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表紙写真：	 
有毒のベニモンアゲハ	 Pachliopta	 aristrochiae	 に雌特異的にベイツ型擬態する
無毒なシロオビアゲハ	 Papilio	 polytes	 
（左上）シロオビアゲハ雄；（右上）非擬態型のシロオビアゲハ雌；（左下）擬態
型のシロオビアゲハ雌；（右下）擬態モデルのベニモンアゲハ	 
（東京大学大学院	 新領域創成科学研究科	 藤原晴彦）	 
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新学術領域研究「複合適応形質進化の遺伝子基盤解明」  

における遺伝子機能解析技術支援班の役割  

 

	 当新学術領域では、複雑な適応形質やその進化プロセスを、次世代シーケンサ

ーによる網羅的な遺伝子解析などを利用して解明しようとする野心的な目標を掲

げている。その過程で各班員は、それぞれの興味の根幹となる遺伝子を次々と見

つけていくことになるはずだが、そこで大きな問題として立ちはだかると予想さ

れるのが「機能解析」である。「それが本当に原因遺伝子であるのか？」、「見つけ

た遺伝子がどのような働きをしているのか？」を実験的に証明できるか否かは、

遺伝学的手法が完備されていない非モデル的な対象生物を扱う研究者にとって切

実な問題である。遺伝子機能解析技術支援班に期待される大きな役割として、遺

伝子機能の解析に有用な技術や情報を班員に効率よく伝達、共有するために技術

講習会や情報交換会などを開催することがあろう。多くの優れた研究者が集い，

互いに切磋琢磨して向上する機会を提供したい。とはいえ初年度の段階では公募

課題がまだ決まっておらず計画班のみであったこと、そして何より十分な準備期

間がなかったことより、そのようなイベントは来年度から開催の予定である。今

回は遺伝子機能解析技術支援班の担当として、鱗翅目昆虫の RNAi 法の現状につ

いて紹介する。本領域ではカイコ類、アゲハ類、クルミホソガなど多様な鱗翅目

昆虫が研究対象に設定されている。皆さんにとって有用な情報提供となれば幸い

である。 

 

平成２３年３月１日 

新学術領域研究「複合適応形質進化の遺伝子基盤解明」 

遺伝子機能解析技術支援担当	 藤原	 晴彦 
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昆虫における RNAi：鱗翅目昆虫を中心として	 

東京大学大学院	 新領域創成科学研究科	 

藤原	 晴彦	 

機能解析と RNAi 

	 遺伝子の機能解析と言っても多種多様な技術があるが、動植物問わず広く使われているのは、

「RNAi」、「トランスジェネシス」、「ウィルス発現法」の 3種類と思われる。この中でも広範な

種で最も手軽に行えるのは RNAi である。本来はすべての動植物に対する RNAi を取り上げる

べきであるが、あまりにも広範な守備範囲であるのと、計画班の多くが昆虫を対象としているこ

ともあり、３グループが扱っている鱗翅目昆虫の RNAi の現状をここでは紹介したい。鱗翅目

昆虫の RNAiを紹介するのは、後述するように「効く場合」と「効かない場合」があり、RNAi

がうまくいかない生物種にもその情報が役立つかもしれず（RNAiが容易な生物種ではそもそも

あまり情報は必要ない）、その点で意義があると思う。 

	 鱗翅目昆虫の RNAiに関しては、全世界の研究者約 70名が個々のデータ情報を提供してまと

めた論文が先頃公開された(Terenius et al. (2011) RNAi in Lepidoptera. J. Insect Physiol. in 

press, doi:10.1016/j.jinsphys.2010.11.006)。著者もその一人なので、論文中の重要なポイント

を紹介し、さらに当研究室などで得られている情報も新たに付け加えて、以下にまとめた。なお、

詳細な情報は論文そのものを参照いただければ幸いである。 

 

鱗翅目昆虫における RNAi 

研究背景 

ほとんどの真核細胞は、二本鎖 RNAの存在で誘導される、配列特異的な gene silencing機構

（RNA interference, RNAi）を所持している。RNAiは大きく３つの過程からなり、（１）dsRNA

を Dicer（RNaseIII）で小さな siRNAに分解し、（２）このうちの一方の RNA（ssRNA：guide 

strand）をタンパク質複合体 RISC に組み入れ、（３）相補的な配列を持つ mRNA を繰り返し

分解する。重要な点は、植物や C. elegans では細胞内にある RNA 依存性 RNA ポリメラーゼ
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(RdRP)が 2次的な siRNAを増幅させることである。一部の昆虫を除き、昆虫のゲノムにはRdRP

のホモログはない（似たものは存在する）とされるが、それがどのような影響を与えているかは

まだ不明瞭である。さらに、植物や C. elegansでは RNAiの効果がその細胞のみではなく、全

身に広がる機構（Systemic RNAi）を所持している。この RNAの移動には体液を通じて遠くに

伝わる場合と、細胞間を移動するような近距離の場合があるという（Chitwood & Timmermans 

2010）。C. elegansでは sid-1遺伝子が systemicな dsRNAの移動に必要だが、昆虫でのその有

効性については不明瞭である。 

 

