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SANSHI-KONCHU BIOTEC 

ト特集「カイコのホルモンJ

脱皮ホルモンに関する最近の話題

神村学
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
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成され，血中に分泌されてからさらに還元，水酸化され

て活性の高い 20-ヒドロキシエクジソン(20E)になる(図

1)。かつては. 20Eが脱皮ホルモンの本体であり，エク

ジソンはその前駆体であると考えられてきたが，鱗麹目

毘虫を中心にエクジソンには 20Eでは代替できない生

理活性があることを示す実験結果がいくつも得られてお

り，エクジソンも活性型脱皮ホルモンであると認識され

るようになってきた(神村. 2004)。

前胸腺において，コレステロールはまず 7-デヒデロ

コレステロールに脱水素される(図 1)。乙の反応を担

うコレステロール 7，8-デヒドロゲナーゼがキイロショ

ウジョウパエから同定されている (Yoshiyamael al.， 

2006)。さらに. 7-デヒドロコレステロールは.NB環

のシス型への立体構造の変化 C6のケト化. Cl4の水

酸化を経て 5s-ケト ジオールに なるが，この過程は

black boxと呼ばれて詳細はほとんどわかっていない。

その後，数段階の水酸化反応を経て最終的にエクジソン，

さらに 20Eが合成される。キイロショウジョウパエと

カイコからこれらの一連の反応を触媒するチ トクローム

P450型水酸化酵素(モノオキシゲナーゼ)が同定され

ている。前胸腺で発現する CYP306A1，CYP302A1. 

CYP315AIにより 5s-ケトジオールの C25. C22. C2が

順に水酸化されてエクジソンになり，さらに血中に分泌

された後に脂肪体などで発現する CYP314Alによ りC20

が水酸化されて 20Eになる (Sonobeand Yamada， 2004; 

Huang el al.， 2008) (図 1)。脱皮ホルモン合成に関わる

これらの P450遺伝子は，キイロショウジョウバエでは

Halloween遺伝子ファミリ ーと呼ばれる遺伝子群に属し

ている。同じ Hallow田 nファミリーに属す CVP307A1.

