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号外	
シロオビアゲハのベイツ型擬態の分子機構を解明 



表紙写真：シロオビアゲハ	 Papilio	 polytes	 の擬態型雌（左）と非擬態型（右）
（東京大学　西川英輝）。	 
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In Batesian mimicry, animals avoid predation by resembling distasteful models. In the 

swallowtail butterfly Papilio polytes, only mimetic-form females resemble the unpalatable 
butterfly Pachliopta aristolochiae. A recent report showed that a single gene, doublesex 

(dsx), controls this mimicry1; however, the detailed molecular mechanisms remain unclear. 
Here we determined two whole-genome sequences of P. polytes and a related species, 

Papilio xuthus, identifying a single ~130-kb autosomal inversion, including dsx, between 
mimetic (H-type) and non-mimetic (h-type) chromosomes in P. polytes. This inversion is 

associated with the mimicry-related locus H, as identified by linkage mapping. 
Knockdown experiments demonstrated that female-specific dsx isoforms expressed from 

the inverted H allele (dsx(H)) induce mimetic coloration patterns and simultaneously 
repress non-mimetic patterns. In contrast, dsx(h) does not alter mimetic patterns. We 
propose that dsx(H) switches the coloration of predetermined wing patterns and that 

female-limited polymorphism is tightly maintained by chromosomal inversion. 
http://www.nature.com/ng/journal/vaop/ncurrent/full/ng.3241.html 
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アゲハチョウ 2種のゲノムを解読 
－毒蝶に似せる擬態の謎に迫る－ 

	 

2015 年 3 月 12 日	 東京大学記者会見	 
http://www.k.u-tokyo.ac.jp/info/entry/22_entry380/ 
	 

【発表概要】	 

	 沖縄などに生息するシロオビアゲハは、雌だけが翅の紋様などを毒蝶のベニモンアゲハに似せ

て捕食者をだまし、捕食者から逃れる擬態（ベイツ型擬態、注１）を示す。しかしその原因遺伝

子や分子機構については不明瞭だった。今回、東京大学大学院新領域創成科学研究科の藤原晴彦

教授らは擬態の謎を解くために、東京工業大学、名古屋大学、国立遺伝学研究所などと協力して、

シロオビアゲハとベイツ型擬態をしないナミアゲハの 2種のゲノムを解読し、その原因遺伝子や
分子機構の一端を明らかにした。シロオビアゲハのゲノムデータの解析などから、ゲノム上でベ

イツ型擬態を生じさせている領域は 10万塩基対以上に及ぶ超遺伝子（注２）と呼ばれる構造で、
性分化を制御する doublesex（注３）などの遺伝子を含むことが判明した。また、この構造は擬
態をしないシロオビアゲハの雌のものと比べて、染色体の並びが逆向きになるなど特異な構造を

していた。擬態をしないナミアゲハのゲノムとの比較から、擬態をするシロオビアゲハの雌の超

遺伝子は数千万年前に誕生したと推定された。さらに、新たに開発した遺伝子導入技術などから、

擬態をするシロオビアゲハの擬態型 dsx のメッセンジャーRNA が翅の紋様などの擬態を生じさ
せることがわかった。本成果は、蝶などによく見られる「雌に限定されたベイツ型擬態」の謎を

解くとともに、超遺伝子の完全な構造と機能を初めて示したものである。 
 
【発表内容】	 

研究内容と背景	 

	 日本では沖縄などに生息するシロオビアゲハ（Papilio polytes）は、毒蝶であるベニモンアゲ
ハに紋様や行動を似せて捕食者をだますベイツ型擬態（注１）をすることで知られ、生態学、進

化学、遺伝学などの分野で古くから興味をもたれてきた。また、日本人に馴染み深いナミアゲハ

（Papilio xuthus）は、蝶の視覚、味覚、隠蔽型擬態（注４）など多様な現象を理解するための実
験材料として広く使われている。アゲハチョウ科に属する蝶は世界に 500種類以上生息するが、
これまでゲノムが解読された種はなく、参照すべきゲノム情報のないことが上記のような現象の

分子機構を探る上で、研究の妨げとなっていた。 
 

 
図１	 シロオビアゲハのベイツ型擬態	 

シロオビアゲハには、ベイツ型擬態を見せる雌（中央）と擬態をしない雄や雌（右）がみられる。ベイ

ツ型擬態を見せる雌と擬態しない雌は遺伝子座 Hによって切り替わる。 
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	 今回、東京大学大学院新領域創成科学研究科の藤原晴彦教授らのグループは主にアゲハの擬態

