特にシス型モノアレル発現の

様相に着目しながらおこなっているものである．アレル特異

的発現がどのような遺伝子で見られるのか，また既知の細胞

内経路上においてどのような位置を占めるのか，などを俯瞰

することによって，シス型モノアレル発現の生物学的意義に

ついて議論したい． 

W13-4   W13-5  

Gsx ホメオボックス遺伝子のパラロガス転写調節領域
の機能と進化 

隅山健太 

遺伝研・集団遺伝 

 パラログ形成にともなうシス調節機構の進化 

○越智陽城, 荻野 肇 

奈良先端大・バイオ・発生ゲノミクス 

脊椎動物ゲノムの遺伝子間領域には非常に多くの進化的

高度保存配列（ＣＮＥ）があり、特に発生制御転写調節遺伝

子の周辺に密に存在する。その中には５億年以上前のゲノ

ム重複で生じたＣＮＥもあり、機能が重複するパラログ間でこ

れほど長期にわたって保存されている理由は明らかになっ

ていない。Force と Lynch によって提唱されたＤＤＣモデルに

よれば、ＣＮＥの主たる機能と考えられる組織特異的転写制

御能のパラログ間での分離に伴って速やかにパラログ間ＣＮ

Ｅの配列相同性は失われることが予想されるので、保存性を

説明するためには他の理由があるように見える。私たちはゲ

ノム重複によって生じたＧｓｘ１、Ｇｓｘ２遺伝子の間にこのよう

なパラログ間保存配列を発見しその機能を解析した結果、

各遺伝子間の共通保存配列ＣＮＥは互いによく似た組織特

異性を示すエンハンサーであることがわかった。Ｇｓｘ１、Ｇｓｘ

２遺伝子は互いに補償的な振る舞いをすることが知られてい

る。この補償的な振る舞いは他のパラログ遺伝子間でも知ら

れており、重要な発生調節遺伝子が環境や確率的なノイズ

により発現変動をするのを抑えるロバストなシステムの存在を

示唆するものかもしれない。 

 脊椎動物は進化の過程で全ゲノム倍化を繰り返し経験し

た。これにより祖先遺伝子から多数のパラログが形成され、さ

らにパラログ間で発現様式が多様に進化した。この発現の

多様化については、祖先遺伝子由来の複数のエンハンサ

ーがパラログのそれぞれに分散して継承されたとする

Duplication-Degeneration-Complementation モデルが提唱

されている。しかしながら、このモデルで全て説明できるの

か、あるいは新しいシス調節配列の獲得が貢献したのか、不

明なままであった。この問題に対して、我々はゲノム倍化前

の祖先種のモデルとしてナ メクジウオに注目し、その

Pax2/5/8遺伝子と、それに対する脊椎動物のパラログ Pax2

と Pax8のシス調節についてトランスジェニック解析をおこなっ

た。その結果、Pax2と Pax8は共に祖先遺伝子由来の多面発

現エンハンサーを保持しているが、ゲノム倍化後に Pax8が

組織特異的なサイレンサーを獲得したため、両者の発現様

式に相違が生じたことを発見した。加えて本講演では、祖先

遺伝子由来のエンハンサーを用いたパラログネットワークの

新生ついても議論する。 
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W14-1   W14-2  

カイコにおける遺伝的性決定機構 

鈴木雅京 

東大・新領域 

 共生細菌にのっとられたアズキノメイガの性決定機構

○杉本貴史1、土'田努1、石川幸男2 

1富山大・先端ライフサイエンス、2東大・農 

我々は、カイコの性決定機構の解明を目指し、ショウジョウバ

エの性決定遺伝子 dsx のカイコホモログ（Bmdsx）に焦点をあ

てた研究を行っている。Bmdsx は dsx と同様、雌雄で異なる

スプライシングを受けることにより、雌雄で異なるアイソフォー

ムを生じる。BmDSX は標的となる遺伝子のプロモーターに

存在する ACATTGT 配列に結合し、その転写を調節するこ

とによって性分化を制御する働きをもつ。tra と tra-2は dsx

の上流で働く性決定遺伝子であり、その機能は dsx の性特

異的スプライシングを制御することである。全ゲノム解析によ

って推定されたカイコの遺伝子の中に、tra と相同性を示す

遺伝子は見つかっていない。また、カイコの tra-2ホモログ

Bmtra-2の発現を RNAi によって抑制しても、Bmdsx の性特

異的スプライシングには影響がない。一方、Bmdsx のオス型

のスプライシングに関わる因子として同定された PSI や IMP

がショウジョウバエの性決定に関わるとの報告はない。カイコ

の性決定カスケードの全容解明には更なる研究が必要だ

が、そのメカニズムはショウジョウバエのものとは大きく異なる

ことが想像できる。 

  ボルバキアは非常に普遍的な細胞内共生細菌として知ら

れ、昆虫全体の６５％超にも及ぶ種に感染していると見積も

られている。一般に宿主細胞質を通じてメス親から子へ感染

を拡大し、水平感染はあまり起こらない。にも関わらず、繁栄

を勝ち取った背景として、ボルバキアが宿主の生殖を利己

的に操作する機構を発達させていることが知られる。 

 アズキノメイガ Ostrinia scapulalis では、ボルバキア感染に

よって遺伝的オスが選択的に致死となるオス殺し現象が引き

起こされる。その機構は未知であったが、発表者等の研究か

ら、致死オスにおいて、性決定遺伝子の発現パターンがメス

型に操作されていることが明らかになった。この結果は、ボ

ルバキアが遺伝的オスをメス化する因子を持っていることを

示す。ボルバキア感染母系では、抗生物質処理によって、

逆に、遺伝的メスが選択的に致死となるが、このとき、性決定

遺伝子の発現パターンはオス型に変化する。これらの結果

から、宿主が本来持っていたメス化の誘導に必須の性決定

遺伝子が、ボルバキアのメス化能に代替されることで必須で

はなくなり、機能欠失してしまったことが示唆される。ボルバ

キアは宿主の性決定機構を乗っ取る形で、自身の感染拡大

に有利な生殖操作を行うのみならず、宿主メスにおいて自

身を排除する機構が発達するのを防ぐ仕組みを構築してい

る。 

W14-3   W14-4  

トゲオオハリアリにみられる顕著な性的二型の発現
制御機構 

宮崎智史 

富山大・理 

 ミジンコにおける環境依存的な性決定機構 

○加藤泰彦、渡邉 肇 

阪大・院工 

単数倍数性に従うハチ目は性染色体をもたないため，雌雄

は同質のゲノムを備えている．それにも拘らず，多くの種が

顕著な性的二型を示す．その究極要因については理解が

進んでいる一方で，至近要因についての理解は進んでいな

い．そこで我々は，雌が黒色，雄が赤褐色という顕著な体色

性差を示すトゲオオハリアリ Diacamma sp.について，その体

色性差の発現を司る分子基盤を調べた，昆虫のメラニン生

成に関わる遺伝子について，リアルタイム定量 PCR を用い

た発現解析及び RNAi による機能解析を行ったところ，黒色

色素生成への関与が予想される yellow が雌で多く発現する

こと，そしてその yellow は雌の黒色色素生成に重要な役割

を果たすことが明らかになった．それらの結果から，雌雄で

ゲノムを共有するにも拘らず，一部の遺伝子を性特異的に

発現させることで顕著な性差が生じると示唆された．現在

は，yellowの性特異的な発現制御を担う因子として幼若ホル

モンと性決定遺伝子 doublesex に注目し，その制御機構に

ついての解析を行っている．これらの結果と併せて，顕著な

性的二型発現を担う分子機構について考察する． 

 節足動物の中で甲殻類に属するミジンコは、環境ストレスに

応答してメスと遺伝的に同一のオスを産む。環境により性を

決定する（環境性決定を行う）生物の性比、生存戦略などは

生物進化からも興味が持たれ長年研究されてきたが、性染

色体により決まる遺伝性決定とは異なりその分子メカニズム

ほとんど明らかにされてこなかった。そこで我々はオオミジン

コを対象とし、近年明らかとなった遺伝子情報と、 近開発

した遺伝子操作法を用いて、環境性決定メカニズムの解析

を行った。その結果、遺伝性決定の遺伝子カスケードにお

いて広く保存されている DM ドメインを有する転写因子群の

中で、ダブルセックス遺伝子がオス特異的に発現することで

オスの性を決定していることを明らかにし、遺伝性決定と環

境性決定の起源は同一であることを遺伝子レベルで証明し

た。一方で、昆虫におけるダブルセックスの発現制御因子

は、オオミジンコにおいては性決定に関与しないことを示唆

する結果も得ている。本発表では、ミジンコと昆虫の性決定

カスケードを比較し、甲殻類と昆虫間の性決定機構の進化

についても考察したい。 
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W15-1   W15-2  

宿主によるカッコウ雛排除行動の発見とその適応的
意義～卵の数が対托卵防衛戦術に影響するか！？
～ 

○佐藤望1、三上修2、上田恵介3 

1立教大院・理、2岩手医大・共、3立教大・理 

 宿主の学習によるカッコウ雛の排除は可能か？～カ
ッコウ卵の孵化タイミングが宿主に学習機会を与え
る！～ 

佐藤 望1、◯田中啓太2、三上 修3、上田恵介2 

1立教大院・理・生命理学、2立教大・理、3岩手医科大・共通

教育 

カッコウ Cuculus canorus による托卵は宿主の繁殖成功率を

下げるため、多くの宿主は対托卵防衛行動（カッコウの卵を

巣外に排除など）を進化させた。カッコウ側も宿主の卵に擬

態するなどの托卵戦略が進化しており、この両者の関係は

軍拡競争型の共進化のモデルとして古くから研究されてい

る。宿主によるカッコウ卵の排除行動は多くの種で観察でき

るが、カッコウがふ化してヒナになると、たとえ自身のヒナと似

ていなくても必ず育児を行う。 

しかし、同じカッコウ科であるテリカッコウ属の宿主にはヒナを

排除する種がいる事がわかってきた。たとえば、南半球に生

息しているアカメテリカッコウ Chalcites minutillus の宿主であ

るセンニョムシクイ属は、托卵された卵は排除しないが、托卵

された卵が孵化してヒナになると巣外に排除する。 

なぜテリカッコウ属の宿主は卵ではなく、ヒナになってから排

除行動をおこなうのだろうか。本講演では、托卵とは関係な

いように思われる宿主の産卵数や、テリカッコウ属の托卵方

法が、ヒナ排除を進化させた可能性を、数理モデルを用い

て示す。 

 托卵鳥の宿主は非常に精巧な識別能力を持っており，自身

の卵と寄生者の卵のわずかな違いを見極め，排除すること

ができる．ところが，いったん卵が孵って雛になってしまうと

その高い識別能力は功を奏さず，自身の雛とは似ても似つ

かないカッコウの雛を宿主は健気に育てあげる．かつて，こ

のカッコウの卵と雛に対する対応の違いは大きな謎であった

が，ある理論的な推論によって解決が得られた．カッコウの

雛は孵化後しばらくすると宿主の卵や雛を背中に乗せて巣

の外に落とし，宿主の巣を独占する．その結果，ある宿主が

生涯で 初に目にする“我が子”は，実はカッコウの雛だっ

たという状況が往々に起こりうるということになる．もしこの宿

主がその生涯で 初に目にした雛を自身の子として学習

し，それとは異なった外見の雛を寄生者と認識して排除する

ならば，この宿主はその後に持った自身の子を寄生者として

排除してしまうことになる．このような非適応的な性質が進化

することはないだろう．しかし近年，カッコウの雛を自身の雛

と識別し，排除する宿主が発見された．演者らは宿主の生活

史情報をもとに，カッコウ雛排除が学習によるものである可

能性を理論的に検証した． 

W15-3   W16-1  

カッコウによる巧みな宿主操作～カッコウによる宿主
卵の抜き取りが宿主の排除行動をためらわせる～ 

三上 修1、◯三上かつら2、田中啓太3、佐藤 望3、上田恵介3

1岩手医大・共通教育・生物、2バードリサーチ、3立教大・理 

 放散虫 Spumellaria 目の進化系統とその内部構造の
比較 

○石谷佳之1、高橋孝三2 

1海洋研究開発機構・JSPS 外来研究員、北星大学・教授 

カッコウを始めとする托卵鳥は、宿主の巣に卵を産む際に、

宿主の卵をひとつ取り除く。この行動は、カッコウだけでな

く、系統的にかなり離れた托卵鳥でも見られており、何かし

ら、広い分類群に共通な適応的意義があると思われる。これ

まで、いくつかの仮説が提示されてきた。たとえば、「卵をひ

とつ取り除くことで、宿主に托卵したことを気づかせない」、

「托卵によって失われるエネルギーを宿主の卵を栄養分とし

て摂取することで補っている」などがある。しかし、どれも説明

としては不十分である。今回、この問題に対し、理論的なア

プローチによって解決をはかった。卵を抜き取られた宿主の

行動を数理モデルによって予測したところ、宿主は、卵を抜

き取られたクラッチの方をより受け入れることが明らかになっ

た。つまり托卵鳥は、卵を抜き取ることで、托卵した卵をより

宿主に受け入れられるというベネフィットがあり、このベネフィ

ットが、カッコウが卵を抜き取る行動を進化させたと考えられ

る。これは、托卵鳥による宿主の操作のひとつであり、托卵と

いう寄生がいかに巧妙に進化しているかを、改めて示してい

る。 

 放散虫は海洋に生息するプランクトンであり，珪質の骨格を

有するため化石として保存されるという特徴がある．その化

石記録はカンブリア期から連続的に保存されており，海洋環

境の違いによって生息する種が異なることから，年代推定や

古海洋環境推定に用いられてきた．このように古生物学的

にも古海洋学的にも重要な放散虫の進化系統関係に関す

る研究は伝統的な形態情報のみからなされてきたが，放散

虫の形態が複雑であるために研究者間で分類基準の相違

があるために分類体系が混沌としていた．本研究では放散

虫の中でも分類体系が も煩雑な Spumellaria 目を用い，

Small subunit ribosomal DNA (SSU rDNA)の分子系統関係

から，その系統関係と珪質骨格の形態情報の比較を行っ

た．その結果，Spumellaria 目は大きく２つの進化系統に分か

れることが支持され，珪質骨格の内部構造が分類上，重要

な形態形質であることがわかった．また，内部構造を観察す

ることが非常に困難な Spongodiscidae 科は単系統にならず，

２つに進化系統に分かれることも明らかとなった． 
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W16-2   W16-3  

放散虫化石 Stichocorys peregrina の形態解析 

上栗伸一 

茨大・教育 

 有孔虫類の多様化メカニズムの解明に向けて 

土屋正史 

JAMSTEC・チームリーダー 

 近年，深海掘削によって良好なコア試料が採集できるよう

になり，放散虫化石層序の研究が急速に進展し，現在に至

る化石群集の変遷の概要も明らかになった．分子生物学的

研究も精力的に進められているので，今後，放散虫化石の

形態進化を分子生物学的に理解できるようになると期待され

る．しかし，化石に記録された放散虫殻の形態進化を定量

的に研究した例は限られている． 

 Stichocorys peregrina (Riedel)は低緯度の後期中新世・鮮

新世の示準化石として，また北太平洋の古環境を復元する

示相化石として重視されている．本研究では，示準化石・示

相化石として重要な S. peregrina について，北東太平洋

ODP Site 887，東赤道太平洋 IODP Site U1335で掘削され

たコア試料を用いて，形態解析および層序的検討を行っ

た．測定項目は全部で12箇所である．試料ごとに完全な標

本30殻に遭遇するまでトラバースを繰り返し測定した結果，

S. peregrina の形態における時空変遷の概要が明らかにな

ったので，本会において報告する． 

 有孔虫類は同じ殻形態を持つ同種が汎世界的な分布を示

すが，遺伝的には異なる隠蔽種の存在も明らかになってい

る。このような遺伝的な集団の形成は，底生有孔虫では，海

陸分布や生態的な要因あるいは堆積物内の生息深度など

が考えられる。また，浮遊性有孔虫では，生活環や水塊構

造の変化も遺伝的分化に関与すると解釈された。しかし，外

洋域の生物では，海流系や海陸分布は必ずしも遺伝的交

流を妨げる訳ではなく，すべての遺伝型が分断的な種分化

を伴うとはいえないことから，資源利用といった生態的な違

いが，種分化を促す可能性がある。 

生物の資源利用の関係を明らかにするには，アミノ酸の窒

素同位体比用いた栄養段階の推定が重要なツールとなり得

る。この解析では，明確なバリアが存在しない外洋域で生物

の生態的位置を明らかにできる。一方，資源の利用が促す

種分化は，直接的な証拠を得ることが難しい。幸いなこと

に，有孔虫類の多くは，炭酸カルシウムの骨格を持つため，

連続的に海洋堆積物に保存される。このような化石に残され

た殻内有機物から栄養段階を推定することで，資源利用と

いった要因がどのくらい種分化に関与したのかを理解するこ

とができるかもしれない。 

W16-4    

形態から読み解く浮遊性有孔虫と環境の共進化 

木元克典 

独立行政法人海洋研究開発機構・地球環境変動領域 

  

 

 

浮遊性有孔虫は、世界の海洋に生息する単細胞の原生動

物であり、炭酸カルシウム（カルサイト）からなる安定な殻を

形成する。化石記録から約1億7千万年前のジュラ紀中期に

は誕生しており、現在まで世界の表層海洋に広く生息して

いる。海洋環境の主要な環境様相である水温、塩分、栄養

分などに敏感に反応しその群集構造や殻の化学組成を変

化させるため、これを用いた過去の海洋表層環境を明らか

にする研究が盛んに行われている。浮遊性有孔虫の形態を

地質時代ごとに追ってゆくと、大変興味深い現象が明らかに

なる。すなわち白亜紀、古第三紀、新第三紀の3度にわたり

形態的収斂現象がみられる。これは海洋表層のなかで棲み

分けが行われていたことと深く関係しており、浮遊性有孔虫

がそれぞれの環境に適応した殻を獲得してきた歴史である

にほかならない。本講演では、浮遊性有孔虫の殻の形態計

測とパラメタリゼーションからみえてきた形態進化と、地球環

境の変遷との関係について議論したい。 
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1C-1   1C-2  

薬剤耐性大腸菌の実験進化的創出とゲノム変異解
析 

○鈴木真吾、堀之内貴明、古澤 力 

理研・生命システム研究センター(QBiC) 

 人工共生の実験進化 

〇細田一史1、末吉眞人1、浅尾晃央2、熊野いつか1、鈴木真

吾3、四方哲也1, 2, 4 

1阪大・情報、2阪大・生命、3理研・QBiC、4ERATO・JST 

 感染症を引き起こす病原菌の薬剤耐性化およびその蔓延

が大きな社会問題となっている。耐性菌出現および蔓延を

抑制する方法論を確立するためには、薬剤耐性化ダイナミ

クスを解明することが非常に重要である。そこで本研究で

は、世代時間が短く様々な知見が蓄積されている大腸菌を

対象に、薬剤耐性化の実験進化を行い、その耐性化ダイナ

ミクスの解析を行った。 

 薬剤耐性能をもたない大腸菌野生株を対象に、作用機序

の異なる33種の薬剤濃度を徐々に上げながら2000時間以

上の長期植え継ぎ培養を独立4系列にて行ったところ、31種

類の薬剤について大腸菌が耐性化する過程が観察された。

さらにその耐性化過程は、すべての系列が同様の挙動にて

徐々に耐性化するタイプと、各系列が個別かつ急激に耐性

化するタイプに分けられ、異なる耐性化機構の存在が示唆

された。そこで、各タイプを代表する計11種類の薬剤につい

て得られた耐性株44株のゲノム変異解析を次世代シーケン

サにて執り行ったところ、それぞれ5～20個程度の塩基置

換・挿入・欠損を同定した。本発表では、この同定されたゲノ

ム変異と耐性化ダイナミクスの関連性について報告する。 

 ほとんどの生物は共生しているのだから、進化と共生は切り

離せない。例えば、ある生物が栄養浪費している環境では、

別の生物はそれを捕食する能力を獲得・強化するかもしれ

ない。また他種から栄養を得るならば、自らはその栄養合成

能を欠落・劣化することもあろう。その能力欠落と同時に、相

手を支える能力強化により共生関係が発達し、究極的には

細胞内共生のように２種が合体することもあろう。このような

共生の進化について、“どんな関係でどのように変化した

か？進化の種間相関は？分子機構は？その進化の普遍性

や必然性は？”などに答えるには、私達の制御下にある実

験進化の網羅的解析が有効だろう。本発表ではまず、２種

の大腸菌による人工相利共生の進化を報告する。具体的に

は両者数比の一致、全体の増殖率の向上、共生特異的な

代謝回路の発達などに加え、包括的制御遺伝子などへのゲ

ノム変異、２種の遺伝子発現の相補的進化（一方が増加した

遺伝子は他方で減少）など、共生関係の強化が観察された

ことを報告する。また、様々な環境における原生動物と大腸

菌の人工共生の結果も加えて、共生や合体、それらの原理

などについて議論されたい。 

1C-3   1C-4  

独立栄養から従属栄養に向けてのシアノバクテリア
の実験進化 
〇羽渕真清1、宮崎美賀子3、瀧川 剛2、松本佑介2、末吉眞
人2、木内あや子3、細田一史2、鈴木真吾4、柏木明子5、森 
光太郎1、 四方哲也1, 2, 6 
1阪大・生命、2阪大・情報、3阪大・工、4理研・QBiC、5弘前・
農生、6ERATO・JST 

 Reduced noise in gene expression caused by a 
replaced foreign promoter 

○應 蓓文1、津留三良1、瀬尾茂人1、松田秀雄1、四方哲 

也1，2，3 

1阪大・院情報、2阪大・院生命機能、3ERATO・JST 

 独立栄養から従属栄養への進化（およびその逆）は、生物

の進化において重要な過程である。自身の細胞内で栄養を

合成する能力を劣化させ、外部の栄養を取り込む能力を強

化させる過程はいかなるものだったか？この進化の過程を

調べる手法として遺伝子系統解析等があるが、進化の過程

を直接観察する事は出来ない。そこで私達は、独立栄養生

物であるシアノバクテリアを用いてこの進化を実験的に模倣

する事で、その過程を解明しようとしている。具体的には、従

属栄養生物を培養するための、約15種の栄養素を含む化

学合成培地によってシアノバクテリアを継代培養した。結

果、約20日で増殖速度が大幅に向上した。さらにシアノバク

テリアにとって有害であるアミノ酸6種類を加えた。アミノ酸濃

度を徐々に高めて継代培養を行った結果、約100日で高濃

度(~1mM)アミノ酸存在下で増殖するようになった。更に約

100日アミノ酸高濃度条件下で培養をつづけた結果、アミノ

酸高濃度条件下のほうが、非存在下よりも増殖速度が高くな

った。以上の結果から、 初は細胞外の6種アミノ酸は有害

物質であったが、これらを細胞内に取り込み増殖に利用でき

るようになった事が推察される。 

 Evolution not only provides living organisms to acquire the 
regulation (e.g., operon) but also leaves quite large 
fluctuation in them. Noise in gene expression has turned to be 
an important issue in the studies on adaptation and evolution. 
Our study focused the genes highly responsive to external 
perturbations (referred to here as required genes) in E. coli, 
and investigated whether and how noise in gene expression is 
tuned by promoter substitution. We first constructed a 
mini-library (136 clones in 70 genetic structures) comprising 
the dual format of native and foreign regulations to evaluate 
promoter-oriented noise in gene expression. The 
chromosomal location dependency of protein abundance and 
noise, the reduction in expression noise due to promoter 
replacement, and the universal magnitude of noise in the 
required genes among diverse genetic backgrounds were 
discussed. In summary, a significant reduction in noise 
following the insertion of a foreign promoter and a relatively 
high magnitude of noise in required genes were observed. 
The results strongly suggested potential linkage between 
noise, sensitivity, and plasticity in gene expression and 
supported the hypotheses regarding the stochastic and 
deterministic strategies in the adaptive and evolutionary 
processes.  
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1C-5   1C-6  

Is the evolution of a genetic program controlling aging 
possible? 

○Lucas Trindade, Toshiro Aigaki, Jonathan Heddle 

理化学研究所 

 断続平衡説の再検討 

○高橋昭紀1、田中泉吏2 

1早大・理工研、2慶大・文 

A major puzzle in medical science is the understanding of the 
aging process. Several mechanisms of aging have been 
proposed, but yet there is no agreement for root causes of 
senescence. Is aging programmed or non-programmed? The 
deep examination of aging in an evolutionary perspective 
could be the key to untangle the aging process itself. 
Recently, we have characterized the existence of senemorphic 
aging strategies. We demonstrated that most, if not all, 
species have different aging patterns coded by the genome. 
The characterization of senemorphic aging strategies 
automatically opened a new perspective for the understanding 
of evolution of aging and lifespan. The central idea of 
evolution is straightforward: natural selection favors traits 
related with efficient reproduction whether they benefit the 
individual or the kin. Therefore, a species optimal longevity 
must be directly dependent on the efficiency of spread its 
genes. This is most likely dependent on the life-history and 
the current environmental conditions. We propose that to cope 
with environmental changes, species had evolved both a 
genetic program to accelerate aging and a genetic program to 
maximize lifespan. This simple idea solves a centenarian 
dilemma of whether aging is programmed or 
non-programmed. 

 断続平衡説がエルドリッジとグールドによって提唱されてか

ら今年でちょうど40年の節目を迎える。古生物学による進化

生物学への重要な貢献であったことは間違いないが、跳躍

進化や種選択などの地に足のついていない概念ばかりに注

目が集まったことは否めない。だが、科学史の研究対象にな

り始めた現在、客観的な視点から改めてその意義を考察す

る時期が到来した。本発表ではまず、断続的進化や漸進的

進化の様々なパターンについての報告のサーベイに基づ

き、それらのパターンの背後にあるプロセスについての諸説

を検討する。次に、地質学の一分野である生層序学が断続

平衡説の評価に重要な意義を持つことを指摘する。断続的

な進化パターンは20世紀前半にすでに生層序学において

漠然と認識され、層序確立と年代対比に用いられていた。こ

のことは断続的な進化パターンが実在することの何よりの証

左なのだが、断続平衡説はそれを古生物学の仮説として改

めて指摘したのである。 後に、以上の考察に基づいて断

続平衡説と進化の総合説の関係について再検討すること

で、断続平衡説とは何だったのか、古生物学は進化生物学

に対してどのような貢献を果たしうるのかを問い直したい。 

1C-7   1C-8  

カンブリア紀の最初の爆発：SSF の多様化事件 

○佐藤友彦、磯崎行雄 

東大・院総合 

 顕生代の生物多様性変化と大量絶滅の意味 

磯崎行雄 

東大・院総合（駒場） 

約40億年の生命史の中で, カンブリア紀前期 (5.42~5.10億

年前) に起きた急激な多様化によって, 全ての現生動物門

が出揃った. この重大事件は「カンブリア爆発」と呼ばれて

いる. 著名な澄江動物群はカンブリア紀前期中盤 (5.25億

年前) に出現したが, 初の多様化はカンブリア紀 初期

(5.34億年前) の硬殻化石群集 (small shelly fossils; SSF) 

において起きた. SSF には, 軟体動物や腕足動物などが含

まれる. この SSF 多様化期には, 史上 大規模のリン酸塩

岩堆積が起こり, また, 当時の海洋一次生産量の指標であ

る炭素同位体比は激しい変動を繰り返した. 本研究では, 

SSF の多様化と, 特異なリン酸塩岩の堆積がどのように関係

したのかを探るため, 中国雲南省澄江地域の下部カンブリ

ア系の詳細な岩相層序, SSF 生層序, 炭素同位体層序, お

よびストロンチウム同位体層序 (海洋への大陸起源物質流

入量の指標) を検討した. その結果, SSF の 初の多様化

層準をつきとめた. SSF の多様化は, 当時の大陸棚内部の

閉鎖的な浅海域において, リンが異常濃集した特異な海水

中で起きたと推定される. 

 顕生代では、カンブリア紀以来の大局的な増加傾向の中に

５回の急減（Big-5大量絶滅）がおきた。カンブリア紀初頭の

多様性急増事件（カンブリア紀の爆発的進化）について、少

なくとも７－８回の絶滅と放散の繰り返しであったことが解明

された。古生代末の大量絶滅についても、２回の独立した絶

滅事件の複合であったことが明確となり、短期間にくりかえさ

れた多様性の急減と急増が重要視される。これらの間欠的

におきたグローバルな生物多様性の急変を契機に、大進化

の方向が決定した。Big-5では、いずれも世界的な範囲で絶

滅がおきたことから、その背景に地球規模の表層環境変化

が起きたことは疑いがない。しかし、その根本原因はどれも

未解明で、事件毎にアドホクな説明が個別に試みられてき

た。大量絶滅は食物連鎖の高次捕食者に被害が多く、生態

系を支える底辺部のバイオマスは大きく変化しない。しかし、

絶滅後の多様化、特に新しい生物群の登場には、栄養塩の

供給増大が重要である。特に多種の生体必須元素を含む

大陸（花崗岩質）地殻の広域露出と削剝がバイオマスおよび

多様性増加に大きく寄与した。 
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1C-9   1C-10  

蓄積的な文化をもたらす学習能力 

中橋 渉 

明治大・先端数理 

 学習能力の進化と環境の空間的異質性について 

○小林 豊1、大槻 久2 

1東大・理、2総研大 

ヒトの文化は蓄積的（累積的・累進的ともいう）である。すなわ

ち、個々の文化は世代を越えて伝達される中で、改良に改

良を加えられる。このようにして発展してきた文化は、もはや

一個人が独自に生み出すことができないレベルにまで達し

ている。ヒト以外の種が持ちえない、現生のヒト（ホモ・サピエ

ンス）と も近縁である旧人ネアンデルタールにすら見られ

ない、この蓄積的な文化によって、ヒトの現在の大繁栄がも

たらされたことに疑いの余地はない。ではなぜヒトは文化をこ

のように発展させられるのだろうか。これには、他者と無関係

に新しいものを生み出す能力（個体学習能力）でも、他者の

知識を正確に学習する能力（社会学習能力）でもない、他者

の知識を学習した上でそれを改良する能力（改良学習能

力）が必要であると考えられる。では、どういう条件で改良学

習がよく行われるようになり、高い改良学習能力の進化が促

されるのだろうか。また、これら３つの学習能力が人類におい

てどのように進化してきたのか、そしてこれらの学習能力の

違いによって旧人ネアンデルタールと新人サピエンスの違

いを説明可能であるか、数理モデルを用いて議論する。 

 学習能力には、大きく分けて、社会学習（模倣・教育など、

社会的相互作用に依存する学習）と個体学習（試行錯誤な

ど、独力による学習）がある。先行の理論研究により、学習能

力の進化にとって、環境の安定性や、空間的異質性が本質

的な役割を演じることが分かっている。特に後者に関して

は 、 Aoki and Nakahashi (2008, Theoretical population 

biology, 74, 356-368)において詳細に研究された。彼らは、

島および飛び石型の空間構造を想定した数理モデルを記

述し、解析を行った。環境状態は、全ての分集団において

異なっていると仮定した。その結果によると、一般に移住率

が高い場合に、相対的に個体学習が好まれ、低い場合に、

社会学習が好まれる。本講演では、この問題について再考

する。本研究で考える島モデルでは、Aoki and Nakahashi と

異なり、分集団の個体数は有限・離散・定常であると仮定す

る。このようなモデルは、文化と遺伝子の共進化を含むため

複雑であるが、包括適応度の手法を応用すれば、弱い選択

のもとで解くことができる。移住率や分集団サイズが社会学

習者の頻度、さらに集団の平均適応度に与える影響を評価

する。学習と分散の順序を若干修正すると結果が質的な影

響を受けることを示す。 
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1D-1   1D-2  

条鰭類 MHC 領域における PSMB8遺伝子の二型性の
進化 

○藤戸尚子1、塚本健太郎2、Chris T Amemiya3、野中 勝1 

1東大・院理、2藤田保健衛生大学・総医研、3Benaroya 

Research Institute, USA 

 フグ目における PSMB8遺伝子の二型性の進化 

◯源島裕祐1、山野上祐介2、野中 勝3 

1東大・院理、2東大・海洋研究所、3東大・教授 

免疫プロテアソームを構成するサブユニットの一つである

PSMB8には、基質特異性を決定する残基が異なり、切断特

異性に差があると思われる二系統が存在する。この二系統

はサメ、ゼブラフィッシュ、サケ等で確認されているが、サメで

はパラログとして、ゼブラフィッシュではアリルとして存在し、

その進化過程に興味がもたれる。メダカやツメガエルにおい

ては一系統の消失後、もう一方の系統において同様な機能

分化を示すと思われる二型がアリルとして復活し、平衡淘汰

により数千万年にわたり保持されている。本研究では、顎口

類の共通祖先が獲得した二系統の、アリルとしての起源を明

確にするため、早期に分岐した条鰭類である古代魚ポリプ

テルスを材料に選び、PSMB8遺伝子を解析した。その結

果、二系統の遺伝子が単離され、ゲノム PCR によりこれらは

アリルであることが示された。二系統の遺伝子は条鰭類の共

通祖先から約4億年にわたり二型として維持されてきた可能

性がある。本発表では、ゼブラフィッシュ、及びポリプテルス

の PSMB8遺伝子近傍の配列を解読することにより、長期間

の二型維持を可能にしたゲノム基盤を明らかにする試みに

ついて報告する。 

 免疫プロテアソームのサブユニットである PSMB8はプロテア

ーゼ活性を有し、MHC クラスＩ分子によって提示される抗原

ペプチドの産生に中心的役割を果たしている。PSMB8遺伝

子は有顎脊椎動物の多くの種において二型性を示し、切断

特異性を決定すると考えられている31番目のアミノ酸残基

が、Ala などの側鎖の小さな疎水性アミノ酸である A 型と、

Phe などの芳香族アミノ酸である F 型が知られている。これま

での分子系統解析の結果は、サメや下位条鰭類は5億年に

渡って起源の古い2系統(A 系統と F 系統)を保存してきたこ

と、上位条鰭類や四足動物では F 系統を失っているものの、

多くの種において A 系統内で A 型から F 型を再生し二型性

が復活していることを示唆していた。特にミドリフグの二型は

興味深く、二型間の類似性が極めて高いため、ごく 近再

生された二型であると考えられた。本研究ではフグ目におけ

る PSMB8遺伝子の二型の進化を解明するために、これまで

に5種を解析し、新たにクサフグで二型の存在を認めた。系

統解析の結果は、フグ目の中で少なくとも2回、独立に二型

が復活していることを示唆していた。著しく類似性の高い二

型配列の進化機構について論じたい。 

1D-3   1D-4  

Recurrent Revival of Dimorphism of the PSMB8 
Gene During Ectothermic Tetrapod Evolution 

○黄 慶輝、田中雄太、野中 勝 

東京大学理学系研究科生物科学専攻 

 並列 DNA シーケンサーを用いた有鱗類嗅覚受容体
遺伝子群の網羅的解析 

○橋口康之1、出原由季2、松原和純3、柳井徳磨4、久保正
仁5、熊澤慶伯2 

1大阪医大、2名市大・システム自然科学、3キャンベラ大、4岐
阜大・応用生物科学、5山口大・共同獣医 

The PSMB8 gene encodes one of the beta subunits of the 
immunoproteasome uniquely found in jawed vertebrates. The 
PSMB8 genes of various animals analyzed thus far are 
classified into two types; A-type possessing Ala31 or Val31, 
and F-type possessing Phe31 or Tyr31. Phylogenetic analysis 
revealed two lineages of PSMB8 gene, PSMB8F lineage and 
PSMB8A lineage. The PSMB8F lineage comprises the F-type 
PSMB8 of sharks and basal teleosts, whereas the PSMB8A 
lineage comprises the A-type PMSB8 of these animals and 
both the F and A type PSMB8 of all other animals, suggesting 
that the PSMB8F lineage was lost in tetrapods and higher 
teleosts and revival of F-type PSMB8 within the PSMB8A 
lineage has occurred independently. The dimorphism of 
PSMB8 gene was identified from Japanese-fire-belly newt, 
Japanese gecko, spectacled Caiman, saltwater crocodile, and 
red-eared slider. Genomic typing indicated that the A and 
F-types of PSMB8 are alleles in gecko and newt, and the 
allele frequency is close to 1:1. The phylogenetic analysis 
showed that PSMB8 F-type was regenerated from 
PSMB8A-type at least 5 times independently during tetrapod 
evolution, suggesting that strong balancing selection is 
operating on dimorphism of the PSMB8 gene.  

