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リレーエッセイ〈5〉

黄昏のマーカー遺伝子

November 2013

倉谷

滋

研究室を主催しているといろいろなことがあって、経験を積むにつれあまり物事に動じなくなるなどと思っ
ているところへ、ある日あるとき、某超有名科学ジャーナルに投稿した我々の論文がリジェクトされて戻って
きた。
「落とされて当たり前」といわれている例の雑誌なのだが、オレたちはそう言って互いに慰め合うよう
なヤワな連中とはワケが違う。とはいえ、
「今回は楽勝だろう」という気持ちがあったこともあり、関係者一
同、
「ガクーッ！」と肩すかしを食らわされたのも事実。この私も多少はそういう気分を味わった。見れば筆
頭著者はかなり落ち込んでいる模様。教えたとおり、負けたときにはちゃんと敗者の顔をしている。よろし
い。いまはそこで精一杯落ち込んでいるがいい。それでこそいつか輝ける明日も来ようというもんだ。かくい
う私だって昔は目の前が真っ暗になったものだ。
ともかくなぜ落とされたのか、それを理解するのが一番。で、それが「相同形質に付随する相同なマーカー
遺伝子発現」という問題だったわけだ。何が不覚といって、これほどの不覚はない。なにしろ、うちのラボの
専門は比較発生学。発生を比べてなんぼのもん、それでもって形態進化を理解しようという研究室だ。何を
おいても遺伝子の相同性や形態の相同性や、それを議論するための概念構築には人一倍うるさくなくてはな
らない。どれぐらいうるさいかといって、あーたそりゃぁもぉ、
「寿司屋が魚にうるさい」とか、
「飲み屋が酒
にうるさい」とか、
「呉服屋が生地にうるさい」とか、
「保育園の子供がうるさい」とか、そういったレベルのう
るささだ。とにかく群を抜いてなければならないのだ。
つまりはこういうことだ。ある原始的な動物に特定の形質がないとそれまで思われていたのが、よく見ると
何か痕跡的な組織が見えた。形態的にも何となく我々のよく知っている構造であるように見える。そして胚
発生を見てみると、いかにもその構造を作りそうな原基が、確かに予想通りの相同遺伝子群、世間でいわゆ
るところの「マーカー遺伝子群」を発現しているのが観察された。これらすべてを総合すると、その痕跡的細
胞群が問題の形質と相同であるといってもまぁかまわんだろう、何しろそれを作ることで知られる相同遺伝子
の発現も確認できたのだしと、我々は当初思ったのだ。実際、世に「エボデボ（Evolutionary Developmental
」と呼ばれるこの分野のほとんどの連中がそういった格安の手続きで済ませている。が、査読者は
Biology）
「それではいかん」という。この査読者、私が常々「これこそ本物の進化形態学者」と敬愛するところの、あの
御仁らしい。返す言葉もない。いやぁ、何が恥ずかしいといって、どこかで偉そうに「この世にマーカー遺伝
子などというものは存在しない」などと、この私自身が国際学会で、しかも大声で豪語していたのだ。
そう、
「マーカー遺伝子」などという遺伝子はこの世にはない。ないよ、絶対。人間に細胞系譜とかその表
そんな都合の良い遺伝子などこの世にあるわけはないし、望んでもいけない。いうまでもなく、発生のある
局面において特定の細胞群と相関して発現する遺伝子を、我々が観察のために便宜上、限定的に利用してい
るに過ぎない。それをまぁ、いつもの誇張と楽観主義でもって「マーカー」と呼んでいるわけだ。一種の宣伝
その昔、実験発生学華やかなりし頃、ニワトリ神経堤細胞特異抗体として HNK-1 なるモノクロナール抗体
が使われていた。80 年代終わり頃だったと記憶する。これは細胞表面の膜タンパク、多かれ少なかれ神経細
胞に関連した細胞接着分子に付随した、一種の炭水化物を認識部位（エピトープ）とするのだが、その名前か
ら分かるように、この抗体自体は本来ヒトの natural killer cell を認識するものとして樹立された。つまり、こ
の抗体にしたところで、何も最初からニワトリ神経堤細胞の細胞膜を標的に作られたわけではなかったのだ。
この抗体がニワトリ後期神経胚から初期咽頭胚にかけて、もっぱら移動中の神経堤細胞（の大部分の細胞
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だ。が、そうするためには厳しい科学的手続きが必要。それに関しては抗体についても同じこと。

リレーエッセイ︿

現型を特異的に教えるために進化し、驚くほどの局所的な細胞系譜特異的発現制御機構を獲得したような、
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集団）を標識することが知られるようになったのは、いわば偶然。それも、実験発生学的に標識された神経
堤細胞の所在と、この抗体で染まる細胞がちゃんと個々の細胞レベルで一致するという、基礎的な観察と実
験があって初めてこの抗体は時期特異的なマーカーとして認められるようになった。その当時、免疫組織化
学というのは極めて神経質な技法で、しかるべき対照実験（ネガコン・ポジコン）をいくつか経て、初めてそ
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の細胞が「○○陽性」であると言えるような、それ自体なかなかつらい作法ではあった。以来この抗体、ある
いはそれによって認識されるエピトープが、単に「神経堤細胞のマーカー」と呼ばれ始め、現在に至る。しか
し、上に述べたように HNK-1 が神経堤細胞のマーカーであるというのは、ニワトリ胚においてその染まった
細胞が神経堤細胞であると分かる別の標識実験があって初めて言えることであり、それもごく限られた発生
時期の話であり、従ってマーカーとして機能するのは原則その限りにおいてでしかない。せめて、
「ニワトリ
胚における移動中の神経堤細胞の初期マーカー」と呼んで欲しい。したがってそれは「HNK-1 で染まるすべ
ての細胞が神経堤に由来する」ということも、
「神経堤に由来した細胞の子孫はすべて HNK-1 で染まる」こと
も、
「すべての脊索動物における同等の細胞が特異的に染まる」ことも全く保証はしないのだ。ニワトリの後
期胚では HNK-1 は末梢神経節の神経細胞のみならず、シュワン細胞の前駆体（これは実際に神経堤由来だか
らいいとして）だの、心臓原基の特定の組織だの、表皮外胚葉のここかしこの特異的な部分だの、実にいろ
いろなものを染める。アフリカツメガエルではローハンベアード細胞はじめ、いくつかの原始的なニューロン
群を濃く染めるので、それらの「マーカー」として用いることができるらしいし、ヤツメウナギや他のいくつ
かの脊椎動物胚ではどういうわけだか末梢の神経繊維がよく染まる。神経堤のマーカーとなるのは、むしろ

HNK-1 で標識される諸構造のごく一部に過ぎないのだ。だから絶対に、この「マーカー」という呼び名に踊ら
されてはならない。
そののちこの抗体の応用範囲が広がり、いろいろな動物胚のいろいろな発生段階で試された。そして、
いったん「HNK-1 は神経堤細胞のマーカー」という標語が出来上がると、それが言葉の上だけで理解され、
いつしか一人歩きを始め、様々な構造が神経堤に由来すると
信じたがる楽観主義的な研究者の夢をうわべだけで叶え始め
る。抗体染色だけのデータでもって書かれた論文が、裏もと
らず、信じられないような構造をいくつも「神経堤由来だ」と
主張しはじめる。なにしろ、HNK-1 が神経堤細胞以外に多く
の構造を染め出すのだからやっかいだ。加えて神経堤が多分
化能を持ち、様々な組織、器官を派生し、その全貌がまだ分
からないとあっては、
「何でもかんでも神経堤！」
、
「HNK-1
であなたも発見をものにしよう！」という雰囲気が醸成されて
も仕方ない。じゃぁなにかい、ヒトの natural killer 細胞も神
経堤から来るんかい。あのころ、神経堤に由来すると思われ
今でも決して完全には終息しきってはいないだろう。実際、

HNK-1 は活発に移動する神経堤細胞でこそよく染まる。移
動が終わると染色性は落ちる。しかも、移動している神経堤
の固定方法によっても染まり方にえらく違いが出る。頼むか
ら、おおかたの神経堤細胞などとっくに移動を止めているは
HNK-1 抗体で染めたトラザメ咽頭胚。
ここでは神経管と脊髄神経のみならず背側腸
間膜や腸管上皮細胞の一部、脊索その他の組
織も染まっている。これらのすべてが神経堤
由来であるなどと言うのは限りなく不可能。
図1

ずの 4-5 日目胚を不適切にもパラフォルムアルデヒドなんかで
固定し、いい加減な染色でものを言うのは止めてくれ。だか
ら、そんなところには神経堤細胞はないんだよ。そっちはほ
ら、内胚葉だってば…。見れば分かるじゃん。
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細胞でも、染まるものと染まらないものがあるらしいし、胚

リレーエッセイ︿

ていた組織構造は今よりずっと多かった。いや、その傾向は

2
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こういったことは私の専門だからことさら目に付くのだろうが、同じような話は他の分野でも、他の抗体で
も、たぶん山のようにあるにちがいない。さらに、分子遺伝学的技術やイメージング技術が粋を極めると、過
去の初歩的技術やそれに付随するコントロール実験は次第に看過されがちとなる。気持ちは分かる。しかし、
どれほど時代遅れの技術となろうとも、データに対する科学的評価基準がその分甘くなって良いなどという道
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理はない。にもかかわらず、手続き上とことん甘くなってしまうのが研究者の世の常なのだ。それはあの、
「北
斗の拳」とか、
「仮面ライダー」とか、
「柔道一直線」とかに見るように、敵を一人倒すたびに次の敵がパワー
アップし、インフレ現象に歯止めが掛からなくなり、いつしか敵がゴジラみたいにもはや人間の範疇を超えてし
まうと同時に、振り返ると最初の敵がひ弱な子供程度にしか見えなくなるという、あのとてつもなくアホらしく、
果てしなく初心を忘れさせる楽観主義的堕落傾向に似ていなくもない。いや、すごく似ているぞ、これは…。
「マーカー」にまつわるもうひとつの危険は、進化的同一性である。進化的に相同とされる遺伝子が異なっ
た動物において相同とされる形質の発生にともに機能するとは限らないし、発生機構それ自体が分子レベル
でしばしば変化する。それは抗体についても同じこと。ひとつの動物で神経系を標識したからといって、同じ
組織が別の動物で染まるとは限らない。下手すると、同じ分子を標識していない可能性すらある。つまり、解
剖学的形態学的レベルでの相同性が、進化系統的に十分確認できない場合、それを補完するのが発生過程に
おけるマーカー遺伝子の発現だなどというロジックは本来的にあり得ないのである。
「状況証拠は増えるじゃ
ないか」との向きもあろうが、その仮説を反駁する解釈を棄却する手続きが状況証拠の数だけ確実に増えてゆ
くと言うことを忘れてはいけない。いうまでもなく、発生過程と相同性の間には関係がある。そもそも、形態
的に相同ということは、種を超えて保存された何らかの発生パターンの保守性があるからだ。しかし、今見て
いる遺伝子の発現が、相同性を表出している発生拘束そのものだとはさすがに言えない。つまるところ、不確
実性の加算は、一向に確からしさを増大させないのだ。むしろ、我々のくだんの論文に対する批判というのは
すなわち、世の中に出回っている安っぽい価値観に寄り添うことなく、自らの本来のあるべき洞察に忠実に細
い導きの糸をたぐり寄せ、なんとか動かぬ証拠を得よ、ということであったらしい（そりゃぁ、無理だ普通）
。
そう、
「おまえ達はそんなせこいやり方で相同性云々するような連中じゃぁなかったはずだ」といわれた気
がして、我々はとりあえずは素直に引っ込んだ。そして天井を見上げ、落ち着いてよく考えてみる。みんな忙
しすぎるんだよな。最近特にそうだ。だから、誰もが手続き省略して核心だけ確認したくなる気持ちは分かる
が、本当にすごい話ってあまりないよね。じゃぁ、落ち着いてもう少しゆっくりと地道にやってみようよ。ラ
イバルが焦っていい加減な仕事をしても、自分までその真似をすることはないじゃないか。でも、負けたら元
も子もないだろう、って？ 世間はすぐに派手で安っぽい研究者ばかりを祭り上げて、金はそっちに流れるだ
ろう、って？ 分かる、それは分かるけどね、君は「囚人のジレンマ」
って言葉を知ってるかい？ おっと、こ
れ以上は書いても無駄だ。たぶんそういうことなのだと私は目を閉じる。そして、無闇に人と競争した時点で
自分を失うということのみ確認する。
で、その後その論文はどうなったかというと…。そりゃぁ、転んでもただでは起きない。言いたいことは
る。とりあえずはめでたしめでたしと…。

国際シンポジウム
Bottleneck in evolution and development

8 月 29 日（木） 9：00 〜 12：15
Organizers：Shigeru Kuratani, Mitsuyasu Hasebe
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シンポジウム・ワークショップ・公開講演会・夏の学校

リレーエッセイ︿

言ったうえでちゃんと受け皿雑誌にアクセプトされ、ネットからただでダウンロードできるところにおいてあ

3
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IS-1：Comparative gene expression analysis reveals vertebrate phylotypic period during vertebrate embryogenesis
Naoki Irie
IS-2：Evolution of craniofacial developmental patterns in early vertebrates
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Shigeru Kuratani, Yasuhiro Oisi, and Fumiaki Sugahara
IS-3：Regulation of bottlenecks in alteration of generations：
switches to start diploid and haploid generations
Mitsuyasu Hasebe
IS-4：A green perspective on the developmental hourglass concept
Marcel Quint
IS-5：Gene expression divergence recapitulates the developmental hourglass
Pavel Tomancak

シンポジウム
S1. Methods for molecular evolutionary studies in special reference to massive data

8 月 28 日（水） 9：00 〜 12：15
Organizer：Naruya Saitou
S1-1： Chaos in Evolution
Satoshi Oota
S1-2： Genomic alignment with MISHIMA 2.0
Kirill Kryukov and Naruya Saitou
S1-3： Constructing large multiple sequence alignments using MAFF T
Kazutaka Katoh
S1-4： Ultra-fast approximation for phylogenetic bootstrap
Arndt von Haeseler
S1-5： Estimating divergence times in large molecular phylogenies
Koichiro Tamura
S1-6： Simultaneous sequence joining and N-ton sorting for prescreening multiply aligned sequence data
in phylogenetic network construction
Naruya Saitou

8 月 28 日（水） 9：00 〜 12：15
オーガナイザー：行弘研司・畠山正統・瀬筒秀樹

S2-1： 鱗翅目幼虫の腹脚はどこから来たか
冨田秀一郎

S2-2： 昆虫の翅と角の多様性をもたらす遺伝子の機能
新美輝幸

S2-3： 翅脈形成を担う Dpp トランスポート機構
畠山正統・新見

修・松田真弥

S2-4：コノハチョウの枯葉模様にみる偶発的かつ漸進的な進化
鈴木誉保・瀬筒秀樹

S2-5： チョウ目昆虫カイコにおける遺伝子組換え技術の高度化

シンポジウム・ワークショップ・公開講演会・夏の学校

S2. 昆虫の形態多様性をもたらす遺伝子の機能
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坪田拓也・笠嶋めぐみ・二橋－長内美瑞子・鈴木誉保・立松謙一郎・小林
内野恵郎・米村真之・高須陽子・田村俊樹・木本

功・飯塚哲也・

舞・滝谷重治・瀬筒秀樹

S2-6： ゲノム編集技術によるノックアウトコオロギの作製
渡辺崇人・松岡佑児・石原聡・山本

卓・野地澄晴・三戸太郎
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S3. 高校生物の進化分野はどこが変わったか？

8 月 28 日（水） 9：00 〜 12：15
オーガナイザー：嶋田正和・中井咲織

S3-1： 東京書籍「生物」の進化単元の内容について
長谷川眞理子・伊藤元己

S3-2： 第一学習社「生物」の進化単元の内容について
中井咲織・中島光博

S3-3： 数研出版「生物」の進化単元の内容について
嶋田正和

S3-4： 啓林館「生物」の進化単元の内容について
本川達雄
S4. 進化的原動力としての共生

8 月 30 日（金） 9：00 〜 12：15
オーガナイザー：稲垣祐司・神川龍馬・松崎素道・菊池義智

S4-1： 深海底熱水活動域に見られる化学合成共生系を理解する：全ゲノム解析と群集遺伝学からのアプローチ
中川

聡

S4-2： 窒素固定オルガネラ？－珪藻細胞内共生シアノバクテリアに見るゲノム縮小進化
中山卓郎・神川龍馬・谷藤吾朗・John M. Archibald・稲垣祐司

S4-3： 共生ダイナミクスによる昆虫の農薬抵抗性進化
菊池義智

S4-4：マルカメムシの必須共生細菌の伝達を担う「カプセルタンパク質」
棚橋薫彦

S4-5： Entamoeba マイトソームのタンパク質輸送機構
牧内貴志・見市文香・津久井久美子・橘

裕司・野崎智義

8 月 30 日（金） 9：00 〜 12：15
オーガナイザー：熊澤慶伯・伊藤元己

S5-1： DNA バーコディングによる種同定の応用可能性
森山昭彦・熊澤慶伯・市原

俊・川瀬基弘

S5-2： 昆虫類の分類学的研究と DNA バーコーディング
吉武

啓

S5-3：「コメツキムシは見てもよくわからん！」と言われるが・DNA バーコードだったらわかるのか？
大場裕一

S5-4：メタバーコーディング：DNA バーコーディングを応用した新しい未知生物探索技術
田辺晶史

S5-5： マグロ類の DNA バーコーディング：水産食品管理への応用とその現状

シンポジウム・ワークショップ・公開講演会・夏の学校

S5. DNA バーコーディングで何ができるか
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東

亮一・野原健司・鈴木伸明・仙波靖子

S5-6： 進化研究における DNA バーコーディング利用のインパクト
伊藤元己
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S6. 種分化を伴う進化と伴わない進化：環境傾度に対する植物の適応進化とその生態・遺伝的背景

8 月 30 日（金） 9：00 〜 12：15
オーガナイザー：田中健太・北山兼弘

S6-1： 海洋島と大陸島の熱帯高山におけるフトモモ科樹木の葉形質の集団内多型とエコタイプの形成
北山兼弘・安藤聡一・阪口翔太

S6-2： 遺伝子から迫るチャルメルソウ属の生態的種分化
奥山雄大

S6-3： ベニシダ類の無配生殖型・有性生殖型の分布と生育環境の分化
山本

薫・田中崇行・海老原淳・村上哲明

S6-4： バイオームを超えたヒノキ科針葉樹の環境適応－系統解析と共通圃場実験から見えてきた種分化の歴史
阪口翔太・David Bowman、Lynda Prior・Michael Crisp・
津村義彦・上野真義・伊藤元己・井鷺裕司

S6-5： 標高傾度に沿ったミヤマハタザオの適応機構：生態から遺伝子へのアプローチ
平尾

章・恩田義彦・清水（稲継）理恵・瀬々潤・清水健太郎・田中健太

ワークショップ
WS1. ウズベン葉緑体の進化

8 月 28 日（水） 9：00 〜 10：30
オーガナイザー：稲垣祐司

WS1-1： 無殻渦鞭毛藻におけるクレプトクロロプラスト（盗葉緑体）の動態と進化
大沼

亮・堀口健雄

WS1-2： 紅（アカ）からミドリへのお色直し—渦鞭毛藻類における緑藻類由来葉緑体の獲得—
皿井千裕・神川龍馬・高橋和也・稲垣祐司・岩滝光儀

WS1-3： Karenia 属渦鞭毛藻における進化的起源の異なる葉緑体型 GAPDH の進化と細胞内局在
松尾恵梨子・神川龍馬・矢崎裕規・田原美智留・佐倉孝哉・永宗喜三郎・稲垣祐司

8 月 28 日（水） 10：45 〜 12：15
オーガナイザー：村上哲明

WS2-1： ABS 問題とは何か
村上哲明

WS2-2： 名古屋議定書の国内措置検討の課題
鈴木睦昭

WS2-3： 生物遺伝資源・標本・フィールド研究に関わり学術研究者が配慮すべき ELSI の観点（ELSI ＝
Ethical, legal and social implications）
渡邉和男
WS3. 古代ゲノム学：地球科学と生命科学の融合

8 月 30 日（金） 9：00 〜 11：30

シンポジウム・ワークショップ・公開講演会・夏の学校

WS2. 海外での生物調査・生物標本・サンプル＝生物遺伝資源の取得とABS 問題
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オーガナイザー：遠藤一佳

WS3-1： 祖先ゲノムの遺伝子配置と塩基配列の復元
遠藤一佳

WS3-2： 水界の硫黄循環システムと微生物群集
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福井

学・小島久弥

WS3-3： 地球環境と生命進化：地質学や地球化学から読み解く生命進化
小宮

剛

WS3-4： 脊椎動物 3 億年のゲノム進化：ゲノム重複に由来する遺伝子の保持と進化に寄与した自然選択項の
検出
井上

潤・佐藤行人・西田睦

WS3-5： 古代ゲノム学推進の基盤データベース構築
川島武士
WS4. 形と進化

8 月 30 日（金） 9：00 〜 10：45
オーガナイザー：荒木仁志・細

将貴

WS4-1： 人為環境下での魚類の形態変化
荒木仁志

WS4-2： 樹上性カタツムリの左右二型にみる進化的安定性
浅見崇比呂

WS4-3： 哺乳類の頭部相同性を再考する
小藪大輔

WS4-4：発生拘束と適応のコストで生活史進化を理解する
細

将貴

WS5. Sexual selection of hermaphroditic animals: one further step from “So what?”

8 月 30 日（金） 9：00 〜 10：45
オーガナイザー：中寺由美

WS5-1： Introduction
Yumi Nakadera
Kazuki Kimura
WS5-3： Sperm as a paternal investment:
sex allocation and mate choice in sperm-digesting hermaphrodites
Sachi Yamaguchi, Yoh Iwasa
WS5-4： Transition from hermaphroditism to androdioecy in barnacles
Yoichi Yusa, Shigeyuki Yamato

公開講演会
8 月 31 日（土） 13：30 〜 15：00
自然史標本がつなぐ歴史と未来
・植物多様性を生かして活かす植物園の研究
奥山雄大

シンポジウム・ワークショップ・公開講演会・夏の学校

WS5-2： Mate manipulation and sexual conflict in simultaneously hermaphroditic land snails
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・自然史標本からわかること 〜標本を利用した研究例の紹介〜
佐藤

崇

・標本・観察データのデータベース化〜意義と利用〜
福田知子
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進化生物学夏の学校
8 月 31 日（土） 9：00 〜 12：00
・生命の樹―昔と今
橋本哲男
・葉緑体―細胞内共生が駆動する細胞進化
石田健一郎
・ヒトはなぜヒトになったか？―ヒト固有の性質の進化―
長谷川真理子
・バイオミネラリゼーションの起源と進化
遠藤一佳

2013 年度学会賞等授賞理由
日本進化学会では、進化学や関連する分野の進歩を促進し、研究上の業績や教育上の貢献を広く一般に
」
、
「研究奨励賞（Young Scientist
知らせるため、
「日本進化学会賞（Eminent Evolutionalist Award, SESJ）
」および「教育啓蒙賞（The Award for Education and Enlightenment, SESJ）
」を設
Initiative Award, SESJ）
けています。
「日本進化学会賞」は、学会員か非学会員かを問わず、進化学や関連する分野において学術上非
常に重要な貢献をされた方に授与されます。加えて、
「研究奨励賞」は研究業績上大きな発展が見込める若い
学会員に、
「教育啓蒙賞」は学会員か否かを問わず教育啓蒙に大きな功労があった方に授与されます。

13 時 00 分〜 15 時 00 分
【日時】2013 年 6 月 5 日（水）
【場所】UEDA ビル 6 階（株）クバプロ
【出席】倉谷
宮

滋（選考委員長・会長）
、長谷部光泰（副会長）
、浅見崇比呂（事務幹事長）

正樹、和田

洋、河村正二

慎重に選考した結果、下記の方々への授賞を決定しました。

【日本進化学会賞】
●斎藤成也

博士（国立遺伝学研究所・教授）

「近隣結合法などの分子系統進化学の方法論の開発とその応用研究」
斎藤成也氏は、根井正利･現ペンシルバニア州立大学教授（前テキサス大学教授）の下で「近隣結合法」と
最小となるように近隣探索を繰り返すという単純ながらも独創的で画期的なこのアルゴリズムは、現在でも
国際的に非常に幅広く使われており、Google Scholar によれば引用回数は現在 32,000 回を超えている。この
引用回数は驚異的であり、系統樹作成法だけでなく他の様々な方法論の中でも、国際的な頂点を形成してい
ると言っても過言ではない。斎藤氏はこれ以外にも、興味深い進化現象を分子レベルやゲノムレベルから研
究することを一貫して続けており、進化学の国際的な指導者としての地位を確立している。例えば、ABO 式

年度学会賞等授賞理由

。系統樹の枝長の総和が
いう系統樹作成法を開発したことで特に著名である（Mol. Biol. Evol. 4: 406, 1987）
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血液型遺伝子（Mol. Biol. Evol. 14: 399, 1997）と Rh 式血液型遺伝子の研究では、意外にも偽遺伝子である O
型アレルをはじめこれらの遺伝子に正の自然選択が働いていることを示し、糖鎖を介した微生物との相互作
用への関連の可能性を指摘した。また、チンパンジーやゴリラのゲノム研究の進化学的側面を推進した。近
年は脊椎動物ゲノムにおける非コード領域の高度保存配列について、その同定法の開発を行うとともに、そ

November 2013

の脳における遺伝子発現の保存性への関与など進化学的な意義を指摘している（Genome Biol. Evol. 5: 140,
。さらに、斎藤氏は自身の出身分野である人類学においては、人類集団の遺伝的近縁関係の研究も精
2013）
、最近では
力的に行っている。先駆的には古典的遺伝マーカーを（Am. J. Phys. Anthropol. 102: 437, 1997）
、尾本惠市･東京大学名誉教授とともに、ア
ゲノム規模 SNP データを用いて（J. Hum. Genet. 57: 787, 2012）
イヌと琉球人は同系統であり本州日本人はアイヌ・琉球人と韓国人の中間に位置すること、そしてアイヌと琉
球人は東南アジアやオセアニアの集団と近縁性を示さないことを示し、日本列島人の起源に関して重要な発
表を続けている。以上のように、斎藤氏は、進化学の分野で国際的にも極めて顕著な業績を積み上げてきて
おり、日本進化学会賞授賞に十分値する。

【研究奨励賞】
中野裕昭

博士（筑波大学下田臨海実験センター）

「非モデル海産動物を用いた発生過程の進化に関する研究」
中野裕昭博士は、系統学的に重要でありながら、生体の研究がほとんどされず、発生過程の報告がない動
物 2 種（ウミユリと珍渦虫）に対し、採集・飼育法を開発し、発生過程を解明、進化動物学の分野において文
字通りエポックメイキングな業績を上げてきた。有柄ウミユリ類は現生の棘皮動物の中で最初に分岐し、他
の棘皮動物にはない構造を持つ、採集困難な深海性動物であるため、その発生過程は長らく謎であった。中
野博士は有柄ウミユリ類の一種トリノアシを用い、2003 年、世界で初めて有柄ウミユリ類の発生過程の観察
に成功した。1864 年に成体が発見されて以来、じつに 139 年目の快挙である。この研究によりトリノアシは 2
種類の幼生を経る発生過程をとることが判明し、この発生様式が棘皮動物門にとって祖先的であると提唱し
た。また、珍渦虫は中枢神経系や生殖器官、体腔など左右相称動物に見られる主要な器官をほとんど欠き、
この単純な体制のため系統学的位置が長いあいだ謎とされてきた。中野博士は新口動物の大規模な分子系統
解析プロジェクトに参加し、珍渦虫は新口動物内で新しい門、
「珍無腸動物門」に属すると報告すると同時に、
珍渦虫の安定した採集・飼育法を開発、繁殖期が冬であることを確認、次いで珍渦虫の幼生の観察に世界で
初めて成功した。1878 年に発見されて以来、135 年目の快挙である。珍渦虫の幼生は単純な体制をしており、
新口動物の共通祖先もこのような幼生型を有していた可能性が示唆された。以上のように、100 年以上にわ
たる研究者の努力でも開けられなかった壁を 2 つも突破した業績は特筆に値する。これらの研究成果が評価
され、研究奨励賞の受賞となった。
齋藤

茂

博士

（岡崎統合バイオサイエンスセンター
（生理学研究所）生命環境研究領域 細胞生理研究部門 特任助教）

「分子進化学および生理学的手法による温度受容体の機能進化の研究」
齋藤茂氏は、温度感受性 Transient Receptor Potential（TRP）チャネルが哺乳類から同定されて間がな
く、哺乳類以外の脊椎動物種の情報が乏しかった時期に、脊椎動物の温度感受性 TRP チャネルレパートリー
椎動物種から単離し、分子進化学的解析にとどまらず、電気生理学的解析を実施してチャネル機能の系統比
較を行なった。それによりオーソロガスな TRP チャネルの温度感受性が脊椎動物系統間で大きく異なること
を示し、TRP チャネル遺伝子群のダイナミックな進化過程を明らかにした（Physiol. Genomics 27: 219, 2006;
。また、化学物質によっても活性化される温度感受性 TRP チャネルの化学
PLoS Genet. 7: e1002041, 2011）
物質感受性が種間で大きく異なる場合があることを示し、熱・化学物質を刺激とした痛み感受（侵害受容）に

