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ト特集「昆虫の色素紋様形成J

カイコの突然変異体「褐円Jかう

明5かになった Wnt7の新しい機能的側面

山口淳一策
東京大学大学院新領域創成科学研究科

れている。従って，その原因となっている突然変異は，

個体の生殖や生存に悪影響を与えずに体表紋様だけを大

きく変化させることに関与していることが期待される。

もう一つの理由は， 2008年に全ゲノム配列が解読され

たことが挙げられる (InternationalSilkworm Genome Con-

sortium， 2008)。ゲノム情報は，個々の遺伝子座の原因遺

伝子をポジショナルクロ一二ングによって同定すること

を容易にした。

カイコの突然変異休の多くは，養蚕が盛んだったころ

の大量飼育の過程で発見され人為選択により維持されて

きたものであるが，自然界においても，わずかなゲノム

の改変から幼虫紋様が大きく変化した可能性を示す痕跡

がいくつか報告されている。図 2は， Prudic et a! 

(2007) に改変を加えたものであり，アゲハチョウ科の

系統関係と幼虫紋様との関係を示している。薄い緑の背

景色で示した部分は，I隠蔽型」と呼ばれ，図中に示し

たナミアゲハ (Papilioxuthω) やシロオピアゲハ (p

po!ytes)のように全身が緑で食草に紛れる種群である。

その聞に，キアゲハ (p111αchaon)のように， I隠蔽型」

とは大きく異なる派手なスポット紋様を持つ種「警告型」

がいくつか存在する(図 2，系統樹のオレンジの線で示

した種)。このような幼虫のスポット紋様は，捕食者に

対する威嚇に使われるという説もあり (Sherrattet a!， 

2003) ，他の鱗題目昆虫の幼虫に もよく見られる。アゲ

ノ¥チョウ科においては，このようなスポット紋様は，不

思議なことに最低でも 4回独立に出現した収般的な形質

と思われるが (Prudicet al.， 2007;図2，赤丸)，その分

子基盤は全く不明である。
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幼虫のスポット紋様に着目する理由3. 

日常的に捕食の危険にさらされる毘虫では，体表の色

や紋様を巧みに多様化させ，周囲の環境に紛れたり捕食

者を威嚇したりする「擬態」と呼ばれる現象が広く見ら

れる。「擬態」は見た目の見事さから，多くの研究者を

惹き付け今日でも盛んに研究が行われている。このよう

な生存戦111各は，主にゲノム上の突然変異と自然選択に

よって生じたと考えられているが，新しい紋様を出現さ

せる，または，紋様パターンを劇的に変化させるために

は，実際に，“どのような"または“どの程度の"突然変

異が必要か?に関しては 実はほとんど明らかになって

いない。そこで私たちはまず，ゲノム上のわずかな改変

によって，紋様に大きな変化が生じる現象に着目し，そ

のメカニズムを明らかにすることからスター卜したいと

考えた。

はじめに

この問題に取り組むために 私たちはカイコに着目し

た。理由の一つは，カイコにはさまざまな幼虫紋様をもっ

た自然突然変異体が多数存在し，古くから行われてきた

遺伝学的解析から，それぞれの遺伝形質は別々の一遺伝

子座の変異によって生じていることが知られている点に

ある(図 1)。図の写真はそういった変異体のごく 一部

であり，これらは紋様以外の形質は正常であり，基本的

には幼虫紋様だけに影響を与えるような異常であるとさ

多様なカイコの幼虫紋様2. 
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興味深いことに，カイコの突然変異体にも， I警告型」

と類似した派手な斑紋そもつ褐円 (multilunarぅL)とい

う系統が保存されている(図 1， 3)。この系統も， 100 

年以上前に，通常のカイコ(以降，ここでは「野生型」

と呼ぶことにする)には見られない，派手な斑紋が出現

する優性の遺伝形質として単離・継代飼育されてきた。

斑紋の位置は，アゲハの 「警告型」 同様に複数の体節に

わたって出現し，野生型のカイコやその原生種として知

られているクワコ (B.mandarinα)のそれとは異なるが([豆1

3，矢頭)，他には異常は見られず，成虫になった褐円の

体表，及び，遡の紋様は野生型と見かけ上同一である。

また，褐円は第4染色体上の一つの遺伝子座 (15.3cM) 

