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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、昨年に引き続き、今回 3 回目のシンポジウムを開催致します。
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中国における昆虫ゲノム研究の現状
(独）農業生物資源研究所

制御剤標的遺伝子研究ユニット
塩月 孝博

はじめに
昆虫のゲノム解読は、キイロショウジョウバエに始まり、ハエ目のネッタイシ
マカ、ガンビエハマダラカ、ハチ目のセイヨウミツバチ、甲虫目のコクヌストモ
ドキで、チョウ目の中ではカイコのゲノムが日本と中国の共力によって解読され
データベースが整備された 1) 。さらに2010年になり、ハチ目のキョウソヤドリコ
バチ、カメムシ目のエンドウヒゲナガアブラムシのゲノム解読完了が発表されて
いる。その中でカイコは、以前から非常に高いタンパク質生産能を持つことを利
用した有用物質の生産が試みられてきており、遺伝子組換え技術の確立によって、
さらにそのカイコゲノム情報に基づいた物質生産への応用が進められている。ま
た、チョウ目害虫防除のためにもカイコゲノム情報は有用である。このようにカ
イコゲノム解読は極めて波及効果の大きな業績であるものの、さらなる発展を見
据えた研究が必要となってきた。
その状況から、日中農業科学技術交流グループ会議に基づく「カイコおよび他
の昆虫におけるポストゲノム研究のあり方についての調査」が企画され、当研究
所の梶原英之博士とともに平成 22 年 1 月 5 日から 13 日に、考察団の一員として
派遣された。今後のポストゲノム研究、あるいはゲノム情報を利用した研究がい
かに中国で行われつつあるか、また、日本との国際共同研究は可能か、などの諸
問題について視察し、意見交換することを目的とした。その視察調査の概要につ
いて報告する。
昆虫ゲノム研究
中国において最も重要なカイコゲノムの研究拠点は、重慶にある西南大学のXia
教授のグループである。日中共同でカイコの全ゲノム構造決定を発表した際の中
国側の主体である。その際に使用した品種はp50の一系統であったが、すぐさま40
にも及ぶ品種のゲノム構造を追って決定し、Science 誌に論文発表した 2)。これに
は中国科学院深圳華大基因研究院が関係している。詳しいデータはまだ解析中だ
と思われるが、品種の成り立ちなど、バイオインフォマティクス的見地からもそ
の重要性が伺われる。Xia教授の研究グループは約20人を越える正規スタッフとポ
スドクがおり、さらに驚くべきことに、180人を越すマスターコースおよびドクタ
ーコースの院生を抱えているとのことだった。この規模は日本では小さな学部の
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学生数よりも多い。彼らが毎日実験を行うのを賄う研究費を十分に確保している
ことも驚きである。
さて中国におけるゲノム研究に多大な貢献をしているのは、中国科学院深圳華
大基因研究院である。深圳市は約30年前に経済特区として製造業を中心に発達し、
現在ではIT産業や証券取引においても発展している都市である。華大基因研究院
も工業団地の中にあった。12階建てのビルに職員は約800人で、支所を含めると
1000人程度の所員を抱え、現在もさらに増員中ということであった。何より、こ
この平均年齢は26才と、若く活気がある印象を受けた。研究所長は海外を飛び回
っているため会うことはできず、説明を受けた副部長は30才前後であった。800
人の職員のうち、生物学研究者は1/3程度しかおらず、あとの1/3はバイオインフ
ォマティクス、そして残りの1/3は全く生物とは関係ないコンピュータ科学者であ
った。このように各分野のエキスパートを擁して、高度に効率化かつ組織化され
運営されていた。ゲノム解析の部署では、次世代型シーケンサ30台が稼働中で、
新たに70台導入され100台規模になる計画で、世界最大級であることは間違いない。
40品種にのぼるカイコゲノム再解析の際、Xia教授の研究室とともに、この設備を
使って約8ヶ月で完了していた。この研究院では、ゲノムの配列決定のみに特化し
ており、cDNAのシークエンスすら行っていないとのことであった。マウスやヒ
トのゲノムは国際コンソーシアムとして組織的に解読されたが、その後はシーケ
ンサの発達により、実際には莫大な研究費を注ぎ込める中国の独擅場となってお
り、欧米においても論文数も少なくなっているのが現状である。この研究院にお
いて解読の対象としているのは、作物・家畜など産業関係が主で、カイコやミツ
バチは、ウシ、ブタなどと並び「経済動物」として位置づけられていた。また中
国らしく、ジャイアントパンダや牡蠣のゲノム配列の解析なども完了しており、
現在はコムギを解析中であるとのことだった。壁には完了した生物種のリストに
加え、今後の計画として1000生物種解読という壮大な目標が掲示され、所員全員
がその目標に向かって一日に約14時間は働いているとのことだった。医学分野で
は、アジア系を中心とする世界1000民族のヒトゲノム解析例や、ヒトの遺伝病、
あるいは出生前診断への応用研究も紹介されていた。この研究院におけるゲノム
解析を行う次の昆虫のターゲットを尋ねたところ、孤独相／集団相などの個体の
表現型が異なる相変異を持つバッタが予定されていると聞いた。
プロテオーム研究
昆虫分野でのプロテオーム研究では、中国では第一人者である浙江大学の
Zhong教授を、今回の視察調査で最初に訪問した。彼らのグループにおけるプロ
テオーム解析では、一般的な二次元電気泳動後のスポットのプロテアーゼ消化に
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よる内部アミノ酸配列の解析に加えて、ショットガン法による配列解析を行って
いる例を紹介していた 3) 。この方法により実際に各種組織のタンパク質の分析が
可能であった。本法の特徴としては、従来の二次元電気泳動で分けられたスポッ
トを分析するよりも、非常に能率良く分析を行うことができる点に特徴がある。
実際、SDSポリアクリルアミドゲル電気泳動によって泳動されたものをそのまま
6等分し、色々なタンパク質が混じったままトリプシン処理を行っていた。質量分
析には、大学内のナノテク研究センターに設置の最新装置であるナノフロー高速
液体クロマトグラフィーとオンラインで接続されたナノスプレータイプをインタ
ーフェイスとするイオントラップ・フーリエ変換型質量分析装置(LTQ-orbital)を
使って分析していた。従来の機種よりも100倍以上の感度と質量精度を持つため、
蛍光染色でしか検出できないものも分析することができる。高性能のため、学内
からの分析依頼が絶えず、常に順番待ちとのことであった。このナノテク研究セ
ンターには、分析機器が集められ、集中管理するとともに、専門のオペレーター
が置かれ、常に良好な状態で稼働できる状態に維持されることで他の研究者の効
率性・利便性を向上させていた。
遺伝子機能研究
広州市の華南師範大学では、昆虫の遺伝子機能解析を行っているFeng教授を訪
