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カイコの変態にともなう翅原基の形態形成に関する研究

川崎秀樹

Studies on the wing disc morphogenesis according 

to the Bombyx metamorphosis 

by 

Hideki KAWASAKI 

Resumも

In Bombyx, brain controls all the organs through the endocrine system by receiving the 

circumstantial information. This study made clear the process of wing disc morphogenesis 

according with the Bombyx growth and resolved the function of hormonal milieu on the 

morphogenesis. The out line of study is as follows. 

1. Morphogenesis of wing disc in the fifth larval and pupal stage 

According to the histological observation, wing bud of the early fifth larval instar was 

folded by the wing sac, and free risosomes were abundant in the cytoplasm and extensive 

secreting activity was not seen in the cytoplasm. Tracheole migration occurred at the 6th 

day of the fifth larval instar, and haemocytes were observed in the wing cavity. Wing bud 

elongated and flattened after the 7th day of the fifth larval instar, when rER, glycogen 

granules and lipid droplet in the cytoplasm increased, while nuclear membrane became irregu-

lar and microvilli elongated. These phenomena indicated to be induced by ecdysterone, 

because these were observed when ecdysteroid increased. 

Evagination, elongation of the basal region of the cell, disappearance of basement mem-

brane, decrease of the mitotic cell number and the beginning of the cuticle deposition were 

observed after the 10th day of the fifth larval instar. Elongation of microtuble was assumed 

to be affected by ecdysteroid, because a large number of microtubles were seen in the direc-

tion of the microvilli elongation and in the elongated base of the cell. 

Mitoses were observed in the wing tissue from 16 to 44 hours after pupation, and then 

scale formation began at 60 hours after pupation. Apical and basal cell layers became closer 

and basement membrane disappeared 3 days after pupation. A large number of rER were 

seen in the cytoplasm of the scale and socket forming cells. Adult cuticle deposition, re-

generation of basement membrane, scale growth, growth of the scale cell nucleus and increase 

of nucleoli in the scale cell nuclei were observed after 4 days after pupation. Falling off of 

cells and differentiation of adult trachea occurred 8 days after pupation. 

Mitosis was observed when ecdysteroid titer was low and it disapeared before the peak of 
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ecdysteroid titer. This phenomenon was observed both in the fifth larval and pupal stage, 

so it was presumed that the cell proliferation of wing disc occurred in the low ecdysteroid 

level and that the secreting activity increased in the high ecdysteroid level. 

Wing disc of recessive mutant flugellose (fl) did not grow so much as wild type, and the 

number of mitotic cells was few in the fl wing disc. Abnormality was not observed in the 

individual cells, wing lacuna was not formed and tracheole migration did not occur in the fl 

wing disc. Wing disc flattening, basal cellular elongation, cuticle deposition were observed 

before pupation and scales were sometimes formed in the case of larger discs. These results 

suggested that the abnormality of fl was not in each cell but was the defect of a whole organ 

because of the insufficiency of 02 supply owing to poor development of tracheal system in fl 

wing disc. 

2. Changes of substances in accordance with morphogenesis of wing disc 

Snbstances such as nucleic acid in wing disc were measured during the :fifth larval and 

pupal stage. 

The area of wing disc enlarged by 10 times from 2.0 to 20 mm  during the :fifth larval 

instar, exceedingly it enlarged at 4-5, 6-7 days and the day before pupation and they corres-

ponded to increase of cell number, tracheal migration and elongation of wing disc respectively. 

Cell number increased by about 4 times from l.2Xl05 to 5.25Xl05 during the :fifth larval 

instar, and it increased remarkably at 5, 8 and 9 days of the :fifth larval instar. ・The amount 

of DNA increased by about 4 times from 1.0 to 3.76μg, and it increased remarkably at 1-3, 

8 and 9 days of the :fifth larval instar. The increase of DNA and cell number at later stage 

was in accordance with the increase of ecdysteroid. Wet weight increased from 0.1 to 2.2 

μg, and it increased remarkably after 9 days of the :fifth larval instar. The amount to RNA 

increased by about 7 times from 4.0 to 29.0μg, and it increased notably at 2, 10 and 11 days 

of the :fifth larval instar. The amount of protein increased by about 9 times from 10 to 90 

μg, and the rapid increase was observed after 9 days of the :fifth larval instar. Increase of 

the amount of nucleic acid and protein were seemed to be affected by ecdysteroid of high 

concentration, because these increased when ecdysteroid titer was high. 

The highest specific activity of RNA synthesis observed at O and 1 day of the :fifth larval 

instar was presumed to correspond to the rapid increase of DNA. RNA synthesis was re-

latively high at 4, 5, 6, 9 and 10 days of the :fifth larval instar. The specific activity of 

protein synthesis was high at 2, 4, 6, 7, 8 and 9 days of the :fifth larval instar and was pre-

sumed to correspond to cell increase, tissue growth and secreting activity. These results 

suggested that ecdysteroid of high level accelerated secreting activity of wing disc cell. 

Wet weight of wing disc and scale length increased until 8 days after pupation. Dia-

meter of scale cell nuclei developed so large as could be distinguishable from other cell 

nuclei after 72 hours after pupation. The amount of DNA increased from 3.8 to 20μg, and 

it increased rapidly at 1 and 8 days after pupation. The amount of RNA increased by about 

3.4 times from 38 to 129μg during the pupal stage, but it decreased after 8 days after pupa-

tion. The amount of protein increased from 75 to 530μg during the pupal stage, and it 

increased rapidly at 5 and 7 days after pupation. 
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Ecdysteroid of low level accelerated DNA synthesis and mitosis and ecdysteroid of high 

level promoted the secreting activity accompained by increase of rER during the pupal stage. 

These phenomena were observed both in the larval and pupal stage, so ecdysteroid was as-

sumed to accelerate cell proliferation with low concentration, while it induced the rapid 

morphogenesis and increase of secreting activity of the wing disc cell with high concentration. 

3. Significance of DNA synthesis and mitosis for the morphogenesis of the wing disc 

The observation of the DNA synthesis and mitosis of the wing disc was carried out in 

the larval and pupal stage, and the injection of mitomycin C and the irradiation of X ray 

were carried out to observe the effect of inhibition of DNA synthesis for wing morphogenesis. 

The rate of DNA synthesis was high at the early stage of the fifth larval instar, spin-

ning stage and 20-36 hours after pupation. DNA synthesis was observed specifically in the 

scale cell nuclei from 84 to 96 hours after pupation. Two peaks of mitosis were observed at 

3-5 and 8-9 days of the fifth larval instar. Three types of mitosis were observed during 16-

44 hours after pupation. 

Extention of wing and scale formation were inhibited by the injection of mitomycin C 

from the spinning stage to the 2 days after pupation. The growth of wing was inhibited by 

the irradiation of X ray at the early fifth larval instar, and extention of the wing and scale 

formation were affected by the irradiation at the spinning and early pupal stage. 

From these results, it is presumed that DNA synthesis of the early fifth larval instar 

occurred for the cell proliferation and for the preparation of wing disc for pupation and that 

the preparation for pupation was carried out by undergoing following mitosis. The author 

concluded that DNA synthesis and mitosis of wing disc in the spinning and early pupal stage 

were necessary for the completement of adult wing formation. 

4. Significance of endocrine circumstance for the morphogenesis of wing disc 

The wing disc culture method was developed to make clear the relationship between 

ecdysteroid and wing disc morphogenesis. The effects of various doses of ecdysteroid for wing 

development were tested. Injection of ecdysterone was carried out to examine the relation-

ship between ecdysteroid and wing development of pupal stage. 

The best condition for the disc culture proved to be the stainless mesh method, so it was 

assumed that wing tissue needed the substance supporting wing tissue. The higher 02 partial 

pressure accelerated the wing disc development, and the addition of Bombyx serum was 

necessary for the complete differentiation of wing disc. And the exchange of medium pro-

moted the proliferation of disc cell. 

Tanned cuticle was deposited over the cell layer of wing disc in the medium containing 

more than 0.3μg/ml ecdysterone but no differentiation was observed in the same medium. 

Complete differentiation was obtained in the medium containing 0.02-0.1μg/ml ecdysterone. 

Tracheal migration did not occur in the medium containing ecdysterone less than 0.008μg/ 

ml. Cell proliferation was inhibited in the medium containing ecdysterone more than 0.2 

μg/ml. DNA, RNA and protein synthesis were accelerated with high level of ecdysterone 

in the 3 day wing disc, while DNA synthesis was inhibited with high level in the 7 day 

wing disc. 
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The differentiation was observed in the wing disc of 1, 6 and 11 days of the fifth larval 

instar in vitro as observed in situ. But the earlier was the stage of the dissected disc, the 

lesser became the synchronization of individual cell development. When the wing disc was 

cultured for 13 days, DNA synthesis became peak at 6 days after culture and cuticle deposi-

tion increased after 7 days after culture. Ecdysteroid was assumed to make the cell cycle of 

wing disc progress in situ with low concentration and to inhibit mitosis, accelerate the RNA 

and protein synthesis and synchronize each cell of the wing disc with high concentration, 

because wing disc could differentiate in the constant dose of ecdysterone but cell synchro-

niousity became wrong. Injection of less than 0.8μg ecdysterone into ligatured pupa could 

not induce tissue development, but injection of 1.6-3.2μg induced the cuticle deposition and 

scale formation. While only thick cuticle was observed with injection of 6.4μg ecdysterone. 

From these results it was assumed that ecdysteroid acted directly on the wing morphogenesis 

in the pupal stage and switched the cell proliferation to cuticle deposition with high dose. 

From this study the author concluded that wing disc started development for adult wing 

when juvenile hormone disappeared from haemolymph and its cell cycle proceeded in the low 

ecdysteroid level, while wing disc produce much product and disc cells became synchronous 

in the high ecdysteroid level. 



序 論

昆虫の変態については，種々の昆虫についてその機構

を解明する研究が行われてきた．すなわち，脱皮あるい

は変態を促す要因として，光周期，幼虫体重，皮膚の張

り，腸の刺激などが検討され，これらの刺激が脳に伝達

され，脳から神経刺激，あるいは脳ホルモンの分泌を通

して内分泌的な刺激が送られるものと考えられている．

開放血管系である昆虫では，体液中に分泌されるホルモ

ン刺激に体液にさらされている各器官が反応して新たな

変化が生ずるのである．

カイコでは体重が一定以上になり， 4回目の脱皮を

行った後，脳からアラタ体に神経刺激が伝えられると

（諸星， 1976), アラタ体の活性が急激に衰え幼若ホルモ

ン(JH)の分泌が行われなくなる．体液中に JHが存在

しなくなると，幼虫器官あるいは成虫器官は JHの存在

しない体液中で発達の変更が行われる．

カイコでは JHが体内から消失すると前胸腺刺激ホル

モン (PTTH)が脳から分泌され，前胸腺からエクジス

テロイドが分泌されると考えられている (Sakurai,

1984). 幼虫脱皮時のエクジステロイドに比較し， JH 

の消失後に分泌されるニクジステロイドは猥度が高く，

かつ活性も高い 20ーハイドロキシェクジソン（ニクジス

テロン）が高い割合で含まれている．蛹化前の高濃度の

ニクジステロイドは，ニクダイソン異化代謝酵素の活性

低下(Moribayashiand Ohtaki, 1978; Young, 1976a, 

1976b; Karlson and Bode, 1969; Bayson et al., 1981) 

およびニクダイソン酸化酵素の活性上昇 (Hoffmanet 

al., 1974; Feyereisen and Hoffman, 1977; Moriyama 

et al., 1970; Maroy et al., 1978)などの酵素活性の変

動によりもたらされる．また，一度分泌されたニクジス

テロイドにより脳が正のフィードバックを受け，脳の神

経分泌細胞の分泌活性が高まる (Aguiand Hiruma, 

1977)ことなどによって高濃度のエクジステロイドの分

泌がもたらされる．

終齢期の体液中のニクジステロイド量は多くの昆虫で

調べられており，カイコでも生物検定法 (Shaayaand 

Karlson, 1965), ラジオイムノアッセイ法 (Calvezet 

al., 1977; Kiguchi; 1983)などにより研究が行われて

いる．これらの結果はほぼ一致しており， 5齢初期から

6日目まではエクジステロイドは検出できないが， 7日

目頃から上昇しはじめ，蛹化前日に最高値に達し，蛹化

時には再び下降する．ビークの高さは 4齢期のヒ°ーク

(Kiguchi and Agui, 1981)と比較すると約 5倍であ
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る．一方，タバコスズメガ (Bollenbacheret al., 1981) 

などでは後半の大きなビークの前に小さなピークがみら

れ，幼虫を蛹化の方向に向かわせるために働いているこ

とが報告されているが，カイコでは認められていない．

蛹化後のニクジステロイドの分泌ほ，休眠七クロビア

サンを用いた実験により，脳からの前胸腺刺激ホルモン

の分泌で前胸腺が活性化を受けることで開始されること

が明らかにされている (Williams,1974, 1952). カイコ

でも蛹化後のニクジステロイド量について調べられてお

り， 蛹化後 4日目ごろ最高になり以後下降する (Hana-

oka and Ohnishi, 1974; Calvez et al., 1976; Kawa-

saki et al., 1986). 

このような終齢期および蛹期に増加するエクジステロ

イドの作用については数多くの研究がなされている．

Karlsonの提唱した，特定の遺伝子の転写活性にエクジ

ステロイドが働くという説は，ショウジョウバニの唾腺

染色体を用いた Ashbernerand Richards (1976)の研

究， クロバニの囲蛹殻形成時に高まるドーパデカルポキ

シラーゼのエクジステロイドによる誘導実験(Fragoulis

and Sekiris, 1975)により確認されている． また，

Shellerと Karlson(1977)はクロバ工の脂肪体でニク

ジステロンが mRNA合成に関与していることを報告し

ている．

一方，名取 (1976)はセンチニクバ工の脂肪体の実験

で，ニクジステロイドは特定の mRNA合成の誘導は行

わず， rRNA合成の活性化を行い， rRNA合成が活性

化されることにより，それが一種のシグナルとなって細

胞の機能が変わっていくのではないかと推定した．

成虫原基においてもニクジステロイドで誘薄される特

定の mRNA合成が調べられたが同定することができな

かった (Fristrom,1972). これは， mRNAは処理中

分解されやすいことや，多董のタンパク質を合成する

m.RNAが存在しなければ分析しにくいことなどが原因

であろうと思われる．これらと並行してエクジステロイ

ドのレセプターを追跡する研究が行われ， ショウジョウ

バニの成虫原基で確認されている (Yundand Fristrom, 

1975; Yund et al., 1978). これらの結果から，ニクジ

ステロイドも脊椎動物のステロイドと同様に，細胞質，

核のレセプターを通して直接核内に入りこむと考えられ

ている．

このようにニクジステロイドは種々の器官に作用し，

様々な反応を生起させており，おそらく器官に特有な反

応が各器官ごとに存在し， 1つの器官の実験結果だけで

作用機構を説明するのは困難であると思われる．各器官

で詳細な研究が行われ，それらを総合した考察がなされ
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ていくべきであると思われる．

前述したような終齢期のエクジステロイド量が増加す

る時期に幼虫器官は崩壊に向かい，成虫器官は発達す

る．両者とも，胚の時期から存在し，前者は JHの消失

により崩壊へと向かうが後者は JHの存在により発達が

抑制され， JHの消失により急速な成長を行う．ュスリ

力幼虫のダ腺細胞では蛹化前にライソゾームが増加し，

プロテアーゼ，酸性ホスファターゼ， リボヌクレアーゼ

活性などの上昇がみられる (Lauferand Schin, 1971 ; 

Henrickson et al., 1972). 

カイコでも変態にともなう組織の変化，代謝変動につ

いて調べられている．血液中のトレハロースは蛹化前に

下降し，蛹化後も低い値が維持されることが明らかにさ

れている（平野・山下， 1980).脂肪体においては終齢

期の途中で代謝系の転換がおこり，脂質合成からグリコ

ーゲン合成系への移行が行われる (Inagakiand Yarna-

shita, 1986). また，脂肪体で合成される貯蔵タンパク

質は，吐糸期までは体液中に放出されるが，以後再び脂

肪体に移行し，蛹化後卵巣のビテロジェニン合成に利用

される (Ogawaand Tojo, 1981). 脂肪体自体は幼虫期

に集合していたものが蛹化後個々に分離し，羽化前再び

集合することが明らかにされている（和久・ 住本， 1969).

中腸は蛹化後プロテアーゼ活性が低下するが(Eguchi

and Iwamoto, 1975), 幼虫の中腸は蛹化後更新され（辻

田， 1943),幼虫の細胞核はヌクレオソームの形に分解

される (Kobayashiand Kawase, 1976a; 1976b). 絹

糸腺の DNAも蛹化後分解されたものが脂肪体中に観察

されている (Chinzei,1975). 

