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家蚕のコブ突然変異 (Knobbed) におけるコブ状突起形成機構
－特に真皮細胞の特性について＊

志村幸子1,2

（平成25年1月21日受理）

The Knobbed mutant of silkworm, Bombyx mori, is a dermal mutant with characteristic 
knobs formed at specific dorsal regions of several larval segments. The morphology, ploidy and 
cell proliferation of the larval epidermis in normal and Knobbed mutant were characterized to 
clarify the process involved in knob formation of silkworm. The epidermal cells of the knobbed 
region were found to be relatively more slender and taller in height than the epidermal cells of 
the unknobbed region. Furthermore, the basal plasma membrane and the attached basement 
membrane were irregularly distorted during the feeding stage. In order to clarify the details 
of the growth mechanism occurring in the normal silkworm epidermis, we investigated the 
spatial and temporal characteristics of the above features in the dorsal epidermis of the fifth 
segment in normal silkworm from the third instar to the wandering stage. The corresponding 
changes in ploidy levels, cell size and cell proliferation in the epidermis suggest that there are 
three types of mitotic classes in the epidermis during the larval development in the silkworm, 
namely, early instar-specific, penultimate instar-specific and final instar-specific. Subsequently, 
the mitotic cells in the fourth larval epidermis were detected in order to characterize in detail 
the cell proliferation, which induces knob formation in the Knobbed mutant. Clear mitotic 
activity was observed from 24 hr after ecdysis to the stage just preceding the molting period. 
These results suggest that mitosis occurs in the knob regions during most of the feeding stages, 
and that the prolonged cell proliferation observed in the epidermal cells results in an increase 
of cell number, causing conspicuous outgrowths of the integument, which take the form of 
swollen knobs. To suppress the abnormal proliferation of the knobbed regions, the first instar 
knobbed region was subjected to irradiation using heavy-ion microbeam. The knob formation at 
the irradiated segment was specifically suppressed. However, the inhibition of cell proliferation 
depressed not only the knob formation but also the normal pattern formation suggesting that 
the pathway of knob formation is involved in the downstream signaling of pattern formation. 
These results were used to speculate on the putative process of knob formation in silkworm. 
Unfortunately, the underlying reasons for prolonged mitoses in the epidermis of knobbed 
region remain unclear. However, transmission electron microscopy analysis further suggests 
the possibility that excessive cell proliferation in the epidermal region may be caused by the 
change of interaction between growth factor(s) such as ecdysone and the cellular matrix.

Synopsis
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志村　幸子：家蚕のコブ突然変異形成機構

緒　論

　カイコ（家蚕）はチョウ目カイコガ科に属する昆虫
であり，幼虫がつくる繭から絹糸をとるために 5 千年
以上も前から人類によって飼育されてきたと考えら
れている（村上，1992）．繭の生産性向上を目的とし
て，長年にわたって品種改良が行われた結果，世界各
地で様々な品種が作り出され，現在でも数多くの地理
的品種が残されている．カイコは産業上重要な昆虫で
あるばかりでなく，体が大きい，飼育が簡単で逃げ出
さない，実験材料を大量に確保できるといった利点
から，ショウジョウバエと並び古くから遺伝学をはじ
め生理・生化学の実験材料として使われ，生物学の研
究発展に大きく貢献してきた．特に，品種改良の過程
で見出され保存されてきた多数の突然変異系統は，古
くから遺伝学や生理・生化学的手法による形質解析
の対象となってきた．2009 年に日中共同によるカイ
コの全ゲノム解析のデータが公開されてからは（The 
International Silkworm Genome Consortium, 2008），
ポジショナルクローニングによって突然変異の原因遺
伝子を単離することが容易となり，突然変異系統は遺
伝子機能解析の格好の材料として利用されている．
　現在，わが国においては九州大学と農業生物資源
研究所に突然変異系統や地理的品種などおよそ 650
の系統が保存されており，そのうち，幼虫形質に異
常を持つ系統は 50 近く存在する（白田ら，2007; ナ
ショナルバイオリソースプロジェクト  http://www.
nbrp.jp/index.jsp.）．コブ蚕（瘤蚕）は明治 30 年に松
永伍作が清国から持ち帰ったとされる一化性品種の龍
角が起源とされる幼虫形質の異常を示す突然変異の
一つである（平塚，1965）．幼虫背面の斑紋部にコブ
状の隆起を生じ，単一の優性遺伝子であるコブ遺伝
子（Knobbed，K）によって支配されている（有賀，
1939）．原因遺伝子は，有賀（1939）により第 11 連関
群にあることが決定され，その遺伝子座位は現在では
25.4 に決まっている（伴野ら，2005）．
　コブ蚕はその特異な形態から注目を集め，コブの形
成は斑紋部に限定されることから，様々な斑紋とコブ
の発現について調べられてきた．その結果，コブは
交雑により褐円（L）や多星紋（ms）また E 複対立
遺伝子の影響によって増えた斑紋上にも現れること
が知られている（田中，1952a; 有賀ら，1954; 田中，
1962）．反対に，黒縞（pS），発育遅延（Slg），飛沫状

