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羊膜類の脳進化機構の解明 
̶̶遺伝子発現機構の可塑性と細胞型の相同性

野村 真

大脳皮質の神経細胞は形態学的，生理学的に異なるサブタイプに分類され，それぞれの神
経細胞サブタイプは大脳皮質の6層構造の構築に寄与している．こうした大脳皮質層特異
的な神経細胞がどのようにして進化してきたのか，これまでいくつかの仮説が提唱されて
きたがいずれも決定的な証拠を伴ったものではなかった．一方，近年の分子発生学的手法
やトランスクリプトーム解析技術の進展により，哺乳類大脳皮質の神経細胞の進化起源に
関する新たな知見が蓄積されつつある．本稿では，こうした大脳皮質の進化研究の研究動
向を論じるとともに，我々が明らかにした神経細胞サブタイプの種間多様性を産み出す
転写調節機構についての知見，さらに最近欧州の研究者によって発表された爬虫類外套の
1細胞トランスクリプトーム解析による報告を紹介し，大脳の多様な神経細胞サブタイプが
どのようにして進化してきたのか，その舞台進行を構成するシナリオを読み解いていく．

1. はじめに

「脳」という言葉によって想起される最も一般的なイ
メージは，おそらくヒトの大脳皮質ではないだろうか．大
脳皮質は哺乳類において顕著に発達した脳領域であり，霊
長類，特にヒトではことにその肥大化が著しい．大脳皮質
の起源と進化については，古今東西さまざまな学者が独自
の学説を展開してきた．ポール・マクリーンによって提唱
された「三位一体説」はその中でも大きな影響力を持つも
のであろう．我々ヒトの脳のコアとなる部分は原始爬虫類
の脳（脳幹・反射脳）であり，その外側を哺乳類の脳（辺
縁系・情動脳），そして最外部をヒト特異的な脳領域（大
脳皮質・理性脳）が覆っている，かくして脳の進化は情動
性を担う爬虫類の脳から崇高な理性をつかさどるヒトの脳
へと直線的に進化したのだ 1），というマクリーンの主張は

いまだ多くの人々の心を捉えている．しかしながら，近年
の遺伝子発現の比較解析によって，脳の基本構造は3億年
間変更されておらず，大脳皮質と「等しい」脳領域はすべ
ての脊椎動物に普遍的に存在していることが明らかとなっ
ている．
「等しい」とは一体どういうことだろうか．ヘッケル，
オーウェン，そしてダーウィン以降の比較形態学・発生生
物学においてこの問題は繰り返し議論されてきた 2, 3）．あ
る解剖学的構造に着目したとき，二つの種においてそれら
の構造物の発生起源が同一である場合，これらの構造物は
「相同」である，進化的文脈で言い換えるなら，共通祖先
が持っていた同一の構造に由来することを意味する．進化
的に保存された発生過程があるからこそ，形態的相同性が
もたらされるとも考えられる．同様な基準によって，我々
は生理機能の相同性や細胞型の相同性，遺伝子の相同性を
議論することができる．特定の器官の解剖学的構造や生理
機能，器官を構成する細胞型や遺伝子発現などの特徴がす
べて矛盾なく一致しているのであれば，こうした特徴が共
通祖先から受け継いだものであることに議論の余地はほぼ
ないだろう．一方，これらの生物学的特徴に不一致がみら
れた場合，相同性の議論は往々にして紛糾する．大脳皮質
を構成する神経細胞の相同性の問題は，解剖学的特徴や細
胞型，そして遺伝子発現の不一致の典型であり，着地点の
みえない議論の応酬が世紀を超えて繰り広げられてきた研
究分野でもある．

総 説
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2. 神経細胞の相同性の検証

哺乳類の大脳皮質はシート状の構造物であり，外側の灰
白質と呼ばれる構造に神経細胞やグリア細胞の細胞体が
存在している．一方，皮質内側の白質は神経細胞の軸索
で占められており，いわゆる神経線維と付随するグリア細
胞（主にオリゴデンドロサイト）で構成されている．灰白
質にはさまざまな種類の神経細胞が整然と並んだ6層構造
が認められる．各層の厚みや細胞数に差はあるが，大脳皮
質のすべての領域にわたってこの6層構造が維持されてい
る．こうした特徴より，大脳皮質は isocortex（等皮質）と
も呼ばれている．この大脳皮質構造はあらゆる現生哺乳類
に普遍的に認められる構造である（図1）．哺乳類は現在
三つの系統に分類されるが，最も初期に分岐した単孔類
（カモノハシ，ハリモグラ類）においても大脳皮質構造が
維持されている．したがって，大脳皮質の6層構造は哺乳
類を規定する共有派生形質であり，その構造は哺乳類の共
通祖先ですでに獲得されていたと推測される 4）．
現在地球上に生息するすべての哺乳類の共通祖先は，今

