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E霊糸・昆虫バイオテツク 81(1)、 31-40(2012) 
SANSHI-KONCHU BIOTEC 

カイコの精子形成におけるこ型性

山舗直子*・鴻上(松田)有未
酪農学園大学環境システム学部発生生物学研究室
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系統的な観点から行われた研究の報告では，高等な鱗趨

自各科はもとより，原始的なカウリコパネ上科 Agath-

aphagidaeにおいても二型精子がみられ，但，1]系統とされ

ているコパネガ上科 Micropterigidaeでは無核糖子のある

虫とない昆虫が混在するが，近縁で同じ上陸 Am-

phiesmenopteraに属する毛麹日 Tricopt巴raには無核精子

はない (Friedlander，1983; Jami巴sonet al. 1999; Swallow 

and Wilkins 2002) とされている。

なぜ，鱗趨目の多くの種において精子の二型性が進化

してきたのか。精子は卵を受精させるのに lつの型があ

れば十分であるという考え方からは，異型鶴子の存在理

由を説明するのは難しい。鱗趨告では，交尾メスの受精

嚢に両型の精子が到達するが，卵と受精するのは正型精

子のみである。異型精子の機能については，(j)無核精

子は，精巣の基底膜を壊して，有核精子の通路を確保す

る (Katsuno，1977)， (ii)無核精子は，その激しい運動

により，結胞内で前立腺の分泌物かエンドペブチダーゼ

の消化を通して，有核精子東の解離を促進する (Osanai

et al.， 1987)， Ciii)無核精子は，メスの生殖器内で有核

精子を輸送するのを補助する (Iriki，1941; Friedlander and 

Gitay， 1972)， Civ)無核精子は，有核精子，メス生殖器，

あるいは卵に核酸，タンパク質などの栄養物質を提供す

る (Riemannand Gassner， 1973)， (v)交尾嚢における無

核精子の存在は，オスとの再交尾を避延させ， {出偲体の

精子による受精を紡ぎ，精子間競争で重聾な機能を果た

す (Cookand Wedell， 1999; Kura and Nakashima， 2000; 

Silberglied et al.， 1984; Swallow and Wilkins， 2002;渡辺・

誼野， 2001)など，これまでにさまざまな説が提示され

ている。

無核J陪子のとりわけ槙子関競争における役割について

種における精子の形態は，多様な生殖活動に合わせて

様々な形をしている。また，特定の動物においては，同

一種および向一個体におけるオス精液の中に，様々なタ

イプの結子(精子の多型性)を持つものがある。多型の

精子の中には，卵と専門的に受精する正型精子と，受精

能力を持たない異型精子があり，異型精子の形態や運動

性は正型精子とは異なるC1amiesonラ 1987;Jamieson et al.， 

1999; Hayakawa， 2007)。精子の多型は，無脊椎動物では，

環形動物(イトミミズ;8raidotti and Ferraguti， 1982)， 

軟体動物(巻貝:Giusti and Selmi， 1982; Nishiwaki and 

Tochimoto， 1969)，節足動物(ムカデ類:Ansley 1954; 

Jamieson， 1986)，膜趨自のハチ (Leeand Wilkes， 1965)， 

双趨自のハエC10lyand Lachaise， 1994; Snook et al.， 

1994)，半趨自のカメムシ (Schrader，1960)やセミ (Kubo-

Irie et al叶 2003)，鱗趨目 (Friedlander，2005)など，多く

の種で見られているが，脊椎動物では，鳥類のサイチョ

ウ (Nget al.， 1998) や魚類のカジカ (Hayakawaet al.ラ

2002; Hayakawa and Munehara， 2004)などごく少数の塑

られた種で報告されているにすぎない。

鱗趨目においては，正型精子である核を持つ有核精子

と異型精子である核を持たない無核精子の二種類の精子

がある。カイコ Bombyx11ω・iにおいて，有核精子と無核

精子の存在を最初に報告したのは Toyama(1894)である。

他の鱗題目昆虫における両精子の存在は， Meves (1903) 

の報告以来，多種のチョウやガにおいて認められている。

はじめに1. 
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は，個体の生殖活動も合わせて仮説を実験的に証明しよ

