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はじめに
カイコは産業上の重要な昆虫であるとともに、大きな被害をもたらす鱗翅目農業害虫のモ
デル生物でもあります。農業生物資源研究所では、カイコゲノム研究を推進し、全ゲノム塩
基配列情報、連鎖地図、BAC 物理地図、発現遺伝子情報等が統合されたデータベースの整備
を進めて、データの利用が可能になっています。また、国外においてはアブラムシや寄生蜂
など農業上重要な昆虫種のゲノム解読も行われています。以上のような状況を背景にして、
カイコおよび他種昆虫のゲノム情報の活用による、環境負荷の低い新しい害虫防除手法の実
現の可能性が急速に高まっています。
そこで、独法、大学、県、民間に所属する研究者が、それぞれの立場で情報の提供と収集
を行い、害虫防除に関わる農業現場のニーズ、社会的ニーズ、技術的ニーズ及びシーズを相
互に把握し、ゲノム情報から害虫防除の実現に至る研究開発の道筋を検討することを目的に、
２回にわたってシンポジウムを開催致します。
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昆虫ゲノム研究の現状とウンカ研究の今後
農業生物資源研究所 野田博明
はじめに
ヒトゲノム解読が完了し（International Human Genome Sequencing Consortium, 2001）、
ゲノムに関する話題がしばしば報道されるようになって、ゲノムという言葉が身近なものに
なりつつある。ヒトゲノム解読は、医療や健康管理など身近な問題に影響を与えつつある（
加納, 2008）。ゲノム情報に基づいた医薬開発、いわゆるゲノム創薬が盛んに研究されるよ
うにもなった。昆虫の分野ではどうであろうか。ヒトゲノム解読の前年、キイロショウジョ
ウバエDrosophila melanogasterの全ゲノム解読が発表された（Adams et al., 2000）。これ
は、画期的な成果で、これまでの、クローン解析を中心とする解読方法に代わって、全ゲノ
ムショットガン解析法（WGS）が、微生物だけではなく、大型生物でも有効であることが示さ
れたのである。このことが、ヒトゲノム計画に大きな影響を与え、全ゲノム解読を加速した
（Venter et al., 2001 ）。このころからショウジョウバエをはじめとするモデル生物では、
遺伝子やタンパク質などを多数同時に研究するような網羅的
解析といわれる研究が盛んになった。ゲノム情報が公開されている生物では、遺伝子個々の
機能を明らかにし、その生物の特性や全体性に対してどのように働きかけているか、また、
生物間でどのような遺伝子の使い方に違いがあるか、相互のネットワークがどのようになっ
ているかなどに研究の中心が移っている。 昆虫学（害虫学）分野における、ゲノム研究の
現状を概観し、今後の展望を俯瞰するのが、本シンポジウムでの本発表に課せられたテーマ
である。内外の昆虫ゲノムの現状を紹介し、昆虫ゲノム研究から生み出される成果をもとに
、害虫防除にいかに取り組むべきかについても考えたい。
ゲノム研究の現状
2000年にショウジョウバエのゲノム解読が完了し、2002年にはマラリア媒介虫であるハ
マダラカAnopheles gambiaeの全ゲノムが解読された（Holt et al., 2002）。2002年には、
タバコガの一種Heliothis virescensにおいて、ゲノム解読が行われたというニュースが報
道された。これは、世界的な製薬メーカーのバイエルと薬品開発に関わるExelixisという
会社とのジョイントベンチャーによるものであった。残念ながらデータは公表されていな
い。ちょうどこの頃、農林水産省では、ゲノム情報の重要性に鑑み、「昆虫テクノロジー
研究」プロジェクトを立ち上げ、鱗翅目（チョウ目）昆虫の代表であるカイコのゲノム情
報とゲノム創農薬開発の基盤整備を開始したところであった。すでに、この時期に農薬開
発におけるゲノム情報の重要性が一部農薬メーカーでは強く認識されていたといえる。
ゲノム解読は、他の昆虫でも進められ、ミツバチApis melliferaは2006年に（The honeybee
genome sequencing consortium, 2006）、ネッタイシマカAedes aegyptiが2007 年に（Nene
et al., 2007）、そしてコクヌストモドキTribolium castaneum は2008年に（Tribolium
genome sequencing consortium, 2008 ）論文が公表されている。節足動物のゲノム解析の
現状に関しては、昨年の第２回Arthropod Genomics Conferenceでの状況について、蚕糸・
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昆虫バイオテック77巻2号にとりまとめた（野田・三田, 2008）。ここでは、National Center
for Biotechnology Information（NCBI）で公開されている情報に基づき、現在進行中のゲ
ノム解読プロジェクトの状況を紹介する。2009年４月初旬のNCBI閲覧情報では、ゲノム解
読が行われたかあるいは進行中のものは、合わせて59種・系統あり、完了しているものが
１種（キイロショウジョウバエ）、アセンブリー中（シーケンスデータのとりまとめ中）
のものが31種、シーケンス中のものが27種となっている。この中には、ショウジョウバエ
が系統も合わせると38もある。また、ヤドリコバチNasonia属が３種含まれている。ダニで
はマダニの一種Ixodes scapularisでゲノム解読が進んでいる。このマダニはライム病やエ
ーリキア症の病原を媒介するので、アメリカでは盛んに研究されている。残念ながらこの

Ix. scapularisはゲノムサイズがショウジョウバエの10倍以上あり、反復配列が多いので
アセンブルに困難を伴っていると言われている。 ショウジョウバエ類とNasoniaの２種（
解読のレベルがｘ１程度でシーケンス量が少ない）を除くと、現在約15種の昆虫とダニ１
種でゲノム解読が行われていることになる（表１）。
表１．ゲノム解析が進行中の昆虫・ダニ（NCBI 2009）
--------------------------------------------------------------ハチ目

Apis mellifera
Nasonia vitripennis

チョウ目

Bombyx mori
Bicyclus anynana (the tropical butterfly)
Melitaea cinxia (the "checkerspot" butterfly)

コウチュウ目

Tribolium castaneum

ハエ目

Drosophila 23 species
Anopheles gambiae
Culex quinquefasciatus
Aedes aegypti
Cochliomyia hominivorax (the screw worm)
Haematobia irritans (the horn fly)

カメムシ目

Rhodnius prolixus
Acyrthosiphon pisum
Diaphorina citri (the Asian citrus psyllid)

シラミ目

Pediculus humanus corporis (human body louse)

ダニ目

Ixodes scapularis

--------------------------------------------------------------NCBIのゲノムプロジェクトとして公開はされていないが、新世代シーケンサーを用いて、
オオカバマダラDanaus plexippusとドクチョウの一種であるHeliconius melpomene のゲノ
ムが解読されているとのことである（三田、私信）。また、タバコスズメガ Manduca sexta
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において、新世代シーケンサーによるゲノム解読が予定されている。ゲノム解読が行われ
ている昆虫類（ダニを含む）を見ると、これまでモデルとして生物学の対象とされてきた
ものと、衛生害虫が多い。カイコはその詳細な情報が他の鱗翅目の農業害虫にも有用では
な いかと期待されているが、純粋に農業害虫を対象としたものは、ミカンキジラミ

Diaphorina citriだけである。これは、世界的に問題となっているカンキツグリーニング
病の媒介虫である。
わが国の昆虫ゲノム研究
わが国では線虫C. elegansのゲノム研究は行われていたが、昆虫のゲノムに関してはほと
んど研究されておらず、昆虫ゲノム研究はかなり遅れて始まった感がある。しかし、故前田
進カリフォルニア大学教授（理化学研究所主任）が、カイコのゲノム研究を始めたいと話さ
れていたのは13～14年前のことである。当時、放射線医学研究所におられた三田和英氏と東
京大学農学部の嶋田透氏らとともにカイコのEST（expressed sequence tag）解析が始まった
。その後、農業生物資源研究所（生物研）に移られた三田氏と東京大学の嶋田氏を中心に、
広範なEST解析、マイクロアレイ解析へと繋がっていった（Mita et al., 2003）。 カイコ
のゲノム研究が大きく進展したのは、農林水産省の委託プロジェクト「昆虫テクノロジープ
ロジェクト（研究代表者川崎建次郎）」に負うところが大きい。また、生物研の関係者の努
力により、農水省からの予算でカイコのホールゲノムショットガンによるシーケンス解析が
行われ、その成果が公表された（Mita et al., 2004）。同じ頃中国でもシーケンス解析が行
われ（Xia et al., 2004）、ドラフトシーケンスがそれぞれ公開された。三田らによってカ
イコのゲノムリソース（BACライブラリー、完全長cDNAライブラリー、ESTライブラリー、遺
伝子地図、SNPマーカー）の拡充が行われ、動物のゲノムリソースとしても高いレベルのもの
が整備されている（Yamamoto et al., 2008 ）。日本と中国で独自に行われたデータをあわ
せて、より高度なゲノムデータとして統合されたものが、昨年末に公表され（The
international silkworm consortium, 2008）、インターネットでも公開されている（
http://sgp.dna.affrc.go.jp/KAIKObase/ ）。同時にInsect Biochemistry and Molecular
Biologyの同じ巻号に、カイコゲノムに関する13の論文が出版された（2008 年12月号）。高
度なゲノム配列情報が作成でき、次にはま遺伝子のアノテーション情報を含む、ゲノム上の
各種情報の整備が必要である。 その他の昆虫に関しては、わが国ではほとんどゲノム研究
が行われていないが、トビイロウンカのEST解析がゲノム研究の例としてあげられるであろう
。トビイロウンカのEST解析については後述するが、生物研では、ほかにも害虫・昆虫のEST
解析が行われている。しかし、まだ整備が十分ではなく、利用は一部の研究者に限られてい
る。カイコのような全ゲノム解析は費用がかかり、特定のモデル昆虫や経済的に重要な昆虫
種以外では、現時点では費用をまかなうのは困難である。そのような場合、EST解析は有効な
手段である。研究室単位でも実施可能で、有用なゲノム情報である。ただし、発現量の高い
遺伝子の塩基配列情報は得られるが、転写因子など低発現量の遺伝子情報を得にくいという
問題点もある。現在までにNCBIに登録されている昆虫類のEST解析状況を表２に示した。登録
されたEST数からみて、カイコは上位３位に、トビイロウンカは16位に位置する。
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表２．NCBIに登録されているEST数の多い昆虫とダニ（2009）
---------------------------------------------------------------

Drosophila melanogaster (fruit fly)

820,591

Aedes aegypti (yellow fever mosquito)

301,342

Bombyx mori (domestic silkworm)

245,761

Culex quinquefasciatus

204,742

Ixodes scapularis (black-legged tick)

193,773

Acyrthosiphon pisum

169,599

Anopheles gambiae (malaria mosquito)