から約2億年前の三畳紀からジュラ紀初期に出現したと考
えられている．現在の哺乳類に最も近縁の絶滅動物は哺乳
型類と呼ばれる動物群であるが，この系統をさらに遡ると
古生代ペルム紀に繁栄した単弓類（眼窩の後ろに一つの
側頭窓を持つ動物）と呼ばれる動物群にたどりつく 5）．一
方，現在の爬虫類や鳥類の祖先もこの時期に出現してい
た双弓類（眼窩の後ろに側頭窓が二つある動物）に由来
し，これら二つの系統と絶滅した無弓類を含めた動物群の
共通祖先がいたはずである．現在の哺乳類，爬虫類，鳥類
はいずれも胚の時期に「羊膜」と呼ばれる膜で覆われた形
で胚発生が進行するため，これらの動物群を有羊膜類（羊
膜類）と呼ぶ．この羊膜類の共通祖先は石炭紀後期に出現
していたと考えられるが，その実体はいまだ不明な点が多
い 5）．
化石記録に残らない脳の内部構造の進化を推測する唯一

の手段が現生動物の比較解析である．19世紀より多くの
神経解剖学者がさまざまな動物の脳の比較形態学的解析を
行ってきた．爬虫類にも大脳皮質と同様の構造が認められ
るが，その構造は哺乳類と比較して単純であり，構成する
神経細胞の数も非常に少ない（図1）．爬虫類の皮質（背
側皮質）は3層に区分され，主に中間の第2層に神経細胞
が集積している 6, 7）．これらの神経細胞の多くは興奮性の
神経細胞であり，視床からの感覚性入力を受けるという点
で哺乳類の大脳皮質との類似性が認められる．また哺乳類
の大脳皮質と同様に，爬虫類の背側皮質は胚発生の時期の
背側外套と呼ばれる領域に由来する．以上の観点から，爬
虫類の背側皮質は哺乳類大脳皮質と相同な領域であるとい
う見解は，現在多くの比較神経解剖学者の一致するところ
である（背側皮質のさらに詳細な境界に関してはいまだい
くつかの説が存在する 8, 9））．
爬虫類の背側皮質と哺乳類大脳皮質が相同であるなら
ば，両者を構成する神経細胞にも相同性が認められてしか
るべきである．哺乳類大脳皮質を構成するすべての神経細
胞の種類（サブタイプ）は，爬虫類背側皮質にも存在して
いるのだろうか？　20世紀の終わりごろまで，異なる種
間での神経細胞の類似性の比較はゴルジ染色による形態学
的観察，軸索トレーサーを用いた神経回路網の比較，そし
て神経伝達物質や細胞内カルシウム結合タンパク質に対す
る抗体を用いた免疫組織化学的手法しかなかった．こうし
た解析の結果，哺乳類大脳皮質と爬虫類背側皮質の神経細
胞は，類似している部分とそうでない部分（これも厳密に
は研究者の主観に基づいている）が混在していることが明
らかとなり，哺乳類大脳皮質の神経細胞と相同な神経細胞
サブタイプが非哺乳類にも果たして存在するのかどうか，
最終的な結論を下すことはできなかった．

3. 遺伝子発現の比較解析による細胞型の比較

21世紀に入り，哺乳類の大脳皮質の層特異的な神経細
胞を標識するタンパク質が同定されたことにより，この研
究分野は飛躍的に進展している 10）．大脳皮質の第1層から
6層を構成する神経細胞の分化をつかさどる遺伝子が次々
と明らかになり，これらの遺伝子発現の制御機構から層
特異的な神経細胞の発生・分化機構のモデルが立てられ
た 11）．このモデルの根幹は発生の時間軸に沿った特異的な
転写因子による相互発現制御機構であり，このコンセプト
はショウジョウバエの神経細胞サブタイプの分化機構を元
にしている．
哺乳類大脳皮質の神経細胞サブタイプの分化機構が明ら
かになったことにより，この機構の種間比較解析を試みる
研究者が現れてきた．まず，大脳皮質の神経細胞サブタイ
プを規定する遺伝子群の発現が他の動物でも確認される
のかどうか，in situハイブリダイゼーションあるいは免疫
組織化学的手法による結果が報告された．その結果，層特
異的な神経細胞サブタイプの発現は爬虫類や鳥類の大脳外

図1 哺乳類大脳皮質（マウス・生後7日目）と爬虫類背側皮
質（スッポン・生後2.5年）の構造的差異
マウスはニッスル染色，スッポンはヘマトキシレン・エオシン
による染色．スッポン組織切片像は小野勝彦教授提供．スケー
ルバーは500 µm.
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套にも認められることが明らかとなった 12‒14）．しかしなが
ら，これらの動物群の神経細胞サブタイプは外套の特定領
域にクラスター状に存在しており，哺乳類のような層構造
を形成していなかった．一方，各神経細胞サブタイプが構
築する神経回路には種を超えた共通性が認められ，感覚性
の入力を受ける神経細胞，運動性の出力線維を持つ神経細
胞どうしでは同じ転写因子が発現していることも明らかと
なった．こうした結果より，哺乳類大脳皮質の層特異的な
神経細胞サブタイプと相同な細胞型は他の羊膜類にも存在
しており，こうした細胞型は少なくとも羊膜類の共通祖先
ですでに獲得されていた，という説が提唱された 14, 15）．
一方，この仮説には問題点もいくつか存在する．まず，