うとする研究が多種の鱗題目昆虫を対象に行われてい

る。カイコは， 2匹のオスと交尾したとき，どちらのオ

スの精子も受精に使用される (Omura，1939)。カイコは，

5000年以上前から家畜化され，繁殖を人の手にゆだね

ているので，メスの体内での精子間競争に適応的意味を

推測するのは難しい (Suzukiet al.， 1996) 0 Sahara and 

Kawamura (2002) は，巧妙な実験で無核精子が受精に

は必要であるととを示した。その実験では，どちらも単

独では不妊のオス，つまり，一方は吐糸期にヒートショッ

クを受けて正常な有核精子は作るが無核精子を作れなく

なったカイコの大造種のオス (Sugaiand Takahashi， 

1981)であり，もう一方は無核精子を作るが正常な有核

精子は作らない三倍体のオス (Kawamuraet al.， 2001)で，

乙れら 2匹のオスをメスに二重交尾すると，受精率の大

幅な向上が見られた。しかし 無核精子の作用がどのよ

うなものかは不明のままである。l回の交尾でメスの交

尾嚢に注入される無核精子の数は精子全体の 20-90%と

種によって異なる (Cookand Wedell， 1999; Si1berg1ied et 

al.， 1984)。無核精子は，多数回交尾を行う複婚の種だけ

でなく回の交尾しか行わない単婚の種にも存在して

いる。無核精子の機能については鱗麹目各種において異な

り， 一つの種で、も複数の機能を行っていることもあり得る。

鱗遡自の正型精子と異型精子の形態的な違いは，すで

に精母細胞において認められることが明らかにされてい

る。また，両型の形成を切り替えるシグナルは，精母細

精子東形員E

胞自体にあるのではなく 体液中に存在する因子による

ととも突き止められてきているが，その要因の本体や，

両型の形成を切り替える仕組みなどは未解明である。本

稿では，異型精子の分化要因と機能の解明につなげてい

くための基礎的な知見として，著者らがこれまでに細胞

学的研究で明らかにしてきたカイコの二型精子形成過程

を，各種鱗題目昆虫のそれと比較しながら記述する。

2.オス個体発生と二型精子形成の進行

二型精子形成過程の進行は，個体発生と関連して，各

種に固有のタイムスケジュールで厳密に制御されてい

る。有核型精子形成は幼虫期に開始する。一方，無核型

精子形成は，種によって異なるが，踊化前後から始まり，

成虫まで続く (Fried1ander，1997)。カイコでは，Sado 

(1961)が精子形成過程をカイコの発生時期との関連で

明確にした (Tajima，1964参照)。抜粋すると「精原細

胞は僻化後 3日目に出現し，精原細胞から第一精母細胞

への分化は 2齢幼虫に初めて見られて 3齢幼虫でより頻

繁に， 3齢幼虫の終わりごろパキテン期が現れ始め， 4 

齢期を通して前期が進行し，移動期と第一減数分裂中期

は5齢のかなり早い時期に見られる」というものである。

これらは有核型減数分裂の進行である。図 lは，精子形

成過程各段階の二型の特徴をシストの変化として表わ

し，個体発生の進行と関連付けて示している。昆虫にお

いては，精原細胞の分裂回数 (n)は，種によって決まっ

ており， 1つのシストにつき 2"が生じる (Phillips，
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有核型精母細胞の出現時期については Sado(1961)を参考とし，有核型および無核型の精子東の出現時期については Kawamura
and Sahara (2002)を参考とした。
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ンは分裂のどの時期においても星状体中心部にある中心

