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表紙写真：ムシフグ	 Takifugu	 exascurus。体側に特徴的な虫食い模様をもつ
トラフグ属の１種で、白斑点模様をもつ普通種のコモンフグ	 T.	 poecilonotus	 
と近縁だが、日本沿岸の限られた地点でしか棲息が確認されていない（大阪大
学大学院生命機能研究科	 宮澤清太）。	 
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シンポジウム「紋様・体色形成研究の新たな展開」報告	 
	 

	 平成25年9月26日～28日に岡山大学で開催された日本動物学会第84回岡山大会

において、シンポジウム「紋様・体色形成研究の新たな展開」を新学術領域研究

「複合適応形質進化の遺伝子基盤解明」との共催で開催いたしました。本領域に

関係する４名の研究者と山口大学の山中明博士の、計５名の講演者が動物の体

色・紋様形成に関する最新の研究成果を発表しました。	 

	 

	 生物体表における紋様・体色形成メカニズムに関しては、これまで主に生化学

的、生理学的なアプローチから研究が進められてきましたが、その分子的な実体

については、その詳細はいまだによくわかっていません。近年、分子生物学や分

子遺伝学の進展に加え、次世代シーケンサーなどの利用による網羅的な解析から、

紋様・体色形成の様々な現象の基盤となる分子的実体に迫れる素地が整いつつあ

ります。また、より興味深い生物現象やこれまで想定されていなかったような体

色形成メカニズムなども明らかになり、古くから知られている現象にも新たな光

が当てられつつあります。そこで、本シンポジウムでは紋様・体色形成に関して

興味深い研究を進めている若手研究者を中心に、最近の研究の進展とアプローチ

について紹介いただきました。	 

	 

	 初日の朝早くからのシンポジウムにもかかわらず、多数の学生や研究者の皆さ

んに参加いただき、各講演に対して活発な議論が行われました。複合適応形質進

化の研究対象として、紋様・体色形成への興味がより深まったと感じられるシン

ポジウムになりました。	 

	 

平成25年10月30日	 

シンポジウムオーガナイザー	 藤原	 晴彦	 

	 



 2 

日本動物学会第84回大会	 シンポジウム	 

紋様・体色形成研究の新たな展開	 

Novel	 aspects	 of	 researches	 for	 color	 pattern	 formation	 
 
オーガナイザー：	 

藤原 晴彦（東京大学・大学院新領域創成科学研究科） 
 
	 体表の紋様・体色形成メカニズムに関しては、これまで主に生化学的・生理学

的なアプローチから研究が進められてきたが、その分子的な実体についてはいま

だに不明な点が多い。近年になり、分子生物学・分子遺伝学の進展に加え、次世

代シーケンサーなどの利用による網羅的な解析から、紋様・体色形成の様々な現

象の基盤となる分子的実体に迫れる素地が整いつつある。また、より興味深い生

物現象やこれまで想定されていなかったような体色形成メカニズムなども明らか

になり、古くから知られている現象にも新たな光が当てられつつある。紋様・体

色形成に関して興味深い研究を進めている若手研究者を中心に、最近の研究の進

展とアプローチについて紹介いただく。多数の学生や研究者の皆さんに参加いた

だき、活発な討論が起こることを期待している。なお本シンポジウムは、開催に

あたり新学術領域「複合適応形質進化の遺伝子基盤」のサポートを受けた。 
 
 
プログラム：	 

2013年9月26日 9:00〜11:30 岡山大学津島キャンパス一般教養棟E21（R会場） 
 
S8-1 ランカマキリのピンクの体色を構成する色素の同定と生化学的解析 
真野 弘明，長谷部 光泰（基礎生物学研究所・生物進化研究部門） 
 
S8-2 ホルモン応答を介した昆虫擬態紋様の形成と進化 
藤原晴彦1，山口淳一1，二橋亮2，安藤俊哉1，関拓実1 
（1東京大学・院新領域・先端生命，2産業技術総合研究所） 
 