（Spl）および od 油（od）の遺伝子はコブの発達を抑

制する（有賀，1943a，b; 有賀ら，1954; 長島・田中，
1956; 田中・後藤，1966b）．また，経験的に大造との
交雑においてはコブの発達が抑制されることが知られ
ている．pS の作用による抑制の機構としては皮膚中
に大量の色素が蓄積する結果と推測されているが（有
賀，1943a, b），長島・田中（1956）は詳細な実験を行い，
pS の多面的作用により斑紋原基の形成が抑制される
結果であると述べている．これらの研究から，有賀
ら（1954）が述べたようにコブの形成には斑紋部（斑
紋原基）の形成が必要であることが確認されていると
言える．また形態学的研究より，斑紋部にコブ状の隆
起が形成される原因は，斑紋部の真皮細胞が K の作
用によって正常な真皮細胞に比べて過多分裂を行う結
果起きると結論づけられている（芦野，1940; 長島ら，
1959）．
　コブ蚕はその異様な形態とは別に，K の存在によ
り繭重や繭層重が増加することが報告されている（広
部，1951，1954; 吉武・渡部，1961; 田中，1965: 田中・
後藤，1964, 1966a, b; 榎島・山本，1984; 中田・村上，
1988）．K による繭重や繭層重の増加はヘテロシスに
よるものではなく K の単独の機能であることが報告
されており（田中・後藤，1964: 田中，1965），細胞の
異常増殖をもたらす機構とも関連して K の機能に興
味が持たれる．
　このように，コブは原因遺伝子の遺伝子座位が決定
されており，斑紋形成と関係して斑紋部の真皮細胞が
異常に増殖することによって形成されることが知られ
ている．しかし，原因遺伝子の特定だけでなく具体的
なコブ形成機構もわかっていない．また，真皮細胞の
増殖異常についても，その特性は必ずしも明らかでは
ない．
　昆虫の皮膚は，一層の真皮細胞層と真皮細胞で合
成・分泌されるクチクラ層で構成され，硬いクチクラ
層の外骨格が昆虫の最終的な形と大きさを決定する．
そのため，真皮細胞の増殖制御は的確な形と大きさの
体を作るために重要な機構であり，異常な形と大きさ
を示すコブの形成が真皮細胞の増殖異常に起因するこ
とは容易に想像できる．それでは，正常な真皮細胞の
細胞増殖とはどのようなもので，どのような異常がコ
ブ形成をもたらすのであろうか．
　真皮細胞の増殖は，昆虫種によって異なることが
知られている．ハエ目のキイロショウジョウバエ
Drosophila melanogaster やオオクロバエ Calliphora 
lata では幼虫期には細胞の増殖は起きないことが知ら



6

農業生物資源研究所研究資料　第10号（2013）

れ て い る（Pearson, 1974; Roseland and Reinhardt，
1982; Chapman, 1998）．一方，コウチュウ目のチャイ
ロコメノゴミムシダマシ Tenebrio molitor では，細
胞密度の変化から脱皮期に細胞分裂が起きると考え
ら れ て い る（Besson-Lavoignet and Delachambre，
1981）．同様の細胞分裂はカメムシ目のサシガメの一
種 Rhodonius prolixus やカメムシの一種 Oncopeltus 
fasciatus でも観察される（Chapman 1998）．チョウ
目においては，エリサン Samia cynthia ricini の細胞
増殖が各齢の摂食期に観察され，長い G2 期を持つこ
とが報告されている（Minato, 1989）．カイコにおい
ても，細胞分裂は 1 齢から 4 齢期の摂食期に起こる
が，脱皮期と 5 齢期には細胞の分裂は観察されない
ことが報告されている（Yokoyama, 1936; Kato and 
Oba, 1977）．また，5 齢の細胞分裂像はワンダリング
期後に見られることが報告されており（Kawasaki et 
al., 2001），同じチョウ目のタバコスズメガ Manduca 
sexta と同じ結果であった（Wielgus et al., 1979; Kato 
and Riddiford, 1987; Kato et al., 1987）．この 5 齢の細
胞分裂は体節間膜では観察されず，体節の中央部で観
察されたことから細胞分裂には部位特性があると考え
られる．
　さらに，真皮細胞は倍数化することが知られてい
る．倍数体の形成は多くの生物種にわたって存在して
おり，細胞サイズを増大させ，組織や体サイズを変
化させるために重要な機構であると考えられる（Day 
and Lawrence, 2000; Flemming et al., 2000）．特に，
昆虫では多くの組織が一生を通じて倍数化し，幼虫
時の急激な成長や様々な組織におけるタンパク質の
大量合成などで効果的にこの機構を利用している

（Nurse, 1985; Kato et al., 1987; Conlon and Raff, 1999;  
Montagne, 2000; Edgar and Nijhout, 2004）．昆虫の
細胞の倍数化の機構については，ショウジョウバエ
の胚で，細胞分裂を制御する Cdk1, Cyclin A, Cyclin 
B, Cyclin B3, Cdc25/String の発現が正常な分裂周期
から倍数化への移行において重要であると報告されて
いる（Sauer et al., 1995）．また，後胚発生期におけ
る倍数化については，ショウジョウバエの成虫原基に
おいて研究が行われており，有糸分裂の制御に関わる
微小管による紡錘体形成の異常（Hanson et al., 2005）
やanaphase-promoting complex/cyclosome （APC/C）
の活性化が必要だという報告がある（Zielke et al., 
2008）．
　カイコにおいても真皮細胞の倍数性は詳細に解析さ

