
１四肢の発生と誘導

　誘導に関する次の文章中の空欄に適切な語句を補い，あとの問いに答えよ。

　オランダの生物学者ニューコープは，両生類の胞胚から，動物極を含む部分と植物極を

含む部分を切り分けて培養した。すると，動物極培養片は ア 胚葉に，植物極培養片

は イ 胚葉に，それぞれ分化した。次に，両者を重ね合わせて培養すると，動物極培

①養片の中で，植物極培養片に接した部分に 中胚葉組織が現れた。このように将来

イ 胚葉になる植物極培養片が，将来 ア 胚葉になる動物極培養片にはたらきかけ

て中胚葉をつくりだす現象を ウ とよぶ。

　両生類や鳥類などの四肢の形成においても誘導が重要な役割を果たすことが知られてい

る。四肢は後期胚において，からだの側面に生じる肢芽とよばれる小さな膨らみがしだい

に成長することによって形成される。四肢の特徴は，そのつけ根から指の方向に向かう遠

近軸の構造が明確であり，このような軸構造が肢芽の成長の過程で形づくられることであ

②

③

る。ニワトリの発生では，前肢の原基 翼芽 の

形成が誘導現象の研究に用いられている。翼芽

は外胚葉組織におおわれた中胚葉組織として出

現し，遠近軸に沿って伸張する。翼と前肢は相

同器官で，図 に示すように上腕，前腕，手の

各部位ができる。翼芽外胚葉の先端付近は ｢頂

堤｣とよばれ，翼芽の遠近軸に沿った成長を制

御する。翼の形成機構については，以下のよう

な実験が行われた。 翼芽の成長の比較的初期

に頂堤を切除すると，上腕部分のみが形成され

た 図 。翼芽の成長の後期に頂堤を切除する

と，上腕と前腕は形成されたが，手は形成され

なかった 図 。また， 初期翼芽から頂堤を

切除し，残った中胚葉にさまざまな成長段階の

翼芽の頂堤を移植したところ，いずれの場合にも正常な翼が形成された。

　下線部①で見られる中胚葉組織を 種類記せ。

　下線部②より，頂堤の誘導機能についてどのような可能性が考えられるか。次の

　～ から つ選べ。ただし，翼の骨格や結合組織はすべて中胚葉由来である。

　 　翼芽の成長に伴い，頂堤は中胚葉組織に手，前腕，上腕をこの順に誘導する。

　 　翼芽の成長に伴い，頂堤は中胚葉組織に上腕，前腕，手をこの順に誘導する。

　 　初期中胚葉には上腕，前腕，手の原基があらかじめ存在し，頂堤はそれらの成長

　　を同時に誘導する。

　 　初期中胚葉には，上腕と前腕の原基があらかじめ存在し，頂堤はそれらの成長を

　　同時に誘導する。

　下線部③より，頂堤の誘導機能について考えられることを記せ。



　ア　外　　イ　内　　ウ　中胚葉誘導

　　　 　脊索，筋肉，血球，間充織などから 種類　　 　

　　　 　頂堤は，自身の成長段階の差にかかわらず，初期翼芽の中胚葉組織に作用し

　　　　て，遠近軸に沿って完全な翼のパターン形成を誘導できる。

解説

　ア　外　　イ　内　　ウ　中胚葉誘導

　　　 　脊索，筋肉，血球，間充織などから 種類　　 　

　　　 　頂堤は，自身の成長段階の差にかかわらず，初期翼芽の中胚葉組織に作用し

　　　　て，遠近軸に沿って完全な翼のパターン形成を誘導できる。

解説　 　問題文には，翼芽の形成が誘導現象によって起こること，頂堤が翼芽の遠近軸

　　に沿った成長を制御することが書かれている。また，図 ， の実験から，翼芽の頂

　　堤を切除する時期が早いほど，翼が短くなり，遠近軸の遠位部の構造が失われている

　　ことがわかる。したがって，頂堤は，中胚葉組織に作用して，まずは上腕を，それが

　　できると前腕を，最後に手を誘導する，というように，翼芽の成長過程で遠近軸のパ

　　ターンを決定していると考えられる。

　　 　初期翼芽の頂堤を切除すると上腕のみが形成され，後期翼芽の頂堤を切除する

　　　と上腕と前腕が形成されることから，頂堤は，上腕，前腕，手の順に誘導すると考

　　　えられるので誤り。

　　 ， 　頂堤が上腕と前腕や手を同時に誘導するのであれば，初期翼芽の頂堤を切

　　　除したときでも，上腕と同じく前腕や手が誘導されるはずなので誤り。

　 　初期翼芽の中胚葉にさまざまな成長段階の頂堤を移植してもすべて正常な翼が形成

　　されたことから，頂堤は翼の遠近軸に沿ったパターンを決定する役割をもつが，中胚

　　葉組織に上腕 前腕 手などの画一的な形成を指示するのではないこと，初期の中胚

