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抗病 性ミツ バ チ系統作成をめざして

ーミツバチ抗菌ペプチ ドの特性とその応用一

芳 山 三喜 雄 * ・木村 澄** 

〔キーワードJ ミツバチゲ、ノム，社会性昆虫，、

ツパチ抗菌ペプチド，養蜂業，花粉媒介

1 .はじめ に

有史以来，人間はハチミツ，蜂ろうなどのミツバ

チ(セイヨウミツバチ，Apis mellifera L.)の生産

物を利用してきており，現在もその重要性は変わつ

でいない.一方，忘れがちであるが，ミツバチは農

作物の花粉媒介昆虫として重要な働きも担ってい

る.アメリカでは 90種以上の主要な商業作物がミ

ツバチの花粉媒介に依存しており，その経済価値は

14億ド‘ルと推定されτいる (Morseand Calderone 

2000) .昨年末からアメリカでミツバチが突然いな

くなるという原因不明の現象 (ColonyCollapse 

Disorder : CCD)が報道されているが，ミツバチが

いなくなることによって， ミツバチに花粉媒介を

頼っているアーモンド，ブノレーベリー，オレンジ，

アボガド，タマネギなどの農産物の生産低下により ，

多大な影響がでることが懸念されている (CCDに

関しては，以下のウェブ、サイ トで随時更新されている

h抗p:/ / maarec. cas. psu. edu/ ColonyCollapseDisorder. 

htmJ) .一方，わが国においても，ミツバチは花粉

媒介昆虫(送粉見虫)として，イチゴ¥メロンなど

の施設園芸，ミカンなどの路地栽培に広く利用され

ている.中でもイチゴは，ミツバチなしでは現在の

ような 12~ 1 月に生産のピークをもってくる生産体

制は不可能である.また，園芸現場で広く使われて

きたセイヨウオオマルハナパチが外来生物法(特定

外来生物による生態系などに係わる被害の防止に

関する法律)施行で，逃避への対策が一層求められ

るようになり，今まで、マルハナパチによって受粉し

ていたナスなどで，ミツバチを代替利用できなし、か

が検討されている(宮本ら 2006) .このようにミ

ツバチはその重要性が再認識されているにもかか

-独立行政法人農業生物資源研究所，日本学術振興会特別研究員

(Mikio Yoshiyama) 
日独立行政法人農業 ・食品産業技術総合研究機構畜産草地研究所

(Kiyoshi Kim町a)

わらず，その健全性についての研究が十分に進んで

いるとは言えない.とくに疾病対策は不十分で，ア

メリカ腐姐病(AmericanFoulbrood : AFB)に代表

される病気，世界的に蔓延 しているミツバチヘギイ

タダニなどの寄生虫への対応が急がれている.

ミツバチは農業昆虫として非常に重要であるの

みでなく ，記憶・行動のモデル昆虫として注目され，

NIH(アメリカ国立衛生研究所)によりゲノムプロ

ジェク トを推進すべき生物に選ばれ， ヒトゲノムプ

ロジェクトでも有名なベイラー医科大学ヒト ゲノ

ムシークヱンスセンターによってすべての塩基配

列が解読された.解読された配列は世界各国のミツ

バチ研究者によって組織されたミツバチシークエ

ンスコンソーシアムによって解析され，その成果は

2006年に発表された (HoneyBee Genome Sequencing 

Consortium 2006) .わが国からも，東京大学の久保

教授研究室，名古屋大学門脇准教授研究室，理研ゲ

ノム科学総合研究センター遺伝子構造・機能研究グ

ノレープ，および畜産草地研究所みつばち研究室(当

時)がこのコンソーシアムに参加し，解析に貢献し

た.