鱗翅目昆虫の RNAiデータ（JIPの論文） 

JIPの論文では鱗翅目昆虫の 150以上の RNAi実験データ（カイコとスズメガが全体の 50％

を占めるが、17 種の鱗翅目を含む）を集め、その効果の有無や程度を様々な角度から検討して

いる。 

（必ず成功する RNAi） 

RNAiの手法としては、幼虫、蛹、成虫などの血体腔にインジェクションする一般的な手法以

外に、胚へのインジェクション法、遺伝子組換え（ヘアピン型 RNAの発現）法、培養細胞にお

けるトランスフェクション法などがある。重要な点は、後３者の方法は鱗翅目昆虫においても基

本的には成功すると考えてよい点である。例えば、カイコで胚期注入法を試した 7 つの実験で

は遺伝子によって多少の効果の違いはあるものの、全て成功している。これらの方法に共通する

のは、いずれも細胞の中に dsRNAが導入されていることが確実（もしくは可能性が高い）なこ

とである。dsRNAが細胞の中にさえ入れば RNAiの効果は鱗翅目昆虫でも保障されると考えて

よいだろう。従って、どうしても RNAiを成功させたければ、細胞の中に dsRNAを確実に導入・

発現する方法を選択すればよい。 

（血体腔注射法（Hemocoel injection）による効果：総論） 

	 一方、かなりの数の鱗翅目で通常の体液に注射する方法でも RNAi は成功している。さらに

C. elegansなどで使われている餌などに dsRNAを入れる Feeding法でも効果がある例、次世代
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にも伝わるという例も報告されているが、これらはかなり少数派である。血体腔注射の全 66例

のうち、効き目が高いが 21例（32%）、効き目があるが 11例（17％）、効き目はないが 34例（52%）

である。一部の鱗翅目では 100%うまくいくと報告されているが、例数や組織による違い（後述）

もあるので、今後も検証が必要だろう。また、極めて少量の dsRNA（0.01μg 以下）でうまく

いった例から、非常に大量の dsRNA（1μg以上 100μg）が必要な例まで、これも多様である。

この結果も、遺伝子の種類や発生ステージなどにも依存しているようでデータとしてはまだまと

まっていない。報告されている個々のデータで使われている、RNAの質、量の算定などが果た

して信頼できるかどうかという点も吟味する必要があるだろう。また RNAi の場合、想定した

標的遺伝子以外への影響（off-target効果）が大きな問題として考えられるので、大量にインジ

ェクションしてうまくいったと報告されているものの中には、特異的な影響ではないものも含ま

れている可能性が高い。一方、これまで dsRNA の長さは長い方がよいとされてきたが、RNAi

効果と鎖長の間には相関関係はなさそうだというデータは興味深い。これらを勘案すると遺伝子

や種の違いにもよるが、単純にインジェクションしても成功する可能性は半分以下と考えられる。 

（血体腔注射法による効果の分析） 

	 では、鱗翅目昆虫の系統関係に着目すると RNAi の効率に関して何らかの傾向は見られるの

だろうか。ジャノメチョウ（Bicyclus anynana）やヨトウガ（Spodoptera littoralis）の仲間で

は大量に注射しても全く効かないと報告されているが、これらは遺伝子の種類や組織が本来効き

にくい（後述）を選んでいるためと結論づけている。確かに、Spodoptera exiguaや Spodoptera 

fugiperdaは逆に非常によく効くとのデータが提示されているので、種の違いというよりも遺伝

子や組織の種類を考慮する必要がありそうだ。一方、ヤママユガ科(Saturniidae)は、唯一調べ

た 4種の昆虫全てで完全な効果が認められた例として挙げられているが、いずれも１‐2例の報

告にとどまる。いずれにしろ、RNAiの効き方に関して種の違いがどのように影響しているのか

は、まだ明瞭な結論は得られていない。 
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	 この論文の中で比較的明瞭に示されて