一方，カイコでは，成虫器官に関する研究は少く，和

久 (1980)が光顕および電顕観察により成虫触角につい

て調べ，先端部は幼虫，蛹の触角組織から，また，大部

分の基部は幼虫触角基部にできる原基様の組織から形成

されるとしている．また，蛹化後3.5-4日目に成虫触

角の主幹と小枝が形成され，小枝部では感覚毛を作る生

毛， ソケット両細胞が分化し，感覚突起が突出すること

を観察している．

翅については高橋 (1908), 池田 (1913)および長田

(1962)が光顕で経時的に5齢期および蛹期の形態形成

を観察しているが，細胞レベルでの知見が少く，ニクジ

ステロイドとの関係も把握しにくいまた， リん毛形成

過程などの細胞分化様式については記載がない．

ニクジステロイドと成虫原基に関する研究は，原基が

in vitroで取扱いやすいこと，培養が可能であることか

らinvitroでの研究が多い．成虫原基は培養下でニクジ

ステロイドに反応して，気管枝束の翅部への進入，組織

の増大，あるいは内側に折りたたまれていた原基が反転

して外側に突出する外転などの形態変化を示す． これら

の形態変化はホルモン作用の指標として用いられてい

る．

ハチミツガでは気管枝束の進入，組織の増大が 3μg/

mlのニクダイソンあるいは0.03μg/mlのエクジステロ

ンの存在下で観察される (Bergtromand Oberlander, 

1975). またニクバ工では0.08μg/ml以上のエクジステ

ロン派加により外転がみられる (Ohmoriand Ohtaki, 

1973). これらの形態変化が生じる時期には RNAおよ

びタンパク質合成が盛んになるといわれている (Frist・

strom, 9172). またRNA合成およびタンパク質合成も

ェクジステロイドにより促進されることが確められてい

る(Ohmoriand Ohtaki, 1973; Siegel and Fristrom, 

1974). このようにエクジステロイドは成虫原基のRNA,

タンバク質合成を促進することによって形態形成に関与

していると考えられるが，細胞レベルでどのような変化

がもたらされるか明確にはされていないまた，ニクジ

ステロイド濃度が形態形成に及ぽす影響なども明らかで

なし'・

DNA合成と分化については皮膚で研究が行われてい

るが，皮膚では終齢期にみられる DNA合成は分化とは

関係がないと考えられている (Riddiford,1981 ; Dyer 

et al., 1981 ; Kastern and Krishnakumaran, 1975; 

Krishnakumaran, 1978). 一方，ニクジステロイドの作

用を受け，成虫化に向けて発達を始めた成虫原基のDNA

合成，細胞分裂については，カイコの翅原基で，幼若ホ

ルモンが消失すると促進されることが報告されている

(Kurushima and Ohtaki, 1975). ところが，成虫原基

のDNA合成，細胞分裂を経時的に調べた報告は少な

く，ニクバ工で Vijverberg(1973, 1974), ショウジョ

ウバ工で Adlerand Maqueen (1984), Graves and 

Schbiger (1982), Fain and Steven (1982)らが報告し

ているが周期性は認められていないまた， DNA合成

がその後の分化にどのように関係しているかを成虫原基

で追跡した研究は行われていない．

これら成虫原基とニクジステロイド作用について明ら

かにするためには，形態形成を経時的に正確にとらえ，

体液のニクジステロイド濃度との比較を適確に行う必要

がある．また，形態形成および RNA, タンバク質合成

がニクジステロイドからどのような影響を受けるかを明

らかにするためには，それらの現象を比較できるよう並

行させて調べる必要がある．さらに，成虫化に向かった

翅原基の DNA合成，細胞分裂がどの時期に行われ，形

態形成にどのような意味を有し，それにホルモンがどの



ような方法で関わっているのかを明確にすることが重要

である．

また，前述したように，タバコスズメガと異なり，ヵ

イコでは終齢期にエクジステロイドのピークは一度しか

みられないこのような内分泌状況のもとで蛹化に向か

う際に各器官で生ずる現象を総合的に把握し，内分泌環

境がいかなる方法によって幼虫を蛹，さらに成虫へと向

かわしめるかを翅原基で生ずる現象から明らかにしたい

と考え本研究を行った．

本論文は 2章， 4節からなる．第 1章第 1節では，翅

原基の形態形成を 5齢期および蛹期に経時的に調べ，ホ

ルモン濃度との比較を試みた．翅原基の発達を細胞レベ

ルから肉眼レベルまで幅広く適確にとらえ，変態時の種

種の器官の発達を把握するための 1つの指標にする目的

で研究を行った．また，正常翅の発逹をより理解するた

めに，痕跡程度にしか翅の発達の行われない突然変異種

無翅の形態形成の観察も行った．第 2節では，形態形成

にともなって変動する，翅原基の DNA,RNA, タンパ

ク質量，重さ，面積，細胞数， RNA合成，タンパク質

合成などを経時的に計測した．これらの変動とエクジス

テロイド濃度との比較を行い，翅原基の成長，物質生産

とエクジステロイドとの関係を調べ，ェクジステロイド

の作用の把握を試みた．

第2章第 1節では，経時的に翅原基の DNA合成およ

び細胞分裂数を調べ，第 1章の形態形成との比較を試み

た．さらに，形態形成におよぽす DNA合成の影響を明

らかにする目的で，マイトマイシンCおよびX線処理を

行い，成虫翅形成への影響を調べた．これらの結果をも

とに，翅原基における DNA合成，細胞分裂と分化およ

び成虫翅の完成との関係の考察を行った．また，第 2節

では，ェクジステロイド濃度が翅原基の形態形成におよ

ぽす影響を直接把握するために培養系の開発を試みた．

考案した培養系を用いて，種々濃度のエクジステロイド

の効果を調べ，翅原基の形態形成におよぽすエクジステ

ロイドの慟きを考察した．さらに，結紫蛹へのエクジス

テロン注射により，成虫蛹の分化におよぽすニクジステ

ロイドの影響を調べた．

以下，これらの概要について述べる．

なお本文に入るに先だち，本研究を行うにあたり終始

御指導を賜った宇都宮大学農学部教授岩下嘉光博士，本

研究ならびに論文の作成にあたり終始懇篤な御指禅と御

校閲を賜った東京大学農学部教授吉武成美博士および助

教授渡部仁博士に厚く感謝の意を表する．

また，本研究を学生時代に行っていた折，終始暖かい

ご指導を賜った東京大学農学部助手小林正彦博士，永田
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昌男博士，電顕試料作製技術をご指導いただいた東京大

学農学部山内英男博士，ェクジステロイドホルモンタイ

ターの資料を提供いただいた農林水産省育種部木口憲爾

博士ならびに本研究中終始暖かいご指導とご鞭達を賜っ

た宇都宮大学農学部助教授管家英治氏に深く感謝の意を

表する．

第1章翅原基の形態形成

第 1節 5齢期および蛹期における形態形成

終齢に入ったカイコは 1週間程度食桑した後，吐糸，

営繭を行い蛹化する．カイコが繭の中で蛹化脱皮を行う

と，蛹の翅部をおおうクチクラは蛹化前に翅原基細胞で

合成，分泌され，翅部が外転し外側に突出するため，翅

の形が外側から観察できるようになる．翅原基は 5齢初

期には体内に存在し，解剖顕微鏡下でさえ探しにくいほ

ど小さな器官である．このような翅原基における 5齢期

から蛹期にかけての劇的な変化の様相を経時的にとら

え，翅原基の形態形成が行われる内分泌環境を正確に把

握することが必要である．さらに，蛹化後の成虫翅形成

と内分泌環境との関わりを明らかにし，翅原基の形態形

成におよぽすエクジステロイドの作用を把握することに

より，昆虫の変態およびエクジステロイドの作用の一端

を推察することが本節の目的である．

りん翅目昆虫では Kohlor(1932) がココクガで経時

的に翅の形態形成を調べている．カイコでは 5齢期から

蛹期にかけての翅原基の形態形成が光顕的に調べられて

いる（高橋， 1908;池田， 1913;長田， 1962). しかし，

細胞レベルでの微細な構造までは観察されてなく，ま

た，体液のホルモン濃度との関係についても考察がなさ

れたことがない したがって，本節では細胞レベルまで

，の微細な構造についての変化を経時的に追跡し，木口博

±に提供していただいた 5齢期，蛹期のエクジステロイ

ドタイターを参考に考察を行った．

また，双翅目昆虫では終齢期の成虫原基の微細構造が

観察されている (Ursprungand Schabtach, 1968; Weh-

man, 1969; Poodry and Schneiderman, 1970). りん

翅目昆虫では蛹初期の微細形態が観察されているだけで

ある (Greenstein, 1971a, 1971b; Nardi and Magee-

Adams, 1986)が，これらの微細構造との比較も行う．

さらに，正常な翅の形態形成と比較して，突然変異種無

翅 (fl)の翅原基の形態形成についても経時的に観察を

行った. flは Katsuki(1935)により調べられており，

半身モザイク個体にすると片側だけ翅の形成の異常な個

体が得られ，翅が発達しないことがホルモンなどの体液
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的要因の異常から誘発されるものではないこと が明らか

にされている．長田 (1962,1963)は光顕レペルで観察

を行いまた数種薬剤処理による翅の伸展を比較してい

るが明確な結論には達 していない flは 5齢初期に翅原

基を有するが，翅化後正常な大きさの翅部形成ができな

いこの flの形態形成を調べることにより正常の翅の形

態形成に必要な要因について考察を行う ．

材料および方法

材料蚕は日 124号x支124号および突然変異種無翅 (fl)

を用い，幼虫期は約25℃で桑葉育を行った．

電顕観察には， 5齢期蚕から経時的に前翅の原基を取

り出し， 2. 596グルタルアルデヒドで固定後カコジル酸

緩衝液 (pH7. 2)で洗い， 1 96オスミウム固定液で後固

定を行った．ニタノール系列で脱水し，工ボン系樹脂に

包埋し超簿切片を作製した．染色は酢酸ウランと鉛混合

液の 2重染色を行った．

光顕観察には，工ポン樹脂に包埋した 試料から約 1

μm の厚さの切片を作製し， 1 96トルイジンプルーで染

色を行ったまた，幼虫期は原基の体内での位置を調ペ

るため，皮府とともにカルノア氏液で固定後皮附ごと標

本作製を行った．これらは 10096エタノ ールに置換後バ

ラフィン包埋を行い， lOμmの厚さの切片を作製し，ヘ

マトキシリンーエオ・ンノ`，ホイルゲン反応ーアニリンプル

一染色を行った．

結果

Bars equal 50μm in Fig. 6, 166 and 38, 15μm 

in Fig. 1, 3, 8, 15, 16a and 19a, 10μm in Fig. 

9, 10, 31, 386, 42 and 44 and 2μm in Fig. 2, 4, 

5, 7, 11, 12, 13, 14 and 196 respectively in 

photographs. 

Fig. 1 Light micrograph of the wing disc at 

day 1 (the day after the fourth molt-

ing). The bundle of tracheoles (arrow) 

is located at the base of the wing 

tissue. The wing disc is located be・ 

tween the epidermis and the fat body 

in the hemocoele. LC; larval cuticle, 

E; epidermis, WS; wing sack, WB; 

wing bud, HP; hemopoietic tissue. 

1. 幼虫期の形態形成 5齢初期における翅のう細胞は上皮細胞に類似 した扁

カイコの翅原基は5齢初期の幼虫では図 1のような形 平な細胞で，体腔側には基底膜を有し翅腔側にミ クロビ

態をしていたすなわち，幼虫の真皮細胞層が体腔内に リが発逹し， ミクロビリに接して薄いクチクラ様の皮膜

陥入した一層の上皮細胞からなる翅のう部 (wingsac) が観察された（図 1).翅部の細胞は翅のう細胞と同様

と， その一部が肥厚 した翅部 (wingbud)が翅原基を描 に基底膜とミクロピリを有する極性をもった上皮細胞で

成し，基部には気管枝束，脂肪体，造血器官などが観察 あったが，細胞の形状は翅のう細胞とは異なり極度に伸

されたまた，翅の う部にはところどころに気管皮膜細 長した細長い細胞であった．

胞あるいは基底膜を分泌していると思われる細胞が分布 この時期の翅原基を電顕で観察すると，細胞内には遊

していた． 離のリボソームが多く存在し. rERは少く， 核膜は凹



，
 

Fig. 2 Electron micrograph of the wing disc 

at day 1. a. Apical region of the wing 

bud. Microvilli are not fully developed. 

MV; microvili, ZA; zonula adherens, 

b. Free ribosomes are abundant and 

rERs are rare. Nuclear membranes of 

the disc cells are smooth. N; nucleus, 

NM; nuclear membrane. 

凸が少く， ミトコソドリアは小さく細胞の活性が低い様

子であった．翅部のミクロビリ近くの細胞間隙に接着帯

が観察された（図 2).

5齢 5日目には翅脈の骨組みができはじめ， 6日目に

気管枝束の進入が開始された． 気管枝束の進入は培養条

件下ではエクジステロイドの存在が必要であり，この時

ぶ笠涵出温朧~ ぷr.,,.,._____ ::::-
Fig. 3 Light micrograph of the wing disc at 

day 6. Tracheoles (arrows) and hemo-

cytes (H) are observed in the wing 

cavity. HP; hemopoietic tissue, AT; 

adult trachea. 

期に低濃度のエクジステロイドが存在するものと推察さ

れた． 気管枝束は蛹時期の気管を形成すると考えられ，

成虫翅の翅脈になる部分に添って入り込んでいた（図3,

4a). 気管枝束が入り込む場所には成虫の気管に分化す

る組織が位懺し，この組織は蛹化後 7日目位まで未分化

な状態で存在していた（図 3). 気管枝束の進入にとも

ない，血球も翅腔内に観察されるようになった（図 3'



10 

Fig. 4 Electron micrograph of the wing disc 

at day 6. a. Tracheoles are observed in 

the wing cavity as noted in Fig. 3. b. 

Haemocytes are observed in the wing 

cavity as noted in Fig. 3. c. The nuclear 

membranes of some of the cells are 

irregular. The amount of rER is in-

creasing in some cells. N M; nuclear 

membrane, rER; rough endoplasmic 

reticulum. 

森

4 b). 細胞内では rERおよびミトコソドリアが増加 し

はじめ， ミクロピリの伸長はまだみられないが，核膜の

凹凸が顕著となり細胞質と核との接触面が増大 した（図

4 c). 

7日目以降，翅部の摺曲部の先端が急激に伸長し，翅

原基全体が扁平な形を呈するようになった．それにとも

ない翅部の細胞層は向き合い表裏をなすようになり ，基

底部の細胞質は紘維状を呈しはじめた．細胞質中にグリ

Fig. 5 Electron micrograph of the wing disc at 

day 8. a. Microvilli have fully develop・ 

ed and microtubles run parallel to the 

direction from the basal to the apical 

region of the cells. MV; microvilli. b. 

Glycogen granules are observed in the 

basal region of the disc cells. N; nuc・ 

leus, G; Glycogen. 

コーゲン顆粒，脂肪滴が出現しはじめ（図 5b), ミトコ

ンドリアの伸長や rERの増加がみられた．同時にミク

ロビリの伸長がみられ（図 5a), 体液成分の取り込みが

活発に行われていることが推察された．

10日目以後は，翅部が外転し，翅のう部の外側に突出

してくる．図6に外転前後および外転中の翅原基を示

す．電顕観察では， rERが多くみられ， 基底部の細胞

端は長く伸長し，伸長方向に多数の微小管が観察され
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Fig. 6 
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Fig. 7 

た．基底部にはさらにグリコーゲン顆粒が多く存在し，ミ

クロビリ しまより伸長した（図 7). 10日目に分裂細胞数

が減少 し， 分裂像がみられなくなるとクチクラの分泌が

開始され， ミクロビリの先端に分泌物が認められ，その

後分泌物は連続 し層をなす．光顕で観察し得るクチクラ

分泌の時期は吐糸9096位の時期であり，翅原基の細胞分

裂の終了時とほぽ一致 し，ェ クジステロイド量がヒ ー゚ク

になる時期であった（図 8).吐糸5096位の時期には，

翅原基ではクチクラ分泌はまだみられず細胞分裂が盛ん

であった．



a 
ー→ b 

Fig. 8 Light micrograph of the wing disc at day 9 (a) and 10 (b). a. Cuticle deposition 

is not observed but mitoses (arrows) are abundant at the time of 50 9, るspinning.

b. Cuticle deposition is observed (arrow) but mitosis is not found at the time of 

90 96 spinning. 

13 
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Fig. 9 Light micrograph of the wing disc after pupation. a. Just after pupation, cell layer 1s 

comparatively thinner and basal region is fibrous. N; nucleus, WC; wing cavity. b. 

The tissue of 16 hours after pupation. Cells become cuboidal and mitosis begins from 

this stage (arrow). c. The tissue of 28 hours after pupation. Cells become columnar 

and the cell layer is thicker. Scale stem cell-1 (arrow) begins to divide. H; haemo-

cyte. d. The tissue of 44 hours after pupation. Degenerated nuclei (arrows) are seen 

in the basal region. 
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Fig. 10 Light micrograph of the mode of scale 

differentiation. a. The tissue of 44 

hours after pupation. Scale stem cell-2 

(arrow) divides obliquely against the 

surface of the wing tissue. Daughter 

cells become scale and socket forming 

cells. b. The tissue of 52 hours after 

pupation. The nuclei (arrows) of scale 

forming cells move to the basal region. 

Both surface of wing disc become 

closer. c. The tissue of 64 hours after 

pupation. Scale formation is observed. 

2. 蛹期における翅原基の形態形成

Henke and Pohley (1952)はココクガの翅の分化を

調べ，翅原基細胞は蛹化時に生毛幹細胞 Iまでの分裂を

終了し，蛹化後生毛幹細胞 Iが生毛幹細胞IIおよび感覚

細胞に分裂し，さらに生毛幹細胞IIが生毛細胞とソケッ

卜細胞に分裂すると述べている．以下， カイコを蛹化後

25℃に保護し，上記細胞分裂を観察した結果を述べる．

蛹化直後から蛹化後 4時間目頃までは，翅原基細胞は

扁平で，基底部の細胞質は極度に伸長した形態を示した

（図 9a). 蛹化後12時間目頃から細胞は大きさを増し円

筒状になり， 16時間目からは図9bに示すように表皮に

対し乎行な分裂が観察された．ついで， 20時間目から生

毛幹細胞 Iに特異的に認められる表皮に垂直な分裂が認

められた（図 9C). この型の分裂は 44時間目まで観察

され，表皮側に位罷する細胞は生毛幹細胞IIとなり．，さ

らに生毛細胞とソ・ケット形成細胞に分裂するが，基底側

に移動した染色体は凝縮したまま退化した（図 9d). 退

化核は基底側に存在する血球に捕食され消化される様子

であった. 32時間目から44時間目にかけては，生毛幹細

胞の分裂の特徴である表皮に対して傾きをもつ分裂が観

察された（図10a). 48時間以降は分裂細胞が減少し，基

底側に核を有する大型の生毛細胞が出現し（図10b), そ

の後染色質の倍化が認められた. 60時問目には細胞の突

起が観察され， りん毛形成が開始された（図10C). 上記

蛹化後の分化様式は図27に示してある．



16 

Fig. 12 Electron micrograph of the wing tissue 

of 3 days after pupation. A lot of 

microtubules are seen alqpg the longi・

tudinal direction of the scale sell. SC; 

scale, SO ; Socket forming cell. 

これらの状態を電顕で観察すると，蛹化後 1日目の組

織は摺曲が激しく，翅腔側には多数の血球と気管が分布

していた．血球はとくに顆粒細胞が多く ，気管は数本の

毛細気管をともなって存在していた．細胞は比較的未分

化な上皮細胞の形態を示しているが，翅腔側の細胞質に

＇・・・.
. i • .. 

