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研究成果の概要（和文）：近年発見されたC. elegans の姉妹種であるC. inopinataを用いて、体長の進化に寄
与した遺伝子を特定することを目的とした。二種間で大きな体長の差が生じるL4幼虫期と成虫期で、発現パター
ンが、種間で異なる遺伝子として2699遺伝子が検出された。6種の線虫のうち、C. inopinataの系統でのみ正の
選択圧が42の遺伝子で検出され、その中に、daf-2があった。daf-2は細胞膜で発現するインスリン受容体で、C.
 elegansの変異体は体サイズが大きくなることが知られ、daf-2遺伝子の進化が体サイズの進化に対して大きな
影響をもつ可能性が示唆された。

研究成果の概要（英文）：We purpose to determine candidate genes responsible for the evolution of 
larger body size of C. inopinata. C. inopinata became larger during developmental L4 to adult stages
 comparing with C. elegans. Then, we detected 2699 genes which expression patterns differed between 
C. inopinata and C. elegans. We also detected 42 genes which have been subject to positive selection
 during the evolution of C. inopinata from other related species. Among them, daf-2 could be 
detected and this gene encodes the insulin-like growth factor 1 receptor and variant of def-1 in C. 
elegance became larger. Thus, the results suggest that daf-2 is as an important genes affecting the 
evolution of large body size of C. inopinata

研究分野： 進化生態学

キーワード： 体サイズ進化　線虫
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１．研究開始当初の背景 
体サイズの大きい種ほど、より摂食量が増え、
代謝率が増加し、大きな子どもを産み、寿命
が長くなるなど、体サイズの進化は生態学的
に重要な様々な性質に影響する。生態学・進
化学において、体サイズとのアロメトリック
な関係や体サイズとのトレードオフなどに
関して重要なテーマとして様々な研究がな
されてきた。しかし、体サイズの進化に伴っ
て変化する様々な性質は、物理的・生理学的
な制約、遺伝子の多面発現など体サイズの変
化と必然的な制約で変化するのか、体サイズ
とは独立に進化したのかを区別することは
困難である。これらの問題を解明することは、
近縁種間あるいは個体群間で、体サイズが大
きく異なる生物を用い、遺伝子操作でサイズ
を変化させることができれば可能である。 
  線虫 Caenorhabditis elegans は、生物学の
様々な分野での重要な実験モデル生物とし
て用いられている。しかし、生態学的な研究
は少なく、生態学の材料としてはあまり用い
られていなかった。これまで、Caenorhabditis
属には、何種か記載されているが、C. elegans
と特に近い種は知られていなかった。しかし、
近年、日本の石垣島で、C. elegans と姉妹グ
ループを構成する C. inopinata が発見された
(図１)。この線虫は、オオバイヌビアの花序
の中で発見され、体長が C. elegans の 1.5 か
ら 2.5 倍もあり、他の様々な特徴が異なって
いるが、詳しい生態調査は他グループによっ
て現在進行中である。C. inopinata は C. 
elegans と極めて系統的に近いことから、この
種がもつ生態的な特徴の進化的機構を C. 
elegans での知見や技術を利用して解明する
ことが可能になると思われる。 
 
 

 
図 1. C. elegans と C. inopinata 
 
 
２．研究の目的 
本研究では、体長の進化にともなって進化

する性質の関係を明らかにするために、まず
C. inopinata と C. elegans を用いて、体長の進
化に寄与した遺伝子を特定することを目的
とした。そのために、(1)2種の成長を比較し、
体長の変化が大きく生じる発育段階を特定
する。(2)特定した、発育段階の個体を用いて
RNA-seq を実施し、2 種で異なる発現を示す
遺伝子を特定する。(3) 線虫 6 種の遺伝子配
列を用いて, C. inopinata で正の選択を受けた
遺伝子を特定する。 
 

３．研究の方法 
 

(1) C. elegans の雌雄同体個体、姉妹グルー
プを構成する C. inopinata 姉の雌個体を用い
て、12 時間ごとに、体長を測定し、2 種の成
長を比較した。(2) 4 齢幼虫期と成虫期の間で
2 種の体長が大きくことなるため、この２つ
の発育段階の個体から RNA を抽出し、
RNA-seqによるトランスクリプトーム解析を
実施した。 (3) C. inopinata, C. elegans C. 
brenner, C. iremanei, C. briggsae, C. nigoni 6 種
をもいてオーソログが取得できた 9835 遺伝
子について、 PAML の枝サイトモデルを使用
し、 C. inopinata で進化速度の速い遺伝子を
検出した。 