に関わる遺伝子を探索する目的で、東京工業大学、名古屋大学、国立遺伝学研究所のグループな

どと協力して、雌がベイツ型擬態を示すシロオビアゲハとベイツ型擬態を示さないナミアゲハの

ゲノムを完全に解読することに成功した。その結果、シロオビアゲハのゲノムは 2.27 億塩基対
（227Mb、注５）、ナミアゲハは 2.44億塩基対（244Mb）で、オオカバマダラなど他の蝶とは同
程度の大きさである一方、カイコ蛾などに比べると半分程のコンパクトなゲノムであることが判

明した。また、シロオビアゲハのゲノムデータの解析から、ベイツ型擬態の分子機構と進化に関

する多くの謎が解き明かされた。 
 
	 シロオビアゲハの雄や擬態しない雌（非擬態型）の後翅には、その名の通り白い帯状の紋様が

見られるが、雌の一部（擬態型）だけにベニモンアゲハに似た複数の赤いスポット紋様が生じる

（図 1）。これまでの研究から、常染色体（注６）上の 1遺伝子座（H、注７）によってシロオビ
アゲハの雌の擬態型（優性：H）とシロオビアゲハの雌の非擬態型（劣性：h）の 2 種類が生じ
ることが示されていた。しかし、①なぜ雌だけ擬態できるのか？②野生集団で 2種類の雌がどの
ように維持されるのか？③H遺伝子座の実体は何なのか？といった問題が残っていた。 
 
	 擬態型 H と非擬態型 h の全ゲノム配列を比較したところ、両者の配列が大きく異なる領域が
常染色体上に 1か所だけ見つかった。この領域は、別の実験（連鎖解析、注８）から判明した H
遺伝子座の原因部位と一致し、そこには性分化を制御する doublesex（dsx）という遺伝子が主に
存在していた。さらにこの領域では染色体の並びが逆転する現象（逆位）が起こっていた（図 2）。

つまり、擬態型 Hと非擬態型 hに対応した、構造が大きく異なる 2種類の染色体が存在してい
た。また、ナミアゲハのゲノムとの比較から、4000万年近く前に h染色体から H染色体が生じ
たと推定された。これは、先行研究（Zakharov et al. 2004）でナミアゲハとシロオビアゲハは約
4000万年前に分岐したと推測された年代の後ではあるが、それに近い年代と推測された。また、
逆位領域では染色体の組換えが抑制されるため、シロオビアゲハの野生集団では 2種類の染色体
（Hと h）が長期間それぞれの構造を維持してきたと示唆された（疑問②の答）。 

 

 
	 

図 2	 擬態形質の原因となる領域（逆位領域）近傍の構造	 
擬態型染色体 Hと非擬態型染色体 hは原因となる領域で染色体の向きが逆になっている。他の鱗翅目昆
虫も非擬態型 hとほぼ同じ遺伝子構造をしていることから、非擬態型 hから擬態型 Hの染色体が生じた

と推測される。 
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	 H染色体と h染色体の dsx遺伝子は構造が大きく異なるが、新たに開発した遺伝子導入技術（注
９）を用いて解析したところ、H染色体の dsx遺伝子のみが擬態型の赤いスポット模様などの形
質を誘導した（疑問③の答、図 3）。また、dsx 遺伝子には雄型メッセンジャーRNA と雌型メッ
センジャーRNA が存在するが後者のみが擬態を生じさせる可能性が示唆された（疑問①の答）。
興味深いのは、逆位領域内部や近傍には、H染色体と h染色体で構造や発現が大きく異なる遺伝
子が dsx以外にも 2種類存在したことである。アゲハ蝶のベイツ型擬態には染色体上の隣接した
遺伝子群からなるユニット（超遺伝子）が関わっているという仮説が 80年以上前から提示され
てきた。進化の過程を経てもなお維持されている（進化的に保存されている）逆位領域が擬態形

質の原因となっているという今回の結果は、長い間謎だった超遺伝子の分子的な実体を突き止め

たという点からも大きな成果と言える。 
 

 
	 

図３	 擬態型染色体に存在する dsx遺伝子が擬態形質を誘導する	 
今回開発した新たな遺伝子導入法で擬態型の雌個体で擬態型 dsx遺伝子（擬態型染色体上に存在する dsx
遺伝子）の働きを抑えることに成功した。左：同一個体内の未処理翅。右は処理翅。処理した翅では赤