 脊椎動物の嗅覚受容体 (OR) 遺伝子は、数百から数千の

コピー数からなる多重遺伝子である。脊椎動物は、これらの

嗅覚受容体を組み合わせて用いることで、多様な匂い物質

を認識・識別している。これまで嗅覚受容体遺伝子の多様

性はいくつかのモデル生物のゲノム情報を調べることで明ら

かにされてきたが、ゲノム情報のない非モデル生物におい

て、その多様性の実態を知ることは容易ではない。本研究で

は、有鱗目の爬虫類であるアノールトカゲおよびシマヘビを

対象に、Roche GS FLX 並列シーケンサーを用いた OR 遺伝

子群の網羅的な同定を行い、その有用性について評価し

た。まず、アノールトカゲのゲノム配列から同定された136種

類の OR 塩基配列と、FLX を用いて同定した配列の比較に

基づいて、この方法の正確性および網羅性を評価した。そ

の結果をもとに、シマヘビの OR 遺伝子を同定しコピー数を

推定した。その結果、有鱗目では嗅覚への依存度が高いと

考えられるにも関わらず、脊椎動物の中では比較的 OR 遺

伝子の数が少ないことが示唆された。またこれまでに得られ

たデータをもとに、爬虫類 OR 遺伝子群の分子進化につい

て考察を行った。 
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1D-5   1D-6  

シクリッド V1R 受容体遺伝子群に繰り返し働いた正の
選択 

○二階堂雅人1、颯田葉子2、相原光人1、山岸公子3、岡田典

弘1 

1東工大・院生命、2総研大、3臨床研 

 新世界ザル野生集団における苦味受容体遺伝子群
の種内変異と採食果実の香気成分分析 
○河村正二1、櫻井児太摩1、白須未香2、松下裕香1、Amanda MELIN3, 4、
Mackenzie BERGSTROM3、今井啓雄5、東原和成2、太田博樹6、Filippo 
AURELI7、Linda FEDIGAN3、 

1東京大・院新領域、2東京大・院農、3Univ. Calgary・Dept. Anthropol.、
4Dartmouth College・Dept. Anthropol.、5京都大・霊長研、6北里大・医、
7Liverpool John Moores Univ.・Res. Cent. Evol. Anthropol. Palaeoecol. 

我々は、魚類における生殖フェロモン受容体の候補と考えら

れている V1R 受容体ファミリーに着目し、それらの遺伝子配

列を広範なシクリッドにおいて種間比較・進化解析した。そ

の結果、6コピー存在する V1R 遺伝子のうち4つについて、

過去に急激なアミノ酸置換速度の上昇（つまり正の選択）が

起きた事が確認された。まず、V1R2は大きく配列の異なる2

つのアリル型が東アフリカ三大湖のシクリッド間で共有されて

おり、これは約1000万年前に正の選択によって生じた2つの

アリル型が集団中に維持され、それらが各湖に分配された

結果であることが分かった。また、V1R1では Tropheini 族の

共通祖先で、さらに V1R3と V1R6では Trematocalini 族にお

いて正の淘汰が検出され、それらはすべて Fisher’s exact

検定で統計的に有意であった。以上の結果は、シクリッドに

おける V1R を介した嗅覚に基づく社会行動が多様化してい

ることや、その進化的重要性を強く示唆している。今後はリガ

ンドの特定に加えて、アリル型の違いが生殖行動に及ぼす

影響を実験的に検証し、 終的には嗅覚を介した選択的交

配の可能性を探っていきたい。 

 霊長類野生集団のケミカルセンサー遺伝子の多様性やそ

れらが検知する化学物質シグナルの実態は大部分不明で

ある。我々はコスタリカ・サンタロサ国立公園に生息し、色覚

種内多型を持つ新世界ザルのチュウベイクモザルとノドジロ

オマキザルの野生群を対象に、苦味受容体（TAS2R）ファミリ

ーの多型性解析とサルが採食する果実の香気成分の分析

に着手した。これまでに6種類の機能遺伝子と1種類の偽遺

伝子について、クモザル1群とオマキザル4群に対して糞

DNA から PCR 法での遺伝子単離を行ない塩基配列を決定

した。また、乾季の植物から果実や花弁サンプルを採集し香

気成分を分析した。その結果、ヒトやチンパンジーと異なり

TAS2R 遺伝子群に対する機能制約は強いこと、一部の遺伝

子では群れ間で顕著な集団分化を示し、地域適応的な自

然選択を受けている可能性があることを示した。また、香気

成分分析に関しては成熟と未成熟の間で香気成分種類数

に差が大きい果実ほどよく匂いが嗅がれる傾向があることを

示した。これらのことから多型的色覚の新世界ザルは恒常的

3色型の狭鼻猿類より味覚や嗅覚により依存している可能性

が考えられる。 

1D-7   1D-8  

シアル酸受容体 Siglec-11/Siglec-16と遺伝子変換 

○早川敏之1、安形高志2、Ajit Varki3 

1京大・霊長類研、2理化学研究所、3 University of California, 

San Diego 

 真骨魚類特異的ゲノム重複(3R)による Olfactory 
Marker Protein 遺伝子の重複と機能分化 

○鈴木彦有1、二階堂雅人1、山岸公子2、岡田典弘1 

1東工大・院生命理工、2都臨床研 

 シアル酸は細胞表面糖鎖の末端に位置する九炭糖であ

り、Siglec はそのシアル酸を認識し細胞内シグナル伝達に関

わる受容体である。Siglec-11と Siglec-16は、それぞれ抑制

性受容体、活性化受容体とその役割は異なるものの、ともに

ミクログリアやマクロファージに発現し、シアル酸認識能が同

じとみられている。このような発現場所やリガンド認識能が同

じであるにもかかわらず、正反対の役割を担う受容体ペア

は、抑制・活性のバランスのもと細胞機能の微調整をおこな

っていると考えられ、ペア型受容体と呼ばれている。 

 我々は、Siglec-11と Siglec-16がペア型受容体となった進

化 的 な 背 景 を 探 る た め 、 霊 長 類 に お け る Siglec-11 と

Siglec-16の進化を調べ、Siglec-11遺伝子と Siglec-16遺伝

子の間で遺伝子変換が頻繁におきていることを見いだした。

本発表では、これらの結果をもとに、ペア型受容体の形成・

維持における遺伝子変換の役割について論じる。 

 Olfactory Marker Protein(OMP)は脊椎動物の成熟した嗅神

経細胞に特異的に発現する遺伝子である。多くの脊椎動物

において OMP は単一の遺伝子であると考えられているが、

我々はゲノムデータの解析から真骨魚類が OMP を二つ保

持していることを発見している。系統解析の結果、これらは

真骨魚類の共通祖先におけるゲノム重複により生じた可能

性が示された。このことは両者の機能分化も示唆している。

OMP の詳細な機能は不明だが、少なくとも発現パターンが

異なっていれば機能分化の一つの証拠となる。そこで我々

はゼブラフィッシュの成魚を用いて RT-PCR 法と in situ ハイ

ブリダイゼーション法による比較発現解析を行った。その結

果、一方は他の脊椎動物と同様、嗅上皮特異的な発現を示

したが、他方は嗅上皮に加え網膜の水平細胞で発現を示し

た。さらに嗅上皮での発現について詳細に調べた結果、両

者は各々異なる嗅神経細胞で発現を示し、嗅上皮中でも発

現パターンが異なっていることが示された。マウスでは全て

の嗅神経細胞に OMP が発現するため、この結果は重複後

に subfunctionalization が起きた可能性を示唆している。一

方、網膜での OMP の発現は真骨魚類だけで見られた現象

であり、このことから、同時に neofunctionalization も起きた可

能性が考えられる。 
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1D-9   1D-10  

HLA-DRB1分子の進化過程における抗原ペプチド認
識レパートリー多様化の制約 

○安河内彦輝、颯田葉子 

総研大・先導研 

 哺乳類 X 染色体のゲノム構造と遺伝子の進化 

桂 有加子 

総研大・先導研 

免疫応答に関与するヒトリンパ球抗原（HLA）分子の抗原認

識部位は、様々な病原体に対処するために長い間アミノ酸

多様性が高く維持されてきた。しかし、その多様性が HLA の

進化過程でどのようにして構築されてきたかはわかっていな

い。そこで本研究では、HLA-DRB1遺伝子を対象として、

HLA 多様性の構築過程を解明することを目的とした。抗原

認識に重要なペプチド結合領域（PBR）の変化に注目し、同

じ同義置換数（分岐時間を反映）をもつアリル間のアミノ酸多

様性を調べた。その結果、アミノ酸多様性は同義置換数の

蓄積と共に増加したが、ある一定期間の多様性レベルは均

一になり、その後再びアミノ酸多様性の増加がみられた。

HLA-DRB1の系統解析の結果、DRB1アリルは大きく２つの

グループに分けることができ、多様性が一定な時期のアリル

を調べると、同じグループに属したアリルが全て同じ同義置

換数をもっていた。これはグループ内の多様性の閾値を意

味する。このことから、少なくとも多様性が変わらない原因の

１つに、グループ特有の抗原認識レパートリーを維持するた

めに多様性が制限されているのではないかと考えられる。 

 哺乳類の性染色体は常染色体から分化したと考えられてい

て、X あるいは Y 染色体は、重複や逆位、欠失により、独自

に再編成されていくことが知られている。他の染色体と比較

して、X 染色体に多量にゲノム再編成の痕跡（ゲノム構造）

が存在することが報告されている。哺乳類の X 染色体進化と

ゲノム構造との関係を調べるために、カモノハシ、オポッサ

ム、ヒト、マウスのゲノム構造を定量した。その結果、性染色

体上のゲノム構造がヒト、マウスで特に多量に蓄積されてい

ることがわかった。ゲノム構造上に存在する遺伝子の種類と

その分子進化から、性染色体に頻繁に見られるゲノム構造

の生物学的意義について議論したい。 

1D-11   1D-12  

脊椎動物ゲノムの超保存領域の進化における段階
的成長 

石橋みなか1, 2、野田-小倉彰子1、坂手龍一1, 3、○今西 規1 

1産総研・バイオメディシナル、2シドニー大学、3医薬基盤研 

 低凝集性インフルエンザウイルスのヘマグルチニンア
ミノ酸変異について 

○原田幸子、新開敬行、吉田 勲、長島真美、尾形和恵、林

志直、甲斐明美 

東京都健康安全研究センター 微生物部 ウイルス研究科 

哺乳類ゲノムには異種間の比較で完全に配列が一致する

超保存領域（ultra-conserved elements）が見つかっている

が、その多くは他の脊椎動物ゲノムにも保存されており、そ

の機能は発生における遺伝子発現の制御と関わることが示

唆されている。しかし、超保存領域の進化的起源と自然淘汰

の実態はまだ明らかでない。そこでわれわれは、二種の魚

類の全ゲノム配列の比較解析を行い、554カ所の超保存領

域を見つけた。このうち43組は哺乳類の超保存領域とも共

通であり、さらにそのうち23組はエクソンの外の non-coding

領域に存在した。さらに、10カ所の超保存領域はヤツメウナ

ギ Petromyzon marinus のゲノム配列にも低い配列類似性を

示し、その進化的起源が非常に古いことを明らかにした。超

保存領域の詳細な系統間比較により、超保存領域はプロト

タイプ保存配列と系統特異的保存配列に分けられること、そ

して保存配列ブロックが追加されるという様式で、進化の中

で段階的に成長してきたことが示唆された（Ishibashi, et al., 

2012, Gene 504:1）。 

 2010/2011シーズンに分離した A/H1N1pdm09型インフルエ

ンザウイルス株は、ウイルス分離時に増殖が期待できる細胞

変性効果を認めたにもかかわらず、ウイルスの赤血球凝集

能が著しく低かった。そのため常法である血清学的手法を

用いたウイルスの同定が困難となった。これらの原因の１つ

としてヘマグルチニンにおけるアミノ酸変異（A197T）が報告

されたが、他のアミノ酸変異による影響も考慮されるため流

行株における A197T を含むアミノ酸変異状況を調査したの

で報告する。 

A197T アミノ酸変異株の流行開始時期について調べた結

果、東京都では2010年10月以降であることが判明した。さら

に遺伝子解析の結果、A197T アミノ酸置換を持つサブクレ

ードにおいて、S185T 変異も確認された。これらの変異が赤

血球に対する低凝集性に関与するか三次元モデルを用い

て検討した。 

その結果、変異前後で抗原認識部位に明らかな構造変化

を認めたことから、これらの変異が凝集性を決定する機構に

関与すると推察された。 
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1D-13   1D-14  

階層ベイズモデルによるタンパク質にかかる多様化
圧の時空間集積性の推定 

○渡部輝明1、岸野洋久2 

1高知大・医、2東大・院 

 精子発現遺伝子によく見られる速い進化を説明する
新しい理論 

○江澤 潔、印南秀樹 

総研大・先導科学 

我々は、コドン配列進化の階層ベイズモデルを通して、タン

パク質表面における選択圧の空間分布を検出する方法を開

発し、一昨年の進化学会年次大会で報告した。事前分布と

して磁性体物理の分野で理論的枠組みが確立したイジング

模型を導入し、選択圧の空間集積性の強さと広さを決める

超パラメータは周辺尤度を 大化することで決定する。これ

により偽陽性を拾うことなく多様化圧のかかる領域を検出す

ることが可能となった。ところで、タンパク質は従来から備え

ている機能を変化させたり、新規に機能を獲得したりすること

で環境に適応するため、タンパク質進化のダイナミックスを

捉えるには、選択圧の時空間的な揺らぎを感度よく推定する

必要がある。我々はインフルエンザウイルス（H3N2）の抗原

連続変異の過程を幾つかの期間に分割し、各々の期間で

ヘマグルチニンタンパク質変異にかかる選択圧空間分布を

開発した方法を適用して検出した。抗原連続変異の過程で

の選択圧空間分布の揺らぎについて議論する。 

 数々のゲノムワイドな解析により、精子で発現する遺伝子の

多くが速く進化していることは今や良く知られている。その原

因としては機能制約の緩和、近縁集団間生殖不適合性の

強化、異父精子間競争、性間葛藤、交配後選択、病原体か

らの防御など数々のメカニズムが提唱されているがどれも決

定力に乏しい。 

ここで、我々は、精子間の競争は非常に厳しい（約億分の一

の「生存率」）ことと、同一の父親由来の精子間の競争も対立

遺伝子の次世代への伝達率に差を与えられることを考慮す

ると、一つの遺伝子変異がもたらす効果が通常の集団遺伝

学で考える自然淘汰の強さの数十～数万倍に膨れ上がるこ

とを理論的に示す。 

この「増強された変異効果」によって、これまで説明の難しか

った精子発現遺伝子の速い進化を説明できるようになるかも

しれない。 

1D-15   1D-16  

進化における表現型ゆらぎの役割 

○斉藤 稔、石原秀至、金子邦彦 

東京大学総合文化研究科 

 ＤＮＡの二重らせん構造から新提案のらせん構造へ
の進化 

田中義人 

無所属 

進化において、遺伝可能な形質は基本的には遺伝型のみ

であるため、表現型ゆらぎや可塑性といった動的な性質はし

ばしば見落とされがちである。しかし一個体時間中の体細胞

適応などといった表現型の可塑性は進化過程に大きく寄与

しうる。このような効果はボールドウィン効果と呼ばれている。

ボールドウィン効果の近代的な解釈として、表現型可塑性が

進化を加速しうるか、という問いが近年、多くの研究者により

研究されてきたが、加速するという研究および減速しうるとい

う研究の両者が存在し、現在まで決着がついていない。 

我々は無性生殖する集団の進化のシンプルな数理モデル

を用いて、表現型ゆらぎが進化に及ぼす役割を研究し、適

応度関数が多峰の場合には表現型ゆらぎによって進化が加

速されることを解析的に示した。また進化の加速のトレードオ

フとして、表現型ゆらぎは適応度を劇的に下げうることも示し

た。 

  1953年、ワトソンとクリックは結晶したウイルスのＸ線回折像

の構造解析より、ＤＮＡの二重らせんモデルを導き出し、こ

れはすべての生物の基本的構造だと主張した。このモデル

に対する疑問点は、ＤＮＡが長くなると、複製時にらせんの

ねじれが解消できなくなり、複製が難しくなるだろうということ

である。 

 ＤＮＡが長くなると、自然に二重らせんは「接合らせん」に

変化することが考えられる。このらせん構造が可能であること

は、分子モデルを組み立て写真を撮った。この構造では、Ｄ

ＮＡの鎖は左右に分かれるだけで良いから、ねじれの問題

がなくなる。 

 ワトソンとクリックはウイルスという短いＤＮＡに関して、二重

らせん構造を導きだしたものであるから、これはウイルスと原

核生物のＤＮＡに限られると考えるべきである。 

 より長いＤＮＡを持つ真核生物～多細胞生物のらせん構

造は「接合らせん」に進化すると考えられる。 
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1D-17   1D-18  

B 染色体が保有個体をメス化させる機構とその進化 

○寺井洋平1、吉田恒太1、鈴木 南1、田辺秀之2、黒岩麻

里3、豊田 敦4、伊藤武彦1、岡田典弘1 

1東工大・生命理工、2総研大・先導研、3北大・理、4遺伝研・

比較ゲノム 

 利己的な遺伝因子のメス減数分裂ドライブによる新し
い性決定システムの出現 

◯吉田恒太、北野 潤 

遺伝研・生態遺伝 

 B 染色体は核内に余剰に存在する染色体で、多くの動植

物に存在するが B 染色体内の完全長の遺伝子や遺伝子発

現の報告はない。 近我々はシクリッドにおいて、保有個体

をメス化させる B 染色体を発見した。本研究では B 染色体が

保有個体をメス化させる機構を調べ、なぜメス化させるのか

を考察する。 

 3D-FISH 解析により、成体では B 染色体が核膜付近でヘ

テロクロマチン化し遺伝子発現がないと考えられた。次にオ

ス(B なし)とメス(B あり)のゲノム解析により、4Mb の B 染色体

配列を特定した。この配列上の遺伝子のほとんどは部分配

列であったが、完全長(6kb)が推定で14コピー存在する V 遺

伝子が見出された。孵化後1, 3, 6日目の稚魚において、B

染色体由来の V 遺伝子が発現していた。V 遺伝子による性

ホルモンの調節の報告と、シクリッドを孵化後に性ホルモン

で処理すると全個体がメス化する報告から、B 染色体上の V

遺伝子が孵化後に発現し、性ホルモンの調節を乱しメス化

を引き起こしていると考えられる。またそれは保有個体をメス

化させることで、減数分裂期のドライブにより次世代に効率よ

く自身のコピーを遺伝させるためと考えている。 

 性決定システムは多くの生物種で独立に進化、多様化して

おり、その進化は性的二型の進化や種分化などと大きく関

係していると考えられている。性決定システムの進化のプロ

セスの一つが、性染色体と常染色体との融合である。それぞ

れ、X 染色体と常染色体の融合(X-A fusion)は XX/XY1Y2

型 、 Y 染 色 体 と 常 染 色 体 の 融 合 (Y-A fusion) は

X1X1X2X2/X1X2Y 型という複式性染色体の性決定システムを

生じる。このようなシステムは昆虫から哺乳類まで多くの生物

種に観察される。このプロセスの原因因子として、これまで、

常染色体上の性的拮抗選別、ヘテロ接合優勢、遺伝的浮

動の三種類が報告されてきた。本発表では、このプロセスの

新たな原因因子として、利己的な遺伝因子によるメス減数分

裂ドライブが影響を持つ仮説を提唱する。さらに、系統補正

も含めた哺乳類18種の X-A fusion、23種の Y-A fusion の核

型解析の結果、この仮説を支持するデータが得られたの

で、合わせて報告する。 

1D-19   1D-20  

ツチガエルの XY 型と ZW 型集団の接触地帯における
性決定機構の進化 

尾形光昭1、三浦郁夫2 

1横浜市繁殖センター、2広島大・院理・両生類研 

 ３Ｄゲノム・ユニバース：様々な生物種ゲノムの３次元
空間へ投影・可視化の試み 

相田拓洋、○伏見 譲、西垣功一 

埼玉大学 

日本列島に生息するツチガエルは、地域集団間で性決定

機構に変異があり、琵琶湖周辺ではZW集団（琵琶湖西部、

性決定機構が ZW 型）と XY 集団（琵琶湖東部、XY 型）が隣

接している。本研究では、ZW と XY 両集団の隣接地域にお

ける性決定機構の進化を解明するために、琵琶湖周辺地域

を中心に27地点の性決定機構および mtDNA Cyt-b の塩基

配列を解析した。その結果、mtDNA は東西２つのハプログ

ループに分かれ、西のハプログループは ZW 集団のみで確

認されたが、東のハプログループは XY 集団とそれに隣接す

る ZW 集団の双方から確認された。一方、W 染色体と X 染色

体に共通するマイクロサテライト DNA を解析した結果、近畿

西部の ZW 集団における W アリルは単型的であるが、XY 集

団に隣接するZW集団のWアリルでは多型が確認され、多く

は X アリルと共通していた。このことから、琵琶湖周辺では

XY 集団の一部がごく 近になって ZW 型に変換したこと、し

かもＸ染色体が W 染色体に進化することにより、集団の性決

定機構が ZW 型に変換したことが示唆された。従って、琵琶

湖周辺では XY 型と ZW 型集団が過去に接触し、その結果、

新たな ZW 型性決定機構の進化が生じたと推測される。 

 近年のＤＮＡ配列解読技術の進歩のおかげで、今日までに多数の

生物種のゲノムＤＮＡ配列が解読されてきた。本研究は、様々な生

物種のゲノム配列の特徴を抽出し、それらの特徴を３次元空間に投

影・可視化することを試みている。ここでの特徴は（１）ゲノムにコード

されている各種タンパク質立体構造の出現頻度、（２）ミトコンドリアゲ

ノムに含まれる文字列（７文字：例、"ATGCTAC"など）の出現頻度、

をそれぞれ多次元ベクトルとして表現したものである。それら多次元

ベクトルを視覚的に把握するために、独自の方法で３次元空間に投

影・可視化してみた。その投影法は（Ａ）「原点からの距離がゲノムの

サイズ（配列の長さ）を表す」、（Ｂ）「３次元ベクトル間の角度が多次

元ベクトル間の角度に相関する」の２つのルールに従い、 適な３

次元ベクトルを求める方法である。 

バクテリアから人間までの４５６種類の生物種ゲノムに関して、特徴

（１）の３次元空間への投影の結果を右図に示す。図中の各点（タグ

付き）が各生物種ゲノムに対応する。中央の大きな球は極座標を表

す。このマップは、生物種のプロテオーム（タンパク質の総体）の”宇

宙のような景観”であるので「３Ｄプロテオーム・ユニバース」と名付け

た。このマップから「同じ”門（Phylum）”に属する生物種は互いに近

くに配置され、クラスターを形成する」ことが分かる。 

特徴（２）のミトコンドリアについても、同様な投影・可視化を行った。

その結果、動物、植物、菌類では、それぞれ独自の”天の川”のよう

な特徴的な構造を形成することが分かった。我々は、それら”天の川

のような構造”が形成される数学的な理由を解明した。その理由はミ

トコンドリアの進化に関して示唆を与えるものである。 
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1E-13   1E-14  

雑種生殖(hybridogenesis)遺伝子の存在と発現条件 

堀田海帆、○宗原弘幸 

北大・臼尻実験所 

 近交系間交雑Ｆ１個体における対立遺伝子間の発現
調節 

村田泰彦、鈴木 穣、尾田正二、○三谷啓志 

東大・新領域 

 雑種起源によるクローン生殖あるいは半クローン生殖は、

配偶子形成における減数分裂が正常に進行しないために

生ずる特殊な生殖様式である。そのためゲノムの非相同性

（ゲノムコンフリクト）が原因と考えられてきた。本研究では、

半クローン生殖を行うアイナメ属雑種（スジアイナメ♀×クジ

メ♂で全雌）を材料に交配実験を行い、このことが真ではな

いことを明らかにした。 

 交配実験は、３つの組み合わせで行った。①野外から採

集した雑種（半クローン生殖）を野外で通常行われている父

親種（クジメ）と戻し交配させて作出した野外雑種２代目の生

殖様式を調べる。②純粋種同士で交配させて作出した F1雑

種（ゲノム組成は野外雑種と同じ）の生殖様式を調べる。③

野外から採集した雑種（半クローン生殖）を母親種の雄（スジ

アイナメ）と交配させて、ゲノム組成をスジアイナメに戻した個

体を作出し、その生殖様式を調べる。 

 結果は、①は半クローンで、②と③はゲノムの組替えがあ

った。①と②の実験から、半クローン生殖はゲノムコンフリクト

だけで生ずるのではなく、遺伝子の存在が示唆された。また

③の実験から、この遺伝子は、同種のゲノムを持つ個体では

発現しないことが示された。 

  日本の各地域に固有の集団を形成しているメダカは，遺

伝子型によって北日本集団および南日本集団の2つに大き

く分類されている. 両ゲノム間における SNP の割合は遺伝

子コーディング領域においても約1.8 %存在し，ほぼ全ての

遺伝子由来の転写産物上の SNP を指標として判別可能で

ある. 本研究では近交系統間（北日本集団 HNI 系統、南日

本集団 Hd-rR）の）F1 交雑成魚の腸を材料としてトランスク

リプトーム解析を行い，アレル間の発現量を比較した. アレ

ル比の 頻値は，約１であるが，Hd-rR 側アレルの発現に偏

る遺伝子（2倍位以上の差が見られる遺伝子の数）が多かっ

た. また，F1個体では，系統に関わらず発現が低い方のア

レルの発現が増加し，結果としてアレル比が小さくなってい

る例が多くみられ，多くの遺伝子は、転写増加が優性である

と考えられた. アレル比が大きく異なる遺伝子には環境適

応に何らかの機能を果たしているとされるものが多く含まれ

ていたが，アレル間の発現不均衡の程度とアミノ酸置換率に

は、関連性がみられないことから，蛋白質のアミノ酸多型のも

つ機能的変化と発現の量的変化は独立に生じていると考え

られた. 