ねた。この研究室ではチョウ目の森林害虫と農業害虫を対象とし、主に昆虫の中
腸の研究を行っている。2008年には当大学で昆虫の中腸研究に関する国際シンポ
ジウムを開催している。害虫だけでなく、チョウ目昆虫のモデルとしてカイコも
用いており西南大学Xia教授とも共同研究を行っている。カナダの森林科学研究所
に在籍していた頃からの研究の延長として、中腸で特異的に発現している遺伝子
の機能と発現制御について精緻な解析を行っていた。特にタバコガ中腸を由来と
する4600ESTクローンを作製し、成果を上げていた 4)。
一方、上海近郊の鎮江市にある中国農業科学院蚕業研究所では、所員研究者が
行ったRNAi法による機能解析の紹介があった。一般に、チョウ目昆虫の幼虫期の
RNAiは、これまでにはほとんど成功例がないため、ここで実際に形態的変化まで
誘導できた素晴らしい結果で、論文発表されていた 5) 。ターゲットにした遺伝子
はアポトーシスに関与することが知られているプロテアーゼの一種のカテプシン
Dである。RNAi法によってその遺伝子の発現を抑制したところ、蛹へ変態せず、
幼虫に近い形態のまま保っている様子が観察された。実験方法は、約2ngの二重鎖
RNAを毎日、幼虫腹部への反復注射していた。注入量としては少ないが、毎日、
連続して注射することによって持続的なRNAiの効果を発揮できたのではないか
と推察される。
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上海植物生理生態研究所には、その中に大きな昆虫研究グループがあり、脂肪
体の研究や昆虫ホルモン研究者が、カイコゲノム情報を利用して遺伝子機能研究
を行っていた。
蚕糸研究
杭州市郊外にある浙江理工大学生命科学院は、元来、蚕糸研究を行う機関が 6
年前に浙江理工大学の内部組織となり、本地に移転したとのことであった。ここ
で行われていた中で特筆すべき研究は、カイコを使った有用物質の生産である。
数々の有用物質の生産を試みており、それらについてリストとして紹介していた。
その内いくつかについてはもう臨床検査に向かう段階のものもあった。日本とは
医薬品についての許認可制度が異なるためとはいえ、中国ではこれほどスムーズ
に早いスピードで臨床試験に進み医薬品の実用審査に向かっている現状は注目す
べきことである。その中でも興味深かったのは、カイコを用いた新型インフルエ
ンザ(H5N1)ワクチンの生産の試みである 6)。周知の通り、インフルエンザワクチ
ンは抗原となるウイルスの変異が激しく、一度作製したワクチンでも次の年には
効果を示さないことがある。実際に臨床に使用できるところまで達成するかどう
かは別として、この試みは非常にタイムリーであった。さらにこの研究では単純
にウイルス表面タンパク質を発現させるのではなく、fake-virus としてそのまま使
用する方法も模索していた。さらに、これらの有用物質を生産するための基本的
なベクターについても開発していた。それらのベクターに対象遺伝子さえ載せれ
ば、比較的スムーズに物資生産までたどりつけるシステムが確立されているよう
であった。加えて、ベンチャー企業との連携による実用化のための技術移転のプ
ロセスが整っている印象があった。
前述の鎮江市にある中国農業科学院蚕業研究所は、国直轄の唯一の蚕糸関係の
研究機関である。そのため独立した研究所を想定していたが、江蘇科学技術大学
に組み込まれた組織となっていた。この研究所では、カイコの遺伝資源保存を重
要な業務としており、国内で飼育されている主要なカイコ、および桑の品種の大
部分はこの研究所で育成されたものである。敷地内には大きな飼育施設や広大な
桑園を有し、夏季の3ヶ月には180人規模で雇用して一気に飼育を行っているとの
ことだった。中国においてもカイコ精子の凍結保存などは、まだ実用可能な状況
に至っていない。地方（省）などには、それぞれ蚕糸関係の研究機関があるが、
より現場に近い実際的な研究あるいは指導を行うのに対し、この研究所では各大
学と連携して、基礎的な研究を行っている。
杭州市にある華南農業大学ではカイコの形質転換技術の確立を目指しており、
その研究は端緒に着いたばかりであっても、その技術開発が開始されたことは確
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かである。華南という言葉が示す通り、中国の南部であり、亜熱帯に属すること
もあり、バングラデシュなどから留学生を受け入れて国際研究協力も行っていた。
農業害虫研究
今回の視察調査はポストゲノム研究関連で訪問先を設定していたため、農業害
虫関連の研究室訪問を予定していなかった。しかし、華南農業大学において、急
遽、学内の害虫研究者を訪問する機会が与えられた。広州市は中国南部であり、
水稲とバナナその他の亜熱帯性の作物を栽培しており、水稲ではコナガ、ニカメ
イガ、トビイロウンカが重要害虫ということだった。これまでの昆虫の分類を主
要な研究とした研究から、現在は害虫の生物防除や昆虫免疫学研究へとシフトし
ていた。
研究環境
今回の視察で第一に感じたことは、総じて中国の研究者が若く元気なことであ
った。その要因は二つあり、中国の人口構成中に若年層が多いことと、研究費が
莫大かつ重点配分されていることにあると思われた。若年層が多いということは
学生数も多く、若い研究者も多いことにつながっている。また、社会構成の中で
若者が多いため、それが経済活動を支え、景気の好循環につながっており、さら
にそれが、国家予算の増大と大きな研究費配分額の確保へと至っている。加えて
国家戦略として科学技術に投資する政策が取られ、いくつかの研究基金制度があ
り、その総額は毎年20～25％増加し、それに比例して研究者数も増加している。
ま た 海 外 で 学 位 を 取 得 し ポ ス ド ク 経 験 を 積 ん だ 研 究 者 が 戻 っ て き て 、 Key
Laboratoryとして重点的に予算が割り当てられ、大きな成果を上げている。海外、
特に欧米で訓練され、成果を上げているため、しっかりした計画と緻密な実験を
行い、深い考察を伴う論文化まで、欧米研究者に引けを取らない国際的に高いレ
ベルの研究へ至っている。そうした研究者に潤沢な予算と施設が与えられ、学生・
院生が集っているので、同じ土俵で勝負しようにもなかなか太刀打ちできない。
大学院終了後の若い研究者も海外でのポスドクが一般的になり、渡航先は欧米に
集中し、日本は見向きされなくなっている。
昆虫ゲノム研究関連では、産業としての蚕糸業の基盤があるので、ゲノム情報
や分子生物学の手法を取り入れた大きな勢いで研究が進んでいる。バキュロウイ
ルスによるインフルエンザワクチンなどの物質生産や、トランスジェニックカイ
コによる新機能シルクなど、新展開に弾みがついている。その状況において、中
国との共同研究や健全な競争をどう行うか、今後の大きな課題である。そのため
にも、研究者レベルでの地道な交流継続の必要性を強く感じた。
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比較ゲノムから見えてきた昆虫の神経ペプチド関連遺伝子群の特徴と
害虫防除への利用展望
(独）農業生物資源研究所制御剤標的遺伝子研究ユニット
田中

