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極限乾燥耐性生物ネムリユスリカのゲノム解読 



表紙写真：極限乾燥耐性能をもつネムリユスリカ	 Polypedilum	 vanderplanki	 
の幼虫（農業生物資源研究所	 黄川田	 隆洋）。	 
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Anhydrobiosis represents an extreme example of tolerance adaptation to water loss, where 
an organism can survive in an ametabolic state until water returns. Here we report the first 
comparative analysis examining the genomic background of extreme desiccation tolerance, 

which is exclusively found in larvae of the only anhydrobiotic insect, Polypedilum 
vanderplanki. We compare the genomes of P. vanderplanki and a congeneric 
desiccation-sensitive midge P. nubifer. We determine that the genome of the 

anhydrobiotic species specifically contains clusters of multi-copy genes with products that 
act as molecular shields. In addition, the genome possesses several groups of genes with 
high similarity to known protective proteins. However, these genes are located in distinct 

paralogous clusters in the genome apart from the classical orthologues of the 
corresponding genes shared by both chironomids and other insects. The transcripts of 

these clustered paralogues contribute to a large majority of the mRNA pool in the 
desiccating larvae and most likely define successful anhydrobiosis. Comparison of 

expression patterns of orthologues between two chironomid species provides evidence for 
the existence of desiccation-specific gene expression systems in P. vanderplanki.  

http://www.nature.com/ncomms/2014/140912/ncomms5784/full/ncomms5784.html  
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極限乾燥耐性生物ネムリユスリカの	 
ゲノム概要配列を解読	 

－生物がカラカラに乾いても死なないメカニズムの解明へ－ 
	 

2014 年 9 月 12 日独立行政法人農業生物資源研究所プレスリリース	 
http://www.nias.affrc.go.jp/press/2014/20140912/  
	 

	 日本、ロシア、米国の国際研究チームは、アフリカ中央部の半乾燥地帯の岩盤地域に生息し、

極度の乾燥条件に耐えうる能力を持つネムリユスリカ※１のゲノム塩基配列を解読し、その概要

配列を明らかにするとともに、干からびても死なないネムリユスリカに極限的な乾燥耐性をもた

らす遺伝子多重化領域と乾燥時特有の遺伝子発現調節機構を発見することに成功しました。今後、

極限乾燥耐性をもたらす遺伝子を利用することで、iPS細胞や受精卵、血液などの常温乾燥保存
法の開発の促進が期待されます。本研究成果は英科学誌 Nature Communications（ネイチャー・
コミュニケーションズ）電子版に 9月 12日に掲載されました。 
 
【本論文のポイント】	 

１．本研究は、農業生物資源研究所（生物研）が中心となって、カザン大学（ロシア）、沖縄科

学技術大学院大学、基礎生物学研究所、金沢大学、モスクワ大学（ロシア）、ロシア物理化学医

学研究所、ヴァンダービルト大学（米国）が共同で、極限的な乾燥耐性をしめす生物であるネム

リユスリカのゲノム塩基配列の解読を行いました。解読の結果、ネムリユスリカのゲノム上には、

およそ 17,000個の遺伝子が存在する事が明らかになりました。 
 
２．解読したネムリユスリカのゲノムを、ネムリユスリカの近縁種で乾燥耐性が全く無いヤモン

ユスリカ※２のゲノム塩基配列と比較した結果、ネムリユスリカのゲノムにしかない遺伝子が多

重化した領域（ARId）※３を発見しました。また、研究チームは、ネムリユスリカに特有な乾燥

応答性の遺伝子発現調節機構が存在する事も発見しました。 
 
３．ARIdには、新規な抗酸化因子や老化タンパク質修復酵素、ストレスタンパク質の一種であ
る LEAタンパク質※４など、生体分子保護機能をもつ遺伝子が多重化※５して存在していることが

明らかになりました。 
 
４．乾燥耐性に必須な遺伝子の一つである LEAタンパク質遺伝子は、細菌からの水平伝播※６に

よってネムリユスリカが獲得した事が示されました。 
	  
５．約 2500万年前に他のユスリカから分岐したネムリユスリカが、乾燥無代謝休眠※７を実現し

た進化の過程がわかりました。 
 
６．極限的な乾燥耐性をもたらす遺伝子を利用することで、ヒトの iPS細胞や家畜の受精卵及び
血液などの常温乾燥保存法の開発促進が期待されます。 
 
【研究の背景と経緯】	 

	 生物にとって、水は代謝を動かす溶媒として必須です。細胞から水分が失われていくと代謝は

停止し、最終的には死に至ります。しかし、一部の生物は、完全に乾燥して代謝が停止しても死

に至ることなく、再吸水すると代謝が復活します。この現象は乾燥無代謝休眠と呼ばれ、生命科

学分野で一般的なモデル生物であるショウジョウバエや線虫、マウスなどには認められず、昆虫

ではアフリカ半乾燥地帯に生息するネムリユスリカの幼虫のみに認められます。いったん乾燥無

代謝休眠状態になったネムリユスリカは、半永久的に代謝を停止させることが可能です。しかも、
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水和させるだけで、約 1時間で乾燥無代謝休眠から覚醒し、発育を再開します（図１）。 
	 乾燥無代謝休眠状態のネムリユスリカ幼虫は、高温（90℃）、低温（-270℃）、放射線（10 kGy）、
化学物質（アセトンやエタノール）などに曝しても完全な耐性を示します。この能力のおかげで、