体に分布している (Matsudaand Yamashiki， 2007)。

3.3.有核型精母細胞

カイコ有核型精母細胞の減数分裂各期は 5齢幼虫で

一通り観察する乙とができる。Sado(1961)によると，

第一減数分裂前期(前期1)は 10-11日を要するが，第

一減数分裂中期(中期1)から第一減数分裂後期(後期

1)までは l日で進行すると記している。前期 Iにおい

て，シナプトネマ複合体を形成して相同染色体が対合し，

さらに染色体交文をおこしてキアズマを形成する。鱗麹

目では，精母細胞から鞭毛軸糸が伸長し始めるのが特徴

で，パキテン期から，中心小体は細胞膜直下に移動して

鞭毛軸糸の基底小体に変化し，この状態を維持しながら，

中心体の構成小器官としての役割も担っている(Yamashiki

and Kawamura， 1998)。核膜崩壊後に形成される紡錘体

は，精原細胞と同様に二極性であり，各極に 2本ずつの

鞭毛軸糸を伴っている。図3は， 第一減数分裂の進行に

伴う分裂装置微小管と微小管形成中心の変化を，抗 α

1970)。カイコの場合， n= 6で lつのシストに 64個の

精原細胞が作られる (Kawaguchi，1928)。それらがすべ

て第一精母細胞となり ，2回の減数分裂により 256個の

精細胞が生じ， 256本の精子が 1つの精子東を作る。こ

れは，有核型でも無核型でも同様である。

Machida (1929)は，有核精子は幼虫期に減数分裂を

終えたものから由来し，初期踊期に減数分裂を終えたも

のは両方の型の精子となり ，無核精子は後期踊期に減数

分裂を終えたものに由来すると報告している。著者らは，

有核型とは異なる無核型の第一精母細胞の特徴を指標と

し，カイコの無核型精母細胞は吐糸期以降に頻繁に現れ

ることを明らかにした。無核型の精子形成は，有核型の

精子形成より早く進み，踊期では，両型精子形成の同等

の時期が精巣内で共存して見られる(図1)。鱗趨目の

精巣では， 2つの型が同じシスト内に形成されることが

決してないことは古くから確認されている (Phillips，

1970; Jamieson et al.， 1999)。
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図2 力イコ精原細胞の分裂装置
赤は染色体を，緑は抗日ーチューブリン抗体によって免疫染
色した微小管を表わす。(A)前期，(B)中期， (C)後期。
Matsuda and Yamashiki (2007)の図を改変。
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3.1.細胞学的研究手法

有核型精母細胞と無核型精母細胞の違いを明らかにす

るには，細胞内構造の中でも分裂装置を構成する微小管

や中心体，染色体などを透過型電子顕微鏡法で調べるこ

と微小管を形成するかあるいは βチュープリンや，

微小管形成中心の主要なタンパク質であるチチュープ

リンを免疫染色法で観察する方法が有効である。αーお

よび s-チューブ、リンは，アミノ酸配列の保存性が高く，

マウスやヒトのタンパク質に対する抗体により，鱗麹目

細胞の微小管の分布を光学顕微鏡で可視化できる。また，

Yーチュープリンは， αーおよび s-チュープリンほどでは

ないものの，比較的保存性が高く，晴乳類に共通性の高

いアミノ酸配列の合成ペプチドに対するポリクローナル

抗体を用いるととにより 鱗麹目細胞における微小管形

成中心の代表である中心体を光学顕微鏡で確認できる

(Wolfand Joshi， 1996; Matsuda et al.， 2007)。

精母細胞の二型性3. 
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図3 カイコ有核型第一精母細胞の分裂装置
すべての像において，赤は染色体を示す。緑は，(A)ー(C)
では，抗日ーチュープリン抗体によって免疫染色した微小管
を，(D)ー(F)では，抗y-チュープリン抗体によって免疫染
色した中心体と紡錘体上に分布する y-チュープリンを示す。
(A) (D)移動期， (B) (E)中期 1，(C) (F)後期 10Matsuda 
and Yamashiki (2007)の図を改変。
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3.2.精原細胞

カイコの精原細胞では，個体発生時期のどの時期にお

いても， 二型に分けられるような相違は発見されていな

い。精母細胞と比較するために精原細胞の分裂装置を

図2に示した。精原細胞では，分裂装置は星状体中心部

と紡錘体極が一致する一般的な二極性の形態をなしてい

る。姉妹染色体は，分裂後期には染色体の軸に平行な状

態のまま分離し，動原体微小管が消失したとき，染色体

は中心体のある紡錘体極に到達している。y-チューブリ
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チュープリン抗体と抗y-チュープリン抗体を用いた免