年度学会賞等授賞理由

の起源と進化多様性の解明に独自に取り組み、顕著な成果を上げた。温度感受性 TRP チャネルを複数の脊
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関わる複数の TRP 間の相互進化に関しても重要な知見をもたらした（J. Biol. Chem. 287: 30743, 2012）
。さ
らに、種間多様性を利用した突然変異体チャネルの機能解析により化学物質感受性の相違に関わるアミノ
酸置換を同定するなどチャネル活性の構造基盤解明に繋がる研究を展開している（J. Biol. Chem. 287: 2388,
。温度感受性や化学物質の侵害受容は動物の様々な行動や生理現象に関わる重要な感覚であるが、そ
2012）
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のメカニズムや進化過程の解明は黎明期にあると言える。独自にその研究フロンティアに飛び込み、進化学
的視点に立ちながら生理学的実験を取り入れ、専門分野の垣根を越えたアプローチを展開する齋藤氏は、進
化学において研究業績上大きな発展が期待され、研究奨励賞を授与するに相応しいと判定した。

教育啓蒙賞
今年度は該当受賞者はありませんでした。

2013 年度 若手口頭発表賞
全 69 件の口頭発表が若手口頭発表賞の対象として審査されました。本年は例年のポスター賞（若手ポス
ター発表賞）と代わる“ 若手口頭発表賞 ”を設定し、優秀な若手講演を表彰することとなりました。また本年
からは学生会員に限らずに、審査を希望したすべての若手会員の発表が、審査対象となっています。口頭発
表審査のために大会運営委員で次の方針を設定しました。
方針：演題と要旨で審査員を引きつけるところから、審査は始まっている。つまり、審査員に聞きに来ても
らえるようにすることも、発表者の能力なので、必要以上に発表を聞いている審査員の人数の平等化を図る
必要は無い。ただし審査員が誰も聞いていない発表があるのは、やはり避けたい。このために、座長を全員
審査員にし、座長が 3 日間の審査期間全体を通して優れた演題に投票する。
この方針のもとに、以下 3 項目を主に点検し、総勢 22 名の座長を審査委員とし、5 段階での総合評価が行
（1）内容は明確か、
（2）質疑応答（質疑は活発であったか、受け答えが明確か）
、
（3）学問的意
われました：
義・発展性の大きさ。若手優秀賞受賞者は、以下（第一発表者）の方々です。

若手口頭発表賞・最優秀賞（2 件）
［3C-08］横隔膜の進化的起源
平沢達矢、倉谷

滋（理研 CDB）

［1B-03］イトヨにおける異なる日長応答性の進化とその遺伝基盤
石川麻乃、北野

潤（国立遺伝学研究所）

若手口頭発表賞・優秀賞（2 件）
［1C-11］貝殻螺旋成長の分子メカニズムと形態進化
清水啓介、遠藤一佳（東京大・院・理）
［1D-11］世界古最菌群衆の配列・環境地図
柏村卓朗、岸野洋久（東京大・院・農）
最後になりますが、貴重な時間を割いて若手口頭発表賞審査にご協力くださった審査員の方々にお礼申し
上げます。
（川島武士）

年度 若手口頭発表賞
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2013 年度 みんなのジュニア進化学ポスター賞
今年度の高校生ポスター発表は 22 件でした。県別では、宮城県 2、茨城県 10、山形県 1、栃木県 2、東京
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都 1、神奈川県 2、岐阜県 1、兵庫県 2、福岡県 1 件の発表がありました。
全 22 件を発表番号順に 3 つに分け、各 7 〜 8 件を 3 人の審査員（全 9 名 : 北條優、岸田拓士、井上潤、大野
ゆかり、野澤昌文、長谷川真理子、石川麻乃、細将貴、中井咲織 ; 順不同）が行いました。以下 3 項目を主に
点検し、5 段階での総合評価の平均点が最も高かった発表を最優秀賞、続く順位の発表を優秀賞としました：
（2）発表者は研究目的と現在の結果の意味を理解しているか、
（3）楽しん
（1）研究（活動）の目的は明確か、
で研究活動を体験しているか。高校生ポスター賞受賞者は、以下の方々です。

最優秀賞（2 件）
［H-14］宮城県内で採集したミカヅキモの単離と分類
鈴木沙也香、工藤由佳（宮城県仙台第三高等学校）
［H-22］クモの糸の可能性探求〜ミクロ観察とスペクトル比較〜
塚本真由、大嶋真広（東京都立多摩科学技術高等学校）

優秀賞（1 件）
［H-15］ナミテントウは強い虫？
〜捕食性テントウムシ幼虫の餌適性と、ギルド内被捕食回避のための落下行動〜
村田篤志（常総学院高等学校）

敢闘賞（19 件）
［H-1］ 稲：切除茎交雑で得られた変異
今井

月、佐藤

遥（山形県立村山農業高等学校）

［H-2］ 天然酵母の分離と活用に関する研究〜有用な花酵母の発見をめざして〜
木村愛美、竹村

栞、河合彩華（岐阜県立岐阜農林高等学校）

［H-3］ オーストラリア有袋類の分子系統樹をつくる
田口千恵（清真学園高等学校）
［H-4］ ダンゴムシの行動から性差を調べる
町田未歩（清真学園高等学校）
［H-5］ 分子系統樹をつくる
篠塚彩乃、三杭志穂、辺田千尋、岩瀬りん子（清真学園高等学校）
黒田純平（清真学園高等学校）
［H-7］ 清真学園校内のクモの分布
岩田基晃（清真学園高等学校）
［H-8］ カブトムシの体角と眼のサイズの関係を探る
朝日勇貴、一柳明弘（清真学園高等学校）
［H-9］ 伊豆諸島のシマクサギ調査
金親知花、金親侑花、佐藤良太（清真学園高等学校）
［H-10］チョウの複眼の観察
杉山

亮、片山

諒（清真学園高等学校）

年度 みんなのジュニア進化学ポスター賞

［H-6］ ニホントカゲの縄張り防衛行動の観察
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［H-11］蔓脚類完胸超目（カメノテ・フジツボの仲間）の水平分布と DNA 多型解析
林真

大、中奥祐樹、中村亮祐（兵庫県立尼崎小田高等学校）

［H-12］アカミタンポポの水平分布と遺伝子解析
小田将平、林

真大、中奥祐樹、中村亮祐（兵庫県立尼崎小田高等学校）
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［H-13］納豆菌に感染するバクテリオファージを探索する
鎌田睦大（宮城県仙台第三高等学校）
［H-16］プラナリアの条件反射を利用した脳機能の測定
江村

翼、早川春香、山田侑加（佐野日本大学高等学校）

［H-17］たんぽぽ調査
近藤まなみ、松本実樹（佐野日本大学高等学校）
［H-18］ゲンジボタルの遺伝的解析と生息地域・生息環境に関する研究
磯

光（茗溪学園高等学校）

［H-19］ショウジョウバエの閾値
吉藤志織、川崎敏矢、下條浩大朗、大島茜理、花見卓也（福岡県立小倉高等学校）
［H-20］Dandelion の交雑状況調査
牧野純也（横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校）
［H-21］蔓脚類の系統解析の試み
住谷

学、杉原翔吉（横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校）

今回の高校生ポスターで目立ったのは、DNA の塩基配列の決定が普通に行われるようになっていることで
した。大量データの取得によって研究がたいへん現代的なものになっている一方で、自分なりの解釈や理解
がむずかしくなっている学生が増えているという印象が、各評価委員から示されました。授賞式当日は、ポス
ター発表に対する講評を示す時間を十分とることができなかったため、9 名の審査委員からの審査報告や総評
を送っていただいたものを短くまとめ、後日、発表いただいた高校の指導教員や学生に対して、学会からの
フィードバック情報として送付しています。
最後になりますが、多くの時間をかけて高校生ポスター賞審査にご尽力くださった審査員の方々にお礼申
し上げます。
（川島武士）

大会報告記

大会全体についての報告
洋（筑波大学）

、筑波大学（つくば市天王台）にて開催さ
日本進化学会第 15 回大会は、2013 年 8 月 28 日（水）〜 31 日（土）
れた。橋本哲男大会委員長のもと、和田洋準備委員長を含む 10 名の筑波大学スタッフが準備委員として、大
会運営に関わった。プログラム企画などを、石田健一郎、澤村京一、稲垣祐司が担当し、ホームページ、申
し込み受付を神川龍馬が、会場設営、アルバイトを平川泰久がそれぞれ担当した。また、受付・懇親会を横
山亜紀子・徳永幸彦が担当し、高校生ポスター発表を本多正尚が企画した。プログラムなどの表紙のデザイ
ンは、中山剛によるものである。
日程に関して、本年度から 2 学期制に移行した筑波大学では、8 月 9 日まで授業が行われていることから、

大会報告記 大会全体についての報告
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お盆前の開催は現実的ではなかった。また、お盆明けの大学院入試の日程（8 月 20 － 21 日）
、大学説明会（8
月 24 日）を避けると、選択の余地はほとんど残っていなかった。公開講演会を大会最終日に設定し、その日
を土曜日にあてると、必然的に 28 日からの 4 日間という日程に落ち着いた。他大学の大学院入試や他の学会
などの日程を考慮する余裕は全くなかったというのが正直なところである。

November 2013

参加者については、当初 500 人程度を見込んで予算も計画していたが、最終的には 383 人と例年から比べ
て 3 割程度減少した。幸い、大学で共催として開催したために会場費がかからず、赤字になることはなかった
が、準備委員会としては大いに反省すべき結果となった。その原因については、開催地がつくばであったこ
とに求めることもできるかもしれない。つくばエクスプレスが開通して東京－つくば間は 1 時間で来ることが
できるようになり、つくば在住の準備委員はその恩恵を大いに被っているが、全国的に見るとその便利さがあ
まり伝わっておらず、以前の全く予想できないスケジュールで（東京－つくば間、1 － 3 時間）運行していた時
のイメージが残っていたのかもしれない。しかし、それ以上に我々準備委員会の方針が大きく影響した可能
性もあったかと反省している。
大会開催の準備を進めるにあたって、準備委員会ではまず、大きく 2 つの方針を決めた。1 つは、一般発表
を全て口頭発表にするという方針をとった。ポスター会場を準備するのが容易ではなかったことが現実的に
は大きな問題であったが、それよりも大会準備委員会としては、若い学生会員に口頭発表する機会を増やし
たいという思いが強かった。これまでに学生を指導してきた経験から、ポスター発表と口頭発表では、発表
の準備における完成度に雲泥の差があることを感じている。口頭発表では、限られた時間の中で、聴衆に印
象づけたいメッセージをできるだけインパクトをもって伝えるために、データをどのようなストーリーに沿っ
て提示していくか、どういう順序で示していくか、どんな言葉を使うか、熟慮して仕上げていくが、正直ポス
ター発表では、必ずしもそこまでの完成度にまでは追い込まないように思う。むしろ、学生は聞く相手を見な
がらその場で言葉を選び、発表を通して作り上げていくというスタイルかもしれない。その意味で、ポスター
発表とは違った、事前の完成までの追い込みと限られた時間内での勝負というピリピリとした緊張感を、若
い会員に味わって欲しいという気持ちも込めた。当初は、ポスター発表をなくしたことにより、一般演題の登
録数が減ることも危惧したが、演題数は 141 と昨年大会の口頭発表とポスター発表を合わせた数（154 件：口
頭発表 62、ポスター発表 92）と比べて大きな減少はなかった。したがって、この方針が参加者減に結びつい
た訳ではなかったと考えている。
もう一つ、準備委員会の方針として、無理をしてシンポジウム・ワークショップの数を増やそうとすること
はやめようと決めた。したがって、準備委員が 2 件のシンポジウム、ワークショップを企画し、進化教育に関
するシンポジウムの企画を依頼した（後述）以外は、準備委員の方で会員に企画を依頼、働きかけなどはしな
かった。その結果、シンポジウム・ワークショップは、国際シンポジウム“Bottleneck in evolution and devel-

opment”を合わせて 12 セッション、演題数 56 と、昨年以前の実績から半減した（昨年 22 セッション、107 演
題）
。内容についても、分野のバランスがとれ、まんべんなく企画されていたかと言われると自信がない。例
えば、学会の名称を、進化学会として、
（おそらく、あえて）進化「生物」学会としなかった意図を感じさせる
ようなシンポジウム・ワークショップはなかった。企画されたシンポジウム・ワークショップは、いずれも質
るには不十分であったのかもしれない。したがって、この方針は、参加者減に結びついた可能性がある。今
後の大会運営、特に地方での開催においては、開催校での積極的な企画などが求められるかもしれない。
今大会では、
「高校生物の進化分野はどこが変わったか？ 新しい教科書『生物』を比較する」だけは、準
備委員会から、中井咲織会員に依頼した。シンポジウムの詳細は本ニュースで別途記載されるので、ここで
は触れないが、シンポジウムとしては例外的に一般公開として、大会参加費を払わないでも参加を認めた。
そのため東京都や茨城県の高校教員の参加もあり、有意義な議論を交わすことができた。3 日目の高校生ポス
ター発表や、最終日の公開講演会や夏の学校といった一般公開企画と日程を近づけられればもっと参加者も
増えていたと思われる。

大会報告記 大会全体についての報告

が高く活発な議論で盛り上がるものであったが、レパートリー数だけから見ると、会員を学会参加に引きつけ
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一般講演を全て口頭発表としたことで、若手発表賞も従来とは変則的な審査となった。学会執行部の川島
武士氏の尽力で、滞りなく審査できた。ただ、懇親会での表彰が日程の都合でできなかったことの是非は、
今後検討すべき課題である。
例年行われている高校生によるポスター発表「みんなのジュニア進化学」には、近隣の高校だけでなく、西

November 2013

は福岡県、兵庫県、岐阜県から、東は、山形県や宮城県からも参加があり、22 件の発表があった。準備委員
会からは、首都圏の高校に案内を送っただけだったので、学会のホームページ等を見ての参加であったかと
思われる。こちらの審査についても、川島武士氏にとりまとめの労をとってもらった。
、石
進化学夏の学校は、最終日 31 日の午前中に開催した。分野のバランスを考えて、橋本哲男氏（系統学）
、遠藤一佳氏（古生物学）の 4 人に依頼した。高校教員
田健一郎氏（共生進化学）
、長谷川真理子氏（人類学）
や学生会員に、進化研究の最近の進展や動向を伝えて頂くようにお願いした。夏休みの最終日ということも
あってか、参加者は全体で 100 人程度、うち一般参加者は 20 名程度と低調であったが、講演内容は興味深い
ものばかりで、聴いて頂いた方々には満足して頂けたのではないかと思う。
進化学夏の学校に引き続いて、最終日の午後、一般講演会を開催した。進化学会員も多く所属する国立科
学博物館の研究、収蔵施設が移転して、昨年リニューアルした筑波研究施設、実験植物園について、フォー
カスし、企画した。まず、国立科学博物館所属の 3 人を講師に招いて、研究者は、どのような眼差しで生物
や標本、試料と向き合っているか、語って頂いた。奥山雄大氏には植物園の生きた材料を同研究に生かし
ているか、
「植物の多様性を生かして活かす植物園の研究」と題して語って頂いた。つづいて、佐藤崇氏は、
分子生物学手法も導入した博物館の動物標本を使って行った研究の実例などについて、
「自然史標本からわ
かること

標本を利用した研究例の紹介」と題して語って頂いた。最後に、福田知子氏には、各地にちらば

る博物館に所蔵されている標本を統一データベースに統合しようという試みについて「標本・観察データの
データベース化

意義と利用」と題して講演いただいた。その後、会員も含めた希望者 20 名程度で、科学博

物館・植物園に移動し、植物園の植物や、非公開の貯蔵標本を、所員の解説を聞きながら見学するツアーを
行った。科学博物館側の意向もあり、一般向けにはあまり宣伝をしなかったため小規模でのツアーとなった
が、同行した私も時間を忘れて植物や標本に魅了され、もっと長く解説を聞いていたかったと思いながら、
帰途についた。この見学ツアーは、国立科学博物館の全面的な協力を得て（共催）開催し、藤田敏彦氏や内
尾優子氏をはじめ、国立科学博物館のスタッフには、企画に関して全面的に協力いただいた。この場であら
ためて謝意を表したい。
次に、大会準備を行いながら気づいた点や反省点について、次回以降の開催の参考にしていただける可能
性のある点について、2 点ほど述べたい。まず、託児サービスについて、これまで進化学会は参加人数が少な
かったためか、大会での託児サービスを行ってきていなかった。今回、1 件の問い合わせがあって、準備委員
会でもそのことに気づいた次第で、結局近隣の託児サービスについて紹介するという対応しかできなかった。
他の学会などでは、当たり前のサービスとして定着しつつあるので、次回以降は導入を検討した方がよいか
もしれない。今回の問い合わせは 1 件であったが、潜在的な需要はあるだろうし、託児サービスを期待できな
いために、参加を見合わせたケースもあったかもしれない。
会員に通知されないまま、大会を迎えることになった。毎回受賞者講演は行っているにもかかわらず要旨集
に受賞者の紹介が掲載されていない。進化ニュースが電子媒体だけとなった今、要旨集での紹介も検討して
よいかもしれない。今大会の要旨集の印刷スケジュールで考えると審査結果が出てから記事を作るための時
間は十分に確保できる。
最後に、本大会でも、企業からの展示・広告等による協力を得た。昨年開催校の所と首都大学田村浩一郎
氏から助言をいただき、前年秋から依頼を始めたことで、順調に協力をいただくことができた。展示 2 件、広
告 7 件、寄付 2 件をいただいた。この場を借りて深く謝意を表する。

大会報告記 大会全体についての報告

もう 1 点は、進化学会賞の受賞者の紹介について、今回は様々な事情で奨励賞も含めた学会賞の受賞者が
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日本進化学会賞受賞記

これまでの 30 年、これからの 30 年
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斎藤成也（国立遺伝学研究所・教授）
今年度の日本進化学会学会賞をいただいた。受賞記念講演は英語でさせていただいたが、
進化ニュースのこの原稿は日本語で書いている。
。一方、現在
私の最初の論文は、ちょうど 30 年前の 1983 年に人類学雑誌に掲載したものだ（斎藤、1983）
の年齢（56 歳）を考えると、あと 30 年、86 歳まではなんとか知的活動ができるかもしれない。ということを
考えると、今年は私の知的活動のちょうど前半部を終えたばかりの地点だということになる。そこでこのよう
な標題（英語では “Last 30 years and Next 30 years”）とした。
さて、がちがちの中立進化論者である私だが、木村資生先生が中立進化論のキャッチフレーズとして“Sur-

vival of Luckiest”と言われたように、生物進化だけでなく、人間社会においても、幸運が重要な要素である
ことを身にしみて感じている。国立遺伝学研究所集団遺伝研究部門の教授という現在の職は、なんと木村資
生先生、太田朋子先生を引き継いだものである。私はとても運がよかったと言えるだろう。そういえば、若い
頃、母方の叔父から教わった処世術のことばとして、
「運・根・鈍」がある。運が重要だというのは昔から知
られていたのである。

22 年ほど前から勤務している国立遺伝学研究所のセミナー室には、第 2 代所長、木原均先生のレリーフが
かざってあり、その下には、以下の対句が刻まれている：

The history of the earth is recorded in the layers of its crust:
The history of all organisms is inscribed in the chromosomes.
ゲノム配列が多くの生物でつぎつぎに決定されている現在、このことばはますます輝きを増している。こ
。ビッ
の対句にも影響されて、私は以前から「すべては歴誌である」と主張している（たとえば、斎藤 2009）
グバンから始まるこの宇宙は有限であり、時間がそこには流れており、さらに偶然が重要な働きをするのだか
ら、この宇宙という一回限りの事象の記述、すなわち「歴誌」は、決定的に重要であり、それがすべてだとい
うのは、実は自明のことなのではなかろうか。
私は大学で人類学を学んだ。人類学に進む学生はコンピュータプログラミングと統計学が 2 年生の時に必
の師は尾本惠市先生（東京大学名誉教授）である。尾本先生からはとても多くのことを学んだが、そのひとつ
に、実験か、野外か、理論かどれかひとつを選んでがんばれというものがあった。私は欲張りなので、どれ
も試みた。1980 年前後当時、尾本研究室で実験といえば、デンプンゲル電気泳動だった。私は多くの赤血球
酵素の電気泳動を効率よく行ない、1980 年に長崎で開催された日本人類学会の時に、最初の学会発表を行
なった。フィリピンネグリト人の 2 集団間の遺伝的分化について報告したのである。しかし、私は実験が下手
だった。あるときなど、ゲルを焦がしてしまったことがある。野外調査には、いろいろ連れていっていただい
アメリカへの留学から帰国後も、中国の海南島、大興安嶺、それにモンゴルにもいった。自身で海外学術調
査を組織して、中国漢族の地域的多様性を調べたこともある。しかし、半年以上現地に滞在するような、本
格的な野外調査はしたことがない。理論も、米国留学中は系統樹作成に関する研究を行なったが、帰国した
ではない私が、近隣結合法を開発できたこと自身、これからのべるように、幸運のたまものなのである。

30

年

後は数編の論文を書いたあとは、この分野からは遠ざかってしまった。そもそも、数学が好きではあるが得手

30

年︑これからの

た。フィリピンのネグリト調査には参加をお願いして、1982 年に 2 ヵ月ほどフィリピンのあちこちに滞在した。
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修だったが、これはその後の自分の研究上の発展に大きく役だった。理学部生物学科に進んだあとの人類学
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私がなぜ中立進化論者になっていったのかを、ここで少しのべたい。高校生の時にさかのぼるが、いろい
ろと読んでいたなかには、生物進化を説明した一般的なものもあった。しかし進化にはまず突然変異が重要
だと思ったのに、多くの本はそれにはあまり触れずに、適応や淘汰ばかりを強調していた。若い私だったが、
生物がすべて適応しているというストーリーは、話がうますぎて信じられなかった。なにかおかしいと思った
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ものだ。このために、適応を否定した今西錦司氏の本もそれなりにおもしろかったが、自然科学的論考には
耐えないものだった。そうしているうちに、大学 2 年で生物学科の人類学課程に進むことになった。当時の
所属はまだ駒場キャンパスの教養課程だったが、本郷キャンパスの人類学教室に毎週のように通ったものだ。
そのときに、故鎌田修先輩から、中立説を知っているかと聞かれた。はじめて聞くことばだった。そこで、彼
らの学年が尾本先生から渡されていた雑誌科学に掲載された木村資生先生の中立進化に関する総説のコピー
をとらせてもらい、読んでみた瞬間から、中立説（今では私は中立論と呼んでいる）のとりこになってしまっ
た。その後、木村先生の『集団遺伝学概論』や駒井卓先生の『遺伝学に基づく生物の進化』を読んで勉強し、
中立進化論こそ、生物進化を説明する大原理だと確信するにいたったのである。大学 3 年生で人類学課程に
進学した時には、自意識に興味があったので、ばくぜんと脳の研究をと思っていたのだが、中立進化論に導
かれて、遺伝学の研究に興味の方向がむいていった。
大学の学部 4 年時のことだ。人類遺伝学の尾本研究室で、先輩ら（故宝来聰氏、植田信太郎現東京大学大
学院理学系研究科教授、徳永勝士現東京大学大学院医学系研究科教授ら）が主宰していた論文抄読会に参加
していたら、少し古い論文だが、重要なので紹介しろと言われて渡されたのが、Cavalli-Sforza and Edwards
（1967）だった。Cavalli-Sforza 博士の名前は、人類遺伝学の講義で尾本教授から教わっていたが、そもそも
まともな論文をきちんと読むのは、ほとんどこれが最初だったと思う。引用文献もほぼすべて探してコピー
し、全体の内容を理解するべく努力した。系統樹作成法の分野で古典となっているこの論文では、最尤法、
最小進化法、最小二乗法という 3 種類の方法が提唱された。このうちの最小進化法で使われた最小進化原理
を、のちに近隣結合法を考案する時に使うことになる。また、修士課程では、分枝過程を用いてフィリピン
のネグリト人で発見されていたいくつかの私的多型（private polymorphism；ある集団だけに存在する多型）
を生じた突然変異遺伝子の発生年代の推定をてがけた。ここで習得した擬似乱数の発生を用いるモンテカル
ロ法は、その後米国での博士課程で多いに役だった。なお、修士課程での仕事は、結局米国留学から帰国し
。
てから論文として発表した（Saitou et al. 1987）

1982 年の 8 月、フルブライト奨学金を得て米国に渡り、ミネソタ大学で研修を受けたあと、10 月にテキサ
ス大学ヒューストン校の医学生物学大学院（Graduate School of Biomedical Sciences；GSBS）に入学した。
中立進化論者のところで研究したいという希望を持っていたので、これまでに読んだいろいろな論文から判
断して、ヒューストンの根井正利教授の研究室に入ったのである。1980 年代前半の根井研究室は、GSBS に
として活動していた。このセンターは、遺伝疫学を研究している William Jack Schull 教授がセンター長で、
当時 Partha Majumder 現インド国立医学生物学ゲノム学研究所長が Schull 研究室のポストドクだった。根
井研究室では、五條堀孝現 KAUST 教授、Chung-I Wu 前シカゴ大学教授らがポストドクで、田嶋文生現東
京大学大学院理学系研究科教授と Dan Graur 現ヒューストン大学教授が大学院生だった。CDPG には、こ
のほか Wen-Hsiung Li 前シカゴ大学教授や Ranajit Chakraborty 現北テキサス大学教授が独立した研究室を

CDPG の中に持っていた。1 年弱だったが、高畑尚之現総合研究大学院大学学長も客員研究員として根井研
は根井教授を中心に毎日ランチタイムセミナーが開催され、新しく発表された論文やだれかが査読している
論文の紹介、新しいアイデアの紹介など、多彩な内容だった。またテキサス大学ヒューストン校は、ヒュース
トン市南部に位置する巨大なテキサスメディカルセンターの重要構成メンバーであり、特に M.D. Anderson
そこに通ったものだ。私が在籍していた日本の大学の図書館とは比べようもないものだった。まさかこんな専

30

年

Cancer Center には潤沢な研究費が投入されており、その図書館は多数の雑誌や単行本を擁していた。よく

30

年︑これからの

究室に滞在した。世界的にみても、当時の CDPG は中立進化論研究の大きな牙城だったのである。昼食時に

日本進化学会賞受賞記 これまでの

付属した人口学集団遺伝学センター（Center for Demographic and Population Genetics；CDPG）のひとつ
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門分野の本なんてないだろうなと思ってさがすと、あるのだ。日米のこの研究基盤の差は現在でも厳然とし
て存在していると思う。このように、大学院生として自由に研究できたあの 4 年間は、私にとってかけがえの
ないものだった。このため、おそらくひんしゅくを買っているだろうが、
『ダーウィン入門』
（斎藤、2011）のあ
とがきでダーウィンと自分を比較した時には、ビーグル号の 5 年間は私にとってはヒューストンの 4 年間に対
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応すると書いてしまったのである。
さて、近隣結合法（Saitou and Nei 1987）である。テキサス大学に留学して以来、できればなにかまったく
新しい系統樹作成法の開発をできればいいなと、ずっと思っていた。インフルエンザウイルスの進化（Saitou

and Nei 1986a）を解析するために最大節約法を勉強したが、その間に適合法（compatibility method）を再発
見したことはあったものの、それ意外はなかなかいい方法が思いつかずに、とりあえずシミュレーションをし
。そうこうしているうちに、ヒューストン留学も 3 年目が終わり、4 年目に入っ
ていた（Saitou and Nei 1986b）
ていた 1985 年の秋から冬にかけてのことだ。Felsenstein（1985）が提唱したブーツストラップ法が研究室で
話題になった。根井先生が、この場合の帰無仮説は、内部枝のまったくない外部枝だけで構成された系統樹
だと言われたのが印象に残った。そこで、そのような状態（現在では星状系統樹と呼ばれることが多い）から
出発して、UPGMA のように段階的に系統樹を作成できないかと思いついたのである。それからあとは早かっ
（Operational Taxonomic Units）を任意の 2 群に分類することを考えたが、組み合わ
た。最初は N 個の OTUs
せ爆発が急速に起こることと、必ずしも正しい系統樹を選ばない反例を見つけたので、片方の群が常に 2 個
の OTUs だけになる検索を考えた。そして、学部時代に熟読した Cavalli-Sforza and Edwards（1967）の論文
や、Farris（1972）の距離ワグナー法を思い出して、すべての枝の長さの和が最小になる系統樹を選ぶという、
最小進化原理を用いることにした。枝の長さの推定は、定法である Fitch and Margoliash（1967）の方法を用
（1981）の Neighborliness 法をヒントにして、当初は “Neighborhood Joining
い、さらに方法の名前は、Fitch