宇宙空間に 2年以上放置しても蘇生可能な状態を維持出来ていました。このような極限的な耐性
の分子メカニズムを知るために、ネムリユスリカのゲノム解析を行いました。 
 
【研究の内容・意義】	 

	 乾燥無代謝休眠のような特異的な生命現象を

理解するためには、表現型の異なる生物間での比

較ゲノム解析が有効になります。ネムリユスリカ

に近縁な昆虫であるヤモンユスリカは乾燥に対

して感受性を示すため、これら同属異種の２種類

のユスリカのゲノム情報を比較することで、ネム

リユスリカ特有の乾燥無代謝休眠に関与する遺

伝子の同定を目指しました（図２）。 
	 概要塩基配列を決定したところ、ネムリユスリ

カが 17,137個の遺伝子をもっていたのに対して、
ヤモンユスリカは 16,553 個の遺伝子をもつこと
が分かりました。両者の配列を比較した結果、ネ

ムリユスリカのゲノムにしかない遺伝子領域が

存在する事が分かりました（図３）。ARId 
(anhydrobiosis-related gene island) と命名した遺
伝子領域には、抗酸化因子であるチオレドキシン

やストレスタンパク質の一種である LEA タンパ
ク質、老化タンパク質修復酵素である PIMT※８な
どの生体分子保護機能をもつ遺伝子が多重化し

て存在していました。また、ARIdに存在する遺
伝子は、乾燥に伴って発現が上昇しており、乾

燥過程のネムリユスリカで発現量の多い遺伝子

のトップ 100 番までに含まれていました。乾燥
による遺伝子発現パターンを二種のユスリカの間で比較した結果、ネムリユスリカ特有の乾燥応

答性の遺伝子発現調節機構が存在する事も分かりました。 

	 LEAタンパク質をもつ昆虫は、ネムリユスリ
カだけです。水平伝播によって細菌由来の遺伝

子がネムリユスリカのゲノムに入り、そのあと LEAタンパク質遺伝子の多重化が起こったこと
が示唆されました。 
	 80 万種を超える既知の昆虫の中で、ネムリユスリカのみが完全なる極限乾燥耐性（乾燥無代
謝休眠）を発揮します。本研究によって、約 2500万年前に他のユスリカから分岐したネムリユ

 

図１	 ネムリユスリカの乾燥無代謝休眠と

生活環	 

 

図２	 乾燥耐性の能力が異なる近縁なユスリカ
のゲノムを比較すると、乾燥耐性に必要な遺伝子
がわかる	 

 
 

図３	 ネムリユスリカの乾燥無代謝休眠獲得に

至るゲノムの進化過程 
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スリカが、乾燥に対する環境適応という複合適応形質を獲得した進化の過程が明らかになりまし

た（図４）。 

 
 
【今後の予定・期待】	 

	 実用的な革新的技術の構築へ繋がる可能性があります。例えば、本研究結果から判明した、ネ

ムリユスリカ特有な乾燥無代謝休眠に関連した遺伝子群を任意の細胞で発現させることで、細胞

や組織の常温乾燥保存法の開発を加速することが可能になります。 
	 現在、遺伝子を細胞に発現させるためには、薬剤処理や温度刺激を与える方法が主流となって

います。ネムリユスリカ特有の乾燥誘導性の遺伝子発現制御系の解析を進めることで、乾燥刺激

のみで任意の細胞に自由自在に遺伝子を発現させることのできる画期的なシステムを構築でき

るようになります。 
 

 

図４	 ネムリユスリカの乾燥耐性獲得と系統樹	 
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【用語解説】	 

※１ ネムリユスリカ：干からびても死ぬことなく、水をかけると成長を再開する能力をもつ唯
一の昆虫。この乾燥耐性は幼虫期のみに認められる。アフリカの半乾燥地帯の水たまりに生息す

る。学名は、Polypedilum vanderplanki 
 
※２ ヤモンユスリカ：ネムリユスリカと同属の昆虫。熱帯アフリカから日本を含むアジア及び
北部オーストラリアまで広がって生息する。乾燥に対して感受性を示すため、干からびると直ち