さらにそのパラログと考えられる CYP307A2も脱皮ホ

はじめに

脱皮ホルモン(エクジステロイド)は昆虫における唯

一のステロイドホルモンであり，月壬発生，脱皮 ・変態，

休眠，生殖など，雌雄に関わらず卵期から成虫期までの

全てのステージ、で多彩な生理現象を制御している。脊椎

動物で，性ステロイドホルモン類や糖質，鉱質コルチコ

イドなどの複数のステロイドホルモンが，目的に応じて，

また雌雄別に使い分けられているのと対照的である。

1990年代には，主にキイロショウジョウパエを使った

研究により，受容体の同定を含めて脱皮ホルモンの作用

機構の理解が急速に進んだ。また. 2000年代になって

からは，キイロショウジョウパエとカイコを使って，合

成酵素群が次々と同定された。最近は，コクヌストモド

キなど、を使った 則 A干渉(剛 Ai)による遺伝子ノック

ダウン実験により様々な脱皮ホルモン関連遺伝子の機能

が調べられている。本稿では，脱皮ホルモンの合成，作

用，分解に関する最近の トピックを取り上げて紹介する。

2. 脱皮ホルモンの合成

脱皮ホルモンは主に胸部にある前胸腺で合成される。

毘虫はアセチル CoAなど低分子化合物からステロイド

骨格を合成することができないため，他の動物からコレ

ステロールを摂取するか，植物由来のステロイドを消化

管でコレステロールに変換した後に前胸腺まで輸送し，

そこで脱皮ホルモンに作り替える。前胸腺では毘虫種に

よりエクジソンまたは 3-デヒドロエクジソンまでが合
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図 1. 脱皮ホルモンの合成と分解
コレステロールからエクジソンまでの反応は前胸腺で，エクジソンから 20-ヒドロキシエクジソンへの水酸化は脂肪体などの前
胸腺以外の組織で進行する。脱皮ホルモン合成の最終ステップに関与する 4種のチ トクローム P450がキイロショウジョウパエ
とカイコから同定されている。脱皮ホルモンには様々な不活化経路があるが. 3位のエピマー化について.S. littoralisを使って詳
しく調べられている。ほか，パキュロウイルスや緑きょう病菌などの毘虫病原微生物も脱皮ホルモンの不活性化酵素を分泌して，
寄主の脱皮 ・変態を操作することが知られている。不活化経路については 20Eからの変化のみ示したが，エクジソンもこれらの
酵素により同様に不活性化される。ショウジョウパエから同定されている酵素については，遺伝子名をカッコ内に示す。赤矢印・
合成経路，青矢印不活性化経路。
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中濃度が低い状態で脱皮ホルモン濃度が高まることによ

り誘導されるのに対し，JH濃度が高いときに脱皮ホル

モンが分泌されると幼虫脱皮が誘導される(図 2)。では，

JHは脱皮ホルモン ・シグナリングにどのように働きか

けて幼虫脱皮と変態という一見全く異なる現象の切替を

行っているのであろうか? ショウジョウパエを含む高

等双麹類では例外的に JHが脱皮・ 変態の制御にほとん

ど関与していないため，脱皮ホルモンと JHの相互作用

の解析が進まなかったが，最近になって，各種の昆虫で

初期遺伝子産物の lつ Broad-complexが踊化の誘導に重

要な働きをしていることが分かつてきた。

Broad-complex (BR-C) は C2H2タイプの zmc白1ger

DNA結合ドメインを持つ転写因子であり，完全変態毘

虫では幼虫から踊への変態過程で強く発現する。キイロ

ショウジョウパエの桶期に JHを処理すると，腹部で成

虫クチクラタンパク質のかわりに踊クチクラタンパク質

が発現して再び踊様の表皮が形成され，この際に通常は

踊期に発現しない BR-Cが発現した (Zhouand Riddiford， 

2002)。この 2次踊化現象は踊期に BR-Cを強制発現さ

せた場合でも見られた。一方，2齢(終前齢)幼虫期の

皮膚に BR-Cを発現させた場合には幼虫クチクラタンパ

ク質の発現が抑えられ踊クチクラタンパク質が発現し

た。このように，キイロショウジョウパエの真皮細胞で

は，BR-Cを発現させることにより踊化反応を誘導でき

ることが示されている。また，鞘麹目のコクヌストモド

キや脈麹自のクサカゲロウ Chrysopaperlaでは， RNAi 

による BR-C遺伝子のノックダウンにより，幼虫脱皮反

応は影響を受けないが踊化が強く阻害された (Konopova

and Jindra， 2008)。コクヌストモドキでは踊期に JH処理

するとやはり 2次踊化するが その際に BR-Cの発現が

再び誘導され，この発現誘導に JH受容体候補分子 Me-

thoprene-tolerantが必要であることも示されている。タ

バコスズメガの真皮では， JH処理により幼虫期には

BR-Cの発現が抑制されて踊化反応も阻害され，逆に踊

期には JH処理により BR-Cの発現が誘導されて 2次踊

にな った (Zhouet al.， 1998; Zhou and Riddiford， 2002)。

カイコにおいても，BR-Cは万tが無い状態で脱皮ホル

モンが分泌されることにより終齢幼虫期に特異的に発現

すること (Rezaet al.， 2004)，さらにこの BR-Cの発現

が踊化に必要であることが示されている(Uhlirovaet al.， 

2003)。このように，完全変態昆虫では，BR-Cは桶化

を誘導する転写因子として機能していると考えられる。

終前齢幼虫期以前には，脱皮ホルモンが分泌されても

JHが多量に存在するために BR-Cの発現はおこらない。

そのため踊化もおこらない。しかし，終齢期になって

ルモン合成に関与することが示されているが，どの反応

を触媒するかは特定されていない (Huanget al.， 2008)。

これらの P450遺伝子は鞘麹目のコクヌス トモドキや膜

麹目のセイヨウミツバチ さらに甲殻類のミジンコ

Daphnia pulexのゲノム中にも存在するととから，昆虫

のみならず節足動物全般で、脱皮ホルモンの合成経路と合

成酵素群がよく保存されていることがうかがえる (Re-

W由 andGilbert， 2008) 

