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SANSH卜KONCHUBIOTEC 

ト特集「昆虫の色素紋様形成J

昆虫のオモクローム系色素に関する最新の知見

ーショウジョウパ工のパラダイムを超えて一

二橋美瑞子*
農業生物資源研究所・遺伝子組換えカイコ研究開発ユニット・日本学術振興会特別研究員 PD

1. はじめに

トンボ，チョウ，甲虫をはじめとして，毘虫では，赤，

青，黄色，緑， 黒，構造色など多様な色を持つ種がみら

れ，中には複数の色を使って複雑な模様をまとっている

者乞いる。毘虫の模様は 種や雌雄の識別に重要である

ほかに，外敵を警戒させたり，周囲の環境にカモフラー

ジュするなど擬態の役割を担うこともある。

しかし昆虫の模様を作るのに必須である色素につい

てはどのくらいのことが分かっているのだろうかつ 本

稿では， 毘虫の色素の中でも最も主要な色素の一つであ

るオモクローム系色素について，これまでの知見に加え，

筆者や他のグループの研究から分かつてきた最新の情報

を紹介したい。

2. オモクローム系色素の分類と特徴

オモクローム系色素は，メラニン，プテリジン系色素

と並んで、昆虫に最も普遍的にみられる色素の一つであ

り，1ショウジョウパエの眼の色素jとしても有名である。

その名称の由来は， Beckerらが，スジコナマダラメイ

ガEphestiakuehniellaの眼から抽出した色素を 「複眼の

色素」の意で“omlTIochrom巴"と名付けたことにある

(Becker， 1942)。その名に違わず，第二次大戦前後にか

けて解析された，ほぼ、すべての昆虫の眼においてオモク

ローム系色素の存在が報告されている (Butenandtand 

Schafer， 1962; Linzen， 1974)。オモクローム系色素には，
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紫，赤，黄，茶，など様々な種類の色(色素)があり，

眼だけでなく，カイコなどの卵や，チョウ目毘虫などの

ヒフや趨にも存在する (1豆11左)。また，試験管内で酸

化還元反応により色が変化することも知られており，こ

れが昆虫の生体内で起きている例として，アカトンボの

オスの成熟における黄色から赤色への体色変化がオモク

ローム系色素の還元反応によるものであるということが

最近解明されている (Futahashiet al.， 2012) (図 l右)。

オモクローム系色素とその合成に関する生化学的知見

のほとんどは， B巴ckelや， Butenandtらによる昆虫の眼

の色素の解析に由来する。ちなみに， Butenandtはカイ

コのフェロモンであるボンピコールの発見者で，ヒトの

性ホルモンの発見でノーベル化学賞も受賞している。

オモクローム系色素は，化学的には「トリプトファン

から派生した中間休 3-ヒドロキシキヌレニンが酸化縮

合した化合物」と定義されている (Butenandtand Schafer， 

1962)。さらに， Beckerにより，アルカリへの安定性で

オミンとオマチンに分類されている。オミンはアルカリ

に安定で，紫や赤色の色素が存在する。一部のハエとバッ

タを除きほとんどの毘虫とコウイカ (Sepiαofficinalis)

の眼に存在し，エピ，カブトガニ，コオロギ，イカでは

体表にも存在する(表 1)。

オマチンはアルカリ条件下で不安定で，キサントマチ

ン，脱炭酸型キサントマチン，ロドマチン，オマチン D

が含まれる。キサントマチンは幅広い昆虫の表皮や複眼

に存在する代表的なオモクローム系色素である(表 1)。

脱炭酸型キサントマチンは， トンボやクモの体表に存在

することが報告されている (Riouet 叫， 2010; Futahashi 

et al.， 2012) (表 1)。ロドマチンとオマチン Dはタテハ

チョウ不|のコヒオドシAglaisμricaeから抽出され，チョ
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図 1 オモクローム系色素を持つ毘虫の例
左図.ドクチョウ HeliconiusmeかomenerOSlnao 前麹の赤い模様はオモクローム系色素のキサントマチン。写真は LawrenceGilbert 
教授 (Universityof Texas)からど提供いただいた。右図:ミヤマアカネミ)I/11petrul11pedemontanu/11の交尾。赤い個体がオスで黄色
い個体がメス。どちらもオモクローム系色素による着色。写真は二橋亮博士(産業技術総合研究所)からご提供いただいた。

