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領域代表者：野崎智義（国立感染症研究所）

本領域の目的

　平成 23 年夏にキックオフした文部科学省新学術領域「マトリョーシカ型進化原理」も早いもので
3 年目の後半を迎えました。班員、関連学会員、その他、「内部共生に駆動された進化」という基本
概念を中心に結集した多くの心熱き研究者の相互作用の結果、素晴らしい成果が着実に生まれつつあ
ります。平成 25 年の夏に行われた中間評価においても、研究領域の設定目的に照らして、期待どお
りの進展が認められる（評価 A）として、領域の着実な発展と研究成果を評価されました。同時に、
領域の学問分野としての独立と新しい進化原理のビジョンの明確化を目指すように、領域代表の強い
リーダーシップと積極的・有機的な連携・共同研究の推進による共通原理の導出を求められました。
　本稿では、初めてこのニュースレターを見られる研究者や学生もおられるでしょうから、やや繰り
返しにはなりますが、本領域の現在での進捗を確認し、今後の 5－10 年後の新学問領域の将来を先見
するためにも、もう一度本領域の目的・意義を振り返りたいと思います。同時に、今後この領域が連
携するべき学問領域や科学技術などを模索しながら、本領域が発展していく方向性について考えてみ
たいと思います。

全体の目的と班構成

　真核生物のもつ高効率エネルギー産生系、性、細胞死、多細胞化などの高次機能が、細菌の内部共
生によって成立したミトコンドリアや葉緑体に依存していることは良く知られています。本領域で
は、細胞内共生細菌のオルガネラ化過程と、内部共生の真核生物の進化における役割を詳細に解明す
ることを目的とします。一般にミトコンドリア・色素体などのオルガネラは細胞内共生菌を宿主が隷
属化することにより成立するとされています。しかし原生生物・藻類等ではオルガネラが宿主を支配
する逆転現象が知られています。また、細胞内共生が 2度起こって成立した二次共生色素体や、別の
真核生物内に寄生できるマラリア原虫・トリパノソーマといった原生生物も知られています。本研究
領域では、この多層的内部共生現象をマトリョーシカ人形に例え、共生に駆動されるオルガネラの成
立と真核生物の進化を多層空間的に理解することを目指しています。内部共生によるオルガネラと宿
主の変化の過程（マトリョーシカ化）の段階を 3 つの相（A-C）に分けて（右図）、本領域は 3 班構
成で研究を展開しています。

各班の役割、今後必要な連携、将来の発展性

　A班では、自然界からオルガネラ進化に繋がる、異種生物間の様々な共生・寄生関係を検出し、そ
の仕組みを解明することを目的にしています。自然環境中や生物内の細胞間・細胞内共生現象の初期

領域代表挨拶 
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状態の探索を目指すメタゲノム・EST 解析、共生体間（及びオルガネラ宿主間）の代謝相互作用の
解明を目指すメタボロミクス解析、共生・寄生体の宿主侵入など細胞内共生の成立・破綻の分子機構
解析などの研究が含まれています。今後特にこれらのマルチオミックス手法を統合するバイオインフ
ォマティクスの役割が大きくなると予想されます。
　B 班では、様々な進化過程にあるミトコンドリアや色素体に関連したオルガネラの多様な成り立ち
を解明しようとしています。オルガネラ―宿主間の遺伝子移動・物質輸送、オルガネラの機能進化な
ど、ミトコンドリア・色素体等共生に由来するオルガネラの成立・進化に関する様々な内容が研究対
象となります。もちろんミトコンドリア病などオルガネラが関連する疾病の病態の解明や創薬が応用
研究として重要であり、本研究領域の成果が将来的にこれらの領域に発展していくことが望まれま
す。更に、関連した項目として、メタゲノムなどのビッグデータからのデータ抽出、細胞内局在シグ
ナルの予測、オルガネラ局在タンパク質の予測などのバイオインフォマティクス解析も、本領域の発
展に不可欠な方法論であると思います。
　C 班では、内部共生体・寄生体、オルガネラによって細胞機能を調節されたり、核ゲノムの進化の
方向までも駆動される、共生体駆動による真核生物進化の仕組みを解明します。同時に、内部共生型
生物進化を人為的に作出することを目指しています。天然に存在しない新たな共生関係を細胞工学技
術により人為的導入する細胞機能改変や、オルガネラへの新規機能賦与、オルガネラの種間交換の技
術開発が今後極めて重要です。またオルガネラ病治療へ繋がるオルガネラ修復などの技術開発が今後
応用研究として派生してくることが期待されます。