　　葉には上腕から手までの骨格を形成する能力があることがわかる。



２器官形成における誘導

　ニワトリ胚の皮膚を材料に次のような実験を行った。これについて，あとの問いに答

えよ。

　皮膚は表面の表皮とその内側にある真皮から構成されている。ニワトリ胚の皮膚では

背中の部分には羽毛が生じ，脚の部分にはうろこができる。羽毛もうろこも表皮が変化

したものである。受精卵をふ卵器で温め始めてから 日目および 日目の胚から背中の

皮膚の原基を， 日目， 日目，および 日目の胚から脚の皮膚の原基を，それぞれ

切り出した。皮膚の表皮と真皮を分離した後，いろいろな組み合わせをつくって数日間

培養した 図 。その結果，表皮は表に示すように分化した。なお，背中の表皮と背中の

真皮，脚の表皮と脚の真皮の組み合わせでは，胚の日数によらず，それぞれ，常に羽毛

とうろこが生じた。

問　この実験に関する記述として正しいものを，次の①～⑥のうちから つ選んで番

　号で答えよ。

　①　表皮が羽毛に分化するかうろこに分化するかは，真皮のみによって決定される。

　②　表皮が羽毛に分化するかうろこに分化するかは，表皮のみによって決定される。

　③　 日目胚の表皮は，まだ分化の方向が決定されていないので，真皮の誘導に反応

　　することができる。

　④　 日目胚の表皮は，すでに分化の方向が決定されているが，真皮からの誘導があ

　　ると分化の方向を変更する。

　⑤　真皮からの誘導に対する表皮の反応性は， 日目に比べて 日目のほうが低い。

　⑥　真皮の誘導能力は， 日目から 日目の間に低下する。



　 ，

解説

　 ，

解説　ニワトリ胚の背中の皮膚には羽毛が生じ，脚にはうろこが生じる。背中の真皮と

　背中の表皮の組み合わせでは常に羽毛ができ，脚の真皮と脚の表皮の組み合わせでは

　常にうろこができること，および，表の結果から考察していく。

　①　真皮によって決定されるなら，脚の真皮を使えば，どの時期の胚の背中の表皮で

　　もうろこになるはずであるが， 日目胚の表皮を用いると羽毛になっているので，

　　誤り。

　②　表皮によって決定されるなら，どの時期の背中の表皮を使っても，すべて羽毛に

　　なるはずであるが， 日目以降の胚の脚の真皮と 日目胚の背中の表皮の組み合わ

　　せでは，うろこができている。

　③　本来は羽毛に分化するはずの 日目胚の背中の表皮が， 日目胚や 日目胚の

　　脚の真皮の誘導を受けてうろこになっていることから， 日目胚の表皮はまだ羽毛

　　になるという分化の方向が決まっていないことがわかる。

　④　 日目胚の脚の真皮はうろこに誘導する能力があると考えられる。しかし，

　　日目胚の背中の表皮を用いると羽毛になり，背中の表皮が羽毛になるという分化の

　　方向を変えることはできない。

　⑤　 日目胚の表皮は脚の真皮の誘導を受けずに羽毛へと分化したことから，真皮の

　　誘導に対する反応性は低下しているといえる。

　⑥　 日目胚の脚の真皮はうろこを誘導する能力が見られないが， 日目および

　　日目胚の脚の真皮はうろこを誘導する能力があることから，弱まっているとはいえ

　　ない。

▼ニワトリの背中と脚の真皮は，表皮にはたらきかけて，それぞれ羽毛とうろこに分化

させていると考えられる。

　実験から， 日目胚の脚の真皮には，まだ誘導作用がなく， 日目胚や 日目胚の

脚の真皮には誘導作用があると考えられる。また， 日目胚の背中の表皮では，誘導作

用を受けてうろこに分化するが， 日目胚の背中の表皮では，誘導作用を受けてもそれ

に応答しないと考えられる。



３移植実験

　次の文章を読み，あとの問いに答えよ。

　シュペーマンはイモリの初期原腸胚から 　①　 を切り取

り，同じ時期の胚の将来腹側の表皮になる部分に移植した。す

ると本来腹になる部分に神経管がつくられ，これからもう つ

の胚が形成された 二次胚とよぶ。二次胚を詳しく調べたとこ

ろ，体節の一部と脊索が移植片に由来しており，他の部分は宿

主に由来していた。このことは，　①　 が外胚葉にはたらい

て神経に分化させる能力をもっていたことを示している。この

はたらきを誘導とよび，これを行うものを 　②　 と名づけた。

　シュペーマンの実験で観察された誘導は，どのような分子によって行われるのであろう

か。この分子を探索する目的で，アフリカツメガエルの初期原腸胚の 　①　 を含む周辺