表 1. 動物におけるオモクローム系色素の分布

オミン オマチン

オミン キサント 脱炭酸型 オミジン ロドマチン オマチン D

マチン キサント
マチン

ユムシ動物

ユムシ目 卵

頭足動物

タコ目 表皮，眼

開眼目 表皮，眼

閉眼目 表皮， HJl! 

コウイカ目 表皮，限

節足動物

等脚目 表皮，眼

エピ目 表皮， eJl! 目E
カブトガ一目 表皮，眼

クモ目 eJl! 表皮 表皮 表皮

トンボ目 複眼 複眼，表皮 表皮

直麹日 復眼持 複眼 複眼
腹部表皮

ナナフシ目 複眼，表皮 複眼，表皮

網麹目 複眼，表皮 表皮

半麹目 複眼 複眼

アミメ 表皮
カゲロウ目

!憐麹目 複eJl!， ori， 複眼，表皮， 麹， 排?世物 麹，排出物

神経節 Øl~，麹

双麹目 複眼*2 複眼

膜麹日 複眼 複眼

鞘麹目 複眼

キi コオロギでオミンの報告例がある以外は，オミジンが複眼の色素とされている。
り ショウジョウパエやイエバエそ含む環縫亜日 Cyclorrhaphaはオミンを含まない。
(Bl巾 nandtand Schafer， 1962; Li回 巴n，1974; Rioll et al.， 2010; FlItahashi et al.， 2012) 

ウ目昆虫の幼虫の排11ft物や，タテハチョウでは遡にも存

在する (Nijhollt，1997)。これらは構造が決定されており，

ロドマチンは，キサントマチンの還元型にグルコースが

ついたもの，オマチン Dはキサントマチンの還元型の

2-0-硫酸である (I:EI2)。これら以外に，バッタなどで

アクリジオマチンと呼ばれる赤色色素が抽出されている
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が，その構造はまだ解明されていない。なお，オモクロー

ム系色素を含め，昆虫の色素全般に関してさらに詳しく

知りたい場合は，梅鉢 (2000)を参照していただきたい。

3. オモクローム系色素の合成に関わる遺伝子

オモクローム系色素の合成については， 古 くからカイ
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図3.カイコとショウジヨウパ工のオモクローム系色素合成
経路のモデル図
オモクローム系色素はトリプトファンを前駆体とする。トリプ
トファンが 3-ヒドロキシニヌレニンに変換された後，色素頼
粒に取り込まれ，最終的なオモクローム色素へと変換される。

色素頼粒に取り込む際に働く)，③頼粒形成遺伝子(色

素頼粒の形成に関わり，オモクロームとプテリジン両方

に影響する，他の生物ではリソソームへのタンパク質輸

送に関わっている)に分類されている(表 2) (Lloyd et 

al.， 1998)。しかし，ショウジョウパエの眼色変異体の遺

伝子は，どれも 3-ヒドロキシキヌレニンが色素頼粒へ

取り込まれるまでの過程で働いているようで， 3-ヒドロ

キシキヌレニンからオマチン・オミンなどの最終的なオ

モクローム色素に変換する際に機能する遺伝子はこれま

で不明であった。

オモクローム合成に関わる遺伝子は，ショウジョウパ

エ以外の昆虫でも基本的に共通していると考えられてき

た。カイコでも，上述のように，w-l， w-2， w-3変異体

の原因遺伝子がショウジョウバエの cinnabar，scarlet， 

whiteと対応していることが明らかにされている (Abra-
酬
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田
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V

ham et al.， 2000; Komoto et al.， 2009; Quan et al.， 2002; 

Tatematsu et al.， 2011) (表 2)。また，ショウジョウパエ

のpink遺伝子のように，カイコでは尿酸頼粒の形成に

影響が見られる例も知られている (Pujiiet al.， 2013)。

しかし，すぐに原因遺伝子が決まらないカイコの卵色眼

色変異体もあった。その一つが赤卵変異体である。

く
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カイコの赤卵変異体の原因遺伝子の同定

私が所属する農業生物資源研究所・遺伝子組換えカイ

コ研究開発ユニットは， 2001年に田村俊樹博士が開発
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4. 