出会い

統合

共生の開始

共生体のオルガネラ化

発展

細胞内共生
発展型

オルガネラによる
宿主の改変

A 共生の成立機構

B オルガネラへの進化 C オルガネラによる
宿主支配

図２ マトリョーシカ化成立の３段階



04 文部科学省 科学研究費補助金 新学術領域研究「マトリョーシカ型進化原理」News Letter　Vol.4

ミトコンドリアを葉緑体につくりかえる !?　
～人工光合成細胞を用いた光駆動有用物質生産系の開発～
原　清敬（神戸大学　自然科学系先端融合研究環）

　石油資源の枯渇が現実性を増し、生体や環境にやさし
いクリーンな代替エネルギーが望まれる時代にあって、
無尽蔵に存在する光エネルギーを利用する太陽電池や、
光エネルギーを有機物として蓄積した植物体をエネルギ
ー源や化成品の発酵原料として用いようとするバイオリ
ファイナリーの研究が盛んである。また、光合成細菌や
藍藻などの光合成能を有する微生物を用いて、光エネル
ギーから有用物質を生産させる研究が行われている。し
かし、これらの微生物は一般に増殖速度が遅いことから
物質生産宿主としての実用化は現状困難である。一方、
筆者らは、増殖速度が速い大腸菌や出芽酵母などの発酵
微生物に代謝工学や合成生物工学的な改良を施し、様々
な有用物質の生産性を向上させる研究を行っている。し
かし、目的物質の生産性が向上するにつれ、自然界での
暮らしでは考えられない偏った重労働を課せられたこれ
らの発酵微生物が、しばしば細胞内エネルギー（ATP）
不足に陥り、目的物質の生産性が頭打ちする事態に直面
してきた。そこで、筆者らは、本来は光合成能を持たな
いこれらの発酵微生物に、人工的に光合成能の一部であ
る光リン酸化能を賦与することで人工光合成細胞を創製
し、光エネルギーを利用可能にする新しい光駆動有用物
質生産プロセスの開発を目指している。
　実際には、この人工光合成細胞の開発に先立ち、光駆
動 ATP 再生小胞の作製を行った（図 1）。筆者らは、好
塩菌が有する膜タンパク質で、光エネルギーから細胞の
エネルギーの一形態であるプロトン濃度勾配（PMF）

をつくることのできるバクテリオロドプシンに着目し
た。また、古細菌やバクテリアの細胞膜および真核生物
のミトコンドリア膜に存在する ATP 合成酵素は、この
PMF のエネルギーを用いて、ATP を合成することがで
きる。光駆動ATP再生小胞の作製を構想していた当時、
ATP 合成酵素の酵素学的な ATP 合成活性の測定を主
な目的として、バクテリオロドプシンと ATP 合成酵素
を再構成した膜小胞の調製が行われていた （図 1 中の
A）。この膜小胞では、光の照射によりバクテリオロド
プシンが小胞外のプロトンを小胞内に輸送し、形成され
た小胞内外の PMF を駆動力として ATP 合成酵素が
ADP とリン酸から ATP を合成する。しかし、このタ
ンパク再構成膜小胞を調製するためには、膜小胞の調製
のほか、高度好塩菌の培養とバクテリオロドプシンの精
製および好熱菌の培養と ATP 合成酵素の精製、さらに
はこれら 3つのコンポーネントからのタンパク再構成膜
小胞の調製という多段階の煩雑なステップを経る必要が
あり、この膜小胞を物質生産に利用することは現実的で
なかった。そこで、筆者らは、「大腸菌の細胞膜を破砕
し膜面積が小さくなると、物理的に安定な本来と反対向
きの反転膜が形成される」という性質を利用し、バクテ
リオロドプシンの一種であるデルタロドプシンと、好熱
菌 ATP 合成酵素を発現させた大腸菌の反転膜から成る
光駆動 ATP 再生小胞を簡便に調製することに成功した
（図 2）。さらに、この光駆動ATP再生小胞（図 1中の B）
と ATP 駆動反応を共役させることに成功した（図 1）。

TOPICS

図 1．光駆動 ATP 再生小胞の形成と ATP 駆動プロセスへの利用（概略）
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本手法を用いれば、光照射により光駆動 ATP 再生小胞
が持続的に ATP を再生することで、光駆動の有用物質
生産が可能である（文献 1）。
　次に、筆者らはデルタロドプシンを細胞内で働かせる
ことにより人工光合成細胞を創製することができれば、
反転膜の調製が不要な究極の光駆動物質生産プロセスの
開発につながると考えた。そして、ミトコンドリアはバ
クテリア由来であるとする細胞内共生説に基づけば、

「大腸菌の細胞膜で機能するデルタロドプシンは、ミト
コンドリア膜でも機能するのではないか」と考えた。そ
こで、目標である発酵微生物のミトコンドリアへの光リ
ン酸化能の賦与に先立ち、ミトコンドリア局在化シグナ
ルを結合した外来タンパク質のミトコンドリアでの発現
手法が確立されている哺乳類培養細胞での検証を試み
た。実際に筆者らは、細胞生物学のバックグラウンドを
持つ早稲田大学の澤村直哉准教授、朝日透教授および博
士課程学生の和田丈慶氏とともに、デルタロドプシンを
哺乳類培養細胞のミトコンドリアで特異的に発現させる
ことにより、光に応答して PMF が増加する細胞を作製