Method”としていたが、根井先生の助言により、“Neighbor-Joining Method”に決定した。また、枝の推定
が最小二乗推定となることを線形代数を使って証明し、さらに当時としては大規模なコンピュータシミュレー
ションを行なった。ちょうど CDPG では、大きな予算を獲得して、テキサス州のあるひとつの市の人々を徹
底的に調べるという Laredo Project が進められており、そのプロジェクトで購入した大型コンピュータを無料
で使うことができた。優秀なプログラマー、Bob Schwartz にはいろいろとプログラミングで助けてもらった。
そしてシミュレーションにより、近隣結合法がよい方法であることを確かめることに成功した。このように、
近隣結合法の開発は、ちょうどよい時を得て、ちょうどよい環境にいたからこそ、進めることができたのであ
る。私は本当に運がよかったと思う。

1982 年の秋に留学してから 3 年半近くがすぎた。しかし、私は博士論文としてはもうひとつ物足りない気
がしていた。そこで、最尤法に取り組むことにした。Felsenstein が当時配布していたプログラムはどうもう
面を調べられると考えたからだ。当時私はまだ C 言語を習得していなかったので、プログラミングはすべて

FORTR AN で行なった。この当時の FORTAN には、Pascal や C の持っている自己言及の機能がなく、こ
のために原始的なソースコードしか書くことができなかったので、比較できる配列は最大 5 本だった。しか
し塩基配置の確率を計算するという方法を用いたので、Felsenstein のものとは異なるアルゴリズムとなった
（Saitou 1988）
。こうして、3 章からなる博士論文が完成し、1986 年 9 月に博士課程を修了して、ヒューストン
をあとにした。博士論文は、中立進化論を知るきっかけを作ってくれた故鎌田先輩にささげた。その後単著
帰国してから数年間は人類学教室にもどったので、中国の海南島、東北部、台湾、モンゴルと、海外調
査にいろいろ参加することができた。人類集団の系統関係を推定することは、それなりにはおもしろかった
が、当時は今ひとつ興味がわかなかったのが、本当のところである。米国で分子進化研究の爆発的発展に接
も、もちろん少しはした。たとえば、当時まだ学部生だった今西規さん（現東海大学医学部教授）に手伝って

30

年

していた時に比べると、知的興味の対象としては不十分だった。米国で行なっていた研究を発展させること

30

年︑これからの

を含めて、著書を刊行した際には故人に捧げるようになっていった。
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まく動かなかったので、自分で作ることにした。そのほうが尤度局面を把握したり、最尤法のいろいろな側
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いただき、6 配列で可能な 105 種類のすべての系統樹を生成して Fitch & Margoliash 法、最大節約法、最尤
法、最小進化法を比較し、それらと近隣結合法を比較するという、当時としては意欲的な大規模コンピュータ
。科研費で購入したパソコンを何ヶ月も連続して走
シミュレーションを行なった（Saitou and Imanishi 1989）
らせたものだ。
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そうこうするうちに、国立遺伝学研究所の五條堀孝教授から、日本 DNA データバンクの仕事を手伝って
くれないかと声をかけていただき、1991 年の 1 月に三島に移った。中立進化論の聖地で研究ができることは、
根っからの中立進化論者の私にとって、望外の喜びだった。また、DDBJ の活動にかかわることによって、

UNIX をはじめとして、コンピュータシステムのいろいろな新しい動向を知ることができた。Web を知ったの
も DDBJ の会議だったと思う。残念だったのは、木村資生先生が 1994 年に 70 歳で逝去されたことだ。もっと
いろいろなことをお聞きしたかった。
国立遺伝学研究所に移った年に、ドイツのビーレフェルト大学で開催されたシンポジウムに招待された。
主催者は数学者の Andreass Dress 教授。当時は彼のことをなにも知らなかったが、系統ネットワークの理論
研究の第一人者だった。定年後に Dress さんが移った上海の研究所には何度か招いていただいた。数学が好
きだった私は、彼や彼の周辺の人たちといろいろな数学談義を楽しんだものだ。 Dress さんが若いときに滞在
したプリンストン高等研究所での、不完全定理を打ち立てたゲーデルとの交流の話も興味深いものだった。

Hans-Jürgen Bandelt さんからは共同研究を提案され、その後何度もハンブルグを訪問し、系統ネットワーク
理論を教えていただいた。私は自己否定が好きなので、系統樹を否定する網状構造の非樹ネットワーク（non-

tree network）には大きな興味をおぼえた。ABO 式血液型遺伝子の配列を最大節約法を用いて当時解析をし
ていたのだが、なかなかうまい結果が出てこないで悩んでいたとき、ならいたての系統ネットワークを応用
したら、ものの 1 時間ほどで単一の系統樹を予想することができて、Saitou and Yamamoto（1997）の論文に
最終的に結実した。それ以降私の研究室では、系統的に近い関係の配列解析には必ず系統ネットワークを用
いている。私の 2 番目の学生だった北野誉さん（現茨木大学工学部准教授）は、博士論文のテーマに Rh 式血
液型遺伝子の進化を選び、ヒト上科におけるこの遺伝子の複雑な進化を系統ネットワークを駆使して解析し
（Kitano and Saitou 1999）
、さらにテナガザルの ABO 式血液型遺伝子の配列解析から、過去 800 万年ほどの
。今後
あいだに 5 回の組換えがあったことを、やはり系統ネットワークを用いて発見した（Kitano et al. 2010）
長大な核ゲノムの配列が決定されれば、系統ネットワークの利用はますます重要性を増すことが期待される。
単一遺伝子の進化を調べるだけでは飽きたらなくなったので、複数の遺伝子系統樹の重ね合わせを考える
ようになった。最初の学生だった太田聡史さん（現理化学研究所バイオリソースセンター研究員）は、そのよ
。さらに、4 番目の
うな解析専用のプログラムを開発し、筋肉組織の進化を考察した（OOta and Saitou 1999）
学生となった富木毅さん（現 NEC 勤務）は代謝系の遺伝子系統樹を重ね合わせて、真核生物、真性細菌、古
独創的で気に入っているのだが、特に後者は独創的すぎたのか、残念ながら引用回数は少ない。
そしてゲノムの時代になった。20 世紀も終わりに近づき、ヒトゲノムの配列決定があと少しという時に
なり、分子人類学としては次は類人猿ゲノムだと考え、手探り状態で Silver Project（http://sayer.lab.nig.

ac.jp/silver/index-j.html）を立ち上げた。さいわい、理化学研究所でも、ヒトゲノムのあとはチンパンジーゲ
ノムだということで、チンパンジーゲノムの 1％を精密に決めるという国際共同研究に参加することができた
。その後は、次々にいろいろな生物のゲノム配列が決定されていったので、遅まきな
（Watanabe et al. 2004）
ク質配列データを比較して遺伝子変換を調べた結果を発表した論文（Ezawa et al. 2006）を皮切りに、高橋真
保子さん（現スタンフォード大学ポストドク）らによるバクテリアゲノムのオリゴ塩基配列頻度に基づく系統解
、太田聡史さんらによる SNP データを用いたアイソコアの解析（OOta et al. 2010）
、
析（Takahashi et al. 2009）
、動物 6 種のゲノム比較による Drift Duplication（浮動重複）の提
約の大規模解析（Suzuki and Saitou 2011）

30

年

鈴木留美子さん（現大分大学医学部特任助教）によるタンパク質コード領域の同義置換における淘汰上の制

30

年︑これからの

がらゲノム解析に進んでいった。江澤潔さん（現北九州大学工学部博士研究員）がマウスとラットの全タンパ
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。これらのふたつの研究は
細菌の分岐以前における代謝系の系統関係を推定した（Tomiki and Saitou 2004）
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唱（Ezawa et al. 2011）
、Kirill Kryukov さん（現東海大学医学部ポストドク）によるオリゴヌクレオチド頻度
の解析（Kryukov et al. 2012）と、一連の研究を行なった。最近は非コード領域における進化的に保存された
領域（CNS）の解析に精力をそそぎ、高橋真保子さんが齧歯類と霊長類における系統特異的な CNS の解析を
、松波雅俊さん（現北海道大学理学部ポストドク）が脊椎動物の共通祖先で生
（Takahashi and Saitou 2012）
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じたと考えられている 2 回のゲノム重複以降ずっと進化的に保存されている CNS の解析を（Matsunami and
、現在斎藤研究室の大学院生である Isaac Babarinde さんが哺乳類４目特異的な CNS の解析を
Saitou 2013）
（Babarinde and Saitou 2013）それぞれ行ない、大学院生である Nilmini Hettiarachchi さんは植物の CNS 進
化を詳細に解析している。また、松波雅俊さんらがヤツメウナギのトランスクリプトーム解析を進めている。
ゲノムといえば、ヒトの集団ゲノム学も、私の研究室で取り組んでいるテーマである。ヒトゲノム配列の
決定によって、人類集団遺伝学には、あたかも光学顕微鏡から電子顕微鏡への跳躍にたとえることができる
ような、飛躍的発展があった。われわれは人間間の遺伝的関係を推定できる強力な解像度を手にしたのであ
る。そこで、マレーシアから留学した Timothy Jinam さん（現国立遺伝学研究所人類遺伝研究部門ポストド
ク）が、マレーシアの人類集団の比較（Jinam et al. 2012a）と、アイヌ人、琉球人を含む日本列島人のゲノム
規模 SNP データの解析（Jinam et al., 2012b）を手がけた。また、大学院生の神澤秀明さんは、ミトコンドリ
ア DNA のハプロタイプを決定した 4 個体（Kanzawa et al. 2013）のうちの 1 個体から縄文人のゲノム DNA 配
列を決定することにはじめて成功し、古代ゲノム学の研究を進めている。現在、いろいろな人類集団の研究
を進めているが、詳細は研究上の秘密があるので、はぶかせていただく。高い解像度の研究によって、過去
千年の人間の歴史にも切りこんでいける、
「ゲノム歴史学」とでも言える分野が発展することを期待している。
もうひとつの研究の方向として、新しい方法の開発がある。これには新しいアルゴリズムを考え、それをプ
ログラミングでソフトウェアとして実装できる能力が必要である。この方面で活躍したのは、太田聡史さんと

Kirill Kryukov さんだ。太田さんは独自の発想で Three Tree 法という系統樹作成法（OOta 1998）を開発し
たが、シミュレーションでは近隣結合法よりも悪い結果となってしまい、残念がっていた。Kryukov さんは、
彼の趣味のひとつであるチェスのプログラムから発想を得たまったく新しい方法を考案し、バクテリアゲノ
ムが多数あっても数分で多重整列の概要結果をたたきだせるソフトウェア MISHIMA を開発した（Kryukov
。現在その改良版である MISHIMA2 のプログラミングが完了したところである。そして、
and Saitou 2010）
私自身が最近十数年ぶりにプログラミングをはじめた。系統樹作成に関する新しいアルゴリズムに基づいた
ソフトウェアを開発中である。
以上、過去 30 年間をふりかえってみた。以下では、これからの 30 年間の期待と計画を簡単にのべてみた
い。私は、これまでに単著 7 冊を刊行してきたが、今年はじめて英語の単著を刊行する予定である（Saitou
。今後の著作は、日本語から英語にシフトしてゆきたいと考えている。ダーウィンは 20 冊ほどの著書
2013）
冊は単著を刊行したいものだ。一方、本や事典類の編集にもこれまで何冊かかかわってきた。日本進化学会
（共立出版）で、また今年の 10 月に出版された『遺伝子
設立 10 周年を記念して昨年発行された『進化学事典』
図鑑』
（悠書館）でも編集長を担当した。今後は英語の本の編集をもっと担当してゆきたい。その第一弾が、

Springer-Verlag Japan から依頼を受けて企画した“Evolution of Human Genome” であり、30 人ほどの方に
執筆を依頼している。編集という意味では、雑誌の編集にも若い時からいくつかかかわってきた。学部生の
時に在籍した学科が理学部 2 号館にあったので、それにちなんで “Journal of Second House”という回覧誌を
間たずさわり、日本 DNA データバンクでは DDBJ ニュースレターの編集に 20 年ほどかかわった。英語の雑
誌にもいくつかかかわったが、主要なものでは、1996 年以来 Molecular Biology and Evolution の associate

editor をつとめており、2009 年からは Molecular Phylogenetics and Evolution が加わった。現在雑誌の創
は自分自身が出版社になってみたいとも思っている。これに関連した活動としては、科学英語（Scientific

30

年

刊を企画しているところである。インターネットの時代である。電子出版が容易になってきたので、いずれ

30

年︑これからの

考案し、2 年ほど続いた。留学からもどってからは、進化学研究会を組織して機関誌 SHINKA の編集に 10 年
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を刊行した。私も数だけは彼に並べることができればと考えている。つまり、これからの 30 年間で、あと 12
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English）の普及がある。
研究はどうだろう。これまでに 13 名の Ph.D. を世に送り出したが、在籍している大学院生や研究生にあと
数名加わると、20 名になる。彼らとともに、ヒトを含む多様な生物のゲノムを解析するゲノム進化学の研究
を中心として、新しい方法の開発や新しいデータベースの開発にもかかわりたいと思っている。中立進化論
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者としては、肉眼形態や行動などのマクロレベルの表現型の大部分が中立進化していることを証明できれば
すばらしいだろう。人類学者の立場からは、すでに言及した「ゲノム歴史学」の発展にかかわることができれ
ばよいと考えている。
人間の歴誌にとどまらず、すべては歴誌なのだから、生物の歴誌性を研究の中心とする進化学は、今後ま
すます生物学の中心に位置づけられてゆくだろう。それをさらに一般化させると、自然科学全体として、もっ
とも重要なのは自然界の記述なのであり、それは歴誌の記述にほかならない。すなわち、生物学の中心とし
ての進化学が生物学全体を主導し、全自然科学、ひいては諸科学を歴誌の視点から統合してゆく動きが、こ
の 21 世紀に大きく展開してゆくことを期待しつつ、その動きを加速させることに、すこしでも貢献できれば
うれしい。この大きな運動が成功すれば、人類文明そのものの変革を迫ることになるだろう。 そして最終的
には、科学が宗教を置き換えてゆくべきである。
これら一連の活動に、いのち長らえるという幸運にめぐられれば、今後 30 年間にわたって少しでもかか
わってゆきたいものだ。

日本進化学会賞受賞記 これまでの

30

年︑これからの

30

年
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研究奨励賞受賞記

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）
）

1999 年に進化学会設立大会で会員になって以来、年大会にほぼ毎年参加しています。設
立大会当時、私は博士課程 1 年で、参加者には同じような若い世代が多く、また、分子進化学、進化発生学、
進化生態学など広く進化学に関わる人が集まる活気のある学会だと感じました。この特徴は今も変わらず進
化学会の魅力だと思います。この様な思い入れの深い学会で研究奨励賞を頂いたことは大変嬉しく、学会関
係者やお世話になった方々にこの場を借りてお礼申し上げます。研究テーマは ｢分子進化学および生理学的
手法による温度受容体の機能進化の研究｣ で、この分野に未来を感じて取り組んできたと言いたいところな
のですが、実際には紆余曲折を経て温度受容体の研究に辿り着いたというのが正直なところです。これまで
の経緯を振り返りつつ、研究の紹介をしたいと思います。
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分子進化学との出会い
これまで一貫して進化学に関わる研究を続けてきましたが、温度受容体の研究を始めたのはポスドクに
なってからで、卒業研究、修士課程、博士課程、ポスドクとすべての区切りで研究テーマを変えています。
博士課程では東京都立大学・進化遺伝学研究室に所属し、田村浩一郎助手（現教授）の指導を受けて研究を
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行いました。ショウジョウバエのミトコンドリア DNA（mtDNA）には A ＋ T-rich 領域という DNA 複製開始点
を含む制御領域が存在します。ショウジョウバエの A+T-rich 領域の比較解析は古くから行われてきましたが、
この領域の 1 次構造の進化と機能の関連性は分かっていませんでした。そこで、複製開始点の位置を塩基配
列レベルで実験的に決定したところ、複製開始点の直ぐ上流に高度に保存されているチミン塩基が連続する
配列（T-stretch）が位置していることが分かりました。更に、複数種の昆虫の mtDNA 複製開始点の位置を決
定し、比較したところ、T-stretch が複製開始点のすぐ上流に存在しない種が見つかり、複製制御に関与する
［1］
塩基配列が昆虫の進化過程で変化したことを明らかにしました 。この研究を通して塩基配列の進化と機能

の関連性を調べるためには実験的手法が必須であることを実感しました。

崖っぷちからの再スタート
博士課程を修了した後に、岩手大学・寒冷バイオシステム研究センターにポスドクとして移動しました。
ここでは核 DNA の複製開始機構に関連する研究を行ったのですが、任期は 1 年間だけで直ぐに次の移動先
を探す必要がありました。ところが、博士課程修了に出版論文が必須ではなかったこともあり、研究成果が
まだ論文として公表されておらず、新しい職がなかなか見つかりません（論文はその後、無事に出版されま
［1］

した

）
。崖っぷちの状況でしたが、幸運にも岩手大学で 21 世紀 COE プログラムが立ち上がり、工学部の

新貝鉚蔵教授の下で研究を続けていけることになりました。更に、岩手大学 21 世紀 COE プログラムの趣旨
に沿っていて、in silico 的な手法を用いれば自由に研究をできる好機に恵まれました。さて、岩手大学 21 世
紀 COE プログラムは ｢熱－生命システム相関学｣ がテーマでしたが、そういった分野には疎かったので、ま
ずは温度関連の文献を色々と調べました。そうすると、哺乳類では温度受容体が同定され、機能解析が進ん
でいることが分かってきました。博士課程の頃から光受容体オプシンの進化研究に興味があり、特に Shozo

Yokoyama 博士の研究に憧れていました。オプシンのように感覚受容に関わり、環境適応にも寄与してきた
だろう温度受容体はとても魅力的な研究対象だと感じました。

温度受容体研究との出会い
温度受容体は 1997 年にラットで初めて同定され、transient receptor potential（TRP）遺伝子ファミリーに
属するイオンチャネルであることが報告されました。それを皮切りに、TRP チャネル遺伝子ファミリーに含ま
れる複数のチャネルが温度受容体として次々に同定されました。ところが、2005 年当時、マウス、ヒトなど
行われていませんでした。一方、脊椎動物のゲノムプロジェクトが進行しつつあり、様々な種のゲノム配列
データが次々と公開されていました。そこで、まずは複数の脊椎動物種のゲノム配列データから網羅的に温
度感受性 TRP チャネル遺伝子を収集して、分子系統解析や比較ゲノム学的な解析を行い、起源や遺伝子レ
パートリーの進化過程を推定しました。その結果、哺乳類が保有する 9 種類の温度感受性 TRP チャネル遺伝
子の殆どは陸上脊椎動物と硬骨魚類の祖先種には既に獲得されていたが、その後に各系統で独自に遺伝子重
［2］

複や欠失を繰り返してレパートリーを種間で多様化させてきたことが明らかになりました

。

この解析により、ニシツメガエルの TRPV3 のアミノ酸配列が大きく変化した可能性を見出し、実際に

cDNA の全長塩基配列を決定し複数の脊椎動物種間で比較したところ、ニシツメガエル TRPV3 だけ N 末端
側と C 末端側の領域が大きく分化していることが分かりました。哺乳類では TRPV3 は温かい温度の受容体
として機能しています。しかし、配列データの比較だけはニシツメガエル TRPV3 の機能が実際に異なるのか
どうかは分かりません。電気生理学的な実験の必要性を強く感じている頃に岩手大学の任期も残り僅かにな

研究奨励賞受賞記 偶然の出会いに支えられた研究

の一部の哺乳類以外の脊椎動物種の情報は乏しく、温度感受性 TRP チャネルの進化学的な研究はほとんど
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り、新たな職を探していました。
その年の進化学会年大会（2008 年）のシンポジウムで、温度受容体の生理機能の研究をしている富永真琴
教授（生理学研究所）の講演があり、その時にお話したことがきっかけで、生理学研究所で温度受容体の進化
研究を続けることになりました。富永教授は進化学会の会員ではなく普段は年大会に参加していませんので、

November 2013

ここでも幸運な出会いに恵まれました。これまで電気生理学的な実験経験は全く無かったので手探り状態で
したが、研究室の方々の助けを借りつつ、ニシツメガエル TRPV3 の機能解析を行いました。その結果、ニシ
ツメガエル TRPV3 は低温刺激により活性化されること、また、その活性化温度閾値がニシツメガエルの至適
温度より低いことが分かりました。一方、哺乳類では TRPV3 は体温付近の暖かい温度で活性化されること
［3］

から、TRPV3 の温度感受性が進化過程でダイナミックに変化してきたことを明らかにしました

。

共同研究による発展と今後の展望
生理学研究所に移り 1 年ほど経った頃にもう一つの出会いに恵まれました。すでに出版していた論文が太
田利男教授（鳥取大学）の目に留まり共同研究を始めることになりました。極端な高温や低温は痛みとして感
知されることから温度感受性 TRP チャネルの一部は痛み受容体としても機能します。哺乳類では TRPV1 は
高温やトウガラシの辛み成分であるカプサイシンにより活性化されます。ニシツメガエルの TRPV1 を単離し
機能を解析したところ、TRPV1 は高温で活性化され、温度感受性が種間で保存されていることが分かりまし
た。一方、ニシツメガエル TRPV1 のカプサイシン感受性は哺乳類の TRPV1 に比べて著しく低く、その原因
［4］

が 2 つのアミノ酸置換に起因することも明らかにしました

。

次に、類似した生理機能を持つ温度感受性 TRP チャネルの相互進化を調べるために、TRPV1 と同様に痛
み受容に関わる TRPA1 に着目しました。哺乳類では低温や刺激性化学物質により活性化される TRPA1 の機
能を複数の脊椎動物種間で比較したところ、グリーンアノールトカゲ、ニワトリ、ニシツメガエルの TRPA1
は低温ではなく高温刺激により活性化されることを明らかにしました。分子系統解析による遺伝子の進化過
程も考慮して、TRPV1 が高温受容体として脊椎動物の祖先種で新たに獲得されたことが TRPA1 の温度感受
［5］

性の多様化につながったという仮説を提唱しました

。

これまでの研究で、分子進化学的解析と電気生理学的な実験を融合させたアプローチで温度感受性 TRP
チャネルの機能進化を実証的に解明する研究を展開してきました。しかし、改めて振り返るといつも順調
だった訳ではなく、特に、博士課程を修了した前後の数年間は研究を続けていくことができるのか不安でし
た。一方、｢興味を持った現象を理解したい｣ という研究の原動力は常に持ち続けていました。そういう中で、
節目ごとに良い出会いに恵まれ研究を発展させることができました。研究内容だけでなく色々と話ができる友
人達の存在も大きいものでした。博士課程修了後は進化学に縁のない研究室に身を置いてきましたが、進化
学的な視野の研究を続けることができたのは大学院時代に分子進化学の基礎を身につけることができたから
これまでの研究では、系統的に離れた種間の比較だったため機能的な差異を捕らえやすかったのですが、
その違いが生理的、生態的な特性とどの様に関連しているのか、また、その分子基盤や詳細な進化過程を調
べることが難しいという問題がありました。そこで、今後は、近縁種間や同種内の比較に力を入れたいと考
えています。実際に、至適温度が異なる近縁種間を対象に温度刺激に対する行動、温度受容体の機能特性の
種間差やその分子基盤を調べる研究を始めています。今後は、温度環境適応における温度受容体の役割を個
体から分子レベルまで包括的に解明する研究を展開したいと考えています。
引用文献
［1］Saito, S., Tamura, K. and Aotsuka, T.（2005）Replication origin of mitochondrial DNA in insects. Genetics. 171:
1695-1705.
［2］Saito, S. and Shingai, R.（2006）Evolution of thermoTRP ion channel homologs in vertebrates. Physiological
Genomics. 22: 219-230.
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［3］Saito, S., et al.（2011）Evolution of vertebrate transient receptor potential vanilloid 3 channels: opposite temperature sensitivity between mammals and western clawed frog. PLoS Genetics 7: e1002041.
［4］Ohkita, M. and Saito, S. et al.（2012）Molecular cloning and functional characterization of Xenopus tropicalis
frog transient receptor potential vanilloid 1 reveal its functional evolution for heat, acid, and capsaicin sensitivities in terrestrial vertebrates. The Journal of Biological Chemistry. 287: 2388-2397.
［5］Saito, S. et al.（2012）Analysis of transient receptor potential ankyrin 1（TRPA1）in frogs and lizards illuminates both nociceptive heat and chemical sensitivities and coexpression with TRP vanilloid 1（TRPV1）in
ancestral vertebrates. The Journal of Biological Chemistry. 287: 30743-30754.