1E-15   1E-16  

トランスクリプトームを用いたヘビ類の系統的位置付
けの解析 

○栗崎政希、松原和純、熊澤慶伯 

名市大・院システム自然科学 

 反復配列の増減を指標としたテナガザル科４属の系
統関係推定の試み 

○寺田祥子1、平井百合子2、平井啓久3、古賀章彦4 

1京大・院理、2京大・研究員、3京大・教授、4京大・教授 

核ゲノムにコードされる複数の遺伝子を用いて脊椎動物の

系統解析を行う研究が増えてきている。一般的な核遺伝子

には遠縁生物間で保存性が低いイントロン領域が存在する

が、その点が用いる遺伝子レパートリーを制約し、効率的な

データ取得を阻害していた。我々は次世代シーケンサーを

用いたトランスクリプトーム解析により、4種の有鱗類の肝臓よ

り６万－２１万 read の cDNA 断片塩基配列（平均断片長約

400 bp）を取得した。それを基にde novoアセンブルを行った

ところ、各種からほぼ完全長の cDNA 塩基配列を100以上取

得できた。種間の cDNA レパートリーの保存性やパラログの

有無の確認を行い、系統解析に適した11候補遺伝子を選

別した。それらを用いて、先行研究と比べてはるかに多い約

3万 bp の塩基配列情報に基づくベイズ系統解析を行った。

その結果、ヘビ類とイグアナ下目＋アンギストカゲ下目が姉

妹群を形成するとの仮説が支持された。現在、新たな種や

遺伝子を加え、この結論をさらに精査するための解析を行っ

ている。 

 ヒト上科はヒト科とテナガザル科からなり、両者の分岐は

15-18 Mya と考えられている。テナガザル科は１５以上の種

を 含 み 、 こ れ を ４ 属 （ Hoolock 、 Hylobates 、 Nomascus 、

Symphalangus）に配する分類が現在は主流である。この４属

の系統関係については、いまだに明確な合意は形成されて

いない。分岐が短期間に起こったことと、種間で遺伝情報の

流入や流出が生じていることが推測されており、これが系統

関係の推定を難しくしているようである。 

 テナガザル科に染色体の構造変異が多いことは以前から

知られている。これに関連する特徴として、反復配列の増減

が多いという現象もみられる。反復配列には、ヘテロクロマチ

ンを構成する縦列反復配列や、トランスポゾンなどの散在反

復配列を含む。ゲノム内でのコピー数が多いことを指標とし

て、反復配列をその形状にかかわらず網羅的に収集するこ

とは、容易である。そこで、テナガザル科の４属から反復配

列を収集し、その量を属間で比較することで増減の過程をた

どることを計画した。得られる結果は４属の系統関係に近い

ものになるであろうと期待している。 
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1E-17   1E-18  

単細胞紅藻チノリモ(Porphyridium purpureum)の葉緑
体ゲノム構造解析および系統分析 

○田島直幸1, 2、佐藤修正3、丸山史人4、黒川 顕2, 5、太田啓之2, 6、

田畑哲之3、関根康介1、森山 崇1, 2、佐藤直樹1, 2 

1東京大・院・総合文化、2JST・CREST、3かずさDNA研究所、4東京

医科歯科大、5東工大・院・生命理工、6東工大・バイオセンター 

 ウロコガイ上科二枚貝類における共生様式の進化と
ダイナミックな寄主転換パターン 

○後藤龍太郎1、川北 篤2、石川 裕3、濱村陽一4、加藤 真5

1東大・大気海洋研、2京大・生態研、3愛媛県、4広島県、5京

大・人環 

一次共生植物は緑色植物、紅藻、灰色藻の3種類に分かれ

ている。紅藻は2種類の亜門、7種類の綱に分類され、これま

でのところ、5種類の紅藻(イデユコゴメ綱の2種類、ウシケノリ

綱の2種類、真正紅藻綱の1種類)において葉緑体ゲノムが

解読されている。また、紅藻はイデユコゴメ綱が 初に分岐

し、真正紅藻綱がウシケノリ綱から分岐した以外の系統関係

は詳しく分かっていない。 

チノリモ(Porphyridium purpureum)は、葉緑体ゲノムが未解

読であるチノリモ綱に属する海洋性単細胞紅藻である。P. 

purpureum の葉緑体ゲノムを解読した結果、GC 含量は

30.3%、総塩基対数は約218kbp、二次共生植物を含む多く

の光合成生物と同様に互いに逆向きの2つのrRNA オペロン

を持つ環状 DNA であることが分かった。また、rRNA オペロ

ン構造を他の紅藻と比較すると、イデユコゴメ綱と真正紅藻

綱は一つだけ持ち、ウシケノリ綱は直列で二つ持つというそ

れぞれ独自の構造を持つことが分かった。当日は珪藻等、

紅藻由来の二次共生植物や他の紅藻との葉緑体タンパク

質遺伝子の系統関係についても議論したい。 

  他の生物に寄生・共生を行う生物は、様々な生態系に普

遍的に存在し、しばしば著しい多様性を誇る。そして、これら

の生物の多様化のメカニズムとしてよく知られているのが、寄

主の乗り換え（寄主転換）に伴う種分化である。 

 ウロコガイ上科は、他の生物の体表や巣孔に居候して生

活する小型の二枚貝類のグループである。上科全体での寄

主の範囲は8つの動物門にも及び、高次分類群レベルでの

寄主の多様性は、海洋生物の中でずば抜けて高い。本研

究では、様々な寄主を利用するウロコガイ類を網羅的にサン

プリングし、分子系統解析を行うことで、この二枚貝類の共

生様式の進化と寄主転換のパターンについて調べた。その

結果、ウロコガイ類は、系統的に非常に離れた寄主間であっ

ても頻繁に寄主転換を繰り返しながら多様化してきたことが

明らかになった。一般に、寄生生物の寄主転換の範囲は系

統的に近い生物間に限られることが多い。そのため、今回明

らかになった寄主転換のパターンは極めてユニークなものだ

と考えられる。 

1E-19   1E-20  

八重山諸島のハシブトガラス Corvus macrorhynchos 
osai に起こりつつある生態学的種分化 

◯山崎剛史1、上開地広美2、松原 始3 

1山階鳥類研究所、2やんばる野生生物保護センター、3東

大・総合研究博物館 

 Genetic consequences of different speciation 
modes in oceanic island plants: An example 
from endemic plants in the Juan Fernández 
Archipelago, Chile 
○Koji Takayama, Patricio López S., Tod F. Stuessy 

Department of Systematic and Evolutionary Botany, University of 
Vienna 

八重山諸島には森林が広がる西表島のような島と、島内の

大部分が耕作地として開墾された黒島のような島がある。環

境の大きく異なるこれらの島々にはいずれもハシブトガラス

が繁殖分布している。mtDNA の CR 領域と15種類のマイクロ

サテライトマーカーによる遺伝解析の結果は、同地域のカラ

スの単系統性を支持する一方、森林の島の集団と耕作地の

島の集団の間に大きな遺伝的差異があることを明らかにし

た。また、野外観察により、これらの集団間には採餌行動と

営巣環境にも違いがあることが分かったが、それらは島の環

境の違いとリンクしていた。面白いことに、両集団は形態学

的にも異なっており、しかもその違いは採餌行動の差異の観

点から説明できるものであった。 

森林の島と耕作地の島を隔てる海峡は狭いところでわずか

9km にすぎない。同諸島では海上を飛翔して島間を移動す

るカラスの姿が確認されたこともある。今回同諸島内で見つ

かった大きな遺伝的・生態的・形態的差異は、強い遺伝子

流動があるにもかかわらず進化してきたものと思われた。ま

た、その進化は、耕作地という人間が新たに作り出した環境

への適応を契機として起きたという可能性が考えられた。 

 “Cladogenesis” involved with adaptive radiation is a well described 
speciation mode in oceanic islands. From a single ancestor, several 
lines of speciation develop rapidly by selection within markedly 
different habitats. A contrasting mode is “anagenetic speciation” 
(phyletic speciation), whereby an initial founder population simply 
changes through time without further specific differentiation. It is 
hypothesized that in anagenetically derived species, interpopulational 
genetic variation will be low and genetic variation within populations 
will increase through time. In cladogenetically derived species, 
genetic variation among populations (or species) will be high, but 
genetic variation within populations will be low correlating with 
strong ecological partitioning of the gene pool. To test these ideas, we 
examined endemic species of the Juan Fernandez Archipelago, Chile, 
consisting of two islands of different ages (4 million years and 1-2 
million years). We investigated genetic variation with AFLPs and 
microsatellites of populations within anagenetically derived species 
of Myrceugenia and Drimys, and cladogenetically derived species of 
Erigeron and Robinsonia. Weak populational differentiation and high 
genetic variation are found in the anagenetically derived species 
within each island, but clear interspecific genetic segregation and low 
infraspecific genetic variation occur within the cladogenetically 
derived species. Modes of speciation, therefore, are important for 
influencing levels of genetic variation within endemic species in the 
archipelago. 

一
般
口
頭
発
表 



- 87 - 

3C-1   3C-2  

日本に生息するクワコの自然集団におけるミトコンド
リア COI の塩基多型 

○行弘研司1、岩田和也1、河本夏雄1、冨田秀一郎1、伊藤雅

信2、木内 信1 

1（独）農業生物資源研究所、2京都工芸繊維大学 

 自然遺伝変異の隠蔽機構の探索：キイロショウジョウ
バエを用いたスクリーニング 

高橋一男 

岡大・異コア 

カ イ コ (Bombyx mori) の 野 生 種 と さ れ る ク ワ コ (Bombyx 

mandarina)は日本列島を含む東アジア温帯域に生息する。

日本に生息するクワコ（日本産クワコ）の染色体数は n=27で

あるが、カイコやその祖先種と考えられる中国に生息するク

ワコでは n=28であり、ミトコンドリア DNA の解析からから両者

の分岐は200ないし700万年前と推定されている。従って、日

本産クワコは数百万年にわたって日本列島に生息し、遺伝

的多様化してきたものと考えられる。本発表では、日本列島

の37地域（集団）から3633個体を得、これらのゲノム DNA を

鋳型にしてミトコンドリア COI 配列を増幅し、解読した。塩基

配列の解析を行い、日本産クワコ自然集団が内包する遺伝

的多様性と集団の遺伝的構造について検討した。また、カイ

コとクワコは容易に妊性のある雑種を生じため、両者の間で

は雑種を介した gene flow が生じるのではと考えられてきた。

この問題ついての検討結果も合わせて報告する。 

 遺伝的変異は、変動環境における生物の適応に不可欠で

ある。生物の自然集団における遺伝変異の維持機構は長年

研究されて来たが、近年、進化的キャパシターの果たす役

割が注目されている。進化的キャパシターは、遺伝的・環境

的撹乱を緩衝し、突然変異を隠蔽変異として集団中に蓄積

する。現在のところ、分子シャペロンの一つである Hsp90が、

進化的キャパシターの唯一の候補と考えられている。本研

究では、キイロショウジョウバエの翅形態をモデル系として、

自然遺伝変異の調節機能を持つゲノム領域の探索を行っ

た。その結果、複数のゲノム領域が量的遺伝分散に影響

し、翅形態の広義の遺伝率を有意に増大させた。加えて、

複数のゲノム領域に、翅形態の質的隠蔽変異を顕在化させ

る効果が検出された。これらの結果は、自然遺伝分散に影

響するゲノム領域が複数存在する事を示しており、これらの

ゲノム領域には、進化的キャパシターの候補遺伝子が含ま

れる可能性がある事を示している。 

3C-3   3C-4  

気候変動・分岐年代より推定するツマグロカジカ属の
適応放散 

○山﨑 彩1、井上 潤2、宗原弘幸3 

1北大・院環、2東大大気海洋研、3北大 FSC 

 サバ科魚類における外洋への適応形態 

○中江雅典、篠原現人 

国立科博・動物 

 生物の分布域は気候変動により変化し、特に海水温の上

昇は冷水性種に大きな影響を及ぼす。北半球高緯度域に

広く生息するツマグロカジカ属は現在6種で構成されてお

り，種毎に異なる地理的分布と生息水深の範囲を持つ。アリ

ューシャン列島付近で起源した本属は主に北太平洋に分布

するが、シベリアツマグロカジカは北極海に、ハゲカジカは

北太平洋と北大西洋に分断して分布する。このような特徴を

持つ本属は、過去の環境変動とどう関連して種形成し、分布

域を変化させてきたのだろうか。本発表では、mtDNA データ

に基づいて本属内の分岐年代を推定し、その適応放散過

程について考察する。 

 ツマグロカジカ属は大きく浅海系統と深海系統に分けられ

る。ベーリング海峡の開通を制約として解析を行ったところ，

この2系統は中新世後期に分岐、その後各系統で種形成

し、種内の遺伝的多様化は300万年前後から開始したと推

定された。起源地から沿岸沿いに分布域を拡大した両系統

は、氷期の海水準低下に伴い生息地が隔離され、異所的に

種分化したと考えられた。また、約200万年前に分岐したと推

定されたハゲカジカは、120～80万年前の温暖期に北極海

経由で大西洋へ移動した可能性がある。 

 マグロやカジキなどの外洋域に生息する硬骨魚類は，紡錘

形の体や背鰭の収納装置，三日月状の尾鰭などをもち，収

斂様の形態を示すことが多い．ただし，これらの情報の大部

分が外部形態に基づくものであり，内部形態の詳細は不明

な点が多い．演者らは、硬骨魚類の環境適応形態を研究し

ており、その一環として、サバ科魚類における外洋への適応

形態のデータを集めてきた。暫定的であるが，これまでに得

られた結果と各形質に対する解釈を紹介する。サワラ（陸水

の影響を受ける沿岸域に生息），マサバ（大陸棚縁辺までの

沿岸域に生息）およびクロマグロ（外洋域に生息）の３種を比

較したところ，クロマグロで，１）小脳体が相対的に発達して

いる，２）内耳器（主に聴覚や平衡感覚に関わる）が退縮傾

向にある，３）背鰭担鰭骨と神経棘の接続が退化傾向にあ

る，４）鰓と尾鰭の筋肉要素数が減少する，５）体側筋の強大

な腱が発達するとの結果を得た．筋要素の減少（=運動機能

の単純化）と体側筋の腱の強大化は，他の外洋魚でも見ら

れることから，硬骨魚類の外洋への適応形態の１つと考えら

れる． 
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3C-5   3C-6  

異なる生息環境に適応したアノールトカゲ属の体肢
筋に関する比較解剖学的研究 

○安西 航1, 2、大村文乃2, 3、河田雅圭4、Cadiz Diaz 

Antonio4、遠藤秀紀2 

1東大・院理、2東大・総合研究博物館、3東大・院農、4東北

大・生命科学 

 霊長類の生活史戦略から性成熟速度性比の進化を
考える 

齊藤真理恵 

東大・院理 

トカゲ亜目は爬虫類で も種数が多い系統であり、その形

態にも生息環境にも大きな多様性がみられる。しかしなが

ら、形態と行動生態の関連性における報告は乏しく、特に力

学的な研究例はほとんどない。カリブ海の島々を中心に適

応放散しているアノールトカゲ属(Anolis)は地表から樹上環

境まで様々な環境に生息しており、環境に適応して外部形

態も多様化していること、またその変異は島間で収斂してい

ることが知られている。そこで我々はアノールトカゲ属の四肢

における筋骨格形態と行動生態の関連を探るため、キュー

バ国内の異なるニッチに適応した5種のアノールトカゲを用

いて、筋骨格形態の力学的な評価と種間での比較を行っ

た。 

 比較の結果、いくつかの筋肉において生息環境の違いを

特徴付けると考えられる違いが生じていた。地上性の種と樹

上性の種では、後肢の筋重量が明確に異なっていた。ま

た、樹上性の3種間でも筋形態の傾向は異なっており、行動

パターンと好んでいる micro-habitat の違いが影響していると

考えられる。以上の結果から、アノールトカゲ属は近系統内

で体肢筋形態を多様化させており、ロコモーション機能や生

息環境の影響を反映していることが示唆された。 

 多くの霊長類は繁殖期を迎える前に、オスかメス、または両

性が出自集団を離れ別の集団に移住するが、その際に移

住 す る 性 は 種 に よ っ て 異 な っ て い る (sex-biased natal 

dispersal)。また、多くの霊長類において、オスはメスよりも身

体サイズが大きくなるが、性成熟までに必要な日数は必ずし

もオスの方が長いわけではなく、両性が同時に成熟する種、

メスの方が成熟の遅い種も存在する。従って、両性の性成熟

までの相対的な早さは、性特異的な生活史形質である natal 

dispersal に影響を受けて進化してきた可能性がある。この仮

説を確かめるため、霊長類50種において、核及びミトコンドリ

アデータに基づく分子系統樹を元に系統関係を考慮し、「相

対的な性成熟の早さ」と、「繁殖期に出自集団を出る性」とい

う二形質の進化の独立性を検定した。その結果、繁殖前に

オスが出自集団を出る種では、両性が出る種およびメスが

出る種と比較して、オスの性成熟がメスに対して遅くなってい

た。また、祖先形質においてはオスの性成熟がメスよりやや

遅かったことが示された。これらをもとに、霊長類の繁殖、生

活史戦略の進化について考察する。 

3C-7   3C-8  

動物体サイズと餌質の関係：スケーリング則を用いた
検証 

岡嶌亮子 

明治大・研究知財 

 シャクガにみられる雌雄の寄主植物に対する産卵選
好性の地理変異：産卵選好性の進化の推察 

辻かおる、曽田貞滋 

京大・院理 

様々な動物群において，体サイズの大きな動物ほど栄養価

の低い餌を食べるという傾向が知られている．しかし，大きな

動物ほど多くのエネルギーを必要とすること，単一種内（肉

食動物）では大きな個体ほど大きな獲物を食べる傾向がある

ことを考えると，これは非常に不思議な現象といえる． 

 動物の餌選択に関する 適採餌理論はよく研究されてき

たが，体サイズとの関係に関する研究例は少ない．その先

行研究では，質の高い餌は質の低い餌に比べて空間中に

少量しかないということを前提とした上で，採餌能力や消化

能力のスケーリング則が重要であると提唱している．一方

で， 適採餌理論からは，餌の空間分布，探索時間も餌選

択に大きな影響をもつことが示されている．しかし，餌を探す

ときの移動速度や，移動コストのスケーリング則が，餌選択の

スケーリングに及ぼす影響は明らかになっていない． 

 そこで，餌の空間分布を取り入れ，移動に関するスケーリ

ング則を組み込んだ 適採餌理論を作成した．このモデル

で示された体サイズと餌質の負の相関において，栄養価自

体の効果よりも，空間中の餌分布および探索効率がもたら

す効果が大きいことが示された． 

 雑居性雌雄異株植物ヒサカキの雌花には雄花より多くの化

学防御物質が含まれ、雄花を食害するソトシロオビナミシャ

ク(以下ナミシャク)の幼虫が雌花を食べると死亡することが発

表者の研究から明らかになっている。昆虫の幼虫には翅が

なく、成虫より移動能力が低いため、産卵植物の選択が幼

虫の適応度に強い影響を及ぼす。そのため、「母親は幼虫

に適した植物に産卵するように進化する」という仮説が提唱

され、調査されたうち半数程度の系でこの仮説が実証されて

いる。発表者は、ナミシャクは幼虫の餌として不適な雌花を

避け産卵する行動が進化しているのではないかと考え、産

卵選好性の実験を行った結果、ナミシャクは雌花蕾よりも雄

花蕾に有意に多く産卵した。これは、昆虫が植物の雌雄を

区別し、産卵する行動を世界で初めて明らかにしたものであ

り、その進化過程の解明は昆虫の産卵行動の理解につなが

る。ヒサカキは南方系の種で寒冷地には分布しないが、ナミ

シャクは北方系の種でヒサカキが分布していない寒冷地にも

生息する。そこで、ヒサカキの分布域と非分布域に生息する

ナミシャクの産卵選好性を比較し、この選好性がヒサカキへ

の適応進化であることを明らかにした。 
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3C-9   3C-10  

共生細菌によるアブラムシの体色変化は、内分泌を
介在する？ 

○杉本貴史、土`田 努 

富大・先端ライフサイエンス 

 標高万能植物ミヤマハタザオの標高適応遺伝子：トラ
イコームと光受容体 

○平尾 章1、恩田義彦2、清水(稲継）理恵3、瀬々 潤4、清水

健太郎3、田中健太1 

1筑波大菅平セ、2理研、3チューリッヒ大、4東工大 

 エンドウヒゲナガアブラムシ Acyrthosiphon pisum では、体

色多型の存在により、体色が捕食および寄生回避に重要な

役割を担っていることが示されている。この生態的にも重要

な役割を果たす体色は、共生細菌 Rickettsiella の感染によ

って大きく変化することが先行研究によって明らかになって

いるが、体色変化の分子基盤については明らかになってい

ない。 

 幼若ホルモン (以下、JH)は幼虫脱皮や変態阻害に関わる

昆虫ホルモンとして知られており、相変異や体色変化など、

幅広い現象に関与することが報告されている。エンドウヒゲ

ナガアブラムシでは、JH titer の減少により有性虫が出現す

ることが示唆されている[Ishikawa et al. で要確認]。有性虫

においては、Rickettsiella 感染時と類似の体色変化が観察

されることから、Rickettsiella による体色変化には JH が関与

している可能性が考えられた。そこで、産後0日齢、3日齢、５

日齢の幼虫に JH を塗布し、その後の体色変化の観察を行

った[確証は持てないので、要旨ではとりあえず、やった、報

告する、でいきましょう。]。今後、JH に関与する遺伝子発現

解析や、色素解析、JH titer の計測などを通じて、JH と体色

変化の関係を明らかにしていく。 

 シ ロ イ ヌ ナ ズ ナ 属 野 生 植 物 で あ る ミ ヤ マ ハ タ ザ オ

（ Arabidopsis kamchatica ssp. kamchatica ） は ， 標 高

30-3000m まで極めて幅広い標高帯に生息する．本研究で

は，幅広い環境への適応メカニズムの遺伝的背景を明らか

にするために，第二世代シーケンサーを用いて自然淘汰の

影響を受けた可能性のある塩基多型サイトのスクリーニング

を行った．開花および被食防衛に関連する8つの候補遺伝

子（GI, HEN2, DFL2, GL1, MAM1, TTG1, CRY1, PHYB）の

各400bp 前後の塩基配列を解読し，24の野外集団内・間の

塩基多型を検出した．その結果，トライコームの形成を制御

する遺伝子 GL1および光受容体の遺伝子 CRY1，PHYB に

おいて，集団間で著しく塩基頻度が異なる多型サイトを発見

した．これらの多型サイトの塩基頻度は集団の標高と相関し

ており，これらの遺伝子の塩基多型が標高適応を担ってい

ると考えられる．今後，相互移植集団などを用いて，適応度

と遺伝子型の関係を検証する予定である． 

3C-11   3C-12  

海洋プランクトン・浮遊性有孔虫の殻の左右極性は
生息水温と関係があるのか？ 

○氏家由利香1、浅見祟比呂2 

1高知大学・海洋コア総合研究センター、2信州大学・理学部

生物科学科 

 Claident: DNA 塩基配列のホスト生物同定システム 

○田辺晶史、東樹宏和 

京大・院地球環境 

浮遊性有孔虫は、炭酸塩の殻を形成する海洋の原生生物

である。この殻には左右極性があり、古海洋環境学では、巻

き方向の異なる個体の産出頻度を調べ、過去の海洋環境

（水温など）の変化を復元してきた。しかし、近年の遺伝子解

析により、浮遊性有孔虫の形態種内に複数の隠蔽種が含ま

れ る こ と が わ か っ て い る 。 さ ら に 、 Globorotalia 

truncatulinoides の１遺伝子型には、両極性の形態形質が含

まれ、それらの系統は分岐していないにも関わらず、異なる

水塊に分かれて分布することが示唆されている。そこで本研

究 で は 、 太 平 洋 ・ イ ン ド 洋 ・ 大 西 洋 に お い て 、 G. 

truncatulinoides の５つの遺伝子型ごとに、集団内の殻の巻

き方向の頻度を調べ、その頻度と生息水温の関係を検証し

た。その結果、殻の巻き方向の頻度は遺伝子型間でばらつ

きがあるが、広範囲の水温における集団間であっても、生息

水温との回帰分析では有意な関係が得られなかった。本研

究により、水温は浮遊性有孔虫殻の巻き方向を決定する直

接的因子ではないことがわかった。 

 DNA バーコーディングは，信頼性の高い同定手法として

様々な調査・研究で応用され始めている．DNA バーコーデ

ィングに基づく生物の同定では，まず対象生物の塩基配列

を決定し，その配列と類似した配列を同定済み配列データ

ベースから探し出す．その上で類似配列の同定情報から，

対象生物の所属分類群を判定する．この際に「どの程度」類

似した配列を用いるのか，という基準は未だ確立されていな

い．そこで，我々は現実的な案として「 近接配列が所属し

ている分類群で，問い合わせ配列と 近接配列の類似度が

分類群内の類似度の 小値よりも大きくなるものを対象生物

の所属分類群とする」ことを提案する．我々はこの考えに基

づいて塩基配列のホスト生物を同定するシステム Claident を

開発した．本システムの有効性を確かめるため，我々は同定

済みの塩基配列を本システムで再同定し，正解となるかどう

かを調べた．この結果，本システムでは誤った分類群に同定

されてしまう確率は低いことが確認できた．しかし，種や属の

レベルまで同定できないことも少なくなかった．これを解決す

るには，塩基配列データベースをさらに整備していかなくて

はならないだろう． 
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3D-1   3D-2  

原核生物の鉄結合タンパク質 DPS/BFR ファミリーの
複雑な進化 

佐藤直樹 

東大・院総合文化 

 バクテリア界における CRP/FNR ファミリー転写因子と
ターゲットモチーフの共進化 

○松井 求、冨田 勝、金井昭夫 

慶應義塾大・先端生命 

DPS と BFR は，フェリチンスーパーファミリーに属する原核生

物固有の鉄結合タンパク質で，それぞれ12量体，24量体を

とって，内部に鉄イオンを蓄えることができる。大腸菌の DPS

は，定常期特有の DNA 結合タンパク質として働くが，全ての

DPS が DNA と結合するわけではない。これらのタンパク質

は，細胞を酸化ストレスから保護すると考えられている。2011

年秋の時点で配列が決められていた1196種の原核生物ゲノ

ムのデータを，Gclust ソフトウェアを用いてクラスタリングする

ことにより，dps 遺伝子と bfr 遺伝子の分布を調べた。その結

果，dps 遺伝子は736種に924個，bfr 遺伝子は625種に954

個検出され，どちらももたない種は243種であった。系統解

析の結果，どちらの遺伝子も，４個のサブファミリーに分けら

れた。近縁種でも dps と bfr のどちらをもつかが異なったり，

一つの種がもつ dps や bfr が異なるサブファミリーに属する

場合が多く見られた。この結果は，これらの遺伝子が水平移

動によって頻繁に入れ替わっていることを示すと考えられ

る。 

 CRP/FNR ファミリーは多くのバクテリアが持つグローバル転

写因子郡である．これらは DNA 結合モチーフを共有する一

方で，cAMP や NO といった低分子との結合能を持ち，多様

な環境応答機構に関わっている．本研究において，1,455の

既知 CRP/FNR ファミリーについて配列類似性に基づいたス

ペクトラルクラスタリングを行った結果12グループへ分かれ，

CRP を始めとする多くの転写因子は結合する低分子ごとに

高純度で分画された．しかし一方で FNR は複数のグループ

へ ま た が る よ う に 分 画 さ れ ， ま た Aquifex 門 か ら

Proteobacteria門まで広く分布していた．これはCRP/FNRフ

ァミリーの起源はFNRタイプの転写因子，すなわち窒素固定

に関わる制御因子であったことを強く示唆している．さらに

1,969本のバクテリアゲノムを対象に系統プロファイル解析を

行ったところ，CRP/FNR ファミリー，及びそのターゲットモチ

ーフの組み合わせは進化の過程で門を超えたダイナミック

な変化を繰り返してきたことが明らかになった．このような柔

軟な進化が現在の多様な環境応答機構を生んだと考えられ

る． 

3D-3   3D-4  

微生物比較ゲノムデータベース MBGD におけるオー
ソログ分類の改良 

○千葉啓和、内山郁夫 

基礎生物学研究所 

 Ortho-Gen: 系統解析用オーソログデータセット作成
ツール 

○堀池徳祐1、薬袋良一2、宮田大輔3、舘野義雄4 

1静岡大・GRL、2筑波大・グローバル教育院、3千葉商大・

商、4浦項工大 

MBGD は、微生物ゲノムの比較解析を行うためのデータベ

ースである。本発表では、MBGD におけるオーソログ分類を

改良する手法の開発について発表する。MBGD で取得でき

るオーソログ関係は、ドメインの融合や分裂を考慮し、必要

に応じて遺伝子をドメインに分けたうえでオーソロググルー

プに分類する DomClust プログラムによって計算されている。

この計算は、遺伝子配列間のペアワイズアラインメントの情

報に基づいて行われるため、ドメイン境界の推定が不正確な

ものになることがあった。そこで今回我々は、マルチプルアラ

インメントの情報に基づいて、ドメイン境界の推定を評価する

スコア体系を設計し、このスコアを 適化するという枠組みの

元で、DomClust のドメイン境界を修正する手法を開発した。

本手法を用いて得られたオーソログ分類を、COG や

eggNOG 等、他のデータベースと比較しながら、今回改善さ

れた点について議論したい。 

 現在、完全長ゲノム配列が決定されている原核生物は1800

種を越え、これまで16SrRNA やいくつかの遺伝子の配列情

報を用いた分子系統に頼っていた生物群の系統解析も大

量の遺伝子情報を用いて行えるようになりつつある。このよう

な大量データを対象とした解析ではゲノム上のパラログの有

無を把握できるため、PCR の増幅に頼ったオーソログ配列

収集よりもオーソログデータセットの信頼性は高いと考えられ

る。以前の我々の研究ではアウトパラログを検出し、系統樹

を切り分けることで系統解析用のオーソログデータセットを作

成したが、手作業による労力が大きかった。今回我々が開

発した Ortho-Gen では一旦 BLAST の Reciprocal Best Hit 

とそのクラスタリングにより、オーソログ候補データを作成す

る。そして系統樹を作成し、樹形情報とアウトグループの情

報を元に自動でアウトパラログをオーソログ候補データから

削除する。得られたオーソログデータセットを用いるとアウト

パラログの影響が無くなる為、従来よりも精度良く種の系統

を解析できると期待される。 
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3D-5   3D-6  

人類移動に伴う Helicobacter pylori 菌の拡散 

○鈴木留美子1、塩田星児1、松成 修1、Kirill Kryukov2、斎藤

成也2, 3、山岡吉生1 

1大分大学医学部、2遺伝学研究所、3総合研究大学院大学

 日本産ハブ属（Protobothrops 属）の島集団間におけ
る mtDNA の遺伝的分化 

◯柴田弘紀1、山本真由美1、千々岩崇仁2、服部正策3、上田

直子4、大野素徳4、服巻保幸1 

1九大・生医研・ゲノム機能、2崇城大・生物生命学部、3東大・

医科研・奄美病害動物研、4崇城大・薬学部 

ピロリ菌は主に家族内での垂直感染によって伝播するため、

ピロリ菌の集団と宿主である人類集団が密接に関連している

ことが知られている。これを利用して各地のピロリ菌の系統関

係から、人類集団間の関係や移動経路について推定するこ

とができる。これまでにピロリ菌遺伝子の解析によって、現生

人類がアフリカからヨーロッパ・アジアに拡散し、さらに南北

アメリカ大陸に渡った様子が推定されてきたが、東アジア内

については不明な点が多かった。本研究ではアジア各地か

ら採取したピロリ菌を解析し、その知見からアジアにおける

人類移動の歴史を推定することを目的とした。各国のピロリ

菌株は、ほぼ西から東への拡散に沿った系統関係を示した

が、沖縄では本州株と同じタイプの集団だけでなく、由来が

異なる複数の集団が見られた。一つは台湾～オセアニアに

見られる株集団(hspMaori)に近く、地理的な関係からも

hspMaori の影響であると考えられる。もう一つはインドなどア

ジア大陸中央部に見られる株に近く、本州・沖縄のどの株集

団より古い分岐年代を示した。このことから琉球列島には、

異なった集団が何回かに分けて流入した可能性が示唆され

る。 

 南西諸島に分布するハブ属は、主に琉球諸島と奄美諸島

に分布するハブ（Protobothrops flavoviridis）、トカラ列島に

生息するトカラハブ（P. tokarensis）、及び八重山諸島に分

布するサキシマハブ（P. elegans）の3種からなるとされてい

る。ハブ属の島集団間の遺伝的分化の度合いを、検討する

ために、奄美大島、徳之島、沖縄島、伊平屋島、久米島から

採取したハブ、及びトカラ列島の小宝島から採取したトカラ

ハブについて、ミトコンドリアの12SrRNA 及び16SrRNA 領

域、約2.6 kb の塩基配列を決定した。 尤系統樹を作製し

たところ、ハブの島集団は、北部個体群（奄美大島、徳之

島）からなる奄美クラスターと、南部個体群（沖縄島、伊平屋

島、久米島）からなる沖縄クラスターの2群に遺伝的に分化し

ていることが分かった。また、トカラハブは奄美クラスターに

完全に含まれた。以上のことから、現在ハブとされる種の島

集団間の遺伝的多様性は大きく、現在別種とされるトカラハ

ブはその多様性の中に完全に収まるため、トカラハブのみを

独立種とすることの妥当性は低いと考えられた。 

3D-7   3D-8  

カメ類ミトコンドリアゲノムにおける翻訳フレームシフト
の分子進化 

○山田知江美1、柴田弘紀2、熊澤慶伯1 

1名市大・院システム自然科学、2九大・生医研 

 ナナホシクドアの退化したミトコンドリアゲノムが明ら
かにする、ミクソゾアの左右相称動物起源 

○竹内史比古1、関塚剛史1、野崎智義1、大西 真1、小西良

子2、大西貴弘2、黒田 誠1 

1国立感染症研究所、2国立医薬品食品衛生研究所 

カメ類では、mtDNA のタンパク質コード遺伝子（ND3、

ND4L、ND4遺伝子）における１塩基挿入が発見されており、

その頻度は他分類群に比べて非常に高い。これらは RNA

編集ではなく翻訳フレームシフトによって、正常な遺伝子発

現が保たれることが示唆されている。カメ類 mtDNA における

翻訳フレームシフトの進化様式と分子機構を解明するため

に、我々は次世代シーケンサーを利用した並列解読によっ

て、ヨコクビガメ科を中心とした様々なカメ類から mtDNA 全

塩基配列を決定した。その結果、ヨコクビガメ科で ND3遺伝

子中のフレームシフトの高頻度の消失が見つかり、新たに

cytb 遺伝子にもフレームシフトの事例が発見された。現在こ

のフレームシフトの分子機構や出現時期について、さらに検

討を進めている。 

 背景 ミクソゾアは、魚と環形動物に交互寄生する、数細胞

からなる後生動物である。その系統的位置には左右相称動

物と刺胞動物の二説がある。後生動物のミトコンドリアゲノム

は、細胞呼吸のためのタンパク遺伝子を十数個コードし、系

統解析によく用いられている。 

方法 ミクソゾア門の起源を解明するために、ミクソゾア門の

ナナホシクドア(Kudoa septempunctata)のミトコンドリアゲノム

を解読し、他の後生動物と比較した。また、ミトコンドリアにお

ける細胞呼吸を蛍光顕微鏡で観測した。 

結果 ナナホシクドアのミトコンドリアゲノムには、リボソーム

RNA 遺伝子と5つのタンパク遺伝子のみがコードされてい

た。それにも拘わらず、細胞呼吸は行われていた。系統解

析により、ミクソゾア門は左右相称動物に属することが分かっ

た。 

考察 ミクソゾア門が、三胚葉で複雑な体制の左右相称動物

に属するのは、驚きである。ミクソゾア門には、三胚葉でミミ

ズ型の状態も取る Buddenbrockia plumatellae という例外的な

種がある。従って、原始ミクソゾアは、ミクソゾアに特徴的な

胞子形成能力を獲得した後に、数細胞の状態に退化したと

推測される。ミトコンドリアゲノム及び体制の退化は、寄生に

よるのかもしれない。 
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3D-9   3D-10  

尾索動物のエピジェネティクス：遺伝子内部の DNA メ
チル化は種内変異の原因である 

○鈴木美穂1, 2、高橋弘樹2 

1JST さきがけ、2基礎生物学研究所 

 ヒト・マイクロ RNA 遺伝子の比較ゲノムによる生起時
期の推定 

○岩間久和1、加藤清仁2、井町仁美3、村尾孝児3、正木 勉2

1香川大・総合生命科学研究センター、2香川大・医、3香川

大・医 

無脊椎動物から脊椎動物へ進化すると同時に、ゲノムを修

飾する DNA メチル化のパターンは大きく変化した。脊椎動

物ではCpGアイランドプロモーター以外のゲノムのほぼ全領

域がメチル化されている「グローバル」な修飾パターンである

のに対し、無脊椎動物のゲノムでは遺伝子の内部だけが集

中的にメチル化される「モザイク」状の修飾パターンを示す。

一般的に、メチル化シトシンは脱アミノ化され高い確率で C

→T の突然変異をひきおこすことが知られている。では、メチ

ル化されている遺伝子領域には突然変異が蓄積しているの

だろうか。我々は尾索動物カタユウレイボヤの地域による塩

基配列の違いを解析し、DNA メチル化が多様性の主たる原

因となっていることを明らかにした。ヨーロッパ沿岸と太平洋

に生息するカタユウレイボヤのゲノム配列を比較すると、非メ

チル化領域は常に80-100%の相同性を示すが、メチル化領

域は0-10%の相同性しか残さないほど互いに変異していた。

ただしアミノ酸をコードするエクソン領域は、メチル化されて

いるにもかかわらず90-100％の相同性を保ち、高い選択圧

がかかっていることが示された。突然変異源である DNA メチ

ル化が遺伝子を修飾する意義について考察する。 

 成熟マイクロ RNA は約22~25塩基の一本鎖 RNA で、遺伝子

の発現・発現後における制御に関与する。その前駆体マイク

ロ RNA は現在（miRBase Release 18）、ヒトにおいて1500遺伝

子余りが知られている。高度に保存されたマイクロ RNA 遺伝

子が知られている一方、進化的に速い生起と消滅の過程を

経るマイクロ RNA 遺伝子が多くあることが明らかになってき

た。そこで、今回我々は、現在のヒト・マイクロ RNA のレパー

トリーを形成する遺伝子個々について生起時期を推定する

ことを目的として、原獣亜綱と後獣下綱の3種を含む哺乳類

38種と非哺乳類5種の計43種のゲノム配列を用いた比較ゲ

ノム解析を行った。結果、1,433ヒト・マイクロ RNA 遺伝子の

生起時期を推定した。それらのうち、哺乳類を越えて保存さ

れているマイクロRNAは15%ほどに過ぎず、ヒト・マイクロRNA

遺伝子の生起の時期には顕著な偏りが存在することを明ら

かにしたので報告する。 

3D-11   3D-12  

Evolution of microsatellite DNA in human and 
chimpanzee genomes 

竹崎直子 

香川大・総合生命セ 

 ゲノムワイドな系統解析によるイネ栽培史における遺
伝子移入パターンの解明 

○熊谷真彦、川原善浩、呉 健忠、伊藤 剛 

農業生物資源研究所 

Microsatellite DNAs are popular genetic markers for closely 
related species. Therefore, it is important to know the extent 
of conservation of microsatellite loci and the difference in the 
mutational pattern between species. In this study we 
investigated these problems in human, chimpanzee, and 
orangutan genomes. In our results the extent of conservation 
of loci is lower and the variability is higher for loci with 
longer repeat units and a larger repeat number. Less than 50% 
of tetra- and pentanucleotide loci with six or more repeats are 
conserved between human and chimpanzee. The rates of gain 
of loci and repeats are generally higher than those of loss in 
the human and chimpanzee lineages except for 
mononucleotide loci. In the common ancestor lineage the 
pattern is opposite, though the rates of gain of repeats become 
higher than those of loss for loci with longer repeat units and 
a larger repeat number. Difference between the rates of gain 
and loss tends to be larger for loci with longer repeat unit 
sizes and a larger repeat number. Of the human and 
chimpanzee lineages the rates of gain and loss of loci are both 
slightly higher in the chimpanzee than in the human except 
for tetra- and pentanucleotide loci with six or more repeats. In 
contrast the rates of gain of repeats in the human are slightly 
higher than those in the chimpanzee, whereas the pattern is 
reversed for the rate of loss.  

