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ド 特集刈ジウム「力d ノム情報の今後の展開」

力イコゲノム情報か5導かれる

遺伝子発現制御研究の始まり

川崎秀樹
宇都宮大学農学部
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面白いととに，カイコの麹原基でクローニングした，

グリシンリッチ蛋白質を除いた 11種のクチクラ蛋白質

遺伝子のうち 9種が同一染色体上に位置する乙とがゲノ

ム情報から明らかになった(図 3)。このことからこれ

らクチクラ蛋白質遺伝子が重複により数を増やしている

ととが推察される。アミノ酸配列を利用して系統樹を作

成し，他の昆虫のクチクラ蛋白質遺伝子と比較した結果，

これらのうちいくつかは進化の途上双遡目毘虫と分かれ

た後重複により生じた可能性がある。従って，趨におけ

るクチクラ蛋白質遺伝子は，他の目の昆虫と分枝する前

及び分枝した後に重複により種類を増加してきたと考え

られる。

乙れら麹原基でクローニングされたクチクラ蛋白質遺

伝子のうち，発現パターンやホルモン誘導性から考えて，

BMWCP5は転写因子 FTZ-F1の影響下でエクダイソンパ

ルスによって誘導され，BMWCP10はエクダイソンに直

接誘導され EcRが上流の調節領域に結合するととが考

イプ (BMWCP5)など，発現時期あるいはホルモン感

受性の異なるものが見いだされた(図 2)0in νitroでこ

れらは以下の様にエクダイソンに反応する。BMWCP11

はエクダイソンの存在下で発現が抑制されホルモンを除

くと発現が誘導される。BMWCP10はエクダイソンに直

接誘導される。 BMWCP5はエクダイソンに 6時間以上

接触した後ホルモンを除くことで発現が誘導される。麹

原基でこれらの発現パターンやホルモン感受性がどのよ

うに制御されているかを明らかにするために，ゲノム情

報を利用してこれらクチクラ蛋白質遺伝子の上流域の発

現調節領域の解析を行った。

カイコゲノム情報の利用3. 

はじめに

昆虫の遺伝子発現制御研究は 科学技術の進歩に伴い

飛躍的に発展してきている。DNAの塩基配列決定法，

遺伝子クローニングの方法などは大きな変革を遂げてき

ている。カイコのゲノムシークエンスが明らかになった

今，昆虫の遺伝子発現制御研究は転換期にきている。カ

イコのような大型毘虫で，発育のホルモン制御が明らか

にされている昆虫のゲノムシークエンスが明確になった

ことで毘虫の遺伝子発現制御研究が飛躍的に進むことが

期待される。

我々は，発現時期の異なるクチクラ蛋白質遺伝子の発

現調節解析を遺伝子銃を用いたレポーターアッセイによ

り行っている(図 1，Nita et al.， 2009)。本シンポジウム

では，発現時期及びエクダイソン応答性の異なる 2種の

クチクラ蛋白質遺伝子の発現解析を行った結果につい

て，また，本システムがエクダイソン応答初期遺伝子の

相互作用者E解析する系としても適用できることについて

紹介する。

カイコの麹原基で発現するクチクラタンパク

質遺伝子
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カイコの遡原基で発現するクチクラ蛋白質遺伝子には

5齢初期のエクジステロイ ド濃度の低い時期に発現する

タイプ (BMWCP11)や吐糸開始後エクジステロイドの

上昇に伴って上昇するタイプ (BMWCP10)，踊化前に

エクジステロイドが下降する時期に発現誘導を受けるタ
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遺伝子導入

導入した
レポーター遺伝子の発現

DNAを結合させた金

粒子

|jレシフエラーゼアツセイ

遺伝子銃を用いた趨組織の遺伝子導入系

図1 遺伝子銃を用いた麹組織の遺伝子導入系
測定しようとする遺伝子の調節領域をレポーター遺伝子の上涜に挿入したプラスミドを金粒子と混合し，ヘリウムガスを用いた
遺伝子銃により目的の組織(麹原基)に打ち込んで導入を行う。一定時間後にルシフエラーゼの活性を測定することによって，
プロモーターの活性を測定する。
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配列が(図 4)，BMWCP10の上流域には BR-C及び EcR

