
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 
プログラム集表紙デザイン：永井日香里 

オンライン米子大会の各種ポスターおよび冊子体の表紙は、水墨画調にデザインしていただきました。 
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受賞者講演：日本動物学会賞 
 

昆虫類における表現型多型の分子発生基盤とその進化 
 

三浦 徹 （東京大学大学院理学系研究科 附属臨海実験所） 

 
現代では、生物の進化は変異・選択・遺伝に基づくダーウィニズムが主流となっている。その一方で、生物の

持つ柔軟性である「表現型可塑性」も進化において重要な役割を果たすことが明らかとなっている。動物におい

ても、変動する環境に応じて表現型を変化させる例が数多く知られている。その内の一つが、生物進化における

メジャートランジションのひとつにも挙げられる「真社会性の獲得」である。私は大学院生の頃より、シロアリにお

けるカースト分化の研究を行ってきた。「超個体」とも言われるコロニーの中で起こるカースト分化は、生物個体

内で起こる細胞分化にも似ており、そこには必ず、カースト特異的な遺伝子発現なるものがあるはずという作業

仮説のもと、主としてオオシロアリにおける兵隊カースト分化に着目して研究を進めてきた。兵隊分化における

形態形成、カースト特異的遺伝子発現の検出、内分泌因子の役割、ツールキット遺伝子の発現解析、神経系の

改変機構など、様々なアプローチを用いた解析を行い、シロアリにおけるカースト分化機構の全貌に迫ってきた。

社会性昆虫のカースト分化以外にも、表現型可塑性に基づく多型現象（表現型多型）は多くの動物に見られ、ア

ブラムシの季節多型、ミジンコの誘導防御、クワガタの大顎多型、サンショウウオ幼生の可塑性などについても、

研究を展開してきた。いずれの現象も外界の環境変化を神経系が感知し、その下流で内分泌因子などの生理

状態が改変され、さらにその下流で発生制御因子の発現パターンが改変されることで異なる表現型が生じるこ

とが明らかとなった。おそらく、進化の過程において、環境受容と発生改変のリンクが強固となることによって環

境に応じた表現型改変機構が成立してきたであろうと考えられる。最近では（2017 年に東大臨海実験所へ異動

してからは）、研究の対象を多様な海産動物に広げ、これまでの解析技術を駆使することによって、表現型可塑

性だけでなく、様々な生活史形質の進化について、特に新規性・鍵革新・陸上進出などに着目して、

Devo-Eco-Evo の観点から研究を行っている。例えば、個体の後端部に新たに頭部などができることにより、無

性的に遊泳繁殖個体を出す多毛類のミドリシリス（環形動物）や、左右相称動物の祖先から分岐したと言われる

珍無腸動物の繁殖機構、頭足類の吸盤の形成機構（軟体動物）、等脚類の陸上進出（節足動物）、社会性昆虫

同様に防衛個体などを出現させる群体動物のコケムシ（外肛動物）、クシクラゲの仲間であるにも関わらず遊泳

生活をせずに底生固着生活を送るクラゲムシ（有櫛動物）など、後生動物の系統全体にわたる分類群を対象と

して、多様な研究を学生らと共に進めている。将来的には、動物における進化パターンや多様化の仕組みにつ

いて、その原理が見えてくることを期待しつつ日々研究を進めている。 
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受賞者講演：日本動物学会賞 

 