疫染色像で示している。前中期 Iから中期 Iにかけて，

紡錘体の赤道面が大きく広がるとともに，紡錘体と星状

体が分離して，紡錘体が樽型になる(図 3B)。染色体は，

正確に赤道面に配列し，後期において離れた星状体まで

移動して，均等に娘細胞へと分配される。中期から後期

にかけて，紡錘体が微小管の発生地点である星状体中心

部，つまり中心体，と離れているととは，他の鱗遡目の

メイガ科 Ephestia知的hiellaや， ドクガ科 Orgyiaanti-

qua，タテハチョウ科 lnachisioにおいても観察されてい

る (Wolfand Bastmeyer， 1991)。このように，中心休と

離れている紡錘体がどのように染色体を動かしているの

か，微小管の分布と染色体の位置に注目すると次の段階

に分けられる。①後期の始めでは，動原体微小管によっ

て，染色体が既存の微小管からなる樽型紡錘体の端まで

移動する。染色体が紡錘体の端に到達する時期(とのと

き，まだ星状体には到達していなし、)に紡錘体中央領域

に新しく重合された微小管が多く出現する(図 3C)。②

染色体が，新しく形成された非動原体微小菅により，紡

錘体の端からさらに星状体の方へと移動する。③染色体

は星状休付近に到達し，さらにお互いの距離を離す。有

核型精母細胞のみに中期 Iから後期 Iにかけて，中心体

のほか，紡錘体部位にも y-チュープリンが分布してい

る(図 3E，F)。図2に示すカイコの精原細胞の分裂に

は染色体分離運動の①~③のステップは見られず，また，

紡錘休中央領域に y-チューブ、リンの分布もない。

第二精母細胞は，第一減数分裂によって 2本の鞭毛軸

糸が分配される。各極に l個ある中心小体が，基底小体

と中心体の構成小器官と してのこつの機能を果たす

(Yamashiki and Kawamllra， 1998)。紡錘体は第二精母細

胞より小型になっているが，紡錘体微小管の配列の特徴

とy-チュープリンの分布は第一分裂と同様である。

カイコ有核型精母細胞の中期から後期にかけての y-

チュープリンのシグナルは 紡錘休中央領域で新生され

た非動原体微小管の両端と一致している乙とから，紡錘

体中央領域の y-チュープリンは中心体に依存しない微

小管形成中心と しての役割を果たしていると推測され

る。これは紡錘体と星状体が離れることによって，それ

に対応した独自のシステムの存在を示唆している (Matsllda

and Yamashiki， 2007)。中期の有核型精母細胞において，

y-チュープリンが中心体のほか紡錘体中央領域に分布し

ていることは，メイガ科 Ephesiakuehhiellaやヒ トリガ

科 Phragmatobiafuliginosaの昆虫においても観察されて

いる (Wolfand Joshi， 1996)。
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3.4. 無核型精母細胞

無核型精母細胞の減数分裂各期は，吐糸期以降踊期に

おいて観察できる。第一精母細胞の早い段階から鞭毛が

伸長している。無核型の染色体は，前期 Iにおいて，相

同染色体の対合を行わない。図4は，減数第一分裂の進

行に伴う分裂装置微小管と微小管形成中心の変化を，抗

αーチュープリン抗体と抗 y-チュープリン抗体を用いて

観察した免疫染色像を示している。無核型精母細胞にお

いては，紡錘体は星状体と離れず，有核型のような樽型

にならない。核膜崩壊後，染色体は，赤道面に整列しな

いまま後期に移行し，不均等に分配され，紡錘体中央に

は染色体橋が生じる。一方， y-チュープリンは，分裂の

どの時期においても星状体中心部にある中心休に分布し

ているが，有核型精母細胞のように紡錘体中央領域には

分布していない。これらのことから，染色体の分離を明

確な段階にわけることはできない。

3.5.三種の生殖細胞における染色体分配の比較

空気乾燥 (air-drying)法による染色体標本において，

精原細胞では 56個の染色体 (2n= 56 (Kawagllchi， 

1928) )が確認された(図 5A)。 また，Murakami and 

Imai (1974)がカイコにおいて報告しているように，染

色体には一次狭窄がなく 動原体機能が染色体全長に分

散して存在する散在型 (holocentric)の染色体である乙

とを示している。一方，有核型精母細胞では 28個，無

図4 カイコ無核型第一精母細胞の分裂装置
すべての像において，赤は染色体を示す。緑は， (A)-(C) 
では，抗日ー チュープリン抗体によって免疫染色した微ノト管
を， (D)ー(F)では，抗yーチュープリン抗体によって免疫染
色した中心体を示す。(A)(D)核膜崩壊前，(8) (E)核膜
崩壊後， (C) (F)染色体分離期。無核型において，核膜崩
壊後染色体は紡錘体中央に集まるが，正確に赤道には配列し
ない。紡錘体の形態は有核型と異なり，樽型にならない。無
核型では，染色体は非同調的に極へと移動し，染色体橋を形
成するものもある。y-チューブリンは，有核型の中期と後期
とは異な り，紡錘体上の分布を確認できない。Matsudaand 
Ya11lashiki (2007)の図を改変。



図5 力イコの染色体(空気乾燥j去の押し潰し標本)
(A)精原細胞 56個の染色体を示す。(B)有核型第一精母
細胞，28個の三価染色体を示す。矢印はキアズマを示す。(C)
無核型第一精母細胞， 56個の一価染色体を示す(松田，
2007)。

C B A 

11111 IJ 
図6. カイコ各種生殖細胞の中期染色体模式図
ピンク，グレーは染色体，緑は微小管，青はセン トロメア分
布域を表わす。(A)精原細胞 セン トロメアが染色体の極
側表面に広がっている。(8)有核型第一精母細胞，微小管
が二価染色体の 4か所に付着する。姉妹染色分体のセントロ
メアは同じ極方向を向き，第一減数分裂では離れない。染色
体交叉の様子は， Wolf and Traut (1991)を参考として描いた。
(C)有核型第二精母細胞，姉妹染色分体のセントロメアが
互いに逆の極を向く。(0)無核型第一精母細胞，対合をせ
ずに一価のままでいる三分染色分休の構造は不規則で，微小
管の結合にも規則性が認められない。
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カイコを用いた著者らの電子顕微鏡観察では，精原細