れている．4 齢初期には 4C，8C の細胞が主であるが，
成長とともに 16C と 32C の細胞が増加し，5 齢期を
通して全体の約 80％を 16C と 32C の倍数化細胞が占
めることが知られている（Kawasaki et al., 2001）．ま
た，タバコスズメガでは倍数化が 5 齢期の急激な体サ
イズ増加に関与している可能性が述べられていること
から（Kato et al., 1987），カイコにおいても幼虫の体
サイズが特に大きくなる 4 齢（終前齢期），5 齢（終
齢期）において真皮細胞の倍数化が体サイズ増加に重
要な役割を果たしていることが示唆される．
　一方，倍数化はほ乳類においてはガン化と関係して
いる．ガンは細胞が何らかの原因によって変異し，正
常な増殖制御サイクルからはずれ無制限に増殖し腫瘍
となる異常である．ガン化した細胞においては正確な
細胞の分裂が行われず，しばしば細胞は倍数化する．
その結果，ほ乳類では基本的に正常な組織では倍数
化した細胞は見られないが，ガン組織の細胞では，3
倍体や 4 倍体といった細胞が観察される（Storchova 
and Kuffer, 2008）．コブの原因といわれる増殖異常が
ガン化と同様の機構で起きるのであれば，細胞増殖だ
けでなく倍数性にも異常が見られる可能性は十分考え
られる．
　今まで，チョウ目の真皮細胞増殖に関する研究は，
光学顕微鏡による観察と目視による細胞数測定の方法
で行われてきた（Yokoyama, 1936; 伊藤，1951a; Kato, 
1977; Kato and Oba, 1977; Wielgus et al., 1979）．この
方法は細胞数の計測に多大な時間と労力を要すること
から，これまでの観察は幼虫発育期間の一時期の，ま
た体節の一部に限られてきた．このため，幼虫発育期
間を通しての時間的，空間的な細胞増殖の様子が十分
に把握されているとは言い難い状況にある．例えば，
カイコと同じチョウ目のタバコスズメガにおいては倍
数性に部位特異性があることが報告されている（Kato 
et al., 1978）．このことは，細胞増殖もまた体節内で
均一に起きていない可能性を示唆している．さらに，
カイコの 3 齢期に比べ 4 齢期では細胞分裂頻度が急に
低下することから（Kato and Oba, 1977），幼虫期を
通して同じ分裂や成長が起きているかについても疑問
が残る．しかし，部位的・時期的に真皮細胞の増殖や
成長を調べた研究はこれまで行われていない．このた
め，コブの細胞増殖異常の詳細を知るためには，正常
な状態のカイコ真皮細胞についても細胞増殖の詳細な
特性を明らかにする必要がある．
　コブ蚕におけるコブ状隆起は，真皮細胞が時間的，
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空間的に異常な増殖をおこした結果生じると考えられ
ることから，その原因を明らかにすることは昆虫の形
と大きさを決定している真皮細胞の増殖制御機構の解
明にもつながる．そこで，本研究では正常なカイコの
真皮細胞の増殖と比較しつつ，斑紋部における細胞増
殖のどのような異常がコブ形成をもたらすのかを明ら
かにすることを目指した．そのために，第 1 章ではコ
ブの特徴について，外部形態および真皮細胞層の形態
について光学顕微鏡および共焦点レーザー顕微鏡によ
る観察を行い，コブの形成過程について検討を行った．
第 2 章では真皮細胞の倍数性について正常蚕とコブ蚕
での差異について論じた．第 3 章では真皮細胞の増殖
を正常蚕とコブ蚕で調べ，比較・検討を行った．そして，
第 4 章では真皮細胞を重イオンビームで DNA に損傷
を与え細胞増殖を停止させた場合のコブの発現から細
胞増殖とコブ形成の関係について検討を行った．以下
各章においてその結果の大要を報告する．
　なお本論文の成果の一部は、投稿論文として公表し
ている（Shimura et al., 2009a, 2009b, 2010, 2012）．

第 1 章　コブ状突起の形態学的観察

1. 1　緒　言
　コブ蚕は中国から輸入された系統の龍角から育成
された品種である．最も古い学術誌への記載は 1912
年に行われており，コブは基本的に第 2，3，5，8 体
節に現れ，第 6，7 体節にも現れることもあると報告
されている（Toyama, 1912）．さらにコブの形成は，
斑紋形成と関連があることが示されており（田中，
1952a; 有賀ら，1954; 田中，1962），黒縞（pS）等との
交雑実験がさかんに行われてきた（有賀，1943a, b; 有
賀ら，1954; 長島・田中，1956; 田中・後藤，1966b）．
しかし，コブ蚕の形態そのものについての報告は多く
ない（池田，1908; 田中，1917, 1919, 1952b）．コブ蚕
は日本へ輸入後 100 年近く経たことによって，形態は
固定化し過去の報告とは若干異なった形態を示してい
ることも考えられ，改めて形態観察を行うことにより
新たな知見が得られる可能性がある．
　昆虫は外骨格を持ちその形態は骨格であるクチクラ
によって制限される．真皮細胞はクチクラを合成・分
泌することから，真皮細胞が最終的な形態を決定す
るとも考えられる．普通，昆虫においては真皮細胞
層は一層であることが知られている（Chapman, 1998; 
Gillott, 2005）．ところが，Fukamoto et al. （2006）は