海産無脊椎動物の進化と発生に関する研究 
 

和田 洋 （筑波大学生命環境系） 

 
エドワード・モースにまでさかのぼる日本の生物学の骨格を形作ってきた学会の賞をいただくことができたことを誇り

と感じるとともに、ご指導いただいてきた方々、ともに歩んできた学生たちに心から感謝申し上げます。 

最近読んだ本の中で、「研究者って、意外と一番苦手なことを研究している」という言葉に出会い、私にとって、「進化

学」というのは、まさに苦手なことだったんだなあ、と気づきました。実は未だに、多様な生物が「進化」の賜物であると

いうことを、心から納得できていません。むしろ、進化を自分に納得させるために研究している、というのが一番しっくり

きます。この思いは、学生時代から抱いていましたが、当時の京都大は「進化には手を出すな」という空気が強く、「お

まえ進化を見たことあるんか、見たこともないことを研究するとしたら、それはＳＦだ」と言われたことすらありました。 

そのような中、恩師の佐藤矩行研究室で発生を比較して進化を研究する学生を募集するという記述を大学院入試の

募集要項で発見しました。この運命的な出会いから始まった私の研究人生で、まず分子系統学に取り組みした。まだ

技術的にも黎明期だった頃で、PCR 産物の塩基配列を簡便に決定する方法を導入したことで、動物学会でも評価して

いただきました。またこの時期に、「ホヤの生物学談話会」で発行している「海鞘」に西川輝昭先生が書かれていた「脊

索動物の系統をめぐる話題から」という論文と出会えました。分子系統樹から、進化の歴史を生き生きと再現する視点

を教示いただいたこの論文など、本当に動物学会に育てていただいたと感じています。 

その後、イギリスの Peter Holland 研でナメクジウオやホヤの発生学の研究を始め、脳の領域や脊椎骨の進化につ

いて考え始めました。自分自身が進化について納得できない理由を整理でき、進化の過程で出現する新しい構造（脊

索や脊椎骨など）が、小さな過程の積み重ねで出現する、特にその出現を遺伝子レベルでの進化の積み重ねと考える

と途方もないことのように思えるからだと整理しました。そこで、当時、鍵はシス制御領域の進化だと考え、ナメクジウ

オのシス制御領域を脊椎動物に導入し、そこからシス制御機構の進化にアプローチする研究を進めました。しかし、進

めど進めど、シス制御領域は笑顔を向けてくれず、手に掬った砂が指の間からすべて抜けていくような感覚の日々で、

無念シス制御領域の進化の研究からは撤退しました。この頃、ポスドクを終えて、京都大瀬戸臨海実験所で研究を始

め、学生と棘皮動物や軟体動物の研究を始めることができるようになりました。 

棘皮動物では、古典的にも収斂進化の例と考えられているプルテウス幼生の進化に魅せられています。収斂進化し

たというとは、遺伝的な素過程もそれほど複雑ではないはずです。そうだとすると、実験的にプルテウス幼生の進化を

再現することも不可能ではないだろう。なかなかヒトデの幼生は骨をつくってくれませんが、プルテウス幼生の進化を

再現する目処が立つだけでも、私はずいぶん進化を納得できるようになるだろうと思っています。 

軟体動物の研究の中では、１枚の貝殻が二枚に分かれて完全に新しいボディープランが出現するというプロセスに

注目してきましたが、その過程で、SPILE という「らせん型発生」をする動物で派生した遺伝子群を発見しました。SPILE

遺伝子は初期発生の細胞分化に深くかかわっているだけでなく、遺伝子の機能が種間で頻繁に変わっているという特

徴があります。形態的な進化を伴わず、その形成に関わる遺伝的な制御機構が変化している例は、棘皮動物などでも

広く見られます。ショウジョウバエの bicoid もその好例です。遺伝子レベルの小さな進化の積み重ねから相転移のよう

に新しい構造が出現する進化を理解する上で、このような発生学的浮動と呼ばれる現象が重要な問題をはらんでいる

と考えています。 
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受賞者講演：日本動物学会奨励賞 

 

マクロスケールからミクロスケールまでの昆虫の機能的形態の形成機構の研究 
 

安藤 俊哉 （自然科学研究機構 基礎生物学研究所） 

 
泳ぐのに適した魚の流線形の体の形や、飛行に適した昆虫の翅や鳥の羽の形のように、生物は高度に機能化し

た美しい体の形を示します。さらに、肉眼で見えるマクロなスケールの体の形以外にも、私たちの体を構成する器官

の表面には、ハスの葉の超撥水性に関わる微小な突起状構造や、クジャクの羽の構造色発色に関わる微細繰り返

し構造など、顕微鏡で拡大して初めて観察できるミクロなスケールの機能形態が多数存在します。このような、機能

美を有する体の形を生物はどのように形作るのでしょうか。また、そのような形を作る仕組みはどのように進化してき

たのでしょうか。私は、昆虫を研究対象としてこの問題に取り組んできました。 

大学院から博士研究員までの７年間は、カイコの性フェロモン受容に特化した触角形態に着目してこの問題に取り

組みました。カイコの触角は、表面積の広い櫛状の枝分かした形態を示します。２次元のシート状の上皮細胞からな

る触角原器が、３次元の櫛状に並ぶ突起状構造に成長する過程での細胞挙動を明らかにするとともに（Ando et al., 

2007, Dev Biol）、当時解読されて間もないカイコゲノム情報を利用して、触角原器に存在する 64 ヶ所の突起成長中心

で特異的に発現する転写因子遺伝子aristalessを見出しました。さらに、触角形態が異なる蝶・蛾との比較解析からど

のように触角の突起構造が進化してきたかを明らかにしました（Ando et al., 2018, BMC Evol Biol）。本研究を進める過

程では、in vivo electroporation法による体細胞組織への遺伝子導入法を開発し（Ando & Fujiwara 2013, Development）、