153,165

Nasonia vitripennis

145,793

Drosophila simulans

118,742

Apis mellifera

78,191

Tribolium castaneum

64,571

Rhipicephalus microplus

52,629

Locusta migratoria

45,708

Drosophila sechellia

38,257

Drosophila auraria

38,110

Nilaparvata lugens

37,312

Drosophila pseudoobscura

35,042

Ambystoma mexicanum

34,683

Spodoptera frugiperda

32,255

Nasonia giraulti

30,060

--------------------------------------------------------------農業害虫のゲノム研究の今後
ゲノム解読の中心はモデル昆虫で、衛生害虫のゲノム研究も推進されている。農業害虫
のゲノム研究は遅れているが、これは、以下のような理由によるものと思われる。まず、
農業害虫は作物ごとに害虫種がおおく、特定のワースト害虫だけを対象としていても作物
防除が成り立たない場合があること、そして、個々の害虫ごとにゲノム研究を行うことは
効率的ではなく、費用対効果が小さいことが上げられる。また、これまで農業害虫研究で
は、害虫管理学、生態学などが主体で分子生物学的な研究は一部を除いて盛んではなかっ
たことによる。しかし、ゲノム研究やそれから派生するツールを利用することにより、農
業現場で問題となっている農業害虫に対して、有用な管理技術に繋がる研究が展開できる
ことが、認識されつつある。 ゲノム情報を整備し、ゲノムツールを充実させることによ
り、農業害虫の研究を飛躍的に進展させることが必要と思われる。例えば、圃場で害虫の
薬剤感受性が低下した場合、その原因と対策を早急に決定することが必要である。一般に
、薬剤感受性低下の大きな要因として、対象昆虫の代謝酵素活性の上昇による薬剤の早期
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分解と薬剤の標的分子の変異による薬剤そのものの効力低下の二つが考えられる。。特定
の薬剤に対する代謝酵素の遺伝子情報は、ゲノム情報から得られ、その酵素活性はmRNA量
の多少によって推定できる。また、標的分子が特定されていれば、その塩基配列決定によ
り変異が起こっているかどうかが判断でできる。また、殺虫剤開発から考えると、標的分
子がまだ解明されていない殺虫剤の作用機構解明や、さらには特定の標的分子をねらった
薬剤開発も可能と思われる（野田, 2004）。その他に、作物の耐虫性と害虫との相互作用
なども分子のレベルで解析されるようになれば、より信頼性の高い、効果的な防除を目指
すことができる。 ゲノム情報は半永久的に保存され利用できるもので、それにかけた投
資は無駄にはならない。ゲノム配列情報を取得する際の方向性として、より高度なゲノム
リソース整備を行うべきか、EST解析程度にとどめるべきかの判断が各害虫ごとに必要で
あろう。数年前ならば、農業害虫の全ゲノム解読はとても考えられなかったが、シーケン
ス費用が下がってきて、農業害虫のゲノム解読を目指す動きが世界的に盛んになってきて
いる。モデル生物を中心とした重要な生物種のゲノム解析は一息つき、これまでに積み上
げてきたシーケンス
パワーを農業害虫に当てることが可能になってきたこと、そして、次世代シーケンサーが普
及してきて以前よりもゲノム解析のハードルが随分低くなってきたことも重要な要因であ
る。特に、高性能なシーケンサーの開発には、今後目が離せなくなりつつある。そして、同
時に大量に生産されるゲノム情報を扱うコンピューターパワーと情報処理ができる技術者
（bioinformatician, bioinfomatist）の養成が重要になりつつある。
トビイロウンカのゲノム研究とその応用
農業害虫の典型的な例としてトビイロウンカのゲノム研究とその展開について、現状を紹
介したい。カイコのEST解析と同様に組織ごとにcDNAライブラリーを作製し、クローンごとに
5ʼ 側から一回配列決定を行い、データを蓄積した。この解析の特徴は、小さな組織からも簡
易にcDNAライブラリーを作製できるように、少量のサンプルからPCRにより増幅し、TAクロー
ニングを行っている点である。初期に作製したファージライブラリーに比べて遜色ないライ
ブラリーが少量のサンプルから容易にできる。また、一つずつチャートを確認しているので、
データのクオリティーは高いと考えられる。現在までの解析分（約37000 EST）は生物研のサ
イトに公開されている（図１）。 トビイロウンカのESTライブラリーは組織別に作られてい
るので、組織特異的に発現する遺伝子などを見つけることができる。実際、卵巣や精巣で特
異的に発現している遺伝子が幾つか見つかっている（Noda et al., 2008）。ウンカで高発現
している遺伝子の多くは、ハウスキーピング遺伝子であるが、発現量が高いにも係わらず、
機能不明の新規遺伝子が幾つか見つかっており、その役割解明が課題である。 EST解析デー
タなどをもとに、ウンカではマイクロアレイが作られている。アジレント社製の44Ｋｘ４（
スライドグラス上に44,000スポットのアレイが４個載っている）のオリゴマイクロアレイを
現在使用している。マイクロアレイは、トビイロウンカで発現している遺伝子を組織別や発
育ステージ別に調査したり、実験処理間で比較できるなど、強力な解析ツールである。現在、
生物研ではオープンラボを開設して、カイコのマイクロアレイとともに、研究者に実験手法
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も提供している（http://www.nias.affrc.go.jp/openlabo2/ index.html）。トビイロウンカ
に感染する微生物の研究、吸汁と栄養代謝の研究、殺虫剤抵抗性と遺伝子発現解析など、マ
イクロアレイを用いて新しい取り組みが行われている。

図１．トビイロウンカのESTデータベース（http://bphest.dna.aﬀrc.go.jp/）
トビイロウンカに関しては、まだEST数が十分ではないと考えられ、完全長cDNA解読ととも
にさらに解読を進める必要がある。また、今後全ゲノム解読が容易に進められるように、BAC
ライブラリーなどのリソースの整備が必要であると考えられる。これは、近い将来に予想さ
れる大量シーケンス時代に備える意味でも重要なことである。
イネゲノム・微生物ゲノム
今後の展開として、対象とする昆虫だけでなく、その昆虫の生息環境下にある他生物との
相互作用の研究の重要性がますます高まると考えられる。実験室内で個々の昆虫を研究する
ことも必要であるが、畑や圃場での実態に即した相互作用研究を行うことの必要性が考えら
れる。ゲノム研究が多くの生物に及ぶようになると、害虫と相互作用する生物のゲノム研究
にも注目していかなければならない。ウンカに関しては、その寄主植物であるイネのゲノム
解読がほぼ終わっており、イネのゲノム解析ツールが利用できる。ウンカの加害によるイネ
の影響をイネマイクロアレイを使って研究することもでき、トビイロウンカとイネの相互作
用解析は一つのモデル研究になると思われる。また、ウンカ類からは寄生・共生する微生物
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が多く見つかり、それら微生物のゲノム解読も将来有望な研究展開に繋がると考えられる。
共生微生物のゲノム解読は、昆虫の共生現象の理解を大きく進展させており（Moran, 2007;
Moran et al., 2009）、共生微生物自体の利用だけでなく、宿主昆虫の発育制御に繋がる研
究を期待したい。
総合的害虫管理を目指して
Integrated pest management（IPM, 総合的害虫管理）の考え方が出てきてすでに半世紀以
上が経過し、IPMという言葉が盛んに使われ出して40年近くが経過している。殺虫剤だけに頼
る防除ではなく、より有効な防除手段を組み合わせて、被害を回避するために、これまで多
くの害虫種において、IPMを目指した研究が行われている。しかし、作物栽培が既存の害虫に
脅かされる事態が十分改善されているとは言い難い。また、そのほかにも新興そして再興の
害虫類が出現するという事態に陥っている。栽培体系や気象条件の変化が作物被害に与える
影響も無視できない。これまでの害虫との「イタチごっこ」を少しでも改善し、より健全な
作物栽培を目指すために、より新しい研究アプローチを模索し、現場でのニーズに応えてい
く必要がある。ゲノム研究は生物学に大きな変革をもたらした。害虫管理技術開発において
も、そのポテンシャルを大いに活用する時期が到来している。
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用語解説
BAC（bacterial artiﬁcial chromosome）：細菌の人工染色体。100～200 kbくらいの大き
なDNAを取り込むことができるので、ゲノムの断片をクローニングし、配列決定などに使用
する。
cDNAライブラリー：発現している遺伝子（mRNA）を逆転写によりDNAにしてベクター（プラ
スミドやファージ）に入れたもの。目的の遺伝子を探索したり、遺伝子配列を調査するため
に作製する。
EST（expressed sequence tag）：cDNAライブラリーの中の遺伝子（クローン）を一回だけ配
列決定したもの。普通それぞれ数百塩基の配列が決定され、それらを集めてデータベース登
録する。
NCBI（National Center for Biotechnology Infromation）
：アメリカのNIH（National Institute
of Health）が作ったNational Library of Medicineの一部門で、メリーランド州のベセスダ
に位置する。GenBankというデータベースに遺伝子情報を集積し、データを世界の研究者に提
供している。
SNP（single nucleotide polymorphism）：スニップと呼ぶこともある。一塩基多型のこと。
ゲノムの塩基配列で、個体などによって特定の１塩基が別の塩基に置き換わっている変異。
遺伝子地図：染色体上の遺伝子の位置を示した地図のこと。染色体地図。ゲノムプロジェク
トを効率的に進めるために、マーカーの位置などを記入した地図を作る。ポジショナルクロ
ーニング（ゲノムの位置情報から目的の遺伝子を取得する）などにも有用である。
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完全長cDNA：cDNAライブラリーのうち、mRNAの5ʼ 端から3ʼ 端までを含むクローンが入って
いるライブラリー。実際ゲノムから転写されてタンパク質に翻訳される部分を完全に含む。
ゲノム配列上の転写開始点などの情報をより詳しく見るときに、有力な情報を提供する。
次世代シーケンサー：１解析で数十Mb以上の塩基配列を解読できる、高速シーケンサー。こ
れまでのサンガー法とよばれる塩基配列決定法に代わって、種々の方法が提案されている。
現在、３種類の次世代シーケンサーが使われている。さらに新しいシーケンサーが開発され
るとともに、今後さらに性能が向上すると思われる。
総合的害虫管理（integrated pest management, IPM）：相補完する害虫防除技術を、矛盾す
ることなく組み合わせて、害虫個体群を被害が起こらない密度以下（経済的被害許容水準以
下）に維持する技術体系（防除戦略）
ハウスキーピング遺伝子：多くの組織や細胞中で一定量発現しており、一般に細胞の維持や
増殖に係わっている分子の遺伝子。
マイクロアレイ：サンプル間での遺伝子の発現量を比較できる。各種の遺伝子断片（プロー
ブと呼ぶ）をスライドグラス上に高密度に貼り付け、目的のサンプルの遺伝子を蛍光ラベル
して、載せる。同じ遺伝子の配列（相補配列）があると、蛍光が検出され、存在する遺伝子
の相対量が調査できる。
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野菜害虫の IPM とゲノム研究
（独）農研機構 野菜茶業研究所 野菜 IPM 研究チーム 本多健一郎
野菜の害虫防除を取り巻く状況
世界経済のグローバル化とともに、海外から侵入する害虫も増加している。近年日本に侵
入した野菜の重要害虫としては、オンシツコナジラミ、ミナミキイロアザミウマ、ミカンキ
イロアザミウマ、シルバーリーフコナジラミ（タバココナジラミバイオタイプ B）、マメハモ
グリバエ、トマトハモグリバエ、アシグロハモグリバエ、トマトサビダニ、タバココナジラ
ミバイオタイプ Q などが挙げられる。これらの中には、同種であっても性質の異なる系統が
再度侵入している場合も含まれる（例：タバココナジラミのバイオタイプ Q）
。
また国内での物流の発達に伴って、侵入した害虫の分布拡大速度も速く、初めて発生を確認
した地点から急に飛び離れた地点に分布が拡大する場合も見られる。
これらの侵入害虫は殺虫剤に対する抵抗性を獲得している場合も多く、さらに加えて各種
のウイルス病を媒介する害虫種もいる（コナジラミ類やアザミウマ類など）。
こうした難防除害虫の侵入と発生増加に伴って、殺虫剤のみに依存した病害虫防除はます
ます困難になって来ており、各種の防除法を合理的に組み合わせた総合的な病害虫管理（IPM）
に取り組まないと、安定した野菜生産が困難になりつつある。こうした問題は、収穫可能に
なるまでの生育期間が比較的長く、しかも長期間栽培と収穫を継続する必要がある果菜類（ト
マト、ナス、ピーマンなど）で顕著である。
一方、消費者からは安全安心な農作物の生産と供給が求められている。農薬残留基準に関
するポジティブリスト制度の導入により、他の農作物への散布に伴うドリフトなどによる未
登録農薬の付着であっても、検出された場合には出荷物の全面回収や産地の公表など社会的
に重要な問題となる危険性がある。
このように野菜の生産現場では、生産物の安全性を高めると同時に、海外から侵入した多
くの難防除害虫の防除にも取り組まなければならないというジレンマに陥っている。
野菜害虫の防除に関する研究とゲノム情報
(1) 害虫種や系統の判別技術
これまで野菜茶業研究所では、オンシツコナジラミ、ミナミキイロアザミウマ、シルバー
リーフコナジラミ（タバココナジラミバイオタイプ B）、トマトハモグリバエ、トマトサビダ
ニ、タバココナジラミバイオタイプ Q などの難防除害虫を対象に、発生生態と防除技術に関
する研究を行ってきた。
特に最近問題になっているタバココナジラミは、トマト黄化葉巻病などのウイルス病を高
率で媒介し、殺虫剤抵抗性も発達させているため、野菜生産地での殺虫剤による防除が極め
て困難である。タバココナジラミは形態的な特徴に乏しく、外部形態では区別できないが、
寄主植物や生理生態が異なる 20 種類以上のバイオタイプが世界中に分布している。日本では
1989 年頃に侵入したバイオタイプ B、2004 年頃に侵入が確認されたバイオタイプ Q のほか、
以前から日本列島に土着していた JpL、Nauru などの在来系統の存在が確認された。中東原産
のバイオタイプ B は有機リン系殺虫剤や合成ピレスロイド系殺虫剤に対して抵抗性を発達さ
せており、日本への侵入当初は有効な登録農薬が無いため防除に苦慮したが、ネオニコチノ
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イド系殺虫剤やピリプロキシフェン（脱皮変態阻害剤）などの有効な農薬が登録されるにつ
れて、効果的に防除できるようになった。しかし、2004 年頃からこうした殺虫剤による防除
が困難なタバココナジラミ個体群が見いだされるようになり、遺伝子情報を解析した結果、
新しいバイオタイプ Q の発生が確認された。バイオタイプ Q はイベリア半島原産で、バイオ
タイプ B とは交雑せず、コナジラミ類に対する主要な防除薬剤であったネオニコチノイド系
殺虫剤やピリプロキシフェンに対して抵抗性を発達させているため、生産者はその防除対策
に苦慮している。
殺虫剤に対する感受性が大きく異なるバイオタイプの発生により、的確な防除対策を立て
る必要性から、バイオタイプを判定する診断技術が必要となった。バイオタイプ B とバイオ
タイプ Q は、ミトコンドリア遺伝子の CO1 領域の塩基配列に違いがあるため、塩基配列を読
み取って比較すれば容易に判定できるが、高価な機器と試薬が必要である。
簡便なバイオタイプ判別法として、PCR で増幅されたミトコンドリア CO1 領域を制限酵素
で切断し、得られた DNA 断片を電気泳動したバンドパターンの違いによって判定する
PCR-RFLP 法が開発された（図）
。さらに、複数のプライマーを使って同時に DNA を増幅させ、
バンドパターンの違いにより判定するマルチプレックス PCR 法も開発され、適切なプライマ
ーとサーマルサイクラーがあれば、タバココナジラミのバイオタイプ判定は可能となってき
た。
しかし、これらの手法を使っても国内に生息する全てのバイオタイプを同時に判定するこ
とはできず、殺虫剤抵抗性の程度については薬剤感受性検定試験を実施しないと判定できな
い。タバココナジラミの遺伝子解析によって、バイオタイプを簡便に判定するために適した
遺伝子領域や、殺虫剤抵抗性の生理機構と密接に関連した遺伝子領域を特定し、それらの領
域に特異的な判別プライマーを開発できれば、有効な診断技術に結びつくと考えている。
タバココナジラミ以外でも、形態的な特徴に乏しい微小昆虫では塩基配列の違いにより種
や系統を判別する技術が遺伝子バーコードと呼ばれ、注目されている。遺伝子バーコードを
活用すれば、成虫以外の発育ステージでも種や系統の判別が可能となるため、同定作業の迅
速化と簡便化に結びつくことが期待される。遺伝子バーコードとして利用される遺伝子領域
としては、ミトコンドリア CO1 領域やリボソーム遺伝子の ITS 領域などが一般的であるが、
生物グループによってはこれらの領域の変異性が乏しく、種や系統の判別に利用できない場
合もある。どのような遺伝子領域が種や系統の判別に適しているのかを明示できる統一的な
理論が求められている。
(2) 天敵捕食者の餌メニュー解析技術
露地での野菜生産では、土着の天敵を有効に活用して害虫の多発生を防止しようという試
みが広く行われている。ナスやピーマンの産地では、圃場の周囲をソルゴーのような障壁作
物で囲い、防風効果とともに土着天敵の定着・増殖場所として活用している。こうした技術
を普及するためには、障壁作物でどのような天敵が定着・増殖し、実際に作物害虫の密度低
下に貢献しているかどうかを定量的に評価する必要がある。
捕食性天敵の餌メニューを解析する技術として、かつては免疫的な手法が利用されたが、
近年は餌となる生物に特異的なプライマーを使って、捕食者の消化管内容物から捕食された
生物種を特定する研究が進められている。
これまでにテントウムシやクサカゲロウ、オサムシ、クモなどの中腸で餌種の特異的プラ
イマーを使用した検出結果が報告されており、捕食後一定の時間内であれば検出可能である
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とされている。特異的プライマーを使った餌メニューの検出技術が広く活用されれば、野外
の圃場でどの捕食者が目標となる害虫を実際に捕食しているかが明らかになり、圃場環境を
管理して天敵捕食者の定着と増殖を図る上で有益な情報が得られると思われる。
(3) ウイルス媒介能力の評価技術
タバココナジラミやアザミウマ類は重要な植物ウイルス病を永続的に媒介するため、害虫
自身による食害よりもウイルス媒介による被害の方が深刻である場合も多い。タバココナジ
ラミは循環型・非増殖型の様式でトマト黄化葉巻病の病原ウイルス（TYLCV）を媒介するが、
媒介プロセスが成立するためには中腸から血体腔へのウイルスの取り込み、血体腔でのウイ
ルス循環と唾液腺組織へのウイルスの取り込みという、二つの障壁を通過しなければならな
い。媒介されるウイルス（TYLCV）とタバココナジラミの中腸壁、唾液腺組織の間には特異的
な親和性が存在し、ウイルスはこれらの組織細胞に取り込まれて内部に運ばれると考えられ
ている。ウイルスの遺伝子には媒介虫の組織との親和性をコードする領域が知られており、
逆に媒介虫側にも対応する遺伝子領域が存在すると考えられる。
ミカンキイロアザミウマはトマト黄化えそ病の病原ウイルス（TSWV）を循環型・増殖型の
様式で媒介するが、ウイルスは媒介虫の中腸組織で感染増殖し、唾液腺を経て植物に媒介さ
れる。この場合も媒介虫の組織細胞とウイルスの間には特異的な親和性が存在する。昆虫に
よるウイルスの永続的媒介では、両者間の媒介親和性に変異のあることも知られており、昆
虫個体群によって、媒介効率の高い個体群とそうでないものが存在する。媒介親和性の分子
的なメカニズムはまだ十分に解明されていないが、媒介虫の側で遺伝的な変異に基づくウイ
ルス媒介性の違いが存在する可能性がある。ウイルス媒介性に関連した遺伝子領域と、その
変異による媒介能力の変化のメカニズムを解明できれば、媒介虫個体群のウイルス媒介リス
クを評価することができるとともに、媒介能力を制御することも可能になるかも知れない。
今後の展望
昆虫におけるゲノム解析の進展によって、これまで分類が困難であった系統間の判別や成
虫以外の発育ステージでの分類同定が可能となってきた。遺伝子情報を利用した分類同定技
術をさらに発展させるためには、様々な昆虫種・グループでの遺伝子情報の蓄積が必要であ
り、基礎的なデータをどのように効率的にデータベース化していくかが課題であろう。
捕食性天敵の餌メニューを解析するためには、目的とする餌種の特異的プライマーの開発
と捕食者からの検出実験を繰り返す必要がある。近年、PCR による検出技術が発展している
ため、こうした技術を活用して食うものと食われるものの解析が分子レベルで進むことを期
待したい。
ウイルス媒介の分子機構が明らかになり、ウイルス媒介能力に関わる媒介虫の遺伝子領域
が判明すれば、これまでブラックボックスであった媒介虫体内でのウイルスの挙動が把握可
能になるとともに、ウイルス媒介そのものを阻害する新しい防除技術の開発にもつながる可
能性がある。
カイコにおいて進展したゲノム解析の成果を他の多くの昆虫種、特に難防除害虫に対して
適切に応用し、新しい防除技術に結びつけるためには、害虫防除に取り組む研究者とゲノム
研究者の定期的な交流と情報交換が重要であろう。
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図