にマップされる形質であることが知られている (Tazima，

1964)。もし，褐円の「ー遺伝子座」に起こった変異を

同定できれば， 上述のキアゲハのような 「警告型」が系

統関係に関係なく独立に出現した謎にせまる手がかりに

もなりうる。そこで，褐円の遺伝子座 15.3cMとゲノム

配列とを結びつけるための順遺伝学的なアブローチから

実験を開始した。

4. Wnt1が幼虫のスポット紋様を出現させる

数千個体の掛け合わせと系統聞の一塩基多型 (SNPs)

を利用した連鎖解析 (Yamamotoet al.， 2008) を行い，

褐円 (L)の原因領域をゲノム上の34kbpまで絞り込ん

だところ，その領域には唯一 Wnll (wingless) という遺

伝子が存在した。褐円において，Wnllのアミノ酸配列

を大きく変える変異は見つからなかったので，幼虫期の

真皮細胞での mRNAの発現領域を insitu hybridizationで

調べてみた。すると，褐円の斑紋の形とよく 一致した発

クワコ (B.mandarina) 

カイコ (B.mori)
座位

かたこ

形蚕 (+ρ ・normal)
2.3.0 cM 

ひめこ

姫蚕 (p:plain) 2.3.0 cM 

〈ろし掌

黒縞 (pS:Striped) 2・3.0cM 

虎蚕 (Ze:Zebra) 3 -20.8 cM 

かつえん

褐同 (L:multi lunar) 4.15.3 cM 

たせいもん

多星紋 (ms:multis臼r) 12・5.5cM 

図1 カイコの様々な幼虫紋様変異体
カイコの各突然変異体の遺伝子座を右に示した。青字はカイ
コの Linkagegroupを表す。形歪，姫蚕，黒縞は同じ遺伝子
座の複対立遺伝形質。
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現パターンが観察された(図 4A)oWntJはヒトから毘

虫に至るまで広範な生物で保存的に機能している遺伝子

で，日主発生時の休節決定に重要な役割を果たしているこ

とが知られている (Baker，1988; Nakao， 2010)。鱗趨昆虫

の幼虫皮脂で，斑紋形成に関与するという機能について

は報告例がないが，野生型のカイコ幼虫に異所的に

Wntlを強制発現させてみたところ褐円の様な紋様が出

現した。一方，褐円において RNAiで Wntlの発現を抑

制すると斑紋形成は抑制された。これらのことから，1褐

円の原因 =Wnl1の幼虫期での発現」であることはほぼ

間違いないと考えている。驚いたことに，上述の「警告

型」の斑紋を持つキアゲハにおいても，Wnt1.をクロー

ニングし，その発現をリアルタイム RT.PCRで調べてみ

ると，褐円と同様，スポッ ト紋様の領域で特異的に

Wnl1 が高発現していることが明らかになった(図4B)。

これらの結果は，Wntlには，その異所的な発現によっ

「隠蔽型」

P polytes 

¥ シ出アゲハ

ナミアゲ、ハ

1¥ r警告型J
l キアゲハ

組側00副llis

f 
図2 アゲハチョウ科の幼虫紋様の進化
系統樹は Prudicel al. (2007)を改変し引用した。オレンジの
線は「警告型Jの幼虫紋様を持つ種を表し，赤い丸は 「讐告
型」が生じた分11皮を示す。最低でも 4回， I隠蔽型」の中か
ら 「警告型」が出現したことが分かる。赤い線 (pdemodo 

cus)は，種内で隠蔽型・警告型の 2種類が混在する種を示す。



を模式的に示したものであり，野生型では，Wnt1は低

く抑えられているのに対し，褐円では各幼虫ステージで

パルス状に増減を繰り返していた。さらに時間を 6時聞

に区切って 4齢の発現変動を細かく追跡すると，脱皮の

タイミング在支配する 20Eの上昇の後，数時間後に

Wnt1がパルス状に急上昇するが，外皮の着色が始まる

15時間以上前には，ほぼ、o~こなっていることが分かっ

た Clz158)。このことは，Wnt1の発現上昇は，外皮の

着色に関与しているというよりはむしろ，あらかじめ着

色領域を決定するプレパターニング、の役割を担っている

可能性老示唆している。そして，その斑紋のパターニン

グは毎回の幼虫ステージで Wnt1の高発現によって，そ

の都度，次のステージの紋様パターンが決定されている

と考えられる。確認のために 1-4齢で Wnt1が上昇する

時期の発現パターンを insitu hybridizationで調べてみた

が，やはり全てのステージで外皮の着色が起きる前に，

図4Aと同様，斑紋のパターンに一致して発現していた。

実際に 20Eの上昇が Wnt1の高発現の引き金になっ

ていることは，組織培養の実験系 CFutahashiet al.， 2005; 