今まで遺伝情報の不足から疾病に対して遺伝子

からのアプローチはほとんど不可能であったが，ゲ

ノム情報を得たことで疾病に関与する遺伝子の解

析が行えるようになった.他の昆虫同様，疾病には

先天性免疫 (innateimmunity :自然免疫ともいう)

関連遺伝子が大きく貢献していることが明らかで

あるので，これらの遺伝子群を解析することで抗病

性をミツバチに付加するなど有望な抗病性育種が

可能と考えられる.とくに抗菌ペプチ ド (抗菌性ペ

プチド)は先天性免疫遺伝子カスケード注I)の最終

産物で，病気への防御にもっとも重要な役目を担っ

ている.ミツバチの抗菌ペプチドの発現プロファイ

ルを明らかにすることが，ミツバチの病気の理解に

注1)先天性免疫遺伝子カスケード ー細菌などの侵入
に伴い活性化されるシグナル伝達機構

0369-5247/08/￥500/1論文/JCLS
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表 1 昆虫から単離された主な抗菌ペプチド

タイプ ペプチド名 昆虫種 アミノ酸残基

セクロピン セクロビンA， B ，D~G セクロピア蚕 37 
ザノレコトキシン IA，IB，IC センチニクパエ 39 
セクロピンA1，A2，B キイロショウジョウパエ 34 

両シスアイン含有 デ、イフェンシン1(defensin) セイヨウミツバチ 51 
デ?イフェン、ンン2(defensin) セイヨウミツバチ 43 
ザーベシン，ザーペシンB，C， センチニクパエ 34，40 
ドロソミシン キイロショウジョウバエ 44 
ディフェンシン カブトムシ 43 

両グリシン含有 ヒメノプタエシン(hymenoptaecin) セイヨウミツバチ 93 
アタシン
アタシン
コレオプテリシンA，B

高プロリン含有 アパエシン(abaecin)
アヒ。ダエシン(apidaecin)
レボシン1~4

ドロソシン

通じ，ひいては抗病性育種に資すると考えられる.

本稿では，昆虫の抗菌ペプチドの概要を説明し，

その知識をゲノム情報と組み合わせ，どのようにミ

ツバチの抗病に役立てるかについての将来展望を

述べたい.

2. ミツバチの抗 菌 ペ プ チ ド

(1)ミツバチゲノムで明らかになっ

た先天性免疫 遺 伝 子 の 特 徴

ゲノム解析によっていくつかの興味深いミツバ

チゲノムの特徴が明らかになった.最も際立つた特

徴の一つに，先天性免疫関連遺伝子などの生体防御

関連遺伝子の総数が非常に少ないということがあ

げられる.ミツバチは一つの巣内に数万の個体が，

常に 35"C前後に保たれた多湿な閉鎖環境にいるこ

とから，病原菌などの感染に好都合であり，その防

御のため，先天性免疫関連遺伝子などが他の昆虫よ

り多いと考えられていた.しかし，ミツバチは他の

昆虫が持つ先天性免疫経路を持っているにもかか

わらず，実際は，ショウジョウパエなどの他の昆虫

で知られている多くの免疫遺伝子がミツバチで、は

発見されなかった.これはただ単にゲノムには存在

していても，現在のデータベースから欠落していた

り，アノテーション注 2)のプロセスで、拾えなかった

可能性も否定できない.しかし，むしろこのことは，

注2)アノテーション:塩基配列にゲノムの構造 ・機能
などの生物学的な注釈を付与すること

カイコ 188 
キイロショウジョウパエ 190 
カブトムシ 72 

セイヨウミツバチ 34 
セイヨウミツバチ 18 
カイコ 32 
キイロショウジョウバエ 19 

ミツバチは社会性昆虫で、あるので，清掃行動や互い

のグ、ルーミングなどの行動を通しコロニー全体と

しての外敵に対する防衛の働きを持つということ

も大きいと考えられる.また，清掃行動のみではす

べての防御機構システムを説明できないことは明

らかであるので，ミツバチは他の昆虫と異なった遺

伝子発現をしている可能性もあり，新たな免疫系の

存在の可能性も否定できない.さらにミツバチは，

“巣"という特殊な閉鎖環境下で特定の病原菌を

ターゲットにした免疫シヌテムを共進化させてき

たためかもしれない.いずれの仮説が正しし、かは，

さらなる研究の深化が必要である.