研究奨励賞受賞記

珍しい動物のゆっくりとした研究
中野裕昭（筑波大学下田臨海実験センター）
この度は名誉ある日本進化学会研究奨励賞を頂き、大変光栄に思います。私はウミユリ、
珍渦虫、平板動物といった実験系が確立されていない珍しい動物の研究を行っています。そのため、成果が
でるまでに長い時間がかかり、科学的な評価を受けることがなかなかありません。このような珍しい動物の
ゆっくりとした研究を評価してくださった選考委員や関係各位の方々に心より感謝致したいと思います。研
究奨励賞受賞記として、私の研究歴と成果について簡単に紹介させて頂きたいと思います。

はじめに
研究者になってみると、周りには「子供の頃から昆虫少年だった」
「毎日のように海に潜って魚をとってい
た」
「犬、猫を何匹も飼っていた」などという方が多いのですが、私はそのようなことはありませんでした。た
だ、水族館が子供の頃から大好きで、機会があれば、たとえ旅先でも親に連れて行ってもらったのを覚えて
います。もちろん動物園も好きだったのですが、ウニ、イソギンチャク、カニ、魚、イルカ等いろいろな形の
変わった生物が多くいる水族館の方がより好みでした。今思えば、この頃から私の変な生き物好きは変わっ
てないのかもしれません。

大学院でのウミユリの研究
「ウミユリは発見されてから 100 年以上経つが、まだ誰もその発生過程を観察できていないんじゃ」
。大学
の「無脊椎動物学」という講義での雨宮昭南先生の言葉が忘れられず、私はウミユリの研究を行っていた雨
記録から、現生の棘皮動物の中でもっとも祖先的な形質を残すことが知られています。ウミユリ成体の採集・
飼育法はすでに研究室で確立されており、先生や先輩方と協力して、大学院の 1 年目にウミユリの発生の観
［1］

察に成功しました 。挑戦 1 年目でウミユリの幼生に出会えたことは幸運以外のなにものでもありません。も
し、このとき幼生の観察に成功していなかったら、私の研究人生や研究に対する考え方も大きく変わってい
たでしょう。この研究によりウミユリは 2 種類の幼生を経る発生過程をとることが判明し、他種との比較から
私はこの発生様式が棘皮動物門にとって祖先的であると提唱しました。また、この研究成果は水腔動物上門
（棘皮動物と半索動物）の祖先がディプリュールラ型の幼生を有していたとする仮説を支持しました。

スウェーデンでの珍渦虫の研究
大学院の修了が近づき、このままウミユリの研究を続けるべきか考えていたときに、衝撃的な論文が出版
［2］

されました。珍渦虫という動物が新口動物の一員であるという論文です

。以前は多くの動物門が新口動物
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宮研究室に大学院では所属しました。ウミユリとは棘皮動物の一群で、分子系統解析、形態学的研究、化石
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とされていましたが、毛顎動物、箒虫動物、腕足動物、外肛動物等はことごとく旧口動物へと移され、新口
動物には脊索動物、半索動物、棘皮動物の 3 つの門しかないと説が有力になっていました。そこに、あえて
近年の流れに反して、今更ながら新口動物に加わろうとする珍渦虫という動物に関心をもちました。そして、
調べれば調べるほど珍渦虫という動物は興味深いことがわかりました。体長 1 － 2 cm 前後の海産動物である
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珍渦虫は腹側に口が開口するが、肛門がなく、中枢神経系や生殖器官、体腔など左右相称動物に見られる主
要な器官をほとんど欠いています。この単純な体制のためその系統学的位置は長いあいだ謎とされており、
また、発見から 100 年以上経つにもかかわらずその発生過程も未解明でした。ウミユリの研究を通して棘皮
動物だけでなく新口動物全体の進化に興味を持っていた私は自分の手で珍渦虫の研究、可能ならばその発生
の研究をしてみたいという野望を持ちました。論文の著者に連絡をとったところ、分子系統学的研究をして
はいるが、珍渦虫の発生の研究を行っている人はいない、とのことでした。その後はとんとん拍子で話が進
み、世界中で珍渦虫が唯一定期的に採集可能なスウェーデン西海岸に引っ越すことになりました。

2004 年 3 月に結婚、同月に大学院修了、5 月に渡瑞という慌ただしい新婚生活を経ていざスウェーデンの
臨海実験所（Kristineberg Marine Research Station、現 Sven Loven Center for Marine Sciences- Kristine-

berg）に来てみると、確かに珍渦虫を採集したことがあるという研究者はいるものの、1 日採集をして 1、2 匹
採れたら上出来という状況でした。これでは研究にならないということで、スウェーデンでの最初の数ヶ月は
効率の良い採集方法の確立、および安定した採集場所の特定に追われました。その後は、安定した飼育法の
確立にも時間がかかり、納得いく実験環境が整うのに 1 年以上かかりました。定期的な採集も可能になり、繁
殖期が冬だということも確認できたので、最高気温がマイナスという日も多々ある 12 － 3 月に集中的に船に乗
［3］

り採集にいきました。その過程で、珍渦虫は二枚貝を捕食している可能性が高いことを示し

、また、共同

［4］

研究者とともに珍渦虫はやはり新口動物であるという論文も発表しました

。そしてスウェーデンに赴いてか

［5］

ら 3 年目の冬、ついに珍渦虫の発生が観察できました

。珍渦虫の幼生は単純な構造をしており、新口動物

の共通祖先もこのような幼生を有していた可能性が示唆されました。また、珍渦虫の幼生がサンゴ等の刺胞
動物門の幼生に酷似していたことから、動物全体の共通祖先もこのような単純な発生過程であったことも示
唆されました。

下田臨海実験センターでの平板動物の研究
珍渦虫の発生観察に成功し、さあ、これから毎冬発生の観察をし、冬以外も固定胚を用いた研究で忙し
くなるぞ、というタイミングで、数十年に一度という大寒波が何故か 2 年連続で襲来し、臨海実験所周辺の
海が完全に凍りついたため、二冬連続で繁殖期に採集ができないという困難にぶつかりました。また、ス
ウェーデン語もほとんど操れない私がスウェーデンで研究生活を続けていけるのだろうか、と考え始めてもい
ました。ちょうどその時に筑波大学下田臨海実験センターに助教として採用して頂きました。赴任に際し、ウ
考え、平板動物に着目しました。平板動物は珍渦虫よりももっと単純な構造をしていて、神経細胞も筋肉細
胞もありません。3 層のたった５種類の細胞からなるアメーバ状の海産動物です。下田でも平板動物が採集
可能だという論文をうろ覚えしていたのですが、採用決定後にその論文を探して改めて読み直すと、下田の
他の場所では採集できたが、筑波大学下田臨海実験センターでは採集できなかった、と明記してありました。
もし採集できなかったらどうしようか、とスウェーデンからの飛行機で考えていたのを覚えています。しか
し、4 月 1 日に着任し、その 5 日後には下田臨海実験センターの齊藤康典先生が同センターの水槽から平板動
物を発見したのです。その後数ヶ月間はなかなか採集ができませんでしたが、今では安定した採集法を確立
し、実験環境も整いつつあります。

これから
これまでは系統学的に重要でありながら、生きた個体の研究がほとんどされず、発生過程の報告がないウ
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ミユリの研究を本格的に再開し、珍渦虫の研究も続けるとともに、新たに下田ならではの研究も始めたいと
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ミユリや珍渦虫といった動物に対し、採集・飼育法を開発・改良し、発生過程を解明する研究がメインでし
た。今後は、このようなゆっくりとした研究アプローチも平板動物を含め多種多様な珍しい生物に対し続行
するとともに、ウミユリ、珍渦虫、平板動物など一つ一つの動物に関して進化発生学的に深く掘り下げるこ
とで、新口動物・後生動物の進化や起源の解明を目指していきたいと思います。
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最後に、平良眞規先生と平良研究室の皆様、雨宮昭南先生と雨宮研究室の皆様、中島陽子先生と中島研究
室の皆様、Mike Thorndyke 先生と Mike 研究室の皆様、Sven Loven Center for Marine Sciences の皆様、
筑波大学下田臨海実験センターの皆様、その他多くの共同研究者や友人など、これまでの研究を支えてくだ
さった方々にこの場を借りてお礼を申し上げます。また、私の生活を支え、笑顔と安らぎを与えてくれる妻と
子供たちに心から感謝致します。
引用文献
［1］Nakano H, Hibino T, Oji T, Hara Y & Amemiya S.（2003）Larval stages of a living sea lily（stalked crinoid echinoderm）Nature 421: 158-160.
［2］Bourlat SJ, Nielsen C, Lockyer AE, Littlewood DTJ, & Telford MJ.（2003）Xenoturbella is a deuterostome that
eats molluscs. Nature 424: 925-928.
［3］Bourlat SJ ＊, Nakano H ＊, Åkerman M, Telford MJ, Thorndyke MC & Obst M.（2008）Feeding ecology of
Xenoturbella bocki（phylum Xenoturbellida）revealed by genetic barcoding. Molecular Ecology Resources 8:18-22
＊ : Equal contribution.
［4］Philippe H, Brinkmann H, Copley RR, Moroz LL, Nakano H, Poustka AJ, Wallberg A, Peterson KJ & Telford
MJ（2011）Acoelomorph flatworms are deuterostomes related to Xenoturbella. Nature 470: 255-258.
［5］Nakano H, Lundin K, Bourlat SJ, Telford MJ, Funch P, Nyengaard JR, Obst M & Thorndyke MC（2013）Xenoturbella bocki exhibits direct development with similarities to Acoelomorpha. Nature Communications 4: 1537
doi: 10.1038/ncomms2556.

反復する学説
―国際プレナリーシンポジウムを終えて
倉谷

滋

科学の歴史においては、科学思想家、T. クーンの言う「科学革命」によって、それまで説明されなかった事
象が新たに説明できるようになるとされる。が、実際の歴史においてはそれに素直に当てはまらないことの方
が多い。つまり、革命的で新しい、より適切な思考の枠組みがもたらされることにより明らかとなるのはむし
と気づかざるを得なくなる、そんな事態なのだと…。このような心理的抵抗があるからこそ、科学革命は成就
しにくい。当たり前のように地動説を親や先生から教えられて育った我々には、天動説を捨てねばならなかっ
た当時の人々の心理的抵抗感など想像もできない。少なくとも、科学的理論が勝利してきた道のりは決して
平坦なものではない。その故に、我々は決して過去を笑えない。
上の科学革命によって暴露された超常現象（？）のひとつに、19 世紀以来の「反復説」がある（或いは、メッ
。高校の教科書によく出
ケルその他による第 1 期反復説を考慮するなら、それを 18 世紀末以来としても良い）
ていた「個体発生は系統発生を繰り返す」という、ヘッケルを以て嚆矢とする、あの学説である。曰く、生物
は、それが発生する過程において、祖先（の胚）の形を順次繰り返す。ヒトは子宮の中でまずサカナに、次い
で両生類になり、爬虫類を経て原始的な哺乳類となり、最後にヒトの姿を得る…。これと同様の考えはヘッ
ケル以前にもあり、さらにそれは自然哲学、あるいはゲーテの原型論ともつながりを持つのだが、歴史的経

反復する学説︱国際プレナリーシンポジウムを終えて

ろ、それまでの古い考え方によって当たり前とされてきた現象の多くが、実は全く当たり前ではなかったのだ
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緯についてはすでに別のところでまとめたの
で本稿では繰り返さない。これに似た説と
して、
「どのような動物の発生でも、一時期
そのグループの体制を代表するような共通
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の胚の形を経る」という、フォン＝ベーアに
端を発するところの「砂時計モデル」もある
（この砂時計のくびれを、昨今は強調し「ボ
トルネック」と呼ぶ）
。いずれ、発生プロセ
スやパターンは進化や系統分類と無関係で
はおれないという思想が、
「法則」という形
で表現されたものである。
さて、70 年代以降、ダーウィンとともに
ヘッケルもまた、私の兄貴分にあたる研究
者諸氏によって「誤謬」のレッテルを貼られ
ることが多かった。無理もない。ヘッケル
は、自説をわかりやすくするために必要以
上の単純化を施したり、胚の形を互いに似
せるためにデフォルメしたりと、科学的には
ちょっとマズい操作をいろいろやりすぎた。
不正確との誹りも仕方あるまい。その通りな
のだから…。ただし、比較形態学者の端く
れとして一言弁護させてもらうなら、異なっ
た動物の間に形態的同一性を見いだすには
それなりの訓練がいるのだ。私にはギンザ
メ（全頭類）とトラザメ（板鰓類）の神経・筋
肉系の形態は互いにそっくりに見えるが、そ
れはいわば経験の賜であって、素人眼には
あまり似ていないかも知れない。ヘッケルが胚の形態に施した変形は善意に解釈すれば、一義的には初心者
への配慮であった。それでも行き過ぎた単純化がいけないというのなら、役人受けする標語、いわゆる「バズ
ワード」ばかり考え出す現在のビジネスマン研究者だって同様に糾弾されてしかるべきだろう。
ともかく、進化と発生の間に見る一種理想化された対応関係には、確かに冷静に考えれば支持する自明の
機構的背景のモデル化も完備している。しかし、反復説にはそれと同等の機構的基盤がない。むしろそれは、
進化を事実として認めた人間の感性が、単純から複雑高度へと進行する疑似進化的な現象として発生過程に
並行性を認めたものに過ぎないのだ。反復説はこの点が危うい。当初ヘッケルに対して好意的であったダー
ウィンすら、
「発生過程のすべてが淘汰の対象となり得るのだから、最終的にひとそろいの器官系が揃う限
り、進化過程の通りに発生が進む必然性はない」と言うような意味のことを述べている。
そのようなわけで、反復説や原型的ボディプランという思想がヘッケル以前からして既に当時の大方の進
化形態学者の共通した認識基盤を形成していたにもかかわらず、それらは後代、とりわけドイツ関連の科
学を毛嫌いし、ことごとく闇に葬ろうとした英米の科学者や科学思想家によって徒花と定義され今に至る。

20 世紀も 70 年代になって書かれたグールドの大著、
「系統発生と個体発生」でも、反復の発生学的基盤に
ついての吟味は皆無といってよく、ヘッケルに対して異様なほど好意的に書かれたリチャーズの近著「The

Tragic Sense of Life」においても、反復説それ自体の是非、科学的検証については全くといって良いほど踏
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根拠はない。ニュートンの万有引力の法則も、ダーウィンの自然淘汰説も、法則としては首尾一貫しており、
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み込めていない。そして、
「日本では」といえば、かつてドイツ自然科学の良き理解者であったにもかかわら
ず、戦後英米の追随者と成り下がり、時とともに科学のグローバリゼーションに流され、自然哲学の意味も
分からない学者たちによって英語で書かれた批判をただサルのように繰り返したのみであった。かくして反
復説はタブーとなった。嗚呼…。
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では反復説は正しいのか？ それともやはり誤謬なのか？ 結論を急ぐ前に、私がまずこだわりたいと思う
のはむしろ、反復説を検証する方法論が今手許にあるかどうか、それによって扱える問題かどうか、である。
とりあえず、これまでのパラダイムにおいて反復現象を成立させる理論が定立し得なかったことは認めよう。
しかも検証可能ですらなかった。ここまではいい。そこで、冒頭に述べた「パラダイムと異常現象」である。
これまで、さまざまな事例を引いて比較形態学者たちは発生と進化の並行を唱えてきた（ヘッケル自身はとい
うと、意外なことに必ずもそうしなかったけれども、英国の発生学者は良くそれを利用していた）
。にもかか
わらず、
「この世に反復原理などというものはない」ということになった。
「この世には、すべての変化生成を
司る、夢のような超越論的形成運動などは存在しない」のである。よろしい。確かにそれが、自然哲学の見果
てぬロマンの行方であったと認めよう。加えて、
「反復する」というにはあまりにも多くの例外がある。進化は
ただ、個体の生存を許すための発生プログラムを効率的に模索してきたにすぎない。必要な器官を必要なタ
イミングで都合良く効率的に分化させることができるように…。では、これまで反復の好例とされてきた事象
についてはどうか？ つまり、
「反復説は間違っている」というのは簡単だが、それではなぜ反復しているよ
「肺呼吸をする哺乳類の発生中、鰓が生ずるのはな
うに見える現象がこんなに沢山あるのか？ 典型的には、
ぜなのか？」というように、新しい常識がまかり通ったが為にこれまで当たり前とされてきたものが、今度は
逆に不思議な現象として我々の目の前に浮かび上がってこざるを得ないのだ。ならばあらためて問おう。なぜ
こうも頻繁に、発生は系統進化過程を繰り返すことがある（ように見える）のか？ そして、それは一体どう
いうときなのか？
繰り返していえば、
「進化の初期に得られた形質であるほど個体発生における発生のタイミングが早い」な
どという自明の法則は存在しない。そして、それを納得できるような理論もない。とりあえずいま使えるの
は、発生機構の論理と自然淘汰ぐらいのものである。その観点から反復的現象が説明されたことがこれまで

2 回ほどある。ひとつは、構造的ネットワークと内部淘汰の考えから導かれる、ラフやサンダーによって唱え
られたモデルだ。すなわち、初期発生は大局的なパターン形成機構が起こり、体軸とか極性のような重要な
パターンが得られる重要な時期だが、そのとき用いられている相互作用のメカニズムと、用いられている遺伝
子の数は大して多くはない。ならば、そのプログラムの書き換えも比較的スムーズに生ずるかもしれない。一
方で、後期発生においては無数の相互作用と無数の遺伝子が機能しているが、それらはすべて局所的な形態
形成プロセスのためのもので、そのいくつかが変更しても個体発生全体にとって致命的なことはない。とこ
ろが、いわゆる「ファイロティピック段階」と呼ばれる器官形成期においては、大局的な相互作用が多数あり、
なネットワークや因果連鎖を構成し、どれか一つのつながりが断たれると、胚発生全体の崩壊につながる。
そのようなわけで、この頃の胚形態や遺伝子発現パターンはわずかな変更も許さないような強い内部淘汰の
下にあり、従って進化的にも変更しにくく（これはいわゆる「発生拘束」といわれるもののひとつだろう）
、系
統を超えて共通のパターンを示しがちとなる、という理論である。
上のような考えはしかし、動物門を通じて共通の胚形態が現れがちだということを説明しても、系統発生
的分岐過程を順次反復することまでは説明しない。では、こういうのはどうだ。ドイツの理論生物学者、リー
ドルが 70 年代に考え出した概念に「発生負荷」というものがある。これは、成体において不用の胚構造が、な
ぜしつこく子孫の胚に現れなければならないかという理由を説明するためのものである。例えば、脊索は脊
索動物の進化の初期においては、体軸を前後に走る重要な支持器官であったが、我々の体ではその役目は脊
柱に取って代わられている。しかし、脊索をヒトの発生過程から除去できるかというと、それは無理な話で
ある。というのも、脊椎動物は脊索の存在を前提として、その上にさまざまな発生機構を、脊索出現以降の

反復する学説︱国際プレナリーシンポジウムを終えて
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発生段階に構築してきたからである。か
くして、脊索なくしては神経系の分化も、
筋の分化も、中軸骨格の分化もできなく
なる。いわば、神経系その他の発生後期
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の構造の重要性が、構造として必要では
なくなった脊索を発生上の理由で守って
きたのである（脊索が正常に生じない発
生プログラムは内部淘汰によって破棄さ
れる）
。脊索の存在はいわば、のちの発生
過程に対して責任を負っており、それを
「脊索にかかる発生負荷」と表現する。決
して、脊索が古い由来の、由緒正しいも
のだから、すぐさま発生初期に出現する
というわけではない。同様に、空気呼吸
をするヒトにおいても、胚期に「鰓」が現
れるのは、それをベースにして胸腺や副
甲状腺など、鰓の構造に依存して成立し
た発生プログラムがゲノム中や胚の形の
なかに構築されているためだと解するこ
とができる。事実、羊膜類の胚に現れる「鰓」は、必ず何かに分化する物で、決して祖先の魚類にあったのと
同じ数の鰓がバカ正直に発生しているわけではない。成体においても胚においても真に不用な器官は、確か
にすっかり失われているのだ。
このように考えると、胚発生、とりわけ器官形成においては、特定の胚形態が一定の順序で現れることが
いくつかの局面で要請されていることがわかる。それが全うできない胚は器官形成も遂行できないという仕
組みである。さらにもうひとつの傾向として、ファイロタイプを乱すような発生プログラムの変更は危険であ
り、進化的に新しい構造は、少なくとも器官形成期ののちに付加されることが多くなる必然的傾向も納得で
きる。しかも、脊椎動物のように、発生後期になって初めて実現する細胞同士、組織同士の空間的位置関係
に依存した相互作用で器官の分化が生ずるような、高度な体制を持った動物の発生では、それ以前の発生パ
ターンをなるべく保守的に押さえ込もうという傾向が淘汰を通じて不可避的に生ずる。こういった進化的発生
的ロジックの集積を考え、いくつかの発生プロセスについて進化的意義を洞察し、系統的シグナル（＝意義の
ある形質）として用いることも決して不可能なことではない。つまり、発生は確かに「進化を反復するように
先系列の形態を見事に反復するのである。
ちなみに、上のような理論化が可能となったのは、動物の正確な系統関係が分子レベルで分かるようにな
り、いくつものモデル動物の発生研究によって、細胞分化や器官形成の機構が実験的に解明できるようにな
り、細胞の適切な標識によって発生運命予定地図や、解剖学的構造それぞれの細胞系譜が動物系統間で比較
可能となり、主としてマスターコントロール遺伝子の発現や機能の解明を通じて、比較形態学と分子発生学
が「相同性」をキーワードとして融合したからである。こういったことのすべては、20 世紀も終わりになるま
で不可能だった。安っぽい不可知論に寄り添って自らの理解を超える理論を何もかも否定棄却する前に、こ
れら現代生物学のツールが完備するより遙か以前、ヘッケルはじめ何人かの進化形態学者が、そして遺伝
学・発生学の融合を目指して後代、ウォディントンが、幻視したプロセスとパターンのつながりにこそ我々は
いま瞠目すべきではなかろうか。
かつて学者が研究室で一人静かに思索をめぐらせ、一生掛かって人類の眼前に広がる世界の姿を全く違っ
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進行することもある」
。私の研究するカメの甲形成においても、現生のカメ胚は発生途上、化石種を含めた祖
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たものに見せるようなアイデアをつくりだしていた、そんな時代はとうに過去のものとなった。それは認めざ
るを得ない。が、かといって科学者がマーケット動向にやけに敏感なビジネスマンと同じ資質を求められて当
然といったこの悲惨な現状を容認するとなれば、そんな社会にとって次世代の科学などもはや存在しないも
同然だろう。少なくとも、60 年代に子供であった私は、そんな研究者になる憧れなど決して持ってはいなかっ
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た。
「目新しければ、それでよいのか、それで正しいのか、むしろ忘れたもののなかにこそ、真理は眠ってい
るのではないのか…」
。そんな思索が必要な時代がひょっとしたら到来しているのかもしれない。アジアにお
けるトップが日本からどこかよその国に移行しようとしている今だからこそ、ヘッケルやフォン＝ベーアの学
説を肴に思索をめぐらせるのも悪くない。そんな酔狂なことは進化学会にしか出来ないだろう。いや、科学は
むしろ、本来そういったものであるべきだろう。素晴らしい。というわけで、今年の進化学会第 15 回大会二
「発生と進化におけるボトルネック
日目、8 月 29 日午前 9 時よりの国際プレナリーシンポジウムのタイトルは、
。砂時計に見立てた発生の「くびれ」
、生物種を越えて見ること
- Bottleneck in Evolution and Development」
のできるファイロタイプを積極的に暴こうという試みである。
オーガナイザーは私と長谷部光泰会員、スピーカーに日本人 3 名と外国人研究者二人を招いての盛況なも
のとなった。進化生物学におけるこの、永遠の命題に興味を持って集まって下さった進化学会員諸氏には、
この場を借りて厚くお礼申し上げる。オープニングの演者は入江直樹博士。タイトルは「Vertebrates' basic
。彼は、フォン＝ベーア、ヘッケルから今に続く長年の混乱
body plan embedded in the waist of hourglass」
が、メカニズム論と現象論の不十分な切り分けに起因すると指摘、その上で、数億年スケールの進化的理論
を検証するにふさわしい、系統的に離れた 5 種の脊椎動物を対象にした分子レベルの研究を紹介した。これ
を通して砂時計モデルの妥当性とそのボトルネックが初期咽頭胚期にあたる事を提案、さらに砂時計から生
じる新たな謎についても広く議論した。続いて私、倉谷は、
「Evolution of craniofacial developmental pat-

terns in early vertebrates」のタイトルの元に、ヌタウナギの個体発生過程を紹介、円口類に共通の頭部形態
形成パターンがあり、それが脊椎動物全体における頭部発生プログラムのプロトタイプと見なしうるも、顎口
類においては時間と発生パターンにおける初期のネオテニー的シフトにより、もはや反復的発生過程を経な
いという可能性を問うた。続いて、長谷部光泰博士は、
「Regulation of bottle necks in alteration of genera-

tions: switches to start diploid and haploid generations」と題し、植物の発生過程において単細胞化する段
階が発生上の「くびれ」となっている可能性を問うた。ヒメツリガネゴケというコケ植物では、生活史の中で
少なくとも 8 回、単細胞性の多能性幹細胞を形成し、形態を変化させる。これらの多能性幹細胞形成過程が
反復によって進化したのか、あるいは新規に進化したのかについて制御遺伝子について比較を行い、ある程
度の反復があるのではないかと考察された。同様に植物を扱った Marcel Quint 博士による「Phylotranscrip-

tomic hourglass patterns - a green perspective」では、被子植物のシロイヌナズナでも胚発生の途中で他の
陸上植物に広く保存されている遺伝子が顕著に観察される時期があるとの発表が行われた。脊椎動物と異な
な「くびれ」ができるのかは今後の解析が必要である。そして、Pavel Tomancak 博士による「Gene expres-

sion divergence recapitulates the developmental hourglass」は、本シンポジウムの最後を飾るにふさわしい
白眉と言えるもので、ショウジョウバエの比較発生解析を紹介しつつ、動物の生活史における「発生」という
過程そのものが進化の産物であるという重要な視点を強調、そのなかで「ニワトリと卵」の間に立ち現れるボ
トルネック胚の形態に新しい意味を与えた、まさに、進化学会におけるこのシンポジウムの真の意義を鋭くえ
ぐり出す迫真のレビューとなった。敢えて手前味噌となる覚悟で言えば、私の知る限り、発生と進化の間に
観られるこの、一種並行的関係を正面切って扱ったシンポジウムなど、古今東西を通じてこれまであった試
し無く、今回の発表者の面々が日独 2 カ国に限られていたことが紛れもなくこれを成功させた背景にあるなど
と言えば過言かとも思うがしかし私はすでにそう書いてしまった。今後、進化における発生の意義が、これま
での EvoDevo 研究の限界を超えて明らかにされることを切に願うばかりである。
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シンポジウム S1

Methods for molecular evolutionary studies
in special reference to massive data
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斎藤成也（国立遺伝学研究所）
分子進化の研究で解析対象となるデータは、多数の生物種のゲノム配列データが発表されるなど、近年
急速に巨大化しています。これらの巨大なデータを解析するには、従来の方法では組み合わせ爆発が生じ
て計算時間が長くなりすぎて、解析に対応できない場合が多くみられます。このために、新しい手法の開発
が必要となります。そこで本シンポジウムを企画しました。講演で関係する分野は、脊椎動物ゲノムの GC
含量多様性の進化（太田聡史）
、多数のゲノム規模配列の多重整列法 2 種類（MISHIMA2：Kirill Krukov,
、系統樹のブーツストラップ確率（Arndt von Haeseler）
、巨大系統樹からの相対分岐
MAFF T：加藤和貴）
年代推定（田村浩一郎）
、多重整列された配列からの系統ネットワーク作成のためのスクリーニング（斎藤成
也）と、多岐にわたっています。なお、講演と質疑応答はすべて英語で行ないました。論文は皆さん英語で
発表されるので、国内学会であっても、もっと英語での発表をするべきだと考えたからです。以下は講演者
と講演タイトルです。

1. 太田聡史（理化学研究所バイオリソースセンター）
Chaos in evolution
2. Kirill Kryukov（東海大学医学部今西研究室；7 月までは国立遺伝学研究所斎藤研究室）
Genomic alignment with MISHIMA 2.0
Constructing large multiple sequence alignments using MAFFT
4. Arndt von Haeseler（Center for Integrative Bioinformatics Vienna）
Ultra-fast approximation for phylogenetic bootstrap
Estimating divergence times in large molecular phylogenies
6. 斎藤成也（国立遺伝学研究所）
Simultaneous Sequence Joining and N-ton sorting for prescreening multiply aligned sequence data in
phylogenetic network construction
太田聡史さんは、論文 1 で発表した、脊椎動物のゲノムに見られる GC 含量の多様性が、カオスによって生
じている可能性を指摘しました。GC 含量を説明するのに通常仮定される突然変異率一定ではなく、突然変異
率が時間と共に変化するモデルを用いています。

Kirill Kryukov さんの講演は、論文 2 で発表した塩基配列の新しい多重整列システム MISHIMA の改良版
についてでした。改良点としては、見出したアンカー配列の前後にアンカーを伸ばす、塩基ポジションの 3 番
目をスキップしてアンカーを探すオプションの追加、環状ゲノムの場合整列開始点を自動的にそろえる、多重
整列結果から進化距離を生成するオプションの追加の 4 点です。
（論文 3）の紹介をされました。--parttree
加藤和貴さんは、改良が続けられている多重整列システム MAFF T
オプションと -addfragments オプションを比較し、比較する配列がお互いに近い場合には、後者のほうを使っ
たほうがよいとのことでした。

Arndt von Haeseler さんは、論文 4 で発表した、最尤法系統樹に対して高速でブーツストラップ確率を計
算する新しい方法を紹介しました。

S
1
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5. 田村浩一郎（首都大学東京理工学研究科）

シンポジウム

3 加藤和貴（大阪大学免疫学フロンティア研究センター）
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田村浩一郎さんは、論文 5 で発表した、巨大な系統樹で進化速度が枝ごとに変動している場合でも高速に
分岐年代を推定できる新しい方法 RelTime を紹介しました。
私は、近刊（6）の教科書の第 16 章で論じた SSJ と N-ton sorting という 2 種類のアルゴリズムを紹介しまし
た。2-ton の場合に、これら 2 個の塩基が共通祖先から発しているのか、あるいは平行置換によるものなのか
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を判別する試みを紹介しました。
引用文献
［1］Oota S., Kawamura K., Kawai Y., and Saitou N.（2010）A new framework for studying the isochore evolution:
estimation of the equilibrium GC content based on the temporal mutation rate model. Genome Biology and
Evolution, 2: 558-571.
［2］Kryukov K. and Saitou N.（2010）MISHIMA - a new method for high speed multiple alignment of nucleotide
sequences of bacterial genome scale data. BMC Bioinformatics, 11: 142.
［3］Katoh K. and Standley D. M.（2013）MAFFT multiple sequence alignment software version 7: improvements
in performance and usability. Molecular Biology and Evolution, 30: 772-780.
［4］Minh B. Q., Nguyen M. A. T., and von Haeseler A.（2013）Ultrafast Approximation for Phylogenetic Bootstrap.
Molecular Biology and Evolution, 30: 1188-1195.
［5］Tamura K., Battistuzzi F. U., Billing-Ross P., Murillo O., Filipski A., and Kumar S.（2012）Estimating divergence times in large molecular phylogenies. Proc Natl Acad Sci USA, 109: 19333-19338.
［6］Saitou N.（2013）Introduction to Evolutionary Genetics. Springer-Verlag.