いずれの研究も非常に少数の遺伝子発現に着目しているた
め，比較対象とする遺伝子の選別が妥当といえるのか疑問
である．さらに，種間における細胞の表現型と遺伝子の発
現様式に齟齬が生じた場合，遺伝子発現様式の類似性だけ
では細胞型の相同性の根拠としては不十分である．最初の
問題に関しては，網羅的な遺伝子発現の解析を行うことに
より，より客観的かつ定量的な比較が可能になると思われ
た．実際に，イギリス・オックスフォード大学のグループ
とアメリカ・デューク大学およびシカゴ大学のグループが
それぞれ独立に鳥類および爬虫類（アリゲーター）大脳
の各領域の遺伝子発現の網羅的な解析を行い，哺乳類大
脳皮質との類似性を検討した 16‒18）．オックスフォード大の
結果では，大脳腹側に由来する基底核や，外套の内側に
由来する海馬の領域に関しては，哺乳類と鳥類で遺伝子
発現パターンの類似性が認められた．一方，それ以外の鳥
類外套領域において，哺乳類の大脳皮質の層特異的な神経
細胞と高い類似性を示す領域は確認されなかった．たとえ
ば，哺乳類大脳皮質の第4層にはRORβと呼ばれる核内受
容体が発現している．RORβの発現は鳥類外套の特異的な
領域（entopallium）に認められるが，この領域を構成する
神経細胞のトランスクリプトーム解析の結果は，必ずしも
両者の間で高い類似性を示すわけではなかった 16）．これ
は，本来異なるサブタイプであった神経細胞が進化の過程
で独立にRORβの発現を獲得した，いわゆる収斂進化の可
能性を示唆している．一方，すべての遺伝子発現は神経細
胞サブタイプの分化に等しく重要ではないため，細胞型の
類似性を比較するためにはコアとなる遺伝子発現（この場
合であればRORβ）に着目すべきである，という主張もあ
る．デューク大，シカゴ大のグループはこうした観点で羊
膜類外套領域の遺伝子発現を比較し，哺乳類大脳皮質と爬
虫類，鳥類外套における相同（あるいは類似した）細胞が
「同定された」，と報告している 17, 18）．しかしながら，選ん
だ遺伝子が細胞型を決定するコア・ファクターとして妥
当だったのかどうか，ここでまた論理の循環が生じてしま
う．これらの議論には相同性の重要な要素である発生学的
な細胞起源に関する視点が欠如している．また，一般に爬
虫類と呼ばれる動物は実は多様な系統を含む動物集団であ
り，ワニ類は鳥類と同じ主竜類，一方ヘビやトカゲ類は鱗

竜類，カメ類は主竜類に近い系統である．したがって，鳥
類やワニ類との比較解析だけでは羊膜類全体を網羅した細
胞型の相同性を検証するデータとしては不十分である．こ
うした問題を解決するためには，爬虫類の中でも鱗竜類
（ヘビ，トカゲ，ヤモリ）やカメ類の背側皮質の神経細胞
サブタイプの系譜解析，さらには神経細胞サブタイプを規
定する遺伝子発現機構の解析が不可欠と考えられた．

