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蚕糸昆虫バイオテツク 79(2)、87-95(2010) 
SANSHI-KONCHU BIOTEC 

クワコの形質特性

ーカイコとの比較研究を中心に一

伴野豊
九州大学大学院農学研究院遺伝子資漉開発研究センター家蚕遺伝子開発分野
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今では Bombvxmanaαrll7aが定着している。クワコの発

見は中国であったが，日本で最初に報告したのはイギ、リ

スノ¥Pryer(1884)であり，採集地は横浜であった。発

見当初からクワコはカイコの揺先種であろうと推察され

ていたようであるが，類縁性に関する学術論文としては

Sasaki (1898)が日本動物学議報第 2巻に記載した On

the affinity of our wild and domestic silkwonnをあげること

が妥当である。彼は，卵，幼虫，蛾の形態，生態的特徴

からクワコがカイコの祖先であろうと述べている。この

論文以降も，自本ではカイコとクワコに関する研究が

次々と発表されたが，社会的に養蚕業とそれを支える研

究がわが国で活発であった背景があったことは明らかで

ある。

養蚕業は 1800年代，フランス・イタリアなどのヨー

ロッパで、活発であり技術的にも先進的であった。明治初

期，高い生産性を得る目的で設立された若手馬県にある

間製糸場はフランスを模範に設立されたことは広く知ら

れている。その欧州では 19世紀中頃カイコに甚大な被

害をもたらす識粒子病が蔓延していた。この問題を解決

する一つの策として，病気に強いカイコ品種を作ろうと

いう試みがインド、で行われていたO インド北部で養蚕業

を展開した ThomasHuttonは，インド近辺に生息するカ

イコと交配可能な昆虫を捕まえ育成を試みた (Hutton，

1864a， b)。そのi準用いられた昆虫が現在のインドクワコ

Bombyx huttoniである。交雑は可能であったが，交濯が

難しい上，受精率も低く，新たな品種育成には至らなかっ

た。しかし，この研究はその後日本の研究者にも多大な

影響を与え，現在でも BombyxhuttonIは研究材料として

収集対象となっている。ところで，この ThomasHutton 

の一連の研究の公表は 1864年のことで，上海において
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はじめに

クワコに関する研究は多数に上るが，昆虫学者を中心

に行われた分類学的研究と養蚕学や選結学に関わる研究

者を中心に行われたカイコ在比較対象とした生物学的研

究とに大きく分けることが出来る。前者に関しては上田

(1998)による詳しい記述がある。ここではクワコの生

物学的特性についてカイコの特'生と比較しつつ行われた

研究在中心に述べる。クワコはご存知のようにカイコの

祖先昆虫として考えられている。従って，多くの研究で

カイコの起源や分化についても論じられている。両種が

近縁な関係にあることが認識された研究を先ず取り

げ，その後分野別に紹介する。

生物種としてクワコ在最初に記載したのは， Moore 

(1872)であった。ちなみに，カイコに関する記載はク

ワコより 100年以上も前に行われ，その記載者は分類学

を体系付けた Linnaeus(1758)によるものであった。ク

ワコのタイプ標本は中国上海付近で採集されたもので，

現在はイギリス大英博物館に保管されている。ただし，

その時の種名は Theophila111ωlaαrIna (Moore， 1872) で

あり，今日の Bombyxmandarinαとは異なる。これは分

類学研究の進展の結果，変更になったものであり，その

経緯は上田 (1998) により詳述されている。 1980年頃

までは，クワコを Theophilamand，αrll7aと記載する研究

とBombyxmandarinαとして記載する研究者がいたが，
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クワコ研究の始まり2. 
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カイコにより近縁なクワコ Bomb)ぽ mand，αrInaが発見さ

