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S-01: Sensory genetics, ecology and evolution of primates 
8/21 9:00-12:00  会場：Room 1 

企画者：Shoji Kawamura (The University of Tokyo), Hiroo Imai (Kyoto University) 

使用言語：英語 

 

Primates are generally regarded as visually-oriented mammals, trading a sense of smell for good sight. However, recent 

studies have questioned this simplistic view and it is not well understood the extent to which senses have evolved 

interactively, independently or in concert in primates, including humans. For example, the number of olfactory receptor 

genes is not as clearly differentiated between species with different color vision as once asserted. Among senses, 

receptors of stimuli for vision, olfaction and bitter/sweet/umami tastes all belong to the G-protein coupled receptor 

(GPCR) family, for which the genetic mechanism of signal perception is well understood. Thus, it is now possible to 

explore the evolutionary correlation among different senses in primates by studying these receptor groups. In this 

symposium, we invite investigators on the cutting edge of the sensory genetics, ecology and evolutionary study on 

primates to exchange newest findings and discuss the future directions of studies on sensory evolution of humans and 

other primates. 

 

9:00-9:05 Shoji Kawamura (University of Tokyo): General introduction 

9:05-9:30 Shoji Kawamura (University of Tokyo)  

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

9:30-9:55 Amanda D. Melin1, Mika Shirasu2,3, Yuka Matsushita4, Vivek Venkataraman5, Jessica, M. 

Rothman6, Kazushige Touhara2,3 and Shoji Kawamura4 (1Washington University in St. Louis, 2University 

of Tokyo,3ERATO, JST, 4University of Tokyo, 5Dartmouth College, 6City University of New York) 

Sensory ecology of wild capuchin monkeys (Cebus capucinus): Examining the links among fruit 

signals, nutrition, and primate foraging behavior 

9:55-10:20 Yoshihito Niimura (University of Tokyo; ERATO, JST) 

Evolution of olfactory receptor genes in primates and other mammals 

10:20-10:45 Takashi Hayakawa (Kyoto University; Japan Monkey Centre) 

Dietary adaptation and bitter taste receptor gene evolution in primates 

10:45-11:10 Yasuka Toda (Kikkoman Corporation; University of Tokyo)  

Evolution of the umami taste perception in primates 

11:10-11:35 Hiroo Imai (Kyoto University) 

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

experiments 

11:35-11:55 Discussion (Chaired by Kawamura and Imai) 

11:55-12:00 Hiroo Imai (Kyoto University): Concluding remarks 
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S-02: 転写制御と遺伝的変異の発生と進化 

－ゲノム情報、ゲノム編集、エンハンサー解析－ 
8/21 9:00-12:00  会場：Room 3 

企画者：鈴木誉保（農業生物資源研究所）・越川滋行（京都大学） 

使用言語：日本語 

 

進化生物学の研究が新たな局面を迎えている。次世代シークエンサーの登場やゲノム編集技術の進展は、個

体レベルの全ゲノム塩基配列解読を可能にし、あるいは、シス調節制御の進化などへのアプローチを可能に

しつつある。本シンポジウムでは、ゲノム情報、ゲノム編集、それらを利用した遺伝子制御機構の研究に取

り組んでいる若手の研究者に話題を提供していただく。今後にらむべき進化研究の方向性への足がかりを提

案したい。 

 

9:00-9:10 鈴木誉保（農業生物資源研究所）企画趣旨 

9:10-9:40  ◯土松隆志 1,2,3, 角井宏行 2, 山﨑美紗子 2, Cindy Marona4, Dazhe Meng3, 金岡雅浩 5, 

Thomas Stadler6, Michael Lenhard4, Magnus Nordborg3, 清水健太郎 2 （1 東大， 2 チューリッヒ大，

3 グレゴール・メンデル研究所，4 ポツダム大，5 名古屋大，6ETH チューリッヒ校） 

ゲノムワイド関連解析から探る量的形質の進化：シロイヌナズナを例に 

9:40-10:10  ◯中村遼平、塚原達也、宇野絢子、森下真一、武田洋幸（東大・院理） 

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

10:10-10:40  坪田拓也（農業生物資源研究所） 

PITCh(ピッチ)法：ゲノム編集を利用した簡便かつ効率的な新規ノックイン技術 

10:40-11:10  ◯鈴木誉保、小林功、内野恵郎、瀬筒秀樹（農生研・組換えカイコ） 

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

11:10-11:40  越川滋行（京大・白眉セ／院理） 

模様の進化を引き起こした遺伝的変化 

11:40-12:00  総合討論 司会：越川滋行（京大・白眉セ／院理） 
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S-03: Genome duplication: integrating comparative genomics, 
population genetics, and experimentally synthesised polyploids 
8/21 9:00-12:00  会場：Room 5 