(2)昆虫の抗菌ペプチドによる防御

反応とミツバチの特徴

他の生物同様，ミツバチをはじめ昆虫でもさまざ

まな方法で病原体の感染に対処している.昆虫の防

御反応の特徴の一つは，昆虫の生体防御機構には脊

椎動物にみられるような抗原抗体反応は報告され

ていないことである.それに代わり昆虫は強力な先

天性免疫機構を備えており，この防御系を進化させ

ることで外敵から身を守っている.この昆虫の主な

先天性免疫機構は，細胞性防御反応と液性防御反応

という 2つの大きなグループに分けられる.前者と

して，食細胞による貧食や血球の包囲化作用などが

あげられる.後者としてはメラニン化や抗菌ペプチ

ドの作用がある (Gillespiら 1997).このうち抗菌
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ペプチドは機構の最終産物であり，防御系でもっと

も重要な役割を担っている.抗菌ペプチドは低分子

のタンパク質で，細菌の侵入に対して脂肪体や血球

で発現誘導され体液中に分泌される.耐熱性で，幅

広い抗菌スベクトルを持つことが特徴である.

(3)抗菌ペプチドの種類

現在まで180種以上の抗菌ベプチドがさまざまな

昆虫種から発見されており ，構造からいくつかのグ

ループに分けることができる(古川|・山川 2004，表

1) .代表的なものは以下の 4つのタイプである.

それぞれのタイプは共通した抗菌スベク トルなど

を有するが，個別に異なった機能を持つ場合も多い.

1)セクロ ビンタイプ

セクロピンに類似する抗菌ペプチドは，分子量約

4kDa前後で，主にグラム陰性菌に抗菌活性を示す

ものが多い. 2個のαヘリックス構造をもち，両親

媒性で強塩基性の N末端と疎水性の C末端構造が

特徴である.このタイプの抗菌ペプチドは双題目と

鱗麹目から単離されているが，現在までミツバチか

らは報告されていない.

2)高システイン含有タ イプ

高システイン含有タイプは，分子量約 4kDaで，

システイン残基を 6個もち，3カ所のジスルフィド

結合で結ぼれている.このタイプの抗菌ベプチドは，

ヒトなど晴乳類で最初に発見された.その後，昆虫

でも同様な構造を持つ抗菌ペプチドとして発見さ

れた.このタイプのペプチド、は昆虫ディフェンシン

とも呼ばれ，最も多くの見虫種から単離されている

ものである.N末端から順にループ， αヘリックス，

2つの8シート構造をとる.グラム陽性菌に対して

殺菌活性を持っている.ミツバチのディフェンシン

lは当初はロイヤリシンという名で，ロイヤルゼ

リーから分離，同定されたペプチドでありグラム陽

性菌に強し、殺菌効果を示す.またディフェンシン 1

と閉じ長さだが残基のアミノ酸置換が生じてい

るディフェンシン 2も単離されている.

3)高グリシ ン 含 有タイプ

高グリシン含有ペプチドはアタシンタイプとも

呼ばれ，主にグラム陰性細菌に活性をもっ約 10kDa

のポリペプチドで，グリシン含有が高いがシステイ

ンを含まないことが大きな特徴である.増殖期のグ

ラム陰性細菌の細胞壁合成阻害を引き起こすこと

がわかっている.ミツバチで発見されたこのタイプ

の抗菌ペプチドであるヒメノプタエシンは， 93残基

と分子量が大きく， 他の抗菌ペプチドと異なり，昆

虫体液に近い高境濃度でも活性が落ちないという

大きな特徴を持つ.また，ヒメノプタエシンはグラ

ム陰性，陽性双方ともに対してよく機能するという

特徴がある.