シンポジウム S2

昆虫の形態多様性をもたらす遺伝子の機能
－最近のトピックスと今後の展望－
進化の過程で獲得された多様性に富む昆虫の形態は、特定の環境への適応に係わっていると考えられる。

RNAi による遺伝子ノックダウンや遺伝子組換えなどの機能解析ツールに加え、ゲノム編集を駆使して様々な
の幼虫の腹脚、コウチュウ目の翅や角の形態形成パターン、ハチ目の翅脈形成、チョウ目の擬態模様の進化、
チョウ目モデル昆虫のカイコでの組換え技術とゲノム編集、そしてバッタ目コオロギでの遺伝子ノックアウト
についての新知見がそれぞれ紹介された。このシンポジウムには 150 人程の聴衆が参集し、活発なディスカッ
ションが行われた。

（1）鱗翅目幼虫の腹脚はどこから来たか（冨田秀一郎・生物研）
「胸部に 3 対 6 本の脚を有し、腹部には脚が存在しない」という昆虫の基本体制を逸脱して、腹部に腹脚と
呼ばれる付属肢が存在する鱗翅目（チョウ目）幼虫の腹脚形成機構について報告された。カイコ胚では、付属
肢の先端部形成に深く関わるDistal-less（Dll）遺伝子が腹脚原基の先端部でも発現しており、腹脚においても
胸脚と同様の位置情報メカニズムが機能していると思われていた。ところが、Dllをノックダウンすると、胸
脚と相同とされる顎部付属肢（口器）の先端は欠損するものの、腹脚は正常に形成されることから、腹脚では
Dll 下流の経路が実質的に働かず、腹脚の分子発生メカニズムは胸脚とは異なると考えられた。また、カイコ
の過剰腹脚をもつ突然変異系統や、腹脚を腹部第 6 体節に 1 対のみ持つキオビエダシャクを用いた解析から、
腹脚原基領域ではホメオティック遺伝子の abdominal-A
（abd-A）タンパク質（Abd-A）の強い発現と、その体節
における腹脚形成の間に相関関係が見られた。つまり、他の昆虫では Abd-A は腹部体節での付属肢形成を抑
制するように下流遺伝子を制御するのに対し、チョウ目の腹脚形成は Abd-A の発現によって進行すると考え
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昆虫で形態の多様性を生み出す遺伝子の機能に迫れるようになってきた。このシンポジウムでは、チョウ目
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行弘研司・畠山正統・瀬筒秀樹（独立行政法人農業生物資源研究所）
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られる。したがってチョウ目では、ホメオティック遺伝子による付属肢形成の下流遺伝子ネットワークの制御
パターンの変更によって、腹部に付属肢を獲得した可能性が示された。

（2）昆虫の翅と角の多様性をもたらす遺伝子の機能（新美輝幸・名古屋大）
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昆虫が進化の過程で獲得した翅や角等の新奇形態に着目し、コウチュウ目のチャイロコメノゴミムシダマシ
とカブトムシをそれぞれ材料に用いて、これらの形態を生じる分子基盤について報告された。昆虫の翅は通
常中胸と後胸に形成され、他の体節ではホメオティック遺伝子により抑制的に制御されている。前胸で翅の
形成を抑制しているSex combs reduced（Scr）を、腹部での翅の形成を抑制しているUltrabithorax（Ubx）/abd-A
をそれぞれノックダウンすると、前胸では前胸背板下縁から、腹部では腹側歯状突起から翅様の構造が誘導
される。前胸背板下縁や腹側歯状突起では翅形成マスター遺伝子の vestigial（vg）が発現しており、これらの
器官が、翅が存在しない前胸や腹部における翅の連続相同構造であることがわかった。つまり、昆虫は進化
の過程で単に翅を失ったのではなく、その形態を改変して機能的構造を進化させてきた可能性が示された。
一方、カブトムシでは、性決定遺伝子 doublesex（dsx）の全ての転写産物をノックダウンすると、雄では頭
部の角が短縮し、前胸の角が完全に消失するのに対して、雌では頭部に微小な角が形成される。また、雌特
異的に発現するdsxをノックダウンすると雌のみで中間的な表現型（微小な角の形成）が現れる。つまり、カ
ブトムシの角に関しては間性が基底状態であり、性決定の情報（dsx）によって、雌雄で異なる角形成遺伝子
ネットワークの制御が行われ、性二型形質が現れると考えられる。また頭部の角と前胸の角では dsx による角
形成遺伝子ネットワークの制御に違いがあることが示唆された。

（3）翅脈形成を担う Dpp トランスポート機構（畠山正統・生物研）
昆虫は進化の過程でただ 1 度だけ翅を獲得したと考えられ、その基本構造、とくに縦脈のパターンは種を
超えて保存されている。一方、横脈のパターンは、種特異的な翅の機能を反映して多様性に富んでいる。こ
鍵であると考えられる。ところが、翅の起源とその形成に関わる分子機構が様々な昆虫種で研究されている
のとは対照的に、翅脈形成の分子機構については、キイロショウジョウバエ以外ではほとんどわかっていな
い。キイロショウジョウバエでは縦脈で発現する Decapentaplegic（Dpp）シグナルが、Dpp 結合タンパク質
モルフォゲンとして機能する。最も原始的な完全変態昆虫であるハチ目（カブラハバチ）でも、dppおよび tsg
の機能解析から Dpp シグナルとその運搬を担う結合タンパク質が縦脈と横脈いずれの形成にも必須であり、

Dpp シグナルによる翅脈のパターン決定機構が保存されていることがわかった。さらに、カブラハバチでは
キイロショウジョウバエと異なり、dpp が翅全体で発現することから、普遍的に存在する Dpp を将来の翅脈領
域に再分布させるために Dpp トランスポート機構を利用していることが示唆された。種間、あるいは前翅と
後翅に見られる、異なる翅脈パターンを作り出す鍵となる Dpp の輸送先、つまり将来の翅脈領域を特定する
機構について議論された。

（4）コノハチョウの枯葉模様にみる偶発的かつ漸進的な進化（鈴木誉保・生物研）
枯葉等への擬態模様の進化は度々議論の的となっており、跳躍進化や定向進化とする主張がある一方、進
化総合説の擁護派は、漸進的かつ方向性のない淘汰の産物だと説明した。しかし、これらを支持する根拠は
ほとんど明らかではない。本講演では、タテハチョウ科のコノハチョウが呈する枯葉模様の進化について、
まず比較形態学の手法により、その模様要素が祖先から受け継がれてきたものであることが報告された。次
に、Pagel & Meade により開発されたベイズ統計による系統樹解析法により、各ノードでの祖先の模様の形
質状態の推定、形質状態の変化についての独立・相関進化のモデル適合度が報告された。以上の結果は、コ
ノハチョウの枯葉模様が漸進的（gradual）かつ偶発的（contingent）変化の蓄積よる進化であることを示唆し
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（Crossveinless：Cv あるいは Twisted gastrulation：Tsg）により遠位に運搬され、横脈を決定する長距離
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のように昆虫が獲得した翅という新奇形質に機能性（異なる翅脈のパターン）をもたらす機構こそ、多様化の
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た。また、モデル動物であるカイコとコノハチョウ等どの非モデル動物を組み合わせた実験の可能性につい
ても議論された。

（5）チョウ目昆虫カイコにおける遺伝子組換え技術の高度化（坪田拓也・生物研）
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演者らのグループが得たカイコの遺伝子組換え技術に関する最新のデータや知見を提供するとともに、本
技術を利用した遺伝子機能解析の例として、カイコ絹糸腺における遺伝子発現制御についての成果が紹介さ
れた。Zinc Finger Nuclease や TALEN による油蚕遺伝子のノックアウト、phiC31 integrase によるカイコゲ
ノムへの部位特異的遺伝子導入、線虫 sid-1 遺伝子を利用した RNAi の試み、卵や眼の色に関わる遺伝子同定
および肉眼で判別可能な新たな組換えマーカーの開発についての研究成果が紹介され、各手法の非モデル生
物への応用の可能性について議論がなされた。さらに、左右相称動物において体節特異性決定に重要な役割
を果たすホメオティック遺伝子 Antennapedia（Antp）が、絹糸遺伝子の一つであるsericin1の発現誘導に機能
していることが紹介された。従来の手法のみでは困難であったこのような転写制御遺伝子の in vivo 機能解析
が、カイコの遺伝子組換え技術を用いて可能になった。

（6）ゲノム編集技術によるノックアウトコオロギの作製（渡辺崇人・徳島大）
直翅目（バッタ目）昆虫であるフタホシコオロギは、RNA 遺伝子による機能解析やトランスジェニック技
術の確立により、新たなモデル昆虫として注目されている。これまでに、演者らは人工制限酵素である zinc-

finger nuclease（ZFN）と transcription activator-like effector nuclease（TALEN）を用いて、コオロギゲノ
ムへの標的特異的な変異導入法を確立している。
（Watanabe T, et al., 2012, Nat. Comun.）さらに、より簡便
な新規ゲノム編集技術である CRISPR/Cas システムの導入が試みられた。コオロギのクチクラの黒化に必須
である laccase2 遺伝子を標的とした変異導入を行ったところ、ZFN/TALEN と比較して顕著に高い効率を
示す結果が得られた。また、G0 世代における表現型でも、ZFN/TALEN と比較してシビアな個体が多く得
た。現在、発生に関連する複数の遺伝子に対して CRISPR/Cas システムによるノックアウトが試みられてい
るところであり、今後は、簡便さや変異導入の効率の良さと言った観点からコオロギやその他の生物におい
ても CRISPR/Cas システムを主に使用する事になると考えられた。

高校生物の進化分野はどこが変わったか？
—新しい教科書『生物』を比較する—
嶋田正和（東京大学・総合文化）
・中井咲織（立命館宇治中・高）

平成 25 年度に全面実施となった新学習指導要領では、高校生物は大きく現代化がはかられ、内容も刷新さ
（受験で生
れた。中でも、高校生の多く（約 75 万〜 80 万人）が学ぶ「生物基礎」と、より深く学ぶ選択「生物」
物を選択する者 約 15 万人）で、進化の考えに基づいた内容が取り入れられたことは、大きな前進といえるだ
ろう。さらに、分子生物学や発生分子遺伝学ではかなり詳細な内容がどの教科書にも見られ、大学の教養課
程の入門教科書と変わらないハイレベルの内容になっている。
同時に、今回の学習指導要領から歯止め規定（種名を上げる時は 3 種までとか、事例を挙げる時は 2 つまで
易度に大きなバリエーションが見られることになった。

̶

等）が撤廃されたために、発展的な内容が多く盛り込めるようになった。その分だけ、各社の記述内容には難
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られた。さらに、その他の 6 カ所のゲノム領域を標的とした場合にも高い効率で変異を導入することができ
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では、新しい生物教科書の進化単元は、どのように変わっただろうか。今回の公開シンポでは、選択「生
物」を刊行している主要 4 社（実教出版は検定の関係で 1 年遅れ）の進化単元（生命の起源、地球の古環境と
地質年代、進化の仕組み、系統と分類）の執筆者を招き、進化単元のコンセプトや構成、アピールポイント、
反省点などについて発表してもらう企画を立てた。4 社の講演内容を踏まえて、今後中等教育では生物進化
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について何をどのように教えるべきかについて、方向性や難易度、改善点などを検討しながら、会場の参加
者とともに探るのが趣旨である。

シンポの講演プログラム
シンポ開催は、初日 8 月 28 日（水） 9 時〜 12 時に配置された。大会実行委員長の筑波大・和田洋さんのご
厚意で、総合討論も十分に時間を割ける 3 時間枠をもらえたのはありがたかった。また、関東圏の中等教育関
係者で非会員の方も来聴できるように、公開シンポ（非会員でも参加費無料で聴講可）にしてもらった。
前もって 4 社の進化単元の執筆者に声をかけて、当日つくばの公開シンポに来てもらえるかの確認を取った
ところ、啓林館を除いた 3 社の執筆者は全てそろった。啓林館の進化単元の執筆者・渡辺政隆さん（筑波大）
はあいにく海外のシンポで講演する日程とぶつかっていたので、全体の編集責任者・本川達雄さん（東工大）
が代わりに講演することになった。
発表してもらう 4 社には、あらかじめ「宿題 2 つ」の答えを考えてきてもらい、講演に含めることを依頼し
た。その 2 題の宿題とは、以下である。
（A）新学習指導要領によって、執筆を担当された教科書で進化の単元はどこが変わったのか？ 古いもの
は除去し新しく取り入れた内容などあれば、解説をお願いしたい。
（B）執筆者として、書きたかったこと、書けなかったことなど、忸怩たる思いも含めて総括してもらいた
い。アピールできた点、こうすべきだったとの反省点などを客観的かつ正直に解説をお願いしたい。
これは、なかなか重い宿題である。自分の執筆を総括するのは、他人の書いた物を批判するよりはるかに
日本進化学会・つくば大会の HP でも、私達の公開シンポジウムのコンテンツも見えるようにしてもらった。
文部科学省・高校生物の学習指導要領作成協力者委員会の松浦克美さん（首都大東京・教授）からは、この
ようなシンポを学会で開催することへの強い賛同と激励のメールが寄せられた。身の引き締まる思いである。
表するのもかまわない。ダブルス、シングルス、入り混じってのシンポとなった。公開シンポジウムのプログ
ラムは以下である。
（1）はじめに：企画趣旨（10 分）
嶋田正和（東大・総合文化）
（2）東京書籍
進化の仕組み：長谷川眞理子（総研大・先導科学）
、系統と分類：伊藤元己（東大・総合文化）
進化の仕組み：中井咲織（立命館宇治中・高）
、系統と分類：中島光博（広島市立安佐北高）
（4）数研出版
進化の仕組み〜系統と分類：嶋田正和（東大・総合文化）
（5）啓林館
進化の仕組み〜系統と分類：本川達雄（東工大・生命理工）
（30 分）
（6）総合討論（司会：中井咲織）

新しい教科書﹃生物﹄を比較する
̶
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バトルロワイヤルのゴング
第 21 回日本進化学会・つくば大会の開会と同時に、公開シンポジウムの幕も開いた。いよいよゴングは
鳴って、ガチンコ勝負のスタートである。嶋田が最初に公開シンポの趣旨を説明し、新学習指導要領の大き
な変更点を解説し、あらかじめ宿題を 2 つお願いしていたことを述べた。はたしてどうなるか、興味津々であ
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る。
トップバッター東京書籍の長谷川眞理子さんが壇上に上がった。東京書籍は、旧課程の学習指導要領を
一掃し、すべての単元を新学習指導要領に沿った内容に変えてきた。進化の単元も、長谷川さんが力を入れ
て書いたと自負していたとおり、新しい適応の事例（ヨツメウオの眼球構造）や種分化（リンゴミバエの宿主
品種の分化）
、軍拡競争（ツバキの実とツバキシギゾウムシの口吻の長さ）などが分かり易く配置されている。
系統進化の部分は伊藤元己さんが簡単に解説していたが、3 ドメイン説で、古細菌をカッコで添えずに「アー
ケア」だけ載せたのは新学習指導要領に従った東京書籍のみだったことに不満を漏らしていた。ふつうは、
「アーケア（古細菌）
」というように和訳もカッコで添えるのが教育的配慮というものであろう。いずれにして
も、東京書籍の内容の多くはとてもうまくまとめられていて、斬新だった。ただ、やや失策と思われる図もあ
り、地質年代と生物の変遷の図（p.384 〜 p.385）は、図の一番左端が地球の誕生（46 億年前）と生命の誕生
（38 億年前）で始まり、図の右端は第四紀「ヒトの出現と繁栄」という文言で終わる。これは、穿った見方を
すれば「梯子状進化の概念」を横向けに描いたものであり、下等生物→高等生物→人間の出現という類型的
で古い進化観と言えよう。ここさえ改善すれば、ほぼベストに近い優れた代物であった。

2 番目は第一学習社である。進化の単元は中井咲織さんが執筆し、系統進化の単元は中島光博さんが担当
したが、両方とも高校の生物の教師である。進化の単元での工夫点は、まず、第一学習社の教科書でだけ
「生物の進化」の章で「生物の進化と系統」の前に「進化のしくみ」を配置したことだ（新学習指導要領を始め
他の教科書では「生物の起源と変遷」から始まる）
。生物の変遷は進化の結果もたらされたものであるため、
進化のしくみを先に学ぶことで、それぞれの進化イベントの要因などを考察することができる点で優れてい
まとめたことなどが説明された。とりわけ第一学習社の進化の仕組みの単元でうまく構成されていると感心し
たのは、ハーディ・ワインバーグの法則の箇所である。ここでは、ハーディ・ワインバーグを成立させる理想
集団の条件を文言で箇条書きし、自然界ではこの条件が満たされないから、進化の要因が作動しているのだ、
しろ、第一学習社の書き方の方が教育的にはずっと強い教育的効果がある。
それに対して反省点としては、①「進化とは何か」を記述できなかったこと、②進化の証拠として化石やウ
マの（定向的な）進化が挙げられていること、③環境変異の説明に純系説が使われたこと、④隔離の扱いが大
きすぎることなどが挙げられた。中井さんはここ 10 年来、様々なシンポジウムや論文などで進化授業の改善
案を提案しているが、これらはその提案とは全く逆の内容であり、旧課程の内容を払拭できなかったことに
対する忸怩たる思いが吐露された。
系統では、中島さんが分子系統の情報をいかに取捨選択するかの重要性を指摘した。真核生物の系統で
の代わりに別売りの資料集の中で説明した。また、旧口動物の系統をこれまでの体節によるものではなく、
上門レベルで冠輪動物と脱皮動物とした。中島さんは、現場では実験観察とともに、分子レベル・遺伝子レ
ベルの調べ学習を伴わせるべきだと提案していた。教科書では五界説を中心に 3 ドメインまで説明したが、記
述しきれなかった遺伝子水平伝達やそれぞれの分類群の詳細については 8 ページにもわたる「参考」を付録す
ることで補完されている。

3 番目は数研出版だった。数研出版では、生命の起源を執筆して下さった慶應大学の仲田崇志さんにスラ
課程と新課程で比較して見せることができた。8・3 節「進化の仕組み」の単元では、いささか不適切な構成

̶

イド作成もお願いした。おかげで、生物史重視から現在の研究重視へと内容の方向性を転換させた点を、旧

新しい教科書﹃生物﹄を比較する
̶

は、8 つのスーパーグループの話や葉緑体の一次共生、二次共生の話を入れたかったが、今回は止めて、そ
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とうまくまとめていた。ハーディ・ワインバーグ「の法則」は数式で表しても何の理解にもつながらない。む

シンポジウム

る。他には自然選択／適応進化の関係とその実例を明確に記述したこと、末尾に「進化のしくみ」を簡略図で
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を正直に解説した。この 8・3 節は前半が進化の要因（突然変異、自然選択、遺伝的浮動）で固めて、後半が
種分化と分子進化が配置されている。しかし、分子進化の中立説の理解は、自然選択（純化淘汰）と遺伝的
浮動が強く関係するので、この構成はミスリードである。
また、ハーディ・ワインバーグの「法則」
（木村資生も指摘しているが、これを「法則」と呼ぶのは不適切で
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あり、単に二項展開を示しているだけである）は相変わらず、
（p＋q） ＝p ＋ 2pq＋q の二項展開とパネット
2

2

2

の方形で示してあるが、理論集団遺伝学を教わらない高校生には教育的効果の乏しい説明である。第一学習
社の扱いが適切であろう。また、種分化の箇所では、同所的種分化の例にツヅレサセコオロギとナツノツヅ
レサセコオロギの事例が上がっているが、この事例を報告した原著論文を私は検索しても見つけられなかっ
た。しかも、これは側所的種分化であって同所的種分化ではない。同所的種分化をもたらす遺伝子が分かっ
ている事例は少なからず報告があり、ガラパゴス諸島に生息するガラパゴスフィンチの嘴の厚さ（BMP4）と
長さ（CaM）を決めている遺伝子や、アフリカ大陸巨大湖のカワスズメ科淡水魚の雄の体色と雌の網膜で発現
するオプシン遺伝子などがある。
数研出版のアピール点は中立説を適切に解説した箇所だが、それとて分子時計の図は分かりにくい。横軸
に分岐してからの億年数、縦軸にアミノ酸置換度を 0 〜 1 に換算した指数で見せると正比例するグラフがほ
しかった。
自分が責任を持った単元を自己批判してくると、忸怩たる思いに駆られる。この単元を執筆した当時の嶋
田は、学部の雑用を一手に引き受けるポストに就いていたために、まったく時間が取れずに、出版社との丁
寧な対応ができなかった。だが、これは自己責任である。検定合格 3 年後の小修正の準備がそろそろ始まる
ので、これを機会に、今度こそは誠実に修正に応じたい。

4 番目の啓林館は、実際の執筆者の渡辺政隆さんが欠席だったために、急遽、本川達雄さんが代理で登場
したわけだが、
「自分は進化の専門家ではないので…」と教科書検定批判をし始めたのは、予想されたことと
はいえ、やや残念である。今回の公開シンポジウムの趣旨を考えれば、編集責任者ならば自社の進化の単元
を述べてもらえればありがたかった。もっとも、教科書検定では、どの出版社も煮え湯を飲まされているの
で、批判したい気持ちはよく分かる。長谷川さんも質疑応答で教科書検定の批判をし始めたので、私達、司
会者は議論をなかなかコントロールできない雰囲気だった。炸裂した本川節は、聴衆には大いに受けていた

総合評価
総合討論は十分な時間を取ることができた。驚いたのは、50 人ほどの中等教育の関係者に混じって、先端
で活躍する若い研究者の顔がちらほら見えたことである。彼らも興味があるのか、新学習指導要領の趣旨や、
外国と日本との教科書検定や教育制度の比較などを質問してくれた。今回のバトルロワイヤルは、総合的に
見て、東京書籍の出来栄えがベストだと言ってよいだろう。他社は、東京書籍を標準にして小修正の方向性
を定めてほしい。また、進化の単元だけでなく、分子生物学や発生、生態の単元でも、教科書シンポジウム
夜になって、つくば EX 駅の近くの飲み屋で、東京書籍の長谷川さん、伊藤さん、山本高之さん（帝京高
校、免疫の単元を執筆）
、第一学習社の中井さん、そして数研の私で、成功裏に終わった公開シンポを祝って
大々的に乾杯した。その酒席では、私が「数研の進化の単元の原稿を自分で書いた記憶がない」などと午前中
「ちょっとひどい
の講演会場で爆弾発言をして顰蹙を買ったことをみんなが思い出して、
「信じられな〜い！」
んじゃないですか！
？」
「私らはあなたが作った学習指導要領に合うように必死で書いたのに、あなたは何をし
てたの？
！」とサンドバッグのようにボコボコにされた。
「アハハ、嶋田さん、めっちゃ痛めつけられている〜」
続けたのであった。

̶

と喜ぶ中井さん。ますます募る忸怩たる思いと臥薪嘗胆の誓いを新たに、一人東京に戻る夜行電車で揺られ

新しい教科書﹃生物﹄を比較する
̶

を開催してはどうだろうか？ 各学会に呼びかけてみるのは、興味深いし重要である。
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が…。
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を異分野の生命科学者の視点で総括し、この単元はどのように構成されるべきだったかをご自身なりの見解
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シンポジウム S4

進化的原動力としての共生

November 2013

稲垣祐司（筑波大学）
・神川龍馬（京都大学）
・松崎素道（東京大学）
・菊池義智（産総研）
生物進化の過程では、異なる 2 種類以上の生物が出会い融合することで、ときに大きな飛躍が起きる。真
核生物によるミトコンドリアや葉緑体の獲得はその代表例といえ、宿主は共生進化によって新たなニッチへ
進出可能になったといえるだろう。様々な生物がこのような「共生」によって進化を遂げてきことは疑いよ
うもないが、いまだ我々はそのごく一部しか認識できてはいない。本シンポジウムでは、多様な共生のあり
方と、それによって引き起こされる宿主・共生体の変化と帰結について、若手研究者５名に最新の知見を交
えお話しいただき、分野を鳥瞰するとともに、そこから見いだされる共生の進化と維持機構について議論を
行った。
まず中川聡さん（北大）から「深海底熱水活動域に見られる化学合成共生系を理解する：全ゲノム解析と
群集遺伝学からのアプローチ」と題して、深海無脊椎動物にみられる多様な共生系についてお話いただいた。
海底火山の熱水噴出口付近には化学合成細菌を共生させる甲殻類や貝などが生息しており、その生存と繁殖
を完全に共生細菌に依存している。宿主の飼育に加え共生細菌の培養もきわめて難しいが、最近では共生細
菌のゲノム解析も進展しており、共生細菌が担う生物機能の一端が明らかになりつつあるとのことだった。さ
らに講演ではメタゲノミクスによる共生細菌群集構造の解析結果も紹介され、共生細菌が宿主とともにどの
ように分布拡大しているのか、深海という特異な環境に生きる摩訶不思議な生き物達の生活史の一端が明ら
かとなった。
「深海は宇宙と同じく未開拓な場所なんです」というお話には、底知れぬロマンと中川さんの情
熱を感じずにはいれなかった。
続いて中山卓郎さん（筑波大）に「窒素固定オルガネラ？－珪藻細胞内共生シアノバクテリアに見るゲノム
縮小進化」についてお話しいただいた。真核細胞における共生進化はミトコンドリアと葉緑体の獲得の２回の
み、と一般的には考えられているが、原生生物にはそうとも言えない例がいくつも見られる。ここで紹介いた
だいたのは、窒素固定能を持つシアノバクテリア由来のオルガネラ“Spheroid body” の進化に関するお話しで
ある。中山さんは珪藻に細胞内共生したシアノバクテリアが辿る進化の道筋を、特にゲノム解読を行うことで
解明を試みた。ミトコンドリアや葉緑体に比べて進化の歴史が浅い Spheroid body を解析することで、ゲノム
縮退、遺伝子の偽遺伝子化と消失など、ダイナミックなゲノム進化がごく短期間で起きうること、そして現在
も進行中であることが強く示唆された。
続いてはオーガナイザーの中から菊池義智が「共生ダイナミクスによる昆虫の農薬抵抗性進化」と題して、
宿主昆虫を農薬抵抗性にしてしまう腸内共生微生物について発表を行った。ホソヘリカメムシは共生細菌
いくつかの共生細菌系統が農薬を効率的に分解することが明らかとなってきた。そして、そのような農薬分
解系統の共生細菌をホソヘリカメムシに共生させたところ、非分解菌を感染した個体よりも大幅に農薬抵抗
性が上昇していることが明らかとなった。一般的には昆虫の農薬抵抗性は昆虫自身の性質であると考えられ
次に棚橋薫彦さん（産総研）に、
「マルカメムシの必須共生細菌の伝達を担う“カプセルタンパク質 ”」と題
して、カメムシ研究の２題目をお話しいただいた。マルカメムシは秋口に洗濯物につくカメムシとして有名
（？）だが、その共生様式は面白い。マルカメムシはホソヘリカメムシとは異なり共生細菌の母子間伝達を行
う。その方法がとてもユニークで、母虫は卵とともに共生細菌の入った“カプセル ”を産みつけ、孵化した子
虫はこの “カプセル ”を吸うことによって共生細菌を獲得する。棚橋さんとその共同研究者ははメスの消化管
に発達するカプセル形成部位のトランスクリプトーム解析から“カプセルタンパク質 ”を同定し、このタンパ
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ているが、そのような常識に一石を投じる研究成果と言えるだろう。

シンポジウム

（Burkholderia）を毎世代環境中から獲得することで知られる。環境土壌中の共生細菌群集を調査したところ、
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クがマルカメムシカプセルの主要構成要素であることを明らかにした。カプセルタンパク質遺伝子を RNAi に
よって抑制したところ、カプセルの生産量が減少した。また、このようにカプセル生産が抑制されたメスは正
常なメスに比べ寿命が大きく伸びたことから、カプセル生産には大きなコストがかかることが示唆された。こ
のことは、カプセル生産とメスの寿命はトレード・オフの関係にあることを強く示唆する結果といえるだろう。
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最後に、牧内貴志さん（東海大学）に「Entamoeba マイトソームのタンパク質輸送機構」に関してお話いた
だいた。赤痢アメーバ（Entamoeba）をふくむ嫌気性原生生物ではときにミトコンドリアの “ 退縮進化 ”がみら
れ、マイトソームやハイドロジェノソームと呼ばれる機能的にも構造的にも簡素化したオルガネラが観察され
る。ミトコンドリアの “なれのはて”（またはミトコンドリアの “ 向こう側 ”）とも言える嫌気性ミトコンドリアの
研究は、細胞内共生の帰結を知るうえで重要な研究と言えるだろう。牧内さんは Entamoeba マイトソームの
タンパク輸送に関わる外膜輸送複合体（TOM）に着目し、その多様性と進化について解析を行った。その結
果、通常 TOM 複合体は 40 kDa の Tom40 サブユニットを中心に様々な因子から構成されるが、赤痢アメーバ
においては Tom40 以外の構成因子が知られていなかった。牧内さんは、Tom40 に加え 60 kDa の新規タンパ
ク質 Tom60 を発見することに成功した。このタンパク質は TOM 複合体の一部として同定されたが、外膜に
加え細胞質にも局在することから、マイトソーム外膜と細胞質間をシャトルすることで機能を発揮すると考え
られる。今のところ Tom60 は赤痢アメーバだけでしか発見されていないため、退縮したオルガネラに新規機
能が付加されるメカニズムは何なのかを解明する足掛かりとなることが期待され、今後の研究展開も含め大
変興味深い内容だった。
多くの方にご参集いただき、全体的に活発な議論が行われ、進化学会における潜在的な「共生微生物」分
野の広がりを見たといえる。オーガナイザーが探索発見型の研究を好むメンツばかりであったが、進化学会
という母体のもと仮説検証型の理論研究とも絡めるようなシンポジウムができれば今後面白いかもしれない。
シンポジウムを通して交流も広がり、今後さらなる深みを持った研究につなげていければいいなと、あらため
て感じた８月の熱くて長い一日だった。

シンポジウム S5

DNA バーコーディングで何ができるか
熊澤慶伯（名古屋市立大学）
・伊藤元己（東京大学）

を行う技術である。動物の場合は、ミトコンドリア DNA にコードされるシトクロムオキシダーゼサブユニッ
ト I（COI）遺伝子の約 650 bp 断片が共通遺伝子領域として用いられている。植物や菌類では、他の共通遺
伝子領域がそれぞれ用いられている。2003 年に、DNA バーコードの父と言われる Paul Hebert が、地球上
のあらゆる生物の DNA バーコードカタログを標本にリンクさせて作成する壮大な計画を提唱した。その後
バーコード計画を国際協力のもとで実際に推進する組織 International Barcode of Life（iBOL）が発足した。