企画者：Kentaro Shimizu (University of Zurich), Jun Sese (AIST) 

使用言語：英語 

 

大野乾以来、ゲノム重複は動物・植物・菌類の多様化の主要な原動力であると考えられてきた。過去 150 年

に倍数化によって種分化した新種も知られており、多くの穀物も倍数体である。しかしながら、重複遺伝子

の解析の困難さなどから、倍数体種のゲノム解析は遅れてきた。このシンポジウムでは、別々の手法やタイ

ムスケールを用いてすすめられてきたゲノム重複研究を概観し、統合的な研究への展望を目指す。比較ゲノ

ム的手法からは、歴史的なゲノム重複と、生物多様化・環境変動との関係が論じられてきた。バイオインフ

ォーマティクスの進展により、次世代シークエンサーを用いて重複遺伝子を区別した RNA-seq や多型解析が

可能になり、組み合わさったゲノムのネットワーク進化によって新たな生態学的ニッチェを獲得することが

見えつつある。また、現代に起きた倍数体種分化や実験室での人工倍数体作成は、種分化をリアルタイムで

研究するまたとない機会を提供する。 

 

9:00-9:20 Kentaro Shimizu1, Tim Paape1, Masaomi Hatakeyama1,2, Reiko Akiyama1, Rie 

Shimizu-Inatsugi1, Satoru Akama3, Jun Sese3, Tanaka Kenta4, Yoshihiko Onda5 (1Univ. Zurich; 

2Functional Genomics Center Zurich; 3AIST; 4Univ. Tsukuba;  5RIKEN)  

Introduction to genome duplication and the allopolyploid Arabidopsis kamchatica and Cardamine 

spp. as model polyploid species to study ecological  speciation 

9:20-9:40  ◯Takashi Makino1、Aoife McLysaght2 (1Tohoku University、2Trinity College) 

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

9:40-10:00  Jeffery Fawcett (SOKENDAI) 

Significance of polyploidization in the evolution of angiosperms 

10:00-10:20  ◯小林正樹１、Kevin Kit Sion Ng２、Jeffrey A. Fawcett３、Soon Leong Lee２、瀬々 潤

１、清水健太郎４ (１産総研・創薬基盤、２FRIM・遺伝、３総研大・先導科学、 ４チューリヒ大・

理)  

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

10:20-10:40  ◯Haruki Ochi、Hajime Ogino (Yamagata University)  

Genome duplications and evolution of gene expression - What can artificial genome duplicated 

vertebrate embryos tell us about WGDs? –  

10:40-11:00  ◯塚谷 裕一１,２、澤田有司３、川出健介２,４、及川彰３,５、平井優美３ (１東大･ 院 ･

理、２岡崎統合バイオ、３理研・環境資源科学研究セ、4 基生研、５山形大・農)  

Metabolomics analyses of autopolyploids: Do genome duplications directly affect metabolic 

pathways? 

11:00-11:20  Tetsu Kinoshita (KIBR, Yokohama City Univ.)  

Mechanism of hybridization bBarrier in plant endosperm 

11:20-11:40  ◯Masahiro Kanaoka1, Yuri Aoki1, Reiko Akiyama2, RIe Shimizu-Inatsugi2, Kentaro Shimizu2 

(1Nagoya University, 2University of Zurich)  

Phenotypic plasticity in relation to water environment in allotetraploid Cardamine flexuosa 

11:40-12:00  赤間 悟 1,2、清水(稲継) 理恵 3、清水健太郎 3、◯瀬々潤 1 (1.産総研・BRD、2. 東 工 大 ・

ELSI、3. チューリッヒ大・理)  

Silencing and ratio changes of homeologs of the allopolyploid Arabidopsis  kamchatica 

studied by new bioinformatic workflows HomeoRoq and SIGN 
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S-04: 進化研究の最先端：病原体を対象として 

8/21 9:00-12:00 会場：Room 6 

企画者：小林一三（東京大）・佐々木顕（総研大） 

使用言語：日本語 

 