れる以前のことであった。もし， HuttonがBOl71byxman伽

darinaについて'情報を得ていたらどのような展開になっ

ていたのであろうか?BOl71byx mandarinaとカイコは後

述するように交尾には工夫を要するが，高い受精率が得

られるので目的とされる品種が育成されたかも知れな

い。なお，インドクワコは染色体数が n=31であること

がTazimaand Inagaki (1958)，田島・稲塩 (1958)，田

(1958)によって後に確認され，細胞遺伝学的には無

謀な研究計画で、あったことが裏打ちされたが，当時の社

会，学問状況を考え，論文記載を読むと彼の熱意が伝わ

る研究論文である。以上がクワコ研究の始まった 19世

紀後半の状況である。 20世紀に入ると様々な研究が揺

広く行われるようになっていった。

3.細胞遺伝学的研究

本総説で扱うクワコは中国大陸や台湾，日本に生息す

るBOl71byxmandarinaであるが，穣としてのカイコとの

近縁性についての観点から染色体構成に関する細胞遺伝

学的研究が活発に行われてきた。染色体は生物種によっ

て回有な数を持ち，個々の染色体もその形が決まってい

るので生物種を同定する有力な指標になるためである。

現在，中国産クワコとカイコとの染色体数は n=28，

2n=56，日本産クワコの染色体数は n=27，2n=54である

とされている。この数が確定するまでの経過，またカイ

コとクワコの交雑個体の染色体構成について細胞遺伝学

的に行われた研究を追ってみる。

1) 日本鹿クワコとカイコの染色体数の確定

クワコの染色体数を初めて報告したのは Yatsu(I913) 

であり， n=27， 2n=54とした。彼が用いたクワコは To-

kyo Sericultura1 InstituteのHayashiから分譲されたとのみ

記載されているので，正確な採集地が不明であることが

残念であるが，東京あるいは東京近郊であったと思われ

る。 Yatsuは開時にカイコの染色体も観察し， 11=28， 

211=56であるとした。 Yatsuは， Sasaki (1898)が諸形質

の比較からカイコの祖先種がクワコであろうと述べてい

たことを引用し， rカイコとクワコにおける数の遠いは

何故か，今後の課題である。Jと考察で触れている。論

文には書かれていないが，クワコの染色体数がカイコと

異なっていたことは驚きの発見であったと思われる。ま

た，カイコの染色体数は Toyama(I894)によって n=14

とされていたので，この倍の差についても悶感があった

と思われる。しかし， 17種類もの異なるカイコ系統を

用いて間じ結果を得ていたことから， 11=28であると確
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していたことが伺える。カイコの染色体数に関する研

究者間での論争はその後も続き， 11=28， 2n=56がカイコ

の染色体数であることが一般的な認識となったのは

1930年頃であった。

2) 日本産クワコとカイコとの雑種における染色体研究

Yatsu (1913)の研究に興味を持った川口(I923aラb，c) 