生殖腺や卵でも脱皮ホルモンが合成されるととが知ら

れている。カイコの卵巣や非休眠卵では，コレステロー

ルから 20Eが合成されるが，上で述べた C25→C22→
C2→C20という水酸化経路に加えて， C25→C22→ 

C20→C2やC25→C20→C22→C2のように C20の水

酸化が C22やC2の水酸化に先立つておこる合成経路が

存在する (Sonobeand Yamada， 2004)。一方，休眠卵で

は20Eの合成はおこらない。休眠卵に 20Eを注射する

ことにより匪発生を進行させることができることから，

20Eが存在しないことがカイコ卵が休眠する要因の lつ

であると考えられる (Sonobeand Yamada， 2004)。

脱皮ホルモンの作用機構:

特に JHとの相互作用について

3. 

脱皮ホルモンは，脱皮ホルモン受容体 (ecdysonere-

ceptor: EcR) と結合し，転写制御ネッ トワークの引き金

を引くことにより様々な反応を誘導する(神村，2004)(図

2)0 EcRは脊椎動物のステロイドホルモン類や甲状腺ホ

ルモン，レチノイン酸などの受容体と同様に，核内受容

体スーパーファミリーに属す転写因子である。EcRは核

内受容体の l種ウル トラスピラクル (Ultraspiracle:USp) 

とヘテロ 2量体になってはじめて機能を持つ。標的細胞

に到達した脱皮ホルモンは，核内の EcR-USP複合体と

結合し，さらに標的遺伝子のフロモーター領域にある脱

皮ホルモン応答配列に結合して，その遺伝子の転写を制

御する。脱皮ホルモン ーEcR-USP複合体により直接転写

が誘導される遺伝子を初期遺伝子と呼ぶ。初期遺伝子が

コードするタンパク質には E74，E75， Broad-complexな

どの転写因子が含まれており，これらがさらに後期遺伝

子と呼ばれる多数の遺伝子群の転写を誘導する。後期遺

伝子産物が実際の様々な生理機能を担うと考えられてい

113 

る。

以上が脱皮ホルモンの作用機構の概略である。踊化過

程のキイロショウジョウパエを使った研究で先行して新

しい知見が得られ，それが各種の毘虫でもあてはまるこ

とが示されるととで一般化がなされてきた。ほとんどの

毘虫で，踊化は幼若ホルモン (juvenilehorrnone: JH)血
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刑 濃度が下がると脱皮ホルモン濃度の上昇により

8R-Cが発現し，それにより蛸化が誘導される。また，

踊期に 即 を処理した場合には 幼虫期とは逆に BR-C

の発現が誘導されて 2次踊ができると考えられる。この

JH処理による 2次踊化は.JHの“現状維持 (statusquo) 

ホルモン"作用としてよく知られている現象であるが，

BR-Cの発現制御機構についてはほとんど解析されてお

らず，どうして BR-Cが幼虫期と踊期で 別 により正反

対の発現制御を受けるのかはわからない。なお，カイコ

では踊に 刑 を処理しでも 2次踊はできない。

アラタ体
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JH 脱皮ホルモン受容体
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¥~一一一
幼虫脱皮を誘導 蛸化を誘導