4)高プロリン含有タイプ

高プロリン含有ペプチドは多くがグラム陰性細

菌に活性を持つ分子量約 2""3kDaのペプチドで，プ

ロリン含有が高く，システインは含まないのが特徴

である.ミツバチではアパエシンとアピダエシンが

ここに分類される.アパェ、ンンは 34アミノ残基の

うち 10のプロリンを含むペプチドで，グラム陰性

菌に弱し、効力を示す.アピダエシンは，分子量 2kDa

の 18アミノ残基からなる短いペプチドで主にグラ

ム陰性菌に作用する.ショウジョパエのセクロビン

などと同様，他の抗菌ペプチドと比べ 36時間以上

と発現時聞が長いとし、う特徴も持つ.

このようにミツバチで、はいくつかのタイプの抗

菌ペプチドが発見されておらず，この事が先に述べ

た免疫関連遺伝子が少ない原因の一つになってい

る.

(4)作用機作

多くの抗菌ペプチドの作用機構は不明な点が多

い.しかし，セクロヒ。ンや昆虫デ、イフェンシンなど

では，詳細な研究がなされており，細菌の細胞質膜

を標的にしていることが明らかになっている

(Okada and Natori 1985， Matsuyama and Natori 

1990) . 

細菌の細胞質膜は脂質二重層からなり，表層は負

電荷を帯びたホスファチジルグ、リセロールやカリ

ジオリピンといった酸性リン脂質に覆われている.

一方，抗菌ペプチドは，一般にリシンやアルギニン

といった正の電荷を帯びた塩基性アミノ酸を含ん

でいるために，細胞膜とペプチド問での静電的相互

作用によって結合することができる.そして細胞膜

へ結合した抗菌ペプチドは，膜透過性を克進させ細

胞内のイオン流出とそれに伴う ATPの欠乏を起こ

して死滅させると考えられる (Hancockら 1999). 

このような膜透過を充進させる機構については，

数分子のペプチドが集合しイオンチャンネルの穴

を形成するモデルや膜状にカーペット状に広がり

膜構造をかく乱させるそデ、ルなどが提唱されてい
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TolI経路

グラム陽性細菌

カビ

l G問円 1[ PGRP-SA 1 

思 ¥ :/GB盟笠2 PGRP-Sl GB15371 
PGRP-S2 GB19301 
PGRP-S3 GB17879 GB17012 oc::u I GB17927 

¥ / 
GB盗塁鐙
GB珪盟主

GB盟盟旦

EEEEI川
[ Cactin ) 

♀E品位Z

( Cactus ) [ Dorsal ) 

cact-l GB1D655 
cact-2 GB13520 
cact-3 GB1l883 

Antimicrobial effectors 

dorsal-1 GB19066 
dorsal-2 GB18032 

ab回氾加 GB18323
Aoidaecin GB17782 
aoisimin GB19468 
Defensin-l GB1939也
Defe泊sin-2GBIOO③6 
Hvmenootaecin GB17538 

図 l ミツバチにおける Toll経路の候補因子

体液

細胞質

GBはショウジョワバエ遺伝子に対するミツバチホモログのゲノムの登録番号，太字は感染後，転写が上昇した因子を示す

Evansら (2006)から改変.

PGRP : peptideglycan recognition protein SPH : serine protease homologues SPE : Spatzle 

る (Zasloff2002) . 分であるリポポリサッカライド，ペプチドグリカン

が知られている.これらが引き金となり，以下に述

べるような経路によってシグ、ナルが伝達され，抗菌

ペプチドが発現する.