Hiruma et al.， 1984)を用いて調べることが可能である。

単離した褐円の皮膚を適当な培地で培養し，そこへ 20E

を添加すると，予想通り，数時間後に Wnt1の発現が誘

導されることがわかった。

て新規のスポット紋様を幼虫休表に出現させるという，

今まで知られていなかった新たな機能的側面が存在する

可能性を示唆するものである。

脱皮のプロセスに組み込まれる Wnt1

幼虫斑紋は真皮細胞が外皮を着色することで生じてい

る。脱皮はいわば，せっかく 着色した外皮を脱ぎ捨てる

行為であるから，体表の斑紋を維持するためには，脱皮

の度に毎回斑紋形成を行わなければならない。 幼虫外皮

の着色は，脱皮ホルモンC20-hydroxyecdysone，20E)によっ

て厳密に決められており，毎回，脱皮のわずか数時間前

に起こる。褐円の斑紋の原因が Wnt1であるなら，Wnt1 

はいつ，どのようなパターンで発現しているのだろう

かつ 僻化後から最終齢まで 1日おきに真皮細胞にお

ける Wnt1の発現変動をリアルタイム RT-PCRで調べて

みると，興味深い結果が得られた。図5Aは，その結果

5. 

キアゲ、ハ
(P. machaon) 

カイコ (8.mon) 
野生型 褐円 (L)

タワコ
(8. mandarina) 

幼虫斑紋に関与する保存的な Wnt1の役割

上述の結果を考え合わせると WntJは (1)幼虫の真

皮細胞において，斑紋形成のパターニングを行う役割を

担い， (2)脱皮のタイミングを制御する 20Eに応答す

ることで決まった時期に一過的に発現し，繰り返しの斑

6. 

図3. 幼虫のスポット紋様
矢頭はスポット紋様がある体節を示す。スケールは Icmo 
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クワコ
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図4 幼虫斑紋形成に関与する Wnt1の発現解析
(A) WntJは匹発生時には体節中央で発現しているが，幼虫期には褐円の紋様と一致した領域で発現するようになる。右の写真
はWntJをプローブ、とした insitu hybridizationにより mRNAの局在領域を調べた結果。スケール Immo (B， C)キアゲ、ハ，及び，
クワコの斑紋と幼虫期の WntJの発現パターンの模式図。
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では， r拡張」とは具体的に何か?今後，明らかにし

ていきたい重要な課題であると考えている。ことでは紹

介できなかっ たが，褐円における Wnt1の発現上昇は，

ヘテロ個体の SNPsを利用した解析から，真皮細胞だけ

で発現を誘導する C1Sエレメントの変化が原因であるこ

とが強く示唆されている (Yamaguchiet al， in press)。系

統閣のシーケンスの比較解析，及び，ゲルシフトアッセ

イから，そののエレメントの候補が数個に絞られてお

り，現在，レポーター解析によって同定を進めている最

中である。その cisエレメントの同定は，いわば，褐円

の派手な幼虫斑紋を作り出すスイッチを ONtこする分子

メカニズムの一端を明らかLこするととであり，幼虫の外

見を大きく変えるのに，“どのような"また“どの程度の"

ゲノムの変化が必要かを示す明確な実例になると考えて

Vol.82 NO.1 

全く新たに獲得したのではなく，実は，クワコやそれ以

前の祖先において既に存在していたもので，褐円の場合

は，その制御が突然変異によって「拡張」され，派手な

紋様が出現する様になったと考えるのが自然である。

7. まとめと今後の展望
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これまでの紋様形成に関する研究は，ショウジョウバ