図2 脱皮ホルモンとJHによる完全変態毘虫の脱皮 -変態誘導
脱皮ホルモンにより， 即 の存在下では幼虫脱皮が誘導され.JHの非存在下では踊化が誘導される。脱皮ホルモンは脱皮ホルモ
ン受容体である EcR-USP複合体に結合した後，少数の早期遺伝子の発現を誘導し，さらに早期遺伝子産物が多数の後期遺伝子の
発現を誘導する。多くの後期遺伝子産物は幼虫脱皮時，嫡化時の両方で発現誘導されるが，幼虫脱皮時のみもしくは嫡化時にの
み発現する後期遺伝子もあり，それらがそれぞれの変化の特異性を生み出していると考えられる。BR-Cは婿化過程で特異的に
発現する早期遺伝子であり 嫡化過程特異的な後期遺伝子群の発現を誘導していると考えられる。一方，幼虫脱皮時の変化につ
いては.JHにより発現が誘導もしくは増強される E75が重要な働きを担っていると考えられるほかは，詳しいととはわかって
いなし、。JHの存在下でのみ発現する脱皮ホルモン誘導性転写因子があり，それが様々な幼虫脱皮特異的な後期遺伝子の発現を誘
導するものと考えると分かりやすいが，そのような因子はいずれの毘虫からも報告されていない。0:一般の後期遺伝子，・ :
幼虫脱皮特異的後期遺伝子.0:踊化特異的後期遺伝子
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毘虫でも，脱皮ホルモンの膜受容体分子は同定されてい