S8-3 昆虫の体色を変える共生細菌 
𡈽田 努1，杉本 貴文1，松澤 宏朗1，藤原 亜希子1，古賀 隆一2，重信 秀治3，二

河 成男4，深津 武馬2（1富山大・先端ライフサイエンス拠点，2産総研・生物プロ

セス，3基生研・生物機能情報，4放送大・自然と環境） 
 
S8-4 チョウ類における蛹体色の調節機構 
山中 明（山口大・院医系・応用分子生命科学） 
 
S8-5 カタい模様、ユルい模様 
宮澤 清太（阪大・院生命機能） 
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ランカマキリのピンクの体色を構成する色素の同定と生化学的解析	 

Molecular	 analysis	 of	 pink	 pigment	 in	 the	 orchid	 mantis	 	 

Hymenopus	 coronatus 
 

真野 弘明 Hiraoki Mano，長谷部 光泰 Mitsuyasu Hasebe 
（基礎生物学研究所・生物進化研究部門） 

 
	 背景にまぎれ捕食者から身を隠すための隠蔽色、有毒の生物が捕食者へアピー

ルするための警告色、繁殖期に現れて性行動を触発する婚姻色など、動物の体色

が適応的な役割を果たす例は数多い。このような体色の適応進化メカニズムを明

らかにするうえで、独特のピンクの体色を持つ擬態昆虫ランカマキリ（Hymenopus 
coronatus）は良いモデルになると考えられる。そこで我々は、まずランカマキリ
の体色色素について、生化学的手法を用いた分子の同定を行った。その結果、ラ

ンカマキリのピンクの体色は、昆虫に広く存在する色素キサントマチンによって

生成されていることを見出した。さらに詳細な解析を行った結果、ピンク色のラ

ンカマキリと他のカマキリの体色の差異は、1）キサントマチン分子の酸化還元状
態の違い、2）3 種類の類縁色素分子の構成比率の違い、3）キサントマチンが自
己会合することによって引き起こされる色の変化、の3 つの要因によって生み出
されると考えられた。以上の結果から、ランカマキリの体色生成においては、色

素分子の合成以降の化学的変化が重要な役割を持つことが示唆された。 
 

 
ランカマキリ	 Hymenopus	 coronatus	 
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ホルモン応答を介した昆虫擬態紋様の形成と進化	 

Mechanisms	 and	 evolution	 of	 larval	 marking	 pattern	 formation	 

through	 hormonal	 action	 
 

藤原 晴彦 Haruhiko Fujiwara1，山口 淳一 Junichi Yamaguchi1，二橋 亮 Ryo 
Futahashi2，安藤 俊哉 Toshiya Ando1，関 拓実 Takumi Seki1 
（1東京大学・院新領域・先端生命，2産業技術総合研究所） 

 
	 「何かに似せて捕食者などを攪乱する」擬態は、昆虫に限らず多くの生物に見

られるが、個体レベルでの形成メカニズムはまだほとんどわかっていない。例え

ば、近縁種間で全く異なる形態や紋様を持つ生物種は数多く知られるが、遺伝子

ネットワークが大規模にどのように変動し複合的な適応形質が獲得されたかを明

確に説明するモデルはまだない。ナミアゲハの若齢幼虫は鳥の糞に擬態し、終齢

幼虫は食草に似た緑色紋様に変化する一方、近縁種のキアゲハは全く異なる紋様

を示す。我々は、鱗翅目幼虫の擬態紋様形成を研究する過程で、発生途上での紋

様転換や近縁種間での紋様進化には、脱皮や変態を制御するエクダイソンと幼若

ホルモンが深く関わっていることを見出した。ホルモン応答は、より上位の遺伝

子の制御を変えて、遺伝子ネットワークのみならず個体全体に影響を及ぼすのに

格好の標的である。近縁種間の形質進化においては、発生的制約の少ない後胚発

生の遺伝子ネットワークを標的にした事例が多いのではないかと推測しているが、

今後の展望も交えて議論したい。 
 

 
キアゲハ Papilio machaon の幼虫 
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昆虫の体色を変える共生細菌	 

Symbiotic	 bacterium	 that	 modifies	 insect	 body	 color 
 

𡈽田 努 Tsutomu Tsuchida1，杉本 貴文 Takafumi Sugimoto1，松澤 宏朗 Hiroaki 
Matsuzawa1，藤原 亜希子 Akiko Fujiwara1，古賀 隆一 Ryuichi Koga2，重信 秀治 

