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蚕糸昆虫バイオテック 77(2)、97ー 103(2008) 
SANSHI-KONCHU BIOTEC 

ト特集「カイコのホルモンJ

カザヨ神経ペプチド研究の最近のトピックス

田中良明
農業生物資源研究所昆虫科学研究領域制御剤標的遺伝子研究ユニット

つつある。本稿では，ゲノム解読以降のカイコ神経ペプ

チド研究の進展について紹介すると共に，今後の展開に

ついて考察する。

各毘虫種のゲノム情報から閉らかになった

神経ペプチド関連遺伝子の特徴
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ゲノムデータそ利用した神経ペプチドおよび主要な受

容休である Gタンパク質共役受容体(旦-grotein~oup led 

~eceptor， GPCR)の網羅的解析は，まずはじめにショウ

ジョウパエでおこなわれた (Hewesand Taghert， 2001)。

その1&;¥マダラカ (Anophelesgambiae， Riehle et al.， 2002) 

やセイヨウミツバチ (Aρismellifera， Hauser et al.， 2006; 

Hummon et al.， 2006)，コクヌストモドキ (Triboliumcas 

taneum， Li et al.， 2008; Hauser et al.， 2008)でも同様の解

析が行われ，また甲殻類のミジンコ (Daphniapulex)で

もゲノム情報を利用して解析が行われている。カイコで

も最近になって神経ペプチド (Rolleret al.， 2008)およ

びGPCR遺伝子の網羅的解析がおこなわれた(山中 ・

片岡， 2008)。

毘虫の神経ペプチドの特徴としては， 1)脊椎動物の

神経ペプチドとの相同性が低い毘虫独自のペプチドがあ

ること， 2)インシュリン様ペプチドの遺伝子が脊椎動

物とは異なりゲノム当り複数コピーが存在する多重遺伝

子族である乙と，3)甲殻類で種類が豊富な CHH族ペ

プチ ドは毘虫では l種類しかないこと， 4)脊椎動物の

神経ペプチド GPCR遺伝子はイン トロ ンがないが，毘

虫ではほとんどの GPCR遺伝子にイン トロ ンがあるこ

と，などである。ただし，とうした特徴の生理的意義は

不明である。

現時点で全ゲノムが解読された毘虫種全てに共通して

毘虫の神経ペプチド研究は 1922年にポーランド人

Kopeeがおこなったマイマイガ (Lymantriadispar)を用

いた脳ホルモンの研究に端を発している (Kopee，1922)。

この分野におけるカイコ (BombyxmorOの貢献は大きく，

日本の研究グループによって前胸腺刺激ホルモン (Pro-

!horacico!ropic Qormone， PTTH) ，インシュリン様ペプチ

ド(ボンビキシン， Bombyxin)，休眠ホルモン(旦lapause

hormone， DH)など毘虫の発育に重要な役割を担うペプ

チドが単離 ・構造決定された(片岡 ・鈴木， 1995;山下，

1995)。これは，カイコが外科手術や器官培養が容易な

大型毘虫であったことや，当時まだ養蚕業が盛んでペプ

チドの抽出材料となるカイコを百万頭単位で入手可能で

あったこと，そして約 30年にわたり粘り強く研究を続

けた研究者達の努力が，体内に極微量にしか存在しない

ペプチドの精製を可能にしたのである。ところが， 21 

世紀になるとキイロショウジョウパエ (Drosophilame-

lanogaster)をはじめとした数種毘虫の全ゲノム解読や

質量分析技術等の発達により わずか数十個の脳からで

も神経ペプチドの単離・構造決定が可能になった。また，

従来の生物検定ばかりでなく 加悦 干渉 (RNAi)や遺伝

子ノックアウ ト， マイクロアレイなどによってショウ

ジョウパエのような小型の毘虫で、も遺伝子の機能解析が

可能になった。カイコでも最近になって全ゲノムの解読

や(三 田， 2008)，遺伝子組み換え技術(田村ら，

2006)，マイクロアレイなどの遺伝子解析ツールが整い

はじめに
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存在する神経ペプチドは約半数で(表 1).残りの半数

は存在しない昆虫種がある。たとえば，幼若ホルモンの

合成を促進する作用をもっアラ トトロビン(AlIatotropin)

や，カやバッタで卵巣の発達を制御する作用を示す

ニューロパルシン (Neuroparsin)は，ショウジョウパエ

に存在しない。また，コクヌストモドキでは色素拡散ホ

ルモン (~igment Qispersing factor， PDF)や コラゾニン

(Corazonin) .アラトスタチンの Aタイプ(AlIatostatin-A)• 

キニン (lnsectkinin) .ニューロペプチド F (~euro2eptide 

F， NPF)が，ミツバチでは前胸腺抑制ペプチド (Protho-

racico~tatic 2eptide， PTSP)や，プロクトリ ン (Proctolin)• 

グ リコ プロテインホルモン (Glycoproteinhormone). 