良明

はじめに
神経ペプチドは、発育や生殖、行動など昆虫の様々な生理現象に関与する重要
な制御因子である。近年は、様々な昆虫種においてゲノム情報を利用した神経ペ
プチドや受容体遺伝子の網羅的解析が行われるようになり、短期間でその昆虫が
持っている神経ペプチドのほぼ全種類がわかるようになってきた。また、ゲノム
解読以前は非常に困難であった受容体遺伝子の単離やリガンドの同定が飛躍的に
進み、受容体レベルで神経ペプチドの機能を解明することが可能になった。この
ように、昆虫の神経ペプチド研究はゲノム解読により近年めざましい進展をみせ
ている。しかし、ペプチドは体内で速やかに分解されてしまうことや経口・経皮
投与では効かないなどの問題があるため、現在まで農薬として実用化したものは
ない。本講演では、ゲノム解読から明らかになった各昆虫種における神経ペプチ
ドシグナルネットワークの特徴について紹介するとともに、神経ペプチド研究の
成果を今後害虫防除に応用できる可能性について考察する。
ゲノム情報から明らかになった昆虫神経ペプチド関連遺伝子の特徴
昆虫の神経ペプチド関連遺伝子の一般的な特徴としては、①脊椎動物の神経ペ
プチドとの相同性が低い昆虫独自のペプチドがある、②脊椎動物ではインシュリ
ン遺伝子は通常ゲノム当り１コピーの単一遺伝子族であるが、昆虫では複数、特
にカイコでは３０数コピー以上のボンビキシン遺伝子がクラスターを形成する多
重遺伝子族である(岩見、1998)、③脊椎動物の神経ペプチド受容体である G protein
coupled-receptor（ GPCR）遺伝子はイントロンがないが、昆虫ではほとんどの GPCR
遺伝子にイントロンがある、④甲殻類で種類が豊富な CHH 族ペプチドは昆虫で
は１種類しかないが、甲殻類には存在しない PTTH や利尿ペプチド（ヒト副腎皮
質刺激ホルモン放出因子タイプ）がある、などである。
現時点で全ゲノムが解読された昆虫種全てに共通して存在する神経ペプチドは
約半数以下で、残りの神経ペプチドは存在しない昆虫種がある。特に、同じ目で
あっても存在する神経ペプチドの種類は異なっている。以下に神経ペプチド関連
遺伝子が網羅的に解析されている昆虫について特徴を述べる。
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(1) ハエ目
a）ショウジョウバエ
キイロショウジョウバエ(Drosophila melanogaster)では昆虫で初めてゲノムが解
読され、神経ペプチド関連遺伝子の網羅的な解析がなされた（Hewes and Taghert,
2001）。特に、受容体の網羅的な解析およびリガンドの同定に関する一連の研究は、
その後の様々な昆虫種における神経ペプチド研究のリファレンスとなっている。
ショウジョウバエでは、幼若ホルモンの合成を促進する作用をもつアラトトロピ
ンや、カやバッタで卵巣の発達を制御する作用を示すニューロパルシンが存在し
ない。その逆に学習などに関わるAmnesiacや、メスの性行動を制御する性ペプチ
ドはショウジョウバエにしか存在しない。
b）カ
カ で は ハ マ ダ ラ カ (Anopheles gambiae, Riehle et al., 2002)お よ び ア カ イ エ カ
（Aedes aegypti, Predel et al., 2010）で網羅的解析がなされている。同じ双翅目の
ショウジョウバエとは異なり、ニューロパルシンやアラトトロピンが存在する。
(2) 甲虫目
甲虫目のコクヌストモドキ(Tribolium castaneum)では、他の昆虫種に共通して存
在する色素拡散ホルモン（Pigment dispersing factor, PDF）やコラゾニン、アラト
スタチンのAタイプ、キニン、ニューロペプチドF（Neuropeptide F, NPF）および
その受容体遺伝子が存在しない(Li et al., 2008; Hauser et al., 2008)。特に、コラゾ
ニンは以前から免疫組織化学により甲虫目には存在しないことが推測されていた
が、ゲノム情報からそれが裏付けられた。また、昆虫で初めてバソプレッシン様
ペプチドであるイノトシン（insect oxytocin/vasopressin-like peptide, inotocin）およ
びその受容体遺伝子が単離された(Stafflinger et al., 2008)。ただし、イノトシン受
容体は頭部で発現し、水分調節に関わるマルピーギ管や後腸ではほとんど発現し
ない。したがって、脊椎動物と昆虫ではバソプレッシン様ペプチドの生理機能は
異なるようである。
(3) ハチ目
ハチ目ではセイヨウミツバチ(Apis mellifera, Hummon et al., 2006;

Hauser et al.,

2006)およびキョウソヤドリコバチ(Nasonia vitripennis, Hauser et al., 2010)で網羅
的解析がなされている。これらの昆虫で最大の特徴は、前胸腺抑制ペプチド
（Prothoracicostatic peptide, PTSP）およびその受容体が存在しないことである。ミ
ツバチでは他にもプロクトリン、グリコプロテインホルモン、PTTHが見つかって
いない。
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ヤドリバチで最も大きな発見は、RY アミドペプチドの発見である。このペプ
チドはその後多くの昆虫に普遍的に存在することが明らかになった。また、シス
テイン架橋が一部欠落した羽化ホルモンや PTTH の配列が見つかっている。
(4) カメムシ目
a) アブラムシ
エンドウヒゲナガアブラムシ（Acyrthosiphon pisum）の神経ペプチド遺伝子
が網羅的に解析されている（Huybrechts et al., 2010）。アブラムシのゲノムからは、
コラゾニンや PDF、スルファキニン、PTTH、イノトシンがまだ見つかっていな
い。
b) ウンカ
イネの害虫であるトビイロウンカ(Nilaparvata lugens)も最近になって全ゲノ
ムが解読されている。アブラムシとは異なり、イノトシンやスルファキニン、PDF、
PTTH をコードすると推測される配列が見つかっている（田中, 私信）。アブラム
シと同様にコラゾニンをコードする配列は見つかっていないが、コラゾニン受容
体をコードすると推測される配列は見つかっている。
(5) チョウ目
カイコ（Bombyx mori）で神経ペプチドおよび受容体の網羅的解析がなされてい
る（Roller et al., 2008; Yamanaka et al., 2008）。カイコ神経ペプチドの最大の特徴は、
ゲノム上に 30 コピー以上のボンビキシン遺伝子が存在することであるが、それ以
外にも SIFa のパラログである IMF アミドや CCH アミドが昆虫で初めて見つかる
など、他の昆虫種に比較してペプチドの種類が多い。また、アラトトロピン受容
体が昆虫で初めて同定されている。
昆虫種間での神経ペプチド関連遺伝子の比較から、神経ペプチドと受容体の共
進化の過程が垣間見えてくる。例えば、PTSP/性ペプチド受容体（PTSPR/SPR）
のリガンドは二つあり、ショウジョウバエでは性ペプチド (Yapici et al., 2007)、
カイコでは PTSP が同定された(Yamanaka et al., 2010)。性ペプチドはハエ目のシ
ョウジョウバエ属にしか存在しないが、PTSP と PTSPR/SPR はハチ目以外の昆虫
に存在することから、PTSPR/SPR の本来のリガンドは PTSP であり、ショウジョ
ウバエでのみ進化の過程で PTSPR/SPR の新たなリガンドとして性ペプチドを利
用するようになったと考えられる(Kim et al., 2010)。今後各神経ペプチドの機能解
明を進めることで、神経ペプチド-受容体の共進化と各昆虫種固有の生理現象の関
連が明らかになると期待される。
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創農薬のターゲットとしての神経ペプチドシグナルの利用
神経ペプチドやその受容体は種によって少しずつ構造が異なることから、特定
の昆虫種に選択性の高い農薬の開発に結びつくと期待される。今までは、ペプチ
ド自体をリード化合物として主にデリバリーの問題を克服するための構造改変が
試みられてきた。また、例は少ないが非ペプチド性の類縁体も開発されている
(Scherkenbeck and Zdobinsky, 2009)。特に、ミオサプレッシンの非ペプチド性類縁
体であるベンゾニウムクロロイドは、ミオサプレッシン受容体に作用することが
確認されている。ただし、非ペプチド性化合物は天然型のペプチドと比較すると
活性が弱く、農薬として実用化されるまでには至っていない。
ゲノム情報を利用して受容体遺伝子の同定が容易になった現在は、培養細胞な
どで受容体を発現させた機能解析系を利用して受容体に作用する化合物を探索し、
それをリード化合物として神経ペプチド受容体を標的とした新規農薬の開発が可
能である。そのために、まずどの受容体の機能を阻害すれば害虫の発育阻害に有
効であるかを RNAi などを用いて探索する研究が RNAi が有効な昆虫で進んでい
る。例えば、脱皮行動を誘導する Ecdysis triggering hormone(ETH)や CCAP の受容
体、脱皮後のクチクラの着色・硬化を誘導する bursicon 受容体を RNAi によりノ
ックダウンすると、脱皮の際に致死することがコクヌストモドキで明らかになっ
ている(Arakane et al., 2008； Bai and Palli, 2010)。一方、脱皮・変態を制御する最
上位の因子と考えられてきた前胸腺刺激ホルモン（PTTH）やその受容体である
torso をノックアウトしたショウジョウバエの変異体は、正常に成虫まで成長する
ため、PTTH のシグナル経路は農薬のターゲットとしては有効でないことが示唆
されている(Rewitz et al., 2009)。当研究所でも、トビイロウンカを対象として RNAi
法を用いた遺伝子機能の解析を効率的に行うシステムの構築が進んでおり、今後
このシステムを利用して害虫防除に有効な神経ペプチド受容体遺伝子の同定を進
める予定である。
農薬分野だけでなく、医薬分野でも日本の生理活性ペプチド研究は世界最高水
準にありながら、海外とは対照的に日本発で治療や診断に使用されているペプチ
ド関連薬品は非常に少ない。これは国内では”ペプチドは医薬品には適さない”と
いう考え方が根強いためであった。私達はまずこの先入観を捨て、様々な分野の
研究者が関心を持って昆虫神経ペプチド研究に参入できる土壌を作ることが第一
に必要である。
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共生微生物を利用した害虫制御:概念、実践、展望について
産業技術総合研究所