 本研究はイネの進化史における種間や栽培系統間での遺

伝子移入の有無とその影響を明らかとすることを目的とす

る。 近公開された栽培イネ40系統、野生イネ10系統のリシ

ーケンシングデータに加え、我々は新たに野生イネ2系統を

次世代シーケンサーでゲノム配列解読し、解析を行った。ア

ジア栽培イネ Oryza sativa の２大グループであるジャポニカ

とインディカはそれぞれ O. rufipogon の異なる集団を祖先と

するという“独立栽培”であることに加えて、栽培化過程では

ジャポニカとインディカ間の交雑による遺伝子移入が生じて

いるなど複雑な歴史を持つことが示唆されている。我々のデ

ータでは、全52系統について日本晴レファレンスゲノム全体

の38.2%の領域が十分なデータ量でカバーされ、これらの領

域から約300万個の SNP が検出できた。ゲノムを10 kb ごとに

断片化して系統解析を行い、栽培イネの分類群レベルや品

種レベルでの遺伝子移入パターンを明らかにした。イネの栽

培史における品種群および各品種の成立に関する遺伝的

背景について議論する。 

一
般
口
頭
発
表 



- 93 - 

P-1   P-2  

初期の異所的種分化における平均待ち時間の推定 

○山口 諒、巌佐 庸 

九大・院シス生 

 頻度スペクトルにおける自然選択の効果について 

〇三浦千明、物部治徳 

明治大学・先端数理 

生物は進化プロセスの一つである「種分化」によって現在の

多様化を遂げてきた。異所的種分化は も一般的な種分化

様式であり、地理的隔離によって祖先種が二分された後、そ

れぞれの集団が独自の進化を果たして別種が生じたとされ

る。異所的な状況下では生殖隔離機構に淘汰が直接働か

ず、中立突然変異の蓄積が生殖隔離を生む。本研究では、

地理的隔離が不完全な「初期の異所的種分化」の状況を想

定し、集団間に低頻度の移出入と交配を考慮する数理モデ

ルを構築した。分集団間の遺伝的差異の程度として遺伝的

距離を定義し、中立突然変異の蓄積により距離は大きくなっ

ていく。その距離がある閾値に到達した際に種分化が起こっ

たとみなす。確率的な移出入は遺伝的距離を小さくし、種分

化までの待ち時間を遅らせる。種分化までの平均待ち時間

は、閾値が大きいほど非線形に増加し、やがて種分化が実

現されなくなった。同程度に隔離された異なる生物種におい

て、隔離からの経年や閾値までの残りの距離に応じて待ち

時間が大きく異なることが予想された。また、分集団の数が

増えると、遺伝的距離の分布が変化するため、種分化の生

起に影響を与えることが示唆された。 

 Kimura による allele または座位の無限モデル(Kimura1964, 

1969)は、今日の集団遺伝学的研究の基礎をなしているとい

える。そしてその頻度スペクトルとサンプリング理論は Kimura

以降多くの研究者によって研究されてきた。頻度スペクトル

における自然選択の効果は、定常状態においては陽な形で

表現されている(Ewens2004)。しかし推移的な状態における

頻度スペクトルについてはまだあまり多くは調べられていな

い。Evans ら(2007)は集団サイズの効果と自然選択の効果が

入った推移状態の頻度スペクトルが満たす方程式とその境

界条件を導いた。またその方程式を用いて Zivkovic and 

Stephan(2011)では選択がない場合に集団サイズの変化が

頻度スペクトルに与える影響が調べられている。本研究では

集団サイズは一定であるが選択がある場合の頻度スペクトル

の推移状態について、予備的ではあるが幾らかの事柄を調

べた。 

P-3   P-4  

３Ｄゲノム・ユニバース：様々な生物種ゲノムの３次元
空間へ投影・可視化の試み 

○相田拓洋、伏見譲、西垣功一 

埼玉大学 

 RNA ウイルスの宿主依存機構に関連したウイルスゲ
ノム進化 

○岩崎裕貴1, 3、秋葉太貴1、小倉 歩1、阿部貴志2、和田健之

介1、池村淑道1 

1長浜バイオ大学、2新潟大学、3日本学術振興会特別研究

員 DC 

近年のＤＮＡ配列解読技術の進歩のおかげで、今日までに多数の

生物種のゲノムＤＮＡ配列が解読されてきた。本研究は、様々な生

物種のゲノム配列の特徴を抽出し、それらの特徴を３次元空間に投

影・可視化することを試みている。ここでの特徴は（１）ゲノムにコード

されている各種タンパク質立体構造の出現頻度、（２）ミトコンドリアゲ

ノムに含まれる文字列（７文字：例、"ATGCTAC"など）の出現頻度、

をそれぞれ多次元ベクトルとして表現したものである。それら多次元

ベクトルを視覚的に把握するために、独自の方法で３次元空間に投

影・可視化してみた。その投影法は（Ａ）「原点からの距離がゲノムの

サイズ（配列の長さ）を表す」、（Ｂ）「３次元ベクトル間の角度が多次

元ベクトル間の角度に相関する」の２つのルールに従い、 適な３

次元ベクトルを求める方法である。 

バクテリアから人間までの４５６種類の生物種ゲノムに関して、特徴

（１）の３次元空間への投影の結果を右図に示す。図中の各点（タグ

付き）が各生物種ゲノムに対応する。中央の大きな球は極座標を表

す。このマップは、生物種のプロテオーム（タンパク質の総体）の”宇

宙のような景観”であるので「３Ｄプロテオーム・ユニバース」と名付け

た。このマップから「同じ”門（Phylum）”に属する生物種は互いに近

くに配置され、クラスターを形成する」ことが分かる。 

特徴（２）のミトコンドリアについても、同様な投影・可視化を行った。

その結果、動物、植物、菌類では、それぞれ独自の”天の川”のよう

な特徴的な構造を形成することが分かった。我々は、それら”天の川

のような構造”が形成される数学的な理由を解明した。その理由はミ

トコンドリアの進化に関して示唆を与えるものである。 

 ウイルスの増殖は宿主細胞内で行われるため、多くの宿主

因子の影響を受ける。ウイルスが宿主に適応するためには、

宿主因子を効率的に利用することが重要であり、ウイルスの

進化に影響を与える。本研究では、ウイルスがどのような宿

主由来のタンパク質等を利用しているかを調べる目的で、一

括学習型自己組織化マップ(BLSOM)解析を行った。 

データベース中のヒト由来の全 RNA 配列と RNA ウイルスの

ゲノム配列を対象に4～5連続塩基組成に基づいた BLSOM

を作成したところ、ヒト由来 RNA とウイルス RNA で、似通った

オリゴヌクレオチド組成を持つ配列が効率よく検出できた。こ

れらは、共通のタンパク質と相互作用する候補配列と考えら

れる。 

インフルエンザとレトロウイルスを比較した場合、後者の方が

ヒト由来の RNA 配列と類似した特徴を持っていた。宿主因

子への適応の側面からだけでなく、宿主の抗ウイルス機構

からの逃避のメカニズムについての知見も得られると考えら

れる。 

宿主とウイルスの RNA について、オリゴヌクレオチド組成の

類似性や異質性を大規模かつ組織的に解析する方法の開

発は、RNA を用いた抗ウイルス剤の開発に役立つと考えら

れる。 
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P-5   P-6  

シロアリ腸内共生原生生物の巨大ゲノムの進化学的
考察 

○桑原宏和1、中西俊平1、中鉢淳2、本郷裕一1 

1東工大・生命、2豊橋技科大 

 １分子シークエンシングを用いた共生生物ゲノムの
de novo アセンブリ 

○柴田朋子1、前田太郎1、西山智明2、菊池義智3、重信修

治1、深津武馬3、長谷部光泰1 

1基生研、2金沢大、3産総研 

 シロアリは植物枯死体のみを餌とし、セルロース分解性腸

内原生生物を複数種、合計で数万匹共生させている。これ

ら原生生物は、１億３千万年以上にわたって、シロアリ腸内と

いう特異的な環境に適応進化してきたと考えられるが、培養

不能なためその生理・生態・進化の詳細はほとんどわかって

いない。そこで我々は、代謝機能や進化過程などに大きく関

係するゲノムサイズの測定と比較を行った。 

 シロアリと、シロアリに近縁なキゴキブリ（Cryptocercus 属）

の腸内原生生物（Parabasalia 門と Preaxostyla 門）を固定し

てフォイルゲン染色し、顕微鏡撮影した。得られた画像の平

均積分光学濃度を測定し、標準曲線と比較して DNA 含量を

決定した。 

 その結果、シロアリ腸内原生生物にはハプロイドで数100 

Gb 以上の、既知の生物としては 大級のゲノムを持つ種が

いることが明らかとなった。各原生生物種の比較データか

ら、ゲノムサイズは、細胞サイズや鞭毛数、系統、代謝機能

などに大きく関係する可能性が示唆された。 

 次世代シークエンサーの登場により低コストでの大量シーク

エンスが可能となり、ゲノム解析は飛躍的に進歩した。しか

し、リード長の短さから、アセンブリにはしばしば困難を伴う。

我々は、1分子シークエンサーPacBio RS を導入し、非モデ

ル生物のゲノム解析を試みている。PacBio RS によって得ら

れたシークエンスは、エラー率が約15％と高いものの、平均

2kb を超える長い有効リード長が得られるほか、サンプルの

増幅を行わないため、GC 含有率などによるバイアスを排除

できるという特徴を持つ。1分子シークエンシングによるロン

グリードのシークエンスデータを、従来のショートリードのシ

ークエンスデータと合わせることで、contig 数の減少、N50の

増大など、アセンブリの大幅な向上が見られた。本発表で

は、ホソへリカメムシ Riptortus pedestris に共生する細菌

Burkholderia sp. のゲノム解析事例を中心とし、1分子シーク

エンシングを用いたゲノムアセンブリの手法と結果について

報告する。 

P-7   P-8  

系統推定にとって有害なデータの除去による系統樹
推定改良法の開発 

◯岩本栄介、田村浩一郎 

首都大・院理工 

 次世代シーケンス技術によるアカショウジョウバエゲ
ノムの遺伝的多様性解析 

○橋本英明、里村和浩、田村浩一郎 

首都大・院理工 

一般に、系統推定の方法は多くの仮定を必要とする。例え

ば現在広く使われている方法では、系統樹内の進化パター

ンは配列ごとに塩基座・アミノ酸座（サイト）ごとに一定である

ことが仮定されている。しかし実際のデータでは、進化パタ

ーンが他と異なると考えられる配列やサイトが含まれている

場合があり、これらが系統関係の精度を下げる原因となる可

能性がある。このような系統樹推定を妨げる有害な配列およ

びサイトを見出し除外することができれば、仮定されている

条件を満たすことによって系統樹推定の精度を向上させるこ

とが可能になると期待される。そこで本研究では、配列デー

タの持つ有害性を定量的に評価する方法を考案し、コンピ

ュータシミュレーションで作成した有害な配列を含むデータ

セットを用いてその検証を行った。その結果、有害性が高い

と評価された配列を除去することで系統樹推定の精度が改

善した。また、各サイトの有害性を定量的に評価する方法も

開発中である。 

 減数分裂組換えが分子進化に及ぼす影響は、一般に組換

率の異なるゲノム領域間で変異の比較をするなどの実験的

方法で研究される。しかし、異なる遺伝子間の比較では遺伝

子の違いによる影響と組換え率の違いによる影響を識別す

ることが困難である。そこで、組換え率が異なる同じ遺伝子

のDNA変異を比較することにより検証を行うことが望まれる。

アカショウジョウバエは、性染色体と常染色体が融合した

Neo-X, Neo-Y 染色体を持つことが知られている。我々は

Neo-X 、Neo-Y 間では減数分裂組換えが起こらないことを

確認した。すなわち Neo-Y 染色体上の遺伝子間では全く組

換えが起こらない。そこで、本研究では、ゲノムの約半分の

遺伝子を共有しているアカショウジョウバエの Neo-X, Neo-Y

染色体上の遺伝子について、次世代シーケンサーを用いて

3系統の cDNA 塩基配列を決定し、SNPs を網羅的に解析し

た。その結果、Neo-X、Neo-Y 間での SNPs 頻度が他の相同

染色体間での値よりも大きいことがわかった。これは Neo-X、

Neo-Y 染色体間では組換えが抑制されていることにより、そ

れぞれ独立に進化してきたためと考えられる。 
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P-9   P-10  

アカショウジョウバエの Neo-X, Neo-Y 染色体にお
ける DNA の分子進化 

○里村和浩、田村浩一郎 

首都大・院理工 

 組み換え抑制がない性決定遺伝子座における選択
の痕跡：フグの場合 

○渥美九郁1、山野上祐介1、細谷 将1、木村亮介2、田角聡

志1、鈴木 譲1、菊池 潔1 

1東大・水実、2琉大 

減数分裂組換えはゲノムの分子進化に大きな影響を及ぼす

と考えられているが、突然変異率と自然選択のどちらに対す

る影響が大きいかについては議論の余地がある。この問題

を明らかにするためには、突然変異率と自然選択が等しい

同一の遺伝子の遺伝的多様性を組換え率が大きく異なる環

境下で比較する必要がある。常染色体と性染色体が結合し

てできたアカショウジョウバエの Neo-X、Neo-Y 染色体では、

Neo-X 染色体間では組換えが起こるが、Neo-X、Neo-Y 染

色体間では組換えが起こらない。そこで、本研究では、アカ

ショウジョウバエの Neo-X、Neo-Y 染色体について、共有す

る多数の相同遺伝子を比較し、減数分裂組換えが分子進化

に及ぼす影響を検出することを試みた。まず、各染色体に

ついて組換え率を求めた結果、アカショウジョウバエの

Neo-X、Neo-Y 染色体間では組換えが抑制されていることを

確認した。Neo-X、Neo-Y 染色体の相同遺伝子の遺伝的多

様性を比較してみたところ塩基置換率には差がないが、

Neo-Y 染色体では純化選択の効果が弱く、多様性が高い

傾向が見られた。すなわち、減数分裂組換えには、遺伝子

ごとに働く自然選択の効果を維持する働きがあることが示唆

された。 

 性染色体の進化において、性決定遺伝子周辺で組換えが

抑制される現象が良く知られている。その顕著な例は哺乳

類の性染色体で、X 染色体と Y 染色体はその大部分で交叉

を起こさず、Y 染色体には膨大な量のリピート配列が蓄積し

ている。一方、トラフグ類の X 染色体と Y 染色体の差は一塩

基の DNA のみであり、このミスセンス SNP と完全な連鎖不平

衡にある多型は性決定領域内に存在せず、リピート配列も

集積していない。我々は、このユニークな性決定領域がいか

にして生まれ、維持されてきたかを明らかにしたいと考えて

いる。トラフグ近縁種間の比較解析の結果、この性決定遺伝

子の誕生は500万年以前に遡る事がわかった。また、本領域

では X-Y 間の組み換えが停止していないことも示された。現

在、種内変異の解析により、平衡選択や方向選択の痕跡が

認められるか否かを検討している。これまで脊椎動物の性染

色体の研究は、主に恒温動物の良く分化した性染色体を対

象として進められてきた。一方、変温脊椎動物の性染色体

の多くは形態観察の上では未分化である。トラフグ類が持つ

ような性染色体は決して特殊な例ではないかもしれない 

P-11   P-12  

性決定遺伝子が移りかわる現象の理解に向けてート
ラフグの性決定遺伝子の同定 

○菊池 潔1、神谷隆史1、甲斐 渉1、田角聡志1、岡あゆみ1、

松永貴芳1、末武弘章2、鈴木重則3、細谷 将1、宮台俊明2、

鈴木 譲1 

1東大・水実、2福井県大・海洋生資、3水研セ・増養殖研 

 ショウジョウバエにおける遺伝子量補償の検証 

○野澤昌文、福田奈那 

遺伝研・生命情報 

性の二型は多くの生物に認められる生命現象のひとつであ

るが、近年、多くの脊椎動物で近縁種間でさえも性決定遺

伝子が保存されていない可能性が次々と報告されており、

脊椎動物の性決定機構の研究を、従来の「高度に保存され

た発生機構の研究」から、「集団間や近縁種間で急速に進

化する機構の研究」へと捉え直す動きが強まっている。性決

定遺伝子が移り変わるプロセスを詳細に理解するためには、

系統関係が明らかな近縁種グループ内（あるいは種内）に

おいて、移り変わり前後の性決定遺伝子を同定し、それらの

遺伝子にかかった選択圧を解析する必要があるだろう。その

ような観点から我々は、フグ近縁種群を材料とした研究をお

こなってきた。今回の研究では、トラフグの性決定遺伝子を、

「ゲノム概要を活用した大規模連鎖マッピング」および「野生

集団を用いた関連解析」により同定した。驚いたことに、トラ

フグの性は一塩基多型により決定されていた。また、トラフグ

の近縁種の中には、この遺伝子（多型）とは異なる性決定遺

伝子を持つ種が存在した。 

 XY 型の性染色体を持つ生物では雄の X 染色体上の遺伝

子コピー数は雌の半分となるため、そのままでは遺伝子発

現量も雄において雌の半分となる。この雌雄間の不均衡を

解消するため、生物には何らかの遺伝子量補償機構が存在

すると考えられてきた。実際、ショウジョウバエには遺伝子量

補償を担う複合体が存在することも明らかになっている。しか

しながら、より正確に遺伝子量補償機構を検証するために

は、性染色体と原始性染色体（性染色体になる前の常染色

体）上の遺伝子発現量を比較する必要がある。そこで本研

究では、ショウジョウバエ近縁種3ペアを用いて、進化過程で

近 X 染色体に転移した遺伝子を網羅的に同定し、それら

の遺伝子が常染色体上に存在していた時の遺伝子発現量

と比較することで遺伝子量補償の検証を行っている。また、

比較的 近 X 染色体と常染色体が融合したウスグロショウジ

ョウバエを用いて、雌雄間、染色体間の網羅的な遺伝子発

現解析を行っている。本発表では、これらの結果に基づき、

①遺伝子量補償を受けている遺伝子の割合、②遺伝子量

補償を受けている遺伝子の性質、③遺伝子量補償機構が

構築されるまでの進化的時間、について考察したい。 

ポ
ス
タ
ー
発
表 



- 96 - 

P-13   P-14  

アカショウジョウバエにおける呼吸量の増加に伴う低
温耐性の向上 

○磯部琴葉、田村浩一郎 

首都大・院理工 

 集団遺伝学的手法を用いたアカショウジョウバエ温帯
適応の検証 

○鳥居侑史、磯部琴葉、里村和浩、田村浩一郎 

首都大・院理工 

近年、熱帯域から温帯域に分布を拡大したアカショウジョウ

バエ（Drosophila albomicans）の成虫では、25℃で育てた成

虫を5℃低い20℃に慣らすと（低温順化）、1℃の低温下にお

ける平均生存時間が長くなり、低温耐性が向上することがわ

かっている。また、この低温耐性は熱帯の系統にくらべて温

帯の系統で高いことがわかっている。そこで、順化によって

発現が増加する遺伝子を探索したところ、呼吸に関与する

遺伝子が比較的高い割合で検出された（2010, 2011年度本

大会で報告）。今回、低温耐性と呼吸の関係を検証するた

め、順化による低温耐性の効果が異なるアカショウジョウバ

エ12系統について、順化による酸素消費量の変化を調べ

た。その結果、順化による低温耐性の向上が大きい系統で

は呼吸量の増加も大きく、逆に順化による低温耐性の向上

が小さい系統では呼吸量の変化も小さい傾向がみられた。

すなわち、順化による低温耐性の向上と呼吸量の増加に有

意な正の相関があることがわかり、アカショウジョウバエの低

温耐性の向上には呼吸などの代謝活性の向上が関係して

いる可能性が示唆された。 

 アカショウジョウバエ（Drosophila albomicans）は、元来、東南

アジアを中心とした熱帯・亜熱帯域に分布していたが、1980

年代以降、温帯域である西日本や中国北部でもその生息が

確認されている。我々は、この分布拡大に低温耐性の向上

が伴ったこと、低温耐性の向上には、マイルドな低温に馴ら

す順化が重要であることを明らかにしてきた。本研究では、

アカショウジョウバエを採集地域別に2集団（温帯集団、熱

帯・亜熱帯集団）に分け、順化によって遺伝子発現が上昇し

たいくつかの遺伝子について、集団内多様度を集団間で比

較した。その結果、温帯集団において Pepck 遺伝子の塩基

多様度が統計的に有意に低下していることが分かり、自然

選択が作用した痕跡と示唆された。解析を行った他の遺伝

子については、このような傾向は認められなかった。すなわ

ち、Pepck 遺伝子の機能は、アカショウジョウバエの温帯へ

の適応において重要な役割を担った可能性が考えられた。

今後は、Pepck 遺伝子の上流域まで解析範囲を拡大し、自

然選択が作用したサイトの同定を試みる。 

P-15   P-16  

ゲンジボタルのマイクロサテライト DNA の単離と多型
解析 

○長谷川喬之1、平林裕一郎2、草桶秀夫3 

1福井工大・院、2福井工大、3福井工大・教授 

 PCR 法および塩基配列法に基づく人為的に放流され
たゲンジボタルの固有性の判別 

○木村和裕1、稲葉直人2、塚﨑佑磨3、草桶秀夫4 

1福井工大・院、2福井工大、3福井工大、4福井工大・教授 

 ゲンジボタルは、日本固有の水生ボタルであり、河川改修

や水質汚染などの影響により個体数が減少している。一方、

保護活動による大規模な移植入により、遺伝的攪乱が危惧

されている。本研究では、マイクロサテライトマーカーの開発

を目的に、マイクロサテライト DNA（SSR, simple sequence 

repeat）の単離と多型解析を行う。福井県のゲンジボタルか

ら DNA 抽出を行い、その DNA を Sau 3AI で切断後、リンカ

ーライゲーションを行った。次に PCR を行い、ゲル切りにより

500～1000、1000～1500bp の DNA 断片を回収した。ビオチ

ン化プローブとダイナル・ビーズを用いて SSR の単離を行

い、単離した DNA を PCR により増幅し、TA クローニングを

行った。青白判定後、コロニーPCRを行い、得られた PCR産

物から塩基配列を決定した。SSR の塩基配列からプライマー

を作製し、日本の8地域から得られたゲンジボタルの DNA を

鋳型としてPCRを行い、多型解析を行った。TAクローニング

の結果、約300個のコロニーが得られ、これらのコロニーから

SSR の存在が認められた。多型解析では、8地域中6地域の

ゲンジボタルに多型に基づく PCR 産物が得られた。 

  近、ゲンジボタル(Luciola cruciata)は人為的かつ大規模

な移出入が行われ、遺伝的多様性の減少が危惧される｡ 本

研究では、遺伝子合成法(PCR 法)および塩基配列法によっ

て、全国のゲンジボタルをそれぞれ地理的に独立した7つ及

び8つのハプロタイプグループ(遺伝的グループ)に判別でき

ることを見出した。すなわち、ゲンジボタルのミトコンドリア

ND5遺伝子領域を PCR 法によって7通りの DNA の増幅を行

った。次いで、7通りの PCR 産物のアガロースゲル電気泳動

分析を行い、その泳動パターンからゲンジボタルが7つのグ

ループのどの遺伝的グループに属するかを判別した。また、

PCR 産物から DNA シーケンサーを用いて塩基配列の決定

を行い、その塩基配列から系統樹を作成することにより、8つ

のハプロタイプグループに分けられ、さらに地域間のゲンジ

ボタルの類縁関係を調べた。その結果、本来、北海道には

生息していないゲンジボタルは、滋賀県甲賀郡や神奈川県

小田原市にみられるハプロタイプに近縁なグループ3である

ことがわかった。石川県の能登島のゲンジボタルは地理的

にはグループ3に帰属されると予想したが、神奈川県や群馬

県などの関東地域に属するグループ2に近縁であった。 
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P-17   P-18  

ミトコンドリア DNA の塩基配列に基づくヒメボタルの集
団構造解析 

○有里美彦1、大久保嘉昭2、草桶秀夫3 

1福井工大・院、2福井工大、3福井工大・教授 

 スダレダイ科魚類の巨大なミトコンドリアゲノムにおけ
る大規模な遺伝子配置変動 

山野上祐介1、宮 正樹2、佐藤行人3、長田直樹3、馬渕浩

司4、西田 睦4 

1東大・水産実験所、2千葉中央博、3国立遺伝研、4東大・大

気海洋研 

 ヒメボタル（Luciola parvula）は、日本の代表的な陸生ボタ

ルで本州から九州に生息する。 近、ヒメボタルの他地域か

らの人工的な移植や放流が行われており、地域集団の遺伝

的攪乱が危惧される。本研究では、福井県に生息するヒメボ

タルの集団構造を解明する目的で、遺伝的多様性の調査を

行った。福井県の4地点、すなわち勝山市岩屋5個体、あわ

ら市権世5個体、福井市味見河内8個体、前坂キャンプ場7

個体の合計24個体をミトコンドリア DNA の解析に用いた。

PCR 法により mtDNA の ND5遺伝子領域を約1000bp 増幅

し、塩基配列を516bp 決定した。次に、遺伝子解析ソフトによ

りハプロタイプ多様度（h）、塩基多様度（π）の算出を行っ

た。12のハプロタイプが検出された。h は0.5000から0.8571の

範囲にあり、πは0.000960から0.004651の範囲にあった。今

回、解析を行った4地点のうち、あわら市権世のｈは0.5000

で、πは0.000969と も低い値を示したが、いずれの地点に

おいてｈおよびπ高い値を示したことから、ヒメボタルは高い

生物多様性を示すことが明らかとなった。 

 ほとんどの脊椎動物のミトコンドリアゲノムは約16kb の環状

構造を持ち，遺伝子や調節領域など機能を持つ領域がほと

んど隙間なく並んでいる．そして遺伝子に重複が起きた場合

にも重複遺伝子や非遺伝子領域など不必要な領域は速や

かに排除されコンパクトなゲノム構造を維持している．しか

し，スダレダイ科魚類全3種のミトコンドリアゲノムではほぼ共

通して大規模な配置変動と複数の遺伝子重複，多くの非遺

伝子領域が見られ，22-24kb という脊椎動物 大級のサイズ

であることを発見した．スダレダイ科の姉妹群であるマンジュ

ウダイ科魚類は脊椎動物に一般的な構造を持っていること

から，この大規模な遺伝子配置変動は一般的な構造を持つ

3種の共通祖先のミトコンドリアゲノムが全領域にわたって重

複し，一部が抜け落ちることで現在の構造になったと考えら

れる．同一ゲノム内の重複した遺伝子は非常に類似した配

列を持っており，遺伝子重複の後，遺伝子変換による協調

進化をしている可能性が考えられる．また，非遺伝子領域の

構造も3種で多くの部分が共通して保存されており，これらの

構造は一次転写産物の加工やゲノムの複製などに必要な

のではないかと推測した． 

P-19   P-20  

爬虫類ミトコンドリアにおける転写物の網羅的解析 

○孫 垚、栗崎政希、熊澤慶伯 

名市大・院 システム自然科学 

 ガラクトース代謝系遺伝子のクラスター構造から見た
サッカロミセス科酵母の染色体進化 

○杉原千紗1、壷井基夫2、久冨泰資1 

1福山大・生命工学、2福山平成大・福祉健康 

ミトコンドリア DNA の遺伝子発現様式、とりわけ RNA 転写産

物のプロセシングの機構や各遺伝子間での mRNA レベルの

調節機構に関しては、まだ未解明の点が多い。我々は、次

世代シーケンサーを用いて、数種の爬虫類の肝臓からトラン

スクリプトームデータを得た。この中に存在するミトコンドリア

DNA 由来の contig や read を、同一個体から決定したミトコ

ンドリア DNA 全塩基配列と照合した。その結果、初期転写

物の切断後に polyA が付加されるサイトをゲノムワイドに同

定することができた。また、3’RACE 解析を併用することで、

polyA 付加サイトのゆらぎ（ゲノム構造から予測される polyA

付加サイトに必ずしも正確に polyA 付加していない）を検出

した。 

  サッカロミセス属酵母では、ガラクトース代謝に関与する遺

伝子のうち、GAL7（ウリジルトランスフェラーゼ）、GAL10（ガ

ラクトースエピメラーゼ）、GAL1（ガラクトキナーゼ）遺伝子は

この順に同一染色体上でクラスターを形成している。 

 本研究では、サッカロミセス科酵母27種において、GAL7と

GAL1の遺伝子内で、保存性の高い塩基配列を基にプライ

マーを設計し、これらのゲノム DNA を鋳型にして PCR を行っ

た。その結果、16種の酵母から単一の増幅断片が得られた

が、その長さには多様性が見られた。さらに得られた PCR 産

物の GAL7-GAL1遺伝子間に、GAL10遺伝子が存在するか

どうかを明らかにするために、GAL10プローブを用いてサザ

ン解析を行った。その結果、7種の酵母においては、その断

片内に GAL10遺伝子が存在していたが、9種の酵母におい

ては、GAL10遺伝子は存在しないことが示された。現在、後

者の酵母種において GAL10遺伝子が GAL7-GAL1領域と

同一染色体上にあるのかどうかを明らかにするため、分離染

色体 DNA に対するサザン解析を行っている。 
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P-21   P-22  