することに成功した（文献 2）。具体的には、デルタロ
ドプシンを哺乳動物細胞のミトコンドリアにおいて特異
的に発現（図 3）させたのち、この細胞に光照射を行うと、
哺乳動物細胞ミトコンドリア内で呼吸鎖の PMF が増加
するとともに、ミトコンドリア機能を阻害し、パーキン
ソン病モデルを誘導する薬剤として用いられる 1-Meth-
yl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine（MPTP）による
神経細胞死が抑制されることを明らかにした ( 文献 2)。
本技術は今後、再生医療技術との融合によりパーキンソ
ン病などの治療にも役立つ可能性も秘めている。
　現在は、哺乳動物細胞での成功をさらに進展させ、発
酵産業で最も活躍している発酵微生物の 1つである出芽
酵母のミトコンドリアにデルタロドプシンを発現させた
人工光合成酵母の創製を進めており、将来的には、太陽
光エネルギーを利用した有用物質生産プロセスの構築に
つなげたい。また、ミトコンドリアに光リン酸化能を賦
与する本研究は、オルガネラに新たな機能を賦与し、細
胞機能を改変する革新的なマトリョーシカ工学技術の開
発につながると考えている。

1) “ATP photosynthetic vesicles for light-driven bio-
processes.”
Kiyotaka Y. Hara, Rie Suzuki, Toshiharu Suzuki, Masa-
suke Yoshida, Kuniki Kino
Biotechnology Letters 33(6):1133-8 (2011)
2) “Construction of photoenergetic mitochondria in cul-
tured mammalian cells.”
Kiyotaka Y. Hara, Takeyoshi Wada, Kuniki Kino, Toru 
Asahi, Naoya Sawamura
Scientific Reports 3, 1635; doi:10.1038/srep01635 (2013)

図 2. 光駆動 ATP 再生小胞の TEM 画像

図 3. 哺乳類培養細胞におけるデルタロドプシンのミトコンドリア特異的発現
左から、デルタロドプシンのみ、ミトコンドリアのみ、デルタロドプシンとミトコンドリアが共局
在を示す蛍光顕微鏡像。Scientific Reports 3, Article number: 1635, Figure No. 1c, 09 
April 2013. © Macmillan Publishers Limited.
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　平成 24 年度新学術領域・マトリョーシカ班・ゲノム支援公募を 2012 年 11 月に行い、総括班員から 3 課題、公募班
員から 1 課題のご応募があった。総括班員の書面審査にて応募課題 4 課題を採択（2012 年 12 月 12 日）し、応募者に
支援を行った。個別課題の概要を下記に記す。 

（国立感染症研究所・病原体ゲノム解析研究センター　黒田　誠）

山口博之（北海道大学）温泉から分離されたアメーバの共生細菌原始クラミジア Protochlamydia
のゲノム解読
　自然環境より高温な哺乳動物細胞への適応進化を解明するため、温泉由来 Acanthamoeba 
HS-T3 株から単離された Protochlamydia のゲノム解読を目的とした。Illumina HiSeq2000 で
101bp ペアエンド約 1942 万リードを取得、感染研・ゲノムセンターでアセンブルの結果、計
2.3Mbp のコンティグをカバレッジ 840 倍で得た。北海道システムサイエンスへの委託。支援
金額 31.5 万円。（写真出典Environmental Microbiology, DOI: 10.1111/1462-2920.12266）

井上　勲（筑波大学）二次共生における共生藻のオルガネラ化過程の解明
　二次共生の途中段階における共生藻から宿主核への遺伝子転移を議論するため、ハテナ
Hatena arenicola のトランスクリプトーム解析を目的とした。ハテナから抽出した total RNA
から cDNAを合成・増幅し、Illumina MiSeq で 100bp ペアエンド約 4.4 Mリードを取得した。
ゲノム支援班による配列決定と解析支援。支援金額 100 万円。

野崎智義（国立感染症研究所）自由性生活性嫌気性原生生物のゲノムシーケンシング
　赤痢アメーバの持つミトコンドリア関連オルガネラの進化を議論するため、海中の砂泥中か
ら得た自由生活性の近縁種 Entamoeba sp.（新種）のゲノム解読を目的とした。20kbと 8kbの
メイトペアライブラリを調製し Illumina HiSeq2000 でそれぞれ 16 Gb、20 Gb を取得、感染研・
ゲノムセンターでアセンブルの結果約 24 Mb のコンティグをカバレッジ 140 倍で得た。オペ
ロンへの委託。支援金額 157.5 万円。

洲崎敏伸（神戸大学）原生動物を用いた人工細胞内共生系の創生
　ミドリゾウリムシの細胞内共生に必要な遺伝子を網羅的に把握するため、共生藻を排除し
た無色ミドリゾウリムシ（Paramecium bursaria Kb1）と、無色ミドリゾウリムシにクロレラ
（Chlorella variabilis NC64A）を共生させた改変ミドリゾウリムシの 2 者の比較トランスクリ
プトーム解析を目的とした。2 者からそれぞれ RNA 抽出後 directional RNA-seq ライブラリ
を調製し Illumina Hiseq2000 で 100bp ペアエンド合計 28 Gb を取得、感染研・ゲノムセンタ
ーで発現解析を行った。タカラバイオへの委託とゲノム支援班による解析支援。支援金額
141.75 万円。