はクワコとカイコの染色体を観察し， Yatsuの結果を追

認した。それと同時に両者の Fj，並びに Fjにカイコを

し交配した個体の染色体構成を観察し，クワコにはカ

イコには見られない大きな染邑体が存在することを見出

し M染色体と命名した。彼は，減数分裂真月中期には

その M染色体にカイコの染色体の 2本が対合するはず

であると推定し，その 2つの染色体を m1，m2と呼称

した。こうした仮定のもと， M染色体が m1，m2に分

裂してカイコが生じたと推測した。 1923年の川口の論

文には用いたクワコの採集地が記載されていないが，札

幌産を用いたと推定される。何故なら，北大から九大へ

転じた川口は後続の論文で，札幌市と福間市のクワコを

用い研究在行ったと記載しているからである (Kawagu-

chi， 1928)。向じ頃，八木 (1922)もカイコとクワコの

染色体構成について観察していたが， Yatsuや)11口らと

跨じ結果を得ていた。八木は採集地を記述していないが，

当時上田蚕糸専門学校(現在の信州大学)に所属してい

たので長野県上田市で採集したと思われる。日本閣内の

クワコの染色体数は 11=27であることが明らかになる

方，カイコの染色体数については勝木 CI918)がToya欄

ma (I894)と同じ 11=14であるとした為，論争が続いて

いた。しかし， Kawaguchi (1928)の減数分裂期を通し

た詳細な研究や，クワコとの雑種研究から n=14説は誤

りであることが隣自になった。

3)大陸産クワコの染色体研究で新たな展潤へ

Kawaguchi (1928)の論文は国際雑誌にドイツ語で書

かれたものであったため，世界に与えたインパクトは大

きかった。また家蕎化の過躍でクワコの大きな染色体が

2つに分れてカイコが生じたと言う説は興味深い考察で

あった。暫くの聞この考えが一般的に受け入れられてい

たのであるが，Astaurovetal. (1959)の研究で一転する

ことになったo Astaurovはソ連でカイコの発生，遺伝研

究者E行った著名な研究者であるが，被らはソ連沿海州の

ハサンに生患するクワコが n=28であることを発見した。

また，上海から得たクワコとハサン産のクワコの交雑

Fjが11=28であったことから，上海産のクワコも 11=28

であると推定した。彼らの論文では Yatsu，!くawaguchi



な興味に加え， 11=28のクワコの存在は，カイコとクワ

コを翌日種として扱っている分類体系が適切であるかにつ

いて従来から論争のあった問題をクローズアップさせる

ことになった。
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4) 毘本産クワコの染色体構成に潤する研究

今日 n口 27のクワコに見られる大きな M染色体(fll口，

1923a， b， c ; Kawaguchi， 1928 ; Mur・akamial1d Imai， 1974) 