コブでは真皮細胞層が多層化していることを報告して
いる．長島ら（1959）も，4 齢脱皮期のコブの真皮細
胞が重層していることを観察している．これは，コブ
の真皮細胞の分裂が異常であることに由来していると
考えられる（芦野，1940;  長島ら，1959）．カイコの
成長とともに真皮細胞層は成長するが，今までのコブ
の真皮細胞層の観察は主に 4 齢期のものであった（長
島ら，1959）．もし，コブの真皮細胞が多層構造を形
成するならば，１齢から 5 齢期にかけての観察を行う
ことでコブの形成過程を知ることができる可能性があ
る．また，正常蚕とのより詳細な違いを調べるために
は，超微形態の観察が有効であるが，今までにコブの
真皮細胞の微細構造を観察した例はない．
　しかし，多層構造は一連の試料調製によって生じた
人為的な構造である可能性も捨てきれない．コブは立
体的な構造をしているため従来の光学顕微鏡による切
片観察では細胞の立体配置を見ることが困難である．
従って，コブの細胞が多層構造を形成することの真偽
を明確に判断することはできない．そのため，コブの
立体構造を保った状態での観察方法を構築する必要が
ある．
　第 1 章では，コブの形態形成過程を明らかにするた
め，外部形態および真皮細胞の組織形態変化を観察
し，コブ形成と真皮細胞の成長について考察を行っ
た．さらに，透過型電子顕微鏡により，微細構造を正
常な部位と比較した．また，共焦点レーザー顕微鏡を
用いてコブの立体構造を保ったまま観察する方法を構
築し，真皮細胞の多層化について検討した．

1. 2　発育に伴うコブ状突起の外部形態
1. 2. 1　目　的
　コブの形成についてはコブ蚕と各種斑紋変異系統と
の交雑実験が行われ，その形態変化と斑紋の発現につ
いて多くの報告がされている（有賀，1943a, b; 有賀ら，
1954; 長島・田中，1956; 田中・後藤，1966b）．しかし，
コブそのものの形態の経時的な変化については簡単な
記述のみでほとんど報告がなされていない．著者はコ
ブ蚕の経時的な外部形態の観察を行った．さらに，解
剖によってコブの内部を観察した．

1. 2. 2  材料と方法
1. 2. 2. 1  供試昆虫

　実験には独立行政法人農業生物資源研究所ジーンバ
ンク（北杜市）で保存されているコブ蚕（系統名 : 瘤
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蚕 ; NIAS Stock No. 314）を用いた．幼虫は全齢を通
して人工飼料 （シルクメイト，日本農産工業，横浜）
を給与し，26 ± 1 ℃，12L-12D で飼育した．それぞ
れの齢の始めに 3 − 12 時間の絶食期間を設け，一斉
に餉食することで成長をそろえた．この条件下では 3
齢幼虫が眠に入る時間は餉食後 72 時間，4 齢では餉
食後 96 時間であった．5 齢幼虫は餉食後 96 時間で吐
糸管の着色が始まり，120 時間でワンダリングを開始
した．餉食したその日を０日目とし，脱皮期の段階は
spiracle index （SI） （Kiguchi and Agui, 1981）をもと
に示した． 

1. 2. 2. 2　形態観察

　幼虫の形態の観察は 1 齢から 4 齢までは実体顕微
鏡下で，5 齢は直接肉眼で行った．皮膚の内部形態の
観察には 5 齢 1 日目の個体を用いた．氷冷による麻
酔後，リン酸緩衝液（PBS; 8.1 mM Na2HPO4, 1.5 mM 
KH2PO4, 136.9 mM NaCl, 2.7 mM KCl, pH 6.8）中で
解剖し，中腸，気管，脂肪体および筋肉をできるだ
け取り除いた後，実体顕微鏡（MZ9, Leica, Wetzlar, 
Germany）下で観察を行った．

1. 2. 3　結果と考察
　各齢の幼虫におけるコブの外部形態を観察した結
果，1 齢ではコブは観察されなかったが（図 1-1a），
2 齢では非常に小さなコブが斑紋部に観察された（図 
1-1b）．3 齢からは明瞭な隆起が観察され（図 1-1c），
カイコの成長とともにコブは大きくなった（図 1-1d，
e）．4 齢以降では腹部末端節（第 11 体節）の尾角の
根元でも隆起が観察された（図 1-1d，e）．これらの
コブは蛹および成虫でも観察された（図 1-1f，g）．
このように，1 齢幼虫ではコブが認められず，2 齢期
以後徐々に大きくなることから，コブの形成は後胚発
生期における真皮細胞の増殖異常が原因であると考え
られた．5 齢幼虫のコブを拡大して観察すると，コブ
の表皮は外側に大きく袋状に張り出し，その表面には
細かいしわが認められた（図 1-1h）．しわが多い構造
はほ乳類等の腸の表面構造とよく似ており，狭い限ら
れた領域に広い表面積のクチクラが形成されているこ
とを示している．肥大したコブの体腔側は体液で満た
されており，正常な真皮細胞と同様に気管や脂肪体が
付着していた（図 1-1i）．
　次にコブの発現程度の個体変異を知るため，同一の
母蛾が産んだ卵からふ化した個体を 5 齢 3 日目に 30