幼虫の体色模様やシロオビアゲハの擬態遺伝子の機能解明にも貢献しました（Yamaguchi, et al., 2013, Nat Commun; 

Yoda, et al., 2014, Nat Commun; Kondo et al., 2017, Nishikawa, et al., 2015, Nat Genet）。 

理化学研究所 CDB における研究員としての３年間は、電子顕微鏡でしか可視化できないナノメートルスケールの

機能構造に着目して、生物のミクロスケールの機能形態の形成機構とその進化的起源の解明に取り組みました。昆

虫触角に分布する嗅感覚毛表面のクチクラに無数に形成される直径 50 nm の穴（ナノポア）は、匂い分子を効率的に

取り組むと同時に内部のリンパ液の流出を表面張力により抑える防水通気性構造です。ショウジョウバエをモデルと

して、この微細構造の形成過程を電子顕微鏡観察に基づき記載するとともに、遺伝学的解析によってナノポア形成制

御遺伝子 gore-tex (gox)を単離しました。さらに、陸棲生活への適応進化過程における gox 遺伝子の獲得の重要性を

指摘しました（Ando et al., 2019, Curr Biol）。 

最近の５年間は、同種内に 200 種類以上の斑紋のバリエーションを示すテントウムシ（ナミテントウ）の赤と黒の斑

紋パターンに着目して、同種内で形態の進化を促す遺伝的な機構の解明に取り組んでいます。私は、ゲノム解読及

びゲノムワイド連関解析（GWAS）を駆使して、GATA 転写因子遺伝子 pannier が斑紋多型制御遺伝子であることを明

らかにしました。さらに、pannier の 100 kb に及ぶ第一イントロにおいて斑紋型間で繰り返し染色体逆位が生じたこと

によって表現型が顕著に多様化したことを明らかにしました（Ando et al., 2018, Nat Commun）。 

今後は、染色体を大規模に操作するゲノム操作技術を開発することで、動物のマクロスケールからミクロスケール

までの機能的器官形態の獲得進化を構成的に、手で組み上げて理解する研究を推進したいと考えています。最後に、

これまで研究環境を整備し、度重なる指導をして下さった、東京大学新領域創成科学研究科の藤原晴彦晴彦先生、

小嶋徹也先生、理化学研究所生命機能科学センターの林茂生先生、基礎生物学研究所の新美輝幸先生を始め、研

究を支えてくださった多くの共同研究者の方々にこの場を借りて感謝申し上げます。 
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受賞者講演：日本動物学会奨励賞 

 

海産無脊椎動物（特に軟体動物と環形動物）を対象とした進化生物学・系統分類学 
 

後藤 龍太郎 （京都大学フィールド科学教育研究センター瀬戸臨海実験所） 

 
私は、海底に生息する軟体動物や環形動物を主な対象として、多様性、進化、生態の解明に取り組んできた。

特に、野外調査による自然史的発見の報告と、分子系統学的手法による生活様式の進化や適応進化の解明を

精力的に行ってきた。 

 

寄生・共生貝類の起源、進化、多様化に関する研究 

他の生物に寄生・共生する生物は様々な分類群で見られるが、その起源や多様化過程についての理解は遅

れている。私は、様々な動物に共生し、高い種の多様性を誇るウロコガイ科二枚貝類を対象に分子系統解析を

行い、宿主転換に伴う多様化や宿主利用様式の進化について解明した。また甲殻類の巣穴に共生する種が、

赤血球を軟体に豊富に有することを発見し、それが嫌気的な巣穴環境への進出に伴い適応的に獲得された新

規形質であることを明らかにした。さらに最近では、シャコに外部寄生する極めて珍奇な巻貝イシカワシタダミ属

の起源を分子系統解析によって詳しく検証し、自由生活性の祖先から、宿主の巣穴に片利共生する過程を経て、

段階的に体表寄生者へと進化を遂げたことを解明した。 

 

ユムシ動物の進化史及び共生者群集に関する研究 

環形動物のユムシ類を対象に、本分類群で初の網羅的な分子系統解析を行い、矮雄の起源や摂食様式の

進化、生息環境の進化的変遷について解明した。また、これまで綱扱いだったユムシ類に１科２亜科２族からな

る新たな分類体系を提唱した。さらに、国内のユムシ類の共生者群集の多様性を解明するとともに、干潟の粒

度の違いによって共生者の群集構成が劇的に変化することを発見した。 

 