い斑点がなくなり白い帯状の模様が出現し、非擬態型の翅に類似するようになった。 
 

社会的意義・今後の予定	 

	 遺伝子の働きによって決まる性質や特徴のほとんどは、1つの遺伝子によって決まるか、遺伝
的に関連のない複数の遺伝子が関与する量的形質（例えば人の身長のような特徴）である。とこ

ろが、鳥の羽毛多型、アリの階級分化といった複雑な適応形質は隣接した遺伝子群からなる超遺

伝子が原因であるという仮説が注目されつつある。超遺伝子の構造が明確に示されたのはこれま

でドクチョウ科の 1例しかなく（Joron et al., 2011）、超遺伝子の完全な構造を解明し原因となる
遺伝子の機能を証明したのは今回が初めてである。今後は dsx遺伝子近傍の遺伝子が擬態形質に
関与するかを調べる必要があるが、今回の成果は進化遺伝学の分野で注目される超遺伝子の謎に

迫るものである。さらに、本研究で開発した遺伝子導入技術（遺伝子を導入することにより、蝶

の翅の紋様を変更する技術）は画期的で、今後世界の蝶研究者の間で使われるようになると期待

される。 
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	 今回、アゲハチョウ科 2種のゲノム情報が高い精度で解読されたことにより、アゲハチョウ科
の蝶や鱗翅目昆虫を対象にした分子レベルの生理学研究や進化学研究が推進される可能性があ

る。またゲノム情報は食植性昆虫として農業などに多大な被害を与える鱗翅目昆虫の防除や生育

制御に役立つことが期待される。 
 
	 本成果は、東京工業大学、名古屋大学、国立遺伝学研究所、かずさ DNA研究所、JT生命誌研
究館との共同研究により得られた。また、本研究は科学研究費補助金・新学術領域「複合適応形

質進化の遺伝子基盤解明」（代表：長谷部光泰）の計画研究「昆虫の擬態紋様形成の分子機構と

進化プロセス」（代表：藤原晴彦）によって主に進められ、ゲノム解析は科学研究費補助金・新

学術領域「ゲノム支援」（代表：小原雄治）の支援により主に進められた。 
 
【用語解説】 
（注１）ベイツ型擬態： 
無毒な生物種が毒のある生物種の形質（紋様、形態、行動など）に似せて捕食者から逃れるタイ

プの擬態の総称。 
（注２）超遺伝子（supergene）： 
染色体上で隣接する複数の遺伝子群が複雑な適応形質を制御しているという仮説で、80 年以上
まえに提唱された（Fisher RA, 1930）。 近の総説では（Shcwander et al, 2014）、蝶の擬態以外に、
アリの社会性、魚の隠ぺい色、鳥の羽毛多型など、さまざまな複合適応形質に関与しているとさ

れるが、その分子的実体についてはまだほとんどわかっていない。 
（注３）doublesex遺伝子（dsx）： 
昆虫から脊椎動物にいたる広範な動物で性を決定する遺伝子として知られている。雄型のメッセ

ンジャーRNA と雌型のメッセンジャーRNA が存在し、それぞれのメッセンジャーRNA の機能
に依存して雄と雌が分化していくと示唆された。 
（注４）隠蔽型擬態： 
背景にある植物や環境に似せて捕食者から逃れる擬態の総称で、カムフラージュ、保護色などと

もいわれる。 
（注５）Mb（mega base, メガベース）： 
DNAの大きさを表す単位で、1Mbが 100万塩基対に相当する。ちなみにヒトのゲノムサイズは
約 3000Mb（30億塩基対）。 
（注６）常染色体：性染色体を除く染色体の総称。 
（注７）1遺伝子座： 
ある形質の原因となる染色体領域を指し、通常は単一の遺伝子やその制御領域に起因する。今回

は、120kb（キロベース）という巨大な領域全体（supergene）が原因となっていた。 
（注８）連鎖解析： 
形質の原因となる DNA上の領域を絞り込む遺伝学的手法。1塩基多型（SNP）などの DNA上の
多型と注目する遺伝的形質（今回は、雌の翅がベニモンアゲハに似た紋様）が一致する領域を探

索する。 
（注９）新たに開発した遺伝子導入技術： 
遺伝子の導入（強制発現）や遺伝子発現の抑制（RNAi法など）により、遺伝子の機能を調べる
手法は広範な現象で使われているが、蝶の翅においてはこれまで適切な方法がなかった。東京大

学の研究グループが 近開発したエレクトロポレーション法（Ando & Fujiwara, 2013）を改良し、
siRNAを効率的に蛹翅に導入して特定の遺伝子発現を抑制する方法を今回開発した。 
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