は， グリ・コーゲン顆粒や脂肪球， rERおよびミ トコン＇

ドリアが多く観察された（図11).

蛹化後 2日目には表皮側のミクロヒリがより発逹し，

基底膜が薄くなり ，大型の細胞の出現がみられた．蛹化

後 3日目には表裏の細胞層が接着し，基底膜は消失し

た．大型の細胞の核は基底部に位置し，表皮側に細胞突

起が現われ，突起の長軸方向には多数の微小管が観察さ

れた（図12). また，この時期の生毛細胞とソケット形成

細胞には発達した rERがみられ，活発なタンパク質合

成が行われているものと思われる． これに対し，支持上

皮細胞では rERが未発達で，遊離のリボソームが大部

分であった．

蛹化後 4日目にはクチクラの分泌が開始され，基底膜

も再形成された． りん毛はさらに成長し，生毛細胞の核

は大きさを増し，核小体が数多く観察された（図13).蛹

化後 5日目以降， りん毛が発達し特有の格子状構造をな

し， クチクラと基底膜はともに厚さを増した（図14).

6日目以後表裏の細胞層は摺曲し， 8 日目以降細胞の脱

落がみられるようになり，羽化前日にはほとんど細胞が

みられなくなったまた， 8日目には， 5齢期以後未分

化であっ＇た成虫の気管枝が分化しぃ特有のらせん状構造

を示すようになった（図15). ・', 
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Fig. 13 Electron micrograph of the wing tissue 

of 3 days after pupation. A lot of rER 

are observed in the cytoplasm of scale 

cell and many nucleoli are observed in 

the nucleus of the scale cell. 
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Fig. 14 Electron micrograph of the wing tissue 

of 5 days after pupation. Thick cuticle 

and basement membrane are observed. 

C; cuticle, BM; basement membrane. 

Fig. 15 Light micrograph showing the differentiation of adult trachea. AT; adult trachea, H; 

haemocyte. a. Wing tissue of 6 days after pupation. Adult trachea is still undifferentiated. 

b. Wing tissue of 8 days after pupation. Differentiation of adult trachea is observed. 
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Fig. 16 Light micrograph of fl wing disc at 

the fifth larval stage. a. Wing tissue 

of the 1st day of the fifth larval instar. 

Wing bud is smaller than normal disc 

of the same stage. b. Wing disc of 

the spinninJ;. stage. Wing bud shrinks 

in the swollen wing sac. Whole mount-

ed tissue stained with Feulgen's reac-

tion. 
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Fig. 17 Change of fl wing disc area during the 

fifth larval instar. Rapid increase is 

not observed. Arrow indicates the 

biginning of spinning. 
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Fig. 18 Change of the mitosis occurrence of fl 

wing disc during the fifth larval instar. 

Cell proliferation is rare and the peak 

of the mitosis frequency is not seen. 

蛹化後もェクジステロイドが上昇する時期に細胞分裂

が盛んになり， ピークに達すると細胞分裂は終了し， リ

ん毛形成， クチクラ形成および生毛細胞の核に•おける倍
数化がみられfこ. , .. ・.. 

3- 突然変異種無翅における翅原基の発達

無翅遺伝子 (fl)をホモに有するカイコでは，成虫の

翅は痕跡程度に しか発達しないが， 5齢初期には正常蚕

と同様の形態を有する翅原基が存在する（図 16a). し

かし図17にみられるように，無翅の翅原基では 5齢期に

面積の増大が少く，正常蚕の 1/5程度であるまた，細

胞分裂数は図18に示すように， ピークがみられず，数も

少いこのように，無翅の翅原基では 5齢期に正常蚕で

みられる物質の増加（第 1章第 2節，第 2章第 1節）が

顕著でな七ヽ ．



Fig. 19 fl wing tissue of the 4 days after 

pupation. a. Light micrograph of wing 

tissue. Wing tissue do not grow even 

after evagination but exists like a 

knob. b. Electron micrograph of wing 

tissue. Cuticle deposited above the 

surface of the microvilli. C; cuticle, 

M V; microvilli. 

5齢初期における無翅の翅原基は，正常のそれに近似

し， 細胞レベルで翅部，翅のう部に異常がみられなかっ

た． しかし，正常の翅原基で 5日目にみられる翅部の骨

格の形成がみられず， 6日目からの気管枝束の翅部内へ

の進入も顕著でなく ，翅腔内にはところどころに気管枝

が存在するだけであったまた，吐糸期には翅のう部が

増大する にもかかわらず翅部の増大がなく ，膨らんだ翅

のう内に翅部が萎縮した状態で観察された（図 16b). 

しかし， 蛹化前には翅部の扁平化，基底側細胞部分の伸

長および表皮側のクチクラ形成などの，正常蚕でみられ

る細胞レペルでの変化が認められた．

蛹化後は，3日目以後にも翅原基にはほとんどリん毛

形成はみられず，個体によってまれに観察される程度で

ある．その後の成虫クチクラの合成は正常蚕と同様に行

われる（図 19). 羽化時に，無翅においては翅の部分は

翅原基が外転した突起状で，突起の表面にはりん毛の形
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成は通常みられない しかし， ＇まれに突起が通常の無翅

の個体より長い個体が出現すると ，突起の表面にりん毛

が形成されることが観察された．

考察

完全変態をするカイ コでは，蛹化前および羽化前にそ

れぞれクチクラ分泌を行い，体内の器官の再構築を完了

し， 著しい形態変化がおこる．本節ではその一部を解明

する目的で，カイコが蛹化ならびに羽化と いう 2度にわ

たる変態を行う過程で，翅原基でいかなる形態形成が行

われるかについて調べた．

幼虫期は， rERが少く ，ミクロビリの未発達な 5齢初

期と rERが増加 し， ミクロビリが伸長する 6日目 以後

に二分される. 5齢5日日までは蛹の気管系は翅原基の

基部に存在 し，翅部の細胞質中には遊離のリボソ ームが

多く認められる．こ の時期には基底膜も厚く ，大きな形態

変化は起こらないが，第 2章で述べるように， DNA合

成ならびに細胞分裂が盛んに行われ， 6日目以降の準備

期に相当すると考えられる．幼虫初期の成虫原基の微細

構造は，クロバ工で Agrell(1968)が， ショウジョウバ

工で Ursprung(1968)が報告しているが，いずれも，

ミクロビリは少く ，遊離のリボソ ームが多く ，rERはほ

とんどなく，カイコでのこの時期の観察結果に一致して

いる．カイコでは光顕で高橋 (1908),池田 (1913), 長

田 (1962)が観察している．長田は 4齢から 5齢初期に

かけて翅部の陥入が進むことを観察しているが， 5齢6

日目からの気管枝束の翅部への進入とはっきり区別して

記述 していない本節の観察により ， 5齢 5日目までに

陥入が完了し，翅部の骨格ができあがり，その後，気管

枝束の進入がおこり後期の成長へと結びつくことを明ら

かにできた．

5齢6日目以後気管枝束が翅部に進入するが，気管枝

束の進入はニクジステロイドの存在下で誘起され，第 2

章で述べるように O.01 ~O. 2μg/mlのニクジステロン浪

度下で観察される． したがって， 5齢6日目以前に低濃

度のエクジステロイドの分泌は行われているものと考え

られる． この気管枝束の進入とエク ジステロイドの分泌

開始により 5齢後期の翅原基細胞内における変化，翅原

基の急激な増大がもたらせられる．

翅原基における気管枝束の進入については Hasskari

et al. (1973) と Nardi(1984)が報告 しており ，培養

下ではホルモンの存在が必要であること，微小管の働き

により伸長すること，気管枝束が進入するためには気管

枝束単独ではなく遮き手と なる組織の存在が必要である

ことなどを明らかにしている．彼らは成虫の気管につい
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てほ言及していないが，本節の観察結果から，成虫気管

は 5齢初期までの陥入により翅部内に形成されるものと

考えられる. 5齢 6日目になると，分泌されはじめたエ

クジステロイドに反応して，翅原基の墓部に束になって

存在していた蛹の気管を形成する気管枝束は，翅腔に存

在する未分化な成虫気管を導き手として翅腔内に進入す

るものと考えられる．

終齢後半の成虫原基の微細構造についてはショウジョ

ウバェで Wehman(1969), Poodry and Schneiderman 

(1970), Reed et al. (1975)などが， クロバ工で van

Ruiten and Sprey (1974)が脚の原基および翅の原基に

ついて調べているが，脚，翅など原基の種類による差

異，同一原基内の部位による差異はないことを報告して

いる．本節の観察結果でも部位による微細構造の差異は

みられなかった．また，細胞質中に'rERが増加し， ミ

クロビリが伸長し，グリコーゲンの蓄積がみられるなど

の点に関しても本節の観察と一致している．

さらに，この時期には気管枝束の進入にともなって組

織は扁平化し，翅部の基底部は伸長し細長く細胞端を伸

ばす． これにともない，血液が翅腔内に入りこみ，痰翅部

に酸素と蓑分が送り込まれ蛹化前の急激な組織の増大，

クチクラ合成の準備ができることが推察される. Locke 

and Huie (1981)はセセリチョウの上皮細胞の基底部の

細胞端の観察を行い ニク ンステロイドタイターが上昇

しはじめると長くなり，最高値に達すると短くなること

を観察している．その結果から，細胞端の伸長が体節の

調節，クチクラ層の形に関係し，形態形成に関わりがあ

ると述べている．おそらく，本節で観察した基底部の細

胞端の伸長も類似した現象であり，ホルモン濃度に影響

され，形態形成と関係が深いと思われるが，さらに詳し

く調べる必要がある．

この時期にはまた基底膜の消失も観察されるが，

Nardi ,and Magee-Adams (1986)は基底膜の消失は細

胞の再構成時におこると述べており，基底部細胞端の伸

長と基底膜の消失によりカイコの翅原基も蛹化前の再配

列を行っている可能性がある． また， Poodryet al. 

(1971), .Fekete et al. (1975)はショウジョウバニの成

虫原基で外転のおこるしくみを調べ， invitroでトリプ

シン処理によって外転が誘導されることを観察してい

る．彼らは細胞問の結合度と形態形成とが深く関係して

いると結論しているが，この実験で基底膜が消失するこ

とを観察しており，変態時の形態形成時に基底膜が関与

していることがこの結果からも推察される．また，

Milner et al. (1983, 1984)はショウジョウバニの脚原

基の外転の際に囲芽膜が藩くなり，囲芽膜構成細胞が薄

くなることによって原基細胞が立方形から円筒形になり

外転がおこらなくなるという結果を得ている．この結果

から，囲芽膜の張力が外転をもたらすと結論している

が，カイコの翅原基の翅のう細胞も蛹化前に扁乎にな

り，外転に関与している可能性がある．

蛹化後はエクジステロイドの上昇とともに DNA合成

および細胞分裂が盛んになり，生毛細胞，，ソケット形成

細胞，支持上皮細胞の分化が行われ， りん毛形成， クチ

クラ分泌が続く．蛹化後の翅組織の微細構造はセクロヒ°

アサンで Greenstein(1971a, 1971a)が，タバコスズメ

ガで Nardiand Magee-Adams (1986)が報告してい

るが，細胞内器官の変化は本文で述べたと同様の結果が

休眠打破後のセクロピアサンで観察されている．

第2章で述べるように，本節で観察された蛹化後の細

胞分裂はニクジステロイドに誘起され，生毛細胞などの

分化が行われへる． この時の分裂様式は特殊な形式で，蛹

化後 3種の分裂を行い，その間に退化核が 1つ出現する．

Wigglethworth (1942)はオオサシガメの若虫の皮膚の

分裂時にクロマチン・ドロプレットを観察しており，幼

虫組織の崩壊あるいは不必要な核の排斥の結果おこる現

象であると述べている．本節の観察でみられた退化核は

クロマチン・ドロプレットに類似しており，その出現は

生毛細胞の出現に不可欠であり，生毛幹細胞の形成の代

償作用であると思われるが，その詳細については今後の

研究が待たれる．また，蛹化後の基底膜の消失，再形成

は細胞の再配列に必要であると Nardiand Magee-

Adams (1986)が述べているように，本節の結果も，蛹

化後 2~3日目の生毛細胞等の再配列時に基底膜が消失

し，配列決定後の 4日目から再構成されることを支持し

ている．この時期に基底膜が消失し，表裏の細胞層が接

着することにより，互いに位置情報を交換し，配列の決

定に関与している可能性がある．また，この時期には多

くの血球が見い出される. Whitten (1969)がニクバニ

の変態期に皮膚の形成に血球が関与していることを報告

しているが，カイコの翅原基では基底膜の消失，再構成

および退化後の消化などに関わりをもっていると推察さ

れる．

成虫原基の突然変異に関する研究はショウジョウバニ

で多くみられ，痕跡翅が飼育温度の影響を受け，ある時間

帯に30℃で飼育されると翅の伸長が起こること (Stan!-

ey, 1935)やbar遺伝子では一(CO-NH)ーの構造をもっ

化合物を培地に添加することにより単眼数の増加がみら

れること (Kaji,1955a, 1955b, 1956, 1960)が知られて

いる．また痕跡翅では翅原基の翅部細胞が退化すること

(Obrochta and Bryant, 1983; Sin, 1983)や合成タン



パク質が異なることなどが調べられている (Sin,1983). 

カイコの翅についての突然変異種については無翅 (fl)

での報告があり， f!の発現は体液性のものでなく，モザ

イク個体では片側のみ翅の形成がおこる (Katsuki,

1935). 長田は形態観察 (1962)および薬剤処理を試み

ており，翅部の気管枝系の異常および呼吸代謝，タンバ

ク質代謝に関係ある薬剤の投与により翅の伸展が促進さ

れると推察している (1961).

本節の観察結果から， f!には正常蚕の翅原基構成器官

で欠除するものはないが，気管枝系の発達が悪いこと，

5齢期に周期的な細胞分裂が観察されないこと，蛹クチ

クラ，成虫クチクラの分泌は行うが，ある程度以下の大

きさではりん毛形成がみられないことが明らかとなっ

た． したがって， f!は個々の細胞レベルの欠陥ではなく

組織全体として正常な発達ができないことが原因である

と考えられる．量的に欠陥がみられる原因としては，気

管系の発達不充分による酸素供給の不足にともなう組織

の発達不全が考えられる．ニクジステロイドは酸素存在

下で働くという報告もあり (Ratnasiriand Fraenkel, 

1974), 酸素供給の不足がニクジステロイドの働きを低

下させていることも考えられる．また，正常蚕でみられ

る，気管枝束の進入が行われる前の翅原基の骨格がf!で

は完成されない． したがって，気管枝束が尊き手を翅腔

内にもてず，進入できない可能性もある．

Kiguchi (1983)によるとカイコの 5齢期のエクジス

テロイドは7日目から徐々に上昇し，蛹化前にビークと

なり以後下降する．本節での観察結果，ニクジステロイ

ド濃度の増加時期に，細胞質の rERの増加， ミクロビ

リの伸長， 組織の扁平化がみられた. rERの増加は分

泌活性の増大，組織の増大と結びつく． ミクロビリの伸

長，組織の扁平化は微小管の伸長によりもたらせられる

ことが確められた．蛹化後もニクジステロイドの上昇に

ともなってミクロビリの発達， りん毛の形成など微小管

の伸長によりもたらされる現象が観察された．また，細

胞内の rERも増大することが確認できた．

これらのことから，ェクジステロイドは細胞内の rER

を増加させ分泌代謝の促進を行うこと，さらに，形態形

成時に出現する微小管の形成にも関与する可能性が示唆

された．ニクジステロイドが関与する物質量の変動につ

いては次節以降述べることにする．

摘要

1. 5齢初期の翅原基は翅のうに包まれ，細胞内には

遊離のリボソームが多く，分泌活性の低い様子がうかが

われた．翅部の基部に気管枝束が観察された．
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2. 5齢6日目に気管枝束の進入がみられ，血球も翅

腔内に観察された. rERの増加， 核膜の凹凸が認めら

れ，分泌代謝の活性上昇がうかがわれた．

3. 5齢7日目以降，翅部の先端が伸長し，翅原基全

体が扁平な形を呈しはじめた．細胞質中にはグリコーゲ

ン顆粒，脂肪滴がみられ， ミクロビリが伸長しはじめ

た．これらの現象がみられるのはエクジステロイド濃度

の上昇期であり，ニクジステロイドにより誘起されたと

考えられた．

4- 5齢10日目以降，翅部の外転がおこり，基底部の

細胞端が伸長し，伸長方向に多数の微小管が観察され

た．基底膜が消失し，基底部に多数の血球が存在してい

た．細胞分裂数は減少し， クチクラ分泌が開始された．

蛹化前の翅原基の伸長および外転は細胞端の伸長，基底

膜の消失によりもたらされると考えられた．

5. 蛹化後から 4時間目頃まで，細胞ほ扁平で，基底

部の細胞質は伸長していた．

6. 蛹化後16時間目から表皮に平行な分裂像が観察さ

れ， 20時間目から表皮に対して垂直な分裂像がみられ

た．表皮に垂直な方向に分裂した細胞のうち，基底側に

移動した染色体は凝縮したまま退化した．表皮側の細胞

は生毛幹細胞となるが，退化核が生ずる理由ほ，生毛幹

細胞が形成されるための代償作用と考えられた．

7. 蛹化後32時間目から44時問目にかけて，表皮に対

して少し傾きをもつ分裂像が観察された.48時間目以

降，生毛細胞の分化が認められ， 60時間目以後りん毛形

成が開始された．細胞分裂の過程は上昇するニクジステ

ロイドの存在下で行われ，ェクジステロイドがヒ°ークに

なる前に完了した．これは幼虫期にも観察された現象

で，ある濃度のニクジステロイドの存在下で翅原基の細

胞分裂が行われていると考えられた．

s. 電顕観察の結果，蛹化後 1日目は細胞間に差はみ

られず，翅腔側の細胞質にはグリコーゲン顆粒，脂肪球

および rERが多く観察された．

9. 蛹化後3日目に表裏の細胞層が接着し，基底膜が

消失し， りん毛突起中に多数の微小管が伸長方向に存在

していた． 生毛細胞およびソケット形成細胞には rER

が多数観察された．これらの現象はエクジステロイドが

ビークに近い時期にみられ， rERの増加， 微小管の伸

長，基底膜の消失とニクジステロイドの働きとの関係が

示唆された．

10. 蛹化後4日目以降，クチクラ分泌が開始され，

基底膜の再形成， りん毛の成長，生毛細胞核の増大およ

び生毛細胞核内の核小体の増加がみられた．

11. 蛹化後 5日目以降， りん毛が格子状構造をなし，
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クチクラ，基底膜とも厚さを増し， 8日目以降細胞の脱