頭観察した．使用した系統は，独立行政法人農業生
物資源研究所ジーンバンク保存のコブ系統を 10 世代
以上人工飼料で継代飼育したものである．継代にあ
たっては，+/+ 個体を分離しない複数蛾区を用いる
ことを常に行っており，すべての個体が K/K の遺伝
子型であると言える．観察した 30 頭すべてにおいて，
コブは第 2，3，5，8，11 体節に形成されその形状に
差は見られず，これまでの報告（池田，1908; 田中，
1917, 1919, 1952b; 長島・田中，1956）における記述
とほぼ同様であった（図 1-2）．
　しかし，コブの大きさには明らかに個体差が認めら
れた（図 1-3）．田中（1965）は，K/K に比べて K/+ 
は小さなコブを持つとしている．しかし，図 1-3 に
示すように，今回観察した結果は，K/K 個体間でも，
コブの大きさに個体変異があることを示している．加
えて，それぞれの体節のコブの大きさは必ずしも相関
していなかった．基本的に第 5 体節および第 8 体節の
コブが最も大きくなったが，個体によっては第 3 体
節のものが最も大きく見えることもあった（図 1-3，
No.5，No.11，No.24）．さらに，第 5 体節のコブが大
きくても，第 8 体節のコブが小さいものも観察された

（図 1-3，No.9，No.13）．なお，著者が用いた系統に
おいては体節の片側にのみコブが形成されるというこ
とはなかった．また，コブが第 6 体節，第 7 体節や第
9 体節でも観察されるとする過去の報告を追認するこ
ともできなかった（Toyama, 1912; 田中，1917）．こ
れは，使用したコブ系統が長く継代されてきたもので，
形質の均一化が進んだためと思われた．コブの大きさ
に見られる個体変異が人工飼料育による影響か否か不
明であるが，K はコブの大きさを厳密に決定してお
らず，大きさの決定にはその他の要因が関係している
と考えられた．
　上記の結果は，コブの遺伝子座位は第 11 連関群の
25.4 に決まっていても（伴野ら，2005），コブの形成
に影響を与える遺伝子は他に複数ある可能性を示唆し
ている．

1. 3　発育に伴うコブ真皮細胞の形態変化
1. 3. 1　目　的
　幼虫表皮は通常クチクラと一層の真皮細胞によって
構成されるが，コブにおいては真皮細胞が多層構造を
示すという報告がある（Fukamoto et al., 2006）．ま
た，正常蚕の真皮細胞に対し，コブにおける真皮細胞
は厚く細長い形態をとると報告されている（長島ら，
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e
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h
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a

b
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d

図 1-1．1齢から成虫までのコブ蚕の外部形態
　aからeは それぞれ1齢，2齢，3齢，4齢および5齢幼虫を，fは蛹，gは成虫を示す．hは5齢0日の第5体節コブの側面から
観察した像， iはそれを体腔側から観察した像．矢じりはコブ，黒矢印は気管，赤矢印は脂肪体を示す．目盛りはa-d, hおよ
びiは2 mm，eおよびgは1 cm．
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図 1-2．コブ蚕５齢3日の形態観察（背面）
同一母蛾からふ化した幼虫30頭を背側方向から観察した．目盛りは1 cm．
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図 1-3．コブ蚕5齢3日の形態観察（側面）
同一母蛾からふ化した幼虫30頭を側面方向から観察した．目盛りは1 cm．
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1959）．これらのことは，コブの形成に個々の真皮細
胞の形態や配列の異常あるいはその両者が関わってい
ることを示唆している．そこで，コブ形成過程におけ
るコブの真皮細胞の形態および細胞の配列状態を正確
に把握するため，１齢から５齢幼虫のコブの切片を作
成し，真皮細胞組織の経時的変化を光学顕微鏡により，
超微形態を透過型電子顕微鏡により観察した．

1. 3. 2　材料と方法
1. 3. 2. 1　供試昆虫

　実験には突然変異系統コブ蚕を用い，飼育条件は第
1 章 1. 2 に従った．

1. 3. 2. 2　パラフィン切片作成

　幼虫は氷水中で麻酔を行った後，PBS 中で解剖
し，中腸，気管，脂肪体および筋肉をできるだけ取
り除いた．第 5 体節背側の皮膚全体を切り出し，軽
く PBS 中ですすいだ後，ろ紙上で余分な水分を取
り除き，4％パラフォルムアルデヒドにより 4 ℃一
晩固定した．固定後，エタノール系列で脱水し，キ
シレンで透徹した後パラフィンに包埋した．回転ミ

クロトームによって 5 µm 厚の連続切片を作成し，
3-aminopropyltriethoxysilane（APS）でコートした
スライドグラス上に貼り付け，ヘマトキシリン−エオ
シン染色および 4’，6-diamidino-2-phenylindole（DAPI, 
Sigma, MO, USA）により染色を行った．

1. 3. 2. 3　透過型電子顕微鏡観察

　電子顕微鏡観察にはパラフィン切片と同様に氷水
中で麻酔した幼虫の第 5 体節および比較対照として
同一個体のコブを持たない第６体節背側皮膚を用い
た．2.5% グルタルアルデヒドで前固定後，0.1 M のリ
ン酸緩衝液（pH 7.4）で洗い，1％オスミウム固定液
で後固定を１時間行った．エタノール系列で脱水後，
Epon 812 に包埋した．その後，ガラスナイフにより 0.5 
µm 厚の光学顕微鏡観察用切片を作成し，1％トルイ
ジンブルー染色液で染色後，観察した．次に，超薄切
片をダイアモンドナイフをつけたウルトラミクロトー
ム（Leica Ultracut F，Leica，Welzlar，Germany）
により作成した．切片は酢酸ウラニルとクエン酸鉛の
2 重染色を行い，80 kV の透過型電子顕微鏡（H-7500，
日立，東京）により観察した．