PTTHが存在しないかみつからない。逆に，コクヌスト

モドキでは毘虫で初めてパソプレッシン様ペプチドであ

るイノ トシン(旦sectQxytocinJvasopressin-like peptide， in-

otocin)およびその GPCR遺伝子が単離された (Staftlinger

神経ペプチド*

表1 ゲノムから解明された各昆虫種の神経ペプチド

カイコ ショウジョウパエ ハマダラカ ミツバチ コクヌストモドキ

脂質動員ホルモン (A悶-1)

アラ トスタチンA

アラ トスタチン C

アラ トトロ ビン (AT)

lTG-likeペプチド

イノトシン

ボンビキシン/インシュリン様ペプチ ド

1¥ーシコン

CAPAlCAP2b 

CCHアミド

コラゾニン

Crustacean cardioactive peptide (CCAP) 

休眠ホルモン/性フェロモン合成活性化ペプチド (PB必J)/ピロキニン

利尿ホルモン(カルシトニンタイプ)

利尿ホルモン(ヒト副腎皮質刺激ホルモン放出因子タイプ)

Ecdysis-triggering hormone (ETH) 

羽化ホルモン

FMRFアミド

グリコプロテインホルモン α

グリコプロテインホルモン 日

IMFアミド

イオン輸送ペプチド /CHH族ペプチド

キニン

ミオサプレッシン

ニューロパルシン

神経ペプチド F(NPFタイプ)

神経ペプチド F(NPYタイプ)

神経ペプチド様前駆体 I(NPLPI) 

神経ペプチド様前駆体 2(NPLP2) 

オルコキニン

パートナーオブパーシコン

色素拡散ホルモン (PDF)

プロク トリ ン

前胸腺抑制ペプチド (PTSP)/アラ トスタチン B

前胸腺刺激ホルモン (PTTH)

ショート NPF(sNPF) 

SIFアミド

スルファキニン

タキキニン
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+;存在する， ー，存在しないまたは未同定。(Rollerel al.， 2008の表を一部改変)
*一部を除き英名のアルファベッ ト順に並べてある。
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ペプチ ドであるニュ ーロ ペプチ ドY (担euroQeptidey， 

NPY)のホモログである。ショウジョウパエでは，ヒト

と同様に摂食行動や攻撃性への関与が示唆されている

(Dierick and Greenspan， 2007)。昆虫では成熟ペプチドの

カルボキシル末端がチロシン (y)ではなくフェニルア

ラニン (F)である NPFが多くの昆虫種から単離されて

いるが，ミツパチでは NPYタイプの成熟ペプチ ドをコー

ドする遺伝子のみが見つかっている (Hummonet al.， 

2006)。また，NPF遺伝子のパラログは見つかっていな

かった。しかし，カイコでは 2つの NPF遺伝子 (npfl，

npj2)がゲノム上に存在する (Rolleret al.， 2008)0 npfJ 

はカルボキシル末端が Fである NPFタイプの成熟ペプ

チ ド色 npj2はカルボキシル末端が NPYと同じ Yであ

るNPYタイプの成熟ペプチ ドをコードする。このよう

に，NPFとNPY両タイプのペプチ ドを有する動物種は，

カイ コが初めてである。npflとnpj2は中枢神経系上の

異なる細胞で発現しており ，生理機能に違いがあること

が示唆される (Rolleret al.， 2008)。カイコではなぜ2種

類の NPFが必要なのか 興味のあるところである。

甲殻類で、最初に見つかった SIFaは，毘虫種間で最も

保存されている神経ペプチ ドの一つであり (Yerleyenet 

al.， 2004a)，ショウジョウパエでは性行動に関与するこ

とが RNAiの結果から示唆されている (Terhzazet al.， 

2007)0 SIFaは C末端に Ser-Ile-Phe引 nide(SIFamide) 