落，気管の分化がみられた．

12. 突然変異種無翅の翅原基は 5齢期の増大が顕著

ではなく，分裂細胞数も少かった．細胞レベルでの異常

はみられなかったが，翅部の骨格の形成がみられず，気

管枝束の進入も顕著でなかった．蛹化前には組織全体の

扁平化，基底部の細胞端の伸長， クチクラ形成が観察さ

れた．蛹化後，突起部の伸長度の高いものではりん毛形

成が認められた. flの異常は，個々の細胞レベルでの欠

陥でなく，組織全体として正常な発達ができないことが

原因であると考えられた．気管系の発達不充分により，

酸素供給の不足が主要な原因であると思われた．

第 2節 形態形成にともなう物質量の変動

カイコの翅原基は前節で観察したように，ニクジステ

ロイドが 5齢7日目頃に分泌されはじめると， ミクロビ

リの伸長， rERの増加ならびに組織の扁平化がおこ

る．また，蛹化後もエクジステロイドの上昇に一致して

細胞分裂，生毛細胞， ソケット形成細胞の分化， りん毛

形成などが行われる．このような形態形成にともなって

組織構成物，たとえば，核酸，タンパク質などの高分子

物質あるいはそれらの合成活性の変動を経時的に調査し

ニクジステロイド量の変動との対応を試みた報告は少

1, ．ヽ

ショウジョウバェでは成虫原基の外転はエクジステロ

ンで誘導され，外転時には RNA, タンパク質合成が盛

んになるが， RNA, タンバク質合成阻害剤により外転

が行われなくなるという (Fristromet al., 1973). ま

た，ガレリア幼虫の皮膚のクチクラ合成はホルモン濃度

が高いときに行われ， RNA, タンパク質合成を阻害す

ることにより抑制されるという報告 (Ferkovichet al., 

1981)がなされている．これらの報告から，ニクジステ

ロイドは RNA, タンパク質合成を促進することにより

形態形成を制御していると考えることができる．

りん翅目昆虫では Kurushimaand Ohtaki (1975) 

がカイコの翅原基の DNA量，タンパク質量を 5齢期に

測定し，ホルモンとの関わりを論じているが，幼若ホル

モンの作用に要点が置かれている．また，、ンロチョウの

翅原基で Lafontet al. (1975)がエクジステロイドの

上昇にともなって翅原甚の DNA,RNAおよびタンバ

ク質合成が上昇することを報告しているが，発育段階が

明瞭でないまた，成虫原基の蛹化後の発達とホルモン

について論じた報告もほとんどなく， Lafontet al. 

(1976)がヽンロチョウの翅で調べている程度である．

したがって，本節では，経時的に，翅原基の重さ，面
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Fig. 20 Changes of the area (0-0) and wet 

weight (•—•) of the fore wing disc 
during the fifth larval instar. Each 
point represents the mean (weight) or 

mean士S.D.(area) of 10 samples. 
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積，細胞数， りん毛長， DNA量， RNA量，タンバク

質量，さらに， RNAおよびタンパク質合成活性などを

5齢期ならびに蛹期に経時的に調べた．これらの結果と

前節の形態形成と比較を行い， 5齢期および蛹期のエク

ジステロイド量の変動と対応させ，ニクジステロイドの

高い時期に生じる現象を正確に把握し，翅原基におよぽ

すエクジステロイドの作用を考察した．

材料および方法

供試蚕は日 124号x支124号および錦秋x鐘和（核酸，

タンパク質の定量）を用い，約25℃で桑葉育を行い，上

族後の保護温度も約25℃とした．

重さ；経時的に前翅の原基を取り出し，薬包紙で翅原

基の余分な水分を除き， 10個の平均をもって表示した．

面積；経時的に摘出した前翅の原基をカルノア液で固

定し，順次低濃度アルコールに移し，水洗後ホイルゲン

反応を行い，脱水後バルサムに封入し，顕微鏡標本作製

後 planimeterで測定した．

細胞数；前翅の原基を経時的に取り出し， 0.25%トリ

プシンおよび 0.02%EDTAを含む PBS中で37℃で2

日間振とうを行った． その後， lOOOrpmで5分間遠心

を行い，上清を捨て，沈澱部 (50~100μI)を血球計算

盤を用いて計測した．
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りん毛長および核の直径；りん毛長はlOμmの切片標

本の光顕写真から測定し，核の直径は蛹化直後から 120

時間目までの組織を面積測定同様に全載標本を作製し，

光顕写真を用いて行った．

核酸およびタンパク質の定量；経時的に摘出した前翅

の原基を PBS中で磨砕した後， 5%トリクロル酢酸

(TCA)で処理し，得られた酸不溶性分画をニタノール

とエチルエーテルの等量混合液で50℃15分間脱脂後， 5 

％過塩素酸中で90℃20分間加熱処理を行い，上清を核酸

分画とした．得られた沈澱に lNNaOHを加え， 30分

放置し，タンパク質分画を抽出した. DNA量は仔うし

胸腺 DNAを標準物質としてジフェニルアミン法 (Bur-

ton, 1956)によって求め， RNA量は酵母 RNAを標

準物質としてオルシノール法 (Ceriotti,1955)によって

測定した．タンパク質量はウシ血清アルブミンを標準物

質として， Lowryet al. (1951)の方法によって測定し

た．結果は 4回の定量結果の平均値で示した．

SHーウリジン， SHーロイシンの取り込み；市阪の Grace

の培地に咀—ウリジン， ロイシンの最終濃度が 0.5μCi/ 

mlになるように反応液を調整した 反応はプラスチッ

ク・シャーレ内に金網台， レンズ・ペーバーを設置し，

25℃で4時間行った．反応後の試料は PBS中で磨砕を

行い，等量の l096TCAを加え，冷却後0.45μmのミリ

ポアフィルターに TCA沈澱分画を沈澱させ，フィルタ

ーごと液体シンチレーション・カウンターにより計測を

行った．
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Days after pupation 

Fig. 22 Wet weight and scale length of wing 

tissue during the pupal stage. Wet 

weight values are expressed as mg/ 

fore wing. •—•, female; 0-0, male; 
▲ -A, scale length. Each point repre-

sents the mean of 10 samples (weight) 

or 4 samples (scale length). 

結 果

5齢期の翅原基の重さおよび面積の変化を図20に示

す．重さは前翅 1個の重量で示してある. 5齢起蚕の

0.1mgから蛹化前日までの 2.2mgと5齢期間に22倍に

増加している. 2日目までは上昇がゆる <'3日目から

8日目まではやや増加率が上昇するが， 9日目以降さら

に顕著な増加がみられた．面積は 2.0~2omm2と10倍

に拡大した．特に4~5日目， 6~7日目ならびに蛹化

前日に増大が顕著であった．

細胞数の変動は図21に示すような結果となった. 5齢

期間に1.2X 105個から 4.25X 105個まで約4倍に増加し

た．蛹化後は3日までに5X105個から 11.2Xl05個まで

に増加した．増加の著しかったのは 5齢 5日目と 8,

日目で，蛹化後は 1日目， 3日目であった．

蛹化後の重さおよびりん毛長を図22に示した．重さは

雌雄とも 8日目まで増加し，以後下降した．雌では60

倍，雄では45倍になった．重さの増加に一致してりん毛

長も 8日目まで増大を示した．また，蛹化後 120時間目

までの翅組織の核の直径を表 1に示す. 72時間以後，明

瞭に区別できる大核を有する生毛細胞核の出現がみられ

た．生毛細胞核は96時間目まで増大したが以後大きさに

変化はみられなかった．支持上皮細胞核は蛹化直後およ

び 120時間目に小さく，その問の時間帯には多少変動が

，
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Table 1 The diameter of wing tissue cell nuclei 

Diameter of nuclei (μm) 

Epidermal cell Scale cell 

Hours after 

pupation 

゜24 
48 

72 

84 

96 

108 

120 

5,34士0-64

6.61士0,80

5,73士0,82

5,55土0,64

6.00土0-64

5,25士Q,45

8.66土3.73

15.50士2.23

15-00士1-68

. The diameter of nuclei represents the mean士

S.D. of 10 nuclei from 3 samples. 
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Fig. 23 Changes in DNA (■璽， RNA(•— 
▲) and protein (•—•) contents during 
the fifth larval instar. Units: μg/disc, 

each point represents the mean of 4 

samples. 

みられた．

5齢期の核酸およびタンパク質量の増減を図 23に示

す. DNA量は 5齢期間に l.Oμgから 3.76μgと約4倍

に， RNA量は4.0μgから 29.Oμgと約7倍に，タンバ

ク質量はlOμgから90μgと約9倍にそれぞれ増加した．

DNA量は 5齢 1, 2, 3日目および10, 11日目に増加

が著しく， RNA量は2日目および10, 11日目に増加が

°。 ー 2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 ゜9 10 

’▲ 

v'NO• 

ー・

Days after pupation 

Fig. 24 Changes in DNA (■—璽， RNA(▲—▲）
and protein (•—•) contents during the 
the pupal stage. Units: 10μg/disc, 

each point represents the mean of 4 
samples. 

顕著で，タンパク質量は9日目以降急上昇した．

蛹化後， DNA量は3,8μgからピークの 8日目までの

20μgと， 約5倍に増加し， 特に 1日目， 8日目に上昇

が著しかった.RNA量は 38μgから 7日目に 129μgvこ

増加し， 3日目および8日目以降減少が認められた．タ

ンパク質量は75μgから530μgと約7倍に増加し，一時

的な減少はみられなかった．特に， 5日目および 7日目

に急激な増加がみられた（図24).

RNA合成ならびにタンパク質合成の変動結果を図25

に示す. RNA合成は 5齢起蚕， 1日目に比較的高く，

6, 8, 9, 10日目にも高い値を示した．タンパク質合

成は徐々に上昇し， 6日目以後高い値を維持した．図26

にRNAおよびタンパク質合成を定量結果と組み合わせ

て， μgタンバク質および μgRNA当りの合成活性の変

動で示した．

考 察

5齢期の翅原基における物質の変動を迫跡した結果，

重さ，面積，細胞数， DNA量， RNA量，タンパク質

量などはそれぞれ増加する時期が若干異なることが確め

られた．これら増加時期の相異は組織の特異性を示し，

形態形成と密接な関係があると思われる．重さの増加が
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Fig. 25 Incorporation of 3H-uridine and 3H-

leucine into the wing disc observed in 
叫 ro during the fifth larval instar. 

Each point represents the mean of 4 

samples. ▲—▲；咀—uridine, •—•; 
3H-leucine. 

9日目以降急激にみられる理由は，細胞数，核酸，タン

パク質量およびクチクラの増加から推察されるが，面積

は重さの増加とは必ずしも一致した増大を示さなかっ

た．面積は 5日目， 7日目， 11日目に顕著な増大が認め

られたが， 5日目は細胞数の増加， 7日目は気管枝束の

進入にともなう組織の伸長， 11日目は外転後の伸展であ

り，形態形成の変化に応じて面積の増大も生ずると考え

られる．

一方，細胞数およびDNA量は 5齢期中に約4倍にな

り， 5齢期中に 2度細胞分裂周期があることを想像させ

るが，細胞数が 5日目および8, 9日目に急増するのに

対し， DNA量は 1, 2, 3日目および10,11日目に急

激な増加がみられる．この現象については第2章第 1節

で詳しく述べるが， 5齢初期には DNA量が急増するに

もかかわらず，重さ，面積，タンパク質量，細胞数の急

激な増加はともなわない．すなわち，細胞内の DNA量

だけ増加することになり，おそらくこの時期に大半の原

基細胞は細胞周期の G2期にあるものと考えられる．ま

た， 5齢後期には細胞数の増加より DNA量の増加の方

が遅くまでみられる．このことから，蛹化前にも G2期

に滞まる細胞が存在する可能性も考えられる．

RNA量は2日目および10, 11日目に急増がみられる

が，他の時期にも平均して増加しており，細胞周期と関

連があると推察される．タンパク質量も徐々に増加し，

重さの急増に並行して 9日目以降急増した．

RNA 

へ•—• .... 
▲—し—し、rー▲一←—▲

‘ .. 
2
 

3 4 5
 

6
 

7
 

8
 

9 10 11 Days 

Days after the fourth ecdysis 

Fig. 26 Changes of the relative protein (•—•) 
and RNA synthesis (•—•) during the 

fifth larval ins tar. 

ここで述べた， 5齢期における物質量の変動は形態形

成にともなっておこり， 5齢初期の DNA量の増加，細

胞周期などと関連を持ち，さらに6日目にみられる気管

枝束の進入後は組織の増大が加速され，物質鉦も急増を

みせる．また， 5齢10,11日目に DNA,RNAおよび

タンパク質量が急増する結果が得られたが， 10,11日目

は5齢期のニクジステロイド量が急激に上昇する時期に

一致しており，関連性があるものと思われる．ニクジス

テロイドは酸素の存在下で作用するといわれており

(Ratsunasiri and Fraenkel, 1974), ニクジステロイド

濃度が上昇する前に気管枝束が翅腔内に進入することに

より，翅原基におけるニクジステロイドの働きを支える

ものと考えられる．

終齢期の成虫原基の発逹とホルモンの働きについて，

in vivoでいくつかの報告がなされている. Meyer et 

al. (1980)はハチミツガの結紫幼虫にエクジステロンの

注射を行い，注射した個体で翅原基の細胞分裂が促進さ

れると述べている．また， Berreurand Bougues (1975) 

はクロバニで ringglandを除くと翅原基が成長しなく

なるが，ニクダイソンの注射で成長が促進されると報告

している．これらの報告からは具体的な作用は明確にな

らないが，ニクジステロイドが細胞分裂を含めた成長に

働くことは推察できる．本節の結果でも，ニクジステロ

イド量の増加にしたがって翅が成長することが確められ

た．さらに， 5齢10, 11日目における組織の増大， クチ

クラ合成などに高濃度のエクジステロイドが必要である
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と思われる．また，ニクジステロイドが働くとき翅腔内 2~4時問の接触で誘発され (Siegeland Fristrom, 

に気管枝束が伸長し十分な酸素の供給が行われることが 1974), ェクジステロイドが無くなると合成も低下する

翅原基の特徴であると考えられる. (Fristrom et al., 1974). また，タンパク質合成を阻害

図26にみられるように， RNA合成は 5齢 0, 1日目 すると外転が阻害される (Fristromet al., 1973)と報

に比活性が最も高く，この時期の急激な DNA量の増加 告されている．合成タンパク質についてはフルオログラ

に対応するものであると考えられる．また，この時期に フィーでニクジステロイド添加による差がみられたもの

翅原基内の RNA合成が盛んに行われることは，組織が (Rikoll and Fristrom, 198; Sin, 1983)および差のみ

終齢を迎え，蛹化への方向づけがなされるために必要で られなかったもの (Utumiand Natori, 1980)が報告さ

あるということも考えられる．また， 4, 5, 6日目お れている．

よび 9, 10日目に比較的合成活性が高く，細胞数が増加 このように成虫原基におけるエクジステロイドの作用

する時期にRNA合成活性が上昇すると考えられる．夕 機構を RNA, タンパク質合成のレベルで解明するに

ンバク質合成活性は2, 4日目および6, 7, 8, 9日 は，まだ技術的に克服すべき点がいくつかあると思われ

目に高く，細胞周期にともなう，あるいは組織の増大の る．本節の結果では，この観点からは分泌代謝に関係す

ためのタンバク質合成であると推定される． る RNA, タンバク質合成にニクジステロイドが影響す

RNA, タンパク質合成については，ヒマサンで Patel ることが示唆された．

and Madhaven (1969)が，シロチョウで Lafontet al. 蛹化後の変動を図27にまとめた．ニクジステロイドの

(1977)が報告しており， RNA合成は終齢初期，後期 定量結果は共同研究者の木口博士から提供を受けた

に高くなること，タンパク質合成も同様の合成活性を示 (Kawasaki et al., 1986). この定量値ほ Carvezet aL 

すという結果を得ている．また，後期の合成活性はニク (1976)および Hanaokaand Ohnishi (1974)の結果と

ジステロイドの上昇と関係があると述べている．本実験 同様の様式を示している．形態形成の変動と比較検討し

の結果， RNA合成は 5齢8, 9, 10日目に合成活性が てみると，蛹化後の物質量の増加も形態形成と関係が深

比較的高く，ニクジステロイドの影響が考えられる．夕 ＜，初期の細胞分裂期には DNA量の増加が著しく，分

ンパク質合成も 6日目以降高くなり， 電顕観察で rER 化終了後のクチクラ合成期， りん毛形成期に核酸および

が増加する時期に一致し，上昇するエクジステロイドに タンパク質量の急増がみられる．また，生毛細胞核の直

より促進されると考えられた．しかし，比活性をみると 径もこの時期に増大し，これらが急増する時期にニクジ

ェクジステロイド濃度の低い時期にも RNA, タンパク ステロイドがヒ゜ークに達する． りん毛長は 8日目まで徐

質合成の高い時期があり，合成活性そのものが直接エク 々に伸長し，重さ，核酸量およびタンパク質量も 813目

ジステロイドの作用によるものとは考えられない しか までは増加した．エクジステロイドも 8日目までは体内

しながら，形態観察の結果とあわせ考えると， 5齢後半 に存在し，物質量の増大に働いていると考えられる．

の rERの増加期における分泌活性の増大にニクジステ Lafont et al. (1976)はシロチョウで蛹化後の蛹の核

ロイドが慟くと推察される．また，微小管の再配列，ク 酸量，タンパク質量およびそれらの合成を調べており，

チクラ合成などに関係する RNA, タンバク質合成にも DNA量は前半に増加するが， DNA合成は20%,70% 

ニクジステロイドが慟いていることが考えられる． 程度の時期に2度合成期がみられる. RNA量および合

RNA合成は invitroでエクジステロイドの添加に 成は初期および中期にそれぞれ高くなり，タンパク質量

より促進され (Ohmoriand Ohtaki, 1973; Bergtrom および合成は後半に上昇するという．本節で得られた結

and Oberlander, 1975; Scheller et al., 1978), 特に 果と比較すると， RNA量， DNA量の増加様式はほぽ

rRNA合成が促進される. mRNA合成については 一致したが，タンパク質量は Lafontet al. (1976)の報

Fristrom (1972)が述べているように明瞭な結果は得ら 告では羽化前に減少しているが，本節の結果からは減少

れていないおそらくこれは mRNAの扱いにくさ，不 がみられなかった点が異なる. Novock et al. (1978) 

安定さが実験を困難にしているものと考えられる．ま もサクサンの DNA,RNAおよびタンパク質量を蛹化

た， RNA合成と形態形成は直接関係ないという報告と 後測定しており， DNAは2日目から増加， 12日目にヒ°

(Bergtrom and Oberlander, 1975), RNA合成阻害剤 ークになり， RNAは9日目にピーク，タンパク質は14

により外転が阻害されるという報告がある (Fristrom 日目にピークがみられると報告しており，本節の結果と

et al., 1973). ほぽ一致している．

タンバク質合成もニクジステロイドにより促進され， 蛹化後の翅の発達はエクジステロイドによって誘起さ
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れることがセクロピアサンで確められており (Willi・

ams, 1947), タンパク質および RNA合成が invitro 

でニクジステロイドの添加により促進される (Apple-

baum and Gilbert, 1972)ことやエクジステロンの注射

により促進される (Wyattand Wyatt, 1971)ことが報

告されている．また，ェクジステロイド注射によりDNA

合成も促進されて細胞数の増加， りん毛形成がみられる

ことも報告されている (Ruhet al., 1980). 