エやチョウの麹の紋様に関 してよ く調べられてきてお

り，その成果から，個体や組織の初期発生に重要な遺伝

子群が紋様形成にも寄与していることが明らかにされて

きた (Carrollet al.， 1994， Nijhout， 1994， Brakefield et al.， 

1996)0 Wnt1については，ショウジョウパエの麹のスポッ

ト紋様形成に関与し (w，巴meret al.， 2010)，また，タテ

ハチョウの「目玉紋様」の中心で発現することで形態形

成因子(モルフォゲン)としての役割を果たしている可

能性が示唆されている (Monteiroet al.， 2006)。これらの

研究は，あらかじめ候補遺伝子を決めて調べる逆遺伝学

的な手法で行われてきた。一方，褐円については全く事

前に予測せずに原因遺伝子を絞り込む順遺伝学的な手法

で調べられた点で，Wnt1の紋様形成への強い関与を明

確に示したことにもなったと考えている。

図 5.褐円における Wnt1の時間的な発現変動
(A)解化直後から終齢までの真皮細胞での Wnt1の発現量の
変化。 (B)4齢における Wnt1の発現変動の詳細。点線;血
中の 20Eの濃度変動を Kiguchiet al. (1981)より引用し重ね
合わせた。i20E上昇Jの数時間後 iWntlのパルスJが生じ，
Wnt1の発現がほぼ0になってから 15時間以上経って「外皮
の着色」が起こる。

上述のように，カイコには他にもたくさんの自然突然

変異体が保存され，特に近年，原因遺伝子の同定が盛ん

に行われている。突然変異体と言えば一般に，遺伝子の

機能欠損が原因となっている ことが多く ，実際カイコで

も，特定の遺伝子の機能欠損が変異形質の原因遺伝子と

して多く同定されている。一方， 褐円は Wnt1の機能欠

損が原因ではなく，突然変異によって祖先的に備わって

おわりに8. 

紋形成を可能にしていることになる。Wnt1の発現制御

が，後者のように脱皮のプロセスに適切に組み込まれる

乙とは，脱皮の度に毎回斑紋を作り直さなければならな

い幼虫にとっては好都合で，一見，合理的に思える。そ

の反面で，そもそも褐円とは，自然突然変異により出現

した系統であるので，本当に，単なる偶然の変異だけで，

(1)， (2)の両方の条件を満たすことが可能だったのだ

ろうか?という疑問が生じる。そこで，もう一度詳しく，

野生型のカイコ，及び，カイコの原生種といわれている

クワコにおける Wnt1の発現を調べ直すことにした。

斑紋がある体節とそれ以外の体節における Wntlの発

現を半定量的な RT-PCRによって高感度検出してみる

と，褐円に比べて微量ではあるが(褐円での発現の 1/25

~ 11200程度)，カイコ・クワコともに，斑紋のある体

節で有意に Wnt1が発現していることが確認された(図

4C)。つまり，褐円に限らず，クワコやカイコの野生型

での幼虫の斑紋形成においても，真皮細胞での Wnt1の

発現が関与している可能性が示唆されたことになる。

これらの結果から，本研究で明らかにしてきた斑紋形

成に関与する Wnt1の機能は 褐円が突然変異によって

16 
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いる機能抑制が解除された結果，派手な幼虫斑紋が出現

したと考えられる。「イモ虫」のような天敵の多い種に

とっては， I隠蔽Jは生存に重要なはずであり，冒頭に

述べたようなアゲ、ハチョウ科において，全身が緑色で食

草に紛れる「隠蔽型」は，本来持っている斑紋形成能を

抑制することで維持されている形質かもしれない。もし

そうなら，カイコの変異体褐円の出現と同様のメカニズ

ム，つまり，本来もっている機能の抑制が解除されるこ

とで，派手なスポット紋様の「警告型」が生じたという

考え方もできる。このことは， I隠蔽型」から「警告型」

が系統関係に関係なく独立に複数回生じた謎をわかりや

すく説明する新しい仮説のーっとして，今後検証してい

く価値があるものだと考える。

カイコは飼育種であり，その変異体の原因遺伝子の同

定から，自然界で、起きている進化の過程在推し量ろうと

いうのは，いささかチャレンジングな議論であることは

否定できない。しかし，本研究在通して，自然突然変異

体をただの「遺伝子の機能欠損個体」というだけではな

く， I進化の過程で，ちょっとした突然変異が生じた時

に出現しうるバリエーションの一つ」という見方をして

みるのも，時には大事かもしれないと思うようになった。

その実証のためにも，ここで同定した幼虫斑紋形成在誘

導する Wnt1の機能的側面が一体どの程度広範に保存さ

れているか，を追究することは，もう一つの大切な課題

であると認識している。
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