
  
  優性赤蟻遺伝子(I-a)の作用について

  誌名 蠶絲研究
ISSN 00364495
著者名 佐々木,静
発行元 農林省蠶絲試驗場
巻/号 20号
掲載ページ p. 14-16
発行年月 1957年4月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



14 

が可能である.
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優性赤蟻遺伝子(1.ーα〉の作用について

佐々木静

私は j-a遺伝子の生理学的作用につし、て研究し，日本蚕糸学会におし、て数回(1952，

1953， 1954， 1955)にわたってその大要を発表した.この私の研究のうちで有賀 (1952，

1954)，長島(1954)らの研究と一致しなし、点が 2つある.第 1は私は I-aは p8や ps

等の斑紋遺伝子が第 1次外皮に生成する黒色メラニンのみを抑制する，換言すると ，j-a 

は黒色メラニンを量的に支配すると考えているのに対して，有賀，長島らは j-aは黒色

メラニンを赤褐色に変化せしめる，換言すると，メラニンの質に関述のある遺伝子と考え

ているようでゐる.第2は私は I-aは幼虫の外皮に，黒色色素を生成する遺伝子の中十時

(黒蟻性〕と第 E染色体の p複対立遺伝子群に所属する各遺伝子が生成する黒色メラニ

ンは例外なく抑制jるが，Ze， U， 80， bd ms等の遺伝子が生成する黒色色素を抑制す

る能力はない.すなわち，I-aの抑制作用には選択性があると考えているのに対し，他の

人々は j-aは chと同様にすべての斑紋や体色遺伝子が生成する果、色メラニンを普へん

的に抑制するものと考えてし、るようである.

この論拠のーっとして，長烏は斑紋遺伝子と無関係に着色する気管の黒色メラニンが

j-aによって赤褐色になることを，黒色メラニソの形成に直接 j-aが作用するものと考
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えてし、るー ところが私の実験によると ，気れの色調と斑紋逃伝子との間には関述があっ

て，姫蚕の気管の色調は，身、(色斑の気付に比べて，その色調が淡レ.気竹も外皮も同じ外

脹禁起原に属する組織であるから，斑紋iii伝子は気管にもし、くばくかの作川を及ぼすこと

が容易にJiii定せられる

幼虫f~: [えの色ぷ構成は，外皮のチロシン系色ぷ (黒色と立{褐色)と内氏の トリプトファ

ン系色系(赤色色系〉とが1f[復してし、るものと考えられ，私の研究によると ，]-a が作用

して外皮の黒色メラニンの生成が抑制lされると，その部位の点皮細胞中には内皮色素が生

日にされる上うにたるばかりでたく ，むしろ ]-aは内皮の亦色色素の生成を明大する傾向が

ある.優位'}J'犠[，liJ.lfや優性ぶ蛾ヒノデVfの色調が思蟻}}i:J士fや黒蟻ヒノデ斑より淡色なのは

]-a が + c九 ， +P 戸j遺伝子の']:成する .IJ.~色メラ ニソを抑制ナゐとら11出!こ，内皮の赤色色素の

生!えが玲;1 )、せられ，外!えの色 l淵{こ 1~符ナるためである . 放に外皮の斑紋色調を適確に観察

するためには内氏の 4、色色ぷが;nJLしたし、ように 回 1または zu-2illf.去チをホモに持つ個

体を作i1，それに ]-aを働かしてよUよければ正li'if.とはいえぬ.右i'lや長j:bう;ipS]-a個

体の色加が赤褐色化したと桜山してし、るが，これは上述の必庖を.]1.、わなし、例化についての

偽l~きであ って， ぶ色色ぷがノ1:.1えとれたし、ように 印 1 をホモに JUr:せしめると，たとえ

]-a が働いても:!況;;斑の色訓(t dJ、制色になうね.この比たは ]-a (よJ足色メラニンを亦補

色にtz.化せ しめるのではなく ， 外広の !~I.\色メラ ニン を羽11IJ1J -j- る結果 ， -0:初からあった民褐

色色ぷが残存したと号えるみが安夫に近い

次に1lf:Ufやヒノデ斑にせ'jiliに共?r:してし、る +Pの代 りに pJIや p'とZeや U と共存

した例{本に ]-aを働かすと ，~'} 1 I対に示ナように.pMベ;>pø ヵ ;~IJにする .' .l.~色メラニンは

例外なしに抑制せ‘れるが Zeペ U 特有の patternである黒色色素:土残存 している.