コやショウジョウパエなどの変異体を用いた遺伝学や移

植実験 (Bead1eand Ephrussi， 1935， 1936，1937)，生化学

の研究が行われ，その後ショウジ、ヨウパエを用いた分子

生物学による知見から，色素合成に関わる具体的な遺伝

子が明らかにされてきた。ショウジョウパエから得られ

た分子生物学の知見をまとめると， 図3のようになる。

まず¥トリプトファンが tryptophαnoxyd，ωe (ショウジョ

ウパエの vermillion遺伝子)によりフォルミルキヌレニ

ンにより変換され，さらにキヌレニンを経て，かnuren-

ine 3-hydroxylase (ショウジョウパエの cinnabar遺伝子，

カイコの w-l変異体の原因遺伝子)により， 3-ヒドロキ

シキヌ レニンに変換される(図 3)03-ヒドロキシキヌ

レニンの合成までは，ショウジョウパエやカイコではマ

ルピーギ管，卵巣，眼で行われている。この後， 2種類

のABCトランスポータ-white， scarletがヘテロダイマー

を形成してできる膜輸送体を通して，複眼やカイコの卵

で 3-ヒドロキシキヌレニンが色素頼粒に取り込まれ，

色素頼粒の中で最終的なオモクローム系色素に変換され

る(図的。カイコの卵の色素頼粒中においてオモクロー

ム系色素が合成される際は 主に母親由来の みヒドロ

キシキヌレニンが利用されるため， 3・ヒドロキシキヌレ

ニンの合成過程に異常がある変異体では，その形質(卵

色)が母性遺伝する。眼色については，自分自身の体で

合成される 3-ヒドロキシキヌレニンが使われるため，

全ての変異体で形質が遺伝する。

上述の他にも，ショウジョウパエでは眼色変異体が多

数発見されており， Lloydらにより，その原因遺伝子は

①色素合成系遺伝子 (酵素遺伝子，オモクロームまたは

プテ リジンどちらかの合成にしか影響しない場合が多

い)，② トランスポーター遺伝子(オモクロームの前駆

体またはプテリジンの前駆体のどちらかまたは両方を，
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表 2.キイ口ショウジョウパ工・カイコのオモクローム関連変異体の分類と原因遺伝子

キイロショウジョ 影響を受ける カイコの 影響を受ける
ウパエの変異体 色素(ショウ 変異体 色素(カイコ)
(遺伝子名) ジ、ヨウパエ)

色素合成 vermillion オモクローム

cinnabar オモクローム w-l オモクローム

rosy オモクローム oq 尿酸
(間接的?)
プテリジン

ABCトフンスポーター white オモクローム w-3 オモクローム
プテリジン 尿酸

scarlet オモクローム w-2 オモクローム

MFSトフンスポーター 一一一一一一一 re オモクローム

karmoisin オモクローム

色素頼粒 carml月E オモクローム
プテリジン

carnation オモクローム
プテリジン

dαret オモクローム
プテリジン

deep orange オモクローム
プテリジン

gαrnet オモクローム
プテリジン

light オモクローム
プテリジン

lightoid オモクローム
プテリジン

orange オモクローム
プテリジン

pink オモクローム oa (αojuku 尿酸
プテリジン translucent) 

p(u遺rp伝le子oidは未同定)
オモクローム
プテリジン

ruby オモクローム
プテリジン

ショウジョウパエの変異体の出典:L10yd et al.， 1998， Flybase ver 5.42. 
カイコの変異体の出典:oa (Fujii et al.， 2013)， oq (Komoto， 2002)， w-l (Quan et al.， 2002)， w四2(Tatematsu et 
al.， 2011)， w-3 (Komoto et al.， 2009)， re (Osanai-Futahashi et al.， 2012b) 