に死んでしまう。学名は、Polypedilun nibifer 
 
※３ ARId：anhydrobiosis-related gene islandの略。乾燥無代謝休眠をもたらす遺伝子が多重化し
た領域をさす。 
 
※４ LEAタンパク質：1980年代に、植物の種子から発見されたストレスタンパク質の一種。乾
燥無代謝休眠する生物に共通してみられるタンパク質。昆虫ではネムリユスリカにしか存在しな

い。非常に親水性の高いタンパク質であるため、水と置き換わる効果をもつ。乾燥時の様々なタ

ンパク質の不可逆的な凝集を防ぐ役割がある。 
 
※５ 遺伝子の多重化：ある遺伝子のコピーがゲノム中に複数作られることを指す。コピー数が
増えた遺伝子は、進化の過程で、機能が変化していくことが多い。遺伝子重複ともいう。 
 
※６ 遺伝子の水平伝播：水平転移ともいう。ある遺伝子が、種の壁を乗り越えて転移して、別
種のゲノムに固定化される現象を指す。これに対して、親から子供へ遺伝子が伝わることを垂直

伝播という。 
 
※７ 乾燥無代謝休眠：干からびても死なない能力。英語では、anhydrobiosis（“水がない状態の
生命”の意味）と呼ばれる。ネムリユスリカ以外では、細菌、酵母、カビの胞子、線虫、ワムシ、

クマムシ、アルテミアの耐久卵、植物の種子、復活草などに認められる。脊椎動物には、この能

力をもつ生物は存在しない。 
 
※８ PIMT: Protein L-isoaspartyl methyltransferaseの略。傷害を受けたタンパク質のアスパラギン
酸残基やアスパラギン残基を、元通りに修復する機能をもつ酵素。アンチエイジング酵素として

知られる。 
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報道、社会への情報発信等	 

2014年 9月 12日	 独立行政法人農業生物資源研究所プレスリリース 
http://www.nias.affrc.go.jp/press/2014/20140912/	  
 
2014年 9月 12日	 基礎生物学研究所プレスリリース 
http://www.nibb.ac.jp/press/2014/09/12.html	  
 
2014年 9月 12日	 金沢大学Web広報誌 e-Acanthus 
http://www.kanazawa-u.ac.jp/university/administration/prstrategy/eacanthus/1409/12.html	  
 
2014年 9月 12日	 OISTプレスリリース『Back from the Brink』 
http://www.oist.jp/news-center/press-releases/back-brink	  
 
2014年 9月 12日	 47 NEWS	 『昆虫・ユスリカのゲノム解読	 乾いても死なない遺伝子』 
http://www.47news.jp/CN/201409/CN2014091201001545.html	  
 
2014年 9月 12日	 日本経済新聞（電子版）	 『干からびても死なない昆虫の遺伝子解読	 日ロ
米のチーム』 
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFK1201D_S4A910C1I00000/	  
 
2014年 9月 12日	 NHK水戸	 地域ニュース	 『水で蘇生	 昆虫の遺伝情報解読』 
 
2014年 9月 13日	 読売新聞	 朝刊 33面	 『「乾燥から復活」遺伝子	 蘇生する「ネムリユスリ
カ」で特定』 
 
2014年 9月 13日	 常陽新聞	 朝刊 2面	 『干からびても死なない	 ネムリユスリカ蘇生の仕組
み解明』 
 
2014年 9月 14日	 日本経済新聞	 朝刊 30面	 『干からびても死なない	 昆虫のゲノム解読』 
 
2014年 9月 14日	 Science 2.0 『How the African midge can survive without water and in the vacuum 
of space』 
http://www.science20.com/news_articles/how_the_african_midge_can_survive_without_water_and_in_t
he_vacuum_of_space-144766	  
 
2014年 9月 15日	 毎日新聞	 朝刊 28面	 『干からびても生存	 虫ゲノム解読	 細胞保存の簡
易化に期待』 
 
2014年 9月 15日	 カザン大学 (Kazan Ferderal University) 『У космического к
омара есть добавочный набор генов, позволяющи
й ему выжить без воды (We have an extreme space mosquito gene set, allowing 
it to survive without water)』 
http://kpfu.ru/studentu/uchenyj-kfu-39u-kosmicheskogo-komara-est-90052.html	  
 
2014年 9月 15日	 Scicasts	 『Genetic mechanism behind midge invulnerability to harsh conditions』 
http://scicasts.com/genomics/8369-back-from-the-brink-study-finds-genetic-mechanism-behind-midge-in
vulnerability-to-harsh-conditions/	  
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2014年 9月 16日	 マイナビニュース	 『干からびても死なない理由は？	 生物研などがネムリ
ユスリカのゲノムを解読』 
http://news.mynavi.jp/news/2014/09/16/467/	  
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