環形動物における発音行動の発見 

大きな水中音を出せる生物は、海生哺乳類と魚類、甲殻類に限られると考えられてきた。しかし、我々はキム

ラハナカゴオトヒメゴカイという環形動物の１種が種内闘争の際に最大 157 デシベル（水中音圧）に及ぶ巨大な

音を出すことを発見した。さらに、発音の際に急速に膨らむ咽頭の動きの観察とその筋構造の解析からキャビテ

ーションによる発音メカニズムを提唱した。本成果は、柔らかな無脊椎動物でも大きな発音が可能であることを

示した点で新規性が高い。 
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受賞者講演：日本動物学会奨励賞 

 

コイ、ゼブラフィッシュ、サラマンダー、マウスなどの視細胞に関する多面的な研究 
 

佐藤 慎哉 （国立循環器病研究センター研究所） 

 
私は 2007 年より脊椎動物の視細胞を対象に、大阪大の大学院では生化学、ポスドク留学したセントルイス・

ワシントン大学では電気生理学、特定助教として着任した京都大学ではライブイメージングという、3 つの異なる

アプローチで研究を行ってきました。本講演では、視細胞のおもしろい性質を３つ、私の 14 年間の研究と絡めな

がらお話できればと思っています。 

 

【トピック１ 多様な色感受性】視細胞のおもしろさの一つに、桿体と錐

体という 2 種類の細胞が、光受容という共通の能力の中で見せる強い個

性があります。「桿体は明るさを、錐体は色を」というフレーズを耳にしま

すが、よくない表現です。なぜなら、錐体にも明るさを識別する能力があ

るからです。正確には、錐体にだけ色覚を可能にする複数のサブタイプ

がある、でしょうか。ただし例外があり、ある種の両生類は通常の緑感受

性型に加え、特殊な青感受性桿体を持ち、桿体でも色認識します。この

ことを利用して、私のポスドク研究前半では、サラマンダーの幼生が持つ

青感受性の錐体と桿体を比較する実験を行いました。同時期には、ビタ

ミン A をビタミン A2 に変換して、赤色光感受性を高める酵素を決定した

研究にも貢献しました。こちらにはカエルとゼブラフィッシュの眼球が使

用されています。 

 

【トピック２ 広いダイナミックレンジ】進化上、直感的にはサブタイプが多い錐体

の方が後発に感じますが、実は桿体の方が後発で、脊椎動物進化の初期に生じ

たと推定されています。桿体の光情報伝達系は、錐体より高い光シグナル増幅

効率と低い熱ノイズ、すなわち、高シグナルノイズ比を示し、究極の光感度である

単光子検出が可能な感度に到達しています。加えて、錐体も含め個々の視細胞

は光環境に応じて自律的に感度調節を行う順応能力を持ちます。高感度型の桿

体と低感度型の錐体が、それぞれ適当な順応を行うことで、我々の視覚は「星明

りから真夏のビーチまで」と形容される 1010 のハイダイナミックレンジを実現して

います。関連して、私の学位研究では錐体の暗順応に関わる酵素をコイ錐体か

ら精製・同定する実験を、ポスドク研究後半では桿体の光受容体ロドプシンの熱

ノイズに関係する測定をマウス桿体から行っています。 

 

【トピック３ 高い代謝活性】視細胞は、体の中で最も ATP 消費量の多い細胞と考えられ、桿体は 1 秒間に約 1

億、錐体は約 3 億分子もの ATP を消費すると推定されています（平均的なヒト

細胞では約 1000 万）。意外にも視細胞は、好気的な条件であっても、取り込ん

だグルコースの 80%以上を ATP 産生効率が低い解糖系を介して乳酸に変換し

ます。好気的解糖系、またはワールブルグ効果と呼ばれる、がん細胞など増殖

性細胞と似た代謝パターンです。私の最近の研究では、遺伝子組換えマウスを

使って、視細胞の特徴的な代謝を可視化する蛍光ATPイメージングなどに挑戦

しています。 

私は、対象を脊椎動物の視細胞に一点特化する代わりに、いろいろなテーマ

や方法論を少しずつ取り入れながら研究を進めてきました。研究を良い方向に

導いてくださった 3 名のメンターと研究仲間の皆様に感謝します。今後も、様々

な動物が持つ視細胞の個性を生かした研究をしたいと思っています。 

UV ⻘ 赤⻘ 緑

サラマンダー幼生は 2 種類の桿体
を含む 5 種の視細胞を持つ。⻘感受
性の桿体と錐体は同じ光受容体タ
ンパク質を発現するため、桿体と錐
体を比較するモデル系の一つとし
て使われている。 