平成24年度ゲノム支援報告   
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◆◆ 第６回日本進化原生生物学研究会・原生生物フェスティバル
　2013 年 6 月 29・30 日に神戸大学梅田インテリジェントラボラトリで第６回日本進化原生生物学研究会（JSEP）と
原生生物フェスティバルがおこなわれました。私は JSEP に参加するのは今回が初めてでしたが、日本原生動物学会
とは異なる研究材料・マトリョーシカ型進化原理とは異なる研究手法を用いた研究が多くあり、しきりに感動してい
ました。また、発表者が若い人が多かったことも大きな刺激となりました。
　原生生物フェスティバルは 30 日の 12：00～16：00 に催され、場所が阪急梅田駅徒歩３分ということもあり多くの
来場者でにぎわいました。特別講演では岩国市立ミクロ生物館館長の末友靖隆さんにお越しいただきました。丁寧で
わかりやすいお話と豊富な映像データで子どもから大人まで楽しめる内容の講演をしていただき会場は終始満席でし
た。ワークショップや希望者への原生生物の提供、原生生物関連グッズの物販も大変好評で場内はとても活気づいて
いました。
 （神戸大学・松元里樹）

◆◆ マトリョーシカ生物の世界◆2013
　◆―◆国際シンポジウム◆&◆第２回マトリョーシカ型生物学研究会◆―◆

　2013 年 7 月 24 日から 26 日までの 3 日間、「マトリョーシカ生物の世界 2013」と題して、京都のホテルガーデン
パレスで第 2回マトリョーシカ型生物学研究会と公開国際シンポジウムを開催した。この会議は本領域の班会議を兼
ねているが、夏の班会議は一般公開の研究会とし、冬の会議は班員を対象とした通常の班会議とする、という領域の
方針に従って、一般からの研究発表を含む完全な一般公開の形で行われた。
　3 日間の会期中、研究会の口頭発表が 38 件、国内外の招待講演者によるシンポジウム講演が 9 件、ポスター発表
が 35 件、合計 82 件の研究発表が行われた。参加者総数は 124 名で、3 日間の延べ総数は 360 名にのぼった。その多
くは領域班員とその同伴者や関係者だったが、事前にポスターや各種のメーリングリストなどで広報を行った結果、
領域外からの一般参加者も 36 名を数えた。
　「マトリョーシカ」と唱えることができれば、どのような研究発表でも受け入れるという懐の深さと、多様なバッ
クグラウンドからの賑やかディスカッション、というのがこの研究会の特色だが、口頭発表には 8つのセッションを
設けた。
　それらは、異種生物による共生系の成立（8件）、感染と共生の分子機構（7件）、植物オルガネラの機能と進化（7
件）、ゲノムの縮退・再編成（5 件）、遺伝子移動（3 件）、核－オルガネラの相補性・不和合性（3 件）、オルガネラ
への輸送（3件）。マトリョーシカ工学（2件）と多様な領域とトピックを含んでいる。このレパートリー自体が、今
後私たちが「共生系の生物学」という新しい学問領域を継続して発展させていくための、一つの手掛かりになりそう
である。また、ポスター発表でも、これらのトピックに関係するユニークな研究発表が行われ、ポスターディスカッ
ションの時間は、会場に人があふれ、ミキサーのビールも触媒となり、大いに盛り上がった。
　会議の 2日目には、Matryoshka-type Evolution of Eukaryotic Cells と題した公開国際シンポジウムと、全体の懇
親会を開催した。シンポジウムには、守屋繁春氏（理研）、橋本哲男氏（筑波大）、金子修氏（長崎大）の 3名のオー

活動報告
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ガナイザーによる三つのセッションを設け、それぞれ、Organisms to Organelles、 Biology and Evolution of 
Mitochondrion-related Organelles、From Organelle to Behavior、 と題して、真核細胞の共生進化に関連する 3つの
断面について、招待講演者による研究発表が行われた。海外からは、Nathan Lo 博士（シドニー大学）、Miklós 
Müller 博士（ロックフェラー大学）、Boris Striepen 博士（ジョージア大学）の著名な研究者に参加していただいた。
また、同日夜の懇親会には、安くはない参加費にもかかわらず、100 名近い方々に参加していただき、こちらも会場
が人で一杯になった。
　今回の会議は、適度な大きさの会場に、参加者ができるだけ缶詰になって、3 日間、密度の濃いディスカッション
を繰り広げる、というコンセプトで、準備と運営を行った。ガーデンパレスさんのご協力もあり、会議自体は円滑に
進んだが、今回の準備で最も苦労したのは、間際まで、実際の参加者数が読めない、ということだった。最終的には、
会場のサイズを考えると、適度な参加者数におさまったが、今回の会議日程が、多くの大学での授業期間中、もしく
は前期試験の直前だったことを考えると、8 月か 9 月の夏期休業中に実施すれば、より多くの一般参加者を見込めた
のかもしれない。その意味で、会場の規模と場所、会期等の設定は、次回以降への検討課題であろう。
　因みに、今回の会議中の数百枚のスナップショットが、http://www.matryoshka-evolution.jp/symposium/photo
からパスワードmat-kyoto でダウンロード出来ますので、ご自分の姿をご覧になりたい勇気のある方は、是非お試し
下さい。
　最後になりますが、本会議の準備については、京都事務局、領域事務局の関係者の方々にご協力をいただき、さら
に、会期中の会場運営にあたっては、神戸大学、筑波大学、感染研、東大、京都府大をはじめとする多くの関係者の
方々にご協力を頂きました。無事に会議を終えたことに安堵するとともに、ご協力頂いた全ての皆様に、改めて感謝
申し上げます。 （小保方潤一）