このようにエクジステロイドは蛹化後も細胞分裂，組

織の増大，クチクラ分泌などに慟いていると考えられ

る．形態形成と比較すると，低濃度のニクジステロイド

では DNA合成，細胞分裂が促進され，高濃度下で rER

の増加をともなう分泌活性の上昇が行われるものと推察

された．これらの現象は幼虫期，蛹期ともに観察され，

低濃度で細胞の増殖，高濃度で急激な形態変化および分

泌活性の上昇をェクジステロイドは翅原基にもたらすも

のと思考した．このように濃度のちがいによって効果が

異なることは，ェクジステロイドは濃度の変動により細

胞周期を制御することによって翅原基の発達をコントロ

ールすることを想像させる．次章ではこの点を追跡して

いくことにする．

摘 要

1. 5齢期に，翅原基の面積は2.0~2Qmm2と10倍に

拡大した． とくに4~5日， 6~7日，蛹化前日に著し

く，それぞれ，細胞数の増大，気管枝束の進入，翅原基

の伸長時期に相当した．

2. 細胞数は 1.2 X 105~5. 25 X 106個と約4倍に増加

し， 5齢5日目， 8, 9日目に顕著であった. DNA量

は1.0~3. 76μgと約4倍に増加し，とくに 1~3日目お

よび10,11日目に著しく増加した. 5齢初期は G2期に

滞まる細胞が多数存在する可能性が示唆された．後期の

増加は上昇するニクジステロイド量の影響によるものと

考えられた．

3. 重さは0.1~2.2mgと22倍に増加し， 9日目以降

顕著な増加がみられた. RNA量は4.0~29.0μgと約7
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倍になり，とくに 2日目および10, 11日目に増加が顕著

であった．タンパク質量は 10~90μgと約9倍になり，

9日目以降急増した. 5齢後半の組織が増大する時期に

これらも増加し，高濃度のエクジステロイドの影響であ

ると思われる．

4. RNA合成は 5齢0, 1日目に比活性が最高で，

急激な DNA量の増加に対応すると考えられた．また，

4, 5, 6日目および9,10日目にも比較的高く，細胞

周期との関連が考えられた．タンバク質合成は2, 4日

目および 6, 7, 8, 9日目に比活性が高く，細胞周期

にともなう，あるいは組織の増大，分泌代謝のためのタ

ンパク質合成であると推定された．形態観察の結果とあ

わせ考えると，ニクジステロイドは翅原基における分泌

活性の増大に慟くことが示唆された．

5, 蛹化後，重さは 8日目まで増加し，以後下降し，

雌で60倍，雄で45倍になった． りん毛長も 8日目まで伸

長した．

6. 生毛細胞核の直径は蛹化後72時間目以降，他の細

胞と区別できるほど増大した．

7. DNA量は3.8~20μgまで約 5倍になり，とくに

1日目および 8日目に顕著であった. RNA量は 38~

129μgと約3,4倍に増加し， 8日目以降減少した． タン

バク質量は75~530μgと約7倍に増加し，特に， 5日目

および7日目に急増がみられた．蛹化後もニクジステロ

イドは形態形成の激しい時期に分泌されており，低濃度

でDNA合成， 細胞分裂が促進され， 高濃度下で rER

の増加をともなう分泌活性の上昇が行われるものと推察

された．これらの現象は幼虫期，蛹期ともに観察され，

ニクジステロイドは翅原基に，低濃度で細胞の増殖，高

濃度で急激な形態変化，分泌活性の上昇をもたらすもの

であると考察した．

第2章翅原基の形態形成におよ（ます

内的ならびに外的因子の影響

第 1節形 態形 成に おける DNA合成および

細胞分裂の意義

第 1章でエクジステロイドが翅原基の発達を制御して

いるという結果が示唆された. 5齢初期から成虫翅に分

化するまでに翅原基細胞は何度か分裂を行い，発育段階

に応じ，ェクジステロイド分泌に反応しながらクチクラ

の分泌などを行っている． したがって，ニクジステロイ

ドは翅原基細胞の細胞周期を制御している可能性があ

る．細胞周期を制御することにより蛹化，成虫化への進

行を決定していると考えられるが，これには幼若ホルモ

ンも関与しているであろう．翅原基でこのような発育に

ともなう細胞周期の問に生じる現象を明らかにするとと

もに，その現象が成虫翅の形成に有する意味を明らかに

し，ニクジステロイドの作用を把握する材料を得ること

を本節の目的として実験を行った．

昆虫の成虫器官の形態形成において， DNA合成およ

び細胞分裂は分化に重要な意味を有すると考えられてい

る. Williams (1965)はセクロピアサンの蛹化直後の休

眠打破はエクジステロイドの働きによって行われ，翅に

おいては DNA合成が誘薄されて成虫発育が開始される

と述べている．

ショウジョウバニの成虫原基で細胞分裂周期が調べら

れたが， 明瞭な周期性は認められなかった (Adlerand 

Macqeen, 1984), また， Gravesand Schubiger (1982) 

はショウジョウバニの脚原基で，蛹化前のエクジステロ

イドの上昇が脚原基細胞の G2期維持に関与するとして

いるが，他の時期については議論されていない

りん翅目昆虫では成虫器官の DNA合成および細胞分

裂に関する報告はなく，ホルモンとの関係についても報

告はあるが結論は出されていない (Oberlander,1969; 

Kurushima and Ohtaki, 1975). 本節では DNA合成

および細胞分裂が翅の形態形成のどの時期に行われ，成

虫翅の完成と関わっているかを明らかにする目的で， 5 

齢期および蛹期における DNA合成ならびに細胞分裂の

時期を調べた．さらに，胚期 (Bulliらreand Bulliere, 

1977)および蛹期 (Sochaand Sehnal, 1972)の処理で

DNA合成阻害が報告されているマイトマイシンC処理

を5齢期，蛹期に行った．また， DNA合成期に感受性

が高いとされている X線照射を 5齢期，蛹期に行い，

DNA合成を阻害することによる成虫翅形成への影響か

ら， DNA合成，細胞分裂の意義を追跡した．

材料および方法

供試蚕品種は約25℃で飼育した錦秋x鐘和，陽光x麗

玉および日 124号x支 124号の桑葉育蚕を用い上族後も

25℃で保護を行った．

咀—チミジンの取り込み； 5齢期の前翅の原基を経時

的に取り出し，咀—チミジンが終濃度0. 5μCi/mlになる

Grace の培地を用いて翅原基への咀—チミジンのとりこ

みを行った．取り出した原基はプラスチック・シャーレ

内の金網台上に設置したレンズ・ペーパーに載せ， 25℃

で4時間保護した．反応後組織を10倍容の生理食塩水で

磨砕した後，等容の10%トリクロル酢酸を混合し，沈澱

分画をミリポアフィルターで分別し，フィルターごと液



体、ンンチレーター液に沈め（トルエン： PPO:POPOP; 

ll: 4g: 0. 2g) 液体、ンンチレーション・カウンターで

計測した．

オートラジオグラフィーは 3Hーチミジンを体菫 1g当

り5μCi注射し， 4時間後前翅の原基を取り出し，常法

にしたがい固定，包理を行い， 5μmのパラフィン切片

を用いて行った．切片は脱パラ後 SakuraNR-M2乳剤

を塗布し 1カ月間冷暗所で露光を行った. 3Hーチミジン

の取り込みは全細胞数に対する銀粒子のみられる細胞数

の割合で算出し， 3個体の平均をもって表示した．

蛹化後の 3Hーチミジンの取り込みは，雄蛹 1個体当り

lOμCiの aHーチミジンを蛹化後72時間目までは 4時間ご

と，それ以後は 120時間まで12時問ごとに腹部に注射し

た. 2時間後に前翅を取り出し前述のように液体シンチ

レーション・カウンターによる測定を行った．

細胞分裂数； 5齢期は，経時的に取り出した前翅の原

基をカルノア氏液で固定後，ホイルゲン反応を行い，ス

テイドグラス上の組織を顕微鏡で観察して計測した．

蛹化後の組織の細胞分裂数は蛹化後 4時間ごとに72時

間まで取り出した前翅を，常法に従い lOμm厚のバラフ

ィン切片とし，ホイルゲン反応ーアニリンブルー染色を

行い，顕微鏡下で分裂細胞数の計測を行い， 2個体の平

均値をもって各時期の分裂数とした．

マイトマイシンC投与；マイトマイシ 1/Cは蒸留水で

溶解後体重 1g当りそれぞれ， 2. 5μg, 5. Oμg, 10. 0 

μgを 5齢期蚕から蛹化後 5日目までのカイコの腹部に

注射した．

X線照射； 4眠期から蛹化後 5日目までのカイコに

0.5mm厚のアルミニウム・フィルターを通過後の線量

で5,OOORおよび10,OOORの X線を照射した．照射装置

は日立X線非破壊検壺装置 (Ml3R -1505)を用いた．

海与 果

5齢期の翅原基における sHーチミジン取り込みの経時

的変化を図28に示した．図にみられるように， 5齢初期，

4, 5日目およびs.9, 10日目の 3つの時期に高い取

り込みがみられたまた， 3Hーチミジンを取り込んだ細

胞をオートラジオグラフィーにより検出し，全体の細胞

に対する割合で算出した結果が図29である．この結果か

ら， 5齢初期， 6日目および 8, 9日目に高い sHーチミ

ジンの取り込みが観察された．特に， 5齢起蚕および8

日目の翅原基の中には， sHーチミジンの取り込みが20%

以上の細胞で認められたものもあった．

一方，蛹期における.3圧チミジンの取り込みは細胞分

裂時に行われるものと分裂期が終了し， りん毛形成が開

29 

始された後に行われる場合とがあった．図30に示した48

時間目までにみられる 3Hーチミジンのピークは，次に述

べる細胞分裂に一致した時期に認められ，細胞分裂にと

もなう DNA合成であろう．この時期の DNA合成は蛹
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Fig. 31 
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咀—thymidine incorporation observed 

specifically in the scale cells (arrows) 

Wing tissue was observed 84 hours 

after pupation. S: scale; SN: scale 

cell nucleus. 

Table 2 The incorporation of 3H-thymidine 

in the wing tissue 

Hours after pupation CPM/ wing 
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24 36 48 

Hours after pupation 

The number of mitosis in the fore wing 

after pupation. •—• ; mitosis parallel 

to wing surface, • —• ; mitosis of scale 

stem cell-I, A-▲ ; mitosis of scale 

stem cell-2. 



化後12時問目位から上昇し36時間目位まで高い値が維持

された．その後， sHーチミジンの取り込みは低下し84,

96時間目に一時上昇（表2),再び108時間目以降低下し

た．この時期にみられる 3Hーチミジンの取り込みは，図

31に観察されるように生毛細胞に特異的であり，生毛細

胞核がこの時期に倍数化することが明らかとなった．

5齢期における細胞分裂数の変化を図32に示した. 5 

齢初期は分裂数が少<, 3~5日目に一度ピークがみら

れ， 8, 9日目に 2度目のピークが認められた．蛹化前

になるとほとんど細胞分裂は観察されなかった．

蛹化後は第 1章第 1節で述べたように，生毛細胞の分

化に伴い，表皮に対し平行，垂直および傾きをもつ 3種

の異なる分裂様式が観察された（図 33). すなわち，蛹

化後 16時間目以後，表皮に平行な分裂が観察されはじ

め，分裂総数は蛹化後24時間目頃から急に増加し， 28時

31 

間目で最高となり，多数の分裂像が40時問目頃まで観察

された．生毛幹細胞 Iにみられる表皮に対して垂直な分

裂は， 20時間目頃から認められ， 28時間目から40時間目

にかけてはほぼ同数を数えた．生毛幹細胞IIが生毛細胞

とソケット細胞に分裂する表皮に対して傾きを有する分

裂は32時間日から観察され， 36時間目に最多となり， 48

時間目まで認められた．

5齢起蚕時から成虫までマイトマイシンC注射を行っ

たが，吐糸前日までおよび蛹化後 3日目以降は処理によ

る影響はみられなかった．吐糸開始日から蛹化後 3日目

までの結果を表3に示した．吐糸期の区で個体数の少い

区は，幼虫のまま死亡した個体あるいはプロセテリー個

体を生じたものを除いた数を示している．翅の伸展およ

びりん毛形成は蛹化前後に最も影響を受けた．蛹化当日

2. 5μg/g体重注射した個体で，翅は正常な大きさおよび

Table 3 The effects of mitomycin C on the adult wing formation 

Dose of mytomycin C (μg/g weight) 

The stage 2.5 5.0 10.0 

of injection WX  WS  Ws wS N WX  ws wS N WX  Ws wS N 

so 2 6 2 1 1 1 1 

S1 6 3 5 3 7 

S2 10 10 4 

PO 2 5 3 10 10 

Pl 4 6 10 10 

P2 2 8 7 3 6 4 

P3 10 10 10 

w: small wing, x : no scale, W: large scale, s : few scales, S : normal scale, N: normal 

VO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 ， 
10 

11 

Table 4 The effects on the adult wing formation by the X ray irradiation 
during the fifth larval instar 

5KR lOKR 

1/10 , 5/10 8/10 10/10 1/10 5/10 8/10 10/10 

4 6 

10 (3#) 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 (8#) 

10# 

10# 

4# 6# 

4# 6# 

10# 

10 (5#5*) 

10 (6#4*) 

10# 

10# 

10 (3#7*) 

10* 

10* 

# ; a few scales, * ; few scales 



32 

b 
Fig. 34 Eclosed adult received mitomycin C 

just after the pupation. a. 2.5μg/g 

weight (left), no injection (right), b 

10.0μg/g weight. 

a
 

a b 
Fig. 36 Ecdysed pupa (a) and eclosed adult (b) 

which were received lOKR X ray ir-

radiation at the 6th day of the fifth 

larval instar 

Fig. 35 Ecdysed pupa received lOKR X ray 

irradiation at the 1st day of the fifth 

larval instar. Wing growth was extre-

mely affected. 

形を有するがりん毛形成が特異的に阻害された個体を図

34 aに， 10. Oμg/g体重を蛹化前日に注射され，伸展お

よびりん毛形成の完全に阻害された個体を図34bに示 し

た．

一方， 5齢初期から X線照射を行った結果，表4に示

すように，5齢初期に照射 した個体では蛹化時にほとん

ど翅の形成されない個体が得られた（図 35). 6日目の

照射では 8割位の大きさの翅を有する個体が得られ（図

36), 蛹化前日に照射 した個体は翅の伸展が悪く ，翅の

a b 
Fig. 37 Eclosed adult which were received 10 

KR X ray irradiation before (a) or 

after (b) pupation. Wing extension and 

scale formation were inhibited. 

りん毛が特異的に阻害される現象がみられた（図37a). 