0 10 0 10

GainGain

個々の視細胞は自律的に光
シグナルの増幅度を調節す
ることが知られている。 

グルコース 乳酸

好気的解糖系は、傷つきやす
い視細胞を修復する材料を
供給すると考えられる。 



7 

 

受賞者ポスター発表：日本動物学会女性研究者奨励 OM 賞 
 

植食性昆虫における寄主植物の脈切り・溝切り行動の多様な適応的意義の解明 
 

小林 知里 （東北大学生命科学研究科） 

 

 フィールドワークでの地道な観察の積み重ねにより、様々な植食性昆虫種が植物を傷つけてから摂

食するという、いわゆる「脈切り・溝切り」と呼ばれる行動を行うことがわかってきた。先行研究では、脈

切りや溝切りは食害に対し乳液や特殊浸出液を分泌する植物に対する対抗策としての機能のみが明

らかにされてきたが、実際にはそうした植物上以外でも脈切り・溝切りが見られることに注目し、行動の

多様な適応的意義を明らかにするために以下の仮説を立て、検証を行うこととした。 

 まずひとつ目は、擬態場所創出仮説である。これは、オオミオリシジミ幼虫およびコミスジ幼虫を対象

とする。これら２種は体色が枯れ葉色をしており、葉柄や茎、葉を脈切りすることで葉を枯らせ、自らの

体色そっくりの場を創り出すことで隠蔽擬態に成功しているのではないかという仮説である。仮説の検

証には、生きた葉と枯れ葉上での幼虫生存率や背景と幼虫体色のコントラストによる見つかりやすさ

検定を行い、枯れ葉創出が隠蔽効果をもたらすかどうかについて確かめる。また同時に、葉の質を改

変することの効果についても検証する。 

 ふたつ目は、誘導防御回避仮説である。これは、ウリキンウワバ幼虫およびハバチの１種の幼虫を

対象とする。これら２種の食草はそれぞれ、アレチウリなどのウリ科、そしてキク科の１種の草本であり、

葉の基部を脈切り・溝切りして萎れさせたものを摂食するが、植物に傷をつけても一見明らかな乳液等

の滲出は認められない。そこで、食害に対し植物が発動する誘導防御が、脈切り・溝切りにより弱めら

れ有害な防御反応を回避できるのではないかという仮説である。検証には、生きた葉と萎れた葉をそ

れぞれ与えた場合に生存率や成長速度に違いがあるかどうかを調べる。生きた葉で顕著に生存率低

下もしくは成長阻害が認められれば、脈切り・溝切りにより誘導防御が回避されていることを支持する

ことになる。 

 主にこれら 2 つの仮説を検証するという形で野外および室内実験による研究を進め、植食性昆虫と

植物との関係性について新たな理解が得られることを目指す。
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受賞者ポスター発表：日本動物学会女性研究者奨励 OM 賞 
 

昆虫における性選択によるオスの形態・行動の進化 
 

香月 雅子 （東京大学農学生命科学研究科） 

 