した遺伝子組換えカイコの作出技術を基盤としている研

究グループである。当初からの課題が，肉眼で判別でき

るマーカーの開発であった。カイコはショウジョウパエ

と比べ飼育に手聞がかかるので，卵のうちに組換え体を

判別したい。そこで， 3xP3EGFPなど，眼で蛍光タンパ

ク質を発現するマーカーを使っていたが，①蛍光顕微鏡

が高いので，系統数を増やすと設備投資が必要，②スク

リーニング可能なのは匹発生では 2日聞のみ，③蛍光タ

ンパク質遺伝子は，特許の問題があるので，企業が組換

えカイコで、有用物質を作って売りたいときに使いづら

い，という問題があった。所属研究室では毎年一回飼育

して保存している系統だけで数百系統あり，年々その数

は増加している。カイコはショウジョウパエのようにパ

ランサー染色体がないので毎世代スクリーニングが必要

だが，この作業は経験が必要で(慣れていない人が行う

8 

と全く光っていない卵が選ばれたりする)，非常に時間

がかかり，作業効率化のため肉眼で判別できるマーカー

が切望されていた。

w-l， w-3などの白卵についてはかなり早い時点で

原因遺伝子が同定されていたが CAbrahamet al.， 2000; 

Komoto et al.， 2009; Quan et al.， 2002; Tat巴matsuet al.， 

2011) ，カイコの生種(環境要因等で休眠しなかった卵)

は，白卵と区別がつきにくいため，白卵系統の原因遺伝

子はマーカーとしては使いにくい。そこで，卵と眼が赤

くなる劣性変異体赤卵 Credegg， re)が着目され，立松

謙一郎博士と山本公子博士により原因遺伝子の同定が開

始された。連鎖解析の結果， 5番染色体の 200kbにマッ

プされることが分かったところで，この研究を私が引き

継ぐことになった。

絞り込まれた領域には，カイコゲノムデータベースを



なったことから，この遺伝子の異常が原因で赤卵の形質

が引き起こされていることが証明できた COsanai-

Futahashi et al.， 2012b)。

ショウジヨウパエはカイコの赤卵変異体と同

じだった?

5. 
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原因遺伝子が判明して不思議に思ったのは，赤卵遺伝