4. 爬虫類背側皮質の神経細胞サブタイプの発生過程の
解析

そこで我々の研究グループは，爬虫類背側皮質の神経細
胞サブタイプの分化様式と遺伝子発現の制御機構を解析
し，哺乳類大脳皮質の層特異的な神経細胞サブタイプとの
共通性を検討することにした 19）．遺伝子発現の比較に際
して，我々はあえてCtip2とSatb2という二つの転写因子の
みに着目し，他の遺伝子発現を切り捨てることにした．そ
の理由として，1）これらの転写因子はいずれも哺乳類大
脳皮質の層特異的な神経細胞サブタイプの特異化に深く関
与していること，2）哺乳類大脳皮質において，これらの
転写因子の発現制御機構が明らかになっていること，さら
に3） Ctip2とSatb2は主に大脳皮質の下層，上層の神経細
胞にほぼ排他的に発現しており，これらの遺伝子発現を比
較することで下層，上層二つの細胞型の類似性の検討が可
能になること，があげられる．我々が研究に使用した爬虫
類は，ソメワケササクレヤモリとスッポンであり，どちら
も胚の入手と遺伝子の発現操作が可能である．また，これ
らの動物のゲノム配列やトランスクリプトームのデータも
公開されている 20‒22）．さらにヤモリ，カメ，トリ（ニワト
リ）を同時に比較することで，羊膜類の主要な系統群をす
べて網羅することができる．Ctip2とSatb2に対する市販の
抗体は種を超えて使用可能であることも研究の遂行には重
要な要素であった．
我々はまず，それぞれのタンパク質に対する抗体を用
いて，Ctip2とSatb2の発現を哺乳類，爬虫類，鳥類の外套
領域で比較した．哺乳類（マウス）ではCtip2は皮質第5
層の神経細胞に特異的に発現している．一方，Satb2は第
2層から6層までの幅広い領域の神経細胞に発現している
が，これら二つの転写因子はマウス大脳皮質ではそれぞれ
の神経細胞においてほぼ排他的な発現が認められる．一
方，ヤモリ，スッポン，ニワトリの外套領域では，いずれ
の種でも多くの神経細胞においてCtip2とSatb2のタンパ
ク質が共局在しており，一つの神経細胞がこれら二つの遺
伝子を同時に発現していることが明らかとなった（この細
胞をCtip2＋Satb2＋細胞と定義した）．すなわち，この二
つの転写因子の発現様式でみる限り，爬虫類，鳥類の神経
細胞において哺乳類大脳皮質の上層の神経細胞と同一な細
胞を同定することは困難であった（図2）．これに対して，
Ctip2のみを発現する細胞（Ctip2＋細胞）は爬虫類，鳥類
の外套にも存在していた．これらの神経細胞は哺乳類大脳
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皮質の第5層の神経細胞と相同な細胞と考えてよいのだろ
うか？

5. 神経細胞の細胞系譜の比較解析

哺乳類大脳皮質の層特異的な神経細胞は発生段階に応じ
て順次分化するが，これは脳室帯に存在する神経前駆細胞
の特性が時々刻々と変化していくからである．大脳皮質の
発生初期に存在するそれぞれの神経前駆細胞は皮質上層お
よび下層両方の神経細胞を産生する能力を持っていること
が，in vitroの分散培養や in vivoの細胞系譜解析によって明
らかとなっている 23, 24）．このことから，大脳皮質の発生初
期の神経前駆細胞は多様な神経細胞を生み出す能力（多分
化能）を備えていることが示唆されている．では，爬虫類
や鳥類の神経細胞サブタイプは哺乳類と同様に多分化能を
持つ神経前駆細胞に由来するのだろうか？　神経細胞サブ
タイプの相同性を議論するには，遺伝子の発現比較だけで
なくこうした細胞系譜の解析が不可欠である．
胚の細胞系譜解析は発生生物学における古典的な研究手

法の一つでもある．さまざまな生体色素の注入による古典
的な細胞標識法に加えて，近年は組織特異的プロモーター
を利用した遺伝学的手法による細胞系譜解析も広く用いら
れている．しかしながら，一つの前駆細胞の細胞系譜を明
らかにするクローン系譜解析に関しては，これまで多くの
方法が試行され，その汎用性や結果の妥当性が議論されて
きた 25）．レトロウイルスによる細胞標識法は中枢神経系
のクローン系譜解析において最も一般的な方法の一つで
ある．アルカリホスファターゼなどの酵素や蛍光タンパク
質を発現するレトロウイルスを低濃度で脳室内に注入する
ことにより，ごく少数の神経前駆細胞とその子孫細胞が標

識される．標識された細胞がある程度の集団で存在してい
た場合，こうした細胞集団は同一の前駆細胞に由来するク
ローンであると予測される．しかしながらこの方法では，
違う前駆細胞に由来する細胞が偶然その標識細胞集団に移
入してしまった場合でも，同一のクローン集団であると認
識されてしまう．現在，クローン解析で最も精度の高い細
胞標識方法は，ランダムシーケンスタグ（ランダムな配列
を持つ比較的短いDNA断片）を持つレトロウイルスを作
製し，このウイルスを脳室に注入後，脳の中で標識された
細胞を再び回収しウイルス由来のゲノム配列を増幅するこ
とでクローン集団を同定する方法である 26）．この方法の
問題点は細胞の回収にレーザーマイクロダイセクション装
置が必要であること，また細胞やゲノムの回収・増幅効率
が100％ではないため，一つの前駆細胞に由来する細胞系
譜のすべてを明らかにすることが困難な点にある．一方，
マウスにおいては遺伝学的手法による細胞の蛍光標識に
よって1細胞に由来する子孫細胞を標識・追跡することも
可能になっているが，同様の方法を爬虫類や鳥類に応用す
るためには，生殖細胞ゲノムに外来遺伝子が挿入されたト
ランスジェニック動物の作製が必要である．爬虫類や鳥類
のトランスジェニック技術も開発されてはいるが，実験の
汎用性を考慮するといまだハードルは高い．
爬虫類や鳥類の神経細胞サブタイプのクローン解析を実
施するにあたり，我々はオーソドックスな方法であるウイ
ルスベクターを用いた細胞標識法と，近年開発された改
変型Brainbowベクターを用いたランダム蛍光標識法を採
用した（図3）．ウイルスベクターについては，我々は市
販のパントロピック・レンチウイルスが低い感染効率で
爬虫類や鳥類の神経前駆細胞を標識することを見いだし
た．標識細胞の移動によるクローン混入の可能性について

