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カイコの笹繭の分子基盤

大門高明
(東京大学大学院農学生命科学研究科)
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とができる場面が極めて限られることなどが挙げられ

る。これまでに， 10 近い j坐伯が笹繭 ・ 緑繭Jf~質に関与

するとして設定されてきたものの (5)，その実休は謎に

包まれており，世繭形質はカイコ遺伝学における「ブラッ

クボックス」の級相を呈している。

私たちの研究グ、ルーフ。は，第 7染色体にマップされて

いる Gb庫 (G，即 11b， i1l:繭 b;7-70) を突破口に，フラ

ボノイド、繭の分子基離をfiJq~き明かすととを試みた (6) 。

Gbは笹繭l形質の発現に必須とされており ，Ga(G，.eel1 a， 

笹繭 a， locus unknown) との共存によって繭が濃い笹色

を呈することが知られている (7)。

生物研 939系統をrI:Iい，ポジショナルク ローニング法

によって Gbの候補領域を絞り込んだところ，候補領域

内に UDP-g/lICOS¥山・α11.¥Ierase(UG刀 の遺伝子クラスター

が存在していた(図 2)0Gb系統と+(ih系統との聞で

UGrクラスターの梢造を比較したところ +ω系統のゲ

ノムに約 38kbの欠失が存在しており +G"系統では少

なくとも 3つの UGr遺伝子に機能的な欠損が生じてい

た。その後の解析から，欠失領域内に存在する UGrの

lつである Bm-UGT/0286遺伝子が Gb座の実{みである

ことが強く示唆された (6)。

Gb鹿を持つカイコ系統では，Gbの働きによって，桑

に出来するケルセチン(フラボノイドの 1lill)の 5位に

位置選択的にグルコースが付加される(図 3)0+Gh系統

では，この 5位へのグルコース抱合がほとんど起こらず，

その結果，ケルセチンは速やかに休外へと排出されてし

まうものと考えられる(図 3)。ケルセチンの 5位は化

学的に最も不活性な部位であり， r当然界においてケルセ

チンの 5位に糖鎖が付加された化合物はほとんど見つ

かっていなし、。私たちの成果は， Gbは極めてユニーク

な位撞選択性を有すること，そして，この位置選択的な

グルコース抱合によって カイコにおけるフラボノイド

の体内動態が決定的に変化することを示唆している。
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Gb座のポジシヨナルク口一二ング2 

カイコの繭の色には， 1:':1・黄・紅・世・緑など，様々

なバリエーションが存在するが(I丞I1)，これらは桑に

由来するカロテノイド色素とフラボノイド色素によって

決定される (1，2)。繭屈にカロテノイドが取り込まれ

ると黄色や紅色になり，フラボノイドが取り込まれると

笹色や緑色になる (1，2)。

カロテノイド繭の遺伝様式は古典遺伝学の好例と言

え，遺伝さ詳の教科書にもH剖Ji見かけることがある。最近，

カロテノイド繭の生成に必須の座位である y(ル//Olt'

b/ood， ~I~ rfn ; 2-28.6) と C(}セ1I00I ι:OCOOI1， 黄繭 ;

12-7.2) のj原因j車{云子力'fIWEV'Jされたことは記↑患に来「しい

(3， 4)0 -jj で，フラボノイド繭の遺伝様式は傾めて:(~

雑で，その実休はほとんど不明のままである。その大き

な理由として，フラボノイド繭に含まれるフラボノイド

色素は 30種類以」てあること，繭色は多数の座位によっ

て量的に決定されるために，自it散形質として取り倣うこ

「フラボノイド繭Jの遺伝学

図 1 様々な色の力イコの繭
繭色を決める主要な色素はカロテノイドとフラボノイドであ
る。

フラポノイド繭.
(ケルセ子ン配給体)

カロテノイド餓.
1)レ子イン・力ロテンi

標準型.
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図2，(A) Gb系統の繭
白色光下では Gbの遺伝下型と繭色に相関は見られないが CJ:J，UV;を 当てたときの策蛍光のイ司 1!!~ と Gb )~i~の有無は完全に一致
する(下)。
(8)ケルセチンの化学構造
511Hこグルコースが付加すると，黄色蛍光を発するように変化する。他の部位では蛍光はほとんどμられない。(A)の黄蛍光は
この化合物によるc