子のホモログは，ゲノム解読・遺伝子アノテーションさ

れているほとんどの毘虫には存在するが，ショウジョウ

パエ 12種のゲノム，遺伝子のデーターベースには見あ

たらないことだった。ショウジョウパエ以外のほとんど

の昆虫に存在する新規の体色関連遺伝子を見つけたと最

初は喜んでいたが，過去の文献を見直すうちにそれには

理由があることが分かつてきた。

というのは，過去の複眼の色素解析の文献には，ほと

んどの昆虫ではオミンが存在するが，ショウジョウパエ

を含む一部の双麹目の眼にはキサントマチンしかないと

書いてあるのだ CLinzen，1974) C表 1)。野生型のカイコ

の卵と眼にはオミンとキサントマチンがあるが，赤卵で

はオミンがなくなっている。つまり，ショウジョウパエ

はオミン合成に異常があるカイコの赤卵変異体と同じと

考えることができるのだ。オミンは濃い紫色をしており，

キサントマチンは茶色~赤である。そして，カイコやほ

とんどの昆虫の複眼はかなり暗い色をしているのに対し

て，ショウジ、ヨウパエやイエバエ，カイコの赤卵変異体

の複眼は赤い。これらのことを考慮すると，ショウジョ

ウパエの眼の色が黒くなく，赤いのには，赤卵遺伝子を

失っていることが関わっていそうである。

眼の黒い甲虫のコクヌストモドキでも RNAiを行って

みると，複眼の色が薄い褐色になることが分かった

COsanai-Futahashi et al.， 2012b)。つまりコクヌストモド

キでも，赤卵遺伝子のオーソログは複眼でオミンを合成

して眼の色在黒くするという役割は共通なのだ。オミン

色素と赤卵遺伝子のオーソログの分布を考慮すると，一

般の昆虫では，赤卵遺伝子を使ってオミンを合成してい

るけれども，ショウジョウパエを含む一部の双趨目では

そのシステムが失われていると解釈できそうである。

赤卵遺伝子はオミン合成でどのような役割在持つのだ

ろうか? オミンには硫黄が存在するが，悶ラベルし

た硫黄化合物の色素への取り込み実験から，オミンの硫

黄はメチオニンかシステイン由来である必要があること

が分かつている CLinzen，1970)0 11FSトランスポーター

は，アミノ酸など低分子在輸送するトランスポーターで

あるため CPaoet al.， 1998)，色素頼粒へのメチオニン・

システイン輸送がその機能なのではないかと現在考えて

見ると，予測遺伝子が 5つ存在した。まず，常套手段と

して，ショウジ、ヨウパエの眼色変異体の原因遺伝子と同

じもの，もしくは似ているものがないか調べたが，該当

するものがなかったので，地道に発現解析を行うことに

した。赤卵変異体では，生化学的な研究からオミンが

合成されていないことが報告されている CKawaseand 

Aruga， 1954)。ちなみに，予測遺伝子の中には硫化酵素

の遺伝子があり，オミンには硫黄が含まれているので，

初めはこれが原因遺伝子ではないかと考えていた。

カイコの卵を観察すると，産卵直後から 24時間まで

は白いが， 40時間ごろになると着色し始めることが分

かった。 48時間後では，赤卵と野生型の卵の色を見分

けるのは難しいが， 72時間たつと，野生型は茶色っぽ

い色になっているのに対し，赤卵はサーモンピンク色で，

見分けることが可能になってくる。つまり，着色の分か

れ道は 48時聞から 72時間の聞なので，これより少し前

に赤卵遺伝子は発現するはずだと考えた。そこで，産卵

後 0，24， 48， 72時間後で予測遺伝子の発現解析を行っ

たが，①常に発現しているか，②発現在検出できない遺

伝子のどちらかしかなかった。第一候補だ、った硫化酵素

の遺伝子は発現が確認で、きなかった。そこで，予測遺伝

子に漏れがあるのではないかと考え， ESTなども含めて

責任領域の中の遺伝子を見直してみた。その結果，予測

遺伝子の一つに， 2つの異なる遺伝子を一つの遺伝子と

して間違って予測されていたものが存在することを発見

した。これまで、発現解析に使っていたプライマーセット

は2つの遺伝子のうち片方の領域だけを増やすように設

計していたので，発現解析ができていなかった方の遺伝

子のプライマーを新たに設計して発現解析を行った。す

ると，着色の時期に先立つて発現が上昇しているという

期待していた結果が得られた。この遺伝子は，酵素など

ではなく， 11司jorfacilitator superfamily (11FS) transport巴r

familyに属する， 12回膜貫通型ドメインを持つ遺伝子

であった。そこで，この野生型の系統と，赤卵系統で，

この遺伝子の配列に差があるか調べてみた。その結果，

赤卵系統では， ORFの中に短い挿入配列があり，転写

産物のスプライシング異常が起こって， C末端側の配列

がフレームシフト在起こし，膜貫通ドメインが破壊され

ていることが分かった。ちなみに，九州大学から複数の

赤卵系統を取り寄せてみたところ，調べた系統は全て，

初めに使った生物研の 911系統と同じ変異が入っていた

(本当は同じ遺伝子に別の形で、変異が入っていることを

期待したのだが".)。そこで， embryonic RNAiによって

赤卵遺伝子の機能解析を行ったところ，赤卵遺伝子の二

本鎖 RNAを注射した卵のみ高頻度で赤卵と同じ色に
Z
0
・4
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野生型

3-ヒドロキシキヌレニン(中間前駆体)