有胎盤哺乳類の非震え熱産生機構の進化：脱共役タ
ンパク質1とβ3アドレナリン受容体の脊椎動物におけ
る進化過程の解明 

○齋藤くれあ1、齋藤 茂1, 2 

1岩手大・21世紀 COE、2岡崎統合バイオ(生理研)・生命環境

 ダチョウ肝臓に発現する異物代謝酵素の配列解析 

〇川合佑典1、渡邉研右1、石井秋宏2、大沼愛子2、澤 洋

文2、 池中良徳1、 石塚真由美1 

1北大・院獣医、2北大・人獣共通感染症リサーチセンター 

有胎盤哺乳類は低温条件で熱産生量を増加させ体温を維

持する非震え熱産生機構を有する。我々はこの機構の獲得

に寄与した遺伝的な変化の解明を目指している。これまでの

研究によりこの機構に重要な役割を担う脱共役タンパク質

1(UCP1)とβ3アドレナリン受容体は殆どの脊椎動物種にオ

ーソログがあるものの、哺乳類の祖先種で進化速度が著しく

加速したことが示されている。有胎盤哺乳類では UCP1は非

震え熱産生を行う褐色脂肪に特異的に発現し、低温条件で

は発現量が増加する。そこで、本研究では非震え熱産生機

構を持たない両生類のニシツメガエルに着目し、UCP1遺伝

子が転写される組織および低温条件下での mRNA 量の変

化を調べた。ニシツメガエル UCP1は腎臓、胃腸、生殖巣、

脳で転写され哺乳類とは異なる組織分布を示した。また、低

温条件では脳において mRNA 量が増加することが分った。

この特徴は魚類(コイ)の UCP1と類似しており、UCP1は脊椎

動物の祖先では発熱とは異なる生理的役割を担っていた

が、哺乳類の祖先種で褐色脂肪に発現が限定され、また、

アミノ酸配列が大きく変化し非震え熱産生機構の獲得に関

わるようになったと推察される。 

  ダチョウは古口蓋類と呼ばれる現生鳥類の中で も古くに

他の鳥類（新口蓋類）から分岐した系統の一種である。生物

が環境にどのように適応してきたのかを知る上で異物代謝

酵素の情報は重要となるが、古口蓋類における異物代謝に

関わる遺伝子の情報は非常に少ない。古口蓋類の異物代

謝に関わる遺伝情報を明らかにすることは鳥類の共通祖先

がどのように環境に適応していたのかを知ることにもつなが

る。今回ダチョウの肝臓に発現するmRNAからノーマライズし

た cDNA ライブラリを作成し、454次世代シークエンサー（GS

ジュニア）を用い配列解析を行った。また一部の遺伝子につ

いては定量的 PCR 法を用いて発現量を比較した。ダチョウ

に発現している異物代謝に関わる遺伝子をゲノムプロジェク

トが完了しているニワトリ(Gallus gallus)、グリーンアノール

(Anolis carolinensis)の情報と比較したところ、ダチョウの系統

では新口蓋類の系統で偽遺伝子化していると考えられる異

物代謝酵素の遺伝子が発現していることが確認された。一

方で、ニワトリの肝臓で多く発現している遺伝子はダチョウに

も多く発現していることも確認された。 

P-23   P-24  

トミヨ孵化酵素 LCE の卵膜分解における機能分化 

川口眞理1、高橋 洋2、西田 睦3、安増茂樹1 

1上智大・理工・物質生命、2水大校・生物生産、3東大・大海

研 

 魚類の卵膜構成タンパク質とその遺伝子の進化 

○佐野香織、川口眞理、安増茂樹 

上智大・理工 

今回我々は、孵化酵素遺伝子で遺伝子重複による機能分

化が起きている例を、トゲウオ科魚類で見出した。同じトゲウ

オ科に属するにもかかわらず、イトヨとトミヨとでは卵膜分解

様式が異なっていた。イトヨには他の正真骨魚類と同じく、2

種類の孵化酵素 HCE と LCE が存在し、それぞれの切断点

は他の正真骨魚類のものと良く保存されていた。トミヨにお

いても HCE の分解様式は保存されていた。ところが LCE

は、他の正真骨魚類では単一で卵膜タンパク質の2ヶ所

N-ZPd と mid-ZPd を切断するのに対し、トミヨは2種類の LCE

が存在し、両 LCE は機能分化していることが示唆された。そ

の2種の LCE をα型とβ型と呼ぶ。卵膜分解様式を見てみ

ると、HCE によって膨潤した卵膜の可溶化には2種類の LCE

が必要であり、どちらかだけでは不完全である。その分解機

構は、α型が N-ZPd を切断し、その後、β型が mid-ZPd を

切断することで卵膜を完全に分解する。つまり、α型とβ型

が卵膜タンパク質の別々の領域を切断し、両者が合わさっ

て、イトヨなどの LCE と同じ働きをするという機能分化が生じ

ていることが示唆された。トゲウオ科魚類の孵化酵素遺伝子

の進化過程で、機能分化がどのように生じたのか考察したの

で発表する。 

 魚類の卵膜を構成する２種類の ZP タンパク質（ZPB, ZPC）

は正真骨類を中心によく調べられている。ZPタンパク質は主

に卵膜のコア構造をつくる ZP domain と、それらを束ねてより

強固な構造にすると考えられている N-teminal 領域で構成

されている。正真骨類の ZP タンパク質（ZPB）の N-terminal 

領域は Pro-Xaa-Yaa という３アミノ酸より成る繰り返し配列で

構成されている。また ZPB, ZPC ともに肝臓で合成され、血

流のって卵巣に運ばれる。一方、カライワシ類のニホンウナ

ギの ZP 遺伝子は、全て卵細胞で発現し、ZPC の N-terminal 

領域は15アミノ酸を単位とする繰り返し配列で構成されてい

る。また骨鰾類のゼブラフィッシュの ZP 遺伝子は卵細胞で

発現する。このように ZP 遺伝子は魚類の進化過程において

発現場所や配列の特徴が変化している。今回ニシン目の魚

（ニシン、カタクチイワシ）から初めて ZP 遺伝子をクローニン

グし、配列の特徴づけや発現解析を行ったので、進化的考

察を交えて報告する。 
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P-25   P-26  

ゲノム倍加によって生じた２つの魚類 pomc 遺伝子の
多様性 

○横井勇人、坂内美香、鈴木 徹 

東北大学農学研究科 

 進化的に高度に保存された MHC クラス I 遺伝子
（MR１）の分子進化 

○塚本健太郎、橋本敬一郎 

藤田保健衛生大学 総合医科学研究所 

真骨魚類の共通の祖先では、四肢動物に至る系統と分岐し

た後でゲノム全体の倍加が起こったことが強く示唆されてい

る。 遺伝子重複により進化的制約が緩和され、多様化のポ

テ ン シ ャ ル が 広 が っ た こ と が 示 唆 さ れ て い る 。 Pomc 

(Proopiomelanocortin)は一つのペプチドから翻訳後のプロ

セシングによりα-MSH, ACTH およびβ-endorphin など複

数の機能性分子を生じる多機能タンパク質をコードしてお

り、遺伝子の倍加とその後の多様化／機能分配を考える上

で優れたモデルである。本研究では、まず比較ゲノム解析に

より魚類の２つの pomc のオーソロジーを明らかにし、遺伝子

重複後の分子の多様化について解析した。また倍加した遺

伝子の発現パターンをゼブラフィッシュ、ヒラメを含む複数の

魚種で比較し、倍加後の機能との関連について考察した。 

 有顎脊椎動物の免疫系において主要組織適合遺伝子複合

体（MHC）クラス I 分子は、主に病原体由来のペプチド断片

を細胞傷害性 T 細胞に提示し、ウィルス感染細胞などの除

去に中心的な役割を果たしている。MR1遺伝子は、多型性

に富む MHC クラス I 遺伝子と相同性を有するが、MHC 領域

外に存在する。これまでに MR1遺伝子は有胎盤類に存在

し、リガンド分子を収容するポケットを形成すると考えられる

アミノ酸残基が高度に保存されていることが分かっている

が、その進化過程は明らかとなっていない。そこで本研究で

は、有顎脊椎動物のゲノムデータを用い MR1遺伝子の探索

と比較ゲノム解析を行った。この結果、有袋類から新たに

MR1遺伝子が同定され、有胎盤類と有袋類のみに存在する

ことが示唆された。また、MR1分子の予測立体構造から、ポ

ケットを形成するアミノ酸残基が有胎盤類と有袋類間でも高

度に保存されていることが明らかとなった。以上のことから、

MR1遺伝子は有胎盤類と有袋類の共通祖先で誕生し、浄

化選択によりポケット構造が維持されてきたと考えられる。ま

た、MR1分子のポケット構造が保存されている機能的意義に

ついても議論したい。 

P-27   P-28  

クロショウジョウバエにおける抗カビ抗菌ペプチド遺
伝子の網羅的探索 

○瀬戸陽介、田村浩一郎 

首都大・院理工 

 メタゲノム解析を用いたショウジョウバエ腸内フロラの
種間比較 

〇西山空人、田村浩一郎 

首都大・院理工 

抗菌ペプチドはショウジョウバエの免疫において不可欠な要

素である。これまでに、キイロショウジョウバエでは7種類の抗

菌ペプチドが同定されており、そのうち Metchnikowin と

Drosomycin の2種類はカビに対して強い抗菌活性を示す抗

カビ抗菌ペプチドとして同定されている。ショウジョウバエ12

種の全ゲノム解析から、Drosomycin 遺伝子はキイロショウジ

ョウバエ種群でのみ存在し、多重遺伝子族を形成している

が、Metchnikowin 遺伝子は12種全てにおいて、単一コピー

遺伝子として存在していることが明らかとなった。これまでの

研究から、キイロショウジョウバエ種群に属さないクロショウジ

ョウバエは Metchnikowin 遺伝子しか持たないにもかかわら

ず、キイロショウジョウバエよりもカビに対する耐性が高いこと

が示唆されている。このことから、クロショウジョウバエはこれ

までに見つかっていない新しい抗菌ペプチドを持っている

可能性が考えられる。そこで、本研究では次世代シーケンサ

ーを用いてカビの摂食により発現が誘導された遺伝子を網

羅的に調べた結果、いくつかの抗菌ペプチド候補遺伝子を

得ることができた。 

  ショウジョウバエは、野外で腐敗・発酵したものを摂食して

おり、微生物が豊富に存在する環境に適応している。微生

物環境に適応するために、ショウジョウバエは外部から体内

に侵入してくる微生物に対して、抗菌ペプチドを主とした免

疫反応で生体を防御している。その結果、食物とともに摂食

された微生物は、消化管を通る間にコントロールされ、腸内

細菌叢がある程度一定に保たれることが知られている。本研

究では、ショウジョウバエが腸内細菌叢をコントロールする仕

組みを明らかにするため、摂食から排泄までに腸内細菌叢

がどのように変化するのか、メタゲノム解析を用いて調べて

いる。具体的には、野外から採集されたショウジョウバエにつ

いて、そ嚢、肛門付近、糞からそれぞれ微生物ゲノム DNA

を抽出し、16SrDNA クローンライブラリー法を用いて腸内細

菌叢の種構成を調べているところである。 
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P-29   P-30  

無顎類の RH 式血液型遺伝子族の解析 

○鈴木昭徳1、池谷弘伸2、遠藤康平2、北野 誉1, 2 

1茨大・院理工、2茨大・工 

 有胎盤哺乳類の共通祖先におけるオキシトシンレセ
プターの進化速度の変化 

山下 薫、◯北野 誉 

茨大・工 

RH 式血液型遺伝子は赤血球膜上に発現している12回膜貫

通型タンパク質をコードしている。これは、同様に赤血球膜

上に発現している RHAG や、主に腎臓で発現する RHBG、

RHCG とともに RH 式血液型遺伝子族を形成している。これ

らは脊椎動物の進化の過程で2回の全ゲノム重複によって

生じたと考えられている。本研究では、RH 式血液型遺伝子

族の重複時期や分化のタイミングの詳細な解析を行うため、

無顎類に属するクロヌタウナギ（Paramyxine atami）とスナヤ

ツメ（Lethenteron reissneri）の解析を行った。その結果、クロ

ヌタウナギから2つ、スナヤツメから3つの RH 式血液型遺伝

子族の相同遺伝子の塩基配列を得ることができた。これらを

含めて、脊椎動物のRH式血液型遺伝子族の系統樹を作成

したところ、得られた配列は他の脊椎動物の RHBG および

RHCG の相同遺伝子であるということが示唆された。今回得

られた結果は、脊椎動物の初期における RH 式血液型遺伝

子族の進化、さらには赤血球系の進化過程の理解の一役を

担うものと考えられる。 

 オキシトシン（OXT）は9アミノ酸からなるペプチドホルモンで

あり、主に出産時の子宮収縮や授乳期の乳汁分泌に関与

する。一方、OXT と2アミノ酸が異なるだけのアルギニンバソ

プレシン（AVP）は主に腎臓で抗利尿の働きを持つ。これら

をコードする遺伝子は、有顎脊椎動物の共通祖先で直列重

複したと考えられている。一方、これらのレセプターとして

は、1つのオキシトシンレセプター（OXTR）と3つのアルギニ

ンバソプレシンレセプター（AVPR1A、AVPR1B、および

AVPR2）があり、脊椎動物の共通祖先において2回の全ゲノ

ム重複によって生じたと考えられる。本研究では、これらホル

モンとレセプターの遺伝子の進化学的解析を行った。その

結果、ホルモン遺伝子では、1つのアミノ酸置換（I8L）が有胎

盤哺乳類の共通祖先で起こり OXT が生じ、一方それに伴

い、OXTR の機能的制約が一時緩和され、その後ホルモン

とレセプターの関係が回復されることによって、機能的制約

が復元された、ということを示唆する結果が得られた。これ

は、OXT-OXTR システムの進化が有胎盤哺乳類自体の進

化の基礎的な部分に関与していることを示唆している。 

P-31   P-32  

Exome データを利用した霊長類の嗅覚受容体遺伝子
の比較解析 

○松井 淳1、郷 康広1、豊田 敦2、会津智幸2、石崎比奈

子2、今井啓雄1、藤山秋佐夫2, 3、平井啓久1、新村芳人4 

1京大・霊長研、2遺伝研、3情報研、4東京医科歯科大・難治

疾患研 

 真主齧類における苦味受容体の進化 

○早川卓志、鈴木南美、松井 淳、今井啓雄、平井啓久、郷

康広 

京大・霊長研 

嗅覚受容は、7回膜貫通型の嗅覚受容体(OR)が環境中の

におい物質を分子認識することにより開始される。多様なに

おい物質に対応するため、ゲノム中には多数の OR 遺伝子

が存在し、それらは哺乳類 大の多重遺伝子族を形成して

いる。霊長目では、進化の過程で嗅覚の相対的な重要性が

低下し、他の哺乳類に比べて嗅覚機能が大きく失われたと

考えられているが、OR 遺伝子のレパートリーは、ヒトを含め

た霊長類の種間において多様である。 

近年、霊長類のゲノムデータが相次いで報告され、より詳細

なゲノム比較研究が可能になったが、依然としてヒトに近縁

な各系統の代表種、実験動物にとどまっている。そこで本研

究では、生態・形態学的に特徴を持つ3種の霊長類の

Exome データを自ら産出し、それらを用いた OR 遺伝子の網

羅的な比較解析の可能性を検討する。また、新たな霊長類

のドラフトゲノム配列から同定した OR 遺伝子をあわせて比

較解析し、嗅覚受容体遺伝子のレパートリーが劇的に変化

する系統から、昼行性と夜行性・鼻の構造変化など、生態・

形態学的な変化が霊長類の嗅覚の進化に与えた影響を検

証し、OR 遺伝子がたどった進化の道筋を明らかにする。 

 哺乳類は、味覚器に発現した苦味受容体 TAS2R によって

食物中の毒物を検出し、摂取の判断をくだす。ヒトゲノムは

一般に25個前後の機能的な TAS2R 遺伝子を持ち、それぞ

れが異なる物質を受容するため、我々は多様な毒物を食物

中に感知することができる。このヒト TAS2R のレパートリー

は、ヒト化に至る進化過程で、食性などに関わる自然選択の

結果として形成されたと考えられるが、果たしてどんな進化

史を辿ってきたのだろうか。 

本研究では、26種の真主齧類（主に霊長類及び齧歯類を含

む単系統分類群）のホールゲノムアセンブリにおいて、相同

性検索により TAS2R レパートリーを網羅的に決定し、パラロ

グ及びオーソログ関係を同定した。その結果、真主齧類の

共通祖先は少なくとも23個の機能的なTAS2R遺伝子を持つ

こと、ならびにヒト化に至る遺伝子重複と欠失及び偽遺伝子

化のプロセスが示された。また系統特異的に重複及び多様

化したTAS2R遺伝子群も複数同定された。真主齧類は虫食

性、穀食性、果食性、葉食性など、多様な食性を種特異的

に発達させているので、TAS2R レパートリーの系統特異的な

進化と密接に関係しているかもしれない。 
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P-33   P-34  

鯨類のゲノムにおける Class I 嗅覚受容体遺伝子クラ
スター領域 

○岸田拓士、今井啓雄 

京大・霊長研 

 アミノアシルtRNA合成酵素を用いた全生物の分子系
統解析 

○中川穂、古川龍太郎、横堀伸一、山岸明彦 

東薬大・生命 

哺乳類の嗅覚受容体(OR)遺伝子は、配列の相同性から大

きく二つのサブファミリー―Class I と Class II―に分類する

ことができる。Class IIサブファミリーに属する OR遺伝子は多

くの染色体上に散らばって存在している一方で、Class I サ

ブファミリーのOR遺伝子は一つの染色体上に隣接して存在

し、遺伝子クラスターを形成している。完全に海洋環境に適

応し、陸上環境を直接必要としない鯨類の嗅覚能力や嗅覚

器官は、陸上哺乳類のそれと比べると著しく退化しているこ

とが知られている。実際、鯨類の Class II OR 遺伝子の多くは

偽遺伝子化しており、その機能は海洋環境への適応進化に

伴って失われたと考えられている。本研究では、複数の鯨類

のゲノムから、Class I OR 遺伝子クラスターを含む領域の解

析を行った。鯨類のゲノムから、この領域が欠落している可

能性が示唆された。こうした結果を報告する。 

 全生物が真核生物、真正細菌、古細菌の3つに分けられると

する3ドメイン説が現在広く受け入れられている。（Woese et 

al. 1990: Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A 87, 4576-4579）しか

し、ドメイン間の系統関係については諸説ある。例えば、古

細菌が1つのドメインにならず、真核生物が古細菌の内群と

なる Eocyte 説（Rivera & Lake 1992: Science 257: 74-76）な

ど、3ドメイン説に対立する仮説も存在し、議論が続いてい

る。 

 我々のグループは全生物の系統関係を明らかにする事を

目標とし、様々なタンパク質を用いて分子系統解析を行って

いる。 

 本研究では、分子系統解析のターゲットとしてアミノアシル

tRNA 合成酵素（ARS）を用いた。ARS は翻訳系に関わる酵

素であるため、どのドメインの生物も持っていると期待され

る。現在、Class II ARS である SerRS、ThrRS、ProRS 及び、

Class I ARS である TrpRS、TyrRS の解析を進めている。 

 本報告では、これまでの解析結果から全生物と真核生物

の系統的位置関係について、特に真核生物の起源に焦点

を当て、議論する。 

P-35   P-36  

クラス Ia アミノアシル tRNA 合成酵素を用いた全生物
の分子系統解析 

○古川龍太郎、横堀伸一、山岸明彦 

東薬大・生命 

 翻訳伸長因子を用いた生命の初期進化の解析 

○金武 舞、横堀伸一、山岸明彦 

東薬大・生命 

Woese らは16S/18S rRNA を用いた分子系統樹を作成し、

全生物を3つのドメイン（真正細菌、古細菌、真核生物）に分

ける3ドメイン説を提唱した(1990: PNAS 87:4576-4579)。しか

し、真核生物を古細菌の内群とするような、3ドメイン説に対

する反論も多く、結論は出てない。我々は生命の初期進化

や全生物の共通祖先がどのような生物であったかを解明す

るため、様々なタンパク質遺伝子を用いた系統樹を作成し、

全生物の共通祖先の系統学的位置の推定を行っている。ま

た、祖先配列推定を行い、それを基にタンパク質を復元し、

全生物共通祖先がどのような生物であったかを調べている。

本研究では、アミノアシル tRNA 合成酵素であるイソロイシル

tRNA 合成酵素、ロイシル tRNA 合成酵素、バリル tRNA 合

成酵素、メチオニル tRNA 合成酵素を用いて各々の分子系

統樹を作成し、全生物の系統関係を議論する。また、今回

使用した４つの酵素はパラロガスな遺伝子と考えられている

ことから４つの酵素を用いた複合系統樹を作成し全生物の

共通祖先の位置を推定する。その解析結果について報告

する。 

  全生物を Woese らは、16S/18S rRNA の配列を基に作製し

た全生物の系統樹に基づき、真核生物、真正細菌、古細菌

の3ドメインに分類した(Woese et al., 1990, PNAS 87: 

4576) 。 一 方 、 Rivera と Lake は EF-1 α /EF-2 と

EF-Tu/EF-G 中のインデル（indel、一次配列に見られる挿

入と欠失）の有無を指標とし、古細菌の中でもEocyteの仲間

は真核生物と姉妹群となり、真核生物は古細菌の内部系統

となることを示唆した(Rivera & Lake 1992, Science 257: 74)。

 我々は、全生物の共通祖先の特徴や、また真核生物、古

細菌と真正細菌の系統関係について研究を進めている。

我々は全ゲノム配列の報告がある生物から、真核生物種38

種、古細菌22種、真正細菌56種、計116種を選び、これをベ

ースとして、様々なタンパク質を用いて系統樹を作製し全生

物の共通祖先の系統学的位置の推定を行っている。 

 本報告では、EF-1α/EF-2と EF-Tu/EF-G に基づく分子

系統解析の再検討に関して、その進行状況について報告

する。 
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P-37   P-38  

Glycerol-1-phosphate dehydrogenase の分子系統解
析に基づく初期生命の進化の解明 

○中島慶樹、赤沼哲史、横堀伸一、山岸明彦 

東京薬科大学 生命科学部 

 新生遺伝子の転写調節機構の獲得と進化 

○松村研哉1、郷 康広2、大島一彦1 

1長浜バイオ大学・バイオサイエンス学部、2京都大学・霊長

研 

生物の細胞膜は自己と外界とを隔てる重要な構造である。

細胞膜の構成脂質は真正細菌-真核生物と古細菌で構造

が 異 な り 、 真 正 細 菌 - 真 核 生 物 で は

sn-glycerol-3-phosphate (G3P)だが、古細菌では G3P の鏡

像異性体である sn-glycerol-1-phosphate (G1P)である。ま

た、G3P と G1P の生合成は、真正細菌と古細菌とで、それぞ

れ起源の異なる酵素である G3P dehydrogenase (G3PDH)と

G1P dehydrogenase (G1PDH)によって行われる。Koga らは

G3PDH と G1PDH によって真正細菌祖先と古細菌祖先が出

現したとする進化モデルを提唱した。しかし近年、真正細菌

の一種 Bacillus subtilis で G1PDH が発見された。この発見

は古細菌共通祖先が独自に獲得したと考えられていた

G1PDH の起源が古細菌と真正細菌に分岐する以前であっ

た可能性を示唆する。そこで G1PDH の起源を明らかにする

ために、我々は古細菌と真正細菌に由来する G1PDH 及び

そのファミリータンパク質を用いて分子系統学解析を行っ

た。この解析結果について報告する。 

 PIPSL は、RNA を介してエキソンが混成し、それに遺伝子重

複が連動するという、極めて新奇なメカニズムで誕生した霊

長類特異的な遺伝子である。チンパンジーの精巣では、

PIPSL のRNA からタンパク質への翻訳が抑制されている。新

たに誕生した遺伝子が、どのように発現調節機構を獲得、あ

るいは変化させるのか探るため、PIPSL 周辺のゲノム配列の

比較解析を行った。 

PIPSL の5′上流域には、霊長類間で高度に保存された

primate conserved element が存在している。更にこの配列が

ENCODE プロジェクトの機能注釈と重なるため、この領域が

PIPSL の転写制御に関わる可能性が強く示唆された。現在

この領域の種間比較や多型調査を進めており、チンパンジ

ーで特徴的な多型を見出している。既存の超保存因子（転

写制御配列）と新生遺伝子の関わりついて議論や考察を深

めたい。 

P-39   P-40  

発現量の差異に対する自然選択の検出 

○佐藤光彦、牧野能士、河田雅圭 

東北大・院・生命 

 天然変性タンパク質の進化的保存性の解析 

○細川達也1、河合洋介1、福地佐斗志2、西川 建3、菊地武

司1 

1立命大・生命、2前橋工大・工、3阪大・蛋白研 

遺伝子発現制御の変化は表現型変化を引き起こす要因の

一つとして知られており、特にエンハンサーなどのシス制御

領域への突然変異によって表現型が変化しているという報

告が近年増加している。シス制御領域の置換が適応進化に

よるものか中立進化によるものか判断することは、生物の分

子進化のプロセスを理解する上で重要な課題である。シス

制御領域の DNA 配列を用いて自然選択を検出する手法は

いくつか開発されているが、それらはシス領域によって時空

間的に制御されている遺伝子発現の変化を考慮していな

い。発現量の変化に着目することで、発生過程のどの時期

のどの部位で自然選択が働いたのか検出が可能となりうる。

そこで本研究では、シス制御配列から遺伝子発現量を予測

するモデルを用いて、種間での発現量の違いに働く自然選

択を検出する手法を開発した。本手法を用いてキイロショウ

ジョウバエと全ゲノム既知の近縁種5種において初期発生に

関わる35遺伝子、胚を前後軸に沿って100等分した部位に

対して検出を試みた結果、4遺伝子、計57部位で自然選択

が検出された。本発表では、自然選択が発現量へ与える影

響とその重要性について議論したい。 

  近年、特定の立体構造を形成しない領域を含む天然変性

タンパク質が無視できないほど多く存在することが明らかに

されつつある。天然変性タンパク質には転写因子など重要

な役割を持つものが多いが、特定の立体構造を作るという制

約は弱いはずであり、どのような分子進化様式を持つのかを

明らかにするのは興味深い問題である。本研究では、天然

変性タンパク質の分子進化に及ぼす自然淘汰の働きを明ら

かにする為に非同義置換と同義置換の速度比（dN/dS 比）

の推定を行った。その結果、天然変性タンパク質中で構造

を作らない部位の dN/dS 比は構造を作る秩序領域よりも高

い傾向にあった。一方で、通常は天然変性状態にあるがパ

ートナー分子の存在下では構造形成を行う部位は、天然変

性領域の中では低い dN/dS 比を示した。これらのことから天

然変性領域は秩序領域と比べて自然淘汰の影響が小さく中

立的な突然変異の寄与が大きい事が明らかになった。 
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P-41   P-42  

Advantages of a Mechanistic Codon 
Substitution Model for Evolutionary Analysis 
of Protein-Coding Sequences 

宮澤三造 

群馬大・院工 

 哺乳類の吻部進化に関わった SINE 

○小林直樹、 西原秀典、 岡田典弘 

東工大・生命 

A mechanistic codon substitution model, in which each codon 
substitution rate is proportional to the product of a codon mutation 
rate and an average fixation probability depending on the type of 
amino acid replacement, has advantages over nucleotide, amino acid, 
and empirical codon substitution models. The present scheme for 
single nucleotide mutations is equivalent to the general 
time-reversible model, but multiple nucleotide changes in 
infinitesimal time are allowed. Selective constraints on the respective 
types of amino acid replacements are tailored to each gene in a linear 
function of a given estimate of selective 
constraints, which is calculated by maximizing the respective 
likelihoods of empirical amino acid or codon substitution frequency 
matrices. Akaike and Bayesian information criteria indicate that the 
present model performs far better than the other substitution models 
for all five phylogenetic trees of highly-divergent to 
highly-homologous sequences of chloroplast, mitochondrial, and 
nuclear genes. It is also shown that multiple nucleotide changes in 
infinitesimal time are significant in long branches, although they 
would be caused by compensatory substitutions or other mechanisms. 
The variation of selective constraint over sites fits the datasets 
significantly better than variable mutation rates. Assuming variable 
mutation rates over sites lead to the overestimation of branch lengths. 
Reference: doi:10.1371/PLoS One, 6, e28892, 2011. 

 我 々 は 有羊膜 類 ゲノ ム 中に存 在 する SINE の一 種、

AmnSINE1を発見し、その一部が哺乳類種間で高度に保存

されていることを見出した。これらの SINE の挿入は哺乳類共

通祖先でおこったと考えられるが、一般に SINE がこれほど

長い間、高度に保存されることはない。よって AmnSINE1 が

哺乳類共通祖先で何らかの機能を獲得した可能性が示唆さ

れる。本研究では AmnSINE1が哺乳類進化に及ぼした影響

と機構の解明を目指し、マウス受精卵を用いたエンハンサー

アッセイによる機能を持つ AmnSINE1領域の検索と、その機

能解析をおこなった。結果、二つの AmnSINE1由来遺伝子

座が脳発生に関与する遺伝子のエンハンサーであることを

示した。さらに今回、前頭鼻領域でエンハンサー活性を持つ

遺伝子座、AS3_9を得た。前頭鼻領域は呼吸、咀嚼、哺乳な

どに関与し、哺乳類の進化において重要な役割を担った組

織の一つであるため非常に興味深い。また、同遺伝子座は

口蓋突起においてもエンハンサー活性が検出され、二次口

蓋の形成にも関わった可能性が示唆される。今回は AS3_9

遺伝子座の詳細な解析を行ったので報告する。 

P-43   P-44  

SINE 由来エンハンサーの機能進化 

○伊澤和輝、西原秀典、田代賢祐、小林直樹、岡田典弘 

東京工業大学 大学院 生命理工学研究科 

 脳梁進化に関与した SINE 由来エンハンサー 

○西原秀典1、Anne Teissier2、小林直樹1、田代賢祐1、中西晶子1、

佐々木 剛3、伊澤和輝1、Kuo Yan4、 Victor Tarabykin4、隅山健

太5、平川美夏6、Alessandra Pierani2、岡田典弘1 

1東工大・院生命理工、2Institut Jacques Monod・Université Paris 

Diderot、3東農大・農学部、4Max-Plank-Institute for Experimental 

Medicine、5遺伝研・集団遺伝、6JT 生命史研究館 

SINE とは、自身のコピー配列をゲノム中で増幅させる転移

因子の一種であり、一般にジャンク DNA の一部と認識され

ている。しかし近年の研究で、一部の SINE が哺乳類で高度

に保存された非コード領域を成していることが判明し、何ら

かの哺乳類特異的な機能を有することが示唆されていた。

実際にその中の１つである AS021遺伝子座は哺乳類特有の

大脳新皮質においてエンハンサー機能を有している事が分

かっている。本研究では SINE がどのような過程を経てエン

ハンサーとしての機能を獲得したのかを解明するため、トラ

ンスジェニックマウスを用いた AS021のエンハンサー機能解

析を行った。まず AS021上の SINE 相同領域を欠失させると

エンハンサー活性が消失した。次にその SINE 相同領域を

SINE 挿入直後の配列や哺乳類の共通祖先の復元配列に

置き換えたところ、SINE 挿入直後の配列では活性が低下

し、哺乳類の共通祖先の配列では完全な活性を示した。さら

に転写因子結合予測サイトに変異を導入すると活性が低下

した。これらのことから、AS021は SINE 挿入直後に弱いエン

ハンサー機能を獲得し、その後変異が蓄積して転写因子が

結合するようになった結果、哺乳類の共通祖先までに完全

なエンハンサー機能を獲得したと考えられる。 

  SINE とはゲノム中で自身のコピー配列を増幅させる転移

因子の一種であり、一般には生物個体の生存に必須ではな

い寄生配列と考えられている。しかし我々の先行研究では、

AmnSINE1と呼ばれる SINE の一部が哺乳類特異的に保存さ

れ、その中の1つ（AS021遺伝子座）が大脳新皮質で機能す

るエンハンサーであることを発見した。本研究では、AS021

遺伝子座が大脳新皮質の深層において Satb2遺伝子を発

現させるエンハンサーとして機能することを示す。Satb2が脳

梁への軸索伸長に必須であることが知られており、事実、

AS021遺伝子座のエンハンサー活性も脳梁へ軸索を投射す

る大脳皮質ニューロンにおいて見られた。このことから、哺乳

類の祖先において SINE が Satb2のエンハンサーとしての機

能を獲得し、真獣類の祖先における脳梁の獲得に寄与した

可能性が示唆された。さらに AS021遺伝子座に結合する転

写因子を同定し、その結合モチーフが他のSINE 配列でも共

有されていることを見出した。このことは、複数の SINE 由来

エンハンサーに同一の転写因子が結合し、哺乳類特有の発

現制御ネットワークを形成する可能性があることを示すもの

である。 
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P-45   P-46  

SINE 由来配列は間脳の Fgf8エンハンサーの活性を
視床下部に限定する 

○中西晶子1、小林直樹1、鈴木-平野明日香2、西原秀典1、佐々木

剛1, 3、平川美夏4, 5、隅山健太6、下郡智美2、岡田典弘1 

1東工大・院・生命理工、2理研 BSI、3東農大・農、4京大化学研究所、
5JT 生命誌研究館、6遺伝研 

 高温適応進化大腸菌における groL 変異の機能解析

◯花神彩香1、橋本智美1、小宅綾菜1、中屋敷徹2、森 浩

禎2、岸本利彦1、四方哲也3, 4, 5 

1東邦大・院理、2奈良先端・院バイオサイエンス、3阪大・院情

報 科学、4ERATO JST、5阪大・院生命機能 

Short interspersed repetitive elements (SINEs)を含む転移因

子は哺乳類ゲノムの半分を占め、遺伝子発現の調節に関与

する conserved non-coding elements （CNEs）主な供給源で

ある。 我々は以前、新規の SINE family、AmnSINE1の多くの

座位が哺乳類に特異的な CNEs の一部を構成し、そのうち

AS071座位がマウス10.5日胚の間脳においてエンハンサー

活性を有することを報告した。今回、より広い発生ステージ

においてAS071－トランスジェニックマウスのlacZ 発現をFgf

８の発現と比較することにより、AS071が発生中のマウス間脳

に発現する Fgf８の遠位のエンハンサーであることを明らか

にした。さらに、AS071配列を部分的に欠損させたコンストラ

クトを用いたエンハンサー解析により、AS071が少なくとも３

つの機能的に異なるサブエレメントを含んでいることを示し

た。これらのサブエレメントは恊同的に働くことにより３つの間

脳のドメインにエンハンサー活性をもたらし、そのうち

AmnSINE1に由来するサブエレメントは活性を腹側視床下部

中線に限定することにのみ機能しているらしい。この研究で

は、一つのエンハンサーエレメントが異なる機能を持つ複数

のサブエレメントに分割でき、その活性は発現の増強および

発現領域の限定という異なる機能の組み合わせによって表

されることを示した。 

  進化メカニズムを解明する上で変異と適応進化の機能相

関解析は重要である。当研究室では大腸菌高温適応進化

実験を行い、これまでに49℃以上の適応に成功し、45℃適

応株までのゲノム解析を終了した。45℃適応過程では変異

率が上昇し、様々な変異が固定されていることを明らかにし

た（PLoS Genetics, 2010）。本研究では、変異遺伝子のなか

でも分子シャペロン GroEL をコードする必須遺伝子 groL に

注目し、groL 変異（プロモーター、ORF）の機能解析を目的

とした。 

 まず groL 変異の導入時期を特定し、groL プロモーター変

異の有無による高温時における GroEL 発現への影響を調

べた。その結果、GroEL の熱応答性上昇、GroEL 発現上

昇、タンパク質可溶化による不溶性タンパク質の減少が確認

された。 

 また、45℃完全適応株において、ゲノム部位特異的組換

法を用いて groL 変異の変異型から野生型への組換えを行

った。得られた株の増殖速度測定を行った結果、37℃では

変異の影響はなく、45℃では50%以上増殖速度が低下した。

また、得られた株は植菌時の濃度が薄い場合、増殖が極端

に悪くなり、濃度依存性の可能性が示唆された。 

P-47   P-48  

Usnea 属の地衣類における乾湿サイクルと遺伝子発
現の関係 

○河野美恵子1、大村嘉人2、颯田葉子1 

1総研大・先導科学、2科博・植物 

 下等脊椎動物における松果体関連器官の波長識別
システムの多様性 

○小柳光正、和田清二、山下（川野）絵美、寺北明久 

大阪市大・院理 

自然界に普遍的に存在する共生は生態系を支える重要な

生物種間の関係である。藻類と菌類が共生した地衣類は、

その生息域の広さから も成功した共生の一つだと考えら

れている。地衣類は共生することで生物にとって生存が難し

い極限環境への進出を可能とした。これまでの研究から、地

衣類が非常に多様であり、単一の起源を持たないことが分

かっている。しかし、藻類と菌類の共生がどのようにして進化

してきたのか、その遺伝的背景についてはほとんど明らかに

なっていない。地衣類の共生関係で も重要なのは藻類か

ら菌類への栄養の授受である。生理学的実験から、栄養の

受け渡しには地衣類が乾燥と湿潤のサイクルに晒される必

要があると考えられている。よって乾湿のサイクルに伴って

発現が変化する遺伝子には、共生に関わる遺伝子が含まれ

ることが期待される。そこで本研究では、Usnea 属の地衣類

を用い、乾湿のサイクルに伴って発現が変化する遺伝子の

単離を目的とする。具体的には、野外で採集した地衣類を

湿潤状態・乾燥状態におき、それぞれの状態で特異的に発

現する遺伝子を単離し、共生に関わる遺伝子の候補の同定

を試みた。 

 下等脊椎動物の松果体は、UV 光と可視光の比率を検出す

ることで光の波長を識別していることが知られている。これま

でに私たちは、円口類ヤツメウナギにおいて、光受容タンパ

ク質であるオプシンファミリーの一種であるパラピノプシンが

松果体波長識別の UV 受容を担っていることを明らかにし

た。さらに 近、爬虫類にのみ存在する松果体関連器官で

ある頭頂眼においても、イグアナを用いた解析から、パラピノ

プシンが UV 受容タンパク質として波長識別に関与している

ことを強く示唆する結果を得た。このことは、松果体関連器

官における UV 受容の分子基盤が脊椎動物共通であること

を示唆している。本発表では、この共通性に加え、松果体や

頭頂眼に発現する可視光受容タンパク質に着目した松果体

関連器官の波長識別の多様性についても議論する。 
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P-49   P-50  