もし、今、ダーウィンが蘇ったら、研究対象に選ぶのは微生物に違いない。一世代の長さは、ものによって

は数年間ではなく数十分と小さく、進化過程を追い、仮説を実験で検証できる。ホスト生物との相互作用に

よって、進化が速く多様である。多数の検体の収集が容易であり、小さな全ゲノムと全エピゲノムは容易に

解読できる。メタゲノム解読からは膨大な情報が得られる。例えば、ヒト大腸内のマイクロバイオームにつ

いては、おそらく既に熱帯雨林をしのぐ生態学的情報がある。進化学のさまざまな根本問題への、微生物を

使っての最先端の探索を紹介する。 

 

9:00-9:30 西浦博、○斎藤正也（東大・医） 

 エボラ出血熱の数理モデル研究 

9:30-10:00  ◯佐々木顕、三浦千明、八島健太（総研大・先導研） 

 インフルエンザウイルスの抗原変異を数理的にとらえる 

10:00-10:30 ○泉 泰輔 1,2, 佐藤 佳 1,2, 小柳 義夫 1 （1 京大 ウイルス研、2 CREST） 

 宿主因子 APOBEC3 の多様化に伴うレトロウイルスの適応進化 

10:30-11:00 中川一路（京大医） 

 CRISPR による細菌の進化と生存戦略 

11:00-11:30 小林一三（東大・新領域） 

 「エピジェネティックスに基づく進化」の細菌での検証  

11:30-12:00  服部正平 1、◯西島傑 2（1 早稲田大・理工、2 東大・新領域） 

 ヒトマイクロバイオームの生態と進化 
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S-05: 博物館が拓く進化史学の現在 

8/22 9:00-12:00  会場：Room 1 

企画者：遠藤秀紀（東京大学） 

使用言語：日本語 

 

比較・総合を旨とする科学哲学は、博物館そして自然誌学を育み、進化史研究に貢献してきた。ときにそれ

は自然現象に対するマクロ的視野を養い、還元主義と異なる角度から進化史の全体性を論議している。今日、

博物館が関連をもつ進化学は、具体的にどのように展開しているのだろうか。研究対象にとらわれることな

く、標本、ナチュラルヒストリー、比較・総合を切り口に、進化史研究のいまを論じる。 

 

9:00-9:05  導入 

9:05-9:40  甲能直樹（国立科学博物館・地学研究部、筑波大院・生命環境科学） 

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

9:40-10:15  佐々木猛智（東京大学総合研究博物館） 

 進化史学における博物館の役割：標本に基づく研究の新しい展開 

10:25-11:00  篠原現人（国立科学博物館動物研究部） 

 魚類標本は語り、そして異分野をつなぐ 

11:00-11:35  長谷川政美（復旦大学生命科学学院） 

 博物館試料と古代 DNA 解析 

11:35-12:00 総合討論 
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S-06: 複合適応形質進化の遺伝子基盤解明 

8/22 9:00-12:00  場所：Room 3 

企画者:長谷部光泰（基礎生物学研究所） 

使用言語：日本語 

 

複合適応形質、すなわち、複数の形質進化が積み重なることによりはじめて適応的となり、未完成な段階で

は適応的でなく、かえって生存に不利な形質はどのように進化するのでしょうか。近年、ゲノム生物学の進

展に伴い、複合適応形質を制御する遺伝子系が明らかとなり、複合適応形質がどのように進化するのかが少

しずつわかってきました。さまざまな生物で見られる複合適応形質進化の分子機構の最新の成果を聞きなが

ら、どんな共通のメカニズムが存在するのかを考えていきたいと思います。 

 