胞および有核型精母細胞の動原体構造を明確に確認でき

なかったが，中期染色体と微小管の結合に規則性を見出

した(松田， 2007)。それらの結果に基づいて，微小管

が染色体に結合するセントロメア領域の分布を図 6に模

式的に示す。精原細胞では，染色体の極側表面の約半分

ほと、に広がっている(図 6A)。有核型精母細胞の中期 I

において，二価染色体は規則的な十字型をしており，染

色体の二カ所のくびれた部分には多くの微ノト管が突き刺

さっている(図 6B)。各極にこか所というのは，上述し

たように，カイコにおける Holmand Rasmussen (1980) 

の報告と同様であり， Wolf and Traut (J 991)は，Ephes 

tia kuehhiellaにおいても同様の状態を観察し，これを多

動原体 (poI ycentri c) と述べている。通常の有糸分裂に

おいて分散型動原体を持つ Caenol加 bditiselegansにおい

ても，減数分裂において動原体の分布が局在化するとい

うことが報告されている (Maddoxet al.， 2004)。中期E

においては，局在型動原休の染色体のように姉妹染色分

体のセン トロメアが逆の極に向かうことが推測される

(図 6C)が，電子顕微鏡で観察できるカイコの染色体の

形と対応させるにはまだ不確かなととが多い。一方，無

核型精母細胞の中期相当時期では，染色体凝集が不均一

核型精母細胞では 56個の染色体が確認された(図 5B，

C)。有核型では二価染色体でキアズマが存在するのに

対して，無核型では相同染色体の対合が起きずに一価の

ままであることを示している。減数分裂に特異的な相同

染色体の対合がなく，シナフ トネマ構造が観察されない

ととがドクガ科マイマイガLymantriadispaJ の無核型精

母細胞においても報告されている (Garveyet al，. 2000; 

Reinholdt et al.， 2002)。
減数分裂における動原体の方向には染色体分配メカニ

ズムに関係する重要な意味がある。体細胞分裂における

姉妹染色分体の動原体は二方向性である。それにより，

後期では姉妹染色体はそれぞれ反対方向の極に移動す

る。これに対して，第一減数分裂時では，姉妹染色分体

には一方向性の動原体が形成されている。そして，後期

に入ると相同染色体同士が分離し，姉妹染色体ペアは同

一極方向へと移動する。第二分裂では体細胞分裂同様に

姉妹染色分体の動原体は二方向性になり，姉妹染色体は

l本ずつ分配される (Haufand Watanabe， 2004; Yokobayashi 

et al.， 2003)。しかし，とれらのしくみについては，動原

休が一次狭窄部分に lつずつ存在する局在型 (monocen-

tric)の染色体をもっ細胞で主に研究されており，散在

型動原体をもっ種における研究は少ない。

鱗題目各種における染色体について， Wolf (1994)は

次のような特徴を記載している。(i)これまでのと乙ろ，

鱗遡目の染色体は散在型動原体であるという意見が優勢

である。(jO鱗麹目の染色体は，もっとも少ない染色

体の n=7からもっとも多い 220あたりまで，非常に多

様であること，DNA量には違いがなく染色体の数が異

なること，染色体の数が多いほど個々の染色体が小さい

こと，これらの特徴は，局在型動原体より分散型動原体

のほうが DNAの内容に影響を及ぼすととなく染色体の

融合と分裂を起乙し得るととに依る。(jii)精原細胞の

染色体が透過型電子顕微鏡により観察された種は少ない

ものの，染色体表面に占める動原体の範囲は，染色体の

数が多いものでは 30-45% (例えば，Ephestia kuehhiella， 

n = 30)，少ない種では 60-70% (例えば¥ Orygiaanti-

qua， n = 14)という傾向がある。(jv)精原細胞の染色

体と減数分裂の染色体とでは動原体部位が異なる。中期

Iの二価染色体の各極に向かう面に 2つに局在化した動

原体が分布していることが，カイコ (n= 28) (Holm and 

Rasumussel1， 1980) と，Ephestia kuehhiella (11 = 30) (Wolf 

and 百'aut，1991) で観察される。染色体数の少ない

Orygia antiqua (n = 14)では，様子が異なり ，中期 Iの

二価染色体の各極に向かう面に複数の動原体が観察され

(Wolf et al.， 1987)。
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で，染色体制微小管の結合が不規則である(陸 6D)。