組織から物質 を，腹側の外胚葉 図の黒く塗りつぶした部分 から物質 を抽出して，

以下の実験を行った。

実験 　アフリカツメガエル初期原腸胚の動物極側の一部を切り出し，シャーレで培

　養したところ，この切片は表皮に分化した。一方，物質 を含んだ培養液で培養し

　たところ，神経細胞への分化が認められた。

実験 　アフリカツメガエル初期原腸胚の動物極側の一部 実験 で切り出したのと同

　じ部分 を切り出し，カルシウムイオンを除いた溶液で処理すると，細胞間の接着が

　はがれて細胞 つ つに分離した。この状態でシャーレにて培養を行うと，細胞は神

　経細胞に分化した。このとき培養液に物質 を添加すると，表皮に分化した。

実験 　アフリカツメガエル初期原腸胚の腹側外胚葉 図の黒く塗りつぶした部分 に，

　物質 のはたらきを阻止するある物質を注入したところ，その場所に二次胚が形成

　された。

問 　文中の 　 に最も適切な語句を記せ。

問 　下線部において，二次胚のどの部分が移植片や宿主に由来するかを知るためには

　どのような工夫が必要か。考えられる方法を， 字以内で述べよ。

問 　実験 ， から導かれる結論として適切でないものを つ選び，記号で答えよ。

　また，それを選んだ理由について 字以内で説明せよ。

　 　動物極側の細胞は，ほかからのはたらきかけがない場合には，神経細胞に分化す

　　るように運命づけられている。

　 　動物極側の細胞が神経に分化するために物質 は必要である。

　 　物質 は，動物極の細胞が神経細胞に分化するのを抑制するはたらきがある。

　 　動物極の細胞は，互いに接着することによって神経細胞に分化するのを抑制して

　　いる。

問 　実験 ， ， の結果から，　②　 が神経細胞の分化を誘導する機構としていく

　つかの可能性を考えることができる。その可能性について， 字以内で説明せよ。



　問 　①　原口背唇部　　②　形成体 オーガナイザー

　　　問 　体色が異なる 種類のイモリを用いる。

　　　問 　記号…

　　　　理由…実験 において，細胞を分離した場合，物質 がなくても神経細胞へ

　　　　　と分化したから。

　　　問 　物質 は神経細胞の分化を抑制するが，形成体から分泌される物質 が

　　　　物質 のはたらきを阻害することにより神経細胞が分化する。

解説

　問 　①　原口背唇部　　②　形成体 オーガナイザー

　　　問 　体色が異なる 種類のイモリを用いる。

　　　問 　記号…

　　　　理由…実験 において，細胞を分離した場合，物質 がなくても神経細胞へ

　　　　　と分化したから。

　　　問 　物質 は神経細胞の分化を抑制するが，形成体から分泌される物質 が

　　　　物質 のはたらきを阻害することにより神経細胞が分化する。

解説　両生類の初期発生に関して，かつては ｢動物極側の細胞は，そのままだと表皮に

　分化し，原口背唇部の形成体の誘導により神経に分化する｣と考えられていた。その

　後，実験 などから真相が明らかになった。その過程を問題にしたものである。

　問 　 ， 　実験 から，細胞接着がなくなった細胞は，物質 がなくても神経細

　　　胞に分化していることがわかる。さらに，ここに物質 を加えると表皮細胞が形

　　　成されたことから，物質 には神経への分化を抑制するはたらきがあることがわ

　　　かる。

　　 　実験 でそのまま培養すると表皮になっているが，実験 で細胞接着を取り除

　　　くと神経に分化したことから判断できる。

　問 　問 をもとに推論することになるが，選択肢 ， ， を単につなげただけ

　　では解答にならない。物質 と が相互にどのような関係にあるかを述べる必要

　　がある。

　　　ちなみに，物質 は という分泌性タンパク質，物質 はコーディンなど

　　の分泌性タンパク質である。動物極側細胞の細胞表面には 受容体が存在して

　　いるが，形成体から分泌されたコーディンが と結合すると， は受容体

　　に結合できなくなり，動物極側細胞は表皮に分化できず神経管へ誘導されるのであ

　　る。

▼発生にかかわる誘導タンパク質には，その機能を抑える因子が存在することが多い。例

えば，誘導タンパク質に直接結合して妨害するタンパク質や誘導タンパク質の受容体に結

合して妨害するタンパク質などがある。