a b c

d e

図 1-4．各齢０日のコブ真皮細胞層の切片像
　aからeはそれぞれ1齢，2齢，3齢，4齢および5齢幼虫を示す．aからcの矢じりはコブの部分を示す．dおよびeはコブの
真皮細胞層の一部を示した．目盛りは50µm．
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1. 3. 3　結果と考察
　第 1 章 1.2 で述べた通り，外部形態の観察では，コ
ブは 2 齢から初めて見られたが，切片による観察で
も 1 齢ではコブができる部位とそれ以外の真皮細胞と
の間に差は認められなかった（図 1-4a）．2 齢になる
と，コブの真皮細胞は周りの真皮細胞に比べて細胞の
厚さが増し（図 1-4b），3 齢になるとその違いはさら
に明確になった（図 1-4c）．4 齢になると，コブの中
でも部位により真皮細胞の厚さに違いが見られた（図 
1-4d）．5 齢ではコブの真皮細胞の厚さの違いがより
顕著になり，厚い部分と薄い部分の違いが明瞭に観察
された（図 1-4e）．また，コブに隣接する正常で平ら
な皮膚部分の真皮細胞層は一層で核が一列に並んでい
たが，コブの真皮細胞では核が重層しているような
画像がしばしば観察された（図 1-5）．長島ら（1959）
の報告においても，コブの真皮細胞層の肥厚や細胞の
重層が指摘されている．これらの現象は，狭い領域に
多くの細胞が集まることにより起きていると考えら
れ，コブでの真皮細胞数増加を示す例と推測された．
　次に，より微細な構造を観察し正常部位との差異を
検証するため，コブ蚕皮膚の透過型電子顕微鏡（TEM）
観察を行った．それに先立ち TEM 試料と同じ包埋試
料からの切片を光学顕微鏡により観察した．コブ個体

の正常部位（第 6 体節）では 4 齢 0 時間から脱皮期
までほぼ平らな基底膜が観察された（図 1-6a-e）．し
かし，コブ（第 5 体節）では 4 齢 0 時間および 24 時
間で基底膜がやや波うっている像が観察された（図 
1-6f，g）．さらに 48 時間では基底膜は大きく波うち，
細胞サイズは不均一であった（図 1-6h）．脱皮期に入
ると（spiracle index : B），基底膜は再び平らに戻っ
た（図 1-6i）．脱皮期後半（spiracle index : D2）にな
ると基底膜から真皮細胞が離れているような像が観察
された（図 1-6j）．TEM による観察でも，コブの真
皮細胞層は正常部位に比べて肥厚していることが明
らかであった（図 1-7）．また，脱皮期には正常部位
に比べて多くの尿酸顆粒が観察された（図 1-7b，d）．
さらに，コブの基底膜は同一個体の正常部に比べて，
薄いことがわかった（図 1-7; 図 1-8）．脱皮期に観察
される真皮細胞層の基底膜からの分離像は，脱皮期中
に真皮細胞が成長することにより，基底膜と真皮細胞
層の間に空隙ができた結果と考えられる．対照的に，
クチクラ層の形成には，4 齢 0 時間（図 1-9a, c）でも，
脱皮期においても（図 1-9b, d）正常蚕と大きな差は
観察されなかった．
　本節では，1 齢から 5 齢の皮膚を用いて切片を作成
し観察を行ったが，細胞の分裂像はまったく見られな
かった．カイコにおいては真皮細胞の分裂は，摂食

Cu

図 1-5．コブ蚕3齢1日の真皮細胞層のDAPI染色像
Cuはクチクラ， Epは 真皮細胞層， fは 脂肪体を示す．目盛りは50 µm．
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図 1-6．4齢期の真皮細胞層の観察
　aからeはそれぞれ，第6体節コブ相当部分の4齢0時間，24時間，48時間，脱皮期（spiracle index  B）および
脱皮期（spiracle index  D2）を示す．fからjはそれぞれ，第5体節コブの4齢0時間，24時間，48時間，脱皮期（spiracle 
index  B）および脱皮期（spiracle index  D2）を示す．矢じりは真皮細胞と基底膜が離れている部分を示す．
cuはクチクラ，epは真皮細胞，fbは脂肪体，neは新しいクチクラと乳頭状突起を示す．目盛りは20 µm．
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図 1-7．コブ蚕真皮細胞層の電子顕微鏡観察像
　aからdはそれぞれ， 第6体節 4齢0時間，第5体節 4齢0時間，第6体節 4齢脱皮期（spiracle index  B），第５
体節 4齢脱皮期（spiracle index  B）を示す．第6体節はコブ相当部分を，第5体節はコブの真皮細胞を観察した．
cuはクチクラ，epは真皮細胞，fbは脂肪体，ugは尿酸顆粒，nは核，矢じりは基底膜を示す．目盛りは5µm．
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図 1-8．コブ蚕基底膜の電子顕微鏡観察像
　aからdはそれぞれ，第6体節 4齢0時間，第５体節 4齢0時間，第6体節 4齢脱皮期（spiracle index  B），第5
体節 4齢脱皮期（spiracle index  B）を示す．第6体節はコブ相当部分を，第5体節はコブを観察した．nは核，
ugは尿酸顆粒，矢じりは基底膜を示す．目盛りは5µm.
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期の比較的短い時期に起こることが報告されており
（Kato, 1977; Kato and Oba, 1977），今回の観察では試
料作成の時期が細胞分裂の時期から外れていたため細
胞分裂像を得ることができなかったものと考えられ
る．
　以上のことから，コブの形成過程では真皮細胞の増
殖異常に伴う細胞の肥厚が起こると考えられた．ま
た，細胞の肥厚は個々の真皮細胞で大きく異なり，そ
れによりコブの基底膜は正常部に比べ，波うつ構造を
とるものと考えられた．さらに，コブの基底膜が薄い
ことは細胞の基底膜分泌に何らかの異常があることを
示唆している．蚕の皮膚は多くの研究者によって古く
から研究が行われているが，正常蚕において斑紋部と
非斑紋部において真皮細胞の構造が異なるという報告
はこれまでになされていない（有賀，1943a，b; 伊藤，
1951a; 森，1965; 田中，1970a; 森・木口，1985）．こ
のことは，斑紋部と非斑紋部の皮膚間に構造的な差が
ないことを示唆している．そのため，コブの真皮細胞
に見られる異常は，斑紋部特異的な構造ではなく，コ