は，カイコや中国産クワコでは独立して存在している 2

本の染色体が融合して生じたとする考え方が支配的に

なっている。では，具体的にどの染色体が融合に関係し

ているのであろうか?この問題は家蚕遺伍学者により龍

心が持たれ， 1970年代填から研究が行われていたが，

カイコの染色体は小さくて形態からの同定が菌難で、あっ

たため，進展が遅れた。この状況は前世紀終盤の分子生

物学的手法の発展によって転機を迎えることとなる O

RAPDマーカーによる解析から菅崎ら (2000)は，関与

する i本の染色体は第 10染色体であるとした。しかし，

Banl10 et al. (2004)は連鎖解析実験における形質分離か

ら第 14染金体と連鎖群未知染色体の l本が関与するこ

とを明らかにした。佐原ら (2004)はFISH法で追跡し，

伴野の結果を支持している。ここで，連鎖群未知染色体

について説明する。カイコの染色体数は 11=28であるの

に対して形質マーカーの連鎖群は 26グループであり， 2 

群については未だ対応する形質が発見されておらず， 2 

本の染色体に対応する連鎖群の対応付けが出来ていない

(Bal1l1o et al.， 2010)。このため， 2本が連鎖群未知染色

体と呼ばれている。偶然にもその 2本のうちのどちらか

l本の染色体が融合に関与しているという訳である。北

海道，長野県，揺珂県のクワコを用いた試験では第 14

染色体と連鎖群未知染色体の l本が関与することを確認

している(伴野，未発表)。

4.生活史に関する研究

クワコの発生状況，化性に関する記載は多いが，引用

が多く，詳細な野外調査による検証が行われていないの

が実態であり，正確な状況は把握されていなし、。クワコ

の分布域が広いので地域による気候の遠い，同一地域で

も年による変動もあるので，統一的な結論は容易に出す

ことが出来ないようである。書籍や，雑誌での一般的な

記載は 13化性を基本とし， 2化，時には i化である。J

とされる。「年に l聞から 3聞の発生するj とし，イヒ性

という表現を取っていない文献も散見される。

の結果を引用しているが， Kawaguchiの考えたように分

化過程で分裂が起きたのではなく，大陸のクワコが日本

へ分布を広げる際に 2本の染色体が融合し，大きな染生

体を形成したのであろうと推察した。また，染生体数か

らカイコの馴化は大睦で生じたとした。その後，蒋ら

(1979)により中国重慶市のクワコが 11=28であること

が確認された。台湾産クワコについても辻田(J968)が

11=28と報告するなど，クワコは染色体数に 2型がある

ことが明らかになっていった。吉武(私信， 1988)によ

り，韓国水原市のクワコは 11=27であるとされ，染色体

2型の境界についても興味が持たれるようになった。

Nakamura et al. (I 999)は中国，韓国の研究者らと共間

研究を行い，中国杭州市は 11=28，韓国慶州市は 11=27，

日本対馬，福岡市では 11=27であり，染色体2型の境界

は朝鮮半島北部にあるとした。その後，韓国国内には

肝 28と11=27のクワコが混生していることが韓国慶北大

学臨時甲のグループによって明らかにされた(麗ら，

2001)。彼らは，韓関匝内の 14地点のクワコの染色体を

調べ， 11=28とn=27の僧体を認めた。この発見以前に，

中村ら (1999a)は韓罰と北朝鮮の国境に近い韓国束車

市で採集した l俗体のクワコが 11=28であることなカイ

コとの交配から推測していた。貯蔵タンパク質遺伝子の

ヘテロ性から見ても，韓国内のクワコはヘテロ性が高い

ことが推測されていた(今田ら， 1999)。貯蔵タンパク

震は幼虫体液に認められる主要タンパク質の iつであ

り，その構造遺伝子は Shimadaet al. (1995)により中国

産クワコと日本産クワコのではハプロタイプに差のある

ことが報告されていた。 Nakamuraet al. (1999)は貯蹴

タンパク質遺伝子のタイプを調べた結果， 11=28と11=27

のクワコは異なるハプロタイプをそれぞれホモ型に持つ

ことを鴫らかにしていた。しかし，韓国内のクワコでは

ヘテロであることが今出ら (1999)の調査で判明したの

である。これらの状況を伴野が慮博士に伝えたことが韓

国内の 2型の混在を明らかにするきっかけとなったので

ある(伴野，私揺)。

ところで，カイコと同じ染色体数を持つ 11=28のクワ

コは 11=28のカイコの染色体と全く同じであるのだろう

か?この点について中村ら (1996)により，中国j祈江省

産クワコとカイコで検討が加えられている。彼らによれ

ば Flの染色体数は体細抱で、 211=56で、あった。しかし，

精母細抱では 28個の対合する染色体が大半であったが，

一部の細抱で不対合の単価染色体を観察したという。ま

た雑種の Fl個体栂互の交配i玄の瞬化率が 65%程度に低

下したことから，カイコと 11=28のクワコの相向性は完

全とは言い難いと述べている。このような細胞遺伝学的

89 
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1)発生回数，化性，眠性

生活史に関しては上述のように，断片的なものが多い。

そのような中，具体的なデータを示しつつ議論している

大場 (1939a) の論文は貴重である。京都，奈良等で調

査を行った大場は，越年卵の解化期聞は個体により 50

日程の開きがあること，踊期間は普通 2，3週需であるが，

3， 4ヶ月にもおよぶ個体があること等，特色ある生態

について報告している。そのような状況証拠から向氏は

「採種卵の鮮化回数から観て普通は 3仕であるが， 2イヒ，

11ヒも含まれるJとしている。大場の報告した踊期間の

長い倍体が存在することは大村(r950)，谷口・蜂木

(r 983)， Kobayashi (1991)も確認している。また，著

者も長野県と福岡京のクワコにおいて長い蛸期間を確認

している。さらには，カイコとの交雑FJでの踊期間の

延長も報告されている(伴野ら，1999)。橋本・佐藤(1958)

は長野県松本吊において，雄成虫の飛来状況から年 2聞

の発生ピーク (7月中旬， 10月中旬)があるとしている。

同地方では 2化性が最も多い可能性を示唆している。東

京都府中市での観察では 2化性と 3化性の混在の可能性

が指擁されている(黄色， 1981)。一方，大村 (1950)