また，蛹化後照射 した場合，蛹化後 1日目 に影響が最も

強く現われ，翅の伸展が悪くりん毛もほ とんど形成され

ない個体も多く得られた （表 5. 図37b). 蛹化後60時

間目以降の個体では影態はみられなかった．

考察

カイコの成虫翅の完成には第 1章第 1節で述べたよう

に，翅の大きさを決定する5齢期の形態形成およびり ん

毛形成など分化の行われる蛹期の形態形成を経るこ とが

必要である．本章で得られた実験結果から， 5齢期には

初期に盛んな DNA合成が行われ（図28,29), 翅の増大



Table 5 The effects on the adult wing formation by the X ray irradiation 

during the early pupal stage 

Hours after 5KR lOKR 

pupation AA AB BA BB BC AA AB BA BB BC 

0 -12 2 2 

12-24 2 1 1 5 5 

24-36 6 2 1 3 6 

36-48 2 2 

48-60 6 3 2 4 

60- 2 3 

AA: Normal; AB: Normal wing, a few scales; BA: Deformed wing, normal 
scale; BB: Deformed wing, a few scales; BC: Deformed wing, few scales 
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をもたらす気管枝束の進入が始まる前に細胞分裂のピー く，マイトマイシン Cが排泄された後 DNA合成の回腹

クが一度あることが明らかとなった（図32). ここにみ が行われるためであろう．また，翅がX線照射で特異的

られる 5齢初期の DNA合成は，細胞数の増大とともに に阻害され，腹部の皮膚などに影響がみられない理由

翅原基が蛹化に向かうために必要な DNA合成であると は， 5齢初期に皮膚の真皮細胞で DNA合成が行われな

考えられる. Ohtaki et al. (1986)は4齢のカイコのア いことによると考えられる．

ラタ体を摘出し，一定時間後に幼若ホルモンを投与し， 吐糸期には図28,29, 32にみられるように， DNA合

アラタ体摘出によって種々の組織が蛹化に向かうに必要 成および細胞分裂がともに観察された．この時期にはマ

な時問を調べている．翅原基はアラタ体摘出後幼若ホル イトマイシンCならびにX線照射により，翅の伸展およ

モン投与までの時間が36時間で， 50%が蛹化への決定が びりん毛形成が阻害されるが，蛹化時の翅の大きさに影

行われると報告している．おそらくこの間に 1回目の分 響はみられなかった．したがって，この時期の細胞分裂

裂が行われ，分裂後蛹化への決定が行われたと考えられ はりん毛形成に必要な細胞分裂であると考えられる．双

る. Sehnal (1968)もハチミツガの終齢幼虫にアラタ体 翅目ではクロキンバ工で Schaerer(1976)がマイトマイ

の移植を行い，内部器官への影聾を調べているが，終齢 シン処理を行い，蛹化前に剛毛形成の阻害がみられると

の3日目以降にアラタ体を移植しても翅は蛹化に向か 報告しており，双翅目でも同様な時期に DNA合成が行

ぃ， 4日目以降では翅の大きさにも影響がないという結 われることが考えられる．

果を得ている．この現象は，本節の結果からも推察され 図28および図32のDNA合成と細胞分裂の結果を比較

るように，おそらく 3日目までに細胞分裂が行われ，蛹 すると，細胞分裂が先に終了することがうかがわれる．

化への決定がなされたことによると考えられる． ショウジョウバ工で蛹化前に G2期細胞が増加すること

また， Kurushimaand Ohtaki (1975)はカイコの 4 が， 翅 (Fainand Stevens, 1982)および脚の原基

齢初期にアラタ体を摘出すると，翅原基で細胞分裂が急 (Graves and Schubiger, 1982)で報告され，高い濃度

激に増加することを報告している．図32にみられる初め のニクジステロイドが関係すると述べられている．ハチ

の分裂ピークは，カイコの 5齢期には 3日目位に体内の ミツガの腹部の皮膚の細胞も，蛹化直後 G2期に滞まっ

幼若ホルモンが消失する (Sakurai,1984)ことと彼らの ていると報告されている(Wolbertand Kubbies, 1983). 

報告結果を併せ考えると，幼若ホルモンの消失により溝 また，細胞株を使った実験で，ニクジステロイドを添加

かれたものと推定される．したがって， 5齢初期に DNA すると，ェクジステロイドに感受性の細胞株で G2期細

合成を行った細胞の多くは G2期に滞まっており， X線 胞が増加したり (Stevenset al., 1980), あるいは，ェ

照射により図35にみられるような翅の発達が極端に阻害 クジステロイドの添加は細胞分裂を抑制し，大型の細胞

された個体が出現することが考えられる．また，翅の大 を出現させる (Lanirand Choen, 1978)という報告が

きさの阻害は吐糸開始まで多少みられ，吐糸期までに同 ある． さらに， ゴミムシダマ・ンの皮膚で Bensson-

種の分裂が少しずつ存在することが推察できる. Lavoignet. and Delachambre (1981)は4, 5齢期の核

5齢初期にマイトマイシンC処理を行っても翅に異常 を調べ，脱皮期の表皮細胞は G2期にあり，クチクラ分

がみられないが，これは食桑に伴い血液の代謝回転が早 泌を行うことを報告している．これらの報告から，高濃
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度のニクジステロイドは細胞を G2期に滞まらせる作用

のあることが推定できる．本節で得られた結果から，カ

イコの翅原基でも蛹化前に G2期細胞が増加することが

考えられる．特に， DNA合成が終了している蛹化前日

に X線照射によりりん毛形成が阻害されることから，

G2期細胞が多量に存在している可能性がある．カイコ

では赤井ら (1973)が皮膚の DNA合成期が 5齢 8, 9 

日目にみられることを報告しており，本節の翅原基の吐

糸期の DNA合成に相当するものと考えられる．おそら

く，腹部皮膚の生毛細胞の出現に必要な DNA合成であ

ろう．

終齢期の成虫原基の DNA合成，細胞分裂を調べた報

告は，ニクバ工で Vijverberg(1973, 1974), ショウジ

ョウバェで Adlerand Macqueen (1984), Graves and 

Schubiger (1982), Fain and Steven (1982)らによっ

てなされているが，周期が認められたものはない．

White and Gregory (1972)はアブラム・ンで2度分裂周

期を見い出している． りん翅目ではココクガで Muth

(1961)が，、ンロチョウで Lafontet al. (1977)が報告

しているが， Muth (1961)の報告では蛹化前に分裂ヒ゜

ークが示されており， Lafontet al. (1977)は初期と後

期に DNA合成が高くなる結果を得ている．本節の実験

結果， 5齢期に細胞分裂の周期が観察されたが，カイコ

では発育をそろえ，個体差を小さくできたことによると

考えられる．

蛹化後は第 1章第 1節で述べたように生毛細胞が分化

するための分裂が行われる．図30および図33にみられる

ように，ほぽ細胞分裂期と DNA合成期とは一致してい

る．この時期にはマイトマイシンC処理およびX線照射

でりん毛形成が阻害される．マイトマイシンCでは蛹化

当日， 1日目， 2日目と阻害度が低下するが，蛹化当日

処理した個体では，はじめの DNA合成期に影響を受け

ると考えられる. Krishnakumaran et al. (1967)はセ

クロビアサンの成虫発育およびりん毛形成がマイトマイ

シンCの投与で阻害されることを観察している．また，

Guerra et al. (1973)はショウジョウバ工の腹部の細胞

分裂を調べ，囲蛹殻形成後36時間位まで続くことをみて

おり，この際マイトマイシンC処理を行うとソケットの

ない剛毛などが生じることを報告している．本節の実験

からも同様な結果が得られており，これらの昆虫では蛹

化後 DNA合成を行い，その DNA合成は成虫発育に不

可欠なものであることが推察された．

織の観察結果と比較して，生毛幹細胞 I, IIのDNA合

成が阻害されることによってりん毛形成に異常が生じた

と考えられた．

蛹化後の細胞分裂については Henke(1946)や Muth

(1961)の報告があるが， DNA合成については Wolbert

and Kubbies (1983)と Lafontet al. (1976)の報告

があるだけであり，両報告では蛹化後 2度の DNA合成

期を観察している. 1回目の DNA合成期は本節の細胞

分裂期とともに観察される DNA合成期に相当すると考

えられる．彼らの報告している 2回目の DNA合成期

は，次に述べる生毛細胞に特異的な DNA合成であろ

う．

りん毛形成開始後，生毛細胞に特異的な DNA合成が

行われる（表2, 図31). おそらく，ここにみられる染

色体の倍化は絹糸腺などでの倍化と同様に， 1つの細胞

で多羅の生産物を作り出すために必要なのであろうと思

われる．これについては Henkeand Pohley (1952)が

ココクガで報告しているが，生成するりん毛の大きさと

核の倍化度とは比例する結果が得られている．

本節で述べたように，カイコでは 5齢期および蛹期に

翅原基細胞の細胞分裂が行われ，蛹の形態形成にそれぞ

れ異なる意味を有することが明らかとなった．すなわ

ち， 5齢初期の DNA合成および細胞分裂は翅の大きさ

を決定するために必要であり，幼若ホルモンにより分裂

を抑えられるため G2期細胞が多く，放射線感受性が高

くなっていると考えられる．また，後述するように，吐

糸期にもエクジステロイドの上昇にともない DNA合成

および細胞分裂が行われるが，この時期の分裂はりん毛

形成に必要であり，生毛細胞の生成に先だつものとな

る．さらに，蛹化後もニクジステロイドの分泌にともな

って DNA合成および細胞分裂が再開される．

このように，カイコの成虫翅の形態形成にとって必要

なDNA合成および細胞分裂は周期的に行われ，翅の大

きさやりん毛形成に重要な意味をもっていることが明確

にできた．また，これらの周期は幼若ホルモンおよびニ

クジステロイドの制御下にあることが推定される． これ

らのホルモン分泌は環境の変化を感知する脳が統制して

おり，翅の形態形成も環境の変化に対応して行われると

考えることができるが，ホルモンとの関係については次

節で述べる．

摘 要

一方， X線照射では蛹化後 1日目に阻害が最大で，こ 1. カイコの翅原基の DNA合成を調べた結果， 5齢

の時期は DNA合成期に相当し，この時期の DNA合成 初期，吐糸期および蛹化後20~36時間目に高い合成がみ

がりん毛形成に必要なものであることが確められた．組 られた．また，蛹化後84,96時間目には生毛細胞核で特



異的な DNA合成が観察された．

2. 細胞分裂は， 5齢期には3~5日目および8, 9 

日目に2度のピークが観察された．蛹化後は16~44時間

目に3種の型の分裂が観察された．細胞分裂数と DNA

合成の結果から，翅原基細胞は幼若ホルモンの存在によ

り， DNA合成後 G2期に滞まることが示唆された．

3. マイトマイシンC注射では，吐糸期および蛹化後

2日目までの個体で翅の伸展ならびにりん毛形成に阻害

がみられた．

4. X線照射により， 5齢初期に翅の大きさが阻害を

受け，吐糸期および蛹化後 2日目までの個体で翅の伸展

ならびにりん毛形成に阻害がみられる,5齢初期のDNA

合成は，細胞数の増大とともに，翅原基が蛹化に向かう

ために必要な DNA合成であると考えられたまた，吐

糸期における DNA合成，細胞分裂はりん毛形成などの

成虫翅の完成に必要であるという結論が得られた．さら

に，蛹化後の DNA合成および細胞分裂は生毛細胞など

の分化に必要であることが阻害することにより確認でき

た．

第 2節 形態形成における内分泌環境の意義

前節でも述べたように，翅原基の形態形成は内分泌環

境の変動下で行われる．終齢の成虫原基とホルモンとの

関係については， ショウジョウバ＝で Meyeret al. 

(1980)がニクバ工で Berrehrand Bougues (1975)が

ェクジステロイドの注射で翅原基が成長することを報告

している．一方， RNA合成およびタンパク質合成はエ

クジステロイドで促進されることが認められており

(Oberlander, 1969; Raikow and Fristrom, 1971), 

これらが形態形成に関係することも調べられている

(Ohmori and Ohtaki, 1973; Fristrom et al., 1973; 

Bergtrom and Oberlander, 1975). また， DNA合成

は培養下でェクジステロイドにより促進されることが報

告されているが (Oberlander,1969, 1972; Ohmori and 

Ohtaki, 1973; Logan et al., 1975), 原基の発達段階に

よっても異なると考えられている (Vijverberg,1973). 

蛹化後は脳ホルモンの刺激で，前胸腺が活性化され成

虫発育が開始されることが確められている (Williams,

1947, 1952; Fukuda, 1941). 七クロビアサンでは成虫

発育が開始される前に，翅組織でDNA合成の行われる

ことが報告されている (Bowersand Williams, 1964; 

Krishnakumaran et al., 1967). 

ところが，翅原基の形態形成がどのような内分泌環境

下で行われ，その発達がニクジステロイドによりどのよ

うに制御されているかを継続して成虫翅の形成まで追跡
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した報告はない したがって， 5齢初期の翅原基を体外

で培養し， りん毛形成が行われる系を作出すれば，翅原

基の形態形成とエクジステロイドとの関係が明らかにな

ると思われる．本節では培旋系の開発を行い，ホルモン

濃度と原基の形態形成との関係を明らかにするためエク

ジステロンに対する反応を培養下で調べた．また，蛹化

後の成虫発育とエクジステロイドの関係を調べる目的で

結紫蛹へのニクジステロンの注射を行った．さらに，木

ロ博士から提供いただいた 5齢期と蛹期のエクジステロ

イドタイターの測定結果と翅の形態形成との関係につい

て考察を行った．

材料および方法

供試蚕には日 124号X支 124号を用い，桑葉により約

25℃で飼育した．

培養方法；脱糞後の 5齢幼虫を70%のエタノールに 5

分問浸潰し，蚕体を殺菌後解剖を行った．開腹後，生理緩

衝食塩水を滴下し，前翅の原基を取り出し，Graceの培地

で(Gibco)洗浄後培養に供した．培養温度は25℃とした．

培旋法の検討；培養容器内の気相，静置の方法ならび

に血清の添加について行った．気相については，空気お

よび 95%0叶 5%C切混合ガスについて比較した．静

置の方法については，懸滴法，金網台法（佐藤・三宅，

1976)および組織を浅い培養液中で一部空気に接触させ

る方法（浸潰法）の 3者について検討した． これらの方

法の検討は 5齢4日目のカイコの血液を 10%添加した

Graceの培地に終濃度が0.05μg/mlvこなるエクジステ

ロンを添加して行った．添加血清については上記血液お

よび牛胎児血消 (Gibco)について調査した．

ェクジステロン濃度； 0~0.5μg/mlのエクジステロ

ン濃度における分化様式および細胞分裂数を比較した．

分化様式の観察； 5齢 1日目， 6日目，前蛹期の翅原

基を金網台法で培養し，経時的にパラフィン切片を作製

し光学顕微鏡により観察を行った．

光顕用試料；翅原基をカルノア氏液で2時間固定後常

法に従ってパラフィン切片を作製し，ヘマトキシリン一

工オシン染色を行った．

細胞分裂数；組織をカルノア氏液で固定後，順次低濃

度のアルコールに移し，水洗後ホイルゲン反応を行い，

脱水，封入後分裂細胞数を計測した．

咀ーチミジン (3H-dT)および 14C-Nーアセチル， D-

グルコサミンびH-NADG)の取り込み； 5齢3日目の

前翅の原基を 13日間 o.05μg/mlのエクジステロン存在

下で培蓑を行い， 24時問ごとに 3H-dTおよび 14C-

NADGの取り込みを調べた. 3H-dTは0.5μCi/ml,
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Fig. 38 

・ア又

;//' 
底 芸湿

a. Wing disc of day 3 larvae was cul-

tured by dipping in a solution contain-

ing 0.05μg/ml 20-hydroxyecdysone (20 

HE) for 12 days. b. Wing disc of day 

3 larva was cultured in applying the 

hanging drop method using a solution 

containing 0.05μg/ml 20HE for 16 days. 

H ; haemocyte. 

14C-NADGは 0.05μCi/mlになるように Graceの培地

に溶解し， 24時問取り込みを行わせた．反応後組織を

PBS中で砦砕 し， 同星の 1096TCAを加え O.45μmの

ミリポアフィルターでろ過を行った. 3H-dTについて

は，フィ ルタ ーごと シンチレータ ー液に沈め，14C-NA 

DG は TCA沈殺物を50℃の水酸化カリウムで 1時間処

理した後ガラス ・メンプレンフィルタ ーでろ過し，それ

ぞれフィルタ ーごと液体、ンンチレーション ・カウンクー

で測定した．

細紫蛹へのエクジステロン注射；蛹化直後の蛹を頭胸

間で結紫 し，2日後エクジステロンを 1頭当りo.2, 0.4, 

o. 8, 1. 6, 3-2およ び 6.4μg注射し，翅を取り 出し光顕

観察に供した．

結 果

1. 培雅法の検討

3種の方法のうち金網台法ではリん毛形成まで観察さ

れた． しかし，懸滴法な らぴに浸漬法では， 生毛細胞が

分化する過程でみられる生毛幹細胞 Iの，基底部に対 し

て垂直な細胞分裂までは観察されたが，その後の進行は

なくりん毛形成は認められなかった．この 2法の場合に

は，図38に示すように組織は丸くなり ，内部に脱落した

細胞塊が集合 している状態が観察された．

気相の比較は吐糸期の翅原基を用いて行った．混合ガ

ス中では培養後 10日目にりん毛形成がみられたのに対

し，空気中では14日目にりん毛形成が認められた．基底

部に対して垂直な細胞分裂像はそれぞれ 8日目， 10日目

に観察され， 02分圧を高くすると分化の進行が早まる

ことが示された（表 6).

Table 6 The results of the examination of culture methods 

cuticle 

deposition 

mitoses perpendicular 

to tissue 

scale 

formation 

air l 

95960叶 596CO/ 
hanging drop2 

no medium changed2 

no serum added2 

bovine serum added2 

8

6

+

＋

+

+

 

2

2

+

＋

＋

+

 

14 

10 

+
-

+ ; observed, -; not observed, observed in some cases, 1 ; discs of prepupae, 

2; discs of day 3 larvae; numbers are the days before observation 
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Table 7 

doses of 20 OH 
(μg/ml) 

Disc reaction after treatments with different doses of 
20-hydroxy ecdysone 

cuticle 
deposition 

tracheole 
migration 

scale 
formation 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

'0.08 

0.02 

0.01 

0.005 

tanned 

1 transparent 

. 

+
＋
+
+
+
 

+
＋
+
 

+ ; -observed, -; not observed 

カイコの血清を添加した培地とウシ胎児血清添加培地

を比較した結果，前者ではりん毛形成まで観察できた

が，後者では一部にりん毛形成の認められたものの大部

分はりん毛形成までに到らなかった．血清無添加の培地

では垂直な分裂像までは観察できたが， りん毛形成は認

められなかった．

液の交換と細胞分裂数との関係を図39に示した．培養

液の交換を行うと翌日分裂細胞数の増加がみられた． し

かし，液交換を行わず14日間倍養した場合，垂直な細胞

分裂像は観察されたが， りん毛形成は認められなかっ

た．
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Fig. 40 Differences in the doses of ecdysterone 

resulted in different rates of mitoses 

in the wing discs of day 1 larvae. Each 

value represents the mean of 3 samples. 

Discs were cultured for 24 hours in the 

hormone-free medium and then they 

were transferred to a medium contain・ 

ing various doses of ecdysterone. 

•—•; O.OOlμg/ml, 0-0; 0.004μg/ml, 
•—•; O.OOSμg/ml, •— A ; 0.015μg/ml. 
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Fig. 41 Differences in the doses of ecdysterone 

resulted in different rates of mitoses in 

the wing discs of day 2 larvae. Each 

value represents the mean of 3 sam-

ples. Discs were directly transferred 

to the medium containing various doses 

of ecdysterone. •—•; O.Olμg/ml, 

• —•; 0.02μg/ml, ▲ー▲； 0.08μg/ml, 

• —•; 0.2μg/ml, 0-0; 0.5μg/ml. 