ない。
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4.脱皮ホルモンの分解

毘虫の脱皮 ・変態が正常に進行するためには，脱皮ホ

ルモン濃度が上昇し，それにより転写制御ネットワーク

が活性化されるだけでなく ，最高濃度に達した後にはす

みやかに濃度を下げてこの作用系の活性を落とさなくて

はならない。そのために，脱皮ホルモンを不活性化する

様々な経路が存在する (Koolman，1990)。

乙れらのうち最も研究が進んでいるのは，C3のエピ

マー化経路である。この不活性化経路では， 20Eはエク

ジソン酸化酵素により 3-デヒドロ 司20-ヒドロキシエク

ジソン (3D20E)になり，それがさらに 3αー還元酵素に

より 3・エピー20-ヒドロキシエクジソンになる(図 1)。

3D20Eから 20Eへは 3s-還元酵素により変換しうるが，

いったん 子エピーになると 20Eに戻ることはできない。

ヤガ科の Spodopteralittoralisからこの反応に関連する酵

素群が同定されている (Takeuchiet al.， 2001)。

毘虫に感染する病原性微生物が脱皮ホルモンの不活性

化酵素を分泌し，寄主毘虫の脱皮 ・変態を操作する例も

知られている。例えば，パキュロウイルスは感染した毘

虫の脱皮 ・変態を阻害するが，それは ecdysteroidUDP-

glucosyltransferase (EGT)を分泌して血液中の脱皮ホル

モンの 22位に糖を付加して不活性化ためである

(O'Reilly， 1995) (図1)。各種のバキュロウイルスから

EGT遺伝子が同定されている。また，われわれは昆虫

病原性糸状菌である緑きょう病菌 (NomuraearileyOが

エクジソンや 20EのC22をケト基に酸化する脱皮ホル

モン 22位酸化酵素 (ecdysteroid22-oxidase: E220)を寄

主毘虫の血液中に分泌し，それによりエクジソンや 20E

を不活性化して，脱皮を阻害するととを見いだしている

(Kiuchi et al.， 2003) (図J)。不活性化の仕方は異なるが，

EGTとE220がともに脱皮ホルモンの C22を修飾して

不活性化するのは興味深い。

これらの脱皮ホルモン不活性化酵素は，毘虫の脱皮 ・

変態の制御にも利用できる可能性がある。実際，われわ

れは， E220タンパク質を精製後 cDNAをクローニング

し，その組み換え体タンパク質をカイコを含めて様々な

昆虫体内に注射することにより，それらの脱皮や変態を

阻害することに成功している(神村.未発表)。前胸腺

を完全に取り除くのが非常に難しいことから，今までは

脱皮ホルモン濃度を人為的に下げることはほぼ不可能で

あったが， 今後は E220などの脱皮ホルモン不活性化酵

素を用いる ことにより，乙のような実験を容易に行える

一方，不完全変態毘虫では BR-Cの発現動態や役割は

完全変態毘虫のものとかなり異なる。例えば，カメムシ

Oncopeltus fasciatusでは， BR-Cは終齢幼虫を除く全て

の幼虫期で繰り返し発現し，RNAiによる BR-C遺伝子

のノックダウンはある齢から次齢への胸部の模様の変化

や麹の発達を阻害したが，成虫への変態には影響を与え

なかった (Erezyilmazet al.， 2006)。このように，乙の虫

では BR-Cは幼虫から次齢の幼虫への段階的な成長に必

要なととがわかった。 この結果は，完全変態昆虫の踊期

は不全然変態昆虫の全幼虫期が短縮 ・変化したものであ

り，完全変態毘虫の幼虫期は不全然変態毘虫の前幼虫

(pronymph :不完全変態毘虫のふ化直後に見られる，そ

れ以後の幼虫 (nymph) とはかなり形態の異なる幼虫)

期に相当するという輔の進化仮説 (Trumanand Riddト

ford， 1999)によく合致し興味深い。

では， JHが多量に存在する状態で誘導される完全変

態毘虫の幼虫脱皮はどのようなメカニズムで誘導される

のであろうか? JHの分子的作用機構が明らかになっ

ていないとともあり，乙の点はまだよくわかっていない。

踊化を誘導する BR-Cに相当する， JHの存在下でのみ

特異的に脱皮ホルモンにより誘導される転写因子があ

り，それが様々な幼虫脱皮特異的遺伝子の発現を誘導し

ていると考えるとわかりやすいが，そのような因子はい

ずれの毘虫からも報告されていない(図 2)。一方，キ

イロショウジョウパエの卵巣や培養細胞，タバコスズメ

ガの培養細胞では初期遺伝子の lつE75の発現が 用に

より誘導され，タバコスズメガの真皮とハチミツガの絹

糸腺では JHの共存により脱皮ホルモンにより誘導され

るE75の発現量が増えることが報告されている (Berger

et al.， 2005)。カイコでも， 数種類の培養細胞株や幼虫血

球で JHにより E75の発現が誘導される(神村ら，未発

表)。また，キイロショウジョウパエの E75突然変異系

統では通常は終前齢期である 2齢幼虫が踊化する早熟変

態が見られる (Bergeret al.， 2005)。このように， JHが

E75の発現を誘導も しくは増強する作用を持ち，発現し

たE75が幼虫脱皮の進行に重要な働きを担っていると

とがわかってきた。幼虫脱皮過程で特異的に発現するよ

うな初期遺伝子は存在せず， E75が幼虫脱皮の誘導で中

心的な役割を果たしているのかもしれない。今後の課題

である。

以上のような転写因子型受容体 EcR以外に，脱皮ホ

ルモンの膜受容体が存在することも報告されている。カ

イコでは，桶化時に脱皮ホルモンにより誘導される絹糸

腺の崩壊に，膜受容体を介した作用系が関与する乙とが

示されている (Elmogyet al.， 2004)。しかし，いずれの
Z
0・M
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ようになるものと期待できる。

5.さいごに

近年加速度的に進んでいるゲノム解析の進展は脱皮ホ

ルモンの研究にも大きな影響を与えている。例えば本稿

でも紹介した一連の合成酵素の同定にはキイロショウ

ジョ ウパエとカイコのゲノム解析の成果が大きく寄与し

ている。また， RNAi による遺伝子ノックダウンは，各

種の虫の脱皮ホルモン研究において機能解析の主涜に

なっていく だろう。カイコでは，残念ながら町ぜAiは効

きづらいが，全ゲノム解析が終了してほぼ全ての遺伝子

のカタログが手元にある状態にあり，また遺伝子組換個

体を作出するのも容易になってきている。また，ホルモ

ンに関する生理学的，生化学的な技術や知見も豊富であ

る。乙のように，カイコは，依然として脱皮ホルモンの

研究に最も適した匡虫の lつと言える。脱皮ホルモンに

関して今後解決すべき大きなテーマの lつは，JHが存

在することによりどのように して踊化ではなく幼虫脱皮

が誘導されるのか，その分子機構を解明することである。

是非カイコを使って，乙の魅力あるテーマに迫っていき

たい。
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