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SANSHI-KONCHU BIOTEC 

三特集「ポストゲノム時代の形態進化研究」 7 
昆虫翅の進化的起源の探索

一進化発生学が拓く新展開一

大出高弘＊
京都大学大学院農学研究科

1. 毘虫翅の進化的起源に関する古典的な仮説：

背板起源と側板起源

昆虫には始祖烏がいない。これに似た嘆きの言葉は，複

数の昆虫学者から発せられてきた (Kingsoverand Koehl, 

1994)。昆虫の翅の進化的起源は，いまだに決着がつか

ない謎として残されている。その主たる原因は，冒頭の

言菓の通り，翅の進化の中間段階を示す化石が発掘され

ていないことにある。翅の進化的起源に関する論争は，

今から 140年ほど前，ダーウィンの「種の起源」の発表

から 20年ほど経過した頃にはすでに始まっていたらしい

(Alexander, 2017)。Gegenbourは，水生昆虫の若虫が腹部

に形成する気管鯉の形態が，翅に類似することに着目し

て，気管鯉と して機能していた葉状の構造物が翅へと進

化したと考えた (Gegenbaur,1878)。鰊が大きくなれば

ガス交換の効率が高まるのだから，肥大化する方向へと

自然選択が働いたという。鰊説と呼ばれる考え方である。

一方，MUilerは，不完全変態昆虫の背板側縁部から翅が

形成される様子から，翅の進化的起源は気管鰊ではなく，

背板側縁部であると考えた (MUiler,1875 (Alexander, 2017 

による））。Crampton(I 916)がその後側背板説と名付

けたこの考え方は， 20世紀中長く支持を受けていたよ

うだ (Crampton,1916; Alexander, 2017)。側背板が肥大

化し，翅へと機能転換した究極要因についてはいくつか

の説が提示されている。例えば，側背板領域が肥大化す
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ることによって，高所から落下した際に，体の傾きを調

節した着地が可能となることが実験的に示されている

(Kingsover and Koehl, 1994)。背の高い植物から落下し

た後，あるいは トビムシやイシノミのように地面から跳

躍した後大きな側背板を利用した滑空行動や，体姿勢

の調節によって，着地後に受ける天敵からの攻撃リスク

を低減していたとすれば，側背板サイズが肥大化する方

向に自然選択が働いたと考えられる。翅の進化的起源を

巡る長き論争は，これら二つの仮説を中心に繰り広げら

れてきた。解剖学的には，両仮説の支持する翅の起源は

全く異なる部位である。昆虫の体壁は背側の背板，腹側

の腹板そして側方の側板によって構成されている（図

I)。気管鰊は付属肢の基部に位置する側板に由来する構

造物である。一方，側背板はその名の通り背板の側縁部

に位置する。この位置的な違いは，両仮説が相容れずに

保たれてきた大きな要因であった。

しかし，近年，進化発生学的アプローチの導入により，

140年に及んだ二仮説対立の状況が大きく変わろうとし

ている。本稿では，近年の進化発生学的研究から支持を

受ける二つの仮説について紹介する。

2. 複合起源説

一つ目は翅の複合起源説だ。2010年に日本のグルー

プは，キイロショウジョウバエの翅原基のパターン形成

において中心的な役割を果たす遺伝子群のオルソログ

を，イシノミとカゲロウより同定し， insiti1での発現パ

ターンを調査した (Niwaet al., 20 I 0)。イシノミは翅が

進化する以前の特徴を残した無翅昆虫であり ，胸部体節

には側背板を形成する。一方，カゲロウは若虫腹部に気

管鰊を形成する。日本のグループは，鰊説と側背板説と
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いう二つの古典的仮説で提唱されている翅の起源の妥当