この事災(t.D:b1;らの与えでは説明休Ijjf[-::ある. また so込Ji伝子が作!11して幼虫外皮に黒

色色ぷか生IJにせ iコれると ，特に[j良状紋ta;におし、:その;UJI，が IYJ阪となる(何}2図参照).

すんわむ.so例'1二!こJJいて(J:，i"( J.iliの j彰王室の|恨状紋1ii; の1' 1 条部が，'H色色，f~ (J: よって被わ

1t; 1 I羽 p/p，i.Ze/+， J-a/ + 'p/ jゾ ・ Ze/~
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①②向④

i.l¥ 2 !耳i

① +1'/+1'・Ze/十・+/SO ② +1'/+p・Ze/+・SO/SO
① J-a/+・+1'/+1'・Ze/+・+/SO ① J-a/+・+P/+1'・Ze/+'SO/SO

れる特徴がある.U~ 2 閃の①と(:i)の限状紋部の色，i!~lを比絞ナると ， J-a IJ; +Pの生成する

m，色メラニンを抑制l してし、る らことが判然とするが， ①と①とを比べるとその色 ，V，~，こ変化が

;認められなし¥この-'J(突は 1-a ， よ SO の生成すゐ!H色色，k~を抑制したトものと考えなけ

ればならぬ.

支 155号 の育成経過

{左 11:本I行 Ji，:m.../じ か;-( }'ti己

支 115号の育成rt，虫質強制:で糸貿催Jミの細繊度j日品種を育成する tJ的で，綾部支場育

成の CKw510 (M 74を改良，'，のもの)に CKw502 (関 33x (rll 2 ~;の F 3)を交配し

て AC512と名づけ，その F1をH行;[-1112年晩秋蚕期にfMTTしたのに始宅 ζ(本1図).

F2以後(t主として 1蛾i'fをhし、優此な系統の選11:¥にうfめた.

tt極蛾I~の選定刀法は， 主<f' .!1~'l't 1、短 i九ltょ蛾区 f!:淘汰し . ，，:Qりの蛾1-<:上1]繭'ei優良な蛾|三

宮数区選出し，さらにその蛾1< について、":絞繰糸を行L 、糸 'êï優良七峨|どを鮪 i編t~取蛾区と

した

虫質強健た蛾~の選定に 11 って l よ ， lji.(こ滅蚕歩合の多少たけでたく .I収起(Trrd並ひに

族'，J~蚕1えれ死鈎蚕の多少をも参 Jfにした .

繭質(主主として繭府歩合の/{，Jjニを r/t~l として改良し， またラウジネス繊維J 多少をも参

考にした.

半乾繰糸，t.短期間に蛾[可ーの選定を終る必要上，位燥程度を少なくした繭にソL、て行っ

たもので，糸長 ・小ぶし ・解syの改良を」ミとした.解吉子の改良に当ってtt， lfi.!こi't緒回数

の多少だけでたく ，特に解好にk-t-Jる縦糸者の!必じに重点どおし、た.

磁繭は，以上の方法によっ て選定した探種蛾伊ーより選出したが，Tl'IN.の初WJに於ては繭

質の改良，特に繭陪歩合の向上を LI阪とした.己主らに育成が進んでかうは生l編繰糸を行

し、，糸長 ・小ぶし ・解好に重点をおし、て改良を続けた.その結果，小ぷし及r'解吉?に於て
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