図2 羊膜類外套における特異的マーカーを発現する神経細胞の分布
上段はさまざまな羊膜類（マウス，ソメワケササクレヤモリ，スッポン，ニワトリ）の大脳の内部構造の模式図．
ADVR（anterior dorsal ventricular ridge：前背側脳室隆起）は非哺乳類大脳にのみ形成される隆起構造である．下段
は大脳皮質の相同領域におけるCtip2＋，Ctip2＋Satb2＋，Satb2＋神経細胞の分布様式の違い．Nomura et al. 201819） 
より改変．
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は，GFPとRFPを発現するウイルスを混合した場合の標識
結果によって検証し，GFP-GFPあるいはRFP-RFP標識細
胞どうしの距離（すなわち同一前駆細胞に由来するクロー
ン）がGFP-RFP標識細胞どうしの距離（異なる細胞由来
のクローン）よりも近いことを確かめた．GFP発現レンチ
ウイルスによるクローン解析によって，爬虫類（ソメワ
ケササクレヤモリ）の背側皮質および鳥類（ニワトリ）の
背側外套の神経前駆細胞の大部分が，Ctip2＋神経細胞と
Ctip2＋Satb2＋細胞の両方を生み出すことが明らかとなっ
た（図3）．

Brainbowは2007年に開発された遺伝学的細胞標識法で
あり，Creリコンビナーゼの活性により四つの蛍光タンパ
ク質がランダムに発現するように細工されたコンストラ
クションを用いる 27）．コンストラクションがゲノムに1コ
ピーしか存在しない場合，蛍光波長の組み合わせは4タイ
プであるが，マルチコピーの場合は波長の組合わせが増加
する．電気穿孔法によりこのベクターを神経前駆細胞に導
入することで，非哺乳類でもクローン解析を行うことがで
きる．しかしながら，細胞に導入されたベクターは通常細
胞分裂とともに細胞内で希釈あるいは分解されていくた
め，長期間の細胞系譜解析ではコンストラクションのゲノ
ム挿入が必要となる．また，電気穿孔法による遺伝子導入
では細胞ごとに導入されるベクターの量にばらつきが生じ
るため，蛍光波長の組合わせだけでは子孫細胞の系譜解析
にバイアスがかかる可能性がある．これらの問題を解決
するため，2012年にCytbow, Nucbowベクターが開発され
た 28）．これらのベクターはそれぞれ細胞質あるいは核に
蛍光タンパク質が局在するように細工されており，かつト
ランスポゾン配列を両端に持つことにより導入細胞のゲノ
ムに挿入される仕組みになっている．これらのベクターと
自己切断型Cre発現ベクター（Self-excision Cre：Creによ
るベクターの自己切断によってCreが発現する期間をごく

短期間に限定できるベクター）を共導入することにより，
精度の高いクローン集団の同定が可能となった．実際には
神経細胞サブタイプを判定するために細胞型マーカーによ
る組織化学的染色が必要であり，我々はクローン集団に
おけるSatb2の発現を検討した（蛍光フィルター数の制限
により二つの転写因子の発現を同時に解析することができ
なかったが，Satb2陽性細胞はCtip2を同時に発現している
と推測され，Satb2陰性細胞の多くはCtip2＋細胞であると
推測される）．この細胞標識法を用いてヤモリとニワトリ
の背側外套領域のクローン解析を実施したところ，レンチ
ウイルスベクターによる標識と同様に，多くの神経前駆細
胞がSatb2陽性と陰性の神経細胞のどちらも産生する能力
を持っていることが明らかとなった（図3）．したがって，
少なくとも細胞系譜の観点から，爬虫類，鳥類の神経細胞
サブタイプ（この場合はCtip2とSatb2の発現による識別）
の発生機構は，哺乳類の層特異的な神経細胞の発生機構と
同一であることが示唆された．一方，爬虫類や鳥類では，
少数ながらCtip2＋細胞のみを産生する前駆細胞が存在す
ることも推測された．この前駆細胞のタイプが非哺乳類独
自のものであるのか，あるいは細胞標識を実施した発生段
階特異的なものなのかは明らかではない．また爬虫類，鳥
類の外套ではCtip2＋細胞は比較的外套の内側に集積して
おり，神経前駆細胞の特性が発生過程において空間的な制
御を受けている可能性もある．

6. Ctip2の発現制御機構を種間で比較する

哺乳類と非哺乳類で神経細胞サブタイプの産生機構が
同一であるならば，なぜ爬虫類や鳥類では二つの転写因子
が一つの神経細胞で同時に発現するような事態が生じる
のだろうか？　実は哺乳類大脳皮質において，特に上層
の神経細胞では積極的にCtip2の発現を抑制するメカニズ