は最も早い蛾の羽化が 6月 1日であったことから， 4化

も存在するかもしれないと指摘している。著者らは福陪

市で 11月に縞を作る偲休を認めている(伴野・中村，

1997)他，黄色(1981)は東京農工大学の桑園に 1月に

クワコの踊を確認している。これらの例から分かるよう

にクワコは多様な生活史を持っているようである。涼文

を読んでいないが，石原(1943)，大H (1950)によれば，

中国の祝 (1934)は中国無錫地方では 4化であると記述

しているという。

限性については 3暇であると閤定した形質であるかの

ように記載されているものが多い。しかし， 15年間程

福岡と長野のクワコを飼育した経験から，著者は日本産

クワコでは飼育条件によって隈性は変動すると考えてい

る。屋内育では 3D.民が多く，屋外育(特に秋)では 4販

が多く出現する傾向にある。

2)踊期の諦整機構

踊期間の長短は日長条件に左右される形質であるこ

と，また産地によってその反応性には差があることを

Kobayashi (1991)が報告している。彼の実験では，中

居杭州市，伊豆諸島の利島，神津島，埼玉県坂戸市で採

集されたクワコが用いられている。杭1'1'1と坂戸産クワコ

は日長条件により輔の期聞が変化したが，手Ij島産のクワ

コは影響が少なかったという。また，坂戸産クワコとカ

イコの交配実験から，踊期間は遺伝的にも制御を受けて
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おり，少なくとも X染色体と第 6染色体が関与するこ