性を，翅で発現する「マーカー遺伝子」を用いることで

検証したのである。結果，側背板および気管鰊の両構造 ＇ □ 
物の発生過程で，翅のマーカー遺伝子が発現することが 背板

明らかとなった (Niwaet al., 2010)。これらのことから，

彼らは関節を形成し可動性を有する気管鯉と，シート状

に伸張する側背板の特徴が合わさることによって翅が誕

生したとする，複合起源説を提唱した。背板と側板の両

方の要素が合わさって翅が進化したという考え方は，形

態学から提唱されたことがあったが (Rasnitsyn,1981), 

発生追伝学的な証拠が提示されたのは初めてだった。

発生造伝学より支持を受けた複合起源説は，その後広

く受け入れられた。まず，アメリカのグループは，コク

ヌストモドキの翅系列相同物の解析から複合起源説を支

持した (Clark-Hachtelet al., 2013)。翅の系列相同物の発

見には，著者らのグループも直接関係している。我々 は，

甲虫の翅形成遺伝子群の解析から，翅が形成される中胸，

後胸の二体節以外の無翅体節にも，翅に相当する構造物

（系列相同物）が存在することを示した (Ohdeet al., 

2013)。この発見の鍵となったのは， Hox遺伝子の機能

阻害による体節アイデンテイティーのトランスフォー

メーションである。昆虫の Hox迫伝子群は前後軸に沿っ

た各体節のアイデンテイティー形成に機能する (Lewis,

1978)。前胸や腹部体節における翅形成は Hox遺伝子に

より抑制されていることが知られている (Carrollet al., 

1995)。そこで，我々は Hox遺伝子の機能阻害によって

無翅体節を有翅体節に トランスフォーメーションさせた

とき，翅へと変化する無翅体節の部位を特定することで，

翅の系列相同物を同定した（医 2A;Ohde et al., 2013)。

アメリカのグループはコクヌス トモドキのHox変異

体を用いて同様の解析を行なった結果，翅へと変化する

部位は単ーではなく ，二つの部位が独立して変化してい

ると発表した（図 2B;Clark-Hachtel et al., 2013; Linz and 

Tomoyasu, 2018)。すなわち，無翅体節において翅に対

応する細胞集団は二つ存在しており，翅を形成するため

にはそれらが合わさる必要があるというのだ。まさに，

複合起源説に合致する結果であった。無翅体節のトラン

スフォーメーションによる形態変化や遺伝子発現変動の

調査は，不完全変態昆虫であるゴキブリやカメムシでも

行われ，いずれのグループも複合起源説を支持する結果

を報告している (Medvedet al., 2015; Elias-Neto and Belles, 

2016)。

さらに，発生学の王者であるキイロショウジョウバエ

の研究からも，複合起源説を支持する結果が得られてい

る。キイロショウジョウバエの成虫組織を形成する細胞
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図1.毘虫翅の進化的起源をめぐる二大仮説
左は毘虫の体節の模式図。両仮説では翅の起源と考えられて
いる部位（塗りつぶした部分）が異なる。大出・新美 (2016)
より許可を得て再掲。

集団は，胚期に形成される成虫原基に由来する。成虫原

基は幼虫期の間に成長とパターン形成が進行する。キイ

ロショウジョウバエ成虫の翅や胸部体壁へと分化する翅

原基は，肢原基を生じる腹側の細胞と同一の細胞集団か

ら生じると考えられてきた (Cohenet al., 1993)。実際に，

胚発生早期に Distal-less(DI!)を発現する細胞集団の背

側にある一部の細胞集団が，背側へと移動していき，そ

の過程で翅原基特異的に発現するマーカー遺伝子を発現

し，翅原基が形成される様子が観察されている (Cohen

et al., 1993; Fuse et al., 1996)。翅の進化的起源に関する

議論において，このショウジョウバエの翅原基発生過程

は，翅が肢から生じたことを示していると解釈され，鯉

起源説を支持する証拠として引用されてきた (Shubinet 

al., 1997)。しかし， 最近になって，翅原韮へと運命が決

定された細胞が最初期に発現するマーカー遺伝子の一つ

である snailの転写を制御するエンハンサーは，肢原基

形成を誘導する腹側のシグナルとは独立した，背側のシ

グナルにより制御されていることが報告された(Requena

et al., 2017)。では，以前に考えられたような腹側から背

側への翅原基の細胞移動は幻だったのだろうか。どうや

らそれもまた事実のようだ。Dllを発現する細胞を早期

にラベルして，その後の発生運命を追跡していくと，しつ

かり翅原基の一部を構成していることが示されている

(Requena et al., 2017)。つまり，背側のシグナルにより

運命決定される細胞群と，腹側から移動してきた細胞群

が合わさって翅原基を形成している。これを，背側と腹

側の細胞集団が出会う翅の発生過程がショウジョウバエ



A
 

野生型 ScrRNAi強

野生型 ScrRNAi弱 ScrRNAi強 hypomeron 

＂ B
 

野生型 Cxlapt弱 Cxlapt強

異所的な前胸の翅

図 2 翅の複合起源説を支持する証拠
(A)無翅体節に存在する翅の系列相同物 bypomeron。上：Sex combs reduced (Ser)のRNAiにより，前胸に異所的な翅が形成され
る。写真はチャイロコメノゴミムシダマシ成虫。下：RNAiによる機能抑制度合いが異なる個体の前胸を比較すると， hypomeron
が翅へと変形している様子が観察された。(Ohdeetal.(2013)を改変）
(B)コクヌストモドキ Cx/apt変異体には，異所的翅形成の度合いが異なる対立遺伝子が存在する。 Clark-Hachtelet al. (2013)は，
異所的翅形成の度合いが弱い個体では，背側と腹側の独立した二箇所（矢頭）に形態異常が現れることを報告した。