図3 Cytbow, Nucbowベクターによる神経前駆細胞クローン解析
（左）核あるいは細胞質局在を示す4種の蛍光タンパク質をコードする遺伝子がタンデムに配置され，それぞれの遺
伝子の両端にLox配列が挿入されている．Creタンパク質の存在下でそれぞれの蛍光タンパク質遺伝子がランダム
に切り出されるため，細胞ごとに異なる蛍光タンパク質が発現する．さらにコンストラクションの両端にTol2ト
ランスポザーゼ応答配列が組み込まれているため，導入細胞のゲノムにコンストラクションが挿入される．（中央）
Cytbow, Nucbowベクターによるヤモリ神経細胞の蛍光標識．（右）ヤモリ背側皮質のクローン解析の結果．Satb2陽
性，陰性神経細胞どちらも含むクローン集団が確認されたことから，多分化能を持つ神経前駆細胞が存在すること
が示唆された．Nomura et al. 201819） より一部改変．
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ムが機能している．Ctip2遺伝子が存在するゲノム領域に
は，MAR（matrix attachment region）と呼ばれるATリッチ
の特殊なシス配列が存在している．この配列にはNuRD複
合体（nucleosome remodeling deacetylase）と呼ばれるタン
パク質複合体が結合し，周辺遺伝子の転写抑制を行う．哺
乳類大脳皮質におけるSatb2の機能解析を報告した論文で
は，Satb2がいくつかの核内タンパク質と共同してNuRD
複合体として機能し，Ctip2のMAR配列に結合することで
Ctip2の発現を抑制することを見いだしている 29‒31）．なら
ば，このNuRD複合体およびCtip2のMARを介した転写抑
制機構が哺乳類と非哺乳類で異なっているのだろうか？
我々はまず免疫組織化学的手法によりNuRD複合体を構

成するタンパク質（SkiおよびHDAC2）が爬虫類や鳥類
のCtip2＋Satb2＋細胞に強く発現していることを見いだし
た．したがって，少なくともCtip2＋とSatb2＋の共発現は
トランス側の因子の違いによるものではない可能性が示唆
された．次に，MARの構造あるいは機能的な違いが種間
の遺伝子発現の違いを生み出している可能性を検討するた
め，我々は爬虫類，鳥類のCtip2ゲノム領域のMAR配列
の同定を試みた．その結果，ニワトリのCtip2の遺伝子座
に存在するMARは3′側の一つのみであること，スッポン
Ctip2遺伝子座のMARは複数存在するが，いずれも3′側に
集中していることが明らかとなった（図4）．そこでこれ
らのMARをすべて単離し，ルシフェラーゼを発現するリ
ポーターベクターに挿入することによりMARの転写抑制
機能の測定を試みた．その結果，哺乳類Ctip2遺伝子座の
MAR（特にMAR4）に関しては，先行研究と同様にSatb2
およびSkiの存在下では強い転写抑制効果が存在すること
が確認できた．興味深いことにニワトリCtip2遺伝子座の
MARは，Satb2の存在下では逆に転写を亢進させることが
明らかとなった．またスッポンのMARは領域ごとに異な
る転写活性を示したが，少なくとも3′側のMARには転写
抑制活性は認められず，鳥類と同様にSatb2の存在下では
転写の亢進が確認された．またソメワケササクレヤモリの
Ctip2遺伝子座についても同様に解析を行ったが，残念な
がらこの領域のゲノム配列情報が十分ではなく，特に5′側
にMARが存在するかどうかを確認することができなかっ
た．これらの結果より，非哺乳類のCtip2遺伝子座のMAR
はNuRD複合体を介した転写抑制機能を持たず，これが
Ctip2とSatb2の両タンパク質が共発現する仕組みの一つで
あることが示唆された．

7. 転写因子の発現の多様性と神経回路の並行進化

これまでの比較脳形態学では，特定の転写因子の発現様
式から神経細胞サブタイプの相同性を議論している研究が
主流であった．しかし，同じ転写因子を発現している神経
細胞は種を超えて類似した神経回路を構築しているのだ
ろうか？　実は，遺伝子発現によって規定される爬虫類や
鳥類の神経細胞サブタイプと神経投射パターンを実際に検