10 文部科学省 科学研究費補助金 新学術領域研究「マトリョーシカ型進化原理」News Letter　Vol.4

◆◆ マトリョーシカフェ03－04◆in◆京都
　2013 年春、東京にて人気を博した「マトリョーシカフェ01－02」。マトリョーシカ型生物やその進化の面白さを一
般の方々に伝えるとともに、多彩なバックグラウンドを持つ人々から生まれる思いがけない着想によって、研究者ら
も大いに刺激を受けることをねらった双方向的サイエンスカフェである。
　そんな好評イベントの第 2弾がこのたび盛夏の京都で開催された。2013 年 7 月 26 日・27 日の両日程にわたって成
功を収めた「マトリョーシカフェ03－04」、その模様を報告する。
　初日は風情ある日本家屋の座敷を会場に、夕方からの開会となった。サイエンスカフェと思えぬ幽玄な雰囲気の中、
クロレラと共生する生物の数々を語ったのは洲崎敏伸博士（神戸大・准教授）である。二日目は趣向を変え、昼下が
りのカフェにて食事を楽しみながらの生物談義となった。スピーカーを務めた早川昌志氏（神戸大）は、マトリョー
シカ型進化が生じる契機のひとつ、捕食行動にフォーカスし原生生物の「食事」ムービー集で会場を驚かせ続けた。
　両日とも、参加した方々には「未来のマトリョーシカ型生物」を創造していただき、発表会を行った。遊びゴコロ
と科学ゴコロに満ちたこれら生物たちは、マトリョーシカフェ公式ウェブサイト（URL 下記）にて公開予定のため
要チェックである。
　会を通じ印象に残ったのは、リラックスした中にも終始活気溢れていたことである。語り手がスライドを一枚繰る
ごとに会場からはコメントや疑問が気軽に発せられたり、そのまま三々五々の小さな議論が始まったりと、こうした
相互作用はカフェの距離感ならではだ。さらにパワーアップした、マトリョーシカフェ第３弾の開催が今から待ち遠
しく思われる。

（筑波大学・松尾恵梨子）
マトリョーシカフェ公式ウェブサイト：http://cafe.matryoshka-evolution.jp/
カフェの開催予定、活動報告等もここに掲載される。

◆◆ ICOP◆XIV（International◆Congress◆of◆Protistology◆XIV）
　2013 年 7 月 28 日から 8 月 2 日までの 6 日間、カナダはバンクーバーで開催された国際原生生物学会議（以下、
ICOP）に参加してきたので、その様子について報告したい。ICOP は 4 年に一度開催される、幅広い分野の原生生
物研究者が一堂に会す非常に規模の大きい国際会議である。日本からも本領域に参画している研究者を含め約 15 名
の研究者・大学院生が参加していた。
　本会議は毎日が、著名な研究者による 1 時間の Plenary Talk から始まり、その後にシンポジウムと口頭発表のセ
ッションがパラレルで開催されるというスタイルであった。Plenary Talk には、様々な分野の原生生物学を代表・
牽引している研究者が演者として名を連ね、各日とも会場に人が入りきらないほど盛況であった。個人的には、とも
に真核生物の原始的特徴や初期進化に関する発表をされていた Patrick Keeling 博士（3 日目に発表）と Alastair 
Simpson 博士（4 日目に発表）が、互いに全く異なるアプローチで研究を行い、それぞれ異なる着地点で結論を出し
ていたのが非常に対照的で興味深かった（２人の結論に矛盾や衝突がある訳ではない）。博士たちの研究のなかで得
られた知見を包括的に結びつけつつ真核生物の原始的特徴や初期進化に関する理解を得ることが今後の課題であると
感じられた。
　シンポジウムには、“真核生物初期進化”や“原生生物の寄生様式”、“繊毛虫生物学”などに関する合計 11 件の企
画が催され、近年精力的に研究を行っている若手研究者から、これまで原生生物学を牽引して来たレジェンドな先生
まで、さまざまな研究者による魅力的な発表が連なっていた。本領域の代表である野崎智義博士と Patrick Keeling

未来のマトリョーシカ型生物26 日「クロレラと生きる動物たち」 27 日「プレデターから共生へ」
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博士が共同で企画されたシンポジウム“Organelles & Endosymbionts”も非常に盛況であり、各発表に対して聴衆
からは積極的な質問やコメントが繰り返されていた。
　本稿では、個々の研究発表について詳しく述べることは出来ないが、口頭発表では最新技術を駆使したモダンな研
究から、形態観察にもとづく伝統的な分類学的研究まで見受けられ、本会議が包括する分野の幅の広さを改めて感じ
ることが出来た。個人的には、これまで研究があまり進んでいなかったアルベオラータ生物群内の初期分岐系統に関
する複数の研究発表（形態や詳しい系統的位置、痕跡的葉緑体の機能など）が興味深かった。また、１つの生物種の
生活環や生育段階の異なるステージのそれぞれについて、次世代シーケンサーを用いた発現遺伝子解析を行った研究
発表が複数件見受けられ、大量シーケンスデータに基づく議論がいよいよ普遍的なものになっているということを実
感させられた。
　次回の ICOP は 2017 年にチェコ共和国のプラハで開催される予定である。そして、プラハでは水よりもビールの
方が安いとのことである。プラハを楽しみに研究をより一層精進しよう思いは、決して不純なものではないと信じて
いる。