の系統まで進化的に保存されていると解釈すると，複合

起源説に合致すると考えられるのである。

以上のように，翅の複合起源説は発生学的には大いに

支持を受けており，さらに形態学 (Mashimoand Machida, 

2017)や古生物学 (Prokopet al., 2017)の分野からも支

持されている。複合起源説の登場により，長年の翅の起

源を巡る議論は新たな局面を迎えている。独立に存在し

ていた複数の形態形質が，進化の過程で合わさって一つ

の器官を形成するということが本当にあり得るのであろ

うか。Linzand Tomoyasu(2018)でも議論されている通り，

複合起源説の支持者の間でも，「どこ」と 「どこ」が合わ

さったのかという点については見解が分かれているのが

現状である (Linzand Tomoyasu, 2018)。今後，キイロショ

ウジョウバエで示されたように，複数の原基細胞集団の

複合によって翅が形成されることを，幅広い分類群で示

すことが必要だろう。キイロショウジョウバエの翅発生

機構が原始的な有翅昆虫の翅発生機構を保存，反映して

いるとは限らないためだ（少なくともショウジョウバエ

の翅発生様式はかなり派生的であることは明らかだ）。

そして，翅が進化する以前に分岐した分類群（いわゆる

無翅毘虫）で，それらの原基細胞集団と相同的な細胞集

団を探し出すことが必要となってくるだろう。

3. 昆虫の背板は祖先甲殻類の付属肢の融合によ

リ生じた？

二つ目に紹介する仮説は，昆虫の祖先に存在した構造

物の再出現によって翅の進化を説明する。カナダの古生

物学者である KukalovかPeckは，翅のみではなく ，はばた

き，飛翔するために必要となる関節や飛翔筋の進化過程

に重点を置いて，形態学，古生物学的な証拠を詳細に検

討した結果から，側背板説を完全に否定した (Kukalovか

Peck, 1978, 1983)。側背板のような関節を持たないシー

ト構造がいくら滑空に使われたからといって，新たに関

節構造を獲得することはあり得ないという主張はもっと

もである。その代わり， Kukalova-Peckは，側背板と呼称

される背側の部位が祖先動物の付属肢の基部と相同であ

るという大胆な仮説を提唱した (Kukalova-Peck,1983)。

昆虫の姉妹群である甲殻類の付属肢は，基部の節から内

肢と外肢が分岐した二叉型付属肢を基本型とする（図

3A)。基部側の節からは外葉と呼ばれる分岐物が生じ，

内肢外肢，外葉が肥大，縮小，変形することで多様な
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A
 一 一背板

側板基節 転節

B
 
Kukalova-Peck (1983) 

祖先節足動物 無翅昆虫

茎節 i座節• ....................... .. 
内肢

前節

>・ 指節

Bruce and Patel (2018) 

甲殻類端脚目 無翅昆虫

こ 翅

-c::::: 二］ 外葉

□ 硬板

］ 体壁との融合

図3. 毘虫の翅は祖先節足動物の外葉に由来する？
(A)昆虫と甲殻類の付属肢模式図。甲殻類の模式図は外肢，内肢，外葉の各部が明瞭な軟甲綱アナスピデス目の付属肢を，
Snodgrass (I 952)をもとに作図。
(B) Kukalova-Peck (1983) とBruceand Patel (2018)の仮説を表した付属肢基部の模式図。両仮説とも，昆虫の翅と祖先節足動
物の外葉を相同とする点で共通している。