2013 年 9 月現在で、約 17 万種、200 万検体から DNA バーコードデータが取得され、Barcode of Life Data
Systems（BOLD）と呼ばれるデータベースに登録されている。BOLD 内では、分類学的に有効なタクソン名
とは別に、独立種と推定される単系統群に Barcode Index Number（BIN）と呼ばれる一意的な識別番号が付
与されている。

DNA バーコーディングは、主に系統進化・分類学や生物種保全などの分野への貢献が想定されていたが、
最近では進化生態学を志向した研究や、食品の品質管理や環境モニタリングなどに DNA バーコード技術を応
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Consortium for the Barcode of Life（CBOL）を中心に技術的な検討が進められる一方で、2010 年には DNA
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DNA バーコーディングは、特定の遺伝子領域の短い塩基配列（DNA バーコード）を用いて生物種の同定
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用する新しい取り組みが始められている。
「DNA バーコーディングで何ができるか」と題した本ワークショッ
プでは、このような新しい取り組みにも焦点を当てつつ、日本及び世界における DNA バーコーディング研究
とその利用の現状、および将来の展望について考える機会を提供する目的で企画された。
（1）森山昭彦（名古屋市立大学）は、まず DNA バーコーディングの利用意義（分類学者の希薄な分類群へ
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の適用、幼体など発生途上の個体や糞など体の一部も同定可能）を説明したのち、その応用について概説し
た。続いて名古屋市立大学生物多様性研究センターでの取り組みを何点か紹介した。名古屋の寿司ネタ（大
、チリモン（形態で
半は合理的な同定結果であったが、コハダからはなんと Vibrio 菌の遺伝子が増幅された）
、チョウセンイタチ（糞を用いた DNA バーコード
は分かりにくい海洋動物の幼体が種レベルまで同定された）
により外来種の分布域が拡大していることが示された）
、ビロウドマイマイ属（ニッポンマイマイでは、地域ご
とに著しい種分化が起きていて、分類が大改訂される必要がある）
、などを題材にして話した。
（2）吉武啓（農業環境技術研究所）は、DNA バーコード計画の由来、意義、将来展望などについて、分類
学者の視点から話した。まず分類（生物種を区別する体系を作る）と同定（既にある分類体系への適合性を
調べる）の意味の違いを明確に認識する必要性を述べた。吉武氏は、DNA バーコーディングが形態による
分類の有用な補助ツールであると考えている。形態学者の中には、DNA Barcode は分類再検討のきっかけ
にはなっても、分類体系を仕上げることには必ずしも繋がらないと批判する人もいるが、分類学者が DNA

Barcode から受ける恩恵は様々あるはずである。また、複数のデータベースを統合して異質な情報をリンクさ
せる包括的種情報データベースの作成が進められようとしており、DNA Barcode は情報リンクの鍵になるだ
ろう。ただし、昆虫の多様性があまりにも膨大であるので、DNA Barcode の取得は全体としてあまり進んで
いないとの個人的印象があるそうである。日本でも DNA Barcode Library の構築は国家予算を取って事業と
して行う必要があるだろうとのことであった。
（3）大場裕一（名古屋大学）の講演は、コメツキムシの採集に関する楽しい話題に始まった。コメツキムシ
の分類は一般に難しく、形態だけでは立ち行かなくなる場合が多い。大場らは、日本産コメツキムシ約 900 種
のうち、262 種を集めて 752 バーコードを取得した。北海道や沖縄県の種は 40％程度しかカバーできていな
いが、本州のものは 80％近くをカバーし、1 種あたり平均 2.8 個体が用いられている。十分実用に足るデータ
ベースが出来たと考えられる。本研究の結果、いくつかの隠蔽種の存在が示唆された。また分類の修正が必
要なケースも見られた。
「形態で見てもよくわからん」コメツキムシが、DNA バーコードによって少しは分か
るようになったのではないかと思うとのことであった。
（4）田辺晶史（水産総合研究センター）は、環境中（土壌、水域、糞、遺骸など）に存在する生物種の遺伝
子を、次世代シーケンサーを用いて網羅的に取得して種同定を行うメタバーコーディングについて話した。
ディングデータから、ノイズ配列やキメラ配列を除去する操作や、バーコードデータベースが未整備の分類群
「問合せ配列と最近隣配列との間の変異量＜分類群内の最大変異量」とい
を対象に BLAST 解析を行う際に、
う規準により、該当する分類単位を絞り込むアルゴリズムなどについて話した。様々な条件で同定テストを
行った結果についても報告された。
（5）東亮一（水産総合研究センター）は、健全な経済活動と正確な水産資源管理を脅かす水産物の偽装表
とについて話した。一方、偽装表示に関する食品管理・検査の実際の現場では、しばしば種同定を 1 日以内
に終える必要がある。そこで東らは、DNA バーコーディングの情報を基にしたマルチプレックス PCR を用い
て、キハダマグロを塩基配列決定なしに同定できるシステムを開発した。この手法によってメバチマグロとさ
れる加工商品の中に比較的安価なキハダマグロが混入していることが判明した実際の検査事例と共に、DNA
バーコーディングから得られる情報の食品管理における有用性が話された。
（6）伊藤元己（東京大学）は、DNA バーコードの進化・多様性研究への適用事例について、自らの研究を
含めて話した。DNA バーコード配列を用いてサルゾウムシやシダ類の分子系統樹を作った研究や、Phyloge-
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示問題に対応するために、マグロ類 7 種を簡便に種同定できる DNA バーコーディングシステムを開発したこ

シンポジウム

田辺は、メタバーコーディングで取得された情報の解析支援ソフト Claident の開発者である。メタバーコー
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netic Distance（Faith 1992）を用いた進化的ホットスポットの検出などについて話した。DNA バーコード配
列を用いた種同定の事例としては、ハムシが熱帯林の中で何を食べているのかを、ハムシの消化管内の内容
物のメタバーコーディングで調べた研究成果が話された。
総合討論に入り、菌類の DNA バーコード研究を活発に行っている細矢剛（国立科学博物館）からは、バー
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コード領域の塩基配列がまったく同一の場合には同種でほぼ問題がない場合も多いだろうが、相違があった
場合は、それを分類体系とどう対応させるか（種レベルなのか、科レベルなのか）が難しいというコメントが
寄せられた。また、古い標本の断片化した DNA のバーコード化をどう進めるかも課題である。DNA の断片
化が進んだホロタイプ標本に替わり、エピタイプ標本から DNA バーコードを取得することも行われているよ
うである。いずれにせよ、多くのデータが集積されたデータベースを作っていくことが必要と考えているとの
ことであった。続いて、三中信宏（農業環境技術研究所）から、最近の DNA バーコード計画は以前ほど急進
的で無くなってきている（成熟してきている）ように思えるとのコメントが寄せられた。種単位を認識するこ
とにおいて、DNA バーコードに若干欠陥があったままのほうが、形態学者とのあつれきもなくてちょうどよ
いのでは？とのことであった。このコメントへは、DNA バーコードに大真面目に取り組んでいる者からはも
しかすると異議が出そうである。
その後、一般参加者の方から様々な問題がディスカッションの題材として提起された。その全てを記すこ
とは難しいが主な話題を以下に挙げておく。
● 形態情報のデータベース構築はどの程度進んでいるのか？
● 最近のトレンドとして、primary barcode（動物の COI、植物の rbcL と matK 等）で絞り込んでから、sec-

ondary barcode でさらに詳しく識別同定するという考え方が世界的に主流になっているようである。
● DNA バーコーディングについては、データベース構築の意義をなかなか客観的に理解してもらえず、助成
金も採択されにくい状況にある。データベースの構築自体は研究ではないので、大学院生のテーマとして
出すときも慎重にならざるをえない。
● 日本の生物に関する DNA バーコード情報整備の見通しはなかなか厳しい。特に政府系の機関に所属する
人は、本来の業務をなかなか抜けられない。国として業務化して推進していく体制になればよいが。先進
国の中で、日本だけが iBOL に公式に参加していないのは大変残念である。
● DNA バーコーディングを進化生態学など様々な分野で活用していこうとする最近の流れは注目すべきであ
り、今後の発展が望まれる。
本ワークショップは早朝から始まったこともあり、開始直後には比較的少数の参加者しかなかった。しかし
時間を追うごとに参加者が増え、終了時には 50 名以上の参加者があったように見受けられた。興味深い話題
提供をして下さった演者の皆様、会場で活発な質疑を行って下さった皆様、ワークショップで講演を聴いて
頂いた皆様に御礼を申し上げたい。日本で、DNA バーコーディングを用いた研究が益々活発になってくれる
ことを祈り、本稿を閉じる。
ワークショップ

ワークショップ WS1

ウズベン葉緑体の進化
稲垣祐司（筑波大学）
緑藻類、紅藻類、灰色藻類は、細胞内に共生したシアノバクテリアの直系の子孫にあたる葉緑体（一次葉
緑体）を有している。このシアノバクテリア－真核生物間の細胞内共生により誕生した葉緑体は、その後の
真核細胞進化中で複雑に伝播してきた。さらに一次葉緑体をもつ緑藻類・紅藻類は、系統的に離れた複数の

ウズベン葉緑体の進化
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従属栄養性真核生物の細胞内に取り込まれ、葉緑体化したことが分かっている。この真核－真核間の「二次
共生」により、多様な光合成性真核微生物（真核藻類）が出現した。大多数の光合成性渦鞭毛藻類葉緑体は、
補助色素ペリディニンを含む「ペリニディン型」であり、その起源は細胞内共生した紅藻だと考えられてい
る。その一方一部の渦鞭毛藻類では、細胞内共生を通してハプト藻、珪藻、緑藻を葉緑体化し、ペリディニ
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ン型葉緑体と置換した結果である「非ペリディニン型」葉緑体をもつことが分かっている。さらに別系統の渦
鞭毛藻では、クリプト藻の葉緑体を一時的に細胞内に維持する盗葉緑体を行うことが知られ、細胞内共生を
通じた葉緑体獲得の前段階に相当すると考えることができる。このように渦鞭毛藻類には、真核生物におけ
る葉緑体進化を考察する上でモデルとなり得るユニークな特性を持つ系統が複数存在するのである。本ワー

3 名から、渦
クショップでは、非ペリディニン型渦鞭毛藻系統を研究している若手研究者（というか大学院生）
鞭毛藻葉緑体の進化に関する研究の最前線を紹介してもらった。
まず大沼亮氏（北大・院理・自然史）により、
「無殻渦鞭毛藻類におけるクレプトクロロプラスト（盗葉緑
体）の動態・進化」という演題で、盗葉緑体現象に関する詳細な顕微鏡観察結果の報告があった。狭義の
Gymnodiumクレードに属する 2 種の渦鞭毛藻、Ampidinium poecilochroumとGymondinium aeruginosumは
互いに近縁で、共にクリプト藻からの盗葉緑体をおこなうが、詳細な観察結果により取り込まれた共生藻の
変化は大きく異なることが判明した。A. poecilochroumは、細胞内に取り込んだクリプト藻細胞の葉緑体以外
のオルガネラを早期に消化するが、G. aeruginosumは取りこんだ細胞の構造を比較的インタクトな状態で維
持する。また A. poecilochroum ではクリプト藻葉緑体の体積の増加は観察されないが、G. aeruginosum ではク
リプト藻葉緑体の体積は顕著に増大する。これらの観察結果から、A. poecilochroum の盗葉緑体現象は、G.
aeruginosum の盗葉緑体現象に比べ原始的であると考えられる。さらに大沼氏は、前述 2 種の渦鞭毛藻と近
縁だが、クリプト藻を捕食するが完全に消化し盗葉緑体現象を起こさない種や、クリプト藻以外の原生生物
を捕食する種の存在も明らかにした。以上、①盗葉緑体性無殻渦鞭毛藻クレードの中には栄養様式に著しい
バラエティーが存在すること、②盗葉緑体を行う種間にさえ異なる進化的段階が観察されたことは、その背
景となる分子機構に多様性があることを示す。盗葉緑体を維持する分子メカニズム、引いては葉緑体獲得に
関する分子メカニズム解明を目指す研究上、盗葉緑体性無殻渦鞭毛藻は有用なモデルであることは疑問の余
地がない。今後この盗葉緑体現象を「分子の言葉」で記述するチャレンジは必須であろう。

2 番目の演者である皿井千裕氏（山形大・院・理工）からは、
「紅（アカ）からミドリへのお色直し—渦鞭毛
藻における緑藻由来葉緑体の獲得」という演題で、緑色を呈する非ペリディニン型葉緑体をもつ新奇渦鞭毛
藻類に関する報告があった。これまで緑色葉緑体を持つ渦鞭毛藻として Lepidodinium 属 2 種だけが記載され
ており、その緑色葉緑体の起源は core chlorophytes に属する緑藻であることが明らかにされている。彼女を
含む山形大グループは、最近 Lepidodinium 属とは異なる緑色渦鞭毛藻である「鶴岡株」と「室蘭株」を海水サ
ンプルから単離し、培養株化に成功した。彼女の発表では、緑色渦鞭毛藻 3 系統について、①形態データと
渦鞭毛藻リボソーム RNA 遺伝子の系統解析では緑色渦鞭毛藻 3 系統は互いに近縁とは考えにくいこと、②葉

3 系統が互いに独立に、近縁な緑藻（共生体）を獲
葉緑体は単系統となるという解析結果は、渦鞭毛藻（宿主）
得・葉緑体化したことを示唆する。今回発表されたデータを元に、渦鞭毛藻における非ペリディニン型葉緑
体の多様性と進化に関して、我々の「常識」を改訂してゆく必要がある。
最後に私の指導学生である松尾恵梨子氏（筑波大・院・生命環境科学）に、
「Karenia 属渦鞭毛藻類がもつ
藻類はハプト藻類葉緑体をもつ系統であり、葉緑体置換の過程で核コードのペリディニン型葉緑体用遺伝子
の多くが、共生ハプト藻から水平転移した相同遺伝子と置換されている。しかし葉緑体用グリセルアルデヒ
ド 3 リン酸脱水素酵素（GAPDH）については、ハプト藻型遺伝子と「祖先型」ペリディニン型遺伝子をゲノム
中に共存させているが、これまでの研究では 2 種類の GAPDH 遺伝子の塩基配列データ以外の詳しい解析は
されていなかった。そこで彼女には、これまで我々の研究グループで行った Karenia 属渦鞭毛藻における 2 種
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進化的起源の異なる葉緑体型 GAPDH の進化と細胞内局在」という発表をしてもらった。Karenia 属渦鞭毛
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緑体遺伝子の系統解析では緑色渦鞭毛藻 3 系統は単系統となることが報告された。宿主系統は多系統だが、
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類の GAPDH 遺伝子の転写量の比較解析、形質転換系が確立しているトキソプラズマ原虫（アピコンプレク
サ類）を利用した GAPDH タンパク質の局在解析の結果等を報告してもらった。これらの結果を総合すると、
① Karenia 属の葉緑体型 GAPDH 遺伝子がペリディニン型からハプト藻型へ置換される中間段階だと考えら
れること、②互いに近縁な Karenia bravisとK. mikimotoi において 2 種の葉緑体様 GAPDH 遺伝子の移行段
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階が異なることが明らかとなった。
今回のワークショップでは大学院生 3 名から話題提供をしてもらったが、彼らの研究のクオリティーは極め
て高く、発表内容を早急に投稿論文として発表することが望まれる。また彼らには原生生物とオルガネラ進
化の研究を国際的に牽引することを目指し、今後も研究に邁進することを期待したい。

ワークショップ WS2

ABS 問題説明会：海外での生物調査、

生物標本 ･ サンプル＝生物遺伝資源の取得と
ABS 問題
村上哲明（首都大･牧野標本館、日本分類学会連合 ABS 問題担当）
生物の基礎科学的研究、その中でも生物の多様性や進化に係わる研究は、通常、経済的利益を生み出すこ
」に関係する規
性条約の「遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な分配（ABS）
制は受けないと誤解されている研究者が少なくないようである。しかし、生物の標本やサンプルを採集する
ことは遺伝資源の取得に他ならない。現在、多くの研究者が博物館や大学の標本庫などに所蔵されている標
本を材料にして塩基配列情報を得ていることを見ても、これは明らかである。
一方、2010 年に愛知県名古屋市で開催された生物多様性条約の第 10 回締約国会議（COP10）では、締約
国が他国の ABS 法に従わずに遺伝資源を国外に持ち出したものを監視し、取り締まることを謳った名古屋議
だったのである。そして、これを受けて、環境省は ABS に係わる日本国内の措置（法律・規則を含む）をど
のようにするかについての検討会を開催している。これは、外国の ABS 法に従わずに海外から標本などを日
本国内に持ち帰ると、日本国内の法律等によって処罰される可能性があることを意味する。また、科研費を
始め国から研究費をもらう場合は、他国の ABS 法を遵守することが厳格に求められるようになるはずである。
そこで今回、これまでの環境省の検討会での議論の要点と問題点、さらには、私たち研究者のとるべき生物
多様性条約への対応方法や注意点について情報提供をするための WS を企画した。この WS は、日本進化学
会も加盟している日本分類学会連合が定期的に開催している ABS 問題説明会を兼ねたものでもある。演題と
演者は以下の通りである。

1：「ABS 問題とは何か」 村上哲明（首都大・牧野標本館）
2：「名古屋議定書の国内措置検討の課題」 鈴木睦昭（遺伝研・知的財産室）
3：「生物遺伝資源、標本、フィールド研究に関わり学術研究者が配慮すべき ELSI の観点（ELSI ＝ Ethical、
」 渡邉和男（筑波大・遺伝子実験センター）
legal and social implications）
このワークショップでは、まずオーガナイザーでもある村上が生物の多様性・進化の研究者にとっての
物館の研究員など、公務員相当の職に就いている。さらに、研究費の多くも科学研究費補助金など、国から
の予算に依存している。したがって、我々研究者は日本の法令に違反することは決して許されない。特に研
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ABS 問題とはどのような問題なのかを説明した。この分野の研究者の多くは、国公立大学の教員や公的な博
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問題説明会 海外での生物調査︑生物標本 サ
･ ンプル＝生物遺伝資源の取得と

定書が採択された。名古屋議定書は、生物多様性の保全に直接係わるものではなくて、ABS に係わるもの

ワークショップ

とを目指してはいない。その一方で、生物多様の保全のために直接役立つ情報を提供できるので、生物多様
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究に直接関わるような法令に違反すれば失職したり、研究費の返納を求められたりするはずである。日本国
、あるいは警告
内の ABS に関する監視が遵守できないほど厳しくなる（毎年の報告が煩雑になりすぎるなど）
なしに（事前の改善要求などもなく）いきなり処罰されるような法令ができると、恐ろしくて我々日本人研究
者は海外に生物多様性の調査や材料採集に行けなくなってしまうだろう。一方で、特に東南アジア地域にお
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ける生物多様性とそれを生み出した進化の研究における日本人研究者の貢献度は非常に大きい。日本人研究
者がこれらの地域で調査や標本･サンプルの採集ができなくなると生物多様性に関する科学的理解を深める
ための研究が大幅に滞り、その保全にも支障が出ることが危惧される。これが、我々研究者にとっての ABS
問題である。
したがって、日本の ABS 国内措置が基礎的分野の研究者にとって遵守できないようなものにならないよう
にはたらきかけをすることが我々研究者にも求められていることになる。この WS の 2 番目の演者である鈴木
先生は、昨年度は環境省が主催する ABS 国内措置のあり方検討会の委員もされていた。そこで、検討会にお
いて日本国内措置をどのようにするかを決める際に問題になっていること、課題となっていることを整理して
お話くださった。この検討会においては、鈴木先生自身が、経済的利益をすぐには生み出さない基礎的段階
の研究にたいしては、日本国内における監視は基本的に不要であり、報告などの手続きを求めるにしても簡
素化すべきであることを主張した。これについては他の委員からも支持を得ているとのことであった。
しかし、委員によって意見が一致していない課題もある。例えば、日本が国内にある生物遺伝資源の主権
的理世を主張するかどうかという問題である。現在、日本国内の遺伝子資源は外国人にも完全に開放されて
い。一方、名古屋議定書では、国内の遺伝資源の主権的利用を主著する場合には（もちろん、この権利を放
棄することもできる）
、外国人に対して公平かつ迅速に許可が出せるように国内 ABS 法を整備することになっ
ている。
もし、日本が主権的利用を主張することになれば、海外の研究者に生物サンプルを送る際にいちいち国の
許可を取らないと、海外の共同研究者が自国で処罰されることになってしまう。そうなると研究が滞ることが
懸念されるので、先進国であるヨーロッパ諸国の多くは、この権利は放棄する方向で準備を進めているとの
も反発されることは必至である。しかし、日本は実は生物多様性が低い多くの先進国と異なって熱帯諸国に
引けをとらないほどに生物多様性が高い国である。国内の生物遺伝資源の主権的利用を放棄するべきかどう
かはすぐには決着がつきそうにない。いずれにしても、この検討会、さらにその後、具体的にどのように国内
措置が決まっていくかを我々研究者が注意深く見守っていく必要がある。
最後に 3 番目の演者である渡邉先生は、日本人研究者が外国の生物遺伝資源にアクセスする際に取るべき
態度と考え方について話してくださった。日本の国内措置が仮に厳しいものにならなかったとしても、生物多
様性条約、さらにその 1 つである ABS の項目を日本人研究者も適切に遵守していくことが必要である。海外
の遺伝資源にアクセスする場合に、名古屋議定書が求めているのは、利用者が資源提供国の政府から事前に
許可（Prior Informed Consent, PIC）を得ること、さらに特に研究者の場合は、利用者と資源提供国の共同
研究者の間で遺伝資源の国外への移動や利益配分（論文の共著者にするのも、重要な利益配分である）につ
いて、個人間ではなく、所属機関間で協定（Mutually Agreed Terms, MAT）を結ぶことである。この 2 つは
必ず遵守しなければならない。さらに遵守していることを客観的に証拠づけるために、例えば海外に調査に
行く場合には、観光ビザではなく、調査ビザをとって行くなどの配慮は必要である。
なお、生物多様性条約が採択された 1992 年以来、生物遺伝資源へのアクセスと利益配分について、生物
多様性条約を傘にして、厳格な管理と権利が加盟国（特に開発途上国）によって主張されてきている。生物多
や規制者への配慮と遵守及び予防的対応は絶対となっている。フィールド調査において、収集活動を行わな
い場合でも、いわゆるアクセス行為と認知されており、他人の所有地に入ってゆく倫理的配慮は当然ながら、
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様性や遺伝資源の意味について異なる権利者は異なる理解をしており、学術研究に関わってもこれら権利者
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ことである。このような状況下で、日本が国内の生物遺伝資源の主権的利用を主張すると、開発途上国から

ワークショップ

いて、我々日本人研究者が海外の共同研究者に日本の野生生物のサンプルを送る際に特に国の許可は必要な
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調査国の諸法に従うようになっている。標本も遺伝資源として諸国で認知されており、手続きなしでは移動
できなくなっている。研究材料を提供する場合も、提供者としての権利を担保する為に材料譲渡契約書を必
ず確保する必要が有る。外国人留学生が、研究材料を母国から持ってくる場合も、対象物に応じ該当国際法
と照らし合わせ、対応する相手国国内手続き及び必要に応じ日本内国の手続きの必要がある。生物遺伝資源
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にかかわる学術研究は、諸法の例外とはなっていない。遵守責任を持ち正しい事例として、進化するパラダ
イムのもとアクセスと利益配分への対応が必要であることを説明された。

ワークショップ WS3

古代ゲノム学：地球科学と生命科学の融合
遠藤一佳（東京大学・理・地球惑星）
今日日（きょうび）
、新しい発見の多くは新しいコンビネーションから生まれます。生物進化（＝生物と地球
環境の相互作用の歴史）についても、生物そのものを扱う生命科学と、生命を育んだ地球環境を扱う地球科
学とを融合させることで画期的な知見が得られると期待できます。
「古代ゲノム」は、その融合の「糊」の役割
を果たす概念であり、またそれ自体、ほとんど手つかずの新発見の宝庫だろうと予想されます。このような
コンセプトのもと、現在総勢 50 名程度で大型研究プロジェクトの計画を進めています。本ワークショップは、
すでに研究計画に加わっている参加者の相互理解を図るとともに、新たに本計画に興味を持ち、積極的に参
加してくださる（あるいは傍目八目のコメントをくださる）方々を開拓すべく行われました。
世話人の遠藤によるこのような口上の後、引き続き遠藤による「祖先ゲノムの遺伝子配置と塩基配列の復
元」
（WS3-1）では、古代ゲノム学のアプローチには、1980 年代に始まった古代 DNA を用いた方法と、Paul-

ing and Zuckerkandl（1963）の Chemical paleogenetics を嚆矢とする、現生種のゲノムデータの比較から、
系統樹の内部分岐点に存在した共通祖先のゲノムを復元する方法の 2 つがあることが紹介されました。直接
的な復元である前者は、今から数 10 万年前に溯るのが精一杯であるのに対し、後者は間接的ですが、現在の
地球上の全生物の最終共通祖先にまで溯ることが原理的には可能です。後者では、祖先ゲノムの遺伝子セッ
トと遺伝子の塩基配列、そして場合によっては遺伝子配置が復元可能であること、そして現世種のゲノムを
コンドリアゲノムの GC 含量の例が紹介されました。
「古代ゲノム」計画では、地球生命史の全期間について、主要なできごとをカバーします。その中で微生物
だけが存在していた期間は大半を占め、その間に酸素の増加、二酸化炭素の減少という地球大気（あるいは
地球環境）史上最大の変動が生じました。その期間において一貫して生物のエネルギー源として重要な位置
ステムと微生物群集」
（WS3-2）では、そのような先カンブリア時代以来の硫黄循環系進化を解明する上での、
現在の水界中の硫黄循環系を支える微生物群集を解析することの有効性が指摘されました。特に高温から低
温への地球環境の変遷と呼応した進化過程を知る上で、現在の寒冷圏生態系における硫黄循環の代謝経路を
知ることが重要であり、そのような環境のメタゲノム解析から優占種である硫黄酸化細菌の完全長ゲノムを
決定した結果が報告されました。
小宮剛（東大・総合文化）
「地球環境と生命進化：地質学や地球化学から読み解く生命進化」
（WS3-3）では、
多細胞動物が出現し、多様化した「カンブリア爆発」の原因を探るべく行われた、原生代最後期の地層の化学
分析の結果と、そこから得られた祖先的動物化石の Spring8 の X 線源による三次元像解析の結果が紹介され
ました。地球環境の変遷と生物進化の因果関係を探るには、できごとの時間的前後関係を知ることが欠かせ
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を占めていたのが硫黄循環系だったと考えられます。福井学・小島久弥（北大・低温研）
「水界の硫黄循環シ

ワークショップ

見ただけでは気づかなかったことが、祖先ゲノムを復元することで解明できた例として、祖先的主竜類のミト
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ません。掘削コアサンプルを用いて、地層を細かくスライスすることにより、さまざまな環境指標（栄養塩、
酸化還元、温度など）の変化プロファイルを高精度でかつ高解像度で得られることが示されました。また、祖
先的動物の三次元像解析では、これまでに数個体しか発見されていないような貴重な標本でも非破壊で詳細
な内部構造を可視化できることが示され、さらに祖先的刺胞動物が左右相称の体制を持っていた可能性が議
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論されました。
多細胞動物の中でも、私たちヒトにつながる脊椎動物の系統は特別の意味を持ちます。井上潤・佐藤行
人・西田睦「脊椎動物 3 億年のゲノム進化：ゲノム重複に由来する遺伝子の保持と進化に寄与した自然選択
項の検出」
（WS3-4）では、脊椎動物の初期進化で起きた 2 〜 3 回のゲノム重複によって生じた重複遺伝子が、
その後の系統進化でどのように保持あるいは欠損されていったかを推定する新しい方法が紹介されました。
ゲノム重複で生じた新しい遺伝子は、脊椎動物の生理や形態等に新しい機能を付加させる働きをしたと推定
されますが、そのようなことを示す具体的な証拠はありませんでした。今回紹介された方法によって重複遺
伝子の欠失プロセスを推定したところ、従来のランダムな欠失プロセスを仮定したモデルと比べて、パラメー
タを一つ加えた新たなモデルが観測データにより良くフィットすることが分かり、これが重複遺伝子の保持に
自然選択が働いている証拠となることが指摘されました。
生命科学と地球科学の融合を図るにあたって、異分野のデータを相互に参照できるデータベースを構築す
ることは欠かせません。また「生命の樹」のそれぞれの内部分岐点に想定される仮想的祖先のゲノム配列を
参照できるデータベースも今のところ存在しません。川島武士「古代ゲノム学推進の基盤データベース構築」
（WS3-5）では、これらの問題を解決し、データ公開を促進し、異なる情報源を相互に結合して情報の再利用
を促進する枠組みとして、近年インフォマティクス分野で開発が進められている「セマンティック・ウェブ」
技術を導入することが提案されました。また、古代ゲノム学の中核的なデータベースのプラットフォームとし
て今後利用するために、paleogenomics.info というドメインがすでに取得されたことも紹介されました。
「古代ゲノム学」プロジェクトは、2014 年の本格始動を目指しており、今後進化学会をメインの交流の場、
成果発表の場にしていきたいと考えています。今回はその最初の集まりとなりました。ワークショップ後、夕
方につくば市内で懇親会を開きました。ワークショップでもプロジェクトメンバー以外の大勢の方にご参加い
ただき、何人かの方には懇親会にも来ていただきました。新しい仲間を開拓するという所期の目的は達せら
れたと思われます。この場を借りて御礼申し上げます。