（海洋研究開発機構・矢吹彬憲）

◆◆ 第 12回国際細胞共生学会

　カナダ、ハリファックス、ダルハウジー大学にて開催された第 12 回国際細胞共生学会（2013 年 8 月 18～22 日）
に参加したので、その会議の様子と興味深かったトピックスを皆様にご紹介したい。
　真夏でも 24～26 度と快適な気候の中、ハリファックスでの会議は始まった。会議では細胞内共生進化学に関連す
る系統進化、ゲノム、オルガネラ遺伝子発現制御、オルガネラ輸送の分野の研究者が、最新の研究成果について講演
を行い、活発な討論を行った。参加者数は 68 人、口頭発表演題が 44 件と比較的小規模な会議となったが、その分だ
け参加した研究者同士でのディスカッションを密に行うことができ、個々の交流をより一層深めることができたと思
われる。日本からの参加者は 13 人と高い比率を占め、当該学術分野における日本の存在感の大きさを改めて感じさ
せた。本研究領域（「マトリョーシカ型進化原理」）に関わる研究者も７名が口頭発表を行い、なかでも東京大学、松
崎グループ（B01 班）の坂本寛和博士の研究発表は極めて高い評価を受け、ポスドク部門の発表賞を受賞する栄誉に
輝いた。
　今回の会議ではダルハウジー大学のMichael W. Gray 博士とフランスのリール大学の Steven G. Ball 博士のミトコ
ンドリア・色素体の共生進化に関する講演が特に印象深かった。詳細は省くが、Gray 博士は、ミトコンドリア・プ
ロテオームの解析結果から、ミトコンドリアの起源と考えられているα-プロテオバクテリアより先に始原真核細胞
に入りこんだバクテリアが存在していて、そのバクテリアから宿主に転移した遺伝子が機能することでα-プロテオ
バクテリアからミトコンドリアへの進化が促されたのではないかという大胆な仮説を発表した。一方、Ball 博士は、
植物の細胞内共生進化の初期過程において、宿主細胞にはクラミジア様細菌が寄生しており、それらが宿主細胞とシ
アノバクテリアの代謝系の連携を補助することで、植物の細胞内共生進化が成立したとの仮説を提唱した。彼らの仮
説の真偽についてはさらなる検証を待たなければならないが、もし本当ならば従来考えられてきた細胞内共生進化の
初期過程におけるシンプルな「宿主と一次共生者」だけのモデルは書き換えられることになる。二人の博士の講演を
聞いて、筆者は少なからず興奮した。二人の博士の研究を含め、近年、ゲノム、トランスクリプトーム、プロテオー
ムの巨大データ解析により、細胞内共生進化についてこれまで予想されていなかった事柄が次々と明らかになってき
ている。マトリョーシカ型進化の研究分野は今まさにパラダイムの転換期にある。そのような思いを今回の会議に出
席して強く抱いた。
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　最後に、ハリファックスの会議においてスタッフとして日本人グループのお世話をしてくださった谷藤博士夫妻に
この場を借りてお礼を申し上げます。

（京都府立大学・松尾充啓）

◆◆「ひらめき☆ときめきサイエンス」の開催報告
　日本学術振興会が行っているアウトリーチ活動のひとつに、「ひらめき☆ときめきサイエンス」があります。これは、
科研費によって得られた研究成果を小学校から高等学校に通う生徒・児童にわかりやすく説明し、科学に対する興味
と理解を深めることを目的としています。本領域もこのプログラムに応募し、「フツ～じゃないミクロ生物大研究！」
という企画が採択されました。そこで、2013 年 8 月 25 日に、神戸大学理学研究科を会場として、小学生 20 名を対
象とした会を開催しました。
　このプログラムでは、マトリョーシカ型生物の関与する細胞内共生現象によって創り出されてきた進化の仕組み
や、それを応用して私たちの暮らしに役立てる試みについて紹介しました。実施に当たっては、いくつかの生物を実
際に顕微鏡で観察したり、簡単な実験を複数実施したりすることで、生物と工学・医療など異分野が融合した幅広い
研究について小学生にも興味・関心が持てるような内容としました。特に、付き添いの父母・兄弟等の参加者が多か
ったので、可能な限り付き添い者にも実験・実習を体験してもらったことで、家族ぐるみで科学にふれあう機会を提
供できたと思います。講師は、本領域から洲崎敏伸・原清敬・吉村知里・MD　Shafiqul  Islam（神戸大学）、橘裕司・
牧内貴志（東海大学）が務めました。大学を訪問し、実際に実験や観察を行うことは、小学生にとってはめったにな
い貴重な体験ですので、サイエンスへの興味が刺激されたのではないかと思います。一方で、実施した私たちにとっ
ても、小学生を相手に、実に楽しいひとときを過ごすことができました。自発的に応募して参加してきたこどもたち
ですから当然かも知れませんが、積極的に質問してくれたり、熱心に実験に参加したり、普段接している大学生とは
ずいぶん気合いが違うなぁと感心しました。このような子供たちの熱気が冷めていかないような未来を創っていきた
いものです。