とを報告している(小林， 1987)。

Shen et al. (1993a)は，クワコの踊期間が長い個体で

は踊期間が短い個体に比べ血中エクジステロイド濃度が

低い状態が続くこと，嶋期間の長さの調整には脳が関与

することを報告した (Shenet al. 1993b)。さらに， Shen 

et al. (1999) は， PTTH (前胸腺刺激ホルモン)の合成

抑制が日本産クワコの嶋期間の延長する要因であるとし

た。日本クワコに見られる夏眠と捉らえられる形質の原

因は次第に明らかになってきているが，地域の異なるク

ワコ集団，また集団内の多様性の解明には至っていない。

5.生態や特異な形置に関する研究

クワコはカイコと異なる特徴として，行動が活発であ

ること，成虫が飛揮すること，幼虫時の斑紋が暗告を呈

すること， t援態をすることなどが知られる。しかしなが

ら，それ以外にも特異な生態特性や習牲を持っている。

1941年秋及び 1942年春に南関東においてクワコが大発

生し，材料が大量に得られたことから，大村 (1950)は

生態や習性について大規模な調査を行い，詳細な記録を

残している。それらの中から特記される形質を述べると

ともに，大村の報告にはない他の研究者が記述している

特色や，著者が観察した事例も適宜付記する。

1)卵

カイコとほぼ、同じ大きさ，形である。越年卵はカイコ

でも克られる色の一種で、ある藤鼠色で、あるが，卵設が黄

色から濃黄であること等から桑の樹皮に似た色を呈す

る。非休眠卵，いわゆる生種も同様の着色を行うことが

カイコと異なる。しかし，福岡産クワコを用いた著者の

観察では，非休眠卵では着色の無い場合と着色する場合

の2通りを認めており，着色する場合の色調は大村の報

告とはやや異なる。地域による差がある可能性もある。

また，超微形態観察から見ると，卵殻の外層にカイコに

はない柱状構造を持つ点もカイコとは異なっている

(Sakaguchi et al.， 1990)。卵殻表面の紋様』こもクワコ特有

なタイプが報告されている(大村・片岡， 1945)。

産卵は樹上を普通とするがケ所に 10粒以上を産

卵することは稀であるという。しかし，著者らは，筒等

の狭い場所で産卵させるとカイコのように同一場所に多

くの産卵を行うことを観察している。

2)幼虫

l齢幼虫から桑葉を鰯面より食し，成長が早い。飼育

の適温はカイコより低いようで日の平均気温が 230C



より，沖縄でのクワコの生息が調査されているが未発見

である。吉武が注目したアイソザ、イムは幼虫体液中の酸

性ホスファターゼ，エステラーゼ，幼虫皮膚のエステラー

ゼで、あった。体液中の酸性ホスファターゼ，エステラー

ゼではカイコで認められた 5種類のアイソザイムを検出

したという。このことは両種が近縁であることを裏打ち

するものであるとした。しかし，皮膚のエステラーゼの

場合は，カイコとクワコで検出された 7アイソザイム中，

両種で共通する型は Iつのみであり，このことは両者が

分化過程にあることを示しているとした。

吉武の対象としたクワコは日本産であったが，中村ら

(1997)は，韓国産，中国産，対馬産，語障産のクワコ

を対象に吉武の吊いたアイソザイムを中心に，酵素・タ

ンパク質の多型を調べた。その結果，福岡産を基準にす

ると地理的距離に応じて変異が拡大することが認めら

れ，クワコの地域差が次第に日月らかとなっていった。し

かし， DNA解析が手軽に行えるようになり，今日では

比較生物学研究の中心は塩基配列に基づいて行われるよ

うになり，アイソザイム分析から類縁性を論じる研究は

少なくなっている。 DNA解析を用いた研究の進展につ

いては，本特集において行弘，橋本・伊藤， )11西らによ

り詳述されている。

以上の臼が続くと餌青が困難になるという。石原(1943)

によると，クワコ幼宝は脱皮殻を食べるとされる。

3)錦(爾)

秋期における離の方が春期のものより，縞重，踊重，

融層重が遥かに優れている。秋期は桑樹上部に，春期は

下部に営摘する傾向にある。営舗は桑葉上を普通とし，

周回の雑草中でも行うが，枝の分かれ目，樹皮上にはみ

られない。著者の観察では季節による営調場所の違いは

大村の観察と一致しない点が多く，詳細な検討が今後必

要と考えている。

4)蛾

羽化は早朝が多いが，正午前後に羽化するものも少な

くない。カイコで知られている非穆着卵(粘着力を持た

ない卵)のような卵を産卵する蛾が少数観察されている。

なお，非穆着卵遺伝子Ngとの関係は検討されていない。

カイコとの比較生物学的研究

カイコには地理的品種と呼ばれる品種，系統群が多数

存在する。それら多数のカイコを比較して分類した上，

クワコと比較した研究のいくつかを紹介する。

6. 

2)形態学的な比較研究

森 (1939)は幼虫体内の気管の分布状況がカイコの系

統によって違いのあることを明らかにし，中国，欧州地

域のカイコに共通点が多く lグループを形成し，日本，

インド地域が百IJグループを形成するとした。同時に調べ

たクワコは中部支那地方(現窓の蘇州，上海地域)のカ

イコに類似するとした。その後，清水ら (1964)は幼虫

麗脚にある退化的鈎爪について調べ，カイコの地域別グ

lルレ一ピンググ、は森の結果とほぼ

た。しかし，クワコで、は明確な仕分けが出来なかったと

述べている。
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クワコとカイコの遺伝子交流7. 

近縁種から導入された遺伝子をイントログレッション

遺伝子と呼ぶ。カイコとクワコのゲノムの交流について

明らかにすることは難しいが 人為的にクワコからカイ

コに持ち込まれた遺伝子としては次のような例がある。
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1) Xan: Xanthous優性黄体色

幼虫体色が黄色であるが，この遺伝子は台湾産のクワ

コに由来する(土井良， 1992)。一般にクワコは暗告を

帯びているが，起蚕時(脱皮産後)には濃黄色を帯びる。

91 

1)アイソザイム

電気泳動分析技術の発達で， 1960年代からアイソザ

イム解析が進展した。それまでは，生物の生理，生化学

的特性を主として酵素活性の強弱等の量的差異からしか

調べられなかった。しかし，アイソザイム解析の進展は

分子の大きさ，荷電状態からその特性を分類できるよう

になったので，酵素，タンパク質の多様性を視覚的に捉

えることができる点で画期的であった。つまり，形態学

的な差異が比較生物学の中心指標で、あったが，生理・生

化学的形質も広く比較生物学研究へ利用することが可能

となったのである。クワコとカイコの類縁性に関する研

究にこの手法をいち早く取り入れたのが東京大学の吉武

成美で、あった。吉武 (1984，1988)は， 1960年代から行っ

ていた自身の一連の研究 (Yoshitakeand Akiyama 1964 ; 

lE¥， 1966， 1968; Yoshitakeラ 1968，1970他)をまとめ

て述べている。吉武の研究には，当時の蚕糸試験場に保

存されていた世界各地のカイコの在来種とその改良種

400種類余，ならびに全国各地から収集したクワコが用

いられ，スケールの大きい研究であった。クワコの調査

地点は，北海道から鹿児島県屋久島までの全国を縦断す

る31地点で、あった。沖縄で収集を試みたが試料を得る

ことは出来なかったとされる。その後も多数の研究者に
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台湾蔚栗県クワコとカイコを交雑したものを，当時遺伝