生物プロセス研究部門
深津

武馬

非常に多くの生物が、恒常的もしくは半恒常的に共生微生物を体内に保有して
いる。このような現象を「内部共生」というが、これ以上にない空間的近接性で
成立する共生関係のため、きわめて高度な相互作用や依存関係がみられる。この
ような関係からは、しばしば新しい生物機能が創出される。共生微生物と宿主生
物がほとんど一体化して、あたかも１つの生物のような複合体を構築する場合も
少なくない。
昆虫類は陸上生態系における生物多様性の中核をなす生物群であるが、例えば
その 100 万以上といわれる総種数の 70%以上がボルバキアという共生細菌に感染
していると推定される。他にもさまざまな共生微生物が、多くの農業害虫、衛生
害虫を含む昆虫類にひろく存在し，宿主の生存や生態や性質にさまざまな影響を
与えている。
近年、共生微生物を利用した，従来にない害虫制御のアプローチの可能性が提
案され，その一部については実践にむけた取り組みもおこなわれている。主なア
プローチとしては以下のようなものがある。
（１）宿主の生存に必須な共生微生物を標的として、害虫の制御をおこなう。
（２）共生微生物による細胞質不和合性を利用して，害虫集団の不妊化をおこな
う。
（３）共生微生物による細胞質不和合性を利用して、害虫集団中に人間にとって
望ましい遺伝子型や性質を広める。
今回は，昆虫類における共生微生物の多様性と意義について概説するとともに，
単に害虫を殺すばかりでなく，不妊化させたり，野外集団の性質を改変したりと
いった、共生微生物を利用した害虫制御への取り組みの国際的な現状について紹
介する。
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昆虫脱皮ホルモン生合成酵素の
昆虫制御剤ターゲットとしての可能性
筑波大学大学院

生命環境科学研究科

次代を担う若手大学人育成イニシアティブ
丹羽

隆介

脱皮は、動物が進化の過程で獲得した極めて普遍的な発生イベントである。現
在までの分子系統学的解析によれば、昆虫類を含む節足動物や線虫類などが、脱
皮現象を基本的な共通指標とする「脱皮動物群 (Ecdysozoa)」としてグルーピン
グされる。中でも、昆虫類は、その成長戦略として脱皮と共に変態をも獲得し、
生活史を劇的に変更できる環境適応能を身につけた。昆虫の脱皮と変態の過程は、
その変化の激しさゆえに古くから多くの人々を魅了してきた。そして、膨大な研
究によって、
「脱皮ホルモン」として知られるエクジステロイドの適切な生合成調
節が、脱皮と変態を制御する上での鍵であることが明らかにされてきた。
エクジステロイドの生合成は、節足動物および一部の線形動物に限定されてお
り、脊椎動物を含むその他の動物種においては認められない。また、エクジステ
ロイドを人工的に投与しても、エクジステロイドを持たない生物種に対しては致
死的な効果はほぼない。よって、エクジステロイドの機能を撹乱する作用のある
薬剤は、選択性の高い昆虫発育制御剤（ＩＧＲ）になると考えられてきた。実際
に、最も脱皮ホルモン活性の高いエクジステロイドである 20-ヒドロキシエクジ
ソン（２０Ｅ）が直接作用する核内受容体 EcR/USP は、過去３０年近くに渡っ
てＩＧＲターゲットとして着目され、多くの研究がなされてきた。その１つであ
るジベンゾイルヒドラジン類は、すでに実用化されて農薬として用いられている。
しかしながら、その殺虫効果はごく一部の鱗翅目昆虫に限定されており、それ以
外の害虫に対して有効なＩＧＲとは言えない。また、EcR/USP をターゲットとし
た研究は世界的に現在も進行中ではあるものの、既存薬を上回る薬剤の発見には
至っていない。こうした状況から、エクジステロイドに着目した新しいＩＧＲ開
発のためには、EcR/USP に着目するだけではない、別の開発戦略が求められてい
る。
講演者はこれまでに、昆虫のエクジステロイド生合成を担う酵素群の解明に焦
点を当て、幾つかの酵素の同定と機能解析に従事してきた。そして現在では、新
しいＩＧＲのターゲットとして、エクジステロイドを作り出すこれらの生合成酵
素に着目する可能性を考えている。本講演では主として、ここ最近１０年間で一
気に解明されたエクジステロイド生合成酵素群の同定の歴史を整理しながら、
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個々の分子の機能的特徴および進化的特徴について概説する。そして、講演者ら
が開始しつつある新規薬剤スクリーニングの計画について、やや妄想に近いアイ
デアを含めながら議論したい。
本要旨の以下の紙面においては、エクジステロイド生合成経路と関連酵素につ
いて、概略を整理しておく。
【エクジステロイドの生合成経路】
エクジステロイドは、幼虫期において前胸腺（prothoracic gland）と呼ばれる特
殊な内分泌器官において、また成虫期には雌卵巣において生合成されることが古
典的に知られている。エクジステロイドの構造が決定された 1965 年以降、エク
ジステロイドが前胸腺や卵巣でどのような中間段階を経て生合成されるのかが盛
んに研究された。それには、放射線ラベルをした中間基質を利用し、どのような
ラベル体がエクジステロイドに取り込まれるのかを検討する精緻なトレーサー実
験に依るところが大きい。詳細については、桜井 (1995) や Gilbert et al. (2002) を
参照されたい。
前胸腺あるいは卵巣におけるエクジステロイドの産生の出発材料は、コレステ
ロールである。昆虫はアセチルＣoＡなど低分子化合物からステロイド骨格を合成
することができないため、他の動物からコレステロールを摂取するか、植物由来
のステロールを消化管でコレステロールに変換する。コレステロールは、脂質運
搬に関わるリポフォリンタンパク質と結合し、これが前胸腺や卵巣などのエクジ
ステロイド産生器官に運ばれる。
現在までに明らかにされているエクジステロイド生合成過程を図１に示す。前
胸腺あるいは卵巣に運ばれたコレステロールは、まず脱水素化され、−７デヒドロ
コレステロールに変換される。次いで、７
−デドロコレステロ ールは、Ａ／Ｂ環の
シス型への立体構造の変化、Ｃ６のケト化、Ｃ１４の水酸化を経て５β−ケトジオ
ールと呼ばれる中間産物になる。７−デドロコレステロールから５ β−ケトジオー
ルへと至る過程に存在するはずの中間産物については、その構造が不安定のため
に正確な同定がなされておらず、「ブラックボックス」と呼称されている。５β
ケトジオールからエクジソンへと至る過程は３段階の変換ステップで構成されて
おり、Ｃ２５、Ｃ２２、Ｃ２が段階的に水酸化されることでエクジソンとなる。
エクジソンはその後に２０Ｅに変換されるが、この反応だけは前胸腺ではなく、
脂肪体や筋肉などの末梢組織で起こる。この２０Ｅが主に体液中を循環して様々
な組織に働きかけることで、脱皮および変態が誘導される。
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図１ エクジソン生合成経路と
関与する酵素
エクジソンおよび２０Ｅの生合
成過程それぞれのステップで生
じる触媒反応の部位を、太線あ
るいは白黒反転文字で示す。
Spook,
Phantom,
Shroud,
Disembodied, Shadow, そ し て
Shade の５つはハロウィーン突
然変異株として分類される。こ
れら５つのハロウィーン突然変
異株の責任遺伝子のうち、
Shroud を 除 く ４ つ は シ ト ク ロ
ムＰ４５０をコードしている。
これらの遺伝子については、
「CYP」から始まるＰ４５０遺
伝子命名規約に従った名称も併