 
 

４．研究成果 
C. inopinata と C. elegans 成長 
二種は孵化直後や幼虫期には大きな体長の
差はみられなかったが、4 齢幼虫から成虫へ
の成長時に C. inopinata が急速に成長し、二
種間で大きな体長の差が生じた (図 2)。 
 
図 2. C. elegans と C. inopinata の成長曲線 

 
RNA-seq によるトランスクリプトーム解析 
L4 幼虫期と成虫期で、ともに C. elegans の方
が発現量の多い遺伝子群として 2277 遺伝子
が検出された。有意な GO term として、
translation, regulation  of  cell  shape, 
metabolic  process,  regulation  of  cell 
proliferation などが検出された。L4 幼虫期と
正中期で、ともに C. inopinata の方が発現量
の多い遺伝子群として 2423 遺伝子が検出さ
れた。有意な GO term として、multicellular 
organism development, cell cycle, negative 
regulation of vulval development などが検出さ
れた。L4 幼虫期と成虫期で、発現パターン
が、種間で異なる遺伝子として 2699 遺伝子
が 検 出 さ れ た 。 GO  term と し て 、
oxidation-reduction process, regulation  of 
cell shape, metabolic process, phosphorylation 
などが検出された。体サイズを抑制あるいは
促進する遺伝子として、lon-1, lon-3, lon-8, 
sma-5, sma-4, sma-10 などが検出された(図 3) 
 
C. inopinata で正の選択を受けた遺伝子 
342 遺伝子で選択圧が検出された(q-value < 
0.05) 。Enrichment 解析の結果、複数の GO 
term が取得できた(表１)。 



 
図 3. L4 幼虫期と成虫期で、発現パターンが、種
間で異なる遺伝子。lon-1:体サイズ成長を抑制
する､sma-5：体サイズ成長を促進す 
 
表 1 C. inopinata で選択を受けた遺伝子の GO 
term。 
--------------------------------------- 
Negative regulation of vulval development  
reproduction 
locomotion 
body morphogenesis 
response to heat 
determination of adult lifespan 
dauer larval development  
negative regulation of transcription from RNA 
polymeras II promoter  
hermaphrodite genitalia development 
 
 
検出された遺伝子として daf-2, sma-9, pdk-1, 
let-363 などがあった。daf-2 は細胞膜で発現す
るインスリン受容体で、C. elegans の変異体
は体サイズが大きくなることが知られてい
る。daf-2 は MARK signaling pathway, FoxO 
signaling pathway, Longevity regulating pathway, 
mTOR signaling pathway の上流に位置する。
また、pdf-1 は daf-2/insulin 経路の下流に位置
する。daf-2 で検出されたサイトは機能的に重
要なサイトであった(表 2). 
 
 

 
考察 
L4 期から成虫期にかけて、C. elegans では、
繁殖に関わる遺伝子群や、アポト−シスに関
連する遺伝子群がより発現していた。また、
C.inopinata では、産卵口形成を抑制する遺伝
子群の発現量が全体的に高くなっており、
EGF、IGF などの成長因子の受容体が多く発
現していた。これらのことは、この時期の
C.inopinata が、C. elegans と比べて、繁殖よ
り成長に投資していることを示しているか
もしれない。また、発現パターンが種間で異

なる遺伝子群として、酸化還元プロセス、代
謝、リン酸化など、生体における基本的な反
応に関連する遺伝子群が多く検出された。 
 選択の検出では C. inopinata 系統でのみ進
化した遺伝子として、生殖器形成に関連する
遺伝子群が多く検出され、生殖器形成に関し
て何らかの進化をしていると考えられる。ま
た、選択圧が検出された daf-2 遺伝子に関し
て、先行研究より、インスリンの受容体であ
り、複数のシグナル伝達経路の入力部分を担
っていること, C. eleganの daf-2変異体系統は、
体サイズが大きくなる傾向があること, また、
選択圧が検出されたサイトに、機能的に意味
があると予測されるものがあることから、
daf-2 遺伝子の進化が体サイズの進化に対し
て大きな効果量をもつ可能性が示唆された
daf-2 は、多くの遺伝子シグナル経路の上流に
位置することから、この遺伝子に選択をうけ、
C. inopinata で体サイズが大きく進化した可
能性がある。今後は、daf-2 の遺伝子編集ある
いは RNAi による遺伝子ノックアウトなどで
表現型の変化を確かめる必要がある。 
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