モチーフをもっ 12残基からなるペプチ ドであり ，現在

までに N末端側の l残基だけが異なる 4分子種の存在

が報告されているが，SIFa遺伝子のパラログは見いだ

されていなかった。しかし，カイコでは SIFaと同じ 12

残基で C末端に Ile-Met-Phe・amide(IMFamide)モチー

フをもっペプチ ドC!MFa)をコードする遺伝子が単離

された(Rolleret al.， 2008) 0 IMFa遺伝子と SIFa遺伝子は，

イントロンの挿入位置や前駆体にコードされる関連ペプ

チドのシステインの位置が保存されており，また，ゲノ

ム上の近傍で転写方向がEいに逆向きのペアとして存在

する。したがって，IMFa遺伝子は，SIFa遺伝子の遺伝

子重複により出現したパラログであると考えられる。現

在のと ころ，カイコにおける生理機能は両ペプチ ドとも

不明である。

選択的スプライシングによる遺伝子産物の多様性は，

ヒト副腎皮質刺激ホルモン放出因子(豆orticotrophin予 ー

leasing factor， CRF)タイプの利尿ホルモン (Diuretichor-

mone)や CAPA(capability) などでみられる。利尿ホ

ルモンはマルビーギ管に作用 して排尿を促す作用を示す

神経ペプチ ドであるが，鱗麹目や鞘麹目では長鎖タイプ

(41-47アミノ酸残基)と短鎖タイプ (30-37残基)のペ

et al.， 2008)。ただし，イノ トシン GPCRは頭部で発現し，

水分調節に関わるマルビーギ管や後腸ではほとんど発現

しない。したがって，脊椎動物と昆虫ではパソプレッシ

ン様ペプチ ドの生理機能は異なるようである。イノ トシ

ンは 1987年に トノサマバッタ Locustamigratoriaからペ

プチ ドが単離されているが (Prouxet α1.， 1987)，最近に

なって トピイ ロウンカ Nilaparuatalugensや(田中，未

発表)，寄生蜂の一種であるキョウソヤドリコパチ Na-

sonia vitripennis，ミジンコからも遺伝子が単離されてい

る (Staffting巴ret al.， 2008)。イノ トシンは，進化の進ん

だ双麹目や鱗麹固などを除いた昆虫種に広く存在するの

かも しれない。

カイコゲノムから朗らかになった

神経ペプチド関連遺伝子の特徴

2. 

1)神経ペプチド遺伝子の特徴

カイコは，ゲノムが解読された昆虫種の中で最も神経

ペプチ ドの種類が多い(表 1)。過去に報告された神経

ペプチドのうち，複数の毘虫目に存在してカイコにない

のはプロクトリ ン，イノ トシン，Neぽ oQ巴ptide-!ikeQre-

cursor 2 (NPLP2)だけである (Rolleret al.， 2008)。ニュー

ロパルシンや PDF，オルコキニン (Orcokinin)，タキキ

ニン (Tachykinin)は，鱗麹目毘虫での存在が確認され

ていなかったが，今回カイコで初めて遺伝子が単離され

た (Rolleret al.， 2008)。 また，CCHアミ ドペプチド

(CCHamide， CCHa) と後述する IMFアミドペプチ ド

C!MFamide， IMFa)は，他の毘虫種から見いだされてい

ない新規の昆虫神経ペプチドである。

CCHaは， C末端がアミ ド化された短いペプチドであ

り，カイコの脳や中枢神経系で発現している (Rolleret 

al.， 2008)0 CCHaは過去にツェツェバエ Glossinamorsi-

tansの分娩ホルモン活性のアッセイにCCMという名称、

で用いられているが(Zd'areket al.， 2000)，奇妙なことに，

このペプチドはどの生物から単離されたのか全くわかっ

ていない (Zdヨrekand Denlinger，私信)。しかし，カイ

コCCHa遺伝子とホモロジーのある配列が他昆虫種のゲ

ノム中にも必ず保存されているととから (Rolleret al.， 

2008)， CCHaは昆虫に普遍に存在する神経ペプチ ドで

ある可能性がある。

生体内の重要なシグナル分子は，遺伝子重複によると

推定されるパラログやスプライシングの多様性により ，

個体内におけるシグナリング、の多様性を保っている。カ

イコでは，NPFや SIFアミ ドペプチ ド (SIFamide，SIFa) 

において他昆虫種にない独自のパラ ログが存在する。

NPFは長さが 30数残基のペプチ ドで，脊椎動物の神経
Z
0・N
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プチドが存在する (Gade，2004)。コクヌストモドキでは，