【エクジステロイドの生合成酵素の実体】
1960〜1990 年代までに、エクジステロイド生合成過程の中間産物およびその生
化学的変換ステップについては多くのことがすでに解明されていたが、それぞれ
の変換ステップにどのような酵素が関わるのか、その分子的実体は長らく不明の
ままであった。しかしながら、キイロショウジョウバエ Drosophila melanogaster
およびカイコガ Bombyx mori を利用した分子遺伝学的手法と網羅的遺伝子発現
解析によって、この１０年間で一気に解明が進んだ。コレステロールから２０Ｅ
に至るまでの中間体の変換に関わる酵素として、現在までに７種類の酵素が判明
しており、以下に詳述するように、遺伝子ファミリーとしては３タイプに分類さ
れる。以下の記載順は、歴史的な同定順に準ずる。
（１）シトクロムＰ４５０モノオキシゲナーゼ：
- Disembodied (Dib)/CYP302A1 (Chávez et al., 2000; Warren et al., 2002)
- Shadow (Sad)/CYP315A1 (Warren et al., 2002)
- Shade (Shd)/CYP314A1 (Petryk et al., 2003)
- Phantom (Phm)/CYP306A1 (Niwa et al., 2004; Warren et al., 2004)
- Spook (Spo)/CYP307A1 (Namiki et al., 2005; Ono et al., 2006)
これらの５つの酵素は、いずれもシトクロムＰ４５０モノオキシゲナーゼ（以
下、「Ｐ４５０」）に分類される。Ｐ４５０は、微生物から植物、動物まで生物界
に広く分布する一群のヘムタンパク質であり、基質に一つの酸素分子を付加する
活性を持つ（大村、2009）。図１に挙げるように、エクジステロイド生合成過程に
は、水酸基の生成など酸素分子の付加によって担われる反応が存在し、Ｐ４５０
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の関与は古くから予想されていた。これらのＰ４５０の同定には、
「ハロウィーン
突然変異株群」と呼ばれる一連のキイロショウジョウバエの胚性致死変異株の発
見が鍵となった。この突然変異株群では、胚期のエクジステロイド量が野生型に
比べて著しく減少しており、また胚のクチクラ構造に共通した特徴的な形成不全
が見られる。これらの突然変異株に付けられた spook 等の名称はいずれも「幽霊」
「亡霊」の意味であることから、最初の発見者である Michael B. O’Connor 博士
はこの一連の突然変異株群に「ハロウィーン（お化けの集まり）」の名を付けた
(Chávez et al., 2000; Warren et al., 2002)。酵素名としては、キイロショウジョウバ
エの突然変異株名に基づく名称と共に、Ｐ４５０国際命名規約に則った「CYP」
で始まる名称も用いられる。
現 在 ま で に 、 Phm/CYP306A1 、 Dib/CYP302A1 、 Sad/CYP315A1 お よ び
Shd/CYP314A1 については、生化学的実験によって内在性基質が決定されており、
図１に示すような特異的な変換ステップにそれぞれ必須の役割を果たしている。
この５つのＰ４５０をコードするそれぞれのオーソログは、エクジステロイドを
生合 成 する節足動物内で高度に保存されていると考えられている (Rewitz and
Gilbert, 2008)。
Spo/CYP307A1 については、
「ブラックボックス」内で機能することが明らかに
されているのみで、基質の特定には至っていない。なお、多くの昆虫のゲノム中
には

Spo/CYP307A1 パ ラ ロ グ が 存 在 し て い る 。 こ れ ら の パ ラ ロ グ は

Spookier/CYP307A2 および Spookiest/CYP307B1 と命 名さ れ 、Spook/CYP307A1
と同様の触媒機能を担うと考えられている (Ono et al., 2006)。
（２）Rieske 型酸化酵素：
- Neverland (Nvd) (Yoshiyama et al., 2006)
Nvd は、講演者らのグループによって、カイコのマイクロアレイ解析に基づく
研究から同定された酵素である。Nvd は、Rieske ドメインと呼ばれる電子伝達系
酵素に特徴的なモチーフを持つ。中間体を利用した摂食レスキュー実験から、Nvd
はコレステロールから７−デヒドロコレステロール（ 7dC）の変換を担う酵素であ
ることが強く示唆されている（図１）。講演者のグループは現在までに、Nvd の
酵素活性をアッセイする ex vivo 実験系の確立に成功し、Nvd にコレステロール
7,8-デヒドロゲナーゼ活性を持つ事を強く示唆するデータを得ている（吉山
−柳川
ら、未発表）。また、ハロウィーンＰ４５０および Nm-g/Sro（後述）のオーソロ
グ が 節 足 動 物 ゲ ノム に し か 見 出 さ れ ない の に 対 し て 、 Nvd オ ー ソ ロ グ は 線 虫
Caenorhabditis elegans や後口動物などのエクジステロイドを生合成しない動物
種にも強く保存されている。実際、線虫や後口動物由来の Nvd も、コレステロ
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ール 7,8-デヒドロゲナーゼ活性を有することを確認している（塩谷ら、未発表）。
（３）短鎖型脱水素・還元酵素（Short-chain dehydrogenase/reductase）：
- Non-molting glossy/Shroud (Nm-g/Sro) (Niwa et al., 2010)
Nm-g/Sro は、篠田徹郎博士、嶋田透博士、勝間進博士、および講演者のグルー
プによる共同研究によって明らかにされた酵素であり、P４５０とは構造的に異
なる酵素ファミリーに属する。この酵素は、脱皮異常および体内エクジステロイ
ド量の減少を示すカイコガの突然変異株 nm-g の原因遺伝子クローニングによ
って見出された。さらに我々は、nm-g 遺伝子のキイロショウジョウバエオーソ
ログ sro がキイロショウジョウバエの個体発生においてもエクジステロイド生
合成に必須の役割を果たすこと突き止めた。カイコガとキイロショウジョウバエ
を併用した詳細な分子遺伝学的解析から、Nm-g/Sro も「ブラックボックス」内で
必須の役割を果たす酵素であることが明らかとなっているが、基質は特定されて
いない。
【新しいＩＧＲターゲットとしてのエクジステロイド生合成酵素】
上述したエクジステロイド生合成酵素は、従来のＩＧＲ開発ターゲットであっ
た核内受容体 EcR/USP とは当然のことながら構造的に大きく異なる。よって、
エクジステロイド生合成酵素の活性に影響を与える化合物を同定することが出来
るならば、従来の研究から同定された化合物とはまったく違ったタイプの新規Ｉ
ＧＲ発見に繋がると可能性がある。
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チョウ目害虫とカイコのゲノム構造の類似性
（独）農業生物資源研究所