Wolf and Bastmeyer (J99I)は，Ephestia kuehhiellaにお

いて，系統が異なる野生型で，無核型精母縮抱における

染色体分裂の特徴に二つのタイプがあることを記してい

る。一方， (Sbr型と呼ばれる)では，大きな染色体の

塊が紡錘休の中央にあり，その後両揮に不均等に分配さ

れるという特徴があり，他方 (L型と呼ばれる)では，

小さな染色体の塊が紡錘体全域に広がり，その後，両極

にほぼ均等に分配されるという特徴をもっ。 Wolf(1994)

は，鱗趨目各種において報告されている特徴がどちらの

型にあてはまるかを表し，カイコ Bombyxmoriにおいて

は， Sbr型か L型かのタイプの異なる報告があることを

している。著者らが観察したカイコの無核型精母細胞

では，染色体は分離前にはほぼ、中央に集まっているもの

の， L型の特徴在示していた (Matsudaand Yamashiki， 

2007)。無核型では，相同染色体の対合が生じず，染色

体のセントロメア構造の再構成も不規則で，同じ種に

よっても系統によって異なる特徴が生じ得るようであ

る。染色体と微小管の結合の制御に関しては，局在型動

原体でよく研究されているにiminiet al.， 2001; Maiato et 

al.，2004)。そのしくみを仮に当てはめると，カイコの無

核型精母細胞では，染色体の凝集が不均一で，動原体の

分布が異常になり，結果的に染色体微小管の結合が不

規別であるため，間じ方向から来た微小管と 2つの動原

体が結合するシンテリック (syntelic)結合，あるいは 1

つの動原体に二方向からきた撤小管が結合するメロテ

リック (merote!ic)結合のような不適切な結合が頗繁に

行われていると予測される。さらに，不適切な動原体一

微小管の結合のやり直しを行わないまま後期に入ってい

ることは，中期における適切な微小管一動原体の結合状

況を監視するスピンドルチェックポイント機構を欠いて

いることを示唆する。そのため，染色体の一方向への分

担や，染色体橋の形成などがおこると考えられる。しか

し連続した 2屈の分裂が行えるのは，分散型動原体と

いう特徴から，染色体凝集が異常になっても，動原体が

護数あるいは広範囲に存在することにより，断片化した

分散型動原体をもっ染色体のように，染色体は第二分裂

で再び微小管と結合できることによるものと予想され

る。

4.精子変態の二型性

精子変態の主たる過程には，初期の①減数分裂を完了

した 256儲の精細胞が能後軸をそろえて精子東芝E形成す

ることと，後期の②精子束の前端から後端に向かつてお

こる peristalticsqueezingと名付けられた細砲質の絞りだ

36 

し(以時，スクイージングと呼ぶ)現象 (Kawamuraet 

al.，2000) とがある。陸 7と8は，後期のスクイージン

グを抗 αーチューブ、リン抗体で鞭毛軸糸を免疫染色した

像で，それぞれ有核型と無核型を示している。図 9と

10は，電子顕微鏡観察による精子変態全過程の各細胞

に生じる外形と細胞内小器官の変化を有核型と無核型の

それぞれで模式的に表している。

有核聖の精子東は， 5齢幼虫期からすでに出現し，吐

糸期までに数を増やしている。 無核型の精子東は，

吐糸期から l日自にはじめて出現し，その後数を増やし，

全繕子東の 70%を占めるまでになる。踊期4日目以降

には，無核精子東の解離が始まる (Kawamuraand Sahara， 

2002;図 l参照)。

4.1. 有核型精子変態

精母細胞は，中空の球状のシストの中に位置している

が，減数分裂によって生じた 256儲の精細胞が変態する

聞に，前後軸に沿った配置への変更が起こる。シストの

前後軸は，前端に{立霞するヘッドシスト細抱の存症に

よって匿別される。

減数分裂終了直後の細胞では，基底小体が細砲内部に

深く入って核に付着し，ミトコンドリアは集合して副核

(ネーベンケルン)を生じる(図 9A)。次に劇的な変化

がおこる。高Ij核が二つに分かれてミトコンドリア派生体

となり，細胞内にはいって伸長している軸糸の周囲を取

り閤むように長く伸びる。基患小体は，一旦核から離れ，

細胞膜近くまで移動する。その際，基底小体の先端は，

核膜に似た二重膜でできたベレー暢上の小胞に覆われ

る。ゴルジ体から球形の先体が生じ，核に付着する(図

9B)。基底小体が再び核摸に付着する(図 9C)ときには，

シストのすべての細胞の軸糸は同じ方向を向く。つまり，

細胞内に劇的な変化が生じている聞に，細胞の再菌訪日が

行われる。その後，核は基底小体と付着したまま前端，