(C) Gbのホ。ジシヨナルク口一二ングの結果
赤矢印で示したように +Gb系統のゲノムには約 38kbの欠うiえがある。

Gb庄の解明によって，フラボノイド繭の生成機構の

全貌を解明するための道を拓くことができた。世繭関連 Gb 

座位は，数多くの研究者によって枝々な材料から独立に

(自由奔放につ)設定されてきた経緯があり， 一部では

重慢も見られるようである。現在は Ga，Gc (G，・'eenc 

独立遺伝緑繭;15-7)を始めとする rJi存からしい」座位

の解析を進めるーんーで片い文献に記載された座位の再

発掘と新規路位の同定を進めている。他系統との交雑や

対立'It総定など，古典的な遺伝分析手法が適用できない

t訪問が多々あるものと予想されるが，これらは次回代

シークエンサーを活用した解析によって克服できるので

3. 現在の研究

は，と期待している0

4.将来の展望

フラボノイドには様々な有用な生国活性が知られてい

る。カイコのフラボノイド繭を解析することで，不明の

点が多い，動物におけるフラボノイドの代謝・輸送・取

り込みの詳細な分子機構の解明に大きく 貢献できるもの
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図3，フラポノイド繭の生成機構のモデル図
Gbの働きによってケルセチンの 5位にグルコースが付加さ
れると(黄色矢EI'l)，休腔内への取り込みが促進される(あ
るいは排湘が阻害される)。さらに Gaが共存すると絹糸腺
への取り込みが強く促進され笹色が強く出る。+Gb系統では
ケルセチンの 5(立にグルコースが付加されず速やかに排出さ
れてしまうため，繭層にフラボノイドが移行しない。

と考えられる。また，毘虫の繭には様々な色素が含まれ

ているが，その生物学的意義については不明の点が多い。



pigmcnts of green cocoon in the sillくwormlarvae. .J 5eric 5ci 

みJl/.28: 30-32 

3. Saklldoh T， ct al. (2007) Carotenoid silk coloration is controllcd 

by a carotcnoicトbindingprotcin， a prodllct of the Yello¥!句 b/ood

g巴日巴 Proc Nal/ Acad 5ci U 5 A 104: 8941-8946 

4. Saklldoh T司 etal. (2010) A CD36-related transmcmbrane protcin 

is coordinatcd with an intracclllllar lipid-binding protein in s巴lcc

tivc carotcnoid transport for cocoon coloration. .J Bio/ Chem 285 

7739-7751 

5. Banno Y， et al. (2005) A G1Iide 10 Ihe 5ilkH'orm M1Ilanl.¥ 

2005-Gene nall1e and Gene (Silkworm Gcnctics Divisionヲ Instト

tllte ofGcnetic Resorces. Kyllshll Univcrsity， FlIkuoka， Japan) 

6. Daimon T‘ et al. (2010) Thc silkworm G，官四，b locus encod巴sa 

qucrcetin 5-0-glucosyltransferase that produces grecn cocoons 

with UV-shielding properties. Proc Nall Acad 5ci U 5 A 107 

11471-11476 

7. Hashimoto H (1941) Linkage studics in the silkworm. IV [nherト

tancc of the green cocoons. B1I// 5eric Exp 51n .Japan 10 

347-358 

私たちはカイコにおいて繭層フラボノイドが繭の UV述、

敵機能を顕著に増強させて前闘を保護することを示した

(6)。また，クワコ繭においてもカイコに類似した繭居

フラボノイドが含まれていた (Daimonand Hirayama， un-

Pllblished data)。これらの結果は，毘!I(の繭は単純な物

内的な防御壁として働くだけでなく，それに合まれる生

理活'It'lo/J質によって化学的なシールドとしても機能し得

ることを示唆している。毘虫の繭を化学生態学的・進化

生態学的な視点から見つめなおすことで， 予恕外の新し

い先見が生まれるかも知れない。
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