Shuji Shigenobu3，二河 成男 Naruo Nikoh4，深津 武馬 Takema Fukatsu2 
（1富山大・先端ライフサイエンス拠点，2産総研・生物プロセス，3基生研・生物

機能情報，4放送大・自然と環境） 
 

	 動物の体色は、種の認識、配偶者をめぐる競争、天敵に対する隠蔽色・警告色・

擬態など、生態的に重要な役割を担っている。多くの昆虫と同様に、エンドウヒ

ゲナガアブラムシAcyrthosiphon pisumには種内に明瞭な体色多型（主に緑色型と赤
色型）が存在し、捕食や寄生回避に重要な役割を担っていることがしられてきた

が、我々はこのような体色多型が、共生細菌の感染によって生じうることを見い

だした。これは、自然界において様々な役割を果たす生物の体色に共生微生物が

大きく影響する事例を世界で初めて示したものであり、生物の生態や環境適応の

理解に新たな観点を提示するものと言えよう。これまでに我々は、Rickettsiella 感
染が引き起こす体色変化現象の包括的解明に向け、自然界における感染実態、共

生細菌の全ゲノム解読、体色変化に関与する色素、色素合成の責任遺伝子の解明、

感染による体色変化と宿主内分泌系との関連等について、鋭意研究を進めてきた。

本会では、これまでに得られた成果の一端と、今後の展望について紹介する。 
 

 
左の緑色のエンドウヒゲナガアブラムシは、右の赤色のアブラムシと遺伝的に同一であるが、

共生細菌Rickettsiellaの感染によって体色が緑色に変化した 
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チョウ類における蛹体色の調節機構	 

Regulatory	 mechanisms	 of	 the	 pupal	 coloration	 of	 butterflies	 
 

山中 明 Akira Yamanaka（山口大・院医系・応用分子生命科学） 
 
昆虫が持つ環境適応能力は多様である。チョウ類の幼虫・蛹および成虫は、周囲

の環境に埋もれるような隠ぺい色の体色を呈することがある。特に、幼虫や成虫

とは異なり、移動性を欠く蛹の“隠遁の術”の仕組みは、古くから多くの研究者

を魅了し、様々な視点から研究が行われてきた。我々は、チョウ類の蛹の体色が

どのような環境要因により、また、どのような神経内分泌因子によってコントロ

ールされているかを解析してきた。なかでも、ナミアゲハを用いて、長日日長条

件下で生じる緑色あるいは褐色型の非休眠蛹と、短日日長条件下で生じる休眠緑

色・オレンジ色あるいは褐色―オレンジ色型の休眠蛹の体色発現調節に関する内

分泌学的研究から、少なくとも2 種類の神経内分泌因子が蛹体色の発現調節に関
与することを明らかにした。本シンポジウムでは、チョウ類の終齢幼虫が、蛹と

なる場所の環境要因によってどのような体色に変化するのか、また、蛹の体色発

現に関与する神経内分泌因子の種による作用機作の違いについて紹介する。 
 
 



 7 

カタい模様、ユルい模様	 

Hardness	 and	 softness	 of	 animal	 color	 patterns	 
	 

宮澤	 清太	 Seita	 Miyazawa（阪大・院生命機能）	 

	 

	 世の中にはいろいろな模様をもった動物がいます。多彩な模様パターンは、動

物たちにとっては交配相手や種の識別に大きな影響を及ぼす重要な形質の一つで

す。一方、傍で見ている我々にとっても、生物多様性の象徴として興味深い観察

対象と言えるでしょう。動物の模様パターンは、その性質から大きく二つの種類

に分けることができると考えられます。「カタい模様」と「ユルい模様」です。こ

れらの模様パターンはどのようなメカニズムでつくられるのでしょうか？	 また、

模様パターンとそれらを生み出すメカニズムはどのように進化してきたのでしょ

うか？	 本発表では、二種類の模様の違いを踏まえつつ、簡単な数理モデルを出発

点として、模様パターンのできかた、つくりかたを考えてみたいと思います。	 

	 

	 
虫食い模様のムシフグ	 Takifugu	 exascurus（右）と、白斑点模様の普通種コモンフグ	 Takifugu	 

poecilonotus（左）	 
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