タバココナジラミバイオタイプ B と Q の PCR-RFLP による判別法模式図

革新的農業技術取得研修テキスト（2008）
。上田（2005）の報告を元に北村作図。
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ゲノム研究と天敵利用
農業生物資源研究所
昆虫−昆虫・植物間相互作用研究ユニット
日本 典秀
農業害虫防除に用いられる天敵には、捕食性天敵と捕食寄生性天敵がある。この他にもウ
イルスや糸状菌など微生物も天敵であるが、本講演では天敵昆虫類に限定する。
これまでに多くの昆虫種のゲノム解読が開始、進行中であるが、天敵昆虫とされる種はキ
ョウソヤドリコバチ Nasonia vitripennis およびその近縁 2 種のみである(野田・三田,
2008)。キョウソヤドリコバチはキンバエやニクバエなどのハエ類の寄生バチであり、寄主の
蛹に産卵する。本種は、家畜の糞などにたかるハエの生物的防除にも利用されており、米国
NIH が本種のゲノムプロジェクトを支援する理由の一つでもあるが、ゲノム研究の目的は、
むしろ多様な生活史戦略、とくに性決定機構の進化的理解を深めるためといえよう。
したがって、農業害虫の生物的防除に利用される天敵昆虫類のゲノム研究は、まったくと
いっていいほど、手がつけられていない。
そもそも、非モデル昆虫種で DNA 分析が普及してきたのは、既知の塩基配列情報を必要と
しない RAPD（Random Amplified Polymorphic DNA）(Welsh&McClelland, 1990; Williams et

al., 1990)が普及し、また、多くの昆虫種のミトコンドリア DNA を増幅できるプライマー情
報が提供(Simon et al., 1994)されてからである。これらの情報を用いた DNA 多型は、DNA
マーカーとして、種の識別、系統の識別などに利用されてきた(Behura, 2006; Gariepy et al.,
2007; Greenstone, 2006)。天敵利用の場面でも DNA マーカーとしての利用が一般的であるの
で、まずはじめに、このあたりを紹介していきたい。
天敵利用には大きく分けて、生物農薬的利用（放飼増強法）、土着天敵の保護利用、導入天
敵の永続的利用（伝統的生物的防除）
、の 3 種類がある。
生物農薬的利用は、施設栽培などの人為的環境で天敵がそもそも存在しない場合や、露地
栽培であっても土着天敵が少なく効果が得られない場合に、大量増殖した天敵を人為的に放
飼して害虫を防除するものである。生物農薬的に天敵を利用する場合は基本的に農薬登録が
必要である。最も販売額が大きいのが、アザミウマの捕食性天敵であるタイリクヒメハナカ
メムシ Orius strigicollis やククメリスカブリダニ Neoseiulus cucumeris、ハダニなどの
捕食性天敵であるチリカブリダニ Phytoseiulus persimilis やミヤコカブリダニ Neoseiulus
californicus、コナジラミの寄生バチであるオンシツツヤコバチ Encarsia formosa、アブラ
ムシの寄生バチであるコレマンアブラバチ Aphidius colemani などである。
生物農薬的利用で問題となるのは、大量増殖が不可欠であるという点である。室内で累代
飼育した系統は、遺伝的浮動やボトルネック効果、さらには室内環境への適応によって、も
との集団から形質が変化してしまったり、近親交配を繰り返すために近交弱勢が起こってし
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まったりする懸念がある(Bigler, 1989; Leppla&Ashley, 1989)。従来は、増殖率・行動など
天敵として重要な形質をそれぞれ測定して評価していたが、作業が煩雑なため効率化が望ま
れている。DNA マーカーを利用した多型調査が一般的になれば、遺伝的浮動や近交弱勢は容
易に検出可能になる。さらに、ゲノム情報が蓄積され有用形質そのものの遺伝子が得られれ
ば、その遺伝子をモニターすることで品質管理が容易に行えるようになるだろう。
さらに、生物農薬で利用される天敵には、非休眠性や薬剤抵抗性と言った有用形質が育種・
選抜で付与されることもある。しかし、生物農薬は放飼後に増殖して効果を発揮するもので
あるから、こうした優良系統を入手すれば、他社でも増殖は簡単である。DNA マーカーを用
いれば、こうした“海賊版”を検出することも可能になり、育成者の権利保護にもつながる。
土着天敵の保護利用は、近年見直されてきている天敵の利用法である。もともと、野外生
態系には害虫の天敵となるような種がたくさん存在するのだが、農業生態系では化学農薬の
散布によって排除されてしまうため、結果的に天敵が見つからないことが多い。しかし、近
年の減農薬や選択性の高い農薬の利用によって、これまで見られなかった天敵が多く見つか
るようになってきた。
捕食性天敵の多くは餌範囲が広い多食性（広食性）であり、ターゲットとなる害虫を実際
に有効に捕食している天敵種を見極めるのは難しい。しかし近年、害虫種特異的な DNA マー
カーを用い、捕食性天敵から餌種を検出する試みが現れてきた(Greenstone, 2003; Harper et
al., 2005; Hoogendoorn&Heimpel, 2001; Symondson, 2002)。害虫種特異的マーカーが充実
してくれば、こうした検出も信頼性を増し、保護すべき天敵が容易に判断可能になるであろ
う。
寄生性天敵は、通常は寄生された害虫種を室内に確保して羽化を待てば天敵種の同定は可
能であり、ある害虫種に寄生する天敵種を特定するのはさほど困難ではない。しかし、有効
利用のためには、圃場全体での寄生率を評価しなくてはならないが、これも、種の識別マー
カーが得られれば、容易に行える(Greenstone, 2006; MacDonald&Loxdale, 2004)。
導入天敵の永続的利用は、通常、国内に定着した侵入害虫に対して、その起源地から天敵
を導入することで行われる。害虫種も、その起源地では天敵により密度が抑えられており、
大問題とはならないことが多いので、その地で天敵を探索することが重要である。害虫の侵
入経路を特定するには、やはり分子マーカーを用いた経路推定が必要となる。起源地が分か
った場合も、その地で害虫を抑えているのがどの種であるのか知る必要があり、それには上
述の土着天敵の保護利用と同じ手法での対処が可能である。
DNA マーカーとして、種や系統の識別には、ミトコンドリア DNA や核リボゾーム RNA 遺伝
子などが用いられることが多い。ミトコンドリア COI 遺伝子の一部の塩基配列をもちいてあ
らゆる動物種を識別しようという DNA バーコード法(Hebert et al., 2003)の試みも、カナダ
を中心に普及してきている(Ratnasingham&Hebert, 2007)。また、移動分散などの解析には、
マイクロサテライトなど、より種内多型の多い領域が利用される。いずれにしても、着目す
る形質に関わる遺伝子そのものではなく、形質が違う系統でそれぞれが持つ中立的なマーカ
ーにたまたま違いがあっただけのものを利用しているにすぎない。
今後は、天敵としての有用形質そのものを把握しておく必要があるだろう。しかし、多種
多様な害虫種・天敵種のゲノムを読むのは、いかに次世代シーケンサーが普及しつつあると
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言っても、まだまだ先の話であろう。このような場合、たとえば、寄生バチはハチ目なので、
キョウソヤドリコバチや、すでにゲノム解読が完了したミツバチ Apis mellifera のゲノムが
利用できるかもしれない。ヒメハナカメムシは、オオサシガメの一種 Rhodnius prolixus と
同じカメムシ目なので、これが利用できるかもしれない。様々な分類群での代表種のゲノム
情報が得られれば、既知のゲノム情報から、目的の遺伝子を取ってくることも容易になるだ
ろう。ゲノム解読までは必要ない場合も、分子生態学的アプローチが必須になってきている
現在、EST 解析が有効である(Bouck&Vision, 2007)。有望な天敵種では、EST ライブラリの構
築を進めることで、より効率的な天敵利用への道筋を付けられるのではないか。このような
ゲノムレベルでの理解を現在得られている知見にプラスアルファすることで、進展が見られ
そうな例を以下にあげたい。
害虫が植物を加害すると、植物が防御反応を起こした際に発する揮発性化学物質
(herbivore-induced plant volatiles; HIPV)に天敵が誘引される(Sabelis&Baan, 1983)とい
う天敵–植食者–植物の三者系は、議論はあるものの、一般によく知られる現象となっている
(塩尻ら, 2002)。植物側の遺伝子レベルでの解明は進んできているものの(Arimura et al.,
2000; Shiojiri et al., 2006)、天敵側では全くといっていいほど、進んでいない。これら
HIPV の受容機構が分子レベルで解明できれば、どんな匂い物質が天敵を誘引しやすいかを効
率的に解明でき、天敵を誘因しやすい匂い物質を生産させる作物品種の育成が可能になる。
フェロモンなどの受容機構に関する分子メカニズムが、キイロショウジョウバエ Drosophila