ワークショップ WS4

形と進化

荒木仁志（北海道大学）
・細

将貴（京都大学）

今年の学会年会でも生物形態に関する研究は多かったものの、次世代シーケンサーの普及の効果か Data
は分子レベルでの解析技術の進歩を反映したごく明快な結果で素晴らしいことなのですが、これが全てでは
進化学が面白くありません。そこで、
「Question-driven かつマクロな形態進化を扱う研究発表と今後の展開
についての議論を」と企画したのが本ワークショップでした。また、下記発表者全員に海外での研究留学経
翌日の朝一番のセッションであったにも関わらず多くのオーディエンスに来ていただき、意義深い議論の場と
なりました。
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験があったことから、英語でのワークショップとした点も他のセッションとは異なっていたようです。懇親会

ワークショップ

driven な内容、あるいは遺伝子変異に焦点を当てた小進化を扱った研究が大多数だった印象です。この状況
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WS4-1. Morphological change of fish in a captive environment（Saemi Wechsler and Hitoshi Araki ＊）
「マクロな形態進化を」と言っておきながらいきなりの研究紹介が「魚の一世代内での形態変化」
。びっくり
された方も多かったかもしれません。これは筆者（荒木）がスイスの水圏科学研究所にいた頃、修士の学生と
一緒に行った研究内容を紹介したものです。
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主題は飼育環境の違いが遺伝的形態形質に与える影響で、ブラウントラウトを使った実験では親のバック
グラウンド（野生魚か人工飼育魚か）の違いによる次世代魚の形態の差を Geometric-Morphometorics という
統計手法を用いて実証しました。先行研究ではサケ科魚類において人工飼育後に野生に戻された魚はその自
然繁殖力が低下し、人工飼育世代数に伴って著しく適応度が下がっていくことが示されており、今回の研究
はその一因として野生で生きる魚としての「形の不一致」の可能性を示唆するものと考えられます。ただ、発
表後の議論にあった通り、より一般的な結論を導くには更に広範なデータの解析が必要であり、各グループ
内での形のばらつきの増減にも着目する必要も議論されました。

WS4-2. Evolutionary stability of left-right dimorphism in tree snails（Takahiro Asami ＊ , Masaki Yasugi,
Michio Hori, Satoshi Takahashi, Chirasak Sucharit, Somsak Panha）
英語での招待講演に快く応じていただいた信州大、浅見先生のカタツムリの左右非対称性に関する熱のこ
もった発表にはこのセッション一番の高い関心が寄せられていたように思います。
雌雄同体のカタツムリはその独自の交配様式から、右巻き、左巻きの二型間に正の頻度依存選択が働くた
め集団が一方の型に固定すると考えられています（交尾器が体側についており二型間では交配がうまくいか
ず多数派が有利になる）
。しかしながら、東南アジアのグループでは同一集団に二型が見つかります。交尾行
動を丹念に記録した結果、これらの種では、なんと相手の巻型に合わせて交尾の仕方を変えることで、物理
的に困難とされてきた右巻きと左巻きの交尾がいとも簡単に行われているとのことでした。しかも、二型間の
交尾頻度が高いのは、左巻きが右巻きを好んで交尾するからのようです。これにより、右巻き専食の捕食者
（ヘビ）がいても平衡頻度が左巻きに偏らず、多くの地点で右巻きに偏る謎が説明できるかもしれません。交
配様式に関する自然選択のみならず生態学的見地からも興味深い結果と言えるでしょう。なお、ワークショッ
プ最後のオープンディスカッションではこの研究内容に質問が集まり、この新規の交配様式で誰が得をする
のか、なぜカタツムリは交配に（身の危険があるにもかかわらず）何時間もの時間を費やすのか、といった活
発な議論が展開されました。身近な存在とも思えるカタツムリ、まだまだ謎の多い生き物という印象です。

WS4-3. Revisiting the homology of the mammalian skull（Daisuke Koyabu）
魚、カタツムリときていよいよ哺乳類の登場です。ここでは東大博物館の小薮先生に骨格の面から哺乳類
頭部の進化に関する研究発表をお願いしました。骨格、というと生身の（ウェットな）生き物を扱わないので
敬遠する生物学者もいるそうですが、失われた生物種を化石で扱える強みは進化学の研究上この上ない武器
といえます。実際、本発表内容の一部は昨年 PNAS にも掲載された大変ホットなトピックでした。
この研究では、哺乳類の頭頂骨の間に出現する頭頂間骨（Interparietal bone, IP）の由来についてカモノハ
シからゾウやクジラまで 300 種以上の標本サンプルに基づく CT スキャン解析を行い、一対 2 つと考えられて
個体ではしばしばその原基が出現していて、個体の成長に伴ってそれが変形・癒合して最終的な骨格を形成
している点です。上記の魚の話もそうですが、生物形態進化を議論する上で成長・発生段階の変化は避けて
は通れない課題であることを再認識させられる発表でした。

saki Hoso）
本ワークショップ最後の発表は co-organizer である京大・白眉センターの細先生。再びカタツムリの話です
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WS4-4. Developmental constraints and costs of adaptation as determinants of life-history evolution（Ma-
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いた頭頂間骨が実は二対 4 つの進化的由来を持つことが示されました。更に興味深いのは、発生過程にある
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このカタツムリ、捕食者のヘビと共存するメカニズムとして足切り（autotomy）を進化させる一方、そのコス
トから足切りを未成熟個体に特異的な機能としているとのこと。成熟個体ではむしろ足切りは限定的で、今度
はシェル開口部の形状を発達させることで高い被食回避率を実現しているのではないかとのことでした。予定
での適応的形質の変化、という点で上記発表の研究内容と密接な関連性のある研究紹介だったように思いま
す。と同時に、こういった生態学的デマンドに基づいた非モデル生物のマクロな進化に関する遺伝的基盤へ
の理解は分子学的手法の発展した現代においても未解明な部分が多く、近い将来本当の意味での Eco-Evo 分
野の成熟を予感させる発表でした。この点は本ワークショップに共通して言えることだったように思います。

ワークショップ WS5

Sexual selection of hermaphroditic
animals: one further step from “So what?”
中寺由美（VU Univ. Amsterdam, Animal Ecology）
自然選択とならんで性選択は非常に普遍的な進化の原動力である。ダーウィンを悩ませたことで有名なク
ジャクの羽、子供を魅了するカブトムシの角、日本の秋を形容する多様な虫の声。性選択がその進化を促し
たであろう形質は、自然界にあふれている。しかし、お気づきだろうか？ 思いつく多くの例が、雌雄異体動
物のものであることを。もちろん、性選択は、一個体が精子と卵をつくる雌雄同体の生物にも作用する（本稿
しずつ面白い成果を上げている。本ワークショップは、雌雄同体動物の性選択研究を紹介し、更なる共同研
究を促進するために行った。
最初に、私が導入として短いプレゼンを行った。雌雄同体の性選択を研究する利点は、大きく分けて三つ
。まず、
（1）雌雄同体は、ごく普通の性表現様式であるにも関わらず、あま
ある（Nakadera & Koene 2013）
ツムリ、フジツボ、数種の魚が含まれる。さらに、ほとんどの植物、多くの菌類も、雌雄同体である（Nieu。例外的に、昆虫と哺乳類では雌雄同体は進化していないために、
「雌雄同体は稀
wenhuis & Aanen 2012）
である」という誤解が生じたのかもしれない。次に、
（2）雌雄同体動物は、奇妙な交配様式をもつものが多
く、魅力的な研究対象である。例えば、以下に登場するカタツムリの恋矢や、たった数秒で展開されるナメク
ジの指状構造といった、極端な交配行動やそれを可能にする形態形質は、それ自体が雌雄同体にも性選択が
作用することを示す状況証拠でもある。そして、
（3）雌雄同体動物の研究は、性選択の知見を拡張する上で、
独特な貢献ができる。この点については、以下に述べる招待講演者の発表より伺い知ることができると思う。
以上のような利点がある一方、雌雄同体の性選択研究を進めるには、問題もある。例えば、雌雄同体動物
がもつ多様な生活史は研究推進の大きな原動力である一方で、個々の研究者は自身の対象生物にしか目がい
かなくなってしまいがちである。雌雄同体動物は、交配頻度や自家受精の頻度のばらつきが高く、体内受精
するものに体外受精するもの、あまりに矮小で野外での生活史がほぼ不明のものまでいる。そこで、生産的
に研究を進めるためには、より一般的な視点に立ち戻る必要がある。私は、このワークショップをそのような
場にしたいと思い、三人の招待講演者にお願いし、それぞれの研究成果を発表していただいた。
次に、木村一貴さん（東北大）が、カタツムリの恋矢に関する実験成果を発表した。カタツムリには、体内
で恋矢という、炭酸カルシウムでできた針のようなものを生成し、交尾の際に、相手を刺すものがいる。長
年、このような行動をとる意味は不明であったが、近年になって行われた詳細な研究により、
「交配相手に恋
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り研究されていないので、
「穴場」である。例えば、代表的な雌雄同体動物には、プラナリア、ミミズ、カタ
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では、
「同時」雌雄同体を雌雄同体と呼ぶ）
。そして、雌雄同体の性選択研究は、まだまだ乏しいながらも、少
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時刻を大分過ぎてからの発表スタートとなってしまったため十分な議論が出来たとは言えませんが、発生段階
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が、浅見先生の話とは打って変わって被食時の自己切断に伴うメリットとコストのお話です。沖縄に生息する
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。しかし、これらの研究は、ほとんどすべて欧州の普
であることがわかった（e.g., Chase & Blanchard 2006）
通種 Cornu aspersumを用いて行われてきた。そこで、木村さんは日本固有のコハクオナジマイマイを用いて
「恋矢が刺さることは不利益を生むか」を、ミスジマイマイを用いて「恋矢に対する、メス機能の対抗形質は
（e.g., Chiba & Koene 2006）
。つまり、一度だけ相手を刺す C. aspersumと違い、恋矢を受ける不利益が大き
く、メス機能における対抗進化が起きやすいかもしれない。
そこで、木村さんは、未交配個体は恋矢で相手を刺さないことを利用して、未交配個体だけと交配するグ
ループ（恋矢ダメージなし）と、交配済み個体とだけ交配するグループ（恋矢ダメージあり）を作り、その産卵
活性を測った。その結果、恋矢ダメージありのグループは、産卵活性が下がっていることがわかった。また、
未交配個体と交配済み個体の間で、相手に渡す精子数などの交配行動に違いはみられなかった。よって、こ
の結果は、恋矢で刺されることには不利益があることが示唆する。さらに、木村さんは、メス機能における対
抗進化により発達した可能性がある形質として、相手から受け取った精子を消化する器官に着目した。摘出
したメス機能の繁殖器官に、恋矢が送りこむ粘液を投与すると、筋肉のリズミカルな収縮が観察された。そ
れにより、より多くの精液が消化部位（Bursa copulatrix）に送り込まれるようであった。この観察結果は、
メス機能の対抗進化を支持するかもしれない。しかし、以上の結果は、まだ予備的で、多くの代替仮説があ
り、更なる実験が必要な段階である。
そのあとに、山口幸さん（神奈川大）が、精子消化が及ぼす性配分（sex allocation）の影響を理論検証し
た。雌雄同体の性配分とは、一個体がオスもしくはメス機能に投資する資源の割合、である。性配分は、
雌雄同体の進化・維持を説明する重要な基盤であり、多くの理論研究がなされてきた（e.g., Chanov et al.
。一方で、山口さんが行ったような性配分と精子消化を結びつけた研究は、ほとんどない。精子消化
1976）
収する。例えば、カタツムリでは受け取った精子の 99％以上が、受精に使われることなく、失われてしまう
（Roger & Chase 2001）
。
そこで、山口さんは、交配時に受け取った精子を消化・吸収することは、メス機能にとっては有益で、オ
ス機能にとっては不利益になると仮定した。また、そのエネルギー転換効率には、ばらつきがあるとした。そ
果、エネルギー転換効率が高く、交配回数が少ないとき、性配分は少しメス機能へ偏るが、交配回数が増え
るにつれてオス：メス＝ 1：1 に収束した。つまり、精子消化が性配分に与える影響は比較的小さい、という
解釈になりそうだが、ここで、圧倒的な実証データの不足が結論を阻む。これは、性配分もそうだが、精子
消化がどれくらいの利益・不利益を生むかを実験的に測るのが困難だからである。根本的な問題として、卵
と精子（精液）では、必要な資源が異なるため、両者を比較可能にする測定値そのものが不明瞭なのだ。いず
れにせよ、山口さんの研究は、性配分と精子消化を理解するための第一歩である。
最後に、遊佐陽一さん（奈良女子大）が、フジツボ類における性表現についての研究結果を発表した。フジ
ツボの多くの種は雌雄同体であるが、雌雄同体とオスが同じ集団中にいる種（Androdioecy）や、オスとメス
。フジツボのオスは雌雄同体やメスに比
がいる（雌雄異体）種が同じ系統内に混在している（Yusa et al. 2012）
べて極端に体が小さく、矮雄（dwarf male）と呼ばれ、大きな個体の体の上で生活している。どうしてフジツ
ボの性表現に、このような多様性があるのだろうか？ なぜ矮雄は進化してきたのだろうか？
遊佐さんは、これは Charnov（1982）が提唱した、性配分理論で説明できるという。簡単にいうと、一個
体がオス機能とメス機能の両方に投資したときに最大の適応度を得る場合、雌雄同体が進化的に安定とな
る。このような条件は、たとえばフジツボのように決まった大きさの集団内で交配するために、オスとしての
適応度が投資コストに比例せずに頭打ちになるような場合にみられる。また、深海性や寄生性のフジツボで
は、繁殖集団がさらに小さくなり、オスの適応度がわずかな投資量ですぐ頭打ちになってしまう。このような
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の仮定のもと、複数回交配した際に、精子消化の有無が性配分にどのような影響を与えるか調べた。その結
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とは、メス（雌雄同体はメス機能）がもつ普遍的にみられる形質で、交配相手から受け取った精子を消化・吸
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あるか」をそれぞれ検証した。どちらの種も、交配中に何度も繰り返し恋矢で相手を刺すことが知られている
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矢を刺すことに成功したものは、高い父性率を得ること」
「恋矢は、粘液を相手の体内へ送りこむための道具」
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場合、幼生は定着後にすぐに雄として成熟し、繁殖に参加した方がよい。集団がさらに小さくなり、まわり
に交配可能なメス役個体がほとんどいない場合、大型の雌雄同体はオス機能を放棄して雌となる。実際、集
団のサイズが小さいフジツボほど、矮雄や雌の出現率が上がることが種間比較により確認された（Yusa et al.
。また、クラゲエボシというクラゲに寄生する種などでは、性表現は可塑的で連続的なようである。今
2012）

November 2013

後は、矮雄になる生理学的機構の解明や、可塑的な性表現を支持する実験データが期待される。また、動物
界には、雌雄同体や雌雄異体に固定しているように見える系統群も多くあり、フジツボなど雌雄同体と雌雄
異体が混在するものと性決定機構を比較するのも面白いだろう。
最後に予定していた総合討論であるが、残念ながらあまり質問もでず、期待したような活発な議論はみら
れなかった。あとから聞いたところによると、複雑で専門的だ、ということであった。これは、雌雄同体を相
手にするといつも言われてしまうコメントで、今後改善していかなければならないところである。また、英語
で行ったのも、
（残念ながら）間違った判断だったかもしれない。しかし一部の方から、興味深い、面白かっ
た、など前向きな感想をいただき、今後も機会があればこのような場を持ちたいと思った。
引用文献
［1］Charnov EL（1982）The theory of sex allocation（Princeton University Press, Princeton; Guildford）pp x, 355.
［2］Charnov EL, Smith JM, & Bull JJ（1976）Why be an hermaphrodite. Nature 263
（5573）
: 125-126.
［3］Chase R & Blanchard KC（2006）The snail's love-dart delivers mucus to increase paternity. Proc. R. Soc. BBiol, Sci. 273
（1593）
: 1471-1475.
［4］Koene JM & Chiba S（2006）The way of the samurai snail. Am. Nat. 168
（4）
:553-555.
［5］Nakadera Y & Koene JM（2013）Reproductive strategies in hermaphroditic gastropods: Conceptual and empirical approaches. Can. J. Zool. 91: 367-381.
［6］Nieuwenhuis BPS & Aanen DK（2012）Sexual selection in fungi. J. Evol. Biol. 25
（12）
: 2397-2411.
［7］Rogers DW & Chase R（2001）Dart receipt promotes sperm storage in the garden snail Helix aspersa. Behav
Ecol Sociobiol. 50
（2）
: 122-127.

多様な動物群を網羅した、
より簡便な分子系統解析の入り口として
工樂樹洋（理研 CDB・ゲノム資源解析ユニット）
次世代シーケンサの普及によって様々な生物のゲノム配列情報が産出されるようになった今、網羅性を保

ちながら、研究の興味に合致した情報を効率よく集めてくることが困難になってきているように思われる。
分子系統学に絞ってみると、系統樹推定法が進歩を遂げてきたことはもちろん大きな助けになるはずなの
だが、日々の研究活動の中で、分子系統樹を推定する作業は、果たしてシンプルになったといえるであろう
か？ 日頃から配列データベースに触れ、分子系統樹を推定することを主な対象としている研究者にとって
の不自由は少なくなったかもしれない。しかし、私が現在の職場で日々身近に接しているような実験生物学
者にとって、分子系統解析が身近になったとは到底思えない。私自身はこれまで、図太いテーマを掲げて研
究を進めるというよりは、分子系統学、発生生物学、ゲノム情報学などの狭間に立つことによって、さまざま
な発見を手助けしようと試みてきた。その過程で、各分野の研究者の視点やニーズの相違を体感してきたつ
もりである。そういう立場から、実験生物学者が気軽に分子系統解析の入り口に立てるよう、配列セットの準
備を容易にするようなツールを作ってみることにした。実は 5 年以上前にこういったツールをつくってみよう
というアイデアはあったのだが、昨年末にやっと実現することとなった。結果、実験生物学者に分子系統解
析を指南するときだけでなく、自分自身の研究においても非常に重宝している。
ゲノム情報学をこれから始める人にとっては、配列情報リソースがウェブ上に散在している現在の状況は

︵エイリーヴズ︶ 多様な動物群を網羅した︑より簡便な分子系統解析の入り口として
aLeaves

aLeaves（エイリーヴズ）：
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非常に紛らわしいことと思う。
以 前 は、GenBank に 配 列 情 報
す べ てが 格 納され てい て、配
列を公開した論文の情報もそこ

November 2013

に関連付けされており、その生
物について、どういった研究が
どこの誰によって行われている
のか、といういわば研究分野の
広がりを俯瞰することまでもが
容易にできた。ところが現在で
は、GenBank は米国の National

Center for Biotechnology Information（NCBI）の各種データ
ベースのひとつにすぎず、NCBI
以外にも、英国にある European

Bioinformatics Institute（EBI）
による Ensembl や、個別のプロ

図1

ジェクトのサイトにもゲノムワイ
ドな配列情報が散在している。リソースが散在したこの状況は、単にややこしいというだけでなく、各サイト
から特定の遺伝子の配列を収集したい場合や各生物種における相同遺伝子の有無を調べたい場合に、検索の
回数がやたら増えてしまい非常に手間である。配列解析に慣れた人なら自前の統合的なデータベースを作っ
てコマンドラインからより簡便にサーチを、と考えるかもしれない。しかし、世界のどこにいてもワンクリッ
クで操ることのできるオンラインのインターフェースを用意すれば、皆の手間が減るはずだ、と考えた。
［1］
「エイリーヴズ」と発音）を簡単
した形で互いにホモロジーのある配列のセットを用意するツール aLeaves （

に紹介する。利用の際に必要なものは、配列収集のきっかけとなるクエリーとしてアミノ酸配列 1 本のみで
ある。aLeaves のサイト（http://aleaves.cdb.riken.jp；図 1）へ行き、クエリーを入力したら、検索対象と
するデータベースを選ぶ。検索は、既定あるいは選んだ E 値と収集する配列数に従い、サーバ上にインス
トールされた NCBI BLAST によって行われる。検索対象のデータベースの実体は、あらかじめダウンロード
し、この目的のために加工したファイルである。データベースは、動物群ごとに分けたものと、前述の NCBI
）由来のものとを用意している。検索結果は、いわゆる
GenBank（アミノ酸配列なので正確には「GenPept」

multifasta 形式に納められ、ペアワイズアライメントを含んだ生の BLAST 結果ファイルやデータベースへの
リンクも含んだ取得された配列のリストも眺めることが可能である。興味の範囲と目的に従い対象とするデー
タベースを絞り込むことによって、より高速に検索できるとともに、のちの配列セットのシェイプアップをよ
り簡便に行うことができる。注目している動物群が哺乳類のときと昆虫のときとでは、検索対象として含める
べき生物種群が違ってくるのは当然であり、aLeaves はそういった状況により柔軟に対応させたつもりであ
る。
基本的なコンセプトは、
「まずもれなく集めて、大事な配列を漏らすことなく不要な配列を減らしていく」
ということである。分子系統解析において、不完全な配列データセットが引き起こしうる問題として、側系
（paralogous）であるのに直系（orthologous）と解釈されてしまう直系誤認（hidden paralogy）という現象が
ある。これに陥ると、直近の比較対象として不適切な遺伝子の機能を種間で比較してしまい、大掛かりな実
験をも無駄にしかねない。こういった問題を未然に防ぐためには、より漏れのないデータセットを用意するこ
とが必須である。漏れなく集めた配列を「減らす」作業は、aLeaves の配列収集後のページからリンクされて

︵エイリーヴズ︶ 多様な動物群を網羅した︑より簡便な分子系統解析の入り口として
aLeaves

前置きはこれくらいにして本題に入る。動物に限定してではあるが、散在した遺伝子配列リソースを網羅
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］
いる MAFF T［2（進化ニュース前号で開発者の加藤和貴博士によって紹介）
サーバ上で行うことになる。そこ

では、配列の類似性、長さや案内木（アラインメントせずに推定した簡易的な系統樹）上の位置によって、体
系的に配列を取捨選択することができる。さらに、絞り込んだ配列セットに対し、多重アラインメントを経て
分子系統樹の推定を行うこともできる。分子系統解析をおこなう際、配列の取捨選択↔アラインメント↔系
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統樹推定の作業を何度も繰り返し、結果を吟味するプロセスは避けることができない。こういった、実務上
必要だが通常のプログラムには組み入れられていない解析の流れを実現しやすいことも、このプラットフォー
ムの大きな利点である。
大量に集めた配列の「減らし方」は恣意的になりやすいうえ再現性を欠きやすい。そのため、ゲノムワイド
な興味を持ち自動化したワークフローで研究を進めることが多い方々には、この「あとで減らす」という方針
は、大規模解析時代のトレンドにそぐわないと感じられるかもしれない。しかし、おもに想定している aLe-

aves のユーザーは、収集した特定の遺伝子・タンパク質の多様性と機能に通じた実験生物学者である。そこ
で、あえて網羅性とは相容れない手がかり、すなわち、案内木による遺伝子ファミリーの概観や GenBank 由
来配列のアノテーションを頼ることによって、多めに集めた配列セットの中から、本当に興味のある部分に絞
り込むという流れを可能にするように aLeaves-MAFF T の連携をデザインした。こんな情報過多の時代だか
らこそより重要となる生物学者のセンスが､ おそらくここで活きると期待する。
昨年 12 月にリリース、そして今年春に論文発表した aLeaves であるが、いまだに実現できていない機能が
いくつかある。一つ目は、前号の MAFF T の紹介記事で触れられたとおり、検索対象を、動物だけでなく、
他の生物群に拡張することである。二つ目は、現在はアミノ酸配列間の検索だけをサポートしているが、塩
基配列の検索も可能にすること。三つ目は、現在は検索対象として、公共データベースあるいはゲノムプロ
ジェクトによってタンパク質コード配列として用意されている遺伝子配列に限定しているが、さらに拡げるこ
とである。すなわち、ゲノムアセンブリだけが公開されている生物種について、aLeaves で独自の遺伝子推定
を行い、得られたアミノ酸配列データセットを検索対象として用意することを検討している。ゲノムプロジェ
クトが行われたとしても、生成されたデータが即座に公開されるわけではないことを示すために、軟骨魚類の
時代に読まれた 1.4x のゾウギンザメ（Callorhinchus milii）のゲノムと、ガンギエイ（Leucoraja erinacea）のゲ
［3］

ノムだけである。前者については、すでに論文

として公表されたが、ゲノムプロジェクト側ではいわゆる
［4］

遺伝子推定がなされていなかった。そこで、のちに私の研究チームで独自に遺伝子推定を行い公開した

も

のを、現行の aLeaves には含めてある。ただし、ゲノムアセンブリが不完全であるために、遺伝子推定も満
足いくものとはほど遠いことに注意が必要である。いっぽう、後者のガンギエイについては、現在アメリカで
まさにシーケンスと解析が進行中で、完成前のアセンブリはダウンロードできるものの、ゲノムワイドな解析
結果の論文がまだ公表されていないため、aLeaves には加えていない。今後も、生物ごとの個別の事情、そ
して遺伝子配列セットの入手性などに応じて、データを追加していく予定である。
これから aLeaves を有用なものとして維持していくためには、全ゲノム解析が行われた種の情報をつぶさ
に加えていくことは欠かせない。基本的に、すでに公共データベースあるいは論文で公開されたものを、私
自身で把握し、加えていくことになるのであるが、新たな情報を即座に含めていけるか自信はあまりない。も
し、いわゆるゲノム論文が出版されたのに抜けている種などがあれば、ぜひご連絡いただきたいと思う所存
である。この場でわざわざ宣伝するに値するツールなのかはわからないが、ニーズがある限りいろいろ手を加
えながら維持をしていきたい。
参考文献
［1］Kuraku, S., Zmasek, C.M., Nishimura, O., and Katoh, K.（2013）aLeaves facilitates on-demand exploration of
metazoan gene family trees on MAFFT sequence alignment server with enhanced interactivity. Nuc. Acids
Res., 2013. 41（W1）
: W22-W28.
［2］Katoh, K. & Standley, D.M.（2013）MAFFT multiple sequence alignment software version 7: improvements in

︵エイリーヴズ︶ 多様な動物群を網羅した︑より簡便な分子系統解析の入り口として
aLeaves

例を挙げる。現時点で利用できる軟骨魚類の大規模配列データは非常に限られていて、サンガーシーケンス
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performance and usability. Mol Biol Evol. 30: 772-80.
［3］Venkatesh, et al.（2007）Survey sequencing and comparative analysis of the elephant shark（Callorhinchus
milii）genome. PLoS Biol. 5: e101.
［4］Dessimoz, C. et al.（2011）Comparative genomics approach to detecting split-coding regions in a low-coverage
genome: lessons from the chimaera Callorhinchus milii（Chondrichthyes, Holocephali）
. Brief Bioinform. 12: 47484.