グッピーにおける LWS オプシン遺伝子の多型と遺伝
子発現量及び長波長光感受性との関連 

○酒井祐輔1、大槻 朝1、手塚あゆみ2、笠木 聡3、河村正

二3、河田雅圭1 

1東北大・生命、2北海道大・FSC、3東京大・新領域 

 RAD タグマーカーによるタモロコ属魚類の高密度連
鎖地図構築と比較ゲノム解析 

○柿岡 諒1、小北智之2、熊田裕喜2、渡辺勝敏1、奥田 昇3 

1京大・院理、2福井県大・海洋、3京大・生態研 

本研究対象であるグッピー（Poecilia reticulata）は、長波長

光の感受性に多様性があることが知られており、色覚の進化

研究にあたって有用なモデルである。近年、長波長光感受

に関わる LWS オプシンをコードする遺伝子が、遺伝子重複

により4遺伝子座存在していること（LWS1、LWS2、LWS3、

LWS4）、そのうち3遺伝子座において遺伝的変異があること

が確認された。LWS オプシン遺伝子の重複と遺伝的変異

は、長波長感受の多様性を生み出している可能性がある

が、実際にどう関与しているのかは不明である。本研究で

は、LWS オプシン遺伝子の変異に基づき2つの系統を作成

した。その後、作成した2系統間で長波長光感受性の比較、

及び LWS オプシン遺伝子発現量の比較を行った。オプトモ

ーター反応に基づき光感受性を測定した結果、LWS オプシ

ン遺伝子型の系統により長波長光感受性に差異が見られ

た。さらに、一方の系統において、LWS-2の発現量が有意

に低下していた。これらのことから、LWS オプシン遺伝子の

重複する遺伝子間の発現量バランスの変異が長波長の光

感受性に関与している可能性が示された。さらに LWS2の上

流配列解析を行い、発現量の低下に影響している遺伝的変

異を特定することを試みた。 

 次世代シーケンサーを用いた Restriction-site associated 

DNA（RAD）シーケンシングは，非モデル生物においても，

ゲノムワイドな SNP 探索とそのジェノタイピングを同時に行う

ことができる手法であり，近年，進化生態学研究における有

用性が指摘されている．我々はタモロコ属Gnathopogonを対

象に，魚類の湖沼適応と関連した表現型進化の遺伝機構を

解明する研究を進めており，形態変異に関する QTL 解析の

基盤として，RAD タグマーカーによる高密度連鎖地図の構

築を行った．琵琶湖固有種のプランクトン食者ホンモロコと

近縁種で河川性のベントス食者タモロコの F2雑種家系を解

析したところ，1884個の RAD タグマーカーにより25個の連鎖

群が得られ，これは本属の染色体数と一致した．また連鎖群

の1つで，メス特異的な伝達比の歪み（transmission ratio 

distortion）が見出された．さらに，シンテニー解析により，モ

デル生物であるゼブラフィッシュ Danio rerio と本属魚類の間

では，相同な染色体間で遺伝子の構成や配置がよく保存さ

れていることが判明した． 

P-51   P-52  

Genetic bases for different thermal 
microhabitat use in three Cuban Anolis lizards.

赤司寛志1、アントニオ カディス・ディアス1、牧野能士2、河田

雅圭3 

1東北大・院生、2東北大・助教、3東北大・教授 

 日本列島におけるアオガイ属（腹足綱: カサガイ目: 
ユキノカサガイ科）の系統地理 

◯照屋清之介1、中野智之2、佐々木猛智3 

1東大・院理、2京大・瀬戸臨海、3東大・総合研究博 

Anolis species within a community occupy different structural 

niches and show different morphological adaptation (i.e., 

ecomorph) . In Cuba, three trunk-ground species (Anolis 

sagrei, A. homolechis and A. allogus) coexist within the same 

communities although they show similar morphology and 

behavior. It has been reported that they have different thermal 

adaptation and inhabit in microhabitats with different thermal 

environments. However, no study has been conduced on the 

genetic bases of mechanisms for different thermal adaptation. 

We hypothesized that transient receptor potential (TRP) ion 

channels, which serve as temperature sensations in most 

organisms, have diverged among these species and function 

as to alleviate the interspecific interactions by preventing 

them from entering other species thermal territories. Here, we 

show the comparisons of TRP gene sequences to imply the 

possibility of TRP ion channels diversification. 

 アオガイ属 Nipponacmea は日本列島を中心に分布してい

る貝類でこれまでに10種が記載されている。アオガイ類は潮

間帯の岩礁域において普通に見られることから、潮間帯の

岩礁域性貝類の遺伝的集団構造を把握する上で好適な材

料であると考えられる。日本列島の分布域全域にかけてサ

ンプリングを行い、mtDNA の COI 領域を用いて分子系統解

析を行った。その結果、広域的に分布する種の中には地域

的な分化が顕著な種があることが分かった。例えば、クサイ

ロアオガイの種群は、（1）沖縄の“クサイロアオガイ N. 

fuscoviridis ” 、 （ 2 ） 日 本 本 土 の ク サ イ ロ ア オ ガ イ  N. 

fuscoviridis、（3）N. formosa の3つのクレード確認され、これ

らの単系統性はそれぞれ高いブートストラップ確率で支持さ

れた。沖縄のクサイロアオガイは形態的に識別することが困

難であり、遺伝的分化の程度からも隠蔽種の可能性が考え

られる。日本本土のクサイロアオガイとコウダカアオガイ N. 

concinna においては地理的な集団構造は見られなかった。

今後、アジア全域のアオガイ類を網羅的に解析し、集団構

造を明らかにする予定である。 
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P-53   P-54  

ハナゴウナ科（軟体動物門：腹足綱）における寄生戦
略の変遷 

○高野剛史1、Anders Warén2、狩野泰則1 

1東京大学大気海洋研究所、2スウェーデン国立自然史博物

館 

 複数の核遺伝子による多足亜門の系統解析 

○宮澤秀幸1, 2、蘇 智慧1, 2 

1阪大・院理、2JT 生命誌研究館 

寄生生物と宿主の相互作用は生物多様化を促進するといわ

れている（Summers et al. 2003）。節足・扁形動物門をはじめ

とする様々な寄生性動物群で進化系統学的研究が行われ

てきたが、軟体動物における寄生の獲得と多様化について

は知見が少ない。ハナゴウナ科は軟体動物を代表する寄生

性分類群で、棘皮動物の全5綱に寄生する巻貝である。自

由生活に近いものから宿主体表に固着するもの、体内寄生

するものなど様々な戦略をとる種が含まれ、寄生様式進化の

研究を行う上で非常に興味深い材料であるといえる。また寄

生性の獲得に伴い、殻形態の多様化や咀嚼器官である歯

舌の喪失が起こっている（Waren 1984）。演者らはこれら寄

生進化や形態多様化の解明を目指し、同科約30属50種に

ついて5遺伝子座の塩基配列に基づく分子系統解析を行っ

た。主な結果を次に示す。１）宿主の各綱に複数系統のハナ

ゴウナ科貝類が寄生する。２）異なる綱を宿主とする個々の

系統において、自由生活に適した塔型から永続的寄生に特

化した球形・笠型への進化、内部寄生の獲得が見られる。

３）歯舌の退化は一度だけ生じた。 

 多足亜門は、ムカデ綱、ヤスデ綱、コムカデ綱、エダヒゲムシ

綱の4綱からなる。近年の分子系統学の研究により、節足動

物門における多足亜門の単系統性や各綱の単系統性につ

いてはおおむね支持されている。しかし、綱間と綱内の目間

の系統関係については明確になっていない。本研究では３

つの核タンパク質遺伝子 (DPD1、RPB1、RPB2) の配列を

決定し、これに基づいて推定されたアミノ酸配列を用いて、

尤法・ベイズ法によって系統解析を行った。これまでに、

ムカデ綱の4目、ヤスデ綱10目、コムカデ綱1目について解

析が完了している。ムカデ綱、ヤスデ綱の内部の目間の系

統関係については、形態に基づく解析結果と概ね一致して

おり、特にヤスデ綱内部では前雄類と、さらにその内部の畸

顎類の単系統性が強く支持されている。多足亜門全体につ

いては、形態に基づく解析や、ミトコンドリア遺伝子を用いた

系統解析ではムカデ綱が先に分岐し、ヤスデ綱、コムカデ

綱とエダヒゲムシ綱が単系統群（前性類）を成す結果が得ら

れたのに対し、本研究では、コムカデ綱が 初に分岐してヤ

スデ綱とムカデ綱が姉妹群を形成する興味深い結果が得ら

れた。 

P-55   P-56  

ミトコンドリア DNA 全塩基配列決定によるノコギリザメ
とノコギリエイの系統関係 

○田中景子1、大坂綾太2、椎名 隆1、猪子英俊1、田中 彰2 

1東海大・医、2東海大・海洋 

 ニホンスッポン Pelodiscus sinensis 日本集団の遺伝
的変異 

○鈴木 大1、疋田 努2 

1海洋大・海洋科学、2京大・院理 

板鰓類に属するノコギリザメPristiophorus japonicusとノコギリ

エイ Pristis microdon はのこぎり状の吻を持つ特徴を有し、そ

の下側にはロレンチニ瓶と呼ばれる電気受容器を多数保持

している。両種の形態学的情報は報告されているが、分子

進化学的情報やゲノム情報は乏しい。また、両種はサメ・エ

イで類似した形態を持つため、それらの分子解析はサメ・エ

イ2分岐説の検証にもつながるものと考えられる。また、のこ

ぎり状の吻の形成要因を考える助けとなる。そこで本研究で

は、ミトコンドリア DNA（mtDNA）全塩基配列を決定し系統学

的位置を推測することにより、サメ・エイ2分岐説を検証する

ことを目的とした。 

 mtDNA 全塩基配列決定から、ノコギリザメとノコギリエイの

塩基数は18,430 bp と17,242 bp で構成され、13個の遺伝

子、2個の rRNA ならびに22個の tRNA は他種と同様に保存

されていた。系統樹解析からノコギリザメはサメ類の系統に

含まれ、ノコギリエイはエイ類の系統に含まれた。サメ・エイ

類の2分岐的な系統関係が示唆されたことから、両種の吻部

における形態的類似性は収斂進化によるものと考えられた。

  ニホンスッポン Pelodiscus sinensis は日本を含む東アジア

の広域に生息する淡水性カメ類の１種である。日本列島から

本種の化石記録が報告されているが、一方で日本集団を外

来起源と考える研究報告もある。そこで日本集団の在来性

を確かめるため、本州と九州の計８地点から得られた19個体

のミトコンドリアのチトクローム b 遺伝子配列を決定し、データ

ベースに登録されている国外他地域のサンプルや近縁種の

配列を比較して、日本集団内の遺伝的変異および国外集

団や近縁種との関係を調べた。その結果、日本集団内には

遺伝的に異なる２系統が確認された。そのうちの１系統は日

本列島に固有であり、頻度が高く、サンプリングを行ったほ

ぼ全ての地点から確認された。もう一方の系統は、中国より

得られたサンプルの塩基配列とほぼもしくは完全に一致し

た。以上より、日本列島内には在来のニホンスッポンの系統

が存在し、さらに大陸由来の系統が侵入していると考えられ

た。また、日本固有系統はロシア産の別種とされている P. 

maackii に非常に近縁であることも明らかとなった。本属の種

分類を再検討することも必要である。 
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P-57   P-58  

個体変異と種間変異からさぐる哺乳類イヌ科におけ
る臼歯形態と歯式の進化 

浅原正和 

京大・院理 

 イチジクの花の匂いの地理的変異 

○岡本朋子1、蘇 智慧1, 2 

1JT 生命誌研究館、2阪大・院理 

食肉目イヌ科は肉食性や雑食性、昆虫食性といった食性に

適応放散しており、それぞれの種は食性とともに異なった臼

歯形態を持つ一方、肉食適応した一部の種においては大

臼歯の数が減少している。このような種間変異のパターンに

適応的要因と発生学的要因はどのように相互作用している

のだろうか。本発表ではイヌ科各種の下顎大臼歯の形態と

相対サイズに関して、種間変異のパターンと、歯数変異を含

む個体変異のパターンを検討し、哺乳類における下顎大臼

歯の相対サイズと数に作用しているとされる発生モデルと比

較・検討した結果を報告する。個体変異レベルでの変異の

パターンより、イヌ科においても同様の発生モデルが適用で

きると考えられた。一方でイヌ科大臼歯にみられた変異性の

パターンは、齧歯目や多くの哺乳類で知られていたパター

ンと一部異なり、それは肉食性、あるいは雑食性に適した形

態へと変化しやすいパターンであった。このようなイヌ科に特

徴的にみられる臼歯形態の変異性は、イヌ科における食性

の多様化に貢献した可能性が示唆された。 

 花の匂いは、数種から数十種の揮発性物質から構成され、

送粉者の誘引に重要な役割を果たしている。イチジク属

（Ficus：クワ科）の植物は、熱帯を中心に800種以上が生育

し、それぞれが種特異的なイチジクコバチによって送粉され

ている。本研究では、オオバイヌビワ－オオバイヌビワコバチ

送粉共生系を材料として、植物の花の匂いの地理的変異の

有無について検証を行った。 

 オオバイヌビワは日本（奄美以南）から台湾、東南アジア、

オーストラリアまで広く分布している。今回は台湾と日本に生

育するものを対象に、それぞれ複数の個体群から DNA サン

プルと花の匂いの捕集・分析を行った。その結果、オオバイ

ヌビワの花の匂いは、台湾内では違いがみられなかったもの

の、台湾と日本の間では明瞭な違いが見られた。また、マイ

クロサテライトによる集団遺伝解析を行ったところ、花の匂い

と同様に台湾個体群内では遺伝的な変異は見られなかった

が、台湾と日本の間では遺伝構成が異なり、ゆるやかな遺

伝的分断があることが明らかになった。これらの結果は、台

湾と日本の間で遺伝子流動が制限され、花の匂いに分化が

生じたことを示唆している。 

P-59   P-60  

ハコネウツギにおける花色変化の生物学的意義の解
明 

○下川悟史、村上哲明 

首都大・牧野標本館 

 野外集団における自然選択の検出～小笠原産タブノ
キ属植物を材料として～ 

○常木静河1、加藤英寿2、吉田圭一郎3、村上哲明2 

1愛教大・理科教育、2首都大・牧野標本館、3横国大・教育人

間科学 

 一部の被子植物では開花してから花色を経時的に変化さ

せ る こ と が 知 ら れ て い る 。 本 研 究 で は 、 タ ニ ウ ツ ギ 属

(Weigela) 植物のハコネウツギ (W. coraeensis) における花

色変化にどのような生物学的意義があるのかを解明すること

を目的として研究を進めてきた。ハコネウツギは開花後に花

色を白色から赤色へと変化させることから、この種を用いて

花色の変化がポリネーターに及ぼす影響を調査した。 

 まずハコネウツギの訪花昆虫相を調べた結果、主要なポリ

ネーターはコマルハナバチとジャコウアゲハであることが分

かった。そこで、この2種の花色変化前の白花と花色変化後

の赤花への訪花頻度を調査したところ、いずれのポリネータ

ーも白花へ選択的に訪花していたことが明らかになった。 

 ハコネウツギの花色変化は開花後の日数経過によって

徐々に起こる。そのため、開花したばかりの白花は開花数日

後の赤花に比べて受粉している確率が低いと考えられる。

つまり、訪花昆虫のこのような行動から、ハコネウツギは開花

したばかりの白花に選択的に訪花してもらうことで、株全体

の受粉効率を高めている可能性が示唆された。 

 多様な生育環境へ適応分化することは、種分化の主要な過

程の1つであると考えられている。そのような種分化は生態的

種分化と呼ばれ、強い分断性の自然選択がはたらくことによ

って１つの種が２つ以上の異なる適応形質をもつ種へと分化

しうると考えられている。海洋島や断層湖などの閉じた生態

系では、共通祖先種をもつと考えられる多様な種群がほぼ

同所的に生育しており、地理的に非常に狭い範囲内で生態

的種分化が頻繁に起こったと考えられる。しかしながら、実

際にその過程を野外で実証できた例はほとんどない。そこで

本研究では隣接した乾性低木林と湿性高木林に生育し、互

いに生殖的隔離が不完全で種分化の初期にあると考えられ

る種群を含む小笠原産タブノキ属植物を用いて、野外で分

断性の自然選択の検出を試みた。その結果、実生の段階で

は生育環境に沿った遺伝構造がほとんど見られなかったの

に対し、成木では環境の違いに対応した明瞭な遺伝構造が

見られた。このことは、成長過程でそれぞれの生育環境に不

適応な移入個体や交雑個体が自然選択によって取り除か

れている可能性を示唆する。つまり、適応分化の主要因であ

る分断性自然選択が野外で検出されたと考えられる。 
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P-61   P-62  

無配生殖シダ植物における複数遺伝子座を用いた遺
伝的分離の検証 

○大槻 涼1, 2、角川（谷田辺）洋子3 

1駒澤大学総合教育研究部自然科学部門、2日本女子大・

理、3東京大学大学院・理・附属植物園 

 周期的一斉開花植物における非対称種間交雑モデ
ル 

○柿嶋 聡1、守田 智2、吉村 仁1、邑田 仁3 

1静岡大・創造院、2静岡大・工、3東大・院理・植物園 

シダ植物における無配生殖は、遺伝的多様性を獲得する上

で重要な受精と正常な減数の２つの現象が生活環から抜け

落ちている。このため、無配生殖をするシダ植物の子孫はみ

な、親と遺伝的に同一なクローンになると考えられてきた。し

かし、無配生殖個体の子孫も遺伝的に同一ではないことが

あることが明らかになってきた。たとえば無配生殖をするヤブ

ソテツでは、親-次世代個体間での遺伝型の比較から、遺伝

的分離の可能性が示唆された（Ootsuki et al. 2012）。ただ

し、この研究においては、核 pgiC 遺伝子の1領域のみを検

証していた。本研究では、同じヤブソテツにおいて、さらに検

証に用いる領域の数を増やし、3領域で遺伝的分離の検証

を目的とした。倍数性を確認した次世代胞子体96個体を対

象に PCR-RFLP による解析を行った。解析の結果、3領域の

うち2領域で遺伝的分離をしたと思われる個体が1個体ずつ

見いだされた。さらに、それぞれの領域で遺伝的分離を起こ

したと思われる個体は別であった。これは様々な領域で遺伝

的分離が独立に生じ、ゲノム全体では遺伝的に様々な次世

代個体が生じている可能性を示唆するものである。今後さら

に検証に用いる領域を増やして同様の解析を続ける予定で

ある。 

 周期的一斉開花植物とは、種あるいは集団が特定の周期で

一斉に開花し、枯死する植物であり、イネ科のタケ類が有名

である。日本列島でもキツネノマゴ科コダチスズムシソウ

Strobilanthes flexicaulis（以下コダチ）が沖縄本島で6年に1

度一斉開花、枯死する。一方で、コダチとしばしば同所的に

生育する近縁種のオキナワスズムシソウ S. tashiroi（以下オ

キナワ）は複数回繁殖の多年草である。コダチとオキナワが

同所的に生育する集団では、核および葉緑体 DNA の解析

から、両種が2つの点で非対称な交雑をしていることが分か

っている。1点目は必ずコダチが花粉親、オキナワが胚珠親

となって交雑をすること、2点目は雑種がコダチとのみ戻し交

雑をすることである。このような非対称性の要因として、周期

的一斉開花による開花数の年変動が考えられる。そこで、交

雑シミュレーション解析を行ない、コダチが周期的一斉開花

をする場合としない場合を比較した。その結果、周期的一斉

開花をする場合のみ、結果が野外集団の遺伝的な解析と合

致した。このことから、コダチとオキナワの交雑の非対称性は

コダチの周期的一斉開花が原因であることが示唆された。 

P-63   P-64  

セイヨウミツバチオスの幼若ホルモンによる脳内ドー
パミン系の制御 

○佐々木 謙1、赤坂真也1、目澤龍介1、嶋田敬介2, 3、前川清

人3 

1金沢工大・バイオ・化学、2石川自然資料館、3富山大院・理

工 

 トゲオオハリアリの行動レパートリ特異的リズム 

◯岡田泰和1、渕側太郎2、宮竹貴久3、辻 和希4 

1東大・総合文化、2ヘブライ大、3岡大・農、4琉大・農 

セイヨウミツバチのオスにおける脳内ドーパミン（DA）系の制

御機構を明らかにするために、性成熟に伴う脳内の DA 量と

DA 受容体遺伝子の発現量を調査した。脳内 DA 量は性成

熟に向けて増加し、DA 受容体遺伝子の発現量は Amdop1, 

Amdop2, Amdop3ともに増加した。次に、幼若ホルモン（JH）

による脳内 DA 量と DA 受容体遺伝子の発現量への影響を

調べるために、4日齢オスに JH 類似物質（メソプレン）処理を

施した。その結果、脳内 DA 量はコントロール個体よりも有意

に多く、DA 受容体遺伝子の発現量は Amdop2でコントロー

ル個体よりも有意に多かった。メソプレンと DA 受容体ブロッ

カーの両物質で処理した個体においても Amdop2の発現量

が多かったことから、Amdop2の発現上昇は DA シグナルを

介さずに、JH シグナルを介して起こると考えられる。このよう

にオスにおける脳内 DA 系の制御は JH が関与しており、ミツ

バチよりも原始的な社会性を持つ種と共通する可能性があ

る。一方、ミツバチのメスでは脳内 DA 系が女王物質や他の

要因によって制御されることから、JH による DA 系の制御機

構を失った可能性が考えられる。 

 概日リズムは広く生物一般に見られる内因性行動の一つで

ある．社会性昆虫はコロニー自体が”超個体”であり，単独性

動物が行なっている種々の行動レパートリが異なるカースト

に割り振られている．したがって，個々の内因性リズムにお

いても単独種ではみられないような”分化”が生じている場合

がある．トゲオオハリアリは形態的なカーストを持たず，本種

特異的な順位行動（翅芽”ゲマ”の切除）によって羽化直後

にカースト運命が決定する．そこでアクトグラフによる概日リ

ズムの測定をカーストごとに行った．巣外で他巣の個体と出

会い交尾を行うオスと，未交尾女王では強いリズムが見られ

た．女王は交尾後，巣外に出る機会がないにもかかわらず，

リズムを保持していた．一方，ワーカーはゲマ切除直後には

ややリズムを保持するものの，加齢にしたがってリズムを失っ

た．これらの知見はミツバチやオオアリなどの他のモデル種

が示すパターンと大きく異なっており，社会性昆虫が持つリ

ズムがこれまで知られていたより非常に多様化していることを

示している．発表では本種行動リズムの特徴を社会形態か

ら考察したい． 
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P-65   P-66  

間隙性貝形虫 Parapolycope spiralis （甲殻類） にみ
られる特殊な交尾栓 

田中隼人 

静岡大・理・学振 PD 

 メスは交尾に対する抵抗を進化させても性的対立の
コストを軽減できない 

原野智広 

総研大・先導科学 

交尾栓は，雄によって雌の生殖孔上に形成され，雌の再交

尾の妨害や精子の漏洩を防ぐなどの機能をもつとされる．微

小甲殻類の一種である間隙性貝形虫類 Parapolycope 

spiralis では，野外で採集した成体雌のほとんどの個体から

生殖孔を塞ぐ棒状構造物が確認される．本研究では，脱皮

実験によって未交尾の成体雌雄個体を得たのち，一連の交

尾行動を観察した．その結果，実験に用いた雌において，

交尾前には見られなかった棒状構造物が交尾後に確認さ

れた．これは雌の生殖孔を塞いでいることから，交尾栓であ

ると考えられる．雄が射精管を挿入している段階で交尾を中

断させたペアでは，交尾栓が確認されなかった．射精の後

に，雄は尾叉にある突起を雌生殖孔へ挿入することが観察

されたことから，この突起が交尾栓形成に関与していると考

えられる．SEM を用いた形態観察で，未交尾の成体雄の尾

叉の突起には薄い膜状の構造が確認できた．一方で，交尾

後の雄個体では確認できなかった．以上の結果から，P. 

spiralis にみられる交尾栓は，雄の尾叉の突起にある薄い膜

状構造が脱離し，雌の生殖孔に取り残されることによって形

成されることがわかった． 

 一般的に、オスの交尾回数の 適値はメスよりもはるかに高

いので、オスとメスが遭遇したとき、オスにとっては交尾を行う

ことが利益であり、メスにとっては交尾を行うのは不利益であ

るという場面は多い。そのため、交尾をするかしないかをめぐ

る性的対立は普遍的である。この対立によって、メスは交尾

に抵抗するように進化し、オスがそれに対抗して進化する結

果、オスとメスの拮抗的共進化（チェイスアウェイ）が誘導さ

れると考えられている。この考え方では、メスは交尾に抵抗

するように進化すれば、性的対立から被るコストを軽減できる

と想定されている。しかし、アズキゾウムシのメスでは、人為

選択によって再交尾抵抗を進化させたメスは、再交尾を受

容するメスに比べて、利害の対立するオスから受けるコストの

程度がむしろ大きかった。このことは、上述の想定に反し、メ

スは再交尾に抵抗するように進化しても、性的対立から被る

コストを軽減できないということを示している。 

P-67   P-68  

陸産貝類で見られる交尾相手の再交尾抑制 

○木村一貴、渋谷佳士、千葉 聡 

東北大・院・生命 

 キジ科クジャク属における求愛ディスプレイ形質の種
間比較 

高橋麻理子 

東大・院総合文化 

一部の陸貝は、交尾時にdartと呼ばれる槍状構造物で交尾

相手を突き刺す行動（dart shooting: DS）を示す。この類の

陸貝は同時的雌雄同体であり、１回の交尾において相互に

DS を行った後精包を渡し合う。DS には自身の精子をより多

く貯精･受精に利用させ精子の渡し手の繁殖成功度を増加

させる効果がある事が知られている。また、dart にはある種

の粘液が塗布される事が判っており、その粘液が交尾相手

の生殖器構造を一時的に変化させる事が示唆されている。

この構造変化により、交尾相手の体内に既存するライバル

精子との競争での利益が生じると考えられる。しかし DS が精

子競争へのもう一つの戦略、これから交尾相手の体内に侵

入しうるライバル精子への戦略でもある可能性は考慮されて

こなかった。そこで本研究では、DS には交尾相手の再交尾

を抑制する効果があるという仮説を検証した。室内実験によ

り、DS を受けた個体は受けなかった個体と比較して再交尾

までの時間が長いことが明らかになった。また dart に塗布さ

れる粘液だけを注入することによっても交尾成立の確率は

減少した。これらの結果は仮説が正しい事を支持している。

 キジ目キジ科の鳥、クジャク属とその近縁種のオスは、長い

羽、羽の目玉模様の誇示、音声など様々な求愛ディスプレ

イ形質を持つが、その種間バリエーションも著しい。複数の

モダリティを利用する複雑な求愛シークエンスは、段階的に

獲得された進化の産物だろう。本研究では、動物園でケー

ジ飼育されているクジャク属マクジャク（Pavo muticus）の3ペ

アを対象に計96.1h の行動観察を行い、先に調査された同

属インドクジャク（P. cristatus）の形態や行動と比較して、本

属の求愛ディスプレイ形質の祖先状態を推測した。比較の

結果、オスの上尾筒や上尾筒ディスプレイ行動が2種間で酷

似していた一方、求愛音声の種類、頻度、それらの性差はイ

ンドクジャクで顕著に大きかった。他の観察や先行の知見と

合わせると、 (1)オスの装飾的な上尾筒と上尾筒を使ったデ

ィスプレイ行動は本属の共通祖先形質であること、(2)現生イ

ンドクジャクの羽色の性差は 近メスが地味に変化したこと

によって生じたこと、(3)インドクジャクの求愛音声はオスで特

に発達し、メスで特に減少したことなどが示唆された。 
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P-69   P-70  

偏った性比による絶滅回避 

○伊東 啓1、上原隆司2、守田 智3、泰中啓一2、吉村 仁2 

1静岡大・院工、2静岡大・創造院、3静岡大・工 

 多次元空間において方向進化する集団が進化的に
分岐する条件の適用例 

◯伊藤 洋1、Ulf Dieckmann2 

1総研大・先導研、2IIASA・EEP 

少しだけ男性に偏った性比は、人間をはじめとした動物に一

般に見られる現象である。これは男性の幼児期死亡率が女

性に比べてほんの少し高いことから引き起こされると言われ

ている。1:1性比を説明した Fisher の理論でも、わずかに偏

った性比の問題は解決されていない。近年 Tainaka et al.

（2006）は、格子モデルを用いたシミュレーションによって、

男性の死亡率が高いことが、性比が偏る原因になっていると

示した。しかし、その理論的な解明はなされていない。 

本研究ではより簡単な数理モデルを作成し、性比の偏りを

理論的に説明することを試みた。毎世代の個体数が n 人の

集団を考え、男性 x 人、性比 r とし、二項分布で男女が生ま

れるモデルを考える。男性には女性よりも m だけ追加の死亡

率がかかるとしたときの絶滅確率を計算した。結果、幼少期

の死亡率 mの差によって性比がずれることがことが数学的に

導かれた。また、集団サイズ n が大きくなるほど性比 r の偏り

が大きくなることが示された。 

 Adaptive Dynamics 理論は、生態的相互作用による長期的

進化動態（方向進化、種分化など）の決定論的性質を効果

的に解析できる。形質空間が1次元の場合には、任意の生

態的相互作用について、その相互作用が集団の進化的分

岐を促すかどうか（進化的分岐条件）を簡単に解析できる。

本研究は、この進化的分岐条件を拡張し、多次元空間にお

いて方向進化する集団に適用できるようにした。今回はこの

条件を、２つの資源競争モデルと１つの捕食被食モデルに

適用した結果を紹介する。従来の進化的分岐条件では説明

できないが重要な進化的分岐現象が存在し、それが我々の

条件で説明できることを示す。 

P-71   P-72  

Relationships between duplicated genes and 
adaptation to environmental variabilities in 
mamamals 

○Tamate, C.S., Kawata, M. and Makino, T. 