気管枝束の進入は認められ， クチクラも着色しなかった

がりん毛形成は認められなかった. O. 02~0. lμg/mlの

濃度範囲でりん毛形成までの完全な過程が観察された．

O.Olμg/mlでは気管枝束の進入は認められたがりん毛

形成はみられなかった. o. 008μg/ml以下の濃度では気

管枝束の進入も観察されなかった．なお，細胞分裂の継

続はo.004μg/ml以下ではみられなかった. o. 2μg/ml 

2. ニクジステロンの翅原基におよぽす影響 以上のエクジステロンは細胞分裂を抑制する結果が得ら

ニクジステロン濃度と原基の分化および細胞分裂との れた．

関係を表7および図40,41に示した．エクジステロン濃 表8ならびに表9に5齢 5日3目の翅原基への 3Hーチ

度がo.3μg/mlょり高い場合には褐色のクチクラが観察 ミジン，aHーロイシンおよびaHーウリジンの取り込みにお

された． しかし，このエクジステロン濃度では気管枝束 よぽすニクジステロン濃度の影響を調ぺた結果を示す．

の翅部への進入ならびに生毛細胞の発生などの分化は観 それぞれの結果は3個の翅原基での平均値で示してあ

察されなかった．エクジステロン濃度がo.2μg/mlでは る. DNAおよびタンバク質合成は 10.0μg/mlまでは



Table 8 The effect of the 20-hydroxy ecdysone concentration on the incorporation 
of 3H-thymidine, 3H-uridine, 3H-leucine into the wing disc 

Concentration of Rate of incorporation (CPM) 

ecdysterone (μg/ml) 3H-thymidine 3H-uridjne 3H-leucine 

゜
946 3120 5867 

0.01 566 4850 8177 

0.1 1123 6803 12300 

1. o 1080 5087 10700 

10-0 Hi77 4567 12567 

wing discs of the 3rd day of the fifth larval instar, mean of 3 samples. 

Table 9 The effects of the 20-hydroxy ecdysone concentration on the incorporation 

of 咀—thymidine, 3H-uridine, 3H-leucine into the wing disc of the 3rd day 
of the :fifth larval instar 

Culture tjme Concentration of Rate of incorporation 

(hours) ecdysterone (μg/ml) 3H-thymidine 3H-uridine 3H-leucine 

0-24 

゜
1800 2600 1700 

24-48 

゜
2200 1700 1650 

Q.05 4100 3150 3200 

Q.5 6980 3600 3350 

Incorporation was carried out for 24 hours, discs were incuvated in the hormone 

free medium for the first 24 hours. 

Table 10 The effects of the 20-hydroxy ecdysone concentration on the 
incorporation of 3H-thymidine, 3H-uridine, 3H-leucine into 

the wing disc of the 7th day of the fifth larval instar 

Concentration of Culture time R~te of incorporation (CPM) 
ecdysterone (μg/ml) (hours) 3H-thymidine 3H-uridine 3H-leucine 

0,05 0-24 5133 3500 3333 

24-48* 5000 3766 4000 

o.s 0-24 3500 3766 2500 

24-48* 867 3333 4667 

Incorporation was carried out for 24 hours, *: incorporation was carried out at 

the last half 24 hours 

39 

ニクジステロイド濃度の高い方が合成が盛んになるが， ろ，それぞれ，ニクジステロン濃度の高い区で合成の高

RNA合成は Q.lμg/ml r, こピークがみられたまた， 25 いことが観察された．表10に 5齢7日目の翅原基におけ

時問ホルモン・フリーで培養し，その後24時間咀—ウリ るニクジステロン濃度と 3H-チミジン， aHーウリジンお

ジン，咀ーロイシン，咀ーチミジンを取り込ませたとこ よび aHーロイシンの取り込みを調べた結果を示す. 3日
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Table 11 . The effect of 20-hydroxy ecdysone 
concentration on the disc cell 

mitosis of the 7th day of the last 
l_arval instar 

Culture time Concentration of Number of 

(hours) ecdysterone (μg/ml) mitosis 

0-24 

゜
. 4.7士3-8

0-48 

゜ ゜0-24 Q.05 7,0土2.0

0-48 〇.05 56-7土41-3

0-24 〇-5 4.7土4.2

0-48 Q.5 0-7土1.2 

0-24 o.5 

24-48* 0.05 

゜*: discs w_ere transJerred to the medium con-
taining 0. 05μg/ml ecdysterone after 24 hours 

culture. 

Number of mitoses represents the mean士S.D.
of 3 samples. 

Table 12 Changes in the development of wing 

disc・s in culture depending on the 

larval stage 

days after culture 

stage mit．os． is cuticle scale 
deposition formation 

Vl 2-10 7 11 

V6 1-3, 6-8 3 10 

Vll 8 14 
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Fig. 43 Incorporation of 咀—thymidine (•—•) 
and 14C-N-acethyl-D-glucosamine (0-
0) into the wing disc of the 3rd day 
of the fifth larval instar. 

目の原基と異なり， aHーチミジンの取り込みは高濃度の

ニクジステロンを長時間処理するほど抑制される結果が

得られた．

5齢7日目の翅原基を O,o. 05, o. 5μg/mlのエクジ

ステロンを含んだ培地で培養した結果（表11),o. 05μg/ 

mlの培地で 48時間培養した区でのみ多数の分裂像が観

察された．

カイコ血液 (10%)およびエクジステロン (0,05μg/ 

ml)を添加した Graceの培地で 5齢 1日目， 6日目お

よび前蛹期の翅原基を金網台法で培養した結果を表12に
示す．これらにみられる分化様式は第 1章で述ぺたもの

と同様で，クチクラ分泌前後に 1度ずつ分裂がみられ

（図42a), さらに生毛幹細胞 Iの基底部に垂直な細胞分

裂（図42b),大核を有する細胞の出現（図42C)およ

びりん毛形成が観察された（図42d).

5齢 1日目の翅原基は培養後2日目から10日目までひ

き続いて分裂が観察されたが， 5齢 6日目の翅原基では

＇クチクラの分泌が観察された時期には分裂像はみられ

ず，クチクラの分泌の前後に 1度ずつ細胞分裂が認めら

れた. 5齢 1日目および6日目の翅原基では原基内の一

部でりん毛形成が観察されるが，他の部位では未だ細胞

分裂像がみられる状態で，個々の細胞が同調しているわ

けではなかった．この現象は 5齢 1日目の翅原基でとく

に顕著であった．

5齢 3日目の翅原基を培簑し， 24時間ごとに 3H-dT

および 14C-NADGの取り込み測定を行った結果を図43

に示す. DNA合成は 4日目から急上昇し， 6日目にヒ°

ークとなり以後下降した．一方， クチクラ合成は 7日目

に急上昇し，以後は少し高い値を保った．

結紫蛹にエクジステロン注射を行った結果， o.2~0.8 

μgでは翅組織の発達は観察されなかった（図44a). 

1.6および 3.2μgの注射ではクチクラ分泌およびりん毛

形成がみられた（図44b)が， 6.4μg注射では厚いクチ

クラが分泌されただけでりん毛形成はみられなかった

（図44C). 3. 2μg注射区においては，翅組織内に12時間

後に細胞分裂が， 48時間後にりん毛形成が認められた．



Fig. 42 Light micrographs of wing disc cultured on stainless mesh containing 

0.05μg/ml 20HE and 10 96 Bombyx serum. a. Day 6 wing disc; 

Cuticle deposition was observed in the disc 6 days after culture. WC; 

wing cavity, C; cuticle. b. Wing disc of prepupa; Mitosis prependicu-

lar to wing tissue (arrow) was observed in the disc cultured for 12 

days. H; haemocyte. c. Wing disc of prepupa; Large nuclei (arrows) 

were found in the tissues 10 days after culture under 95飴 0戸 596CO2 

aeration conditions. d. Wing disc of prepupa; Scale formation was 

observed in the tissues 10 days after culture under 9596 02+59, るCO2

aeration conditions. 
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Fig. 44 Wing tissues of neck ligatured pupae 

injected with ecdysterone. a. Wing 

tissue injected with 0.2μg ecdysterone 

after ligation. Differentiation of wing 

cells and apolysis of the pupal cuticle 

were not affected by a low titer of 

ecdysterone. PC: pupal cuticle. b. 

Wing tissue injected with 3.2μg ecdy-

sterone after ligation. Complete adult 

development was observed in the wing 

tissue. S: scale. c. Wing tissue in-

jected with 6.4μg ecdysterone after 

ligation. Thick adult cuticle was form-

ed, but scales were rarely observed. 

AC: adult cuticle; S: scale. 

考察

培蓑法の検討を行ったところ，金網台法を用い， Grace

の培地にカイコの血液を添加すること で良好な結果が得

られた． この方法は Nardiand Willis (1975)がココ

クガの翅原基で報告 した培養法とは異なるが，カイコの

翅原基の培養法には適していると考えられる．

気相については，酸素分圧の高い方がりん毛形成が早

く行われることを明らかにすることができた．ただし，

培養下で翅原基の分化を究明するためには空気中の酸素

で十分であるという結果が得られた．静置法の比較を行

った結果，他の 2法に比較して金網台法が適していた

が，これは組織が十分な酸素に接触することおよび組織

を支持するものの存在が必要であることを示唆してい

る．また，合成培地だけでは十分な発達がみられないこ

とか ら，培蓑液の改良も必要である と思われる．さ ら

に，培蓑液の交換は組織の発達を促進すること から，目

的に応じて液交換の日数を決定する必要があると考えら

れた．

次に，培養下のエクジステロン濃度が翅原基の形態形

成にお よぽす効果と，体内での翅原基の形態形成を比較

して，形態形成におよぽす内分泌環壊の役割について考

えてみたい 一定浪度のニクジステ ロンの存在下で培狸

を行った結果，濃度がO.02~0. lμg/mlの範囲でりん毛

形成までの分化が観察できた. Imoto et al. (1980)は

ニカメイガの終齢初期幼虫の皮府を培養し， o.01~0. 1 

μg/mlのエクジステロン含有培地に 24~72時間接触さ

せると，上皮細胞は蛹のクチクラ を分泌でぎるようにな

ると報告している．本節の結果と同様に，幼若ホルモ ン

の存在しない状態で， ある濃度のエクジステロ イドに一

定時間接触することにより蛹化に向かうと考えられる．

また，気管枝束の進入，透明なクチクラの形成，細胞

分裂などを誘禅するエ クジステロ イ ド濃度範囲はりん毛

形成のみられる濃度範囲より広く， o.01~0. 2μg/mlの

範囲で観察された．これらの濃度はハチミツガにおける

形態変化 (Bergtrom and Oberlander, 1975), ニクバ

工の外転 (Ohmoriand Ohtaki, 1973)を誘導する濃度

とほぽ一致していたが， RNA合成およびタンバク質合

成を促進する濃度 (Bergtromand Oberlander, 1975; 

Raikow and Fristrom, 1971; Fristrom et al., 1974) 

より低かった．さらに，高濃度のエクジステロ ンは細胞

分裂を抑制すること， 5齢後半の翅原基では DNA合成

も抑制することが明らかとなったまた， DNA合成抑

制が細胞分裂の抑制より時間がかかることから，細胞が

高濃度のエクジステロイドの存在下では G2期に滞まる

ことも考えられる．以上の結果からエクジステロイドは

カイコの体内にある漉度で存在することにより，翅原基

の形態形成をささえる役割を果たしているが，濃度の上

昇によって細胞分裂を抑え， RNA タンバク質合成を促

進し，蛹化へ向かわしめるとともに，組織全体を同調さ

せる慟きのあること が推察された．

図45に木口博士から提供いただいた 5齢期のエク ジス
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Fig: 45 Changes of ecdysteroid titer (--), 

juvenile hormone titer (…） and the 
number of mitosis (-) during the fifth 

larval instar of Bombyx wing disc. 

テロイドタイターの変動と翅原基の細胞分裂の結果を示

す．短い点線は Sakurai(1984)が同一の交雑種で得た

JHタイターの結果を引用した.Kurushima and Ohtaki 

(1975)が4齢期にアラタ体の摘出を行うと翅原基で細

胞分裂が促進されることを報告している．図45にみられ

るように幼若ホルモンが消失する時期に翅原基細胞の細

胞分裂が促進され， 3, 4, 5日目にみられる初めのピ

ークが観察される．すなわち， 5齢初期には，高い幼若

ホルモンの活性によって DNA合成が盛んに行われると

ともに細胞分裂が抑制されて翅原基細胞の多くは G2期

に滞まることが考えられる．また，この時期の DNA合

成は翅原基の蛹化への決定に必要であり， 1回目の分裂

を経過した組織は蛹化能力を獲得できると考えられる．

Galvez (1981)はカイコでは， 5齢3日目にニクジステ

ロン注射を行うと翅の外転がみられることを報告してい

る．これは翅原基細胞が 5齢初期の DNA合成後の分裂

を開始したことにより蛹化能力を獲得できるようにな

り，ニクジステロンに反応して外転を行ったものと考え

られる．

翅原基は 1回目の分裂後気管枝束の進入を起こし，ニ
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クジステロイドの上昇にともなう 2回目の分裂はニクジ

ステロイド量の上昇によって促進されることが推察され

る．さらに，ニクジステロイド量が上昇すると，細胞分

裂が停止し， クチクラ分泌が開始される．光学顕微鏡下

で観察を行うと，吐糸量が90%位の時期に細胞分裂の停

止およびクチクラ分泌の開始が認められた．吐糸量が90

％の時期は 5齢期のニクジステロイド量のビークの時期

に相当し，ニクジステロイドの上昇により細胞分裂が終

了し，クチクラ分泌を開始して蛹化の準備を行っている,. 
ことが推察される．このことは高濃度のエクジステロン

による細胞分裂の抑制，あるいほ 5齢後期の翅原甚にお

ける DNA合成の抑制結果からも確認できる．

結紫蛹へのエクジステロン注射により翅の発達が促進

されたことで，蛹化後の翅の形態形成にもェクジステロ

イドが直接働いていることが確められたまた，

Ohnishi and Chatani (1977)によると結紫蛹に注射さ

れたエクジステロンは2日位で分解されることから，蛹

化後の翅の形態形成にはある程度の量のニクジステロイ

ドが2日間程度存在することが必要であると考えられ

る． しかもある濃度以上になると幼虫期の翅原基と同様

にクチクラ合成への切りかえが行われることが確められ

た．

図46に蛹化後の翅の生体重， りん毛長およびDNA合

成と木口博士から提供を受けたニクジステロイドタイタ

ーの結果を再掲する．図46に示すように翅原基はエクジ

ステロイドの上昇により DNA合成を開始し，細胞分

裂，分化を行い，組織を増大し，ニクジステロイド抵が

ビークに逹すると， りん毛形成の開始，生毛細胞核の倍

数化，クチクラ合成の開始などを行うことが観察され

た．また，ニクジステロイドの存在する間は組織の増大

やりん毛の成長も観察される．このように蛹化後の翅組

織の形態形成もニクジステロイドの増減に制御されてい

ることが明らかとなった．

上述のように 5齢期から成虫翅の完成に到るまで翅原

茎では幼若ホルモンの消失およびエクジステロイドの増

減により形態形成が制御されている． ところが，本節の

培養結果から，一定濃度のニクジステロン存在下で，細

胞分裂， クチクラ合成およびりん毛形成などは順次行わ

れることが認められた．したがって，これらの現象か

ら，一定濃度のエクジステロイドが存在すれば翅原基の

遺伝子が順次発現していくことが確められた． しかし，

5齢初期の翅原基の培養でみられたように一定濃度のエ

クジステロイドの存在下では組織の同調性は悪くなる．

以上述べたように， 5齢期および蛹期のニクジステロイ

ドの増減により翅原基は個々の細胞が同調して，組織と
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して整った形態形成を行うことができるものと考えられ

る．

摘要

. 1. 金網台法，懸滴法，浸潰法の中では金網台法が翅

原基の分化を観察するのに適当であった．後者の 2方法

では組織が異常になった．この結果，翅組織を培養する

際には，組織を支持するものの存在が必要であることが

明らかになった．

. 2. 酸素分圧は高いほど翅原基の発達が促進され，ヵ

イコの血液の添加も完全な分化に必要であった．また，

液の交換を行うと発達の促進されることがうかがわれ

た．

3, ニクジステロン濃度がo.3μg/ml以上では褐色の

クチクラ合成がみられたが，分化の進行は認められなか

った. o. 02~0. lμg/mlでりん毛形成までの完全な分化

の進行が観察され， 0.2μg/ml以上のエクジステロン添

加により細胞分裂の抑制がみられた. 5齢 3日目の翅原

基は高濃度のニクジステロンで DNA,RNAおよびタ

ンパク質合成が促進されたが， 7日目の翅原基は高濃度

のエクジステロンでDNA合成が阻害された．

4. 10%のカイコ血液およびニクジステロン (0.05

μg/ml)を添加した Graceの培地で5齢 1日目， 6日目

および前蛹期の蛹原基を金網台法で培養した結果，それ

ぞれの時期で生体内同様の分化様式が観察された．培養

原基の発育段階の早いほど，個々の細胞の同調が悪かっ

た．

5. 5齢 3日目の翅原基を培養し， 24時間ごとに 3H-

ヂミジン， t4C-Nーアセチル， D-グルコサミンの取り込

み測定を行った結果， DNA合成は4日目から上昇， 6 

日目にビークとなった． クチクラ合成は7日目以後上昇

した．

培養系での結果から，ニクジステロイドは体内である

濃度で存在することにより，翅原基の形態形成をささえ

る役割を果たしているが，濃度の上昇によって細胞分裂

を抑え， RNA,タンバク質合成を促進し，蛹化へ向かわ



しめるとともに，組織全体を同調させる働きのあること

が推察された．

6. 結紫蛹にニクジステロン注射を行った結果， 0-8

μg以下の注射では組織の発達ほみられないが， 1.~~ 

3.2μgでクチクラ分泌， りん毛形成が観察され， 6.4μg

注射では厚いクチクラの分泌だけ認められた．この結

果，蛹化後の翅の形態形成にもエクジステロイドが直接

働いていることが確められた． しかも，ある濃度以上に

なると幼虫期と同様に， クチクラ合成への切りかえが行

われるものと推察された．

総合考察

．序論で述べたように，本研究は 5齢期ならびに蛹期に

おける翅原基の形態形成を細胞ならびに物質レベルにお

いて経時的に追跡し，形態形成におよぼすエクジステロ

イドの影響を明らかにするために行ったものである．す

なわち，ニクジステロイドの作用機作を検討するととも

に，蛹化への決定がどのように行われるかについて翅原

基で明らかにし，さらに，翅原基細胞の DNA合成期を

調べて，形態形成に関連する DNA合成の意義を明確に

しようとしたものである．以下研究結果にもとづき，総

合的な考察を行いたい．

1. 翅原基の形態形成におよぽすニクジステロイドの

影響

(1) 組織観察の観点から

ニクジステロイドにより誘導される現象として，細胞

分裂，気管枝束の進入がある．これらは 5齢初期から中

期にかけて行われ，低濃度のニクジステロイドの存在下

で行われることが確認できた． これらの現象を培養下で

誘導するニクジステロン濃度は， りん毛形成などの分化

を培養下で遂行させる濃度にほぼ等しい．このような結

果から，低濃度のニク ジステロイドは翅原基構成細胞が

分裂し，生毛細胞などに分化する細胞周期の維持に働く

と考えることができる． したがって，低濃度のニクジス

テロイドの存在下で開始される細胞分裂および気管枝束

の進入ほ，翅原基が成虫翅に分化するための第 1歩であ

り，不可欠な事象であり，組織の増大への準備段階でも

あると考えられる．

幼若ホルモンが消失し，ラジオイムノ．アッ七イでほ検

出できない程度のエクジステロイドが存在する 5齢6日

目までの間に翅原基では上述の準備が完了する．この間

に体重ほピークになり，絹糸腺の増大，脂肪体の代謝転

換 (Inagakiand Yamashita, 1986)などがみられる．

これらのことから，．カイコでは幼若ホルモンが消失し，
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低濃度のニクジステロイドが存在する時期は，蛹化の準