すなわち，ヘッドシスト細胞が位置する側に移動する(国

9D)。基底小体の前方に球形の先体から細長い形に変形

した先体小菅が伸長する。核は，槍先状に変形するとと

もに，先体小管と基底小体との擾合体を形成し，ヘッド

シスト縮組と細胞間結合を生じている精子の細間膜近く

に固定される(図 9E)。

槍先状の精子核が先体ノト管と基底小体との複合体を形

成した後，スクイージングが精子東の前端から後方に向

かつて起こり，精子束が非常に細くなるとともに，余分

な細胞質が後端から放出される(図 7)。有核精子束は，

羽化後に精巣から出るときにすべてのシスト細胞を消失

するが，精子東を維持したまま貯精嚢に移動する。



図7.有核型精子束の変化
青はヘキスト 33258で染色した核を，緑は抗日ーチュープリ
ン抗体によって免疫染色した微小管を表わす。

.一三手j

有司式3
図8 無核型精子束の変化
青はヘキス ト33258で染色した核を，緑は抗日ーチュープリ
ン抗体によって免疫染色した微ノト管を表わす。矢印は，スク
イージングによって後方から放出された精子核を示す。

4.2. 無被型精子変態

減数分裂終了後に精子束を作ることは，有核型と同様

である。減数分裂終了後に劃核を作るとと，精細胞の細

胞膜直下にあった基底小体が細胞内部に深く入るととも

有核型と同様に起乙る(図 10A)。しかし，基底小体は

核には付着 しない(図 10B)。乙の聞に，すべての細胞

の軸糸が同じ方向を向くように配列する。その後，基底

小体が前端まで移動するが，核は球形のまま中央にとど

まる(図 10C)。ミトコンドリア派生体は形成されるが，

先体は形成されない。

精子東の前方から後方に向かつてスクイージングが起

こり，余分な細胞質と同時に核が後端から放出される(図

8A-C)。核が放出された後，無核精子は精巣にいる聞に，

束を解離する(図 8D)。

ax 

D E A 
al 

図9 有核型精子変態の模式図
a 先体 (acrosome)，at;先体小管 (acorosometubule)， ax; 
鞭毛軸糸 (axoneme)，bb;基底小体 (basalbody)， ib;細胞
間橋Cintercellularbridge)， md;ミトコンドリア派生体 (mito-
chondria derivatives)， nk;副核(ネーベンケルン nebenkern)， 
v;小胞(vesicle)。精子変態の初期に基底小体が-E!.核膜か
ら離れる時期があり，その際には基底小体の先端をベレー状
に覆う小目包が存在する (B)oYamashiki and Kawamura (1997) 
の図を改変。
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md 
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図10 無核型精子変態の模式図
ax，鞭毛軸糸 (axonellle)，bb;基底小体 (basalbody)， ib; 
細胞間橋Cinterc巴llularbridge)， md;ミトコンドリア派生体
(mitochondria derivatives)， nk;副核(ネーベンケルン neben-
kern)。無核型では，先体 (acrosome)を欠いており，基底小
体が核膜に接する乙とはない。Yalllashikiand Kawamura (J 997) 
の図を改変。

4.3. 二型の精子変態とスクイージング現象の意昨

培養条件下の精子東では 微小管の重合を阻害するコ

ルセミドや，アクチン繊維の作用を阻害するサイトカラ

シン Dを培養液に加えると，スクイージングが抑制さ

れる (Kawamuraet al.， 2000)0 Sahara and Kawamura(2003) 

は，アクチン繊維に特異的に結合するファロイジンの染

色により，精子束の周囲を取り囲むすべてのシスト細胞

(16-20個)に分布するアクチン繊維が，ネットワーク

状に精子東全体に広がっている像を明らかにし，アクチ

ン繊維ネットワークによってもたらされるシスト細胞の

収縮運動が，精子束の前方から後方に伝搬して，スクイー

ジングを引き起とすことを示唆している。

不妊である三倍体オスにおける有核精子形成では，ス

クイージングは生じるが，それによって，異常な形状の

精子核の放出が起乙る。また，核と先体小胞と基底小体

の複合体に異常があることも見出された (Kawamuraet 
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α1.，2001)。三倍体オスが不妊であることと，三倍体オス