ノγぷン
キサントマチン オミン(例:omminA)
CHI利均}COOH COOH COOH COOH 

Hb-NH- Hh-edH4 H占-NH
COOH 

~Hl 9H~ 干 H，

1=0 H r=o H 1=0 

~N'--v7へÝN~
L 11 L 11 1. 11 、J 、'ミ/、O' 、し〆

野生型の色素頼粒
図4，赤卵遺伝子の想定される機能

赤卵変異体

3-ヒドロキシキヌレニン(中間前駆体)

キサントマチン
CH(N均jCOOH

COOH 

赤卵変異体の色素頼粒

カイコの卵のオモクローム系色素合成のモデル図(左:野生型，右:赤卵変異休)
オミンの合成には 3-ヒドロキシキヌレニンのほかにシステインもしくはメチオニンが必要で、あると過去に報告されている。今回
オミンを合成できない赤卵変異体の原因遺伝子が，小さい分子を輸送する MajorFacilitator Superfamily typeのトランスポーターで
あったことから，赤卵遺伝子がこれらのアミノ酸の取り込みを行っている可能性が考えられる。赤卵変異体では，原因遺伝子の
膜貫通ドメインが破壊されているため，オミン合成に必要なシステイン・メチオニンが取り込めなくなったと推測される。

いる(図的。

6. オミン色素を欠くショウジヨウバエの色覚シ

ステム

ショウジョウパエの複眼はオミン色素がなくても困ら

ないのだろうか。実は，ショウジョウパエの色覚の仕組

みは，眼の色素が赤いことと密接な関係がありそうなの

である。複眼の色素の役割として，個眼の光軸から外れ

たところから来る光を遮断しで ある個眼と隣の個眼が

見ている点を区別することが挙げられる。ショウジョウ

パエの複眼の赤い色素は， 600 nm以上の赤色光を通過

してしまうことが知られているが，ショウジョウパエは

赤色を認識できないため， 空間分解能には影響しないと

考えられる。一方で，ショウジョウバエの複眼で発現し

て，物体を認識すると言われているロドプシン (Rhll

m即日遺伝子は，他の毘虫とは異なり，赤色光で再生

することが知られているので， 赤色光が個眼の聞を通過

できることは都合が良いのかもしれない (Stavenga，

2002)。ハエで、赤卵遺伝子が失われたことに合わせて，

ロドプシンの吸収波長や光再生のメカニズムが進化して

きたのかもしれないと考えると興味深い。

10 

7. ドクチョウの麹の赤い模様一新規力スケー

ド?ー

カイコの赤卵遺伝子の解析からオモクローム合成に関

する新たなメカニズムが明らかになってきたが，ショウ

ジョウパエの分子生物学によるオモクローム合成系の知

見が当てはまらないかもしれないもう一つの例としてド

クチョウ Heliconius(図 l左)の麹の色素の研究を紹介

したい。Heliconius属は異なる種でも似た模様を持つ。

毒を持つ者同士が模様を共有すると捕食圧を減らすのに

有利であるというミューラー型擬態は，このチョウから

発想を得たものである (Turn民 1981)。近年Hε凶lμlCω0111幻l山

の麹の模様の研究が主』にこアメリカとイギギ、リスで

進められており，ゲゲ、ノム解読も行われている (He出lic∞on凶l1U凶I凶s 

G巴引nomeConsortium， 2012)。図 l左の赤い紋様など，題

の紋様パターンを制御する原因遺伝子も同定されつつあ

るが (Martinet al.， 2012; Reed et al.， 2011)，ここでは色

素合成系に関する最近の非常に興味深い報告を紹介す

るO

Heliconius属の前趨の赤い色(図 l左)もオモク ロー

ム系色素であると考えられている。Hinesらが ESTライ

ブラリーをベースにマイクロアレイを作製し，解析を



充代先生，蟻川謙太郎先生から御教授いただいた。

チョウ HeliconiusmelJヮomenerosinαの写真は Universityof 

TexasのLawrenceGilbert教授から， トンボ(ミヤマア

カネ)の写真は産業技術総合研究所の二橋亮博士にご提

供いただいた。この場を借りて厚くお礼申し上げる。な

お著者は， (独)日本学術振興会(特別研究員 PD)の支

援を受けて研究を行っている。
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