東北大・院・生命 

 The Relationships between Archaeal 16S rRNA 
genes and Environmental Properties in 
subseafloor sediments offshore Shimokita 
Peninsula 

柏村卓朗 

東大・院農 

Habitats of species are restricted by environmental and genetic 
factors. If organisms could adapt to different environments, they can 
expand their distribution. Hence, an ability of adaptation to new 
environments (evolvability) is important determining the habitat 
range. However, actual genetic factors related to evolvability, the 
actual genetic factors is not clear. It is important to clarify the 
evolvability which contributes to maintenance and expansion of the 
habitat range. We focused gene duplication as a mechanism which 
produces genetic variations for evolution. Duplicated genes are 
released from functional constraints through their redundancy, and 
tend to accumulate mutations. We hypothesized that gene 
duplications have established the genetic basis for adaptation to new 
environments, and we tested whether there is a correlation between 
the environmental adaptation capacity and the proportion of 
duplicated genes (PD). We used whole genome sequenced 16 species 
in rodents and primates. The amino acid sequences of all genes were 
obtained from database, and duplicated genes were identified by 
homogeny search. Their habitats were derived from databases and 
literatures, and the habitat diversity was estimated from the climate 
information within the habitat distribution. The result showed that 
there was a significant correlation between the PD and habitat 
diversity. We propose that PD can be used as an index predicting 
species which are limited ability to adapt to intense environmental 
changes. 

 Environmental properties that are necessary for archaeal lives 

are still remained unknown. In deep subseafloor sediments, 

domain archaea is dominant than domain bacteria. In this 

study, environmental 16S rRNA gene sequence data acquired 

from 0.7 to 348.5 meter below seafloor offshore Shimokita 

Peninsula were analyzed with the environmental properties 

using regularized canonical correlation analysis. 16S rRNA 

gene data was used at the level of types and positions of bases 

in each sampled layers. Result shows there are some base 

clusters that correlate with geochemical and geophysical data 

that are mainly carbon content, some ion concentration and 

electrical resistivity. The clusters are linked to a class, in 

some cases groups that are not evolutionally close. 

Correlations between environmental data were not found up 

to the present. This result may indicates these environmental 

candidates are necessary for archaeal lives and distribution in 

deep subseafloor sediments. 
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P-73   P-74  

豊凶進化に対する、有限集団サイズの効果 

○立木佑弥、巌佐 庸 

九大・シス生 

 タバココナジラミに見られるユニークな内部複合共生
システム 

◯藤原亜希子、土`田 努 

富大・先端ライフサイエンス 

多くの植物はその開花・結実強度が大きく年変動する。これ

は、豊凶やマスティングなどと呼ばれ、ブナなどの堅果類に

多く見られる。本発表では、樹木が豊凶を進化させる条件に

ついて数理的に議論する。各個体は毎年資源を蓄積し、繁

殖時にそれを投資すると仮定する。一度の繁殖機会への資

源投資量が毎年の獲得量を上回るように進化すると、樹木

は間欠的繁殖(豊凶)を示すようになるであろう。森林性樹木

にとって種子生産量は適応性の指標として不十分であり、ギ

ャップ更新を経て種子が成長し、繁殖齢に到達するまでを

追跡する必要がある。これを考慮して解析した結果、樹木の

繁殖への投資資源量の進化に対して、暗い閉鎖林冠下で

の芽生え(実生)の生存率が重要な役割を果たすことがわか

った。実生が閉鎖林冠下で、生存率が低いとき、親は自身

の子孫を生産し続ける必要がある。結果、豊凶は進化せず

毎年繁殖を行う。一方、実生が高い生存率を持つ時には林

床に実生バンクが維持される。その結果、樹木は毎年子孫

を作る必要がなくなり、豊凶が進化可能となった。また、小さ

な集団サイズにおける遺伝的浮動が、豊凶進化を促進し

た。 

  農業害虫として知られるタバココナジラミ Bemisia tabaci

は、体内の特殊な細胞中に、自身の生存・繁殖に必須の共

生細菌と任意の共生細菌とをしばしば共存させている。本種

は、複数の細菌からなる、“内部複合共生系”の成立機構や

生態学的相互作用を明らかにする上で優れた研究対象で

ある。 

 我々は、日本各地でタバココナジラミの感染状況の調査を

行い、ほぼ全個体が、必須の共生細菌 Portiera に加え、任

意共生細菌 Hamiltonella にも感染していることを明らかにし

た。定量 PCR解析の結果、Portiera とHamiltonella 量は共に

幼虫段階で増加したが、成虫以降、加齢によって同様に減

少するというパターンを示した。In situ hybridization により、

これら2種の細菌は同一の菌細胞内に存在するものの、明

確な棲み分けが存在するという、他の昆虫内部共生系には

見られない特徴をもつことが明らかになった。以上の知見は

1)タバココナジラミでは、独自の内部複合共生系が発達して

おり、2)宿主は Portiera のみならず Hamiltonella の増殖と局

在においても厳密な制御機構を有する事を示唆する。 

P-75   P-76  

人工自己複製 RNA の実験室内進化 

○市橋伯一1, 2、四方哲也1, 2, 3 

1ERATO・JST, 2阪大・院情報, 3阪大・院生命 

 フローサイトメーターを用いたマルチカラー漏えい解
析が明らかにしたモデル抗菌ペプチドの詳細な作用
機序 

○北原 圭1、角南武志1, 2、四方哲也1, 2 

1科学技術振興機構 四方動的微小反応場プロジェクト、2大

阪大学大学院情報科学研究科 

本研究の目的は、分子進化を実験室内で起こしその過程を

観察することにより、進化に対する理解を深めることである。

我々は近年、ＲＮＡ複製酵素をコードしたＲＮＡと無細胞翻

訳系を組み合わせることにより、ＲＮＡが自身にコードされた

情報に基づいて自己複製するシステムを構築した。この自

己複製系の中で、ＲＮＡは再帰的に複製し、複製エラーによ

り変異を導入し、より複製能の高いＲＮＡが自然選択されるこ

とにより自発的に進化する。このＲＮＡ複製反応を約９００世

代続けたところ、３８個の変異が集団内に固定され、その結

果、ＲＮＡの自己複製能力が約１００倍に上昇した。固定され

た変異は、急速に固定されたもの、ゆっくり固定されたもの、

単独で固定されたもの、他の変異と一緒に固定されたもの、

一度固定された後に失われたものなど、様々なダイナミクス

を示した。本実験系でＲＮＡは、自然界に存在する生物と同

じように核酸にコードされたタンパク質の情報を用いて遺伝

情報を複製し進化することができる。この実験系は、生物進

化の可能性を実験的に検証するための良いプラットフォーム

となるだろう。 

 細胞膜の膜脂質領域を直接の標的とする抗菌ペプチドは、

新たな作用機序を有する抗菌剤としての利用が期待されて

いる。抗菌ペプチドが物質の膜透過性を上昇させる機構を

明らかにするため、本研究では自発的に広いサイズ分布と

層膜数分布を形成させたリポソーム集団を標的とし、ハチ毒

メリチンによる内封物質の漏えい誘導効果に対する内封分

子の分子量、小胞サイズ、ペプチド量および脂質量の各パ

ラメータの影響を、フローサイトメーターを用いたマルチカラ

ー漏えい解析(MCLA)により直接的に明らかにする手法を開

発した。MCLA により、リポソーム内液の漏えい率はリポソー

ムサイズやペプチド量―脂質量比率（P:L ratio）、層膜数に

よって異なる効率で起こることを定量的に明示できた他、ポ

アモデルに従う分子量依存的な漏えいとカーペットモデル

に従う分子量非依存的な漏えいも１リポソームごとに区別す

ることができるようになった。１種類の蛍光分子漏えい量の集

団平均を測定する従来の LUV 懸濁液法と異なり、マルチカ

ラー解析を基盤とする MCLA はこれまで得がたかった詳細

な情報を迅速に得ることが可能であり、抗菌ペプチドを人工

進化により改良する上で有用な測定手段となることが期待さ

れる。  
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P-77   P-78  

なぜ感染で死ぬのか？ 利他的感染防御としての死
の集団実験と数理モデルによる検討 

○福世真樹1, 2、佐々木 顕3、小林一三1, 4 

1東大・新領域，東大医科研、2学振 PD、3総研大・生命共生

体進化、4東大・理 

 遺伝子制御ネットワークの進化と隠蔽変異の蓄積に
対する生息環境の効果 

○岩嵜 航1、津田真樹2、河田雅圭1 

1東北大・院生命科学、2理研・基幹研 

なぜ病原体はホストに病原 性を示すのだろうか？ホストの

死が病原体の増殖の機会を減少させる場合でも、病原体は

ホストに致死性を発揮する。これまでは病原体に着目した説

明がなされてきたが、私たちはホストに着目し、「病原体の増

殖に続く二次感染によるホスト集団の絶滅が、初めに感染を

受けたホストが病原体もろとも自殺することによって、防がれ

る」「このホストの死が見かけ上の病原体の毒性となってお

り、致死性の発揮はホストにとって有利であるから維持され

る」という「自殺型感染防御」仮説を提唱する。 

この仮説を、大腸菌とファージを用いた大規模(108個体)集

団感染実験とシミュレーションによって検討した。「感染によ

って直ちに自殺するホスト」と「自殺しないで病原体増殖を許

すホスト」を混合して感染を進めたところ、空間構造のある時

には、自殺型ホストの相対頻度が二桁上昇し、シミュレーショ

ンでそれを再現できた。自殺型感染防御が実証された。 

病原体集団には、ホストに自殺させない変異体が蓄積して

いた。合わせると、ホストには毒性を強める方向への、病原

体側には毒性を弱める方向への進化が観察された。 

 生物集団が新しい環境に遭遇すると、通常生息している環

境で観察されるよりも大きな表現型分散が現れる場合があ

る。このことから、集団内には通常環境において表現型に現

れない隠蔽変異が存在しており、それらは環境変動などを

通じて顕在化し、表現型の多様性を生み出すことで進化に

寄与すると考えられる。これまで我々は個体ベースモデルに

よるシミュレーションを行い、遺伝子制御ネットワークと環境

の相互作用が隠蔽変異の重要な担い手であり、表現型多様

性の創出を可能にすることを明らかにしてきた。また、生息

環境の異質性と選択圧の強さという２つの外部要因が、とも

に集団内に維持される遺伝的変異を減少させる制約として

働く一方で、表現型多様性の創出という観点では異なる影

響を与えるということも示唆された。本発表では、生息環境の

違いが遺伝子制御ネットワークの進化に与える影響と、その

結果として現れてくるネットワークの諸特性が隠蔽変異の蓄

積と顕在化に及ぼす影響について詳しく議論する。 

P-79   P-80  

巻貝の貝殻の形態進化における Dpp の役割：貝殻螺
旋成長の分子メカニズム 

○清水啓介1、Davin Setiamarga1、工藤哲大2、更科 功1、遠

藤一佳1 

1東京大・院理、2Exeter Univ. 

 日本近海産原鰓亜綱（二枚貝綱）の貝殻微細構造 

〇佐藤 圭1、渡部裕美2、佐々木猛智3 

1東大・理、2JAMSTEC、3東大・総合研究博物館 

巻貝の多様な貝殻の形態進化の理解には貝殻成長の遺伝

的基盤の理解が必要不可欠であるが, これまでに後期成長

に着目した研究は行なわれていない．先行研究において右

巻のタケノコモノアラガイ(Lymnaea stagnalis)において，dpp

が貝殻の初期形成を担う貝殻腺の右側でのみ発現すること

は知られている．しかし，後期成長において dpp がどのような

役割を果たしているかは不明であった.本研究では，貝殻の

後期成長を担う外套膜に着目し，dpp の発現解析を行なっ

た結果，L.stagnalis の右巻では右側で，左巻変異体では左

側で強く発現するのに対し，笠型の貝殻を持つセイヨウカサ

ガイ(Patella vulgata)では dpp の発現は非常に弱く，左右で

差が見られなかった。さらに，L.stagnalis を用いて貝殻成長

が開始されるベリジャー期に Dpp のシグナル阻害剤（ドルソ

モルフィン）による機能阻害実験を行なった結果，貝殻が巻

かない表現型が得られた．これらの結果は，Dpp の濃度勾

配が貝殻の成長勾配を生み出し，外套膜上での dpp の発現

パターンの変化が貝殻形態の進化を引き起こしている可能

性を強く示唆する． 

  原鰓亜綱は，二枚貝類で も原始的な分類群である．本

分類群は，二枚貝の進化史を議論するために重要な位置

づけにあるが，現生種は深海性種が多く採集が困難である

ために原鰓亜綱の系統は正しく理解されてこなかった． 

 本研究では，化石として保存される硬組織の形質である貝

殻微細構造に注目し，分子系統学的手法から分類形質とし

ての有用性を検討した．日本近海産の4上科20種の原鰓亜

綱を用い，それぞれの試料について1) SEMを用いた貝殻微

細構造観察，2) 16S, 18S, 28S rDNA 領域の分子系統解析

を行った． 

 原鰓亜綱の4上科は貝殻微細構造の組み合わせの違いか

ら明瞭に区別された．これは分子系統解析の結果と調和的

であり，原鰓亜綱では貝殻微細構造は有用な分類形質であ

ると結論付けられる． 古の二枚貝の一種である Pojetaia 

runnegai と現生原鰓亜綱とは，1上科を除いて微細構造の組

み合わせが異なっており，派生的に現在の微細構造を獲得

したと推測される．今後分子系統解析による分岐年代推定と

化石種の貝殻微細構造観察を行うことで，地質年代を通じ

た二枚貝における貝殻微細構造の進化史が明らかと考えら

れる． 
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P-81   P-82  

哺乳類独自の聴覚器官の進化を可能にした発生プロ
グラムの解明 

○武智正樹1, 2、平井珠美2、人見次郎1、倉谷 滋2 

1岩手医大・解剖学、2理研・CDB 

 両棲類有尾目における体幹部構造の比較形態学的
研究 

○大村文乃1, 2、安西 航2, 3、遠藤秀紀2 

1東大・院農、2東大・総合研究博物館、3東大・院理 

哺乳類の中耳はツチ骨、キヌタ骨、アブミ骨の３耳小骨を有

するが、このうちツチ骨とキヌタ骨は爬虫類の顎関節を構成

する関節骨と方形骨に相同である。この摂食器官から聴覚

器官への形態進化は19世紀より比較形態学において精力

的に議論され、鼓膜の発生がこの問題を解くカギであるとさ

れてきた。確かに、爬虫類の鼓膜は上顎要素である方形骨

近傍に発生するが、哺乳類のそれは本来下顎の骨格要素

であった鼓骨に付着する。従って、この形態進化を考える上

で も重要な問題は「哺乳類の鼓膜はどのようにして下顎領

域に形成されたのか？」である。我々はニワトリとマウスをモ

デルとして咽頭弓の発生を分子発生学的に比較した。その

結果、哺乳類で下顎に鼓膜が形成される要因と考えられて

いた「中耳腔の腹側への膨出」はマウスにおいて見られず、

Bapx1の発現からむしろ本来の顎関節が著しく背側に発生

することがわかった。また、マウスでは鼓骨と鼓膜の発生がと

もに Goosecoid (Gsc)に依存するのに対し、ニワトリの鼓膜の

発生にはこの遺伝子が関与していないことが示唆された。現

在、Gsc をターゲットとする RNAi ベクターをニワトリ初期胚に

エレクトロポレーションし、表現型の解析を行っている。 

  両棲類有尾目は、進化史上初めて上陸した化石両棲類と

外部形態が類似しており、現生両棲類の中で外見的な特殊

化が も低い。そのため、有尾目は進化学上非常に重要な

位置にあり、化石両棲類の運動や生態を考察するために

は、現生両棲類有尾目の知見が必要である。 

有尾目は、生息環境によって、完全な水棲、完全な陸棲、

水陸両方を利用する半水棲に区分される。有尾目は水中に

おいても陸上においても、体幹部による波動運動を行う。し

かし、体幹部の形態に関する知見は少ない。そこで本研究

は、体幹部の形態による環境適応戦略を系統と機能の面か

ら明らかにするため、異なる科に属する、異なる生息域の8

種の有尾目を用いて、体幹筋と胸胴椎の形態の定量化と観

察を行い、種間比較を行った。 

生息域によって、筋重量割合、筋形態、骨形態に多様性が

認められた。水棲傾向が強い種ほど、軸下筋の割合が高く、

胸胴椎の棘突起角度が小さくなる傾向が見られた。一方、

陸棲傾向が強くなるほど、軸上筋の割合が高く、胸胴椎の

棘突起角度が大きくなる傾向が見られた。以上の結果から、

有尾目は種により体幹部形態を多様化させており、生息環

境の影響を強く反映していることが示唆された。 

P-83   P-84  

アノールトカゲの後肢長差の詳細な形成過程につい
て 

◯若狭 甫、田村宏治、西村悠紀、Antonio Cadiz Diaz、横山

仁、河田雅圭 

東北大・院生命 

 Development of external gills in Senegal bichir, 
Polypterus senegalus 

○Koji Fujimura1, 2, Masataka Okabe2 

1JSPS Postdoctoral Research Fellow, 2Dept. Anat., Jikei Univ. 
Sch. Med., JAPAN 

ニッチ利用に関わる形質の多様化は生物群集の種多様性

を決定する重要な現象である。アノールトカゲは、カリブ海の

島で独立に適応放散し、6つの“エコモルフ”が収斂進化し

ている。それぞれのエコモルフを特徴付ける形質はニッチ形

質である。本研究では、重要なニッチ形質である後肢長を決

定する遺伝的基盤を特定し、エコモルフ形成の進化プロセ

スの解明を目標とした。材料として後肢長の異なる2種を用

いた。まず2種の後肢長差がいつどこで生じるのか、成体、

幼体、胚の形態を比較した。結果、大腿骨およびけい骨長

は、両種間に孵化時の体長差によって差が生じ、各指骨長

差は、各指骨が形成される胚発生中期に生じていた。長い

種では、指骨形成時に自脚部領域が短い種よりかなり伸長

している。また、後肢における指骨長の割合は、長い種の方

が大きくなっていた。この違いについて、胚発生初期に予定

軛脚部領域を決定する Hox-a11の発現領域長を測定し両

種間で比較した。結果、両種間では差が見られず、胚発生

中期に生じることが分かった。以上より、後肢長差の詳細な

形成過程がわかった。今後は、胚発生中期に自脚部伸長に

関わる遺伝子の発現パターンを比較していく。 

 In evolution of vertebrates, respiratory organ has been changed: Fish 
uses the gills for respiration, whereas terrestrial vertebrates use the 
lung. Osteichthyes (bony fish) is divided into two groups, 
Sarcopterygii (lobe-finned fish and tetrapods) and Actinopterygii 
(ray-finned fish). Bony fish has the swim bladder, but it is found as 
the lung not only in lungfish of lobe-finned fish (and in tetrapods), 
but also in some ancestral lineages of ray-finned fish. The number of 
seven pharyngeal arches (a mandibular, a hyoid, and five gill arches) 
was highly conserved in Teleostei of ray-finned fish, while change of 
the respiratory organ in tetrapods has accompanied modification of 
the hyobranchial skeleton with reducing the number of pharyngeal 
arches and generating the larynx. Meanwhile, external gills, which 
are protruding from the outside of pharyngeal arches, are 
developmentally found in evolutionary transitional species, such as 
lungfish and Amphibian. Therefore, we hypothesize that external gills 
might play an important role during the evolution of vertebrate 
respiratory organs via remodeling the development of pharyngeal 
skeleton. Bichirs are phylogenetically positioned at the most ancestral 
of Actinopterygii. They have been attractive to biological researchers, 
since they have many plesiomorphic characteristics: a pair of 
primitive lung, a pair of external gills in young, and four gill arches. 
These characteristics of bichirs could provide us with an opportunity 
to investigate the hypothesis. From this viewpoint, we’ll show the 
development of external gills in Senegal bichir, Polypterus senegalus. 
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P-85   P-86  

脊椎動物における側板中胚葉の発生プログラムの変
化がもたらした区画化された心臓と対鰭の進化 

○鬼丸 洸1、倉谷 滋2、田中幹子1 

1東工大・生命理工、2CDB・RIKEN 

 縞パターンを生み出す遺伝子発現ダイナミクスの多
様性：クモ胚をモデルとした研究  

○小田広樹、秋山-小田康子 

JT 生命誌研究館 

 頭索動物ナメクジウオでは区画化された心臓や対鰭を持

たず、血管様の心臓のみを持つ。一方、円口類ヤツメウナギ

では、区画化された心臓を持つが対鰭を持たない。顎口類

では区画化された心臓や対鰭・四肢は側板中胚葉から形成

される。本研究では区画化された心臓や対鰭の獲得と側板

中胚葉の進化の関係を明らかにする目的で、ナメクジウオと

ヤツメウナギのボディプランを解析した。その結果、ナメクジ

ウオの側板中胚葉にあたる腹側中胚葉では、心臓形成に関

わる遺伝子が全体で発現していた。一方で、ヤツメウナギで

は、心臓形成領域が体幹の前側に限局し、また、対鰭は心

臓形成領域よりも後方の側板中胚葉に由来するが、後方の

側板中胚葉に相当する領域がヤツメウナギにも観察された。

さらに、ヤツメウナギの側板中胚葉では、心臓と対鰭形成領

域の区画を決めるのに重要な Hox 遺伝子群が入れ子上に

発現していることが観察された。また、対鰭は側板中胚葉の

体壁板に由来するが顎口類における体壁板中胚葉マーカ

ー遺伝子がヤツメウナギの後方の側板中胚葉では発現して

いなかった。これらの結果から、区画化された心臓や対鰭の

獲得と側板中胚葉の進化の関連について議論する。 

 遺伝子発現の縞パターンは、多細胞動物の個体発生の

様々な場面で形成される。とりわけ、ショウジョウバエ多核性

胞胚や脊椎動物胚沿軸中胚葉で起こる体節形成に伴った

特定遺伝子の縞状の発現はよく知られており、それらの縞パ

ターンが生じる仕組みは遺伝子•分子レベルだけでなく、シ

ステムレベルでも理解が進んでいる。また、これらの縞パタ

ーンの形成過程は、ひとつの空間軸に沿った遺伝子発現量

のプロファイル変化として記述でき、数理的解析に適してい

る。そのため、動物の体節形成をモデルとした縞パターン形

成の研究は、実験生物学、理論生物学、そして進化生物学

の分野間交流を促進しうる。そこで私たちは、縞パターン形

成を実現する生物システムの多様化機構を実験と理論の両

面から理解することを目指し、同じ節足動物のショウジョウバ

エと異なって、体節形成の全過程が細胞性環境で進行する

鋏角類のオオヒメグモを用いて、体節形成初期に縞パター

ンを生じさせる遺伝子発現ダイナミクスを調べた。その結果、

頭部、胸部、後体部で異なる遺伝子発現ダイナミクスが観察

され、胚の部域によって縞パターンを生じさせる理論基盤に

違いがあることが考えられた。 

P-87   P-88  

情報伝達における個体差の影響: ムネボソアリの集
団意思決定から 

◯田村光平1、佐々木崇夫2、Stephen C. Pratt2、井原泰雄1 

1東大・院理、2アリゾナ州立大 

 遺伝子ネットワークで制御されるパターンの進化 

○香曽我部隆裕、金子邦彦 

東大・総文 

 個体間の情報伝達は自然界の様々な場所で観察される．

こうして伝達された情報は，例えばそれ自体が適応的であっ

たり，それを用いて意思決定が行われたり，ヒトにおいては

文化の基礎となり，大域的なパターンを生み出すこともある．

 情報伝達の経路は個体間の社会ネットワークによって決定

され，ネットワーク構造と，情報伝達の精度や拡散に要する

時間との関係は，生物学のみならず，社会学や物理学など

の幅広い分野で研究が行われている．近年，ネットワーク構

造のみならず，ネットワークを構成する個体の個体差の影響

に関心がもたれ始めている． 

 ムネボソアリは，新しい巣を選択する際，候補となる巣に他

の個体を連れて行く「リクルート」とよばれる行動をとることが

知られているが，このリクルートの積極性と巣の評価能力に

個体差が存在することが示唆されている．本研究では，シミ

ュレーションにより，ネットワークの構造と個体差が，情報伝

達の精度と時間にどのように影響するかを調べた．得られた

知見をムネボソアリの伝達ネットワークと比較することで，情

報伝達における個体差の意義について議論する． 

   多細胞生物はその発生過程において単純で数少ない空

間情報を元に複雑なパターンを形成する。これを可能にす

る遺伝子制御ネットワークはどのような構造を進化で獲得し

たのだろうか。その構造は発生過程にどのような影響を与え

るだろうか。この疑問に答えるため本研究はパターン形成を

制御するネットワークを進化させ、解析を行った。 

 考察したのは次のモデルである。固有のネットワークを持

つ細胞を１次元に並べる。２種の化学物質に線形勾配を持

たせ、それ以外の物質が一様な状態からネットワークの定め

る時間発展方程式を用いて物質濃度の空間パターンを得

た。ターゲットを用意しておき、それと出力パターンとの距離

が小さいネットワークほど次世代に残りやすくなる淘汰をか

けた。 

 解析の結果、得られたネットワークは特定の機能をもつモ

ジュールが連結されて出来ていることが分かった。発生は幾

つかの段階に分かれており、各段階でモジュールがパター

ンの一部を作っていた。モジュールには単体で機能するも

のと他のモジュールがあって初めて機能するものとがあり、

依存関係は進化過程と発生過程におけるパターン形成の

順序の対応になって現れることが分かった。 
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P-89   P-90  

識別ノイズとジャンケン関係が緑ひげ効果の進化に
与える影響 

○早坂脩平1、廣田忠雄2 

1山形大・院理、2山形大・准教授 

 概念に対する時代毎の意味的変化と語彙進化の関
係 

西村 純 

無所属 自由業 

協力行動の進化に関する説明の1つとして、緑ひげ効果と呼

ばれる機構が提案されている。これは思考実験に端を発す

るもので実在は疑問視されていたが、これまでに実例がいく

つか報告されている。理論的な先行研究においても、緑ひ

げ効果による協力戦略が個体群に固定し得ると示された

が、これを長期間維持する機構についての説明は十分でな

い。本研究では緑ひげ効果を仮定したモデルを作成し、協

力戦略の進化と維持を促す要因を調査した。まず協力個体

が相手の形態を一定確率で誤認識する状況を想定した結

果、個体間の相互作用が局所的な場合にのみ、協力戦略

は低頻度だが長期的に維持された。次に形態間でジャンケ

ンのような循環階層を仮定したモデルでは、劣位な相手から

得られる利益が大きく相互作用が局所的な場合に、高い頻

度で協力戦略が維持された。 後に誤認識と循環階層を同

時に想定した結果、頻繁な誤認識は相互作用が局所的な

場合、そして低頻度の誤認識は相互作用が比較的広い場

合に、緑ひげ協力の進化を促した。緑ひげ効果が示された

種には循環階層の関係を示す種もあるため、この関係が緑

ひげ効果の進化に重要な役割を果たすと考えられる。 

 概念は民族発祥の頃から使われてきたが、概念の持つ意味

は時代毎に異なる。今回は戦後日本で通用してきた外来語

及び和製英語から概念への意識の変化を読み取り、何故そ

の様に頻繁に語彙がある概念に当てられるかを考える。／

例えば「大きい」を考えよう。戦後徐々にビッグが和製英語化

した。大物とかビッグサクセスといった風に。がそれも高度成

長期も頂点へとひた走っていた７０年代にはジャンボと言う

様になる。ジャンボジェットなどの登場が与えた影響も無視

出来ない。更に８０年代に入りメガと言う様になった。メガヒッ

ト、メガスター、メガサクセスという様に。ジャンボがサイズの

大きさを専ら示したが、これは経済的成功や精神的度量の

大きさ迄幅が広かった。／だがバブルが弾けた辺りから次第

に我々は何かにつけマックスと言う様になる。言う迄もなく

maximum＝ 大限だ。この頃から唯大きいだけでは意味が

ないという意識、或いはそんなに大きな成功は期待出来な

いけれど、という意識が濃厚となる。節約概念として利用され

る様になっているこの語彙に時代の変遷の様相が顕著に示

される。／概念を変えずに概念が時代的意味を持つ部分で

異なる語彙を当てるのだ。 

P-91   P-92  

アルファベット文字列表示装置 Star graph 
solution in alphabet 

荻村英雄 

フリー 

 Phylogeography of the Ainu language 

Lee Sean Sangheon 

東京大学大学院総合文化研究科 

アルファベットは地球上でよくみられる文字体系である。アルファベットは２６の

文字(A,B など）から成り、これは１＋２５、よって１＋５×５である。このため原点

を含む五本の座標軸から成る Star graph 上にすべて表現することができる。

各軸の間の角度は７２°とする。 

上記各座標軸上に各１～５の自然数又はそれらの各ｎ倍数で表示される座標

目盛で定義される５つの座標点が割り当てられ、上記原点と合計２５の座標点

にそれぞれ２６のアルファベット文字が予め割り当てられた座標系を規定し、

出力すべきアルファベットの文字列の先頭から 後までを順次これに対応す

る上記原点又は上記座標点を介して表示し、又はこれを電子データ化して出

力する。 

アルファベット文字列を全て一表示単位でベクトル情報として表示することが

できる。特に本発明では、多数のアルファベット文字列からなる長い文章であ

っても、一表示単位内で表現することができることから、表示単位そのものを

増大させる必要が無くなり、情報伝達する際のデータ量を極力軽減させること

が可能となる。 

原点を中心にして５方向に等狭角で構成した座標軸（ａ軸～ｅ軸）とすることに

より、いわゆる５角形の星型の形状とすることができる。このような座標系上に

描かれるベクトルの軌跡も星型に類似したものとすることができるため、非常に

均整のとれた美しい形状とすることが可能となる。従って、この均整の取れた

ベクトルの軌跡は、実際にこれを読み取る際において、非常に好適なもので

あり、特に高精度かつ迅速にこれを実行することが可能となる。また、電子デ

ータ化してサーバに記録しておき、管理する際にもより好適となる。（０、０、０、

０、０）→（０、０、０、０、３）→（０、０、０、０、３）→（３、０、０、０、０）→（０、０、０、

１、０）APPLE 

アルファベットが２６文字から成るのは偶然なのか、などに個人的には関心が

ある。特許として公開している。 

公開番号 特開２０１１－１６４６６７（Ｐ２０１１－１６４６６７Ａ）【公開日】平成２３年

８月２５日（２０１１．８．２５） アルファベット文字列表示装置 

 The evolutionary history of language provides us a unique 

opportunity to peer into the speakers’ demographic past. Here 

I reconstruct phylogeography of the Ainu language in natural 

time scale, in order to have a better understanding of the 

people. The Ainu are an ethnic group indigenous to northern 

islands of Japan whose origin remains notoriously elusive. 