ブ特異的な構造であると考えられた．

1. 4　 共焦点レーザー蛍光顕微鏡観察によるコブ
真皮細胞層の観察

1. 4. 1　目　的
　第 1 章 1. 3 においてコブの組織観察を行った結
果，コブにおいて真皮細胞が多層となっている観察
像がたびたび見つかった（図 1-5）．以前にも，真皮
細胞層が多層になっているという報告が行われている

（Fukamoto et al., 2006）．しかし，コブ表面は細かい
しわがよっており，複雑な立体構造をしている（第１
章 1. 2）．そのためコブ全体の真皮細胞層の構造を保っ
たまま切片を作製し，観察することは実際にはかなり
難しい．このことは，真皮細胞の多層化が切片作成過
程における人為的な構造である可能性を示している．
　コブの真皮細胞層の構造を正確に把握するために
は，真皮細胞層の構造を保ったまま観察できるホール
マウント標本による観察が望ましい．ところが，通常
の光学顕微鏡ではコブの最深部から最浅部までを同一

aa bb

cc dd

ug

図 1-9．コブ蚕クチクラ層の電子顕微鏡観察像
　aからdはそれぞれ，第6体節 4齢0時間，第5体節 4齢0時間，第6体節 4齢脱皮期（spiracle index  B），第5体節 4齢脱皮
期（spiracle index  B）を示す．第6体節はコブ相当部分を，第5体節はコブのクチクラ層を観察した．µgは尿酸顆粒を示す．
目盛りは3 µm．
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の焦点深度内に収めることができないことから，全体
像を捉えることが難しい．そのため，何らかの観察方
法の工夫が必要である．そこで著者は，コブ皮膚試料
をアクリルアミドゲルに包埋し，共焦点レーザー顕微
鏡観察することを試みた．その結果，コブの立体構造
をできるだけ壊すことなく真皮細胞層の立体的な形状
を把握することが可能となった．

1. 4. 2　材料と方法
1. 4. 2. 1　供試昆虫

　実験にはコブ蚕を用い，飼育条件は第１章 1. 2 に
従った．

1. 4. 2. 2　皮膚片の作成

　幼虫は氷水中で麻酔後，PBS 中で解剖を行い，中
腸，気管，脂肪体および筋肉をできるだけ取り除いた．
コブのある第 5 体節および比較対照として同一個体の
コブのない第６体節背側の皮膚全体を切り出した．そ
の後，4％パラフォルムアルデヒドで 4 ℃一晩固定し
た．第 6 体節と第 5 体節の比較領域は，体節中央部に
ある剛毛を基準とした（図 1-10）．

1. 4. 2. 3　真皮細胞の検出

　皮膚片は PBST（0.1% Triton X-100 / PBS）中で数
回洗浄後，1µg/ml ribonuclease（RNase，ニッポンジー
ン，東京）で 37℃ 2 時間処理を行った．TBST（0.1% 
Triton X-100 / TBS; 137mM NaCl, 20mM Tris base, 
pH 7.6）で数回洗浄後，1µg/ml propidium iodide（PI，

和光純薬，大阪）によって核を染色した．

1. 4. 2. 4　共焦点レーザー顕微鏡観察

　核染色を行った皮膚試料は 6％アクリルアミドゲル
を流し込んだ 35 mm φプラスチックシャーレ中に一
つずつ沈めた．ゲルが固まるまで室温で 60 分放置し
た後，余分なゲルを切り落とし観察試料とした．観
察は共焦点レーザー顕微鏡（LSM 5 PASCAL，名
古屋大学大学院農学研究科所有，Carl Zeiss, Jena, 
Germany）を用いて行った．4-8 µm 間隔で連続光
学的切片像（X − Y 像）を撮影し，これらを LSM 
Image Browser （Carl Zeiss, Jena, Germany）により
立体像に再構築して真皮細胞層の断面像（Z 軸像）を
作成した．

1. 4. 3　結果と考察
　共焦点レーザー顕微鏡を用いて，コブおよびコブ部
位以外の真皮細胞層の構造を観察した．真皮細胞層に
は剛毛細胞の貫入や，血球や脂肪体，気管などの付
着が見られたが，X − Y 像（真皮細胞層切片像）と
Z 像（真皮細胞層断面像）を比較することで，これら
を真皮細胞と見分けることができた（図 1-11）．コブ
の形成されない第 6 体節の真皮細胞を観察したとこ
ろ，核が一列に並び，一層の真皮細胞層を形成してい
ることがわかった（図 1-11a-e）．これは，今まで報
告されている一般的な昆虫の真皮細胞層と同じである