9:00-9:18  長谷部光泰（基礎生物学研究所） 

 はじめに・食虫植物はどのように進化しえたか 

9:18-9:36 倉谷滋（理化学研究所 倉谷形態進化研究室） 

 カメの甲はどうやって出来たか 

9:36-9:54  ◯嶋田透 1、木内隆史 1、王華兵 1,4、山野峻 1、平松佑介 1、川本宗孝 1、勝間進 1、門田幸

二 1、藤井告 2、鈴木穣 3、菅野純夫 3（1 東大・院農、2 九大・院農、3 東大・ 院新領域、4 現浙江大） 

 カイコとその近縁種における寄主植物選択機構の進化 

9:54-10:12 深津武馬（産業技術総合研究所） 

 昆虫―微生物共生の分子機構およびゲノム基盤の解明 

10:12-10:30  ◯藤田浩徳 1、青木誠志郎 2、川口正代司 13（1 基生研、2 東大院総合文化、院理、3 総研大） 

 根粒共生系における進化ダイナミクスモデル 

10:30-10:48 黄川田隆洋（生物研・昆虫機能） 

 ネムリユスリカのゲノム解析：極限乾燥耐性はどのように進化してきたのか 

10:48-11:06 新美輝幸（基生研・進化発生） 

 doublesex 遺伝子で探る甲虫の形態的雌雄差 

11:06-11:24  ◯藤原晴彦、飯島択郎、西川英輝（東大・院新領域） 

 シロオビアゲハのベイツ型擬態の分子メカニズムと進化 

11:24-11:42  ◯二階堂雅人１、岡田典弘２（１東工大・院生命、２国際科学振興財団） 

 収斂進化の分子機構：シクリッドを題材にして 

11:42-12:00 長谷部光泰（基礎生物学研究所） 

 複合適応形質進化の共通性と多様性 
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S-07: 進化生態学を『上の階層』から捉えなおす 

8/22 9:00-12:00  会場：Room 4 

企画者：山道真人（京都大）・笠田実（東京大） 

使用言語：日本語 

 

さまざまな生物の個体レベルの適応（究極要因）を調べる進化生態学は、20 世紀後半から爆発的な発展を遂

げてきた。現生の生物の適応は、より時間的・空間的・生物学的に上の階層である、マクロ進化、メタ群集

や生態系と深く結びついている。本シンポジウムでは、今後の進化生態学が、これら『上の階層』をどのよ

うに取り入れて行くか、という観点から、これからの進化学会における生態と進化の統合について考えてい

きたい。 

 

9:00-9:10  Introduction 

9:10-9:35  沓掛展之（総研大・葉山） 

 多様性のパターンから進化プロセスを探る系統種間比較 

9:35-10:00  辻和希（琉球大・農） 

 血縁選択と群集および種多様性 

10:00-10:25 深野祐也（農工大・学振 PD） 

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

10:25-10:50 岸田治（北大・北方圏 FSC） 

 表現型可塑性の生態系機能～エゾサンショウウオ幼生の大顎化の意味を探る～ 

10:50-11:15 佐藤拓哉（神戸大・理） 

 寄生者－宿主関係の多様性からせまる群集動態の一般理解 

11:15-11:40 東樹宏和（京大・人環） 

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

11:40-12:00 General Discussion 
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S-08: DNA 損傷・突然変異・がん：生死の学としての進化学 

8/22 9:00-12:00  会場：Room 8 

企画者：三谷啓志・小林一三（東京大） 

使用言語：日本語 

 

進化の研究は、生活とかけ離れた趣味の世界に属するというイメージが、未だに根強い。しかし、様々な要

因が突然変異を引き起こし、その蓄積によりがんが成立するのであって、日本人の半分は、自らの体内のが

んの進化と戦いながら死を迎えるとも言える。本シンポジウムでは、突然変異生成の分子機構から、生殖系

列への寄与、がん細胞の成立と、そのゲノムレベル細胞集団レベルの変化を進化の視点から捉える。 

 

9:00-9:05 小林一三（東大・新領域）はじめに 

9:05-9:30  ◯Masaki Fukuyo1,2,3,†, Toshiaki Nakano4,†, Kenji K. Kojima1, Yingbiao Zhang1, Yoshikazu 

Furuta1, Ken Ishikawa1, Miki Watanabe-Matsui1, Hirokazu Yano1, Takeshi Hamakawa4, Hiroshi Ide4 

and Ichizo Kobayashi1（1University of Tokyo;  2The Graduate University for Advanced Studies 

(SOKENDAI); 3Chiba University; 4Hiroshima University † equal contribution） 

 塩基切り出し型制限酵素という驚き 

9:30-9:55 能美健彦（国立医薬品食品衛生研究所） 

 生殖細胞における DNA 損傷と突然変異 

9:55-10:20  ◯中別府雄作 1，岡素雅子 1，盛子敬 1，大野みずき 2、土本大介 1，作見邦彦 1（1 九大・生

医研・脳機能制御、２九大・院・医） 

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

10:20-10:45 三谷啓志（東大・新領域） 

 がん遺伝子の創生と進化 

10:45-11:10  ◯入江拓磨・鈴木穣（東大・新領域） 

 次世代シークエンサーを用いた変異ヒトプロモーターの網羅的解析 

11:10-11:35  柴田龍弘（東大・医科研 ゲノム医科学分野） 

 がんゲノム進化 

11:35-12:00  金田篤志（千葉大・医） 

 エピジェネティクスとがん進化 

 

  