More specifically, I conducted a series of Bayesian 

phylogeographic analysis on 19 Ainu language variants in 

attempt to clarify whether the Ainu are direct descendant of 

ancient migrants from Southeast Asia, or the result of a recent 

admixture between two distinct hunter-gatherer groups in 

Hokkaido. In the light of the reconstructed spatiotemporal 

evolution of the Ainu language, I argue that the latter 

hypothesis is more plausible. In addition to anthropological 

and genetic evidence, our estimates provide independent 

linguistic evidence that the Ainu people are not direct 

descendants of ancient Southeast Asian population. 
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進化学夏の学校 「進化研究の 近の話題」 
 
SS-1 

適応進化を制限する機構と生物多様性 

河田雅圭（東北大･院生命） 

ある生物は多様な環境に適応しているのに対し、ある生物は限定された生息環境に留まっている。また、

ある生物は、急速に環境に適応して進化しているのに対し、ある生物では長期間形質を進化させていない。

これは、その生物の取り巻く物理的環境や相互作用する生物的環境などの違いによるだけでなく、生物種

自体の進化しづらさ(conservatism, constraints)、あるいは進化しやすさ(evolvablity)が関与している。進化

しづらさ・進化しやすさは、生物多様性や群集構造を決める重要な要因の一つとして考えられる。たとえば、

ニッチに関する性質の進化しづらさ(niche conservatism)は、新しい環境への移住の制限をもたらし、種多

様性を決める要因の一つとなる。講義では、進化しづらさに関係する要因について、また、それが生物多

様性研究および地球環境変動への生物の進化的応答研究に与える影響について考察する予定である。 

 

 
SS-2 

進化発生学のこれまでとこれから 

和田 洋（筑波大生命環境系） 

遺伝情報と形態の結びつきを解き明かしてきた発生学の成果により、形態の進化も遺伝子進化の素過

程から理解できるようになった。これにより、形態の相同性を高い信頼性をもって検証することができるなり、

脊索動物進化における背腹の逆転など、ドラマティックな進化の歴史が見えてきた。さらに、形態の多様性

を生み出す原動力についても、そのロジックがわかりつつある。進化発生学の具体的な成果を織り交ぜな

がら、形態進化のロジックを概観する。 

 

 
SS-3 

全ゲノム配列による系統解析 －限界と課題－ 

田村浩一郎（首都大・院理工・生命科学） 

次世代 DNA シーケンサーの出現により、多くの生物種について、全ゲノム配列データを使った分子系

統解析を行う準備が整ってきた。はたして全ゲノム配列データを用いれば、種間の系統関係は明らかにな

るのだろうか。講義では、哺乳類の系統解析を一例として紹介し、全ゲノム配列データを用いれば、どこま

で系統関係が分かるのか、残された問題は何か、そして全ゲノム配列データの使用でも解決しない問題は

どのようにして解決すればいいのかなどについて議論し、これからの分子系統解析の可能性と課題につい

て考察したいと思う。また、現在、全ゲノム配列規模のデータを使った系統解析のためには、そのために特

化したソフトウェアを使用する必要があり、誰もがパソコン上でマウスクリックによって行える状況にあるわけ

ではない。これからの分子系統解析のために必要なツールとはどのようなものか、現在、開発中の新しい

MEGA ソフトウェアの紹介を通して、大規模データを用いた分子系統解析で直面する技術的な問題や、そ

れを解決するための方法についても議論したいと思う。 
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公開講演会 「進化の見本：世界自然遺産小笠原諸島」 
 
OL-1 

小さな世界の大きな多様性： 小笠原諸島陸生貝類の進化 

千葉 聡（東北大・生命科学） 

小笠原諸島には 100 種を超える固有陸産貝類が記録されている。その約 20％の種は絶滅したとされる

が、依然として高い種多様性を維持する進化研究のすぐれたモデル系である。この高い種多様性は主に

小笠原で起きた種分化によってもたらされたものであり、その高い種分化率を反映している。わずか 0.5 平

方キロメートルというごく狭い地域内でも種分化が起きており、遺伝的に分化した多数の集団間に狭い交雑

帯が形成され、種分化の途上にあると考えられる事例も多い。固有属のなかには、カタマイマイ属やエンザ

ガイ属のように生態的、形態的に著しい分化を生じ、顕著な適応放散を遂げたものがある。カタマイマイ属

では、4 ないし 5 の生態型が認められ、同じ生態型をもつ種が異なる系統、地域で独立に進化した（反復適

応放散）。そして類似した環境には、共通の生態型の組み合わせをもつ種のセットが独立に進化した。こう

した小笠原陸貝の進化パターンは、ニッチ利用の進化的なシフトは比較的容易に起こる一方、群集を構成

する機能群やその組み合わせには一定の制約があることを示している。 

 

 

OL-2 

遙かなる海路の果てに：小笠原諸島固有樹種モンテンボクの起源と進化 

高山浩司（ウィーン大・植物系統進化） 

 海洋島は地球上でその島だけにしか見られない固有種が数多くいることから“進化の実験場”とも呼ばれ、

多くの進化生物学者を魅了してきた。小笠原諸島は日本を代表する海洋島で、自生する維管束植物の約

4 割にあたる 140 種が固有種であると考えられている。単位面積当たりの固有種数はハワイ諸島やガラパゴ

ス諸島を遥かに凌ぎ、世界の海洋島の中でも 大級である。ところが、小笠原諸島の植物の多様性がどの

ように進化してきたのかについては、依然多くの謎に包まれている。 

 この講演では、小笠原諸島の森林の主要構成樹種である固有種モンテンボクの起源と進化に関する研

究を紹介する。遺伝情報を用いた系統解析により、モンテンボクは熱帯・亜熱帯を中心に広大な分布域を

持つ海流散布植物オオハマボウから分化したことが示された。また、モンテンボクは諸島内の島間で大きな

遺伝的・形態的な差異が見られ、種子の海流散布能力が著しく低下していることも明らかとなった。海洋島

でたびたび観察されるこのような種子散布様式の変化が、固有種の進化に果たしたであろう役割について

も紹介したい。 

 

 

OL-3 

小笠原にすむ淡水魚：海洋島における淡水魚の起源と進化 

向井貴彦（岐阜大・地域科学） 

 小笠原諸島のような海洋島は，一度も大陸とつながったことが無いために，海を渡ることができない両生

類や純淡水魚は生息していなかった．しかし，淡水魚の中には生活史の一時期を海で過ごすものがおり，

そうした種が小笠原の河川にもたどりついて生息している．小笠原諸島の在来淡水魚は，オガサワラヨシノ

ボリ，チチブモドキ，テンジクカワアナゴ，タネカワハゼ，ナンヨウボウズハゼ，オオウナギといった，いずれも

仔稚魚の時期を海で過ごす種だが，固有種として進化したのはオガサワラヨシノボリだけである．小笠原に

たどり着いた陸上動植物が多くの固有種に進化した中で，なぜ淡水魚はオガサワラヨシノボリしか固有種に

進化しなかったのだろうか？ その理由は，海洋島の不安定で小規模な河川を生息場所とするための戦

略によるものと考えられる．この講演では，海洋島の河川で生きるための淡水魚の進化と生活戦略につい

て紹介し，小笠原などの海洋島の淡水生態系について考えてみたい． 
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 應 蓓文 大阪大学 1C-4 ○ 

う 上田 恵介 立教大学理学部 W15-1, W15-2, W15-3 ○ 

 氏家 由利香 高知大学海洋コア総合研究センター W16, 3C-11  

 内山 郁夫 基礎生物学研究所 W2-4, W2-6, 3D-3 ○ 

 生形 貴男 静岡大学理学部地球科学科 W12-4 ○ 

え 江川 史朗 早稲田大学   

 江澤 潔 総合研究大学院大学 先導科学研究科 印南研究室 1D-14  

 遠藤 一佳 東京大学大学院理学系研究科 W11-3, P-79  

お 王賀 理恵 山梨大学・医学部・分子細胞生物学   

 大島 一彦 長浜バイオ大学・バイオサイエンス学部 P-38  

 大島 泰郎 共和化工㈱環境微生物学研究所 W2, W9-1 ○ 

 大隅 典子 東北大学大学院医学系研究科 W7-3  

 太田 智 農研機構 果樹研究所 カンキツ研究興津拠点   

 太田 朋子 国立遺伝学研究所 W11-5 ○ 

 大槻 涼 駒澤大学総合教育研究部自然科学部門 P-61 ○ 

 大堀 兼男 静岡産業大学経営学部   

 大村 文乃 東京大学大学院・東京大学総合研究博物館 3C-5, P-82 ○ 

 大森 信 東京都市大学 生命科学コース   

 小笠 真由美 東京大学大学院 新領域創成科学研究科   

 岡嶌 亮子 明治大学研究知財戦略機構 3C-7  

 岡田 賢祐 岡山大学大学院 環境生命科学研究科 S1-3  

 岡田 泰和 東京大学 総合文化研究科 広域システム P-64 ○ 

 尾形 光昭 横浜市繁殖センター 1D-19  

 岡ノ谷 一夫 東京大学大学院総合文化研究科 W7-1 ○ 

 岡村 英幸 大阪歯科大学 生物学教室   

 岡本 朋子 JT 生命誌研究館 P-58 ○ 

 小川 佳孝 首都大学東京大学院 理工学研究科 生命科学専攻  ○ 

 荻村 英雄 フリー P-91  

 奥平 卓司    

 奥山 雄大 国立科学博物館植物研究部 S-2 ○ 

 小倉 知美 東京海洋大学大学院   

 小田 広樹 JT 生命誌研究館 P-86 ○ 

 越智 陽城 奈良先端科学技術大学院大学 バイオサイエンス研究科 W13-5 ○ 

 尾内 隆行 理化学研究所発生再生総合研究センター形態進化研究グループ W11  

 鬼丸 洸 東京工業大学 P-85 ○ 

か 柿岡 諒 京都大学大学院理学研究科生物科学専攻動物学教室 P-50 ○ 

 柿嶋 聡 静岡大学創造科学技術大学院 P-62 ○ 

 柏木 明子 弘前大学 農学生命科学部 S3-4, 1C-3 ○ 

 柏村 卓朗 東京大学大学院修士課程農学生命科学研究科生産・環境生物学専攻 P-72  

 可知 直毅 首都大院・理工・生命科学  ○ 

 勝 義直 北海道大学大学院理学研究院 W3-1  

 桂 有加子 総合研究大学院大学先導科学研究科 1D-10  

 加藤 雄大 愛媛大学理工学研究科 動物遺伝学研究室   
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か 加藤 徹 北海道大学大学院理学研究院自然史科学部門多様性生物学分野 W6-2, W6-3 ○ 

 加藤 泰彦 大阪大学大学院工学研究科生命先端工学専攻渡邉研究室 W14-4 ○ 

 金井 昭夫 慶應義塾大学先端生命科学研究所 W9-5, 3D-2  

 金武 舞 東京薬科大学大学院生命科学研究科 細胞機能学研究室 P-36 ○ 

 樺山 綾乃 東京都市大学知識工学部自然科学科   

 上栗 伸一  茨城大学教育学部 W16-2  

 川合 佑典 北海道大学・大学院獣医学研究科・環境獣医科学講座・毒性学教室 P-22 ○ 

 河合 洋介 立命館大学生命科学部 P-40 ○ 

 川口 眞理 上智大学理工学部物質生命理工学科 P-23, P-24  

 川嶋 彩夏 総合研究大学院大学  ○ 

 川島 武士 沖縄科学技術大学院大学 W11-1 ○ 

 河田 雅圭 東北大学大学院生命科学研究科 3C-5, P-39, P-49, 

P-51, P-78, P-83, SS-1

 

 川津 一隆 京都大学大学院農学研究科 W10-3  

 川原 玲香 東京農業大学 生物資源ゲノム解析センター  ○ 

 河村 正二 東京大学 1D-6, P-49 ○ 

 神田 真司 東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻   

 香取 祥人 名古屋大学大学院環境学研究科地球環境科学専攻  ○ 

き 菊池 潔 東京大学水産実験所 P-10, P-11  

 岸田 拓士 京都大学霊長類研究所 P-33 ○ 

 北野 潤 国立遺伝学研究所 W8-3, 1D-18  

 北野 誉 茨城大学 P-29, P-30   

 北原 圭 科学技術振興機構 四方動的微小反応場プロジェクト P-76 ○ 

 北村 徳一 首都大学東京  ○ 

 木村 一貴 東北大学生命科学研究科群集生態分野 P-67 ○ 

 木村 和裕 福井工業大学大学院工学研究科応用理化学専攻 P-16  

 木元 克典 独立行政法人海洋研究開発機構 地球環境変動領域 W16-4  

 金城 その子 国立遺伝学研究所 生命情報センター W1-6 ○ 

く 久保 泰 福井県立恐竜博物館 S4-2  

 熊谷 真彦 農業生物資源研究所 3D-12 ○ 

 熊澤 慶伯 名古屋市立大学システム自然科学研究科 IS-5, 1D-4, 1E-15, 

3D-7, P-19  

○ 

 倉谷 滋 理化学研究所 発生・再生科学総合研究センター S4-3, S4-6, P-81, P-85 ○ 

 栗崎 政希 名古屋市立大学大学院システム自然科学研究科生体情報専攻 1E-15, P-19 ○ 

 黒瀬 奈緒子 北里大学獣医学部生物環境科学科生態管理学研究室   

 桑原 宏和 東京工業大学 生命理工学研究科 P-5 ○ 

げ 源島 裕祐 東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻 1D-2  

こ 香曽我部 隆裕 東京大学大学院総合文化研究科 金子研究室 P-88  

 河野 美恵子 総合研究大学院大学先導科学研究科生命共生体進化学専攻 P-47 ○ 

 古賀 皓之 筑波大学・院生命環境   

 小北 智之 福井県立大学海洋生物資源学部 W8-4, P-50   

 小沼 順二 京都大学理学研究科 W10-1  

 小林 一三 東大・新領域 S3-3, S3-7, W2-6, P-77 ○ 

 小林 直樹 東京工業大学大学院生命理工学研究科 P-42, P-43, P-44, P-45 ○ 

 小林 豊 東京大学理学系研究科 1C-10 ○ 

 小柳 光正 大阪市立大学大学院理学研究科 W3-4, P-48  

 近藤 公乗 一般   
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ご 郷 康広 京都大学霊長類研究所遺伝子情報分野 W13-2, P-31, P-32, 

P-38 

○ 

 五條堀  孝 国立遺伝学研究所 W2-5  

 後藤 龍太郎 東京大学 大気海洋研究所 底生生物分野 1E-18 ○ 

さ 齋藤 くれあ 生理学研究所細胞生理研究部門 P-21 ○ 

 齋藤 茂 岡崎統合バイオサイエンスセンター(生理学研究所) W3-5, P-21  ○ 

 斎藤 成也 国立遺伝学研究所 3D-5 ○ 

 斉藤 稔 東京大学総合文化研究科 1D-15  

 齊藤 真理恵 東京大学 大学院理学系研究科 人類科学大講座 3C-6 ○ 

 酒井 祐輔 東北大学大学院生命科学研究科 P-49 ○ 

 佐々木 謙 金沢工業大学 応用バイオ学科 人間情報システム研究所 P-63  

 笹倉 靖徳 筑波大学 下田臨海実験センター W1-2  

 佐田 直也 京都大学大学院理学研究科動物学系動物系統学研究室  ○ 

 佐竹 暁子 北海道大学大学院地球環境科学研究院 W4-2  

 颯田 葉子 総合研究大学院大学先導科学研究科生命共生体進化学専攻 1D-5, 1D-9, P-47  ○ 

 佐藤 和彦 朝日大学 歯学部 口腔解剖学分野 S4-4 ○ 

 佐藤 圭 東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻 P-80  

 佐藤 友彦 東京大学 大学院総合文化研究科 1C-7  

 佐藤 直樹 東京大学大学院総合文化研究科 1E-17, 3D-1  ○ 

 佐藤 望 立教大学理学研究科生命理学専攻 W15-1, W15-2, W15-3  

 佐藤 正純 フリー   

 佐藤 光彦 東北大・院・生命 P-39 ○ 

 佐藤 行人 国立遺伝学研究所 生命情報・DDBJ 研究センター W5-1, P-18 ○ 

 里村 和浩 首都大学東京大学院 理工学研究科 生命科学専攻 P-8, P-9, P-14  ○ 

 佐野 香織 上智大学 理工学部 P-24  

 澤藤 りかい 東京大学大学院理学系研究科  ○ 

し 椎名 隆 東海大学医学部 W1-3, W1-6, P-55  

 柴田 朋子 基礎生物学研究所 生物進化研究部門 W11, P-6 ○ 

 柴田 弘紀 九州大学 生体防御医学研究所 ゲノム機能学分野 3D-6, 3D-7 ○ 

 清水 啓介 東京大・院理 P-79 ○ 

 下川 悟史 首都大学東京 牧野標本館 P-59 ○ 

 白田 美香 筑波大学生命環境科学研究科生物科学専攻   

す 須貝 杏子 首都大学東京・牧野標本館 S2  

 杉浦 真治 独立行政法人森林総合研究所 S2-3  

 杉原  千紗 福山大学 生命工学部 生物工学科 分子生物学研究室 P-20  

 杉本 貴史 富山大学先端ライフサイエンス拠点 W14-2, 3C-9  

 鈴木 昭徳 茨城大学大学院理工学研究科 P-29  

 鈴木 真吾 独立行政法人理化学研究所生命システム研究センター 1C-1, 1C-2, 1C-3 ○ 

 鈴木 大 東京海洋大学海洋科学部食品生産科学科食品冷凍学研究室 P-56 ○ 

 鈴木 紀之 東北大学大学院生命科学研究科群集生態分野 W10-2  

 鈴木 彦有 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 1D-8 ○ 

 鈴木 雅京 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 W14-1  

 鈴木 美穂 基礎生物学研究所 3D-9 ○ 

 鈴木 善幸 名古屋市立大学 W1-1 ○ 

 鈴木 留美子 大分大学医学部 3D-5 ○ 

 須藤 雄気 名古屋大学大学院理学研究科生命理学専攻 W3-3  

 隅山 健太 国立遺伝学研究所・集団遺伝研究部門 W13-4, P-44, P-45 ○ 
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す 陶山 佳久 東北大学大学院農学研究科 W4-4  

せ 瀬戸 陽介 首都大学東京大学院 理工学研究科 生命科学専攻 P-27 ○ 

そ 孫 垚 名古屋市立大学 システム自然科学研究科 生体構造情報系 P-19 ○ 

た 高井 和幸 愛媛大学大学院理工学研究科物質生命工学専攻 W9-6  

 高野 剛史 東京大学大気海洋研究所 P-53 ○ 

 高野（竹中） 宏平 総合地球環境学研究所   

 高橋 昭紀 早稲田大学理工学研究所，教育・総合科学学術院 1C-6  

 高橋 文 首都大学東京 理工学研究科 W13-1 ○ 

 高橋 一男 岡山大学異分野融合先端研究コア 3C-2  

 高橋 弘樹 基礎生物学研究所 3D-9 ○ 

 高橋 麻理子 東京大学大学院 総合文化研究科 進化認知科学研究センター P-68  

 高山 浩司 Dept. of Systematic and Evolutionary Botany, Univ. of Vienna 1E-20, OL-2  ○ 

 竹内 史比古 国立感染症研究所 3D-8  

 竹崎 直子 香川大学総合生命科学研究センター 3D-11 ○ 

 武智 正樹 岩手医科大学 解剖学講座 S4-3, P-81 ○ 

 田島 直幸 東京大学大学院総合文化研究科 1E-17 ○ 

 立木 佑弥 九州大学大学院システム生命科学府 P-73  

 田中 郁子 静岡大学大学院理学研究科   

 田中 景子 東海大学医学部 W1-6, P-55  

 田中 啓太 立教大学理学部 W15-2, W15-3  

 田中 源吾 群馬県立自然史博物館 W12-3  

 田中 泉吏 慶應義塾大学 1C-6  

 田中 剛 農業生物資源研究所 W1-5  

 田中 隼人 静岡大学理学部地球科学科 P-65  

 田中 幹子 東京工業大学大学院生命理工学研究科 S4, P-85 ○ 

 田中 義人 無所属 1D-16 ○ 

 田辺 晶史 京都大学大学院地球環境学堂 3C-12 ○ 

 玉手 智史 東北大・院・生命  ○ 

 田村 浩一郎 首都大学東京理工学研究科生命科学専攻 P-7, P-8, P-9, P-13, 

P-14, P-27, P-28, SS-3

○ 

 田村 宏治 東北大学大学院生命科学研究科 S4-1, P-83 ○ 

 田村 光平 東京大学大学院理学系研究科 P-87 ○ 

ち 千葉 聡 東北大学・生命科学研究科 P-67, OL-1  

 千葉 啓和 基礎生物学研究所 3D-3 ○ 

つ 塚本 健太郎 藤田保健衛生大学 総合医科学研究所 1D-1, P-26   

 辻 かおる 京都大学理学研究科動物生態学研究室 3C-8  

 津田 とみ 徳島文理大学人間生活学部   

 土屋 正史 独立行政法人海洋研究開発機構 海洋・極限環境生物圏領域 W16-3,   

 常木 静河 愛知教育大学 S2, P-60 ○ 

て 寺井 洋平 東京工業大学生命理工学研究科 1D-17 ○ 

 寺田 祥子 京都大学霊長類研究所 1E-16 ○ 

 照屋 清之介 東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻 P-52 ○ 

と 戸田 正憲 北海道大学総合博物館 W6-1  

 戸野 晶喬 首都大学東京 牧野標本館   

 友岡 裕介 静岡大 院・農   

 友澤 森彦 慶應義塾大学法学部生物学教室   

 鳥居 侑史 首都大学東京 理工学研究科 生命科学専攻 P-14 ○ 
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ど 土畑 重人 琉球大学農学部 S1-5  

な 長井 敏 水産総合研究センター中央水産研究所 W5-2, W5-3  

 中江 雅典 国立科学博物館 動物研究部 3C-4  

 中川 穂 東京薬科大学大学院 生命科学研究科 細胞機能学研究室 P-34 ○ 

 中島 慶樹 東京薬科大学大学院生命科学研究科 P-37 ○ 

 中條 浩一 生理学研究所・神経機能素子研究部門 W3-2  

 長太 伸章 東北大学大学院生命科学研究科  ○ 

 中谷 友紀 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   

 中西 晶子 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 P-44, P-45  ○ 

 中橋 渉 明治大学 先端数理科学インスティテュート 1C-9  

 中村 義一 株式会社リボミック   

 南波 宏枝 東京大学大学院新領域創成科学研究科   

に 二階堂 雅人 東京工業大学大学院生命理工学研究科 1D-5, 1D-8  ○ 

 西田 洋巳 東京大学大学院農学生命科学研究科 W2-3  

 西田 睦 東京大学大気海洋研究所 P-18, P-23   

 西原 秀典 東京工業大学 大学院生命理工学研究科 P-42, P-43, P-44, P-45 ○ 

 西村 純 無所属 自由業 P-90 ○ 

 西山 空人 首都大学東京理工学研究科生命科学専攻 P-28 ○ 

ぬ 沼田 興治 理研バイオリソースセンター 動物変異動態解析技術開発チーム W13-3  

ね 煉谷 裕太朗 東京大学大学院 農学生命化学研究科   

の 野口 訓子 共立出版株式会社 W11-4 ○ 

 野澤 昌文 国立遺伝学研究所・生命情報研究センター P-12 ○ 

 能登原 盛弘 名古屋市立大学大学院システム自然科学研究科   

は 橋口 康之 大阪医大 1D-4 ○ 

 橋本 敬 北陸先端科学技術大学院大学 知識科学研究科 W7, P-26  

 橋本 英明 首都大学東京大学院 生命科学専攻 進化遺伝学研究室 P-8 ○ 

 長谷川 喬之 福井工業大学大学院工学研究科応用理化学専攻 P-15  

 長谷部 光泰 基礎生物学研究所 IS-4, P-6 ○ 

 花神 彩香 東邦大学大学院理学研究科生物分子科学専攻 P-46  

 花田 耕介 独）理化学研究所 W8-1 ○ 

 羽渕 真清 大阪大学大学院生命機能研究科生命機能専攻 1C-3 ○ 

 浜島 聖文 慶應義塾大学先端生命科学研究所  ○ 

 早川 卓志 京都大学霊長類研究所 P-32 ○ 

 早川 敏之 京都大学霊長類研究所 1D-7 ○ 

 早坂 脩平 山形大学大学院理工学研究科博士後期課程地球共生圏科学専攻 P-89  

 林 文男 首都大学東京理工学研究科生命科学専攻 S1-4 ○ 

 原 雄一郎 産総研・BIRC W1-4 ○ 

 原田 幸子 東京都健康安全研究センター 1D-12 ○ 

 原田 翔太 静岡大・農   

 原野 智広 総合研究大学院大学先導科学研究科 P-66  

ひ 久冨 泰資 福山大学・生命工学部・生物工学科 P-20  

 平尾 章 筑波大学菅平高原実験センター 3C-10 ○ 

 平川 美夏 ＪＴ生命誌研究館 P-44, P-45  ○ 

 平山 廉 早稲田大学国際教養学部 S4-5  

ふ 福世 真樹 東京大学大学院新領域創成科学研究科 S3-3, P-77 ○ 

 藤田 和生 京都大学文学研究科 W7-2  

 藤田 耕司 京都大学大学院人間・環境学研究科   
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ふ 藤田 信之 製品評価技術基盤機構バイオテクノロジーセンター W2-2 ○ 

 藤谷 武史 名古屋市立大学システム自然科学研究科  ○ 

 藤戸 尚子 東京大学大学院理学系研究科 1D-1 ○ 

 伏見 譲 埼玉大学 1D-20, P-3  

 藤村 衡至 東京慈恵会医科大学 解剖学講座（組織・発生）  ○ 

 藤原 亜希子 富山大学先端ライフサイエンス拠点 P-74 ○ 

 布山 喜章 首都大学東京・生命科学   

 古川 龍太郎 東京薬科大学生命科学研究科細胞機能学研究室 P-34, P-35 ○ 

べ 別所 学 名古屋大学生命農学研究科分子機能モデリング  ○ 

 別所 義隆 理研 SPring-8 センター W9-2 ○ 

ほ 保坂 健太郎 国立科学博物館植物研究部 S2-1  

 星野 敦 基礎生物学研究所 W4-3  

 細川 達也 立命館大学 計算生命化学研究室 P-40  

 細田 一史 大阪大学大学院情報科学研究科 1C-2, 1C-3   

 堀池 徳祐 静岡大学若手グローバル研究リーダー育成拠点 3D-4 ○ 

 黄 慶輝 東京大学理学系研究科生物科学専攻 1D-3  

ま 前田 太郎 基礎生物学研究所 P-6,  ○ 

 前原 一慶 筑波大学 生命環境科学研究科 生物科学専攻   

 牧野 能士 東北大学大学院生命科学研究科 W8-6, P-39, P-51 ○ 

 増田 博邦 個人研究者(元ハワイ大学ヒロ校人文科学部助教授)   

 松井 淳 京都大学霊長類研究所人類進化モデル研究センター P-31, P-32 ○ 

 松井 求 慶應義塾大・先端生命 3D-2 ○ 

 松浦 悦子 お茶の水女子大学大学院 人間文化創成科学研究科 自然・応用科学系   

 松尾 優一 東京大学大学院 農学生命科学研究科   

 松下 裕香 東京大学大学院新領域創成科学研究科 1D-6  

み 三浦 千明 明治大学先端数理科学インスティチュート P-2  

 三浦 徹 北大・地球環境 W8-5  

 三上 かつら バードリサーチ W15-3  

 三谷 啓志 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 1E-14 ○ 

 三井 英也 山梨県立中央高等学校   

 三中 信宏 農業環境技術研究所  ○ 

 湊 菜未 東京大学大学院農学生命科学研究科   

 宮 正樹 千葉県立中央博物館 P-18 ○ 

 宮城 竜太郎 東京工業大学大学院生命理工学研究科  ○ 

 宮崎 智史 富山大学大学院 理工学研究部 前川研究室 W14-3 ○ 

 宮澤 三造 群馬大学工学研究科 P-41  

 宮澤 秀幸 大阪大学理学研究科 P-54 ○ 

 宮下 脩平 農業生物資源研究所 S3-5 ○ 

 宮竹 貴久 岡山大学大学院・環境生命科学研究科 S1-1, P-64   

 宮本 教生 JAMSTEC W11-2 ○ 

む 向井 貴彦 岐阜大学地域科学部 OL-3 ○ 

 宗原 弘幸 北海道大学臼尻水産実験所 1E-13, 3C-3  

 村上 哲明 首都大学東京 牧野標本館 P-59, P-60 ○ 

も 守田 智 静岡大学 P-62, P-69 ○ 

 森長 真一 東京大学・大学院総合文化研究科 W8-2 ○ 

 守屋 和佳 金沢大学大学院自然科学研究科 W12-1  

や 安池 元重 水産総合研究センター中央水産研究所水産遺伝子研究センター W5-2, W5-3  
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や 安河内 彦輝 総合研究大学院大学 先導科学研究科 1D-9 ○ 

 矢原 耕史 東京大学（日本学術振興会特別研究員） W2-6  

 山口 諒 九州大学大学院システム生命科学府数理生物学研究室 P-1  

 山崎 剛史 公益財団法人山階鳥類研究所 1E-19 ○ 

 山崎 彩 北海道大学大学院環境科学院  ○ 

 山田 英佑 鹿児島大学大学院理工学研究科   

 山田 知江美 名古屋市立大学大学院 システム自然科学研究科 3D-7 ○ 

 山根 京子 岐阜大学   

 山野井 貴浩 白鴎大学足利高等学校／東京大学大学院／東京理科大学大学院   

 山野上 祐介 東京大学大学院農学生命科学研究科水産実験所 1D-2, P-10, P-18 ○ 

 山本 高之 帝京大学高等学校   

ゆ 行弘 研司 独立行政法人農業生物資源研究所 3C-1 ○ 

よ 横井 勇人 東北大学農学研究科 P-25  

 横堀 伸一 東京薬科大学・生命科学部・分子生命科学科・細胞機能学研究室 W9-3, W9-4, P-34, 

P-35, P-36, P-37 

○ 

 横山 栄二 千葉県衛生研究所   

 横山 美咲 静大・院・農   

 吉田 かおる （株）ソニーコンピュータサイエンス研究所   

 吉田 勝彦 国立環境研究所 生物・生態系環境研究センター  ○ 

 吉田 圭一郎 横浜国立大学教育人間科学部 S2-4, P-60   

 吉田 恒太 国立遺伝学研究所新分野創造センター生態遺伝学研究室 1D-17, 1D-18 ○ 

 吉田 真明 国立遺伝学研究所 W11  

 吉田（高島） ゆかり 海洋研究開発機構 W5-5  

 吉村 仁 静岡大学創造科学技術大学院 P-62, P-69  ○ 

り 李 緑硯 東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻   

わ 若狭 甫 東北大学大学院生命科学研究科生態システム生命科学 P-83 ○ 

 和田 慎一郎 東北大学大学院生命科学研究科 S2-2  

 和田 洋 筑波大学生命環境系 S4, W11-2, SS-2  

 和多田 正義 愛媛大学大学院理工学研究科 W6-4  

 渡辺 格 千葉県立船橋二和高校   

 渡辺 公綱 東京薬科大学生命科学部分子生命科学科 W9-3  

 渡辺 麻衣子 国立医薬品食品衛生研究所   

 渡部 輝明 高知大学医学部附属医学情報センター 1D-13  
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石田 舞奈 神奈川県立弥栄高等学校 ３年 H-1 

円谷 優佑 神奈川県立弥栄高等学校 ３年 H-1 

小野 政晃 神奈川県立弥栄高等学校 ２年 H-1 

藤田 真帆 神奈川県立弥栄高等学校 ２年 H-1 

伊藤 尚子 神奈川県立弥栄高等学校 教諭 H-1 

近藤 まなみ 佐野日本大学高等学校 １年 H-2 

根建 真衣子 佐野日本大学高等学校 １年 H-2 

高橋 直子 佐野日本大学高等学校 １年 H-2 

池澤 佑汰郎 佐野日本大学高等学校 ３年 H-3 

小池 綾奈 佐野日本大学高等学校 ３年 H-4 

谷津 潤 佐野日本大学高等学校 教諭 H-2、H-3、H-4 

坂本 滉平 宮城県仙台第三高等学校 ２年 H-5 

工藤 俊樹 宮城県仙台第三高等学校 ２年 H-6 

木下 理子 宮城県仙台第三高等学校 ２年 H-7 

梅津 亮汰 宮城県仙台第三高等学校 ２年 H-8 

粕谷 博之 宮城県仙台第三高等学校 教諭 H-5、H-6、H-7、H-8 

千葉 美智雄 宮城県仙台第三高等学校 教諭 H-8 

安田 聖美 秋田県立秋田南高等学校 ３年 H-9 

小松 千春 秋田県立秋田南高等学校 ２年 H-9 

土田 美早紀 秋田県立秋田南高等学校 ２年 H-9 

遠藤 金吾 秋田県立秋田南高等学校 教諭 H-9 

中村 こと美 青森県立名久井農業高等学校 ２年 H-10 

下畑 玲南 青森県立名久井農業高等学校 ２年 H-10 

鳴海 智也 青森県立名久井農業高等学校 教諭 H-10 

工藤 勝裕 埼玉県立川口北高等学校 １年 H-11 

稲葉 涼介 埼玉県立川口北高等学校 １年 H-11 

佐々木 聖也 埼玉県立川口北高等学校 １年 H-11 

佐古 詩織 埼玉県立川口北高等学校 １年 H-11 

友廣 和真 埼玉県立川口北高等学校 １年 H-11 

本多 雄介 埼玉県立川口北高等学校 １年 H-11 

岡本 洋輝 埼玉県立川口北高等学校 １年 H-11 

橘 遥香 埼玉県立川口北高等学校 １年 H-11 

小滝 藍 埼玉県立川口北高等学校 教諭 H-11 

森下 瑶子 ノートルダム清心学園清心女子高等学校 ２年 H-12 

大西 優衣 ノートルダム清心学園清心女子高等学校 １年 H-12 

田中 璃彩 ノートルダム清心学園清心女子高等学校 ２年 H-13 

齋藤 恵 ノートルダム清心学園清心女子高等学校 ２年 H-13 

小嶋 由加里 ノートルダム清心学園清心女子高等学校 ２年 H-13 

川井 里香 ノートルダム清心学園清心女子高等学校 ２年 H-13 

澤田 春那 ノートルダム清心学園清心女子高等学校 ２年 H-13 

秋山 繁治 ノートルダム清心学園清心女子高等学校 教諭 H-13 

坂本 弘平 福島県福島市立福島第一中学校 ２年 H-14 

清水 崚雅 福島県福島市立福島第一中学校 １年 H-14 

佐藤 息吹 福島県福島市立福島第一中学校 １年 H-14 

野崎 真矢 福島県福島市立福島第一中学校 １年 H-14 

菅野 俊幸 福島県福島市立福島第一中学校 教諭 H-14 

近藤 朋希 東京大学教育学部附属中等教育学校 ５年 H-15 

藤原 隆浩 東京大学教育学部附属中等教育学校 ５年 H-15 

八重樫 良太 東京大学教育学部附属中等教育学校 ５年 H-15 

小牧 翼 東京大学教育学部附属中等教育学校 ４年 H-15 

石原 麻優香 東京大学教育学部附属中等教育学校 ４年 H-15 

永山 可奈子 東京大学教育学部附属中等教育学校 ４年 H-15 

清水 一希 東京大学教育学部附属中等教育学校 ４年 H-15 

前田 香織 東京大学教育学部附属中等教育学校 教諭 H-15 

坂本 貴洋 栄光学園高等学校 ２年 H-16 
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