討した論文はこれまでなかった．そこで我々は，爬虫類の
背側皮質に存在するCtip2＋およびCtip2＋Satb2＋神経細胞
の軸索投射パターンを検討した．その結果，Ctip2＋細胞
は主に軸索を終脳内側に伸長し，多くは反対則の皮質へと
投射していた．このように両半球を連絡する神経線維は哺
乳類の脳梁と類似しているが，哺乳類大脳皮質の場合は脳
梁を構成する神経線維は主に皮質上層のSatb2＋神経細胞
に由来する．一方，爬虫類のCtip2＋Satb2＋神経細胞は主
に中隔野と呼ばれる終脳内側領域に投射することがわかっ
た．すなわち，この二つの転写因子によって規定される神
経細胞サブタイプと神経回路網は種間で保存されておら
ず，転写因子の発現様式と神経軸索投射パターンには種間
多様性が存在することが明らかとなった．たとえば左右の
半球を連絡する神経線維は羊膜類で普遍的にみられるが，
この線維を構成する神経細胞サブタイプは種間で保存され
ていない 32）．機能的に重要な神経回路は種間で保存され
ている場合が多いが，たとえばドーパミン作動性神経回路
のように祖先を同一にすることが予測される場合もあれ
ば，半球間結合のように並行進化によって獲得されたと予
測されるものもある．爬虫類の皮質間結合は脳梁の相同回
路ではなく，爬虫類で独立に獲得された神経回路である．
これらの結果を総合して，我々は以下の結論を導き出し
た．1）神経細胞サブタイプを規定する転写因子の発現は
少なくとも羊膜類の外套で広く保存されている（おそらく
脊椎動物で高度に保存されているだろう）．2）しかしなが
ら，一つの神経細胞で発現する転写因子の組合わせは種間
で保存されておらず，特に非哺乳類の多くの種では異なる
転写因子が共発現している．3）転写因子の組合わせと神
経回路パターンにも種特異性があり，これは祖先種におけ
る転写因子の機能（特定の神経回路網形成への寄与）に強
固な制約がなかったことを示唆している．4）哺乳類の進
化過程において転写因子の排他的な発現様式が確立され，
同時に各転写因子が特定の神経回路を規定するような拘束
が獲得されたことが推測される．要するに，少なくとも相
同遺伝子の発現は神経細胞の相同性を約束するものではな
い，ということである（図4）．遺伝子の発現と細胞型の
不一致は，祖先系統における発生拘束（進化の方向性に制
約がかかるような発生プロセスの保守性）が比較的ゆるい
ものであった可能性を示唆している．

8. 1細胞トランスクリプトームによる爬虫類皮質の遺
伝子発現解析

我々が羊膜類の大脳皮質相同領域における神経細胞サブ
タイプに関する論文を発表した直後，ドイツ・マックスプ
ランク研究所のグループによる爬虫類外套領域の1細胞ト
ランスクリプトーム解析の結果が発表された 33）．彼らは，
アカミミガメ（Trachemys scripta）およびフトアゴヒゲト
カゲ（Pogona vitticeps）の成体の外套を材料にDrop-seqに
よる網羅的遺伝子発現解析を行っている．単離・解析した
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細胞群は，哺乳類における細胞特異的マーカーの発現を基
準として神経細胞と非神経細胞（オリゴデンドロサイトと
その前駆細胞，エペンディモグリア細胞，ミクログリア）
に分類された．興味深いことに，エペンディモグリア細胞
はマウス成体脳におけるアストロサイト，成体神経幹細
胞，上衣細胞における遺伝子発現を共有しており，これら
の細胞群が共通の細胞型細胞から進化した可能性を示唆し

ている．また神経細胞に関しては，VGLUT1およびGABA
合成・代謝酵素の発現を基に興奮性神経細胞と抑制性神
経細胞に分類されている．特にGABA作動性の抑制性神
経細胞に関して，マウスでは線条体隆起の3領域（lateral, 
medial, caudal）から産生されることが知られているが，こ
れら三つの領域に由来する抑制性神経細胞サブタイプと
同様な神経細胞が爬虫類にも存在することが明らかとなっ

図4 羊膜類の神経細胞サブタイプ決定に関わる発生機構の進化
（上段）マウス，ニワトリ，スッポンのCtip2遺伝子座におけるMAR配列の位置．マウスCtip2のゲノム領域には5′
側と3′側にMARが存在するが，ニワトリでは3′側に一つしかMARが確認されなかった．一方スッポンでは3′側に
複数のMAR配列の存在が予測された．（下段）羊膜類の祖先系統において，多様な神経細胞サブタイプを産生する
幹細胞メカニズムはすでに獲得されていたと推測される．羊膜類の子孫系統において神経細胞サブタイプと神経回
路形成の対応は厳密ではなく，これは祖先の発生機構の可塑性に由来するものと思われる．一方，転写因子の相互
排他的発現を可能にするゲノム機構は哺乳類で独自に獲得・進化したと推測され，「哺乳類特異的な」遺伝子発現
と神経回路との厳密な対応関係が完成したことが推測される．Nomura et al. 201819）より一部改変．
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た．さらに，哺乳類に存在するSST（somatostatin），PV
（parvalbumin），HTR（serotonin receptor），VIP（vasoactive 

intestinal polypeptide）といった抑制性神経細胞のサブタイ
プ特異的マーカーを発現する神経細胞と同様な細胞も爬虫
類外套に存在していることが確認された．したがって，抑
制性神経細胞の主要なサブタイプは羊膜類の祖先系統です
でに獲得されていたと推測される．
最も興味深いのは外套領域の興奮性神経細胞のサブタ