（洲崎敏伸）

（マトリョーシカ型進化について解説しています）
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◆◆ 日本進化学会第15回大会
　2013 年 8 月 28 日から 31 日にかけて、筑波大学を会場に日本進化学会第 15 回大会が開催されました。30 日午前中
には本領域の稲垣、神川、松崎、菊池がオーガナイズしたシンポジウム「進化的原動力としての共生」が行われ、領
域外からお呼びしたお二人を含む全 5題の発表について熱い議論が交わされました。領域外のお二人のご研究を簡単
に紹介しますと、北大の中川博士には熱水噴出口周辺に棲息する甲殻類や貝類に共生する化学合成細菌について、ゲ
ノム・メタゲノム解析により明らかになった共生細菌の役割や群集構造についてご紹介いただきました。また産総研
の棚橋博士にはマルカメムシが共生細菌を子孫に伝えるためのカプセルについて、トランスクリプトーム解析と
RNAi を用いた逆遺伝学的アプローチによる成果を印象的なムービーとともにお示しいただきました。シーケンシン
グなどの研究技術の進歩によって、共生を扱う生物学が非常にホットな分野になっていることを実感させられる、そ
んなシンポジウムであったと思います。

中川　聡（北海道大）
　　　　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
中山卓郎（筑波大）
　　　　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
菊池義智（産総研）
　　　　共生ダイナミクスによる昆虫の農薬抵抗性進化
棚橋薫彦（産総研）
　　　　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」
牧内貴志（東海大）
　　　　Entamoeba マイトソームのタンパク質輸送機構

（松崎素道）
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◆◆ 第 12回あわじしま感染症・免疫フォーラム
　2013 年 9 月 10 日から 13 日にかけて、兵庫県淡路市の淡路夢舞台国際会議場において、第 12 回あわじしま感染症・
免疫フォーラムが行われました。本領域の皆様の中にはあまり馴染みがない方もおられるかも知れませんが、原則と
して年一回、海外・日本からの招待演者が最新の話題を提供し議論する場として、感染症・免疫の研究者の間ではよ
く知られた国際学術会議です。今回は本領域共催として、13 日午前中に“Evolution of Organelle”というセッショ
ンを持ち、領域内から阪大蛋白研の中井博士と私永井、外部から独ハインリッヒ・ハイン大学のAndreas Weber 博士、
米オハイオ州立大学の Yasuko Rikihisa 博士を招へい、加えて一般参加者から 3 名がショートトークを行いました。
中井博士が従来の常識をくつがえす葉緑体の TIC トランスロコン （細胞質から葉緑体へのタンパク質輸送装置）に
ついて、永井が細胞内寄生性病原菌レジオネラの IV 型分泌装置（細菌から宿主細胞質へのタンパク質輸送装置）に
ついて発表しました。Andreas Weber 博士は“Plastid endosymbiosis—pas de deux or Ménage à Trois?”という
タイトルで、絶対寄生性細菌クラミジアが色素体共生成立に重要な役割を果たしたのではないかという発表を行いま
した。クラミジア近縁菌はレジオネラの自然宿主であるアカントアメーバの共生菌としてもよく知られており、同様
のメカニズムにより細胞内寄生性病原菌の成立にも何らかの役割を果たしているのかも知れません。ちなみに Mé-
nage à Trois とは「3 人による（性的関係を含む）世帯」という意味があるそうです。Yasuko Rikihisa 博士はよく
知られている細胞内共生菌ボルバキアに近縁なアナプラズマという細胞内寄生性病原菌が、一般には自然免疫の一部
として細胞内細菌の排除に関わるオートファジー機構を逆に利用して、細胞内増殖に必要な栄養を確保していること
を発表されました。全体として多様な聴衆にとって非常に示唆に富むセッションになったというのが私の率直な感想
であり、本領域が標ぼうしている「マトリョーシカ型生物学」を議論する場の重要性を再認識させられました。

（永井宏樹）
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◆◆ 第２回日本細胞共生学会若手の会
　９月 21～22 日、第２回日本細胞共生学会若手の会（JSEYS）が京都大学総合人間学部キャンパスで開催されました。
JSEYS は“共生に関連した生物学”の若手研究者が交流し、意見交換する場を設けることを目的としています。本
年は多くの方がより気軽に参加できるよう、合宿形式から通常の学会のように改めました。学生12名、PD以上13名、
一般２名の総勢 27 名が参加し、うち 17 名が口頭発表を行いました。今年も多くの刺激的な演題があり、大変有意義
な会になったと思います。ただ昨年は原核生物の演題が複数題あり、またファージに関する発表も行われましたが、
本年はやや生物が真核生物に偏っていたように感じられました。分野横断が本会の趣旨ですから、これらのフィール
ドをいかに巻き込むかが今後の課題になると思います。参加者からは、昨年のような合宿形式の方が夜中まで討論で
きて楽しかったという意見も頂きました。これらの意見は来年の JSEYS に反映して行きたいと思います。