一つの遺伝子から選択的スプライシングによって両タイ

プの利尿ホルモンが発現する (Liet al.， 2008)。しかし，

カイコでは一つの遺伝子から，選択的スプライシングに

より 2種類の長鎖タイプ (41残基と 45残基)と l種類

の短鎖タイプ (34残基)の計 3種類の利尿ホルモンが

発現していることが明らかになった (Rolleret al.， 

2008)。幼虫期の中枢神経系における各々の発現細胞は

異なっていることから，利尿ホルモンの分子種によって

機能が異なることが推測される。

CAPAは利尿作用や心拍の促進，筋収縮作用，踊の着

色促進作用を示すペプチドであり，前駆体上に PRVア

ミドペプチドである Periviscerokinin(PVK) とピロキニ

ン様ペプチド (~yro主inin ， PK)をコードしている (Predel

and Wegener， 2006)。ショウジョウパエでは，食道下神

経球と腹部神経球で前駆体が異なるプロセッシングを受

けることにより，異なる種類の成熟ペプチドが合成され

る (Wegeneret al.， 2006)。カイコではプロセッシングの

違いはまだ確認されていないが，選択的スプライシング

により CAPA-PVK-l，-2， CAPA-PKをコードする capa-a

と， CAPA-PVKはコードするが CAPA-PKをコー ドしな

いcapa-bが発現する (Rolleret al.， 2008)。

とのように，カイコ神経ペプチドの中には，遺伝子重

複や選択的スプライシングによって独自の多様性を示す

ものがある。これらがカイコの発育や行動とどのように

関連するかを，今後検討していく予定である。

2)神経ペプチド受容体遺伝子の網羅的解析による

新規機能の発見

神経ペプチドの受容体遺伝子も，ショウジョウバエで

単離された神経ペプチド GPCRのアミノ酸配列を基に

網羅的な解析がおこなわれ，カイコではゲノム上に見い

だされた約 50種類の神経ペプチド GPCRが単離された

(山中・片岡， 2008)。しかし， PTTH受容体や酵素連結

型の神経ペプチド受容体 (Catalyticreceptor)のほとん

どは未同定のままである。

受容体がある器官や発育時期に特異的に存在すること

は，生理機能を解明する上で大きな手がかりとなる。全

ゲノムが解読された昆虫の中で，カイコだけは大型昆虫

で各器官を摘出することが比較的容易であるため，定量

的RT-PCR法により受容体の器官別 ・発育時期別発現プ

ロファイルを網羅的に作成する “トランスクプリプトー

ム"が可能である(山中 ・片岡， 2005)。例えば， Wata-

nabeらは，幼虫期における DH受容体と性フ ェロモン

生合成活性化神経ペプチド (Pheromonebiosynthesis acti-

100 

vatmg旦europeptide，PBAN)受容体の発現プロファイル

の解析から， DH受容体が前胸腺で発現していることを

発見し， DHが前胸腺刺激因子と して作用することを証

明した (Watanabeet al.， 2007)0 DHはカルボキシル (C)