付属肢形態が生み出されている。KukalovかPeckは，昆

虫の背板側方域は祖先節足動物の付属肢原節の一部が融

合したもの，そして昆虫の翅は，融合した節に存在した

外葉が再出現したものであると考えた（図 3B;Kukalova-

Peck, 1983)。この仮説によると，無翅昆虫の側背板は二

次的に関節を失ったのであり ，翅は昆虫の系統でまった

く新たに出現したのではないことになる（図 3B:無翅

毘虫の背板には，硬板として祖先節足動物の外葉が維持

されている）。側背板説では関節や飛翔筋の進化に疑問

が残る。一方，鰊説では現生昆虫の翅が背側に形成され

ることと辻棲が合わない。確かに， Kukalova-Peckが考

えたように，可動性を持った分岐物を形成するパーツが，

無翅毘虫の時点で既に背中に融合していたとすれば，両

説の問題点は解消されることになる。果たして，付属肢

の一部が背側に融合するようなことが起こり得たのであ

ろうか。この大胆な仮説は， 三十年の問， 広く受け入れ

られたとは言い難い状況にあった。

しかし，最近になって，アメリカのグループによる甲

殻類端脚目に属する ヨコエビの一種Parhyalehawaiensis 

の発生遺伝学的解析から， Kukalova-Peckの仮説を支持

する研究結果が得られている。以下に紹介する研究は

bioRxivに投稿されたものであり，まだデータとして予

備的な状態ではあるが，翅の進化的起源を考える上で非

常に興味深い研究であるため，ここに紹介する。Bruce

and Patelは，Parhyaleで毘虫付属肢の遠近軸パターン形

成に関わる転写因子群の発現およびノックアウ ト表現型

を解析し，昆虫のオーソログの解析結果と比較すること

で，付属肢の分節の対応付けを試みた (Bruceand Patel, 
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2018)。昆虫では， Distal-lessの機能を阻害すると，基節

のみを残し，それより遠位の節は形成されない。一方，

Parhyaleで同様の遺伝子を機能阻害すると，底節と基節

が残る。昆虫の Sp6-9の機能阻害では基節すら形成され

ないのに対して， Parhyaleでは底節が残る。つまり，

Parhyaleの付属肢の基部分節である底節は昆虫の側板領

域と対応すると解釈することができる（図 3B)。さらに，

Bruce and Patelは， Parhyaleが底節より基部の分節であ

る亜底節を形成することを示し，背板 (tergalplate) が

体壁ではなく，亜底節より生じていると主張する。この

観察結果から，背板の側方領域が，祖先甲殻類の付属肢

の基部（亜底節）に相当することを示している。これと一

致して， Parhyaleの背板領域で付属肢のマーカー遺伝子

が発現することを示すデータが同じ<bioRxivに投稿さ

れており，Parhyaleの背板はもともと付属肢の晶部であっ

たことが支持されている (Clarck-Hachteland Tomoyasu, 

2017)。以上を総合すると次のような進化のシナリオが

描ける。甲殻類の祖先で，外葉を有する付属肢の基部節

が背側の体壁と融合した。融合した節の外葉は，昆虫の

系統で目立たない形で保持され続けていたが，再出現す

ることによって翅へと進化した（図 3B)。Kukalova-Peck

が化石の観察から考案した仮説は，三十年の時を経て，

進化発生学によって検証され始めたのである。

4. おわりに：翅を作るには何が必要だろうか

140年の間未解決であった翅の進化的起源を巡る問題

は，進化発生学の力を得たことで，解決に向けて音を立

てて動き出したように感じる。本稿で紹介してきたよう

に，甲殻類からキイロショウジョウバエまで，現存する

幅広い分類群を利用した研究一つ一つが積み重なること

で，長年未解決の進化の謎に対する理解が進んできてい

ることを実感していただけたら幸いである。昆虫の翅進

化については，化石証拠が乏しい分，まさに現存生物の

比較発生学をベースとする進化発生学の真価が問われる

問題だ。

翅は複数の起源構造が出会うことで進化したのだろう

か。はたまた，甲殻類の外葉に由来する単一の構造物の

再出現によりその進化は説明できるのか。最終的には，

翅が進化する以前のボデイプランを有した昆虫（無翅毘

虫）に，実際に翅（らしきもの）を作ってみせることで

しか仮説の正しさを証明できないのではないだろうか。

筆者らは最近，無翅昆虫であるマダラシミで CRISPR/

Cas9を利用したゲノム編集に成功している (Ohdeet al., 

in press)。ゲノム編集技術を利用してシミに翅（らしき

もの）を作らせることはできるだろうか。そのためには，

「出会い」，それとも「再出現」のどちらが必要なのだろ

うか。今後，無翅昆虫と有翅昆虫の発生機構の比較から，

翅の進化的起源，そして進化プロセスについてさらに理

解を進めていきたい。
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