昆虫の繁殖に関わる形態・行動は多様であり、種間のみならず種内においても著しい変異がしばし

ば報告される。この行動・形態の違いは直面する環境などの様々な外的な選択圧と個体のもつ遺伝的

特性との相互作用に由来する。 

私はこれまでに複数の貯穀害虫を主な研究対象とし、繁殖に関わる行動や形態形質の遺伝的要因

を明らかにするとともに、環境的要因がどのような影響を及ぼすのかに注目し、研究を行ってきた。そ

のなかで、オオツノコクヌストモドキについて精力的に研究を行っており、オス間闘争に用いられるオス

の武器形質の存在がオスとメスの間で適応度をめぐる対立構造を生み、この対立下で個体の遺伝的

要因と直面する環境との相互作用がオスとメスの形態と行動に進化的影響をもたらすことを明らかに

してきた。 

オオツノコクヌストモドキのオスは、肥大した大顎を用い、エサ場やメスをめぐり闘う。より大きな大顎

を持ち、機能的に扱えるオスが闘争に有利で交尾成功が高いので、より大きな大顎を持つオスは、そ

の大顎を保持・使用のために前半身がより大きくなる一方で、腹部が小さな体型となる。メスの大顎は

肥大しないので、大顎の影響はないように見える。しかし、雌雄間で体型に関する遺伝的機構は共有

しているため、大顎が大きく交尾成功度が高いオスの遺伝子型を持つ娘は、腹部が小さくなる。産卵数

は腹部サイズに強く依存するため、交尾成功の高いオスの娘の産子数は低い。この最適な体型が雌

雄間で異なることで生じる雌雄の対立によって、オスの武器形質の進化はメスの腹部サイズの減少を

引き起こし、メスの適応度を減少させる。しかし、メスの子どもの性比を調べてみると、腹部の小さなメ

スは、オス間闘争に強い大顎の大きなオスをより多く生むことが明らかとなった。反対に、腹部が大き

なメスでは、産子数の多い娘をより多く生んでいた。 

上記した雌雄間の対立は一見、雌雄どちらかの繁殖の最大化を抑制するので、集団の増殖率に対

して有害に見えるが、天敵による外的な選択圧の緩衝材であり、個体群の維持に役立つことを最近明

らかにした。オスまたはメスのどちらかのみを、オオツノコクヌストモドキの捕食者であるコメグラサシガ

メの捕食にさらした人為選抜を行った。その結果、オスのみ捕食者にさらした集団では、大顎の大きな

オスは大きな大顎を保持することによる移動能力の低下によって捕食されてしまうため、オスの大顎サ

イズの減少（腹部サイズの増加）が見られた。さらに、体型がメスにも遺伝するため、大顎の小さくなっ

たオス捕食集団のメスでは、メスの腹部サイズが増加し、産子数の増加が見られた。つまり、オス個体

の捕食という個体数が減少するような選択圧が生じているにもかかわらず、メスでは産子数が増加し、

集団としては増加の方向に選択がかかるのである。一方、メスのみ捕食圧にさらした集団では、捕食

によるメスの腹部サイズには変化がみられなかったが、詳しくメスの形質を精査してみると、メスの捕

食者回避に関わる形質に影響が見られることが最近の研究結果から明らかになった。オスとメスとの

関係性、そして種を取り巻く環境がいかにその種の形態や行動に影響・多様性を与えるのかということ

は大変に興味深い研究テーマであり、今後もより理解を深めるため研究を行っていきたい。 
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受賞者ポスター発表：成茂動物科学振興賞 

 

スナギンチャク類の生物多様性と生態学：“マイナー”分類群研究の重要性 
 

James Davis Reimer （琉球大学理学部） 

 