研に所属していた辻田を経申して九大に保存中である

(系統名 190)。なお，中国重慶市西南大学でも野生クワ

コから Xanとアレルな関係にある遺伝子を固定して保

仔している (DaIet al.， 2000)。第 24連鎖群所属。

2) Ws: Wild wing spotクワコツマグロ

1957年広部達道がクワコとの交雑によりカイコへ導

入したもので(土井良，私信)，九大に保存中で、あり，

系統名 u42。成虫の麹頂部に黒斑を発現する。第 17連

鎖群所属。これに関しでも中国西南大学で野生クワコ(四

川省)からアレルな関係にある遺伝子を闘定して保存し

ている (DaIet al.， 2001)。

3) qW: quail of wild silkwormくわこかすり

福岡県クワコの中にカイコで見られるかすり斑紋に酷

似した斑紋を持つ個体を見出し，カイコと交雑し回定し

た(中村ら， 2001)0 qとアレルであり第 7連鎖群所開。

かすり様斑紋を長野県や福i岡県の野生クワコ集団中に時

折見かけることがある。また，旧中(1917)はかすり斑

紋はカイコでは日本在来種でのみ認められるとしてい

る。明治期の日本種にはかすり斑紋を持つ個体が多いが，

これらはクワコとの交雑に由来する可能性が高いと思わ

れる。

4)ちらばる蚕

クワコは行動が活発であり 幼虫時代に鰐育場所から

這い出す性質がある。これに対し，カイコでは這い出す

行動はほとんど見られない。熊本県のクワコとカイコを

交雑した後代で幼虫時期に活発な拡散行動を有すカイコ

系統を見出し，固定することに成功した(荒武・柏村，

1973)。優性的な形質として遺伝するが劣性の場合も見

られる。抑圧的に働く遺伝子もあると予想されている。

現在は残念ながら系統が維持されていないようである

(伴野，私信)。

5)小蓋

ちらばる蚕と同援に熊本県のクワコとカイコを交雑し

た後代で固定した(荒武・桔村， 1973)。個体の大きさ

が小さい。発育速度は分離する通常の個体と大差はない。

劣性遺伝の様式をとる。ちらばる蚕同様現在は残念なが

ら系統が維持されていないようである(伴野，私信)。

6) pM: Moricoud詰色讃

幼虫皮膚が暗色を呈する。カイコの突然変異として古
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くから知られている。カイコの突然変異として閤定され