備が行われ吐糸期に急増するエクジステロイドに反応で

きる態勢が整えられる時期に相当し，各器官がそれぞれ

の特異性にしたがい蛹化の準備を行っていると考えられ

る．そして，低濃度のエクジステロイドが存在して，準

備に必要な細胞の代謝などに作用していると思われる．

5齢7日目以降，ニクジステロイド量の上昇にともな

ぃ，翅原甚でほミク ロビリの伸長，基底側の細胞端の伸

長およびそれにともなう組織の扁平化，基底膜の消失，—
rERの増加，翅原基の外転ならぴにクチクラ分泌などが

観察される．

ミクロビリの伸長および基底側の細胞端の伸長には微

小管が関与し，伸長方向に平行に配列している様子が認

められ，ニクジステロイドが微小管の形成に関与してい

る可能性も考えられる．．気管枝の進入により，翅腔内へ

の体液成分および酸素の供給が行われ，ェクジ・ステロイ

ドの働きが補償されると考えられる．翅原基の扁平化ほ

気管枝の進入にともなって起こる現象であるが，組織の

扁平化は外転が行われるために必要な事象であり，外転

にほ高濃度のニクジステロイドが必要であるといわれて

いる (Fristromet al., 1973). これらの現象は高濃度

のエクジステロイドを必要とし，蛹化前にニクジステロ

イドが急上昇することの必要性の一つはここにあると思

われる．

、 rERの増加，グチクラ分泌も高濃度のニクジステロ

イドの存在下で行われる． したがって，高濃度のニクジ

ステロイドは翅原基細胞の分泌活性にも必要なものと推

定される．培養下で低濃度のニクジステロン存在下でも

クチクラの分泌ほ観察されたが，蛹化時にみられる厚い

クチクラの分泌は高濃度のニクジステロイドを必要とす

るものと考えられる．

蛹化後の翅組織においても，比較的低濃度のエクジス

テロイドの存在下で細胞分裂が行われ，高濃度のエクジ

ステロイドの存在下で微小管の出現をともなうりん毛形

成， rERの増加，クチクラ合成などが観察される．分

化の準備を低濃度のエタジステロイド存在下で行い，分

泌代謝を高猥度のニクジステロイド存在下で行う機構は

幼虫期ならびに蛹期の翅原基で共通してみられ，翅原基

のエクジステロイド反応性の大きな特徴であると考え

る．

-(2) 物質生産の観点から

-翅原基の重さ， DNA量， RNA量およびタンパク質

量の増加は吐糸期に急増するニクジステロイドの増加に

ほぼ比例しており，物質の急激な増加に高濃度のニクジ

ステロイドが必要であると推察された．これらの物質の
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増加は蛹化後のエクジステロイドの急増期にもみられ， 幼若ホルモンの存在により抑制されており，消失後一斉

ニクジステロイドは翅原基には5齢期ならびに蛹期に同 に分裂することから， 5齢初期の幼若ホルモンの消失は

様な作用を有するものと考えられる． 組織の同調性に役だっていると考えられた．

RNA合成およびタンパク質合成も invitroで高濃度 舟培養下では低濃度のニクジステロンは細胞分裂を促進

のエクジステロンにより促進されるが， 5齢期の翅原基 し，高濃度のニクジステロンは分裂を抑制する結果が得

のRNAならびにタンパク質合成を経時的に追跡し，そ られた．このことから，吐糸期の翅原基の細胞分裂は上

れぞれ， μgRNAならびに μgタンバク質当りの合成活 昇期のエクジステロイドにより促進され，ピーク時のエ

性を求めたところ，ェクジステロイド濃度の高い時期に クジステロイドにより抑制されると結論した．

それぞれ活性が高くなった．しかし，ニクジステロイド 一定濃度のニクジステロン存在下により 5齢初期の翅

濃度の低い時期にも高い活性のみられることがあり，合 原甚の培養を行うと， りん毛形成などの成虫への分化が

成活性そのものが直接エクジステロイドの作用によるも みられたが，組織全体での同調性は低かった．このこと

のとは考えられない．形態観察の結果とあわせ考慮し， から，ニクジステロイドは低濃度で存在することによ

高濃度のエクジステロイドは分泌活性の増大に働くもの り，翅原基細胞の分裂，分化を助けるが，蛹化前に高濃

と結論した． 度になることによって細胞分裂を抑制し，分泌代謝を盛

2. 翅原基における細胞周期とニクジステロイド んにする方向に組織を導き，組織内の個々の細胞を同調

(1) 翅原基における細胞周期と形態形成 化させる慟きがあると結論した．蛹化後も濃度の上昇に

5齢期ならびに蛹期における翅原基の DNA合成，細 よって分化を終了し，成虫翅形成へと向かわしめる作用

胞分裂，マイトマイシンCおよびX線照射による影響を を有すると考えられた．

調べ， DNA合成および細胞分裂に周期性のあることを このように翅原基の形態形成はその細胞周期が幼若ホ

認めた.DNA合成は5齢初期，吐糸期に高い活性が， ルモンおよびエクジステロイドにより制御されて行わ

中期にやや高い活性が観察された．また，細胞分裂 iま れ， 5齢初期と蛹化前に細胞の周期が同調化されること

3, 4, 5日目および8, 9日目に二つのピークが認め により，翅原基は組織全体が調和をもって発達すること

られた．この結果，分裂周期は2度存在し， 1回目は幼 ができると考えられる．

若ホルモン消失後に， 2回目はニクジステロイドの上昇

とともに認められると結論される. 1回目の分裂前にみ

られる DNA合成は，蛹化への方向づけと翅の大きさを

獲得するために必要であり，吐糸期にみられる DNA合

成は生毛細胞などへの分化に必要であることが認められ

た．

蛹化後も細胞分裂， DNA合成が行われ，これらは生

毛細胞などの分化時に行われるもので，阻害されると，

りん毛形成，翅の伸展などに影響がみられた．これらの

結果，翅原基細胞は5齢期，蛹期ともにDNA合成，細

胞分裂に周期性をもち， DNA合成，細胞分裂は成虫翅

の形態形成に必要であることが確められた．

(2) 翅原基の細胞周期におよぽすホルモンの影響

5齢期の初期に翅原基で行われる DNA合成は幼若ホ

ルモンの存在下で行われる．幼若ホルモンは，分化が決

定される前の分裂に影響し (Lawrence,1969), さらに，

DNA合成時あるいは細胞分裂時に作用して分裂後の細

胞の性質を決定する (Willis, 1974)といわれている．

カイコの翅原基で観察された，幼若ホルモンの存在下で

行われる DNA合成および幼若ホルモンの消失後の細胞

分裂はこれらのことを反映しており，成虫原基が成虫化

に向かう第 1歩であると考えられる．また，その分裂は

総 括

カイ'-(:'は環境条件を脳が感知し，内分泌系を通して

体全体の器官の発育調節を行っている．本研究は成虫原

基である翅原基の発育にともなう形態形成の過程を明確

にし，形態形成におよぽす内分泌現境の作用を明らかに

したものである．研究結果の概要は次のとおりである．

1. 5齢期および蛹期における翅原基の形態形成

翅原基の組織学的観察を経時的に行った結果， 5齢初

期の翅原基は翅のうに包まれ，細胞内には遊離のリボソ

ームが多く，活発な分泌活性は認められなかった．原基

への気管枝束の進入は6日目から起こり，それにともな

い血球も翅腔内に観察されるようになった. 7日目以後

翅部が伸長し扁平となり，細胞内には rERの増加，グ

リコーゲン顆粒，脂肪滴が観察され，核膜の凹凸が顕著

になるとともに， ミクロビリの伸長が認められた．これ

らの現象ほニクジステロイド濃度の上昇期に一致して起

こり，ニクジステロイドの作用により誘起されたと考え

られる．

10日目以降，翅部の外転，基底部の細胞端の伸長，基

底膜の消失，細胞分裂数の減少およびクチクラ分泌の開



始が観察された． ミクロビリの伸長方向および細胞端の

伸長方向には微小管が数多く認められ，微小管の伸長が

ェクジステロイドの影響を受けている可能性が示唆され

た．

蛹化後は生毛細胞の形成にともなう分裂像が観察さ

れ， 60時間目以後りん毛が生成された. 3日目にほ表裏

の細胞層が接着し，基底膜が消失した．生毛細胞，ソケ

ット形成細胞の細胞質には rERが多数観察された. 4 

日目以降， クチクラ分秘，甚底膜の再形成， りん毛の成

長，生毛細胞核の増大が観察され，生毛細胞核内の核小

体の増加がみられた. 8日目以降細胞の脱落，気管の分

化が行われた．

細胞分裂の過程は，上昇するエクジステロイドの存在

下で行われ，ニクジステロイドがビークになる前に完了

する．これは幼虫期にもみられた現象で，低濃度のエク

ジステロイドの存在下で翅原基の細胞分裂が行われ，高

濃度のニクジステロイド存在下で分泌活性が高くなると

結論した．また， rERの増加， りん毛形成にともなう

微小管の伸長，基底膜の消失はエクジステロイドに誘導

された現象であると考えた．

突然変異種無翅 (fl)では 5齢期の増大が顕著でなく，

分裂細胞数も少かった．細胞レベルの異常はみられない

が，翅部の骨格の形成がなく，気管枝束の進入も顕著に

みられなかった．蛹化前には扁乎化，基底部の細胞端の

伸長，クチクラ形成が，蛹化後突起部の伸長度の高いも

のでりん毛形成が認められた．これらのことから， fiの

異常ほ，個々の細胞レベルでの欠陥でなく，組織全体と

して正常な発達ができないことが原因であると思われ

る．気管系の発達不十分により，酸素供給の不足が主要

な原因であると推論した．

2- 形態形成にともなう物質量の変動

5齢期に翅原基の重さ，面積，細胞数，核酸蘊，タン

パク質量， RNAおよびタンパク質合成を，蛹化後は核

酸量，クンパク質墓，重さ， りん毛長，生毛細胞核の直

径などの測定を行った．

5齢期の蛹原基の面積は 2-0~2Qmm2と10倍に拡大

した． とくに4~5日， 6~7日および蛹化前日に著し

く拡大し，それぞれ，細胞数の増大，気管枝束の進入，

翅原甚の伸長の時期に相当する．

細胞数は 1.2 X 105~5, 25 X 105と約4倍に増加し， 5 

齢5日目， 8, 9日目に顕著である. DNA量は LO~

3. 76μgと約4倍に増加し，とくに 1~3日目および10,

11日目に著しく増加した．後期の DNA量，細胞数の増

加はエクジステロイド濃度の上昇期に一致していた．

重さほO.1...:,2, 2mgに増加し， 9日目以降顕著な増加
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がみられた.RNA量は4.0~29.0μgと約7倍になり，

とくに2日目および10,11日目に増加が激しかった． タ

ンパク質量は 10~90μgと約9倍になり， 9日目以降急

増した. 5齢後期の組織が増大する時期にこれらも増加

し，高濃度のエクジステロイドの影響によるものと考え

た．

RNA合成は 5齢0, 1日目に比活性が最高で，急激

なDNA量の増加に対応すると考えられた．また， 4,

5, 6日目および9,10日目にも比較的高く，細胞周期

との関連が想像された．タンパク質合成は2, 4日目お

よび6, 7, 8, 9日目に比活性が高く，細胞周期にと

もなう，あるいは，組織の増大，分泌代謝のためのタン

バク質合成であると推定した．これらの結果と形態観察

の結果をあわせ考え，ニクジステロイドは高濃度では翅

原基における分泌活性の増大に働くと結論した．

蛹化後，翅原基の重さおよびりん毛長は8日目まで増

加した．生毛細胞核の直径ほ72時間目以降他の細胞と区

別できる程度に増大した.DNA量は 3.8~20μgにな

り， とくに 1日目， 8日目に増加が著しかった; RNA 

量は 38~129μgと約3.4倍に増加し， 8日目以降減少し

た．タンパク質量は75~530μgになり， 5日目および7

日目に急増した．

蛹化後もエクジステロイドは翅組織の形態形成に慟

き，低濃度でDNA合成および細胞分裂を促進し，高濃

度で rERの増加をともなう分泌活性の上昇を行うもの

と結論した．これらの現象は幼虫期，蛹期とともに観察

され，ニクジステロイドほ翅原基に，低濃度で細胞の増

殖，高濃度で急激な形態変化および分泌活性の上昇をも

たらすものと考えられた．

3. 形態形成における DNA合成および細胞分裂の意

義

5齢期，蛹期の翅原基の DNA合成，細胞分裂数を計

測するとともに，マイトマイシンC注射ならびにX線照

射を行い，翅の形態形成におよぼす影響を調べた．

DNA合成ほ， 5齢初期，吐糸期および蛹化後20~36

時間目に高い合成がみられた．また，蛹化後84,96時間

目には生毛細胞核で特異的な DNA合成が観察された．

細胞分裂ほ， 5齢期にほ 3~5日目および8, 9日目に

2度のピークが観察された．蛹化後は16~44時間目に3

種の型の分裂が観察された:.

マイトマイシンC注射により，吐糸期および蛹化直後

から蛹化後2日目までの個体で翅の伸展ならびにりん毛

形成に阻害がみられた．また， X線照射では， 5齢初期

に翅の大きさの阻害を受け，吐糸期および蛹化後2日目

までの個体で翅の伸展ならびtこりん毛形成に阻害がみら
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れた．

以上の結果， 5齢初期の DNA合成は，細胞数の増大

とともに，翅原基が蛹化に向かうために必要な DNA合

成であり，その後の細胞分裂を経ることにより蛹化への

準備が行われると考えた．また，幼若ホルモンの存在に

より， DNA合成を行った細胞は G2期に滞まることが

示唆された．さらに，吐糸期における DNA合成，細胞

分裂はりん毛形成などの成虫翅の完成に必要であるとい

う結論が得られたまた，蛹化後のDNA合成およぴ細

胞分裂は生毛細胞などの分化に必要であることが確認で

きた．

4 形態形成における内分泌環境の意義

翅原茎の形態形成とエクジステロイドの関係を明らか

にする目的で，培養系の開発を行い，．．異なる濃度のニク

ジステロン作用について調べた．また，蛹化後の成虫発

育とニクジステロイドとの関係を調べる目的で結紫蛹ヘ

のニクジステロンの注射を行った．

翅原基の培鶉には金網台法が適し，翅原基の培養には

組織を支持するものの存在が必要であると考えられた．．

酸素分圧は高いほど発達が促進され，カイコ血液の添加

も完全な分化に必要であった．また，液の交換により分

裂の促進がみられた．

ニクジステロン濃度がo.3μg/ml以上では褐色のクチ

クラ合成がみられたが，分化の進行は認められなかっ

た.Q.02~0-lμg/mlで完全な分化が観察された.Q.008 

μg/ml以下では気管枝束の進入も起こらなかった. 0.2 

μg/ml以上のニクジステロン添加により細胞分裂の抑

制がみられた. 5齢3日目の翅原基では高濃度のニクジ

ステロンで DNA,RNAおよびタンバク質合成が促進

されたが， 7日目の翅原基では DNA合成が抑制され

た．

5齢 1,6日目および前蛹期の翅原基を培養した結果，

それぞれの時期の原基で生体内同様の分化様式が観察さ

れた．培養原基の発育段階の早いほど，個々の細胞の同

調が悪かった. 5齢3日目の翅原基の培養で， DNA合

成は 4日目から上昇し， 6日目でピークとなり，クチク

ラ合成は7日目以降上昇した．

培養下で翅原基が一定濃度のニクジステロン存在下で

分化できるが組織内の細胞の同調性は悪くなること，高

濃度のニクジステロンによって細胞分裂が抑制されるこ

となどから，ニクジステロイドは体内で低濃度で存在す

ることによって翅原基の細胞周期を進行させるが，濃度

の上昇によって細胞分裂を抑え， ,RNA, タンバク質合

成を促進し，蛹化へ向かわしめるとともに，組織全体を

同調させる働きのあることが推察された・

結紫蛹にニクジステロン注射を行った結果， O.Sμg以

下の注射では組織の発達はみられないが， 1-6~3-2μg 

でクチクラが分泌されるとともにりん毛形成が行われ，

6.4μgでは厚いクチクラの分秘だけが認められた．蛹化

後の翅の形態形成にもエクジステロイドが直接働き，ぁ

る濃度以上になるとクチクラ合成への切り変えが行われ

ることが確められた．＇

こ．のように，カイコの成虫翅の形態形成で，翅原基は

幼若ホルモンの消失で成虫化に向かうが，ニクジステロ

イドの存在で細胞周期が進行し，高濃度のエクジステロ

イドにより，多董の物質生産が行われるとともに組織が

同調することを明らかにすることができた．
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