(5)抗菌ペプチド遺伝子の発現誘導機構

ほとんどの抗菌ペプチド遺伝子は，通常は発現し

ておらず，体表の損傷や細菌の侵入に際し，短時間

で主に脂肪体や血球において誘導発現する.その誘

導の引き金になる因子として細菌の細胞壁構成成

最も研究の進んでいるショウジョワパエの抗菌

ペプチド遺伝子のシグ、ナル伝達機構のうち，代表的
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GB30399 

GB30331 

Imd経路

|PGRP-LC ) 

GBl7188 

回
〆幽鑑

巴

巴日

体液

GB14664 

豆旦旦堕Z

GB立辺直

/ 
~ 

Antimicrobial effectors 

な Toll経路， imd経路の 2つの系を図 1，2に示し

た.

グラム陽性菌による Toll経路の活性化は， PGRP 

や GNBP1によるペプチドグリカンの認識からはじ

まる (Go悦aら 2002，Pili-Flouηrら 2004，Bischoff 

ら 2004) .その後の下流へのシグナル伝達はいく

つかのセリンプロテアーゼカスケードが関与して

最終的にはSPZがリガンド注3)として Tollと結合し，

活性化する (Weberら 2003) .細胞内では，アダ

プタータンパクである MyD88， Tube， Pelleが複合

図2 ミツバチにおける imd経路の候補因子

GBはショウジョウパェ遺伝子に対するミツバチホ
モログのゲノムの登録番号，太字は感染後，転写が

上昇した因子を示す
Evansら (2006) から改変.

体を形成する.その後，シグナル伝達経路はリン酸

化などを経て，最終的に Cactusの分解後， Dorsal 

の核移行，抗菌ベプチド遺伝子の発現へと続く.

グラム陰性菌には imd経路が機能し，認識分子と

して PGRP-LCが働き，細胞内ドメイ ンと imdが結

合し (Choeら 2005)， Tak1を介して下流の Relish

をリン酸化する また，別のルートとして imdと

GB4が直接関わり，その後 DreddがRelishのプロセ

シングを引き起こす (Stovenら 2003) . imd経路

注 3) リガンド・特定の受容体に特異的に結合するタ
ンパク質



8 農業および園芸第83巻第1号 (2008年)

で活性化する抗菌ペプチドは現在まで報告されて

いない.

このようにショウジョウパエにおいては種類の

異なる細菌などの侵入物を異なる防御系を用いて

有効に対処していると考えられる.ミツバチにおい

ても(図中に GB番号で表記)両経路ともよく保存

されており，ショウジョウパエと同様の経路でシグ

ナル伝達がされると考えられる.しかし，先ほども

ふれたようにショウジョウパエと比べ，免疫関連の

候補遺伝子の総数で約 2/3ほどの減少がみられる

(Evansら 2006)

3.アメリ力 腐姐病をどう克服するか

先にもふれたように，ミツバチの花粉媒介者とし

ての役割は，農業生産においてその重要性を増して

いる. しかし今後 20年間で，主に感染によりミツ

バチのコロニーは約 30%減ると推測され (Check

2006) ，早急な対策が必要である.とくにアメリカ

腐姐病を引き起こすグラム陽性細菌 (Paenibacillus

larvae) は，芽胞を形成することから絶滅が困難か

っ伝染性が強く，ミツバチの病害虫ではもっとも大

きな被害を引き起こしている.現在までテトラサイ

クリン系の薬剤が使用され，効果を示してきたが，

抗生物質に対する抵抗性菌が出現し問題になって

いる (Evans2003) .また，抗生物質のハチミツへ

の残留が，わが国でも毎年のように報告されている

この病気克服に対する一つのアプローチとして，

抵抗性系統の育種が考えられる.第 lの方法は古典

的な選抜である.以前より， AFBに対して抵抗を示

す系統が知られていた.この抵抗性は清掃行動に

よって説明され，清掃行動を指標に選抜が行われた.