末端に Phe必 Pro-Arg・Leu-amide(FXPRLamide)モチー

フを持つ PKのファミリーに属するが，ヤガの一種He-

licoverpa armigeraでは，ピロキニン様ペプチドが前胸腺

を活性化することにより桶休眠が破れることが報告され

ている (Zhanget al.， 2004)。また，ニクパエ Neobellieria

bullatαの嫡化促進因子 (Praenkel'spupariation factor) も

PKである (Verleyenet al.， 2004b)。このペプチドも，脱

皮ホルモンの生合成を刺激することにより踊化を促進す

ると推測される。したがって，カイコでも DHが前胸腺

の活性制御を介して発育制御に関わっている可能性が高

い。 また，カイコ幼虫の側心体アラタ体複合体

(Corpus ~ardiacum-~orpus 旦lIaωm complex， CC-CA) にお

ける GPCRの発現解析から，アラトトロビンの受容体

が昆虫で初めて同定されるなど(山中 ・片岡， 2008)， 

大型昆虫であるカイコのメリットを生かした受容体のト

ランスクリプトーム解析は，今後も神経ペプチドの生理

機能を次々と解明していくであろう。

現在の毘虫神経ペプチド受容体研究は，ショウジョウ

パエで、なされた神経ペフ。チドと受容体の対応付けを基に

進められている。しかし，各昆虫種で神経ペプチドと受

容体の網羅的解析が行われる と，ゲノム上に神経ペプチ

ドと受容体のどちらか一方しか存在しない例もいくつか

報告されている。例えば，コクヌストモドキでは PDP

(Hauser et al.， 2008)，ミツバチやキョウソヤドリコパチ

では PTSP(Hummon et al.， 2006; Hauser et al.， 2006;田中，

未発表)の受容体は存在するのにリガンドである神経ペ

プチドは見つからない。これらの事実は，ショウジョウ

パエで、なされた神経ペフ。チドと受容体との対応付けが必

ずしも(少なくとも他の毘虫種では)正しくないことを

示唆している。カイコでは，受容体のリガンドを決定す

るdeorphanization競争にとらわれることなく，ショウ

ジョウパエ等で決定された対応付けを検証しながら研究

を進めることが，神経ペプチドの真の生理機能解明に結

びっくであろう。

3.質量分析による神経ペプチドの解析

ゲノム情報と同じく，神経ペプチドの構造決定を飛躍

的に容易にした技術の一つに質量分析がある。従来はペ

プチドの構造を決定するにはエドマン分解法が用いられ

てきたが，この方法では単離精製済みの数十pmolのペ

プチド試料が配列解析に必要であり，大量の抽出材料が



を目的の細胞に刺すのが飛躍的に容易になる。実際に，

PTTHやボンピキシン遺伝子のプロモーター領域を利用

して GFPなどの蛍光タンパク遺伝子を特定の神経細胞

で発現させた組換えカイコを作出することに成功してい

カイ コは全ゲノムが解読された唯一の大型毘虫であ

り，網羅的に解析した遺伝子の時系列的 ・空間的発現パ

ターンを解析できるのが，他の昆虫種にはない最大のメ

リッ トである。逆にデメリットは，ショウジョウパエや

コクヌス トモドキに比較して 悶 Aiがあまり有効でない

ことである。場合によってはカイコだけで研究を全て完

結するのではなく ，カイコで得られた情報を基に 肘-.!Ai

が有効な昆虫で遺伝子機能を検証する，といったアプ

ローチも必要であろう。

今後のカイコを用いた神経ペプチド研究に求められる

のは，生命現象の統合的な理解である。ゲノム研究によっ

てつの現象に関与するペプチド性因子を網羅的に同

定することは容易になった。例えば，前胸腺における脱

皮ホルモンの生合成制御には， PTTHばかりでなく ，

DHや複数の前胸腺抑制因子，神経支配が関与すること

が示唆されている(田中， 2006)。しかし，個々の因子

がどのように役割を分担し連携するのか，またどの程度

重要なのか(必須なのか)は明確でない。さらに，光や

温度などの環境情報の受容 ・記憶 ・出力機構との関連は

未解明のままである。ゲノムの成果により，パーツ(遺

伝子)は今後も次から次へと見つかるであろうが，それ

を正しく組み立てて生命現象者E解明するのがこれから私

たちに課せられた課題である。

今後の展望

る。

5. 

精製に必要であった。 しかし，質量分析，特に MS/MS

法では数十個の脳から抽出した試料でも構造決定が可能

になった。この手法を用いて 数種の鱗題目毘虫で神経

ペプチドの網羅的解析が試みられている (Huybrechtset 

al.， 2005; Utz et α1.， 2007)。また，マ トリ クス支援型レー

ザー脱離イオン化 (日atrix-!!ssisted!aser Qesorption/ioniza-

tion， MALDI)法を用いた飛行時間型質量分析 (Time-of-

.!!ight旦ass~ectrometry， TOF-MS)では，組織切片に直接

レーザーを照射することにより，その細胞内の分泌頼粒

に存在する内容物の分子量を選択的に測定可能である

(安田 ・安田， 2004)。神経ペプチドは神経細胞内の分泌

頼粒に存在するため， MALDI-TOF-MSによるダイレク

トMS解析には非常に好都合である。例えば，Yamana-

ka et al. (2006)は前胸神経節から前胸腺に投射する神

経の軸索の断片を MALDI-TOF-MSで直接分析すること

により ，FMRFアミド関連ペプチ ド (FMRFamide-related

Qeptide， FaRP)が前胸腺に投射する神経を介して前胸腺

に運ばれることを証明した。また，Gade et al. (2008) 

はカイコ成虫の CC-CAをダイレク トMSにより分析し，

カイコに存在すると推定される 3個の脂質動員ホルモン

(主dipo主inetic):!ormone， AKH; Roller etα1.， 2008) のうち，

AKH-I， IIはCC・CAに存在するが AKH-IIIは存在しな

いことを明らかにした。このように，ダイ レクトMSは

非常に便利な方法であるが神経ペプチ ドを構成するア

ミノ酸の種類によってはイオン化されにくいものもあ

り，全ての神経ペプチドが質量分析によって測定できる

わけではないことは注意が必要である。

神経ペプチド関連遺伝子の調節領域の解析と

神経生理学への利用

4. 
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