遺伝子組換えカイコ研究センター
瀬筒

秀樹

はじめに
昆虫は命名されているものだけで 93 万種以上いると言われており、チョウやガ
の仲間（チョウ目または鱗翅目）は、カブトムシやカミキリムシの仲間（コウチ
ュウ目または鞘翅目）に次いで種数が多く、16 万種以上が知られている（Grimaldi
and Engel, 2005）。種類が多いだけでなく、その色や形、生態は実に様々である。
昆虫は 4 億年以上前に出現したが、化石のデータ等から、チョウ目は比較的最近
の 4,000 万年〜 6,000 万年前に急激に種の数が増えたと考えられている。
チョウ目は、そのほとんどが食植性であり、農作物や森林に多大な被害をもた
らす害虫が多く含まれる。植物は様々な防御物質によって、昆虫などに食べられ
ないように身を守っているが、その防御物質を解毒する機能を獲得して適応した
種も多い。また殺虫剤抵抗性を獲得しやすい害虫も含まれるため、チョウ目に効
果的な選択性の高い殺虫剤の開発が求められている。
これまでに、農業生物資源研究所と中国の研究グループが中心となり、チョウ
目としては最初にカイコのゲノムがほぼ完全に解読された（Consortium, 2008）。
カイコは、絹糸を生産する農業生物としてだけでなく、遺伝学・生理学等の研究
材料としても扱いが容易で優れており、他のチョウ目害虫のモデル生物となるこ
とが期待されている。ところが、カイコは家畜化されて野生を失っていることや、
ゲノム中の反復配列の割合がとても多いため、反復配列によるゲノムの大きな再
編成が起きやすいと考えられ、カイコと害虫ではゲノムがかなり異っていること
も想像されることから、カイコは害虫のモデルとして適さないのではないかとい
う声もあった。
そこで我々は、チョウ目の害虫 2 種に着目し、フランス国立農学研究所(INRA)
などとともにゲノムの一部を解読してカイコゲノムと比較を行った。その結果、
チョウ目害虫とカイコの遺伝子の並び方はほぼ同じであることがわかり、カイコ
のゲノム情報がチョウ目害虫の遺伝子同定に有用であることを明らかにした。
オオタバコガ、ツマジロクサヨトウ、カイコのゲノム比較
ヨトウムシ（ヨトウガの幼虫）などのチョウ目害虫は、殺虫剤抵抗性を獲得し
やすく農業上大きな問題となっている。そこで、農作物の世界的な大害虫である
オオタバコガ

2)

（図 1 中）およびツマジロクサヨトウ 3)（図 1 右）という２種の

ガの BAC4)ライブラリを作成し、様々な遺伝子を含む領域に対応した 15 の BAC を
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選び、塩基配列を解読した。特に、植物防御物質の代謝や殺虫剤抵抗性に関与し
ていると考えられる遺伝子領域を中心に解読した。そして、カイコゲノムとの比
較を行い、チョウ目昆虫のゲノムの類似性や特殊な進化を明らかにした
(d'Alençon et al., 2010)。
カイコはゲノム中の反復配列の割合が 43.6%とこれまでゲノムが解読された昆
虫の中で一番多いため、反復配列によるゲノムの大きな再編成が起きやすいと考
えられていた。ところが、遺伝子の並び方の相同性（シンテニー 5) ）は 3 種間で
非常によく保存されていた（図 2）。シンテニーの高度な保存性は、カイコのゲノ
ム情報を用いることによって、多くの害虫を含むチョウ目昆虫全般の遺伝子同定
が容易であることを示している。
その一方、チョウ目害虫で殺虫抵抗性に関わる遺伝子は増幅されて数（コピー
数）が増えているなど、部分的なゲノムの再編成が高い頻度で生じていた。例え
ば、植物防御物質や殺虫剤等の解毒作用をもつ酵素の P4506)遺伝子などでは急速
にコピー数が増えており、そのことによって解毒作用が高くなっていることが示
唆された（図 2）(Brun-Barale et al ., 2010)。増幅した遺伝子の各コピーは DNA
配列が変化することによって、元の遺伝子とは違う独自の機能を獲得することが
ある。それによって、チョウ目は様々な環境に適応してきたのかも知れない。部
分的なゲノムの再編成の頻度は、これまでに知られている昆虫・動物の中で最も
高いものであり、その再編成には反復配列が影響していることが示唆された。
チョウ目の染色体は細胞分裂時に、ヒトなどのように動原体微小管（紡錘糸）
が染色体の一カ所に結合するのではなく全体に多数結合するという特徴があり、
ホロセントリック染色体

7)

（図 3）と呼ばれる。シンテニーが保存されつつも、

各遺伝子は急速に進化しているという一見矛盾する特徴は、ホロセントリック染
色体との関連性が強く示唆された。すなわち、細胞分裂時に染色体が小断片化さ
れても、各断片に付着した動原体によって染色体は２つの細胞に無事に分配され
るが、その後、切断した染色体が修復され再構成される際に局所的な染色体の組
換え頻度が高くなり、遺伝子重複などが起きやすいと推測される。このことが、
比較的最近に種の数が増えたにもかかわらず、昆虫の中で 2 番目に種類が多いと
いうチョウ目の多様性を生み出す原因となっていると考えられた。
おわりに
今後、カイコで得られたゲノム情報やカイコの遺伝子組換え技術を用いること
によって、チョウ目害虫の農薬抵抗性に関わる遺伝子を解明し、害虫防除に有効
な新規の農薬開発などに役立つ知見を提供していきたい。また、ホロセントリッ
ク染色体の分子的な実体はまだわかっていないため、分子的な解析が進むことに
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よってチョウ目昆虫の進化メカニズムの解明につながることが期待される。
言葉の解説
１）カイコ（ Bombyx mori）
チョウ目カイコガ科(Bombycidae)のガ（図 1 左）。クワの葉以外は食べない。カ
イコが作り出す絹糸は古来より人間に利用され、およそ 5,000 年の間に野生種の
クワコ(Bombyx mandarina)から家畜化されたと考えられている。遺伝学・生理学
の研究材料として扱いやすく、フェロモンやホルモンなどの研究に用いられてき
た。2008 年にはゲノムがほぼ完全解読され、ますます重要なモデル生物となって
いる。また、2000 年に遺伝子組換え技術が確立され、遺伝子機能解析が進むとと
もに、遺伝子組換えカイコによる医薬品などの有用タンパク質生産や蛍光絹糸な
どの新素材開発が期待されている。
２）オオタバコガ（ Helicoverpa armigera）
チョウ目ヤガ科(Noctuidae)のガ（図 1 中）。非常に広食性で、トウモロコシ、
ワタ、ヒマワリ、タバコ、ダイズ、トマト、ピーマン、ナス、レタス、キャベツ
等の農作物の大害虫として知られている。日本にも分布し、植物中に食入するた
め防除が困難な害虫であると同時に、殺虫剤抵抗性も問題となっている。
３）ツマジロクサヨトウ（ Spodoptera frugiperda）
チョウ目ヤガ科(Noctuidae)のガ（図 1 右）。非常に広食性で、イネ、トウモロ
コシ、ソルガム、ワタ、タバコ等 80 種以上の植物を食べ、作物に被害をもたらす。
日本でも近縁のハスモンヨトウ(Spodoptera litura)による農作物への被害が大
きく、オオタバコガと同様に、殺虫剤抵抗性を獲得しやすいことが問題となって
いる。
４）BAC（Bacterial Artificial Chromosome）
人工染色体の一種。100〜200kb の大きさの DNA を組み込み、大腸菌で増やすこ
とができる。
５）シンテニー（Synteny）
複数の生物のゲノム（ある生物のもつ全ての遺伝情報）間での染色体上の遺伝
子の並び方の相同性、または遺伝子の並び方が相同である状態。シンテニーが保
存されていれば、既知のゲノム情報を利用することによって、別の生物の遺伝子
の位置を推定することが可能となる。また、シンテニー解析によってゲノム再編
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成（配列の転座・欠失・重複など）を理解することは、種分化や遺伝子機能の解
明に有用である。染色体の観察（FISH 法）によれば染色体のマクロなレベルでは
チョウ目昆虫間でシンテニーが保存されていることが示唆されており（Sahara et