中でも Spivakらのグ、ループはアメリカ腐姐病抵抗

性系統を選抜によって作成している (Spivakand 

Reuter 2001) .この系統は有意にアメリカ腐姐病に

対して発病率の低下がみられる.また清掃行動を

もっと正確に選抜するためにマイクロサテライト

マーカーを使ったマーカー選抜や清掃行動の QTL

の探索を行い， QTL配列をショウジョウパエなどの

遺伝子と比較することで遺伝子の同定も提案され

ている.しかし清掃行動は完全ではなく，それのみ

で完全にアメリカ腐姐病を防ぐことはできない.

そこで病気克服系統作成の別のアプローチとし

て，免疫系遺伝子の理解を進め，免疫機能を向上さ

せることにより“病気"に強し、系統への育種への利

用が考えられる.前段で示したように，ミツバチの

免疫関連遺伝子の多くはゲノムプロジェクトの成

果として単離同定されており，ゲノム情報からの先

天性免疫関連遺伝子の発現解析や機能同定なども

期待できる.このアプローチは比較的簡単に開始す

ることができるし，またミツバチで、は RNA干渉法

(RNAj)注4)の有効性が示され，経口でもその機能

が発揮されることも証明されている(Aronsteinら

2006) .ゲノム情報と新規技術を組み合わせていく

ことで，ミツバチの抗菌ペプチドの異物認識，組織

特異性などの詳細な解析が進み，ミツバチ独自の新

規免疫系分子ネ ットワークの発見なども期待され

る.これらの知識を統合することで抗病性への先天

性免疫システムからのアプローチが可能となる.

ゲノム情報を用いて先天性免疫システムが理解

できれば，先にあげた免疫遺伝子の誘導を，感染時

と非感染時で計測が可能で，最終産物である抗菌ペ

プチドの発現を増加させる方向で改良することが

できる.たとえば， Toll経路の遺伝子発現を強化し

最終産物であるアパエシンなどの抗菌ペプチドの

発現を増加させたミツバチ群を作成することで，腐

姐病への耐性を持たせるなども可能であると考え

られる.実際にアメリカ腐姐病の感染により，アパ

エシンの転写が上昇することが示されている

(Evans 2004) .改良には，遺伝子発現を増加させ

る方向での従来の選抜も有効である.他方，形質転

換法を駆使した，トランスジェニックミツバチの作

製も有効な方法であると考えられる.ミツバチの形

質転換系は，成功例が 1例報告されているが，その

後の追試ができず，いまだに確立した技術はない.

しかし，組換えに必要なマイクロインジェクショ ン

注 5)などの周辺技術は確立しているので，早晩組換

え技術は実用可能になると予想される(Kimura

2001) . 

注4)RNA干渉法:mRNAが相補的な二本鎖 RNAにより細胞質で分解される現象を利用して，人工的な二本鎖 RNA
の導入により遺伝子発現を抑制する方法
注5)マイクロインジェクション:微細針(多くの場合ガラス製)により卵などに溶液を注射すること
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4. おわり に

ミツバチ免疫系遺伝子を利用し免疫機能を向上

させることで，病害虫を予防し，群勢を強め，受粉

活動を活発化させることなどにより養蜂生産に活

かす事が可能であると思われる.このようなゲノム

をベースにした遺伝改良のアプローチは他の分野

にも応用が可能である.たとえば，本稿ではアメリ

カ腐姐病へのアプローチのみについてふれたが，ヘ

ギイタダニの寄生でアパエシンとディフェンシン

の発現が抑制されるという報告もあり (Gregoryら

2004) ，養蜂におけるもう 一つの障害である，ミツ

バチヘギイタダニの防除にも利用できる可能性が

ある.

ハチミツをはじめ，蜂ろう，ロイヤルゼリーやプ

ロポリスなど近年の自然食ブームにより，ミツバチ

生産物への注目度も高い.免疫からのアプローチに

よる育種により，抗生物質や農薬などの残留薬品の

軽減など，自然環境にも人にも安全な養蜂への貢献

も期待できる.
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