たのではなく，クワコ形質が交雑で固定されたと推定さ

れる。

以上の形質以外にも，クワコからイントログレッシヨ

ンによってカイコに導入された可能性が高いものとし

て，繭色(緑融，笹色)卵殻色が挙げられる。

7) クワコの蓋室への飛来について

外山の蚕種論(1909) にも紹介があるように，青白と

いうカイコ品種は，野外から飛刻した雄蛾が蚕室に侵入

してカイコと交配した雑種に由来する可能性があるとさ

れている。実際にそのような事実があったのかは確認の

方法がない。ところで，奈良県蚕業試験場の大場は，

1935年 8月に長野県の養蚕農家の査室内に離雄のクワ

コが飛来するのを確認した。大場は翌年，同農家でカイ

コの雌蛾にクワコ雄蛾が交尾するのを毘撃したと報告し

ている(大場， 1939b)。また，元北大教授中由徹博士に

よれば，北大室主では秋蚕の交配時期になると蚕室の縮

にクワコ雄蛾が飛来することに時々遭遇したという。

また， 2008年には名古屋大学農学部蚕室でカイコの雌

にクワコ雄が飛来し交尾することが確認されている(柳

沼教授)。

以上の事実からするとクワコとカイコの交雑は養蚕現

場で生じていたことは事実のようである。大場の観察し

たような雌{同体が査室に飛来する報告は他にはないこと

であるが，仮にカイコと交配し，野外で産卵することが

あれば，クワコ集司へのカイコ遺伝子の侵入の可能性が

生じるので注意しなくてはならない。

8. カイコとの交雑後代における飛路能力

クワコは飛期能力を持つがカイコでは失われている。

では，カイコとクワコを交雑させるとその能力はどうな

るのであろうか?伴野ら (1995)はカイコとクワコを交

雑し，その後何世代カイコを戻し交配すると飛賂能力が

失われるかを調査した。雌では 4回，雄では 5@]カイコ

を戻し交配すると飛期能力が失われた。興味あることに，

雄では， 2回 3田カイコを戻し交配した世代では，あ

る程農産卵を終え体重が軽くなると飛期することを観察

したという。体重が飛朔力に影響している可能性がある。

ところで，石原(1941)によると，大造を交配すると

F]は飛朔をせず，幼虫の行動もおとなしい性質であっ

たという。見波・大場(1939)の報告でも交配するカイ

コの種類で後代の諸形質は異なることが記載されてい

る。クワコとカイコとの交雑後代に関する形質遺伝学的



ケンスが， 2008年には高精度なゲノム情報が日中の共

同研究で発表されるに至った。このような動きはクワコ

研究にも大きな影響を与え，分子レベルでの研究が進展

した。それらについては本特集の1llJの担当者に詳しく解

説されることになっている。

析は大規模な試験が必要で、ある。
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引 用文 献

クワコの儒育がカイコに比べ困難であることは古くか

ら研究者の妨げで、あったと思われる。断片的であるが飼

育方法や管理に関する記載がある。古川|・石原(1941)は，

新関紙の上に桑を霞きシャーレで、覆った簡便な幼虫飼育

方法を紹介している。 Astaurovet al. (1959)は，卵を桑

枝に吊るし，ガーゼで、覆いを作る工夫を行ったと記載し

ている。しかし，いずれも小規模な飼育にしか対応でき

なかったと思われる。その後，谷口・錯木(1983) は，

100誤程の飼育が可能なプラスチック容器での箱飼いを

考案した。高湿度での館育による桑の腐敗を防止する為

に0.01%のクロラムフェニコールを添加している点が特

徴である。室内での飼育は言十量形質が劣ることが多いと

されるが，同方法では自然状態のクワコと遜色のない成

績が得られた。蜂木・竹田 (1982) は，カイコ用に開発

された桑葉 22%を含む人工飼料でクワコを全齢飼育し，

健全踊を得ることに成功した。しかし，飼膏成績は不十

分で，その後竹田・ 1桂木 (1983) による改良， Ichida et 

al. (2000)による無蔵人工飼料育等が考案されている O

成虫が飛掬することから交配も工夫が必要であった。

八木 (1922) は蛾の趨を基部から切り取ると良いと述べ

ている。著者も試みたことがあるが効果には疑問がある。

石蕗(1943)が述べたような封筒内に雌雄一対を入れて

自由交尾させることが最も多く用いられており，一定の

受精那が得られる。中村ら (1999b) はプラスチックザ

ル内で高い受精率を得ることに成功している。

管理について立飼育方法，

クワコに関する文献2情報

クワコに関する文献や情報，それに基づいた考察は，

1998年に発行された「クワコとカイコ クワコからみ

たカイコと養蚕業の起源に関する一考察J文部省科学研

究費補助金研究成果報告書日IJ冊(期究代表者河原畑勇)

( 1998) に詳しい。間報告書は昆虫形態分類学，毘虫遺

伝生化学，箆虫遺伝発生学，毘虫病理学，昆虫微生物学，

家蚕遺伝学など専門の異なる多くの研究者が参画して行

われた研究成果が綴られており，クワコに関する広範な

情報と考察を見ることができる。今回の執筆に当たって

もパイプル的な存在として利用した。

10. 

おわりに

周知のように， 1990年後半からゲノム解析プロジェ

クトは広い生物種で行われるようになり，クワコと密接

な関{系にあるカイコにおいても， 2004年にドラフトシー

11. 
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