melanogaster やカイコ Bombyx mori などでゲノム情報を用いて明らかになってきている
(Nakagawa et al., 2005; Robertson et al., 2003; Sakurai et al., 2004)。天敵ゲノム情
報の解析が進展すれば、天敵の寄主探索の分子機構を明らかにできるだろう。
寄生性天敵は、寄主となる害虫に卵を産み付け、寄主体液を消化して成長する。寄主体内
で成長する内部寄生性の天敵には、寄主の持つ生体防御反応を回避する機構が備わっている。
たとえば、ポリドナウイルスを持つ寄生バチは、毒液とポリドナウイルスを寄主体内に注入
し、寄主の血球がポリドナウイルスに感染すると、毒液に包まれた寄生バチの卵は、血球か
ら守られる(Edson et al., 1981)。この仕組みの分子レベルでの解明はまだ行われていない。
生物間相互作用の分子レベルの解明と、天敵を利用した害虫防除が結びつく良い例であるた
め、寄主・寄生バチ双方のゲノムレベルでの研究が望まれる。
今後の天敵利用における遺伝子工学的手法としては、トランスジェニック天敵の試みもあ
る。ハダニの捕食性天敵であるカブリダニの一種 Metaseiulus occcidentalis で形質転換の
成功例があり(Presnail&Hoy, 1992)、組換え遺伝子は 100 世代以上わたり保持されていた
(Presnail et al., 1997)。彼女らはガイドラインを作成した上で、野外放飼実験を行った(Hoy,
2000)。もちろん、害虫防除の場面で実際にトランスジェニック天敵を放飼するのは、まだま
だ安全性の確保などの課題が残る。しかし、不妊虫放飼法のような方法を取り入れることで、
技術的には対応可能であろう。むしろ問題は、どんな遺伝子を導入するかという点にある。
組換え技術だけではなく、遺伝子情報、発現解析などを通じた、より深い理解のために、天
敵のゲノム情報が求められる。
以上のように、DNA マーカーを用いた天敵の評価は、マーカーさえ作成できれば、現時点
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でも十分利用可能な技術である。マーカー開発そのものも、さほど困難なものではない。た
だ、対象種が多いため、かかわる研究者数がボトルネックとなっている。一方、機能遺伝子
そのものの単離・解明は、まだまだこれからの分野であろう。リファレンスとなるモデル昆
虫種でのゲノム解読が進めば、多種多様な害虫・天敵種の遺伝子単離が容易になり、天敵利
用の効率的発展につなげられると期待できる。
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耐虫性の作物品種を利用した害虫防除
農業生物資源研究所

田村泰盛

＜はじめに＞
近年国内外において、残留農薬など食品の安全性に対する意識・関心が高まってきている。
農薬使用量の低減などにより環境負荷や生態系への影響を少なくし、安全性の高い農産物を
提供する「環境保全型農業」への取組強化が喫緊の課題となっている。環境保全型農業の実
現には、農薬に依存しない様々な害虫防除手段の開発が必要であり、IPM の技術の一つとし
て、害虫に強い作物品種を用いた防除にも期待が寄せられている。
植食性昆虫の食害に対し、植物は進化の過程で様々な防御機構を発達させてきたことが近
年の研究で明らかにされてきている。葉の表面に存在する突起物（トライコーム）の中には、
植食性昆虫の食害に対して物理的な防御効果があると考えられている例がある。また、アル
カロイドや青酸配糖体、プロテアーゼなど、植食性昆虫にとって毒性の高い 2 次代謝産物や
タンパク質を葉に蓄えて植食性昆虫に対抗する例が知られている。さらに、虫の加害の際に
栄養素を分解して餌としての栄養価を下げる植物や、栄養吸収を妨げるために昆虫の消化酵
素の阻害剤を生産する植物も知られている(今野, 2007)。
生産性の高い多肥料栽培に適した多くの栽培作物の品種は、本来野生の植物が供え持つ昆
虫に対する防御機能が失われており、昆虫の食害を受けやすいものが多い。植物が昆虫の食
害を回避するために進化・発達させてきた防御戦略を研究し、人が食べた際の人体への安全
性を検証した上で、これらの防御機構を積極的に活用した作物品種を開発することにより、
減農薬や低農薬の農業が可能になると期待される。
＜耐虫性作物の現状＞
耐虫性の作物品種を用いた害虫防除は現状では国内であまり普及しているとはいえない。
その原因として、まず、耐虫性の作物品種を遺伝資源の中から組織的に探査する努力があま
りなされていないために、作出可能な耐虫性作物の候補が限られているという問題が挙げら
れる。また、耐虫性作物の遺伝資源があったとしても、従来の交配による育種では、耐虫性
系統に良食味品種を戻し交配しても、耐虫性系統由来の不良形質を完全に排除する事が難し
く、食味・外観・栽培特性等で品質の悪化がもたらされてしまうこと、さらに、単一の抵抗
性遺伝子を導入した品種を育成しても、それを連続的に栽培することで、抵抗性品種を加害
する害虫の系統（バイオタイプ）が出現し、抵抗性が崩壊してしまう可能性が懸念されるこ
となどが挙げられる。これらの問題を解決するためには、耐虫性作物を遺伝資源からスクリ
ーニングして耐虫性作物の候補を増やす努力が必要であり、また、良食味等の有用形質を損
なわずに害虫抵抗性を導入するための技術開発や、バイオタイプの出現機構を解明し、バイ
オタイプを出現させない栽培方法を開発する必要がある。
イネでは害虫に抵抗性を示す遺伝資源の探査が、フィリピンにある国際イネ研究所（IRRI:
International Rice Research Institute）を中心に、国内外の大学・研究機関などで精力的
に行われてきた。また、公開されているイネのゲノム情報を用いる事で DNA マーカーが容易
に作成できるため、品種育成時に、抵抗性の親由来の染色体断片がゲノム上のどの部分にど
の程度残っているかを、DNA マーカーで確認しながら戻し交配を進めることができ（DNA マー
カー育種）、不良形質を完全に排除した抵抗性品種を効率よく育成することが可能となってい
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る。次にイネの害虫抵抗性品種の研究事例を我々の研究を例に紹介する。
＜イネにおける害虫抵抗性品種＞
イネの害虫抵抗性に関する遺伝研究は、吸汁性昆虫ではトビイロウンカ・セジロウンカ等
のウンカ類やツマグロヨコバイ・タイワンツマグロヨコバイ・イナズマヨコバイ等のヨコバ
イ類で、咀嚼性昆虫ではメイチュウやイネノシントメタマバエ等で行われている（金田,
1990）。このうち国内では特にツマグロヨコバイ、トビイロウンカ、セジロウンカが重要害虫
として知られており、これらの害虫に対する現行の防除法として、箱処理剤や仕上げ剤など
の殺虫剤が施用されており、抵抗性品種の開発により、稲作における農薬散布量の低減が期
待される。
＜インド型イネ品種 Nona Bokra の保有するツマグロヨコバイ抵抗性の利用＞
ツマグロヨコバイはイネに対し直接の吸汁害をもたらす他、萎縮病、矮化病などのウイル
ス病やファイトプラズマを媒介することで間接害をもたらす。抵抗性の遺伝分析は、幾つか
の抵抗性品種について国内で行われている（安井, 2007）。我々はインド型イネ品種の Nona
Bokra がツマグロヨコバイ抵抗性を保有することを明らかにした。コシヒカリの遺伝的背景
で、染色体が 1 本ずつ Nona Bokra の染色体に置き換わった染色体置換系統群を用いて抵抗性
の検定を行ったところ、第 5 染色体が Nona Bokra に置き換わった系統だけがツマグロヨコバ
イ抵抗性を保持していた。そこで、約 5,000 個体の分離集団を用いて連鎖解析を行い、ツマ
グロヨコバイ抵抗性遺伝子が座乗する候補領域を、Nona Bokra の第 5 染色体上の約 31 kb の
範囲に絞り込んだ。この領域に存在すると予測される抵抗性遺伝子の詳細については現在解
析中である。一方、この過程で得られた材料をもとに、コシヒカリの遺伝的背景で、抵抗性
遺伝子の候補領域を含んだごく短い領域のみが Nona Bokra の染色体に置換した同質遺伝子系
統を、DNA マーカー育種法により現在作出している。これにより、遺伝子組換え技術を使わ
なくても、味や栽培特性がコシヒカリと同一で、ツマグロヨコバイ抵抗性を保有する品種が
育成できると期待される。
近年、イネにおいては相同組換えを用いて目的の遺伝子の配列を変換させる、ジーンター
ゲティング法の開発が進められている。従来、高等植物では相同組換えの頻度が低いために、
ジーンターゲティングは困難であるとされてきたが、イネでもジーンターゲティングの成功
例が報告されてきている(Terada et al., 2002; Endo et al., 2007)。将来的には、ジーン
ターゲティングの手法を用い、インド型イネや野生イネの害虫抵抗性遺伝子を国内の現品種
の対応する遺伝子と入れ替えることで、現品種に害虫抵抗性を保有させることが可能になる
かもしれない。
＜害虫抵抗性品種と加害性バイオタイプの出現＞
IRRI では過去に、トビイロウンカ抵抗性遺伝子を導入した実用品種（IR26）を育成・普及
させたが、2 年で抵抗性を打破するバイオタイプが出現して抵抗性が崩壊する事態が生じた。
東南アジアではイネは周年連続栽培されており、トビイロウンカは年 10～12 世代を繰り返す
と考えられている（寒川, 1981）
。トビイロウンカは単食性であり、イネのみを餌とする。栽
培イネがすべて抵抗性品種に置き換わったために、イネ以外の寄主植物を利用できないトビ
イロウンカに高い淘汰圧が生じ、集団に極わずかに含まれていた加害性バイオタイプが適応
して生き残り、世代を重ねることで優先的に増殖したものであると予想されるが、バイオタ
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イプが持つ変異等に関する詳細な情報はまだ分かっていない。
ツマグロヨコバイに対する幾つかの抵抗性遺伝子についても、単一主働遺伝子を導入した
場合に加害性のバイオタイプが出現することが室内実験で確かめられている(平江, 2002)。
現在、実験室で作出された加害性のバイオタイプを用い、バイオタイプで生じている変異を
タンパク質や遺伝子レベルで特定する試みがなされている。ツマグロヨコバイやトビイロウ
ンカでは EST 情報が整備され（Noda et al., 2008）、遺伝子の機能解析に必要な RNAi を用い
た遺伝子発現制御技術などが確立されつつある。両種ともにまだゲノム解読は行われていな
いが、近年の次世代シーケンサーの進歩を考えると、近い将来これらのゲノムシーケンスを
得ることも可能になると予測される。ゲノムシークエンスと物理地図の対応づけができれば、
バイオタイプの変異をマップベースクローニングで特定することも可能になるだろう。これ
らの情報・手法を駆使し、バイオタイプの変異を特定する研究をさらに加速・推進する必要
がある。
＜加害性バイオタイプ出現を防ぐ栽培方法の検討＞
植物の病害の分野では、抵抗性品種と感受性品種など、いくつかの品種を混植栽培するこ
とが抵抗性の崩壊防止に有効であることが知られている。イネの重要病害であるイネいもち
病でも、抵抗性品種に現品種を何度も戻し交配し、農業上の実用形質は現品種と同質で、異
なる真性抵抗性を持つ系統（同質遺伝子系統）を複数系統作成しておき、これを一定の比率
で混合し（マルチライン）
、混植栽培することで抵抗性の崩壊を防止する試みがなされている。
新潟県では 2005 年に栽培面積約 9 万 ha に及ぶ従来のコシヒカリを，全県一斉にコシヒカリ・
マルチラインに切り替え、減農薬栽培に成功している（堀 & 石川、2008）。イネの病害と虫
害の抵抗性のメカニズムは異なるが、害虫抵抗性の分野でも、マルチラインを作成すること
で、バイオタイプ出現を阻止できないかどうか検討する必要がある。
トビイロウンカとは異なり、ツマグロヨコバイは狭食性で、イネだけでなく幾つかの他の
イネ科植物も寄主として利用できる。現在開発中のツマグロヨコバイ抵抗性品種を広範囲に
栽培した場合、ツマグロヨコバイはイネ以外のイネ科植物に移動して生息することができる
ため、IR26 でのトビイロウンカの例ほど強い淘汰圧がかからず、バイオタイプは出現しにく
いと予想される。しかし、ツマグロヨコバイは国内で越冬できるため、野外の集団の中に抵
抗性品種に適応したバイオタイプが存在すると、何世代もかけて個体数の割合を徐々に増加
させる可能性は否定できない。抵抗性品種の使用に当たっては、バイオタイプ出現を見越し
て、抵抗性品種にどの程度感受性品種を混植するとバイオタイプ出現の抑制効果が高いのか
等、栽培条件を検証する必要があると思われる。ツマグロヨコバイの抵抗性遺伝子は Nona
Bokra 由来の抵抗性遺伝子以外に 6 種類（Grh1～Grh6）知られており、それぞれ座乗染色体
が明らかになっている（安井, 2007）
。また、Grh1 を保有する「彩の夢」や Grh3 を保有する
「大地の風」等の実用品種が育成され普及に移されている他、Grh2 と Grh4 を保有する系統
（佐系ツマ 23D など）や、Grh1～Grh4 をそれぞれキヌヒカリ導入した系統も作出されている
（平江, 2002）
。このような多種の抵抗性の遺伝子源を有効に活用し、異なる抵抗性遺伝子が
導入された系統を混植栽培したり、抵抗性品種を数年おきに入れ替えて栽培したり、また、
一つの品種に複数の抵抗性遺伝子を集積（ピラミッディング）することで、持続的にツマグ
ロヨコバイの発生を抑制する効果をさらに高められるかもしれない。
トビイロウンカに対し抵抗性を示すイネ品 種も複数知られており、国内では Oryza