（筑波大学・松原立真）

2014 年 7 月 11～13 日に班会議を兼ねた第 3 回マトリョーシカ型生物学研究会を神戸大学六甲台キャンパス
で開催します。

　関連する主要学会の年大会などは下記の通りです。

3月 14～16 日 日本藻類学会第 38 回大会（船橋）
3月 18～20 日 第 55 回日本植物生理学会年会（富山）
3月 26～28 日 第 83 回日本寄生虫学会大会（松山）
6月 21～26 日 ESF Conference on Biology of Plastids（Pułtusk, Poland）
8 月 3～8 日  International Society of Protistologists/International Society for Evolutionary 
  Protistology（Banff, Canada）
8 月 10～15 日 13th International congress of parasitology（Mexico city, Mexico）
8 月 21～24 日 日本進化学会第 16 回大阪大会（高槻）
9月 12～14 日 日本植物学会第 78 回大会（川崎）
10 月 30 日～11 月 2 日 第 47 回日本原生生物学会大会（仙台）
11 月 25～27 日 第 37 回日本分子生物学会年会（横浜）

2014年の主な予定
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氏　名 所　属 メールアドレス

A01 計画研究代表者 永井　宏樹 大阪大学  微生物病研究所

公募研究代表者 三室　仁美 東京大学  医科学研究所

公募研究代表者 丸山　史人 東京医科歯科大学  医歯学総合研究科

公募研究代表者 中鉢　淳 豊橋技術科学大学  エレクトロニクス先端融合研究所

公募研究代表者 新里　尚也 琉球大学  熱帯生物圏研究センター

公募研究代表者 藤原　義弘 海洋研究開発機構  海洋・極限環境生物圏領域

A02 計画研究代表者 守屋　繁春 理化学研究所  基幹研究所

計画研究分担者 大熊　盛也 理化学研究所  バイオリソースセンター

公募研究代表者 見坂　武彦 大阪大谷大学  薬学部

公募研究代表者 福田　真嗣 慶應義塾大学  先端生命科学研究所

公募研究代表者 菊池　義智 産業技術総合研究所  生物プロセス研究部門

B01 計画研究代表者 石田健一郎 筑波大学  生命環境系

計画研究分担者 井上　　勲 筑波大学  生命環境系

計画研究分担者 松崎　素道 東京大学  大学院医学系研究科

公募研究代表者 華岡　光正 千葉大学  大学院園芸学研究科

公募研究代表者 中井　正人 大阪大学  蛋白質研究所

B02 計画研究代表者 野崎　智義 国立感染症研究所  寄生動物部

計画研究分担者 黒田　　誠 国立感染症研究所  病原体ゲノム解析研究センター

計画研究分担者 橋本　哲男 筑波大学  生命環境系

公募研究代表者 戸澤　　譲 愛媛大学  プロテオサイエンスセンター

公募研究代表者 見市　文香 佐賀大学  医学部

B03 計画研究代表者 稲垣　祐司 筑波大学  生命環境系

計画研究分担者 小保方潤一 京都府立大学  生命環境科学研究科

計画研究分担者 神川　龍馬 京都大学  大学院地球環境学堂

公募研究代表者 春田　　伸 首都大学東京  理工学研究科

公募研究代表者 瀧下　清貴 海洋研究開発機構  海洋・極限環境生物圏領域

C01 計画研究代表者 永宗喜三郎 国立感染症研究所  寄生動物部

公募研究代表者 今村　壮輔 東京工業大学  資源化学研究所

公募研究代表者 壁谷　如洋 国立遺伝学研究所  新分野創造センター

公募研究代表者 鳥山　欽哉 東北大学  大学院農学研究科

領域名簿
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氏　名 所　属 メールアドレス

C02 計画研究代表者 金子　　修 長崎大学  熱帯医学研究所

計画研究分担者 坪井　敬文 愛媛大学  プロテオサイエンスセンター

公募研究代表者 加藤健太郎 帯広畜産大学  原虫病研究センター

公募研究代表者 久枝　　一 群馬大学  医学系研究科

公募研究代表者 山本　雅裕 大阪大学  微生物病研究所

C03 計画研究代表者 洲崎　敏伸 神戸大学  理学研究科

計画研究分担者 橘　　裕司 東海大学  医学部

公募研究代表者 林　　純一 筑波大学  生命環境系

公募研究代表者 原　　清敬 神戸大学  自然科学系先端融合研究環

評価委員 北　　　潔 東京大学 大学院医学系研究科

黒岩　常祥 立教大学 

学術調査官 竹田　　秀 東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科

 （平成25年 8 月より） 嘉糠　洋陸 東京慈恵会医科大学 

 （平成25年 7 月まで） 真野　昌二 基礎生物学研究所 



◆ ◆ ◆　M EMO　◆ ◆ ◆



◆ ◆ ◆　M EMO　◆ ◆ ◆
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