第 6 回 Evo-devo 青年の会
「新奇性の生まれるとき」を開催して
石川由希、宮本教生
時が経つのは早いもので、Evo-devo 青年の会の幹事を引き継いでから早 3 年になる。本会には、進化発生
学とその周辺分野の血気盛んなワカモノが集っているのだが、主催者権限ということで毎年の研究集会は幹
事のやりたいようにやっている。前回は「単独開催をしよう！」との掛け声で “epigenetics”に関して一日かけ
てじっくり議論した。講演や質疑はもちろんだが、何より終わってからの懇親会が凄かった。部屋のあちらこ
ちらで若手研究者が火を吹き、さらに若い学生たちをけしかける姿はまさに壮観であった。味をしめた我々
は、
「次はぜひ泊まりこみでやりたい！
！」と第 6 回の開催スタイルを決めたのであった。
オーガナイザーが異動したり長期間サンプリングに出かけたり、という合間をかいくぐって諸々の準備を進
めた。会場は、宿泊施設と交通手段を考慮して、東京大学三崎臨海実験所をお借りした。幸運にも JAMBIO
公募型「共同利用・共同研究」の採択を受けることができ、講演者の旅費のほとんどをまかなうことができ
た。また、黒川大輔氏をはじめとした三崎臨海実験所の方々には大変お世話になった。この場をお借りして
お礼を申し上げたい。
さて、決戦の 7 月 13 日である。三崎口駅から海遊びに行く子どもたちに混じってバスに乗り、三崎臨海実
験所に向かう。キャリーバッグを引きずりながら 10 分ほど歩くと、通りの左手にのびる小道に小さな石造り
の門が見えた。鬱蒼と茂る照葉樹の中を歩き、宿舎を横目にさらに歩くと、セミナールームのある新研究棟に
たどり着く。セミナールームにはプロジェクターなどが完備され、40 人ほどの参加者が膝を詰めて議論する
にはぴったりの大きさであった。
る福島健児さんで、
「何度も生まれる新奇形質：食虫植物における消化酵素の進化」である。写真をたっぷり
つ生物なのかが語られた。会場全体が食虫植物に魅せられ、
「どうしてそんなにうまくできているのか？」と
いう新奇形質の進化を考える根本的な疑問を共有した瞬間であった。食虫植物の葉の形態発生メカニズムに
ついても研究している福島さんだが、今回は消化酵素の進化に関する話題。獲物である昆虫を消化するため
の酵素は、複数の系統で独立に獲得されている。ではこれらの酵素をコードする遺伝子の起源には共通性が
あるのか？ また消化酵素遺伝子に共通する特徴はあるのだろうか？ まだ未発表のデータなのでここでは
詳しく述べないが、食虫植物の進化的起源に迫る非常に面白い結果であり、論文掲載が待ち遠しい。
続いて国立遺伝研の宮城島進也さんから「真核細胞と細胞内共生体由来オルガネラの分裂・増殖協調機
構」のお話。宮城島さんはこれまで進化学とは少し縁遠かったが、たまたま隣の研究室にいた石川麻乃（Evo-

devo 青年の会幹事）から、よく一緒に飲む面白いお兄さんがいる、今はバリバリのメカニズム屋だが実は進
化に興味があるらしい！という情報を得て講演をお願いすることになった。生物の細胞はミトコンドリアなど
様々な細胞内オルガネラを含むが、その中の一部は実は共生体由来であるということが既に知られている。
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使った導入部では、さまざまな系統で独立に進化してきた食虫植物が、いかによく出来た新奇形質を併せ持
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今回のテーマは「新奇性の生まれるメカニズム」
。トップバッターは基生研で食虫植物の進化を研究してい
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つまり、その昔は別々だったふたつの細胞が、恒常的な共生を行うようになったのが今の細胞の姿というわ
けである。恒常的な共生と一言で言ってもその成立のために獲得しなければいけない新奇形質は多い。特に
宿主細胞とオルガネラが協調して分裂・増殖することは、共生の成立に欠かせない。この協調のメカニズム
を、葉緑体をモデルに研究されているのが宮城島さんである。葉緑体の分裂にはゲノム由来の分裂制御タン
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パクが機能しており、これらをコードする遺伝子が宿主細胞の核ゲノムに移行し、S 期に発現するようなプロ
モーターを獲得したことで、分裂・増殖の協調が行われるようになったらしい。そんなに都合の良いことがそ
う簡単に起こるのかと訊くと、少なくとも単細胞生物は外界由来の DNA をかなり簡単にゲノムに取り込むと
のこと。衝撃であった。現在、比較的最近共生を始めたシアノバクテリアが材料に加わったとのことなので、
今後さらに進化的な解析が進むのが楽しみである。
新奇形質の実例に関する話題の最後を飾るのは、東北大学の小金澤雅之さんの「ショウジョウバエにお
ける“ 種特異的 ” 求愛行動パターンを生み出す神経基盤」
。形態進化を扱うことの多かった evo-devo である
が、最近行動進化のメカニズムに関しても注目が集まり、非常にチャレンジングな分野となっている。小金
澤さんのメインフィールドはキイロショウジョウバエの神経行動学であるが、近年、“Other species（キイロ
ショウジョウバエ以外のショウジョウバエはしばしばこう呼ばれる）” の求愛行動に関する研究を始められた。
Drosophila subobscuraはヨーロッパや中東、北アフリカ、南北アメリカに分布するショウジョウバエであり、
交尾前にオスとメスがキスをする（！）
。この際、オスはメスに『栄養液』を渡しているらしい。キイロショウ
ジョウバエでは fruitless（ fru）という遺伝子を発現する神経回路がオスの求愛行動に非常に重要な役割をもつ
ことが明らかになっており、いくつかの種では fru の発現パターンがキイロショウジョウバエと異なることが
知られている。小金澤さんは fru 発現ニューロンの差異が、求愛行動の種間差をもたらしているという仮設を
立て、D. subobscura の fru 発現ニューロンをキイロショウジョウバエのなかに遺伝学的に“ 移植 ” することで、

2 種の求愛行動の違いを生み出す神経基盤をあぶりだそうとしている。よく観察すると、D. subobscura の求
愛行動には、キス以外にもいくつかの種特異的な行動要素があるらしい。これらの行動要素がどのように一
連の求愛行動に組み入れられたのか？ 行動要素のモジュールの統合はどのようなレベルで起こっているの
か？ 疑問が次々とあふれだす話題提供であった。
後半は新奇形質の生まれる進化メカニズムそのものを考えようということで、隠蔽変異に関して研究をし
ているお二方をお招きした。まずは岡山大学の高橋一男さんから『進化的キャパシターの探索と隠蔽変異によ
る新奇性進化の可能性』
。進化的キャパシターとは、蓄積された遺伝的変異の効果を隠蔽し（このような変異
を隠蔽変異と呼ぶ）
、また突然表出させるような機能を持つ仮想因子である。このような隠蔽変異により、突
然変異がひとつひとつ表出していた場合では越えられないような適応度の谷越えが促進され、非連続的な新
キャパシターの具体的な同定に挑んでいる。進化的キャパシターは、遺伝的変異によって引き起こされる発
受けても同様にゆらぐ。このことから、高橋さんはまず環境による発生のゆらぎに対する緩衝作用が失われ
ている変異体をスクリーニングし、その中から遺伝的変異によるゆらぎを緩衝作用が失われている変異体を
探すというアプローチで進化的キャパシターを同定しようとしている。気の遠くなるようなスクリーニングの
結果、遺伝的背景による表現形の分散が増えるようなゲノム欠損系統がいくつか同定された。多くの系統は
野生型の形質が失われるような表現形を示したが、一部の系統は新たな形質を獲得したような表現形を示し
た。これは、このゲノム領域が遺伝的変異の効果を蓄積しており、またこのゲノム領域が欠損することでそ
れらの影響が表出し、生物の形質が不連続的に進化しうることを示している。進化的キャパシターの完全な
同定にまではまだ時間と労力が必要になると想像するが、進化の不連続性を実際のモノから説明できる、ま
たとない実例になるであろう。
初日の講演の最後を飾ったのは、東北大学の岩嵜航さん。
『隠蔽変異を介して相互に促進される生命シス
テムの複雑化と多様化』という題で、システム生物学の観点から生命進化に関して話していただいた。ここま
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生システムのゆらぎを抑えるような役割を果たしていると考えられる。また、生物の発生は環境による影響を
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奇形質が進化するのではないかと考えられている。高橋さんはキイロショウジョウバエにおいて、この進化的
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での演者とは異なり、岩嵜さんは実際の生物に
関して研究や実験をしているわけではない。コ
ンピュータ上に、ある遺伝子制御ネットワーク
（Gene Regulatory Network；GRN）をもつ仮

November 2013

想的な個体を作成し、仮想環境内で進化させる
ことで、GRN の特性が生物進化にどのような
影響を及ぼすのかを明らかにしようとしている。
現在岩嵜さんが注目しているのが GRN の遺伝
的キャパシターとしての機能である。特別な因
子が存在しなくても、GRN の構造そのものが隠
蔽変異を蓄積する機能をもちうるかもしれない。

写真

ポスターを前に白熱した議論を交わす参加者

岩嵜さんによるシミュレーションの結果、GRN
の大きさや密度が隠蔽変異の蓄積数に影響を与えることがわかった。特に、大きく密な GRN は隠蔽変異を蓄
積しやすい傾向にあった。さらに面白いことに、異質性・変動性の高い環境下で選抜すると大きな GRN が進
化する。つまり、異質性・流動性の高い環境下においては、大きな GRN が進化し、その結果隠蔽変異がより
多く蓄積される可能性があるのである。生物の GRN は、シミュレーションで仮定したよりもかなり複雑であ
り、今回の結果が実際の生物にも当てはまるのかどうか、今後の研究の展開が楽しみである。
午後いっぱいかかった講演が終わり、残るは懇親会を兼ねたポスター発表。チェックインをすませた参加
者の皆さんには、机の移動や、とてつもなく重いポスターボードの設置を手伝っていただいた。小規模の研
究集会では、このような参加者の皆さんの協力が本当にありがたい。待ちに待った「かんぱーーーい！！」と
いう掛け声とともに、みんなぞろぞろとお目当てのポスターに散っていく。午後いっぱいの講演会の疲れは
ビールを飲んで吹き飛んだらしく、会場のいたるところで熱心な議論が交わされた。二時間ほどたったところ
で、まだまだ話し足りない様子の皆さんは、宿舎の一階に設置された二次会会場へ移動。せっかくなのでい
ろいろなテーブルを回ったが、どの机でも新奇性の進化に関して盛り上がっていた。主催者冥利に尽きると
はまさにこのこと。思い思いの時間にお風呂に入り、また戻ってきてビールを開けて議論に加わる参加者の
様子はなんだか学生時代の合宿のようであった。

Evo-devo 研究者はタフなのか、夜中 3 時まで続いた宴をものともせず朝から元気そうな顔が会場に並ん
だ。二日目はまず、これからの Evo-devo 研究に欠かせないツールに関して勉強する。一人目の講師は水産総
合研究センターの田辺晶史さんで、
「分子系統樹推定法とその応用：最近の研究動向と将来の方向性」
。生物
にとって「計算方法の詳細な理解はあきらめてもかまわないが、解析手法のアイディアや仮定に関してはき
集革命〜非モデル生物の逆襲〜」と題して、徳島大学の渡辺崇人さんにご講演いただいた。ZFN, TALENs,

CRISPR-Cas9 などのゲノム編集技術は、非モデル生物にも応用出来る遺伝学的ツールとしてここ数年で一気
に注目が集まっている、渡辺さんはこれらの技術をいち早くコオロギに適用し、遺伝子ノックアウトに成功し
ている。実際の手を動かさないとわからない手応えやコストパフォーマンスの感覚は、今後自分たちの実験系
にゲノム編集を取り入れようとする我々にとって非常に有用な情報であった。二日間のトリとして、ポスター
発表者のなかから安藤俊哉さん（RIKEN CDB）と香曽我部隆裕さん（東京大学）のお二方に簡単な口頭発表
をしていただいた。
交通の便が少々悪かったことや泊まりがけだったことからか、前回よりも少し参加人数が少ないのが開催
前の不安材料であったが、いろいろな分野から集まった研究者がじっくり膝を交えてアイディアを語り合えた
という点では及第点ではなかったかと思う。泊りがけでエボデボを語り合うという夢をついに叶え、次回の青
年の会はどんな形で開催してみようか今からワクワクしている。

6

青年の会﹁新奇性の生まれるとき﹂を開催して
Evo-devo

ちんと押さえておかないと間違った結論を導く」というメッセージは非常に印象的であった。次は「ゲノム編

第 回

進化を理解する上で、生物種の系統関係を把握することは欠かせない。系統解析に関してはど素人である私
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日本進化学会庶務報告・活動報告
（1）会員の状況

2013 年 8 月10日現在

November 2013

名誉会員

1名

一般会員

1003 名

学生会員

232 名

1236 名

合計

入会手続き中

9名

（2）役員
【執行部】
会長

倉谷

滋

副会長

長谷部光泰

基礎生物学研究所

事務幹事長

浅見崇比呂

信州大学

会計

田中

幹子

東京工業大学

庶務

川島

武士

沖縄科学技術大学院大学

web 担当

田村浩一郎

首都大学東京

渉外（国内）

和田

筑波大学

渉外（国外）

清水健太郎

チューリヒ大学

編集

宮

正樹

千葉県立中央博物館

広報

隅山

健太

国立遺伝学研究所

生物科学学会連合担当

石田健一郎

筑波大学

日本分類学会連合担当

三中

信宏

農業環境技術研究所

男女共同参画委員会担当

高橋

文

会計監査

四方

哲也

大阪大学

会計監査

稲垣

祐司

筑波大学

洋

理化学研究所

国立遺伝学研究所

【評議員】
上田

恵介、遠藤

一佳、遠藤

郷

康広、五條堀

孝、斎藤

長谷川眞理子、深津

武馬、細

秀紀、岡田

典弘、加藤

成也、佐々木猛智、颯田
将貴、三浦

真、河田

雅圭、河村

正二、

葉子、田村浩一郎、西田

睦、

徹、村上

哲明、和田

洋

（3）活動報告

2012 年 11 月 13 日 日本進化学会ニュース Vol.13 No.3 発行
12 月 25 日 第 13 回日本進化学会賞・研究奨励賞・教育啓蒙賞の公告
2013 年 3 月 25 日

日本進化学会ニュース Vol.14 No.1 発行

6 月5日

学会賞選考委員会開催（クバプロ）

7 月 31 日

日本進化学会ニュース Vol.14 No.2 発行

8 月 27 日

評議員会

その他
・大会における高校生ポスター発表の企画

会

・学会ウェブサイトの運営

告
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（4）他学会、シンポジウムへの協賛、後援等
高校生バイオサミット in 鶴岡 2013

2013/08/19 〜 21

後援

京都賞ワークショップ

2013/11/12

協賛

November 2013

日本進化学会 2013 年度評議員会議事録
【日時】2012 年 8 月 27 日（火） 14:00 〜 18:00
【場所】筑波大学総合研究 A 棟 205
出席者： 倉谷

滋、長谷部光泰、浅見崇比呂、田中幹子、川島武士、深津武馬、田村浩一郎、宮

三中信宏、遠藤一佳、岡田典弘、河村正二、郷
村上哲明、橋本哲男、和田

洋、石田健一郎、細

康広、斎藤成也、颯田葉子、長谷川真理子、
将貴、蘇

委任状提出：遠藤一佳、遠藤秀紀、加藤真、佐々木猛智、西田
第 1 号議案

正樹、

智慧、クバプロ・齋藤英司

睦、三浦

徹、河田雅圭、五條堀孝

2012 年 8 月〜 2013 年 7 月業務報告

事務局のクバプロより資料 1 をもとに、進化学会の庶務・業務報告が行われた。
第 2 号議案

2011 年度決算報告

田中会計幹事より 2012 年度決算案について資料 2-1 と資料 2-2 をもとに報告があった。
田中幹事より、以下の補足説明があった：
（1）前回大会での未納者張り出しは大きな効果があった。特に
一般会員の未納者が減った。しかし、学生会員の未納者はまだ多い。卒業生の退会手続きを、指導教員の
責任で進めてほしい。今大会で張り出す未納者リストを回覧した。
（2）ニュースレターを PDF 化したことで
支出が減った。
（3）事務通信費に多くかかっているがこの多くは会費請求のための郵送費である。請求する
会員数を減らし、請求回数を減らすことで、この経費は大きく削減できる。
進化学事典の第三版が刷られるだろうとの共立出版からの知らせが報告された。
会計監査の報告があり、2013 年度の会計に問題がないことが確認された。
第 3 号議案

2013 年度中間決算ならびに 2014 年度予算案

田中会計幹事より 2012 年度中間決算、および 2013 年度予算案について資料 3 をもとに説明があった。
二つの学会連合（生物科学学会連合と日本分類学会連合）に対する支出があるが、この連合の活動内容と
支出目的がどのようなものであるかについて質問があった。これについては、執行部からそれぞれの担当
役員（石田健一郎・生物科学学会連合担当と三中信宏・日本分類学会連合担当）が、各連合の活動と支出
についての資料を後日提出することになった。また男女共同参画委員会についても同様の資料を、高橋
文・男女共同参画委員会担当役員に、提出を依頼することになった。
予算案が承認された。
第 4 号議案

学会賞・木村賞、研究奨励賞、教育啓蒙賞の報告

倉谷会長から資料 4 が読み上げられ、日本進化学会賞受賞者と木村賞候補者、および研究奨励賞受賞者に
ついての選考結果が報告された。
第 5 号議案

学会賞候補者の推薦方法

浅見事務幹事長より資料 5 が読み上げられ、日本進化学会 3 賞候補者の推薦に関する覚書についての説明
があった。評議員による推薦および応募キャリーオーバーのシステム、および木村賞への候補者推薦のあ
り方、木村賞選考委員会への対応の在り方、本覚書の表記・文言について詳細に議論した。これらの結果
をふまえ、総会において承認を得る覚書の文案を決定した。
学会賞選考委員の選出方法と細則変更

浅見事務幹事長より「日本進化学会学会賞と研究奨励賞および教育啓蒙賞に関する細則」の改正に関する
委員会について議論した。最終的な文案が合意のもとに承認された。3 賞の英名については再度検討する

告

資料 6 をもとにした説明があり、議論が行われた。特に、日本進化学会 3 賞の和文・英文での名称、選考

会

第 6 号議案
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こととなった。これと連動して、第 5 号議案の 3 賞候補者推薦に関する覚書の修正について議論した。第

12 号議案「その他」の時間を使い、総会において承認を得る覚書の改正案を決定した。
第 7 号議案

各幹事からの報告

川島庶務幹事より、過去の大会の英語表記が一致していないことが報告された。和文の表記も一致してい

November 2013

ないとの指摘もあり、後日資料提出をすることになった。
第 8 号議案

2013 年度学会準備状況報告

和田準備委員長より、翌 8 月 28 日よりの大会の準備状況について報告があった。
第 9 号議案

2014 年度学会準備状況報告

蘇次期大会委員長より、来年度、大阪で開催される大会について、追加資料が配布され、準備状況につい
て説明があった。会場予定地は、高槻市の高槻現代劇場。日程は 2014 年 8 月 21 日から 8 月 24 日。翌 8 月 28
日よりの大会の準備状況について報告があった。
実行委員会のメンバーは下記の通り。
大会委員長

蘇

智慧（ JT 生命誌研究館）

大会実行委員長

小田広樹（ JT 生命誌研究館）

委員

平川美夏（ JT 生命誌研究館）
秋山－小田康子（ JT 生命誌研究館）
尾崎克久（ JT 生命誌研究館）
和智仲是（ JT 生命誌研究館）

第 10 号議案

2015 年度大会開催地について

和田渉外幹事から、日本進化学会も 15 年目に入り、会場を探すのが難しくなってきているので、渉外幹事
が依頼するのではなく会長が依頼するなど、もうすこし全体で協力できる体制を整えてほしいとのコメント
があった。またこれまで中京地域での開催が無いことから、名古屋地域での開催について検討した。大学
以外の会場の選択について意見があった。
第 11 号議案

次々期会長（次期副会長）の選出について

評議員による投票が行われた。1 回の投票で過半をとる者がなかったため、会則にしたがい、計 3 回の投票
が行われ、田村浩一郎・評議員／ web 担当執行部役員が次々期会長に選出された。
第 12 号議案

その他

第 6 号議案である細則の改正について議論し、改正の文言を決定した。

日本進化学会 2013 年度総会報告
【日時】2013 年 8 月 29 日 16:00 〜
【場所】筑波大学

1H 棟 101

【報告事項】

1. 2013 年度大会報告

橋本哲男大会実行委員長

2. 2012 年 9 月〜 2013 年 8 月業務報告

株式会社クバプロ

3. 2012 年度決算報告並びに会計監査報告

田中幹子会計幹事

4. 進化学会賞・木村賞、研究奨励賞、教育啓蒙賞の報告

石田健一郎生物科学学会連合担当、
三中信宏日本分類学会連合・自然史学会連合担当、

6. 2014 年大会の準備について

蘇智慧次期大会委員長

告

高橋文男女共同参画担当

会

5. 各幹事・担当からの報告

倉谷滋会長
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【審議事項】

1. 2013 年度中間決算並びに 2014 年度予算案

田中幹子会計幹事

2. 2015 年度大会開催地について

和田洋国内渉外幹事

3. 学会賞選考委員の選出方法と細則変更について 浅見事務幹事長

November 2013

4. その他
・次期副会長（次々期会長）の選出について

収入の部
①会費収入

倉谷会長

2012 年度決算報告書
費

目

（1）一般会費
（2）学生会費
（3）滞納分
（4）前受金
（5）口座引落手数料本人負担分
②利息
③誤入金

2012 予算 2012 決算

3,100,000
2,328,000
420,000
322,000
0
30,000
0

3,423,459
2,499,000
341,000
478,000
74,000
31,459
312

0

21,000

④大会より返金

0 1,752,774
0
346,925
3,100,000 5,544,470
当期収入合計
前年度繰越金
1,818,636 1,818,636
本年度収入合計
4,918,636 7,363,106
※会費収入は 2010 年度の会員数を元に算出
⑤その他

支出の部

費

目

①ニュース作成・印刷料等

2012 予算 2012 決算

額

備

考

323,459
171,000 納入率 85.9％
－79,000 納入率 59.0％
156,000 2010 年実績に基づく予算
74,000
1,459
312
退会希望者からの入金、大会参加費
21,000
誤入金、非会員からの入金
1,752,774 SMBE2011、2012 大会余剰金
346,925 進化学事典印税
2,444,470
0
2,444,470

差

額

備

考

告

735,105 －209,895 年 3 回発行、うち 1 回のみ印刷
0 －100,000 （100,000）×年 1 回
974,820
0
228,943 －66,057 （1）
（
, 2）の合計
0
0 評議員選挙費用
228,943 －66,057 （a）
（
, b）
（
, c）
（
, d）の合計
184,230
24,230
0 －100,000
33,103
－1,897
11,610
1,610 口座振替依頼書 1,000 枚
0
－1,000
131,980 －68,020
70,000
0 （1）
（
, 2）
（
, 3）
（
, 4）の合計
30,000
0 30,000 円 / 年
10,000
0 10,000 円 / 年
20,000
0 20,000 円 / 年
10,000
0 5,000 円 / 年から 10,000 円 / 年に変更
40,309
－4,691 （1）
（
, 2）の合計
35,794
－4,206 年 2 回（会員数に応じて変動する）
4,515
－485
0 －10,000

会

945,000
100,000
③業務委託費（前半期・後半期分） 974,820
④事務費・通信費
295,000
0
（1）選挙関連費
295,000
（2）その他
160,000
（a）発送通信費
（b）学会封筒代
100,000
（c）学会賞用賞状・筆耕費用
35,000
（d）消耗品費用
10,000
1,000
⑤会議費
⑥旅費、交通費
200,000
⑦負担金
70,000
30,000
（1）生物科学学会連合運営費
10,000
（2）日本分類学会連合分担金
20,000
（3）自然史学会連合分担金
10,000
（4）男女共同参画学年会費
45,000
⑧雑費
40,000
（1）SMBC ファイナンス手数料
5,000
（2）振込手数料
⑨謝金
10,000
②ニュース送料

差
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⑩大会援助金
⑪その他

500,000

0

0

4,790

4,790

誤入金返金・男女共同参画シンポジ
ウム

November 2013

3,140,820 2,685,947 －454,873
1,777,816 4,677,159 2,899,343
4,918,636 7,363,106 2,444,470

当期支出合計
次年度繰越金

本年度支出合計

2012 年 収入－支出

0

普通預金（三井住友）

4,493,278
183,000
881
4,677,159

郵便振替

郵便貯金

500,000

現在残高

2012 年 12 月 31 日現在
2012 年 12 月 31 日現在
2012 年 12 月 31 日現在
2012 年 12 月31日現在

2013 年度中間決算案（6 月 30 日現在）
収入の部
①会費収入

費

目

2013 予算

3,052,000
2,352,000
420,000
（2）学生会費
250,000
（3）滞納分
0
（4）前受金
（5）口座引落手数料本人負担分
30,000
②利息
0
③誤入金
0
④大会より返金
0
当期収入合計
3,052,000
前年度繰越金
1,777,816
本年度収入合計
4,829,816
※会費収入予算は 2011 年度の会員数を元に算出
（1）一般会費

支出の部

費

目

①ニュース作成・印刷料等
②ニュース送料
③業務委託費（前半期・後半期分）
④事務費・通信費
（1）選挙関連費
（2）その他
（a）発送通信費
（b）学会封筒代
（c）学会賞用賞状・筆耕費用
（d）消耗品費用
⑤会議費
⑥旅費、交通費
⑦負担金
（2）日本分類学会連合分担金
（4）男女共同参画学年会費

2013 中間決算

208,425
0
566,160
170,450
0
170,450
116,900
53,550
0
0
0
36,900
80,000
50,000
0
20,000
10,000

考

会員 980 人納入率 8 割で計算
会員 300 人納入率 7 割で計算

2011 年実績

備

考

年 3 回発行すべて PDF 発行

（1）
（
, 2）の合計
評議員選挙費用
（a）
（
, b）
（
, c）
（
, d）の合計

（1）
（
, 2）
（
, 3）
（
, 4）の合計

50,000 円 / 年 今年度から値上げ
10,000 円 / 年
20,000 円 / 年
10,000 円 / 年に変更

告

（3）自然史学会連合分担金

840,000
0
1,132,320
475,000
240,000
235,000
160,000
30,000
35,000
10,000
1,000
200,000
70,000
30,000
10,000
20,000
10,000

2,322,296
1,974,000
174,000
134,000
9,000
31,296
261
0
0
2,322,557
4,677,159
6,999,716

備

会

（1）生物科学学会連合運営費

2013 予算

2013 中間決算
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⑧雑費

November 2013

45,000

37,779

40,000

35,469

5,000

2,310

10,000

0

500,000

500,000

0

0

当期支出合計

3,273,320

1,599,714

次年度繰越金

1,556,496

5,400,002

4,829,816

6,999,716

（1）SMBC ファイナンス手数料
（2）振込手数料
⑨謝金
⑩大会援助金
⑪その他

本年度支出合計

2013 年 収入－支出
普通預金（三井住友）

（1）
（
, 2）の合計
年 2 回（会員数に応じて変動する）

0
4,669,121 2013 年 6 月 30 日現在

郵便振替

730,000 2013 年 6 月 30 日現在

郵便貯金

881 2013 年 6 月 30 日現在
現在残高

5,400,002

2013 年 6 月30日現在

2014 年度予算案
収入の部

費

目

2012 決算 2013 予算 2014 予算

備

考

①会費収入

3,423,459 3,052,000 3,027,500
（1）一般会費
2,499,000 2,352,000 2,422,500 会員 950 人納入率 8 割 5 分で計算
341,000
420,000
325,000 会員 250 人納入率 6 割 5 分で計算
（2）学生会費
478,000
250,000
250,000 2013 年予算に準じる
（3）滞納分
74,000
0
0
（4）前受金
（5）口座引落手数料本人負担分
31,459
30,000
30,000
②利息
312
0
0
③誤入金
21,000
0
0
④大会より返金
1,752,774
0
0
⑤その他
346,925
0
0
当期収入合計
5,544,470 3,100,000 3,027,500
前年度繰越金
1,818,636 4,677,159 4,503,839
本年度収入合計
7,363,106 7,777,159 7,531,339
※会費収入の予算額は 2012 年度の会員数を元に算出
支出の部
費

目

①ニュース作成・印刷料等

2012 決算 2013 予算 2014 予算

備 考
840,000 年 3 回発行すべて PDF で発行
1,132,320 クバプロとの契約改定による
235,000 （1）
（
, 2）の合計
0 評議員選挙費用
235,000 （a）
（
, b）
（
, c）
（
, d）の合計
160,000
30,000 長 3 形封筒
35,000
10,000
1,000
200,000

告

840,000
1,132,320
475,000
240,000
235,000
160,000
30,000
35,000
10,000
1,000
200,000

会

735,105
②業務委託費（前半期・後半期分） 974,820
228,943
③事務費・通信費
0
（1）選挙関連費
228,943
（2）その他
184,230
（a）発送通信費
（b）学会封筒代
0
33,103
（c）学会賞用賞状・筆耕費用
（d）消耗品費用
11,610
④会議費
0
⑤旅費、交通費
131,980
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⑥負担金
（1）生物科学学会連合運営費
（2）日本分類学会連合分担金
（3）自然史学会連合分担金

November 2013

（4）男女共同参画学年会費
⑦雑費
（1）SMBC ファイナンス手数料
（2）振込手数料
⑧謝金
⑨大会援助金
⑩その他
当期支出合計
次年度繰越金

本年度支出合計

70,000
30,000

70,000
30,000

10,000
10,000
20,000
20,000
10,000
10,000
40,309
45,000
35,794
40,000
4,515
5,000
0
10,000
500,000
500,000
4,790
0
2,685,947 3,273,320
4,677,159 4,503,839
7,363,106 7,777,159

90,000 （1）
（
, 2）
（
, 3）
（
, 4）の合計
50,000 2013 年から 30,000 円→ 50,000 円 / 年
に値上げ
10,000 10,000 円 / 年
20,000 20,000 円 / 年
10,000 10,000 円 / 年に変更
45,000 （1）
（
, 2）の合計
40,000 年 2 回（会員数に応じて変動する）
5,000
10,000
500,000
0
3,053,320
4,478,019
7,531,339
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