officinalis 由来のトビイロウンカ抵抗性遺伝子 bph11(t)を DNA マーカー育種によりヒノヒ
２３

カリに取り入れた関東 BPH1 号が育成された（平林, 2006）。トビイロウンカは国内では越冬
できず、毎年梅雨時に海外から飛来により侵入する。bph11(t)遺伝子はトビイロウンカの飛
来源である東南アジアや中国南部で育種に使われていない抵抗性遺伝子であり、海外から飛
来する集団は bph11(t)の加害能を持っていない。bph11(t)を加害できる個体が飛来集団に極
わずかに含まれていたとしても、越冬できずに死亡するため、被害を及ぼすほど個体密度を
上昇させることがないと考えられる。よって、国内においては、飛来源である東南アジアや
中国南部で使用されていない抵抗性遺伝子を持つ品種を使用すれば、バイオタイプ出現の心
配なく持続的に低農薬の農業を維持できると期待される。このように、トビイロウンカとツ
マグロヨコバイでは、同じイネの吸汁性害虫ではあるが、抵抗性品種を活用して防除する場
合、対処する戦略が異なる。害虫種それぞれの生理・生活史を研究し、それぞれの種に合わ
せた防除戦略を立てることが肝要である。
＜害虫抵抗性のメカニズムの研究＞
害虫抵抗性品種を人が食べる際の安全性を評価する上で、また信頼性が高く効率のよい防
除を実現するために、抵抗性のメカニズムを分子レベルで明らかにする事は極めて重要であ
る。吸汁性昆虫に対する抵抗性遺伝子を保有するほとんどのインド型イネ品種は人類の食経
験があり、安全性に問題はないと考えられるが、抵抗性のメカニズムはまだ明らかにされて
いない。電気的測定装置を用いたツマグロヨコバイの吸汁行動測定の結果、Nona Bokra の抵
抗性は、師部組織で発現していることが明らかになった。抵抗性の原因として、師管液に摂
食阻害物質が含まれている可能性や、師管閉塞による吸汁阻害の可能性が考えられる(服部,
2006)。ツマグロヨコバイ抵抗性遺伝子 Grh2 と Grh4 を保有するインド型イネ品種 Lepe dumai
では、師管液を分取してツマグロヨコバイに与えたところ、問題なく吸汁したことから、師
管液に摂食阻害物質等が存在する可能性は低いと考えられている（Kawabe, 1985; Hattori,
1997）。現在、Nona Bokra の師管液中でツマグロヨコバイの加害により発現量が増える遺伝
子をイネのマイクロアレイにより解析し、防御関連遺伝子の候補を選定中である。また、ツ
マグロヨコバイとトビイロウンカの吸汁に係わる唾液タンパク質が分析されており、イネと
虫のそれぞれの相互作用に関わる因子を分子レベルで解析することで、抵抗性のメカニズム
を明らかにする糸口が得られるものと期待される。イネと吸汁性昆虫の相互作用研究から得
られる成果は、他の吸汁性害虫であるアブラムシと作物との相互作用研究にも有用な知見と
なり、波及効果は大きいと期待される。
アメリカ合衆国ではコムギの害虫であるヘシアンバエの防除に抵抗性品種が使用されたが、
これらの抵抗性品種についても加害性バイオタイプが出現している（Harris et al., 2003）。
この重要害虫であるヘシアンバエは、オス成虫を対象にしてゲノム解析が始まっている（野
田 & 三田, 2008）
。部分的なゲノム情報を利用して、ヘシアンバエのバイオタイプの変異を
マップベースクローニングで特定する研究も既に進行している（Lobo et al., 2006）。バイ
オタイプの変異が分かれば、バイオタイプ出現を抑制する農業技術の開発に寄与するものと
考えられる。トビイロウンカやツマグロヨコバイでもゲノム解読が、バイオタイプの変異の
解明に寄与するとものと期待される。
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バキュロウイルスの宿主制御メカニズムの解明
勝間 進（東京大学大学院農学生命科学研究科）
1. はじめに
昆虫ウイルスの一種であるバキュロウイルスは、80-180 kbp の 2 本鎖 DNA をゲノムとして持
つ大型の DNA ウイルスである。古くから微生物農薬として利用されてきたが、近年、強力な
ポリヘドリンプロモーターを利用した外来タンパク質発現系（バキュロウイルスベクター）
としても広く用いられるようになった。このような応用的な研究と平行して、ウイルスの全
ゲノム解読、および個々の遺伝子の機能解析が急速に進められている。その結果、バキュロ
ウイルスは自身の増殖、複製に必須な遺伝子のほかに多くの補助遺伝子（Auxiliary genes）
を持つことが明らかになった。例えば、エクダイソン UDP グルコース転移酵素遺伝子（egt）
は、昆虫の脱皮ホルモンであるエクダイソンの 22 位にグルコースを付加する酵素をコードし、
エクダイソンを不活化することによって昆虫の脱皮を阻害することが知られている（文献 1）。
また、inhibitor of apoptosis (iap)は、バキュロウイルス感染時に細胞が防御反応として
引き起こすアポトーシスを阻害して、ウイルスを効率よく増殖させるために重要な分子であ
る（文献 2）
。バキュロウイルス感染によって引き起こされる宿主昆虫の死後溶解も、ウイル
スが持つカテプシン（タンパク質分解酵素）やキチナーゼ（キチン分解酵素）によって積極
的に引き起こされていることが明らかとなっている（文献 3, 4）
。
ウイルスの感染戦略を考える上で、宿主生物のゲノム情報は非常に重要である。
2008 年にバキュロウイルスの宿主昆虫の一つであるカイコのゲノム解読が完了した（文献 5）。
その情報を用いて、バキュロウイルス遺伝子との比較解析を行った結果、バキュロウイルス
には多くの宿主遺伝子相同分子（宿主ホモログ）が存在することが判明した。上記の egt や
iap と非常に高い相同性を示す遺伝子もカイコゲノム上に存在した。つまり、バキュロウイ
ルスは他の大型 DNA ウイルスと同じように、宿主ゲノムからの遺伝子獲得によって、遺伝子
数を増加させ、宿主昆虫の脱皮や細胞死の支配といった非常に高度な宿主制御機構を有する
ウイルスになったと推測される（図 1）。また、宿主昆虫のゲノム情報と薬理学的手法を組み
合わせることで、今までブラックボックスであったバキュロウイルスの巧みな宿主制御戦略
も解明できるようになった（図 2）
。本発表では、こういったカイコ、およびウイルスのゲノ
ム情報を利用したバキュロウイルスの宿主制御機構の研究例に関して紹介する。
2. バキュロウイルスがコードする宿主ホモログの網羅的同定
カ イ コ と カ イ コ 特 異 的 に 感 染 す る カ イ コ 核 多 角 体 病 ウ イ ル ス （ Bombyx mori
nucleopolyhedrovirus: BmNPV）のゲノム情報を利用した解析により、BmNPV の推定遺伝子 136
のうち 15（11%）が宿主ホモログであることが判明した（文献 6）。ジーンターゲティング法
による遺伝子欠損ウイルスの作成により、そのうちの 9 遺伝子は、ウイルスの複製に関与し
ないことが判明した。その中には、egt、iap、プロテインフォスファターゼ（ptp）、カテプ
シン、キチナーゼ、そして繊維芽細胞成長因子（vfgf）が含まれていた。他の機能が不明な
遺伝子もその欠損により、昆虫個体における病原性の低下がみとめられたことから、宿主ホ
モログの多くは宿主制御やウイルスの効率的感染に関わっていると考えられた。
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3. 宿主ホモログのウイルス感染における機能
(1) ptp
BmNPV に感染したカイコは、感染末期に徘徊行動（ワンダリング）が誘起され、しきりに歩
き回るようになる。遺伝子欠損 BmNPV を用いたスクリーニングにより、ptp 欠損 BmNPV に感
染したカイコが感染後期のワンダリングを起こさないことが明らかになっている（文献 7）。
また、興味深いことに、ptp と非常に相同性の高い遺伝子がカイコ cDNA ライブラリーから単
離された。この Bmptp-h というカイコ遺伝子は、ワンダリング時の翅原基 cDNA ライブラリー
由来のクローンであり、ワンダリング行動との関連に興味が持たれる。Bmptp-h 導入により