いるのが、組織による影響の違いである

（図１）。フェロモン腺（8例中7例成功）、

脳（8例中 5例）、脂肪体（26例中 13例）、

血球（20 例中 14 例）、体液（12 例中 9

例）、中腸（17例中 10例）といった組織

では半数以上の例で効果があったとされ

る一方、翅（5齢中 0例）や幼虫体表（6

例中１例）などの組織ではほとんど効果

がないとされたことだ。このことは表皮などでは効きにくい一方、免疫応答関連などの組織が比

較的効きやすいことを示す。dsRNAの取り込みに対する物理的・化学的障壁が組織によってか

なり異なるのではないかと筆者は推定する。 

では遺伝子の違いではどうなのだろう。130の遺伝子を gene ontologyで分類してその効果を

調べたところ、免疫応答に関連した遺伝子では 80%の例で非常によく効くことがわかった。そ

の一方で、ヌクレオチド結合や蛋白質結合などに関する遺伝子では効果が少ないと思われた。全 

般としては明瞭な傾向は見られなかった（図２）。 

（結論）結局、この論文ではまだ鱗翅目昆虫全般での RNAi の有効性については結論が得られ

ておらず、さまざまなグループでの結果の不一致さをより露わにしたにすぎないのかもしれない。

ただ総論として、C. elegans、甲虫 Tribolium castaneum（コクヌストモドキ）、ゴキブリBlattella 

germanicaなみに、RNAiがほぼ全てのケースで効く鱗翅目昆虫は存在しないような印象を持っ

た。その原因はわからないが、RNA の増殖に関与する RdRP 様の因子と、RNA のトランスポ

ーターである sid-1様の因子の不完全さが、鱗翅目昆虫においては RNAiの利用を難しくしてい

るのかもしれない。また、dsRNA の uptake（取り込み）にそもそも何らかの障壁が横たわっ

ているのかもしれない。「ショウジョウバエで唯一 dsRNA の取り込みが見られたのはリンパ球
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だけである」というMiller et al. (2008) の報告はこのことを暗示し、今回の免疫応答遺伝子で

の好結果とも矛盾しない。そもそも、ショウジョウバエ D. melanogasterでの RNAiの困難さ

は、鱗翅目昆虫と何ら変わらない。ショウジョウバエではそもそもトランスジェネシスでのシス

テムを想定しているので、dsRNAの注入という方法自体をすでに放棄しているだけなのである。 

 

その他の情報 

（学会・論文等での情報） 

	 とは言っても、学会へ参加して RNAi

がうまくいっていると聞かされると、何

とかその秘訣を知りたいと思うのが常で

ある。鱗翅目昆虫の中でも最も多くの事

例が報告されているカイコでは、最近は

中国の報告が多く見られるようになって

きている。Li博士らは EcRや USPのノ

ックダウンを報告している(Tian et al. 2010)が、学会で直接聞いたところ、「カイコの系統が重

要（p50 系統を使用しているが p50 にも複数の系統ある）」と、「遺伝子発現のタイミングに合

わせた注射が効果的」ということだった。また、Zhan et al. (2010)の報告では、AANATと呼ば

れる遺伝子の dsRNAを蛹にインジェクションしたところ、予想される表現型が観察された。蛹

での RNAiはこれ以外にも複数報告されているので、蛹期には比較的長時間 dsRNAが体液に留

まり効果を及ぼすのかもしれない。これ以外にも、中腸からの dsRNAの取り込み、組織培養に

おける dsRNAの取り込みなどに様々な工夫がなされて、一部には効果があるとの報告もあるが、

現状としてはまだ確立された状態にはない。また、培養細胞については、細胞の種類によっても

RNAiの効率は大きく異なるようだ。トランスフェクション法や、ショウジョウバエの培養細胞

などでは electroporation法なども試されており、これらも想定した実験を行うとよいかもしれ

ない。 
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（当研究室での試み） 

	 一方、筆者たちは、カイコにおける RNAi 効果の不均一性の理由を正確に把握するには、各

発生ステージに対して同一の dsRNA がどのように効果をもたらすかを網羅的に検証する必要

があると考えている。均一な品質の dsRNAを大量に合成するのは煩雑だが、哺乳類などで使用

されている siRNAは均一な標品の合成を簡便かつ低価格で調達できることから、このような目

的には最適と考えられる。しかし、これまでカイコを含め昆虫全般で siRNAの有効性について

はほとんど検証されていない。そこで、様々なカテゴリーに属する 10 種類の遺伝子に対する

siRNAを作成し、胚期にインジェクションして、胚もしく

は幼虫での表現型を観察するとともに、発現する RNA の

減少を調べた。例えば、カイコの sch(sex-linked chocolate)

変異体の原因遺伝子と報告された Tyrosine hydroxylase 

(TH)（Liu et al. 2010）に対する siRNAを作成してインジ

ェクションすると、胚期にはクチクラの硬化とメラニンに

よる体色の着色が阻害され、その効果は１齢幼虫期まで持

続した（図３）。このような効果が、siRNA のインジェク

ション量や時期によって、表現型や発現量にどのように影

響するのかを複数の遺伝子について現在解析を進めている。これらの詳細なデータについては現

在論文として投稿している（Yamaguchi et al. submitted）ので、受理された段階でなるべく早

く班員などに情報を提供したい。 

 

最後に 

	 来年度はできれば、機能解析などに関する技術講習会・情報交換会を開催したい。RNAiに関

するさらなる情報、トランスジェネシスやウィルス発現の実用的手法など、どのようなものがよ

いか希望をお寄せいただければ幸いです。 
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