本講演では、六放サンゴ亜綱に属し、イシサンゴ類やイソギンチャク類と近縁であるスナギンチャク

目に焦点を当て、これまでにわかっていること、未解明なことについて論じます。 

この分類群の研究の歴史を見ても、概して科学的な知見は十分とは言えず、我々がこれまで取り組

んできた分類学、多様性および生態学的な研究も、完璧なものとは決して言えません。スナギンチャク

目は、褐虫藻類と共生しサンゴ礁域に生息する熱帯性のものから、他の生物の表面に付着する深海

性のものまでをひろく包含します。多くの種は共生性で、甲殻類や軟体動物、棘皮動物、ヒドロ虫、海

綿そして刺胞動物と、多くの生物を依代として共生しています。したがって、知見は限られているにも関

わらず、スナギンチャク類は異なる環境への適応のメカニズムや海中での共生関係の進化などについ

て研究するのに、非常に適した分類群であると言えるのです。 

近年、世界中の様々な環境や地域から新たに採集されたサンプル等に対し、分子系統学的手法が

用いられるようになったことから、スナギンチャク類の多様性は再評価されつつあります。これらの研究

に基づいて、2007 年以降、この目に含まれる属と科の数は、なんと二倍以上に増えました。なかでも特

に、以前はよく知られていなかった深海やサンゴ礁域から見つかったグループや、そのほかの種よりも

大きさが極端に小さい種（一つのポリプが直径数 mm ほど）などの発見は、この分類群のより詳細な系

統関係を推定するのに非常に有意義なものでした。 

しかしながら、スナギンチャク類の研究には未だに多くの問題や疑問が残されています。この講演の

中で、私は特に我々の研究チームが取り組んでいるいくつかの内容を紹介したいと思います。例えば、

長膜亜目が進化の歴史の中でどうやってほかの分類群の生物たちとの共生関係を培ってきたのか、

そして種多様化を司る重要な要因である host-switching がどのようにしてもたらされたのかという研究

について。また、近縁なイワスナギンチャク属の数種について、分子系統学的なデータや有性生殖を

行う時期、サンゴ礁内の狭い範囲内での分布パターン、そして細胞内に共生している褐虫藻類の特徴

などを組み合わせることで種の境界を推定する研究についてもお話しします。そして最後に、太平洋の

異なる海域及び水深から採集されたイワスナギンチャク属のある種について行われた、栄養生態学的

研究について紹介します。 

これらの研究それぞれ一つ一つは、果てしなく大きなパズルの小さなピースにすぎません。しかし、

これらの結果から得られる、近縁なはずのイシサンゴ目とは大きく異なり、かつ特有の生態学および動

物学的知見は、多種多様な分類群の動物を研究することの大切さを物語っていると固く信じています。

近年の研究では、気候変動に付随して多くのスナギンチャク類が今よりも豊富に生息するようになる可

能性が示唆されており、地球の生態系が６度目の大量絶滅に直面していると言われる現代にあって、

いわゆる“マイナー”な生き物の知識は、かつてないほど重要になっているのです。 
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受賞者ポスター発表：茗原眞路子研究奨励助成金受賞 

 

プラナリアにおける記憶と学習の制御機構の解明 
 

井上  武 （鳥取大学医学部適応生理学分野） 

 

1955 年に McConnell らは、光と電気ショックによる古典的条件付がプラナリアで可能であることを示

した（Thompson & McConnell, J Comp Physiol Psychol, 1955)。その後、尾部断片から頭部を再生した

個体にも学習した記憶が残っているという報告や、学習した個体を学習していない個体に共食い

（cannibalism）させると記憶が転移されるという報告をした。さらに McConnell らは、これらの結果から記

憶は物質として全身に保存されるものであり、その記憶物質とは RNA であると主張した。しかし、再現

性が得られなかったことから、この記憶の転移に関する主張は受け入れられず、プラナリアの学習に

ついての信頼性までもが失われてしまった。 

近年では RNA 干渉（RNAi）法によって遺伝子の機能阻害をする場合は、二本鎖 RNA を餌と混ぜて

体内に取り込ませる手法が用いられている。また筆者は、プラナリアが光と電気ショックによって学習

することを確認した。これらのことは、RNA を介した神経機能の調節について新たな解釈を示すもので

あり、RNAi が脳内の長期的な遺伝子発現を調節する生理機能の 1 つである可能性を示唆している。 

プラナリアは、進化の最初に脳を獲得した動物に近く、現存する動物の中で原型に非常に近い脳を

もっていると考えられている。そのため、プラナリアの脳を解析することで、動物の脳の原型に近いしく

みを明らかにできると考えている。プラナリアの脳は単純な構造にもかかわらず機能的であることに加

え（Inoue et al, Zool Sci, 2004)、多様な環境情報を脳に集約・統合して行動戦略を意思決定するといっ

た高次機能も備えている（Inoue et al, Zoological Lett, 2015)。しかし、プラナリアの脳高次機能がどのよ

うに調節されているかについての大部分が未解明のままに残されている。 

そこで本研究では、プラナリアの記憶と学習を調節している神経回路と分子基盤を明らかにし、

McConnell の課題に解答を提供するとともに、動物の脳機能の基本のしくみの理解につなげたい。 

 

Thompson, R. and McConnell, J. V.: Classical conditioning in the planarian, Dugesia dorotocephala. 

J. Comp. Physiol. Psychol. 48: 65-68, 1955 

Inoue, T., Kumamoto, H., Okamoto, K., Umesono, Y., Sakai, M., Sanchez Alvarado, A. and Agata, K.: 

Morphological and functional recovery of the planarian photosensing system during head 

regeneration. Zoolog. Sci. 21: 275-283, 2004 

Inoue, T., Hoshino, H., Yamashita, T., Shimoyama, S. and Agata, K.: Planarian shows decision-making 

behavior in response to multiple stimuli by integrative brain function. Zoological Lett. 1: 7, 2015 
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受賞者ポスター発表：茗原眞路子研究奨励助成金受賞 
 

直接発生型ヒトデ類における成体原基形成機構の解析 
 

北沢 千里 （山口大学教育学部理科教育教室） 

 