の結合配列が認められた(図 5)。

4. 遺伝子銃を用いたプロモーター活性麹原基，

の検定

図3

これらの配列や転写因子が実際に働いているかどうか

を確かめるために，遺伝子銃を用いたプラスミド導入系

を開発し，ルシフエラーゼ遺伝子を有するレポータープ

ラスミドに BMWCP5及び BMWCP10の上流域を挿入し

てプロモーターの活性を調べた。その結果，BMWCP5 

ではBR-CZ4及びFTZ-Flがプロモーター活性に影響し，

それぞれの結合部位の配列を変異させるとプロモーター

の活性が低下した。 この結果は BMWCP5の体内での

発育ステージ

図2. 5齢期及び鏑期におけるクチクラタンパク質遺伝子の
相対的発現の変動

横軸は発育ステージを表し， VOは5齢起蚕を示し， WOは
ワンダリングの開始日を示し， POは嫡化当日を示す。WO及
びPOに続く数字はその後の日数を示す。点、線はエクジステ
ロイドの変動を，実線は BMWCP5，10， 11及び転写因子
FTZ-Fl， BR-C Z2及びBR-CZ4の発現変動を記す。
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えられた。これらの事を確かめるために，それぞれの遺

伝子を KAIKObas巴で BLASTサーチを行い，遺伝子の

上流域のシークエンスを獲得し 転写因子の結合配列予

測サイト (htや//www.genomatix)にアクセスして調べた

結果，BMWCP5の上流域には BR-C及び FTZ-Flの結合

122 

O.5Mb 

BM町内ゾM町 p7

附仰5て手Z以rPl
BMWCP4 

麹原基でク口 二ングされたクチクラタンパク質遺伝
子の第 22染色体上の位置 O.5Mbの大きさを示すパ
が染色体の長さを表している。
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図 4. BMWCP5の上流域のゲノム構造
右端の矢印はBMWCP5の転写開始点を示す。マーカーはTATABOX及び各種転写因子の推定される結合部位を示す。300bpのパー
はサイズを表す。数字は転写開始点からの距離を示す。

配+

300 bp 

金民
598 -1453 • • 

園TATA-BOXZ2 isoform • • 
f
l
l〈
1l
L

C
 

R
 

B
 • EcRE Z4 isoform 

発現調節領域

図5. BMWCP10の上流域のゲノム構造
右端の矢印は BMWCP10の転写開始点を示す。BMWCP10の上涜におけるマーカーは TATABOX及び各種転写因子の推定される
結合部位を示す。300bpのパーはサイズを表す。数字は転写開始点からの距離を示す。
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我々は現在エクダイソン応答初期遺伝子についても麺

原基を用いた同様の系で、解析を行っており，それぞれの

遺伝子の相互作用の解析が可能になってきている。この

ような解析から，昆虫はその発生過程で，エクダイソン

のシグナルを通して必要な遺伝子が活性化されることに

よって発生の進行を行っているということに改めて気づ

かされた。このように，カイコのゲノム情報を用いる乙

とにより，これまで、困難で、あった遺伝子発現制御研究の

解析が容易になってきている。様々な毘虫でとれまでに

蓄積された多くの知見とゲノム情報を組み合わせること

により，昆虫を理解するための多くの解析が進む乙とが

期待される。

若い頃，フィブロイン遺伝子の解析に触れたとき，自

分の研究とは異なる世界を見たように感じた。現在，毘

虫の変態の解析を遺伝子発現調節からアブローチできる

乙とに感慨深いものがある。また，ゲノムの解析は，進

化を探ることともつながり，カイコが，あるいは毘虫が

どのように変態の機構を獲得してきたかを明らかにして

くれるという期待を抱かせてくれる。

おわりに
発現の様子を反映している。すなわち，BMWCP5は

FTZ-Fl によりエクジステロイドのピークから下降期に

発現し， 5齢期には吐糸後 3日自に，自由化後には 5日目

に小さなピークを示す。BR-CZ4は踊化後には発現しな

いので BMWCP5の発現量は少なくなるものと考えられ
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た。

BMWCP10はinνitroでエクダイソンに誘導されるが，

シクロヘキシミ ドを添加することにより発現量は減少す

る。この発現量はシクロヘキシミドの添加で完全には抑

制されない乙とから，エクダイソンによる誘導には， 直

接のものと，転写因子などのタンパク質を介してのもの

とが考えられた。本システムを用いて，BMWCP10では

BR-C Z2及び EcRがプロモーター活性に影響すること

を確かめることが出来た。さらに， EMSA法によりそれ

ぞれの転写因子やレセプターが結合部位に結合すること

を確認できた。乙れらの結果から，それぞれの因子が結

合部位に結合することにより ，転写の活性化がおとり，

時期特異的発現やホルモン応答を行っていることを明ら

かにできた。
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