al., 2007）、ゲノム配列レベルでの解析が必要とされていた。
６）P450 遺伝子（Cytochrome P450）
シトクローム P450（P450 または CYP と呼ばれる）は、幅広い生物種に存在するヘ
ムタンパク質で、酸素 1 原子を化合物に導入するモノオキシゲナーゼ活性をもつ。
還元型で一酸化炭素と結合して 450nm に極大をもつ吸収スペクトルを示す色素と
しての特徴から、ピグメント（色素）450 という意味で日本の大村と佐藤によっ
て名付けられた。P450 はひとつの共通祖先遺伝子から進化して多様化した遺伝子
ファミリーであり、様々な基質の反応を触媒し、生体内で解毒などの様々な役割
を持つ。昆虫は、約 40 から 160 種の P450 遺伝子を持っている。ゲノムが解読さ
れた昆虫では、セイヨウミツバチには約 46 種、キイロショウジョウバエには約
86 種、カイコには約 87 種、ハマダラカには約 105 種、キョウソハドリコバチに
は約 106 種、コクヌストモドキには約 134 種、ネッタイシマカには約 160 種の P450
遺伝子があるといわれている（分類が難しいため、種類数は諸説ある）。昆虫の
P450 遺伝子は、植物がもつ防御物質や殺虫剤を解毒・代謝し、殺虫剤抵抗性の発
達にも関与しているだけでなく、脱皮ホルモンや幼若ホルモンなどの合成や代謝、
昆虫の種特異的なフェロモンや防御物質の合成や分解にも関与している（篠田,
2009）。
７）ホロセントリック染色体（Holocentric chromosome）
細胞分裂時に染色体全体に紡錘糸が多数結合する染色体（図 3）。チョウ目やア
ブラムシやサシガメなどの昆虫の一部や、センチュウ、イグサ科やカヤツリグサ
科の植物の一部など、少数の生物種に見られる。細胞分裂（有糸分裂）時には、
DNA が折りたたまれた染色体の動原体と呼ばれる部分に動原体微小管（紡錘糸）
が結合し、染色体が移動する。染色体上に動原体がないと正常に細胞分裂を行う
ことができない。ヒトなどの脊椎動物や、キイロショウジョウバエなどの多くの
昆虫では、染色体に 1 カ所の局在型動原体をもつモノセントリック染色体をもつ
が、ホロセントリック染色体では、動原体機能が染色体全体に分散する散在型動
原体をもつ。したがって、ホロセントリック染色体では染色体が断片化しても各
断片は動原体をもつため細胞分裂を行うことができ、染色体はその後に修復・再
編される。そのため、染色体の組換え頻度が高くなり、様々に異なった環境に適
応するのを加速し、多様性を生み出す原因となると考えられる。
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図１ カイコ、オオタバコガ、ツマジロクサヨトウの幼虫と成虫
左：カイコ、中：オオタバコガ、右：ツマジロクサヨトウ、いずれも上段が幼虫、下段が成虫
左下は遺伝子組換えカイコの成虫で、眼で赤色または緑色蛍光タンパク質を発現している。（写真提供：
オオタバコガはオーストラリア CSIRO, R. Mahon 氏より、ツマジロクサヨトウはフランス INRA, B. Provost 氏
より）

図２ チョウ目３種における遺伝子の並び方：P450(CYP4M)遺伝子領域の例
基本的に遺伝子の並び方は３種間で非常に相同性が高い。しかし、ニコチン（タバコに含まれ殺虫性の
ある植物防御物質）などに対して解毒作用をもつ酵素の P450(CYP4M)遺伝子は、害虫のオオタバコガや
ツマジロクサヨトウでは遺伝子が増幅してコピー数が増え、解毒作用が強力になっている。
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図３ モノセントリック染色体とホロセントリック染色体の違い
チョウ目のホロセントリック染色体では、細胞分裂時に染色体が断片化されても各断片の動原体によって
染色体が２つの細胞に分配されて、その後に切断部位が修復されて染色体が再構成される際に組換え
頻度が高くなると考えられる。モノセントリック染色体の生物では、染色体が断片化されると断片には動原
体がないため染色体がうまく分配されない。
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カイコゲノム情報データベース KAIKObase
－完全長 cDNA 配列に基づくゲノムアノテーション－
(独)農業生物資源研究所 昆虫ゲノム研究・情報解析ユニット
末次克行
はじめに
コナガ(Plutella xylostella)やハスモンヨトウ(Spodoptera litura)などが属する鱗翅
目昆虫は農業害虫の中で最も重要なグループである。カイコ(Bombyx mori)は鱗翅
目昆虫のモデル生物であり、鱗翅目昆虫を標的とした殺虫剤などの新規害虫防除
技術開発にはゲノム情報が必要であることからカイコのゲノム解析がこれまで進
められてきた。カイコゲノム解析の近年の大きな成果の一つとしては、2008 年[1]
に日本と中国の WGS シークエンスの統合によるゲノムシークエンスが公開され
たことが挙げられる。ゲノムサイズ(475Mb)のおよそ 91%に相当する 432Mb のア
センブリデータとアセンブリの評価指標の一つである N50 は 3.7Mb と、カイコに
おいても高精度なゲノムシークエンスが利用可能となった。このように、カイコ
ゲノム解析もポストゲノムの時代を迎えたが、ポストゲノム研究における重要な
タスクの一つがゲノムアノテーションである。ゲノムアノテーションはゲノム配
列に生物学的な注釈(ゲノムの構造・機能など)を付与することである。 カイコゲ
ノムアノテーションは本年 11 月より開始する予定で、現在我々の研究グループを
中心としてカイコゲノムアノテーションの準備を進めている。コンピュータによ
る自動アノテーションは高速であり、既知の配列と非常に高い相同性を持つ配列、
もしくは全く一致しない配列を抽出する場合には非常に有効な手段である。しか
しそれ以外の場合には、各分野の専門家の手によるキュレーションが必要となっ
てくる。カイコゲノムアノテーションによりカイコ遺伝子機能の解明が進むこと
で、他の昆虫ゲノムとの詳細な比較解析が可能となり、チョウ目昆虫のモデル、
または、農業害虫ゲノムのモデルとしてのカイコゲノムの位置が明らかとなると
思われる。
本講演では、現在シークエンスを進めているカイコ完全長 cDNA と 11 月から
開始されるカイコゲノムアノテーションの概要と、カイコゲノム情報統合データ
ベース KAIKObase の今後について述べる。
カイコ完全長 cDNA の概要
ゲノムアノテーションを進めて行く上で重要な役割を果たすのが完全長 cDNA
である。完全長 cDNA は mRNA の全長を反映した cDNA であり、断片 cDNA と
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異なりタンパク質を合成するための設計情報をすべて有している。当研究グルー
プでは完全長 cDNA のシークエンスを進めてきており、これまで解読を行った完
全長 cDNA は 2010 年 7 月 20 日現在で 1 万クローンを超えている。これら解読さ
れた完全長 cDNA の 90％以上について、ゲノムシークエンス上での位置取りがシ
ークエンスアラインメントをベースとしたコンピュータプログラムにより予測さ
れている。これらのゲノム上へマップされた完全長 cDNA 配列について既存の予
測遺伝子モデルと比較したのが図 1 である。 どちらの予測遺伝子ともマップされ
た位置がオーバーラップしない完全長 cDNA は約 10％ほどであり、コンピュータ
による予測ではカバー出来ていない転写物が完全長 cDNA により得られているこ
とを示している。 また、BLAST 検索により、完全長 cDNA 配列の約 9%が既知
タンパク質配列と相同性を持っていないこともわかっている。