では有核精子の形成異常が起こっているという事実は，

接が先体小間と基底小体との擾合体によって絹子の前端

に固定されていることが，受轄の機能を果たす正型精子

の形成に必須であること示している。有核型精子変態過

程では，基震小体が核膜，あるいは核膜の断片にいつも

接触している(図的のに対し，無核型精子変態では，まっ

たくそのような行動が見られない(鴎 10)。カイコにお

いて精子変態におこる両型の基底小体におこる相違は，

Friedlander and Wahrman (1971)が最初に報告している。

カイコの有核型精母締結においては， Friedlander 

and Wahrman (1970)が，減数第一分裂前期の中ごろに

基底小体が核膜に接触することを記している。 Yamashiki

and Kawamura (1998) は，カイコの有核型精母細胞に

おいて，ディプロテン賠(鱗題告では diffusestageとも

呼ばれる)に基忠小体が核膜に結合していること，移動

期に基底小体が核膜から離れているときには核膜の断片

と結合していること，終期 Iにおいて核膜が再構成され

ると基底小体がその核膜に結合していることを見出し

た。これらは，基農小体とネ刻員の結合性に関する二型の

相違が，減数第一分裂ディフロテン期から生じ，精子変

態までのすべての時期にわたって存在していることを示

している。

5.今後の課題とする分化要因と仕組みの探累

各種鱗趨白星虫において 無核型精子形成が踊化の前

後から始まることに着目し，分化要因の候補として挙げ

られる幼若ホルモンや栄養物質が，精子形成に及ぼす影

響を調べる研究がなされている。しかし，互いに矛請す

る結果が多く，実験結果の信頼度を上げるためには，精

子の成熟段階において両タイフ在区別することはもちろ

んのこと，精子形成のより早い段踏で両タイプの相違点

を明確にすることが必要である。精子形成が有核型ライ

ンから無核型ラインへ切り替えられる要因として，体液

性の apyrene-spermatog巴nesls開 inducingfactor (ASIF) (Jans 

et al.， 1984; Friedlander， 1997)が提示されている。まだ

実態は不明であるものの，この要国在仮定することに

よって，精巣という同じ環境下で精子形成に二型性を生

じることが説明しやすくなる。 Kawamuraand Sahara 

(2002)は，精子形成細胞シストの長期培養法を確立し，

精母細胞のシストから成熟した有核精子東まで培養系で

誘導している。しかし， ASIFが含まれているはずの時

期の体液を用いても，不思議なことに，無核精子形成を

誘導できなかった。 ASIFが個体発生のどの時期にどの

ような条件で生じるかという点と， ASIFに対する感受
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性が，精子形成過程のどの段階で，精子形成細胞および

(あるいは)それを取り囲む体細抱に生じるかという点

において，時期的な微妙な調整が働いているのではない

かと考えられる。

鱗麹自の無核型精母細胞の前期の進行時揺は，有核型

精母細胞のそれと比較して短いことが，ハマキガ科コド

リンガ Cydiapomonellaに放射性ラベルしたチミジンの

取り込み実験結果から明らかにされている (Fried1ander

and Hauschteck-Jungen， 1986)。減数分裂前期には，減数

分裂の染色体分離に必要なタンパク質と，精子変態期に

必要な RNAが合成されていることが示唆されている。

減数分裂前践を短くすると，有核精子形成に必要なタン

パク質が十分に供給されなくなり，そのために染色体の

不分離や精子変態が担害されて，無核型の精子形成がお

こると考えられる。先に述べた 吐糸期にと…トショッ

クを受けて無核精子に異常がおこるカイコ大造種におい

て，自由の精巣中の異常無核精子の微細構造を透過型電子

顕微鏡で観察したところ， ilii11糸の構造破壊とミトコンド

リア派生体の形態異常が発生していた (Yamashikiand 

Sahara， 2002)。無核精子は，核が放出された後，軸糸と

ミトコンドリア派生体の作用によって運動性を発揮し

仮定されている各種機能在行っていると推測される。

無核精子の機能には，おそらく，鱗趨回昆虫に共通す

る原始的なものがあり，その後，さまざまな選択圧によっ

て生じた多様な機能が，特定の額の無核精子に加わって

いるだろうと推測される。 Suzukiet al. (1996)が記して

いるように，家畜化された歴史があるので精子間競争な

ど、繁殖行動に拐する適応的意味を推測するのは難しいも

のの，発生，形態，生理，生化学，遺伝学など多分野の

生物学的情報が数多くあるカイコにおいては，遺伝的

マーカーをもっ多くの変異体があり，ゲノムが完全に解

読されている。カイコ品種系統の保存はますます重要に

なり(伴野， 2008)，一方，保存作業の倒難性を克服す

るための人工授精の方法が開発されている (Saharaand 

五kemura，2003 ;竹村・持田， 2008)。今後，無核精子の

分化要因とその機能を解明することにより，この分野の

研究が，カイコをはじめとする各種昆虫の系統保存の実

用化などに，大きく貢献することが期待される。
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