ptp 欠損 BmNPV 感染カイコのワンダリングが一部回復したことから、カイコとバキュロウイ
ルスの ptp が配列上だけではなく機能的にも類似していることが示された。ptp がどのよう
にして宿主昆虫の行動を制御しているか、そのメカニズムを明らかにできれば、微生物感染
時における宿主の異常行動の分子基盤を解明できるかもしれない。
(2)キチナーゼ
バキュロウイルスがコードするキチナーゼは、死亡後の宿主の外骨格（キチン質）の分解や
同じく死後溶解に関係するカテプシンの活性化に関わっている（文献 4, 8）。カイコゲノム
上には、バキュロウイルスのものと非常に相同性の高いキチナーゼ遺伝子 BmChi-h が存在す
る。このキチナーゼは、バキュロウイルスと同じくエキソ型の酵素であり、免疫染色の結果、
脱皮期のキチン質の分解に関与していると考えられた（文献 9）
。しかしながら、BmChi-h を
導入した組換えウイルスを作製し解析した結果、宿主溶解、アルカリ耐性、カテプシン活性
化などは、バキュロウイルスのキチナーゼ特異的な機能であることが明らかになった（文献
10）。以上の結果から、バキュロウイルスは進化の過程で宿主から遺伝子を獲得するだけでは
なく、自身のゲノム上に獲得後独自の機能を付加し、それによって宿主を巧みに制御してい
る可能性が示唆された。
(3) vfgf
繊維芽細胞成長因子（fibroblast growth factor: FGF）は、線虫からヒトまで保存された成
長因子の一つであり、細胞増殖、遊走、および分化に関与している。ヒトにおいては、現在
までに 22 種類の FGF が同定されており、そのうちの多くのものが細胞外に分泌され、細胞膜
上の受容体型チロシンキナーゼに結合することによって、細胞内シグナル伝達を引き起こす
ことにより生理活性を示すことが知られている。vfgf は鱗翅目昆虫に感染するバキュロウイ
ルスに保存された遺伝子であり、双翅目や膜翅目昆虫に感染するバキュロウイルスのゲノム
上には存在しない（文献 11）
。また、バキュロウイルス以外で fgf をコードするウイルスは
現在までに報告されていないことから、鱗翅目昆虫に効率的に感染するために必要な分子で
ある可能性が高い。分子系統樹によると、カイコやキイロショウジョウバエの Branchless な
ど昆虫の FGF と非常に近い関係にあることから、祖先型バキュロウイルスが、宿主昆虫から
fgf を獲得したものと考えられる（文献 6）。BmNPV の vFGF (BmFGF)は、N 末端に典型的なシ
グナル配列を持つ分泌タンパク質である。BmFGF は、感染細胞培地中、および感染幼虫体液
中に大量に分泌され、細胞膜上の宿主の FGF 受容体を介して、細胞のケモタキシス（走化性）
を誘導する（文献 12, 13）
。欠損ウイルスを用いた研究から、vfgf が幼虫の血球間における
ウイルス感染効率を高める働きをしていることが示されている（文献 14, 15）。以上のこと
から、vFGF は、宿主の FGF シグナルカスケードをハイジャックすることによって、ウイルス
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の昆虫個体における感染効率を向上させていると考えられる。
4. バキュロウイルス感染に必要な宿主遺伝子の同定：カイコゲノム情報を用いた薬理学的ア
プローチ
私のグループは、バキュロウイルス感染に必要な宿主遺伝子を、カイコゲノム情報と薬理学
的手法を用いて同定するスクリーニング系を確立している。その概要を図 2 に示す。まず、
哺乳類や他生物で薬理学的特徴がはっきりしている低分子化合物のウイルス増殖、および多
角体産生における影響を調査する。その結果、何らかの影響があった化合物を選択し、その
ターゲット遺伝子のカイコホモログを、ゲノム情報を利用してクローニングする。最後に、
培養細胞における RNA 干渉法により、その遺伝子が本当にウイルス感染に重要であるかを検
討する、という流れである。現在までに、約 50 程度の典型的なシグナル分子の阻害剤につい
て実験を行い、10 遺伝子以上の候補分子を同定している。例えば、MAP キナーゼの阻害剤に
関しては、U0126 と SP600125 がウイルス増殖を有意に押さえることが判明した。実際、これ
らのターゲット分子である ERK と JNK は、ウイルス感染時に活性化（リン酸化）されており、
RNA 干渉によるノックダウンによってウイルスの増殖は顕著に抑えられた（文献 16）。このス
クリーニング系を利用すれば、ウイルス増殖に重要な役割をする宿主遺伝子を同定し、ウイ
ルスの宿主制御戦略を解明できるかもしれない。
5. おわりに
ウイルスの宿主制御機構の解明は、ウイルス研究において最も需要な命題である。カイコ、
およびバキュロウイルスのゲノム情報を利用して、バキュロウイルスの宿主ホモログが網羅
的に同定され、それらを用いた巧みな宿主制御も明らかになった。一方、低分子化合物を利
用することで、ウイルス感染に必要な宿主遺伝子も同定できるようになった。このような研
究の深化により、ウイルスと宿主のせめぎ合いの進化的側面をシグナル伝達という分子レベ
ルで垣間みることが可能になると期待している。また、ウイルスの宿主制御戦略を利用する
ことで、新たな害虫管理技術が創成できないかと日々考えている。
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害虫によるウイルス媒介メカニズムの解明とゲノム研究
（独）農業生物資源研究所
昆虫・微生物相互作用研究ユニット
中島信彦
媒介昆虫と植物ウイルス
約 700 種とされる既知の植物ウイルスのうち、75%以上は昆虫により媒介される（Hogenhout
et al., 2008）。植物病原ウイルスを媒介する代表的な昆虫として、アブラムシ・コナジラミ・
アザミウマ・ウンカ・ヨコバイ類が知られている。これらの昆虫によるウイルスの伝搬様式
は獲得した昆虫がどれくらいの期間にわたりウイルスを媒介できるかという観点から、非永
続性伝染と永続性伝染に分けられる（福士, 1986; 平井ら, 1988）。非永続性伝染では、口針
に付着したウイルスが伝播し、獲得吸汁した昆虫の媒介能力は数時間で失われる（口針型）。
永続性伝染を起こすウイルスは媒介虫体内で増殖し、一度獲得したウイルスは生涯にわたり
保持・媒介される（増殖型）
。それらの中間型として、汁液と共に昆虫体内に取り込まれたウ
イルスが中腸から血体腔などを通じて唾液腺に移行してウイルスを伝播するがウイルス自体
は昆虫体内で増殖しないもの(循環型)もあり、ウイルスの種類により媒介昆虫との相互関係
の度合いが異なる。吸汁性ではない甲虫類や菌類・ダニ類によるウイルス媒介例も知られて
いるが吸汁性昆虫の場合と比較すると数は少ない。
発病した植物のウイルス病害の進展を止める抗ウイルス薬剤は開発されておらず、一端発
生した場合には蔓延阻止のために発病固体を抜き去る、埋める、焼却するなどの対策をとら
ねばならない。そのため、あらかじめ媒介昆虫を植物に接触させないために媒介昆虫の行動
解析や、それに基づいた防虫ネットや光反射シートの施用、トラップ設置、殺虫剤散布など
を行なうために多大な努力が払われている(本多, 2005; 大村, 2006; 奈尾, 2006; 奥田,
2006; 櫻井, 2006; 真壁, 2006)。ウイルスや害虫に対する耐病性・耐虫性品種の育成も行な
われており、害虫の根絶ではなく、さまざまな方法を駆使して経済的な被害が生じない程度
に害虫密度を抑制して環境負荷をなるべく小さくするという総合防除（ＩＰＭ）が害虫管理
の基本とされている。ただし、ウイルス媒介虫の場合は、僅かな吸汁でも媒介されるウイル
ス病の被害が大きくなるため、許容可能な密度水準が低いと考えられ、ウイルス伝搬を阻止
する根本的な解決方法の開発が望まれる。媒介昆虫の体内で交わされるウイルスと昆虫組
織・細胞との間の相互作用を解明し、その作用を阻害するような方法を見つけるためには、
微小な媒介昆虫体内のタンパク質や遺伝子の同定が必須であり、これら媒介昆虫のゲノム研
究の進展が必要である。
植物ウイルス媒介昆虫のゲノム解析の現状
農業関係の昆虫においてもゲノム解析や EST 解析が行なわれるようになり、得られた情報
をウイルス媒介昆虫の摂食行動や増殖、あるいは関連微生物との相互関係が構築される分子
的基盤などの解明に役立てようとする動きが盛んになり、今後、昆虫のウイルス媒介機能の
解明にも焦点が当てられるようになると考えられる。米国 NCBI のウェブサイトには、昆虫で
ゲノム解析が行なわれているものとして、2009 年 4 月 1 日の時点で 51 種が掲載されている。
その内訳はショウジョウバエ類が 24 種類、医学関連の吸血昆虫等が 15 種類、農業関係を含
めたその他昆虫が 12 種類である。これらのうち、医学関連の病原体の媒介昆虫では蚊類が 6
件とそれ以外の吸血昆虫類が 9 件（計 15 件）掲載されているのに対し、農業関連では、エン
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ド ウ ヒ ゲ ナ ガ ア ブ ラ ム シ (Acyrthosiphon pisum), ミ カ ン ク ロ ア ブ ラ ム シ (Toxoptera

citricida)タバココナジラミ(Bemisia tabaci)、ミカンキジラミ(Diaphorina citri)の 4 種
類である。NCBI に掲載されていなくても EST 解析がモモアカアブラムシ（Ramsey et al., 2007）
やヨコバイの一種である sharpshooter（Coudron et al., 2007）、トビイロウンカ（Noda et
al., 2008）で行われている例もあり、媒介昆虫ゲノム解析を防除手段開発につなげるための
取り組みは増している。
ゲノム解析と連動した研究例
2006 年 10 月に媒介昆虫に関するゲノム解析についてまとめられている（津田・中島, 2006）
ため、以後の進展を中心に将来のウイルス媒介阻止に関係してくる可能性があると思われる
研究例をまとめる。網羅できるわけではないが、最近２～３年間に論文発表された内容につ
いて引用文献も記しておくので適宜参照いただきたい。
１． 蚊、ショウジョウバエを材料としたもの
ゲノム解析やその応用研究は医学・理学系の研究材料で先行する傾向にあるため、蚊・シ
ョウジョウバエを使用した研究例も紹介する。マラリアを媒介するハマダラカ（Anopheles
gambiae ）に続き、黄熱病ウイルス・デング熱ウイルスを媒介するネッタイシマカ(Aedes
aegypti)のゲノム配列が報告されている（Nene et al., 2007）。蚊同士の比較ゲノムに興味
がもたれているようであるが、今後、ウイルス媒介に関する解析も盛んになってくるであろ
う。
ネッタイシマカにおいて、アルファウイルス感染により誘導される小分子 RNA が蚊の生存
率に好影響を与えていることが報告され、ウイルスを保毒した媒介昆虫がウイルス感染によ
る悪影響から免れて程々にウイルス濃度を保つ機構の解明につながる可能性が示唆されてい
る（Myles et al., 2008）
。
あるボルバキア系統に感染した宿主昆虫の寿命が半減することに着目し、ネッタイシマカ
に細胞質不和合性をおこすショウジョウバエ由来のボルバキアを感染させたところ、後代に
も細胞質不和合性と短寿命が引き継がれた（McMeniman et al., 2009）。ウイルス媒介に重要
な役割を担う寿命の長い感染昆虫個体を抑圧し、衛生・農業害虫に応用できる可能性が示唆
されている。

Aedes aegypti のペプチドホルモンの一種(Trypsin modulated oostatic factor、卵形成
阻害や幼虫の節食行動にも関与する)をタバコモザイクウイルス外被タンパク質表層部分に
組み込み、摂食した昆虫の成育を阻害する試みがなされている（Borovsky et al., 2006）。
組換えウイルス表層に提示されるタンパク性物質の殺虫活性を利用する試みであり、短期間
での組換えウイルス生産が可能な点や感染植物ごとすりつぶして野外散布にも使えそうな点
は斬新である。
ショウジョウバエのハイスループット RNAi スクリーニング法を応用してインフルエンザウ
イルスの複製に重要な宿主遺伝子のスクリーニングが行なわれた（Hao et al., 2008）
。同定
されたハエの遺伝子に相同なヒト遺伝子の発現を siRNA で阻害したところ、培養細胞でイン
フルエンザウイルスの複製が抑制され、ワクシニアウイルスや水疱性口内炎ウイルスの複製
には影響が見られないことが確認されており、新しい抗ウイルス剤の発見に繋がるものと期
待されている。本来ならば昆虫に感染しないインフルエンザウイルスのエンベロープタンパ
ク質を感染可能なウイルスのものに置き換えたキメラウイルスを作成して行なわれた実験で
あるが、媒介昆虫についても充実した EST ライブラリや cDNA ライブラリが利用できる状態に
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なれば、ウイルス増殖可能な培養細胞が得られていない状況においても応用可能な研究手法
であろう。
ショウジョウバエでは RNA ウイルス感染に対する防御システムとして RNA 干渉に関わる
Dicer-2 が関与することが知られている（Galiana-Arnoux, et al., 2006）。最近、脂肪体に
おいてウイルス感染（FHV や DCV）誘導性の反応が起きていることを示す結果が得られており、
約 18 kDa のタンパク質が関与することが判明しているが、このタンパク質の実際の機能につ
いては今後の課題である（Deddouche et al., 2008）
。また、ショウジョウバエに感染する様々
なウイルスが引き起す宿主の免疫反応を解析したところ、ウイルスのグループによって宿主
に起こす反応が異なり、昆虫もウイルスに対して様々な防御体制を持つと考えられている
(Huszar and Imler, 2008)。
ボルバキアに感染したショウジョウバエでは非感染のものに比べて DNA ウイルスへの抵抗
性に違いは認められないが、RNA ウイルスへの抵抗性が顕著に増進することが複数の研究室
から報告されている（Hedges et al., 2008; Teixeira et al., 2008）。昆虫の RNA ウイルス
への抵抗性機構の中に他の微生物に感染して誘導されてくる未知の因子があることを示唆し
ていると考えられる。
ショウジョウバエで得られているデータは、本来の宿主ではなくとも感染してしまうよう
な広範囲の宿主を持つウイルスで得られたデータが多く、宿主特異性が高い昆虫増殖性のウ
イルスや、口針接触で媒介されるウイルスには直接適応できない場合もあろうが、ウイルス
媒介昆虫の中にもボルバキアに感染する種が多く報告されており、複数の寄生体が引き起す
宿主昆虫の反応がウイルス媒介にどのような影響を与えているのかなど、新たな疑問を提示
している。
２．農業関係のウイルス媒介昆虫を対象としたもの
エンドウヒゲナガアブラムシのゲノム解析が進行している。アブラムシの有効な形質転換
系は確立されていないものの RNAi が有効であり、その効果は唾液腺においても確認されてい
る（Mutti et al., 2006; 2008）。
カリフラワーモザイクウイルスのビリオンを吸着させるタンパク質が口針先端部分内側の
クチクラに半埋没していることが示されている(Uzest et al., 2007)。ビリオンの吸・脱着
を制御する因子は何か、それは植物汁液や昆虫唾液に由来するのかなど多くの新しい疑問を
提示している（Hohn, 2007）
。しかしそのタンパク質分子本体は不明であり、極微量しか存在
しないタンパク質分子の同定のためには遺伝子側からの解析手法が必須であろう。エンドウ
ヒゲナガアブラムシをはじめとするアブラムシ類のゲノム解析の進展が期待され
（Jaubert-Possamai et al., 2007; Gauthier et al., 2007; Tagu et al., 2008）、タンパ
ク質分子が同定されその構造が判明すれば、相互作用を阻害するような薬剤候補の選抜も可
能になるかもしれない。
ルテオウイルスを媒介するムギミドリアブラムシではオオムギ黄萎病ウイルスの媒介能力
に対するバイオタイプが存在し、複数の遺伝子が関与していることが示唆されている
(Burrows et al., 2007)。昆虫のバイオタイプによってウイルス媒介能力に違いがあること
は以前から知られており、ヨコバイが媒介するジェミニウイルスの媒介能が性染色体上の優
性遺伝子に連関することやネッタイシマカのデングウイルス媒介能が QTL に依存することは
知られているが、媒介能を制御する遺伝子の同定は困難を極めている。
タバココナジラミの体内に共生する細菌が分泌するタンパク質（GroEL）が植物ウイルスの
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虫体内移動にかかわると示唆されていた。トマト篩管で GroEL タンパク質を発現させたとこ
ろ、トマト黄化葉巻ウイルスに抵抗性が付与された（Akad et al., 2007）。さらに、タバコ
では GroEL に結合するとされていた複数の属にわたるウイルスの植物体内での増殖が抑制さ
れる効果が認められており、媒介昆虫体内でウイルスと相互作用を持つ物質が抵抗性植物育
成の素材になりうることを示している（Edelbaum et al., 2009）
。
ルテオウイルスを循環型で媒介するムギミドリアブラムシ（Schizaphis graminum）に媒介
能力が異なる系統が得られており、これらの媒介能力の遺伝様式を交配実験で調べたところ、
相加的に作用する複数の因子が関与すること、また、消化管と唾液腺では異なる因子が作用
することが報告されている（Burrows et al., 2006）
。
ウイルス媒介能に差があるムギミドリアブラムシ（Schizaphis graminum）系統間での虫体
タンパク質の二次元電気泳動解析が行なわれ、両系統で差がありかつウイルス粒子
（Polerovirus, Luteoviridae）と共沈した４種類のアブラムシ由来タンパク質が発見されて
いる。そのうちの２種類は機能を推定できない新規タンパク質であり、２種類はいずれも小
胞体の働きにかかわるとされるものであった。モモアカアブラムシの GroEL タンパク質が同
じくルテオウイルスであるジャガイモ葉巻きウイルスのアブラムシ虫体内移動にかかわると
示唆されているが、ムギミドリアブラムシの場合はウイルス粒子に結合するタンパク質とし
ては血液成分のものは検出されていない（Yang et al., 2008）
。
エンドウヒゲナガアブラムシ、ワタアブラムシ、モモアカアブラムシ、ミカンクロアブラ
ムシの EST 解析データからペプチドホルモンの一括検索がなされ、生理活性ペプチド利用に
よるアブラムシ対策に先鞭をつけようとしている（Christie, 2008）
。
一般には昆虫が媒介するウイルスは中腸から血体腔にウイルスが進入して唾液腺に到達す
ると考えられており、実際に循環型で媒介さ れるウイルスがヨコバイの中腸（filter
chamber）に蓄積して膜構造物に取り込まれている像も確認されている（Ammar et al., 2009）。
ところが、脊椎動物に感染するラブドウイルスが神経向性を示すのと同様に、トウモロコシ
モザイクウイルス(ラブドウイルス科)の媒介昆虫であるトウモロコシウンカ（ Peregrinus