図1

完全長 cDNA と予測遺伝子との比較 1

マップされた位置を互いに比較し、互いのオーバーラップを検出した。どちらの
遺伝子モデルでも予測出来ない転写物を完全長 cDNA は含んでいる。
KAIKOGAAS 遺伝子モデル: KAIKOGAAS による遺伝子モデル
(http://kaikogaas.dna.affrc.go.jp/)、中国遺伝子モデル: GLEAN[2]により予測された
遺伝子のセット
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カイコゲノムアノテーションと専用ソフトウェア
本年度 11 月より、ポストゲノムにおける重要なタスクの一つであるゲノムアノ
テーションが開始される予定である。ゲノムアノテーションは、アノテーション・
ジャンボリー(annotation jamboree)を開いて進められていく場合が多い。 アノテー
ション・ジャンボリーでは世界中の研究者が集まって一定期間集中的に解析が行
われる。しかし、カイコゲノムアノテーションは、世界中の研究者が自分の研究
室に居ながらネットワーク越しを使ってアノテーションを行う形式(genome
annotation by laboratories distributed over the world)で進められる。アノテーショ
ン・ジャンボリー形式によるゲノムアノテーションでも言うまでもないが、ゲノ
ムアノテーションを効率的に進める上で重要なのが、アノテーション作業を支援
する優れたソフトウェア環境の整備である。既に優れたアノテーションソフトウ
ェアが開発・公開されており、多くのゲノムプロジェクトにおいて使われている。
しかしそれらは非常に多機能である反面、導入がやや難しかったりする点などが
あり、実験系研究者が大多数を占めるカイコのゲノムアノテーション作業には向
かない点があった。そこで我々の研究グループでは、効率的なマニュアルゲノム
アノテーションを支援するための専用ソフトウェア(アノテーション情報エディ
タ)を新たに開発中である(図２)。本ソフトウェアは Web ブラウザを介して利用可
能な Web アプリケーションとして開発が進められており、導入に必要な物は Web
ブラウザのみとなっている。また、フロントエンド側はシンプルで直感的なユー
ザーインターフェース(UI)とすることで、実験系研究者にとって予備的知識を必
要とせず「すぐに使うことの出来る」ソフトウェアとなるように設計されている。
バックエンド側にはこれまで多くのモデル生物のデータベース開発に使用されて
きている GMOD プロジェクトの Chado リレーショナルデータベーススキーマ
（http://gmod.org/wiki/Chado）を利用している。このデータベーススキーマは、配
列、配列比較、形質、遺伝子型、オントロジー、文献など、生物情報データベー
スを構成する多種多様なデータを一括して格納出来ることが特長である。
カイコゲノムアノテーションでは Locus を単位としてアノテーション情報を付
加していく。Locus とはこれまでに蓄積されてきた各種の配列情報(完全長 cDNA、
EST、公的データベースに登録済み mRNA 配列、予測遺伝子)をグループ化して作
成されたものである。今回アノテーション対象となるのは少なくとも EST をメン
バー配列としてもつ Locus であり、その数は約 17,000 である。今回のカイコゲノ
ムアノテーション(silkworm genome annotation version 1)では、これらの Locus 全て
に専用ソフトウェアを使って機能をアサインしていく予定である。
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図２. 開発中のカイコゲノムアノテーション情報エディタ
(左上) トップページ。 (右上) 検索結果の表示。指定した染色体番号上にマップ
されている Locus がテーブル上に表示されている。 (左下)Locus メンバー配列の
詳細情報。Locus を構成する各配列のマップ位置、機能アノテーション情報、配
列情報等を閲覧できる。(右下)アノテーション情報編集画面。
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KAIKObase Version 3 の公開
また一方、当研究グループでは、カイコゲノム情報統合データベース
KAIKObase[3]を開発・公開しており年々機能拡充を進めてきているが、今回のカ
イコゲノムアノテーションに合わせて KAIKObase version 3 を公開する予定であ
る。開発中のカイコゲノムアノテーションエディタは、キュレーションを行う上
で必要となる様々な情報へアクセス出来るように外部データベース(UniProtKB,
NCBI 等)へのリンクが張られているが、その一つとして KAIKObase 上のゲノムブ
ラウザ(GBrowse)や GeneViewer へも直接アクセスが出来るように作成されている。
また、今後公開される KAIKObase version3 では、アノテーションエディタの仕様
に合わせて、完全長 cDNA 情報や Locus へアクセス出来るようにトラックの追加
などが行われる。さらに、カイコゲノムアノテーションが完了した後には、高品
質なアノテーション情報を順次 KAIKObase 側に反映していく予定である。カイコ
ゲノムアノテーション・バージョン１の KAIKObase への反映はおよそ１年後を予
定している。
おわりに
最後に、KAIKObase の今後の方向性について触れたい。図３は、公的データベー
ス上に登録されている昆虫の EST の数をまとめたものである。これまでに公的デ
ータベースに蓄積されてきた昆虫のゲノム情報は膨大な量となっている。今後次
世代型 DNA シークエンサーのオミックス解析などへの利用拡大により、蓄積量
は急速に増加すると思われる。KAIKObase を害虫防除技術開発にとって有効なツ
ールとして発展させていくためには、高品質なアノテーション情報の付加された
カイコゲノム情報を基本としつつ、これら公的データベース上の昆虫ゲノム情報
を最大限に活用していくことが大事であると考える。今後の KAIKObase の課題は、
種間比較解析結果等をいかに視覚化、データベース化してユーザーに提供できる
か？ということであると考えている。その実現には、シークエンシングの超ハイ
スループット化に対応出来る、高速・低コストな計算機リソースを整備する必要
があり、これまで以上に情報工学の重要性が増すと感じている。
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図３ 公的データベース(NCBI)に登録されている昆虫ゲノム情報（EST）
( 2010/08/07 現在)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucest より引用

文献
[1] The International Silkworm Genome Consortium (2008) Insect Biochem. Mol. BIol.
38: 1036-1045
[2] GLEAN
http://www.webcitation.org/query.php?url=http://sourceforge.net/projects/glean-gene&r
efdoi=10.1186/gb-2007-8-1-r13
[3] Shimomura et al. (2009) BMC Genomics. 10:486

- 32 -

メモ

- 33 -

NIAS シンポジウム「ポストゲノム時代の害虫防除研究のあり方」事務局
独立行政法人農業生物資源研究所 篠田徹郎、山本公子、塩月孝博
E-mail : insectgenome@nias.affrc.go.jp
FAX:029-838-6028

- 34 -