イプ解析である．彼らの解析では，カメの背側皮質におい
て，哺乳類大脳皮質上層と下層の神経細胞に類似した遺伝
子発現を示す細胞が存在していることを示しているが，こ
れらの細胞群を規定する遺伝子発現の多くが一つの細胞で
オーバラップしていることも報告している．いくつかの
遺伝子について in situハイブリダイゼーションによってそ
れらの発現様式を確認すると，「皮質上層」と「皮質下層」
に相当する神経細胞はカメ背側皮質の第2層においてサブ
レイヤーを構成していることも明らかとなった（カメでは
「皮質上層」「下層」の位置がマウス大脳皮質とは逆転して
いる）．しかしながら最も重要な点として，1細胞トラン
スクリプトーム解析においても，哺乳類大脳皮質の層特異
的神経細胞と爬虫類の背側皮質の神経細胞は1対1の対応
づけをすることはできない，と彼らは結論づけている．す
なわち1）哺乳類と爬虫類における「皮質下層」「皮質下
層」神経細胞の存在は，それぞれの系統における神経回路
の類似性に伴う収斂進化の結果である，あるいは2）羊膜
類の共通祖先でこれらの神経細胞サブタイプはすでに獲得
されており，哺乳類大脳皮質の進化過程において起こった
さらなる遺伝学的変化により，これらの神経細胞サブタイ
プが「層特異性」を獲得した結果とも考えられる．
爬虫類の外套領域の網羅的遺伝子発現に関して，おそら

くこれ以上精度の高い報告は発表されないのではないかと
感じている．爬虫類外套の1細胞トランスクリプトームを
実際に遂行する研究者がいたことにも驚いたが，こうした
研究成果がトップジャーナルに発表されることにも驚きを
禁じえなかった．筆頭著者のMaria Antonietta Toschesとは
2019年にスペインの地方都市ムルシアで開催された比較
神経生物学会で初めて顔を合わせ，互いの研究成果につい
て議論した．それぞれ独立に研究を開始し，まったく異な
る方法論を採用しながら同じ結論にたどりついたこと，そ
れぞれの研究結果は互いに補完しあうものであることを確
認し意気投合した．少数の転写因子の発現制御解析を行う
という非常にクラシカルな発生生物学的手法による研究結
果が，アンバイアスなトランスクリプトーム解析による結
論によって支持されたことは，我々にとってきわめて大き
な意義を持つと感じている．欧州の脳進化に関する研究会
はいずれも小規模のリトリート的風情のものが多く，この
分野の研究者と濃密な議論ができるのは大変有意義であっ
た．

9. おわりに

脊椎動物の脳の基本的な設計様式は円口類から哺乳類ま
で高度に保存されている．脊椎動物の共通祖先から受け継
いだ分節構造に従って特異化する神経細胞サブタイプの中
で，大脳の抑制性神経細胞のように細胞型の種間保存性が
非常に高いものに関しては，細胞型の相同性におそらく議
論の余地はない．これに対して外套領域の興奮性神経細胞
の表現型や遺伝子発現は種間で保存性が低く，細胞型の相
同性の議論が紛糾する原因となってきた．他の脳領域と比
較して外套領域の構造と細胞型の多様性が高いことは，祖
先型動物の細胞型を規定する発生プロセスが子孫において
変更可能であったことを示唆している．なぜ外套領域の発
生プロセスが可塑性に富んでいる（いた）のか，こうした
可塑性がどこまで外套に内在的な機構によるものなのか，
今後の検証が必要である．さらに，相同な表現型が異なる
発生プロセスによってもたらされる，いわゆる「発生シス
テム浮動」の現象が外套領域の進化に寄与していた可能性
についても検討されなければならない．
神経系の最も重要な役割は感覚入力の情報処理に基づく
行動へのアウトプットであり，自然淘汰はこうした神経回
路の機能性に強く作用すると思われる．事実，層構造はさ
まざまな種のさまざまな脳領域に構築される普遍的構造で
あり，層構造の進化に寄与した神経生理学的な拘束性が存
在すると思われる．なぜ大脳皮質（様）の6層構造が非哺乳
類の外套に形成されなかったのか？　現生哺乳類が出現し
てから1億年以上にわたって大脳皮質6層構造の変更がさ
れなかった理由はなんだろうか？　これまでに報告された
哺乳類大脳皮質のエンハンサー解析の結果は残念ながらこ
うした疑問の解答を提供しているとはいいがたい．我々が
自分自身を知るためには他者との比較や対話が不可欠であ
るように，哺乳類大脳皮質の特異性を真に理解するために
は，比較生物学的な視点からの研究が今後ますます重要に
なっていくだろう．
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