maidis）体内では、ウンカの神経系を伝わってウイルスが唾液腺に到達する模様が観察され
ている（Ammer and Hogenhout, 2008; Ammar et al., 2009）。動物ウイルスの分類群に応じ
た組織指向性が昆虫ウイルスにも存在するようである。
現時点ではゲノム研究とは直接関わらない研究例のほうが多いが、昆虫体内でのウイルス
挙動の解明は、遺伝子側からの解析対象とすべき器官やタンパク質分子種の絞り込みにつな
がるため、重要である。
おわりに
気候変動により南方由来の昆虫の棲息域が北上しつつあることが実際に確認されており
（湯川・桐谷, 2008）
、昆虫媒介によるウイルス病対策の重要性は増すと思われる。医学分野
以外では抗ウイルス剤の開発もままならない状況であり、ウイルス媒介昆虫のゲノム解析か
らもたらされる成果が実際の IPM プロトコルの中に組込まれるまでの道のりはまだ遠いが、
解析手法の技術的な進展速度をこの分野にも取り込む努力が求められる。昆虫がウイルスを
媒介する機能そのものが解明途上にあるために基礎科学上の疑問解明と共に、必ずしも殺虫
作用を伴わないウイルス媒介阻止剤や、新たな耐ウイルス性育種の素材につなげる研究視点
も重要である。具体的な被害総額は算出されていなくとも、虫媒ウイルス防除の目的で施用
されている防除資材への経費などを考慮すると、昆虫媒介性ウイルスが相当額の損失を招い
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ているに違いない。手詰まりとならないように、新しい防除法の開発が可能となるよう研究
シーズを集積せねばならない。
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細胞内共生微生物による害虫防除とゲノム研究
田上 陽介
（静岡大学 農学部）
I.

はじめに
昆虫は、体の小ささ、飛行能力、変態による休眠や多様な食性などの特徴により広く地球
上で繁栄している生物である。そして、微生物も含め他の多くの生物と複雑な相互関係を築
いている。微生物にとって、比較的安定した環境である昆虫の体内や細胞内も重要なニッチ
となる。したがって、昆虫の体内や細胞内には数多くの微生物が生息する。細胞内に微生物
が共生した場合、昆虫と微生物間には複雑な相互作用が生じる。そのため、昆虫が新しいま
とまった生物機能を獲得し、新たな生態的地位へ進出・繁栄することが可能となる。このこ
とから昆虫が広く繁栄している一因は細胞内共生微生物にあると捉えることもできる。
細胞内共生微生物は、宿主の細胞内で生活する。その特性により、宿主の栄養を補うなど
宿主昆虫の「生存」に密接な関わりを持つ場合もある。また、細胞内共生微生物の多くはミ
トコンドリアや葉緑体の一般的な遺伝様式と同様に細胞質遺伝（母性遺伝）し、一方、宿主
昆虫の核遺伝子は雌雄から等しく伝わるメンデル遺伝をする。このような細胞内共生微生物
と宿主昆虫との遺伝様式の違いが適応戦略の違いとなり、細胞内共生微生物は宿主昆虫の「生

殖」を制御することで自身の適応度を高めている。
害虫防除技術には現在様々な手法が開発されている。特に生物を利用した防除法として遺
伝的防除（不妊虫放飼など）や生物的防除（生物農薬）などがある。これらの技術は、不妊
虫放飼では雄を不妊化する技術、生物農薬の導入では天敵の大量増殖を行う技術が必要とな
る。いずれの方法も昆虫の「生存と生殖」が鍵となっている。したがって、昆虫の「生存と
生殖」に関わる細胞内共生微生物に関する研究は、新しい防除技術開発の可能性を秘めてい
るといえる。
分子生物学の進展により、新たな共生微生物の発見のみならず共生微生物の全ゲノム解読
を非常に短期間で行うことが出来るようになった。細胞内共生微生物に関する研究は、細胞
内共生微生物の様々な特性を活かし直接害虫防除に利用する技術を開発するだけでなく、共
生微生物や宿主昆虫のゲノム解析やゲノム発現解析が進むことで、より効率的な防除技術の
開発が期待される分野でもある。
本稿では昆虫の細胞内共生微生物とその特徴について紹介するとともに、細胞内共生微生
物を利用しどのような害虫防除技術の開発が行われているのか、また、ゲノム研究からどの
ような技術を今後開発出来る可能性があるのかについて述べる。
II. 細胞内共生微生物
昆虫の共生微生物を生息場所から区分すると、体内（特に腸内）に共生している微生物と
細胞内に共生している微生物に分けられる。また細胞内共生微生物は、特殊な体細胞（菌細
胞）のみに感染している微生物と、宿主のほとんどの細胞内に見られる微生物に分けられる。
特に菌細胞にのみ見られる共生微生物は宿主の生存・発育に必須となっていることが多い。
これら共生微生物の中で特に多くの昆虫に感染が確認されているのが細胞内共生微生物の
ウォルバキアであり、76%もの種が感染しているという報告もある（Jeyaprakash & Hoy, 2000）。
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地域によって違いはあるものの日本国内の鱗翅目でも 44%以上の種に感染していることが明
らかとなっていることから（Tagami & Miura, 2004）、約半数の昆虫種にはウォルバキアが感
染していると考えられる。また、ウォルバキア以外にも多くの昆虫に感染している共生微生
物が近年明らかにされつつあり、およそ 50 の共生微生物が見つかっている（Hyspa & Novakova,
2008）。
III. 共生微生物と宿主昆虫との関係
ウンカの酵母様微生物やアブラムシのブフネラは宿主に必要な栄養を生産し与えており、
そのような共生微生物（主に菌細胞に見られる微生物）は宿主の生存に必須といえる。それ
に対して、ウォルバキアは様々な昆虫に感染し、それぞれが多様な系統に分けられ、宿主に
とって必須であったり、寄生的であったりとその影響も様々である。害虫防除の観点から特
に注目されているのはウォルバキアによる宿主の生殖操作であり、本稿では産雌性単為生殖
化と細胞質不和合について説明する。
ウォルバキアによる産雌性単為生殖化（図 1 の右側）とは、単為生殖（産雄性単為生殖：
図 1 の左側）を行うハチ、ダニやアザミウマ等で知られている現象である。通常、未交尾で
は雄を産むはずの雌が、感染することで未交尾のまま雌を産み、雌のみで世代交代を繰り返
すようになる。ウォルバキアによって産雌性単為生殖化が誘導された種は 53 種知られている
（田上 & 三浦,

2008）。

図 1 産雄性単為生殖と産雌性単為生殖
ウォルバキアによる細胞質不和合（一方向性細胞質不和合）とは、感染雄と非感染雌の交
配では、子孫が発育途中に死んでしまう現象を指す（表 1）。この場合、感染雌の子はどの組
み合わせでも死亡しないため、感染個体が地域に広まると考えられる。実際そのような例が
ショウジョウバエやウンカなどいくつかの昆虫種で確認されている（Turelli & Hoffmann,
1991, Hoshizaki & Shimada, 1995）。
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表 1 一方向性細胞質不和合
感染♂

非感染♂

感染♀

○

○

非感染♀

×

○

は子孫が感染する組み合わせ
○は生存，×は死亡を示す
ウォルバキアが宿主に与える影響には、ほかにも感染によって死亡率が高くなる現象や成
虫の生存日数が短くなる現象など（Tagami et al., 2001, Min & Benzer, 1997）、宿主にと
って明らかに負の影響が出る場合も知られている。
IV.

細胞内共生微生物の害虫防除への応用

細胞内共生微生物は宿主昆虫間と様々な相互作用を持つことから、これらの相互作用を利
活用することで害虫を防除する事が可能となる。本稿では細胞内共生微生物を利用した害虫
防除に関する研究例と、今後開発が期待される項目について挙げる。
1. 産雌性単為生殖化の利用
天敵寄生蜂は生物的防除において重要な位置を占めている。細胞内共生微生物により産雌
性単為生殖化した天敵寄生蜂を生物的防除に利用することで様々な利点がある。まず天敵を
大量増殖する場合、理論的には増殖効率が 2 倍となる（図 1）。さらに交配により能力に劣る
系統に置き換わる可能性が減少し、近親交配の影響も考慮する必要がなくなる 。また天敵と
して放飼した場合、実際に害虫を退治してくれるのはほとんど雌であるため、防除効果も上
がる。
有望な天敵寄生蜂への産雌性単為生殖化を引き起こすウォルバキアの移植はいくつかの機
関で行われている。その結果、感染し継代させることや、産雌性単為生殖化させることには
成功しているが、産雌性単為生殖化した系統の維持には至っていない。この原因として寄生
蜂の複雑な性決定メカニズムや、天敵寄生蜂と細胞内共生微生物間の複雑相互作用が影響し
ていると考えられる。産雌性単為生殖化の分子メカニズムを解明することで、効率的な産雌
性単為生殖系統の開発が期待できるだろう。
2.

宿主の生存日数を減少させるウォルバキアの利用

2009 年 McMeniman らは、ショウジョウバエの成虫寿命を短くするウォルバキア（wMelPop）
を、デングウイルスを媒介するネッタイシマカに移植することに成功した。通常、ウォルバ
キアの移植は系統的に近い宿主間で行われるため、この試験では蚊の培養細胞に wMelPop を
感染させ、3 年間維持後移植に用いられた。
多くの病原体には潜伏期間が必要であるため、この研究で wMelPop に感染させることで成
虫寿命が短くなり、ヒトへのウイルス媒介を抑えることが可能となる。また、細胞質不和合
性を利用することで wMelPop 系統を野外に広めることが可能となる。まだ実用化には至って
ないが、この技術は植物病原ウイルスを媒介する昆虫に応用することで同様な効果が期待で
きるかもしれない。
3.

細胞質不和合の利用
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不妊虫放飼法は日本では南西諸島で行われている、不妊雄の放飼によって子孫を減らし、
害虫を防除する方法である。ウォルバキアによる細胞質不和合では、感染雄が不妊雄と同等
の働きをすることとなる。Zabalou ら（2004）は、ウォルバキアを移植し細胞質不和合性を
持つチチュウカイミバエを作出した。さらに室内試験ではあるが、感染雄を大量に放飼する
ことで個体群密度の抑制に有効であることを確認している。
アメリカでは施設栽培のキクにおいてマメハモグリバエの不妊虫を用いた防除が考えられ
ており、マメハモグリバエでは一部の系統から細胞質不和合を引き起こすウォルバキアに感
染していることが明らかになっていることから（Tagami et al., 2006）、施設内での感染虫
の放飼は害虫防除に効果的かもしれない。
4. 抗生物質殺菌剤の利用
これまで紹介してきた方法は細胞内共生微生物を活用する方法であるが、細胞内共生微生
物を抗生物質により取り除くことで害虫を防除する方法も考えられている（田上ら、未発表）。
植物病原微生物の防除手段として抗生物質殺菌剤が利用されているが、抗生物質殺菌剤は
ウォルバキアの除去も可能であることが確かめられている。例えばアザミウマ害虫には、ウ
ォルバキアに感染し産雌性単為生殖化している種がある。このアザミウマが寄生する植物に
市販の抗生物質殺菌剤を通常の濃度で散布すると、1 週間程度後から産まれる子孫はすべて
雄となる（田上ら、未発表）
。雄は子孫を残さないため、害虫数の減少に結びつく。ただし、
室内でのケージ試験では害虫数の減少には至っていない。また、市販の天敵寄生蜂や在来天
敵には共生微生物により産雌性単為生殖化している種もあり、抗生物質殺菌剤の散布は天敵
の効力低下に結びつく可能性があり、注意が必要となる。
5. 耐性の利用
昆虫にも数々の病原体があり、BT 剤や昆虫病原糸状菌製剤のような生物農薬も開発されて
いる。Hedges ら（2008）は、ウォルバキアに感染することでいくつかの致死性ウイルスに対
する耐性が増すことをショウジョウバエの一種で明らかにしている。この共生微生物の影響
を応用することで、例えば天敵にウイルス耐性に関わるウォルバキアを感染させることで耐
性が高く使いやすい天敵を作出したり、昆虫病原ウイルスと天敵の同時利用を可能にしたり
することができると考えられる。
このように様々な形で細胞内共生微生物を利用した技術開発が可能ではあるが、現状では
思い通りにいかないことも多い。この原因には細胞内共生微生物による宿主操作のメカニズ
ムが明らかになっておらず、試行錯誤に頼らざるを得ないためと考えられる。
V.