棘皮動物門の一綱をなすヒトデ類の幼生において、成体原基は幼生から成体に変態していく過程で

極めて重要な構造体である。同じ門に属するウニ類においては、発生学的な知見に富み、成体原基の

構築過程についても解明されつつある。一方、ヒトデ類については実験発生学的知見が未だ十分では

なく、幼生体内に形成される成体原基の構造やその構築過程は依然不明である。 

ヒトデ類の発生様式には、餌を食べる浮遊幼生期を経る間接発生型と、卵黄の栄養を基として餌を

食べずに変態する直接発生型がある。前者では、ビピンナリア幼生期とブラキオラリア幼生期の2つの

幼生期を経る間接型とビピンナリア幼生期のみを経る非ブラキオラリア型が存在する。一方、後者の

直接発生型においては、ブラキオラリア幼生期のみを経る直接型や俵型幼生期を経る俵型が存在す

る。直接発生型種の中には、胚や幼生を成体の体内や腕の下で哺育する種や、自家受精を行う種な

どもいる。今回、このような発生様式の多様性が生ずる要因のひとつとして、ヒトデ類独自の成体原基

構造やその構築過程を獲得してきたことに起因するのではないかという着想に至った。 

ヒトデ類の形態形成に関する研究は、間接発生型種で行われ、自身もある間接発生型種の幼生が

自切などにより体の一部からもう 1 個体を形成して、変態することを発見した。ヒトデ類の成体も再生能

が高いことを考えると、間接発生型だけでなく、直接発生型ヒトデ類の幼生も同様に成体原基を再構築

できる再生能をもつことが推測された。予備的にヒトデ幼生を前後方向に二分したところ、間接発生型

では前後共に再生・変態したのに対し、直接発生型では前後共に欠如部分の再生は認められず、後

方部のみが変態することを発見した。間接および直接発生型間で、発生後期に有する形態形成能が

異なる可能性が考えられ、両者の成体原基形成時における各領域の発生能について実験発生学的に

明らかにすることが重要であると考えられた。予備的な実験結果を基に、直接発生型ヒトデ類の成体

原基形成機構を解析することで、それぞれの発生型をもつヒトデ類の発生過程においてどのような戦

略を獲得してきたかを考察することを本研究の目的とする。 

この度、本研究目的の達成に向け茗原眞路子研究奨励助成を賜り、まず、山口県沿岸に生息する

直接発生型ヒトデ類を用いて、成体原基の構造の発達を、光学・走査型電子顕微鏡観察ならびに切片

を作製し内外の形態を間接発生型種と比較し追跡する。次に、成体原基の主要な構成要素となる外

胚葉および中胚葉の運命決定に着目し、顕微手術を施し各領域における細胞運命の特定やその後の

発生運命の追跡を行う。更に、直接発生型種の変態をもたらす機構を調べるために、幼生期までに発

生制御の中心となる因子や、脊椎動物などの再生機構に関与する因子に着目して、阻害処理等によ

りその影響を追跡する。これらの実験で得られた結果を基に、ヒトデ類幼生の成体原基の構築機構を

考察し、棘皮動物の進化について考察する。 
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受賞者ポスター発表：茗原眞路子研究奨励助成金受賞 

 

アブラムシの細胞内共生を可視化するライブイメージング技術の開発 
 

依田 真一 （自然科学研究機構基礎生物学研究所進化ゲノミクス研究室） 

 

昆虫アブラムシとその細胞内共生細菌ブフネラはお互い相手なしでは生きられないほどの相互依存

関係にある。その特異さゆえ、アブラムシは共生研究のモデル系として 100 年以上も研究されてきた。

アブラムシは腹部体腔内にバクテリオサイトとよばれる共生に特化した細胞群をもち、その細胞質での

みブフネラが棲んでいる。アブラムシの細胞内共生は、これまでに生理学的・生態学的な側面から盛

んに研究されてきた。しかし、細胞内共生を支える分子基盤の詳細はほとんど分かっておらず、現状

は遺伝子発現レベルに基づく候補遺伝子の枚挙や状況証拠の蓄積にとどまっている。その主な原因

は、細胞内共生の分子動態を可視化する方法がなかったためである。 

アブラムシの細胞内共生系は、バクテリオサイトとブフネラの間でダイナミックに情報伝達が行われ

る動的なシステムである。これまでに、ブフネラの生存に必須な遺伝子がアブラムシゲノムに水平伝播

していることや、バクテリオサイトで特異的に発現する遺伝子が複数見つかっていることなどから「何ら

かの密接な情報伝達がバクテリオサイトとブフネラの間で行われている」と考えられている。しかしこれ

までアブラムシでは有効な遺伝子改変技術がなかったため、細胞内共生の分子基盤のほとんどはわ

かっていなかった。このたびの助成を受け、本研究ではアブラムシの細胞内共生を可視化するライブイ

メージング技術の開発を目指す。そのさきがけとして、遺伝子改変動物の象徴である全身で発光する

アブラムシを作出する。私はアブラムシの受精卵で行った最近の実験結果から、piggyBac トランスポゾ

ンを介した外来遺伝子導入がトランスジェニックアブラムシの作出に有効である可能性を見出した。本

講演ではこれまでの研究概要と本助成における研究計画についてご紹介したい。 
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