細胞内共生微生物のゲノム研究
細胞内共生微生物と宿主昆虫における相互作用のメカニズムを明らかにする上で、細胞内

共生微生物のゲノム解析は重要である。近年、技術の進歩により微生物の全ゲノムを短期間
で明らかにすることが可能となっている。昆虫の細胞内共生微生物も、その宿主との相互作
用が注目されていることからいくつかの種や系統で全ゲノム解析が進められている。それら
の成果によりいくつかの遺伝子の重要性が示唆されている。
ウォルバキアのゲノムには多くの ankyrin ドメインがある。ankyrin リピートを持つタン
パク質は細胞周期調節に関わっていることから、細胞周期調節のズレによって生じていると
考えられる細胞質不和合などの宿主操作に関わっていることが示唆されており、研究が進め
られている（Iturbe-Ormaetxe et al., 2005）。また、細菌からタンパク質を分泌するシステ
ムであるタイプ IV 分泌システムをコードするオペロンがウォルバキアには存在することが
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知られており、宿主と共生微生物の相互作用を明らかにする上で注目されている（Wu et al.,
2004; Foster et al., 2005）。
細胞内共生微生物のバクテリオファージにも注目が集まっている。ウォルバキアには多数
のプロファージ遺伝子があり、ファージがウォルバキアの密度調節など宿主との関係に関わ
っていることが示唆されている（Wu et al., 2004）
。
細胞内共生微生物の種間ゲノム比較も重要である。全ゲノム解析が進行中であるカルディ
ニウムは、系統的には異なるウォルバキアと同様の宿主操作を行う。これら微生物のゲノム
を比較することで宿主操作のメカニズム解明に寄与できると考えられる。
今後さらなる細胞内共生微生物のゲノム解析、宿主昆虫のゲノム解析や昆虫細胞内での培
養を利用した in vitro な研究が進むことで、生理活性物質や有用遺伝子を活用した害虫防除
法の開発、性質を改変した害虫や天敵を用いることで、害虫防除に様々な応用が可能となる
だろう。
VI.

まとめ

本稿ではウォルバキアによる生殖操作を中心に取り上げたが、他にも多くの細胞内共生微
生物が存在し、それらは宿主の栄養生理・代謝・生態など様々な面に関わっている。これら
細胞内共生微生物の働きに関するゲノム解析も含めた多面的な研究の進展は、斬新な害虫防
除技術の開発につながる可能性を秘めていると考えられる。
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遺伝子組換えを利用した害虫防除
独立行政法人 農業生物資源研究所
畠 山

正 統

昆虫における遺伝子組換えは、1982 年に P 因子というトランスポゾンを用いてキイロショ
ウジョウバエではじめて成功して以来、様々な昆虫で試みられ、今日では４つの昆虫目の 20
以上の種で、遺伝子組換え技術が確立されている。キイロショウジョウバエでの遺伝子組換
えは主として、遺伝的バックグラウンドの豊富なこのモデル昆虫の遺伝子機能解析の道具と
して使われてきたものであるが、それ以外の昆虫では、農業害虫や病原媒介性の昆虫を遺伝
的に改変して無害化するという応用も目的として開発されてきた。さらに、近年の昆虫ゲノ
ム解析による遺伝情報の蓄積によって、遺伝的改変に利用できる導入遺伝子候補の探索が容
易になりつつある。ここでは、昆虫の遺伝子組換えの現状、遺伝的防除への利用を目指した
技術開発、実用に向けた国外での動向を紹介する。
遺伝子組換え法
昆虫での遺伝子組換え技術の進展は、高等なハエ目昆虫にしか適用できなかった P 因子と
は別の、Minos、Hermes、piggyBac、mariner などのトランスポゾンをベクターとして開発し
たことによるところが大きい。なかでもイラクサキンウワバ（Trichoplusia ni）から単離さ
れた piggyBac をもとにしてつくられたベクターは種を越えて利用できることが知られてい
る。遺伝子導入のベクターに汎用される piggyBac トランスポゾンは、逆方向末端反復配列
（Inverted Terminal Repeat: ITR）の間に自身の転移を触媒する転移酵素遺伝子をもつ。遺
伝子組換えには、ITR の間に導入したい遺伝子と選抜のためのマーカー遺伝子を挿入したベ
クタープラスミドと、ITR を持たず転移酵素のみを供給するヘルパープラスミドを準備する。
これらを発生初期（細胞性胚盤葉になる前）の胚に顕微注入し、転移酵素を産出させると、
ベクタープラスミドの ITR に挟まれた DNA 領域が切り出され、ゲノム内の特定の配列に挿入
される。その子孫からマーカー遺伝子の発現を目印にして遺伝子組換え体を選抜する。遺伝
子組換えのマーカー遺伝子としては、緑色蛍光タンパク質（GFP）など、蛍光タンパク質遺伝
子が用いられている。
優性致死遺伝子の導入による不妊虫放飼法
不妊虫放飼法（Sterile Insect Technique: SIT）は、遺伝的手段による害虫防除としてそ
の有効性が証明された方法である。放射線照射により精子の染色体に損傷を与えて不妊化し
た大量の雄個体を野外に放出することで、特定の種を広範囲にわたって制御できる。しかし
ながら、放射線照射のための大規模な施設が必要である、誘発される不妊の原因が一様でな
い、不妊化虫の生存率や交尾競争力の低下などの問題点が指摘されている。このような問題
を克服できるものとして、放射線照射のかわりに遺伝子組換えを利用し、優性致死になる遺
伝子を導入した昆虫を利用する SIT が試みられはじめた。このような新しい SIT は、”Release
of Insects carrying a Dominant Lethal (RIDL)” とよばれている。遺伝子組換えによる不
妊や致死の誘発は、原因遺伝子が明らかで、ゲノム中の遺伝子挿入部位も特定できる。
優性致死を誘発する遺伝子としては、過剰発現させると細胞死に至る原癌遺伝子の ras 遺
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伝子、異所的に発現するとアポトーシスを誘導する head involution defective (hid) 遺伝
子などが利用できる。キイロショウジョウバエやチチュウカイミバエでは、このような遺伝
子を導入した個体を野生型の集団と交尾させ、特定の条件下、例えば胚発生の初期に発現す
る遺伝子のプロモーターと組合わせることで、効果的に子孫を「殺せる」ことが証明されて
いる。今後の昆虫ゲノム情報が蓄積されるにしたがって、優性致死遺伝子として利用できる
候補遺伝子の選択肢も増えると期待される。
導入遺伝子の発現制御
優性致死遺伝子を導入した個体を SIT に用いる場合には、野外放飼に先立って、優性致死
遺伝子を導入した個体をあらかじめ室内で増殖する必要がある。当然ながら、その過程で致
死遺伝子を発現させるわけにいかない。したがって、導入遺伝子が特定の条件でのみ発現す
るように制御する必要が生じる。防除の対象となる昆虫では、残念ながら現時点では、発現
時期や発現場所の明らかな遺伝子のプロモーターは非常に少ない。そこで、プロモーターに
依存しなくても遺伝子発現調節が可能な制御システムが開発されている。そのひとつが、大
腸菌のテトラサイクリン耐性オペロンを利用した発現制御システム（Tet-Off）である。テト
ラサイクリン制御活性化因子（tTA）が、転写調節応答エレメント（TRE）に結合するとその
下流にある遺伝子の発現が誘導される。ところが、抗生物質のテトラサイクリンが存在する
と、tTA が TRE に結合できなくなるため遺伝子は発現しない。したがって、致死遺伝子をも
つ個体の増殖の際にはテトラサイクリンを含む飼料で飼育すればよい。このシステムは、ハ
エ目、チョウ目、およびハチ目のいくつかの種で機能する。また、チチュウカイミバエでは
過剰発現して蓄積した tTA には致死作用があることが示され、致死遺伝子のかわりに tTA を
TRE の下流に連結して自己制御させると、より簡単に優性致死を誘発できる。
農業害虫でも病原性媒介昆虫でも、多くの場合、害を及ぼすのは雌であり、必ずしもすべ
ての子孫を殺す必要はない。雌特異的致死遺伝子を用いる、あるいは tTA を雌特異的に発現
する遺伝子のプロモーターで制御するすると、RIDL による防除の対象を雌に限定できる。最
近では、性決定遺伝子の性特異的スプライシングで性が決定されるハエ目では、導入する致
死遺伝子の ORF 内に雌でのみ取り除かれるイントロン配列を挿入して、雌のみを致死にする
ようなシステムも開発された。生き残った雄は雌特異的な致死遺伝子をもっているので、次
の世代で再び不妊化個体としての役割を果たす。
遺伝子組換えによる新形質の付与
農業害虫の防除では、効果的に対象害虫を「殺す」ための RIDL が有効な手段だと考えられ
るが、病原性媒介昆虫の制御では、個体群が広範囲に分布することや個体の移動を考慮する
と、RIDL による集団数の抑制よりも、感染性や伝播能を抑制するほうが現実的で効果的であ
る。マラリア原虫は吸血した宿主のハマダラカの赤血球内で受精、増殖し、その後唾液腺に
移行する。このハマダラカがヒトなどの脊椎動物を刺すと、唾液腺からマラリア原虫がその
体内に注入されてマラリアを発症させる。そこで、赤血球を溶かす作用のあるレクチンの一
種をコードする遺伝子をハマダラカに遺伝子組換えで導入して中腸で発現させると、赤血球
が溶解されてハマダラカ体内でのマラリア原虫の増殖が阻害される。また、自然免疫機構に
関わるセクロピン遺伝子やディフェンシン遺伝子、あるいはマラリア原虫の唾液腺への移行
を妨げる効果のある遺伝子を導入すると、ハマダラカ体内でのマラリア原虫の生活環が阻害
される。このように、遺伝子組換えで導入した遺伝子の作用により、マラリア原虫の宿主で
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あるカの体内での増殖を阻害することで、結果としてマラリア伝播を抑止できる。
導入遺伝子のゲノム内での安定化
昆虫の遺伝子組換えに広く用いられるトランスポゾン由来のベクターは、転移酵素の触媒
活性によりゲノム中を転移する。したがって、遺伝子を組換えようとする昆虫が、ベクター
に用いたトランスポゾンに対する内在性の転移酵素、あるいは機能的によく似た酵素をもっ
ていれば、挿入された遺伝子がゲノム中から切り出されて脱落したり、再転移する危険性が
ある。したがって、昆虫の遺伝子組換では、導入された遺伝子の安定性が、最も懸念される
問題のひとつである。トランスポゾンベクターを利用して導入した遺伝子のゲノム内での安
定性を維持するために、転移酵素が認識する ITR 部分を含むトランスポゾン由来の DNA 配列
を完全に取除き、挿入遺伝子を不動化する技術も開発されている。
国外の動向と残された課題
このように実験室レベルの研究から、遺伝子組換え昆虫の遺伝的防除への利用は技術的に
は可能であると考えられる。国外では、これらの遺伝子組換え昆虫を放飼した場合の適応度
についての検証が、制限区域（隔離圃場やケージ）
、あるいは開放圃場をつかって試行されて
いる。チチュウカイミバエではケージ内での放飼実験から、優性致死遺伝子を導入した雄に
交尾競争力の低下は見られず、RIDL に利用できると報告されている。また、マラリアを媒介
するハマダラカや黄熱病を媒介するネッタイシマカでは、制限区域内での実験から、導入し
た遺伝子によって適応度に差が生じ、導入遺伝子をホモで持つ場合には適応度が低下すると
報告されている。一方、このような適応度の低下は、遺伝子組換え系統を増殖する際の近親
交配や、調査した個体数の少なさに起因するもので、これらの条件を排除すると適応度は低
下しないともいわれている。遺伝子組換えネッタイシマカについては、今後マレーシアで開
放圃場での放飼実験が計画されている。
いまのところ野外に放飼された遺伝子組換え昆虫の適応度、行動、周辺環境への影響につ
いて明確な回答が出ているわけではない。しかしながら、米国農務省（USDA）はアリゾナ州
の開放圃場で、３種の遺伝子組換えミバエと遺伝子組換えワタアカミムシガの大規模な放飼
実験を行ない、既存の放射線照射に代えて遺伝子組換えを SIT に利用することを提言してい
る。このように国外では遺伝子組換え昆虫を利用した害虫防除が実用化されそうな状況にな
っている。
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