（Chapman, 1998; Gillott, 2005）．このことから，共焦
点レーザー顕微鏡を活用した本方法により真皮細胞層

図1-10．幼虫皮膚の模式図
　aはコブ蚕の第5体節（コブあり），bはコブ蚕の第6体節（コブなし），を示す．丸で囲んだ領域は顕微鏡観察を行った部分，
矢じりは部位特定のために利用した剛毛細胞を示す．kはコブ，sは気門を示す． 
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を観察することが可能であると考えられた．そこで，
まずコブのない第 6 体節の真皮細胞層の観察を行っ
た．
　第 6 体節においては，4 齢 0 時間から 48 時間にか
けて核密度は少しずつ減少し，細胞の成長が起こっ
ていると考えられた（図 1-11a, b, c）．48 時間から 72
時間では核の密度は上昇しており，この間に細胞分裂
が起きていることが推察された（図 1-11c, d）．Kato 
and Oba （1977）の報告でも，細胞分裂のピークは 48
時間頃であり一致している．72時間と96時間（脱皮期）
での細胞密度の変化はほとんどなく，細胞の増殖や成
長が止まっていると考えられた（図 1-11d，e）．次に，
第 5 体節のコブの真皮細胞層を観察した．4 齢期を通

して，細胞核は一列に並び一層の細胞層を形成してい
ることを示した（図 1-11f-j）．そして，これまでの光
学顕微鏡による観察で見られたような多層になった細
胞層はまったく観察されなかった．細胞核は第 6 体節
の核に比べて細長く，細胞層が肥厚していることを裏
付けている．核の分布状況を観察すると，4 齢 0 時間
から 24 時間にかけて，核密度は低下し細胞が成長し
ていると考えられた（図 1-11f, g）．その後，24 時間
から 72 時間で核密度は増加し，さかんな細胞増殖が
24 時間から起きていることが推測された（図 1-11g, h, 
i）．このことから，第 6 体節に比べ，第 5 体節コブで
は 4 齢 24 時間という早い時間から細胞の分裂が起き
ていることが考えられた．さらに，96 時間の核密度

g
g

h
h

i
i

j
j

f
fa

b

c

d

e

図 1-11．4齢幼虫の第5体節コブ領域と第6体節コブ相当領域の真皮細胞層（Z軸像）の比較
　真皮細胞核はPIで染色した．aからeはそれぞれ第6体節のコブ相当領域の4齢脱皮後0時間，24時間，48時間，72時間およ
び96時間のZ軸像を示す．fからjはそれぞれ同一個体の第５体節コブ領域の4齢脱皮後0時間，24時間，48時間，72時間およ
び96時間のZ軸像を示す．矢印は血球を，矢じりは剛毛細胞を示す．目盛りは100 µm.
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は 72 時間に比べやや減少し，細胞成長が起きている
可能性を示した（図 1-11j）．
　以上の結果から，コブではガン組織のような腫瘍状
で多層な真皮細胞層は形成せず，正常な真皮細胞と同
様に一層のままであることが明確に示された．第 5 体
節コブの細胞核は，第 6 体節のコブ相当部位の細胞核
に比べて総じて小さい．このことは今までの報告でい
われているように（芦野，1940; 長島ら，1959），細
胞増殖がコブでさかんに起こっていることを示してい
る．

1. 5　考　察
　本章ではコブの外部形態および真皮細胞の組織形態
の変化を，外部からの構造観察，光学顕微鏡および透
過型電子顕微鏡による切片観察および共焦点レーザー
顕微鏡によるホールマウント観察によって調べた．
　本研究で用いたコブ蚕でも以前の報告と同様に（長
島・田中，1956），2 齢から皮膚の隆起が認められた．
3 齢以後はコブを肉眼で確認できるようになり，4 齢，
5 齢と脱皮を繰り返すたびに，コブは段階的に大き
くなり（図 1-1c-e），成虫までコブは観察された（図 
1-1f, g）．
　コブが大きくなるとともに，コブの真皮細胞層は周
りの正常な部分に比べて肥厚した（図 1-4c, d, e）．加
えて，真皮細胞層を観察していると，しばしば多層構
造を示す像が観察された （図 1-5）．しかし，共焦点
レーザー顕微鏡によって真皮細胞層の立体構造を保っ
たまま観察すると，コブにおいても真皮細胞層は正常
な真皮細胞と同様に一層のままであることがわかっ
た（図 1-11）．また，真皮細胞の核密度を観察すると，
コブの部分での核密度は比較対照の第 6 体節に比べて
4 齢 24 時間から増加しており（図 1-11），早い時期
からのさかんな細胞増殖が推測された．
　これらの結果は，さかんな細胞増殖により増加した
細胞が斑紋部という限られた領域に集中することによ
りコブが形成されることを示す．さらに，真皮細胞層
はその細胞密度が上昇しても一層の構造を維持するた
め，真皮細胞は肥厚すると推測された．長島ら（1959）
の報告でも，真皮細胞の肥厚が報告されていることか
らも，細胞の肥厚はコブ形成と関係があることは明ら
かである．しかし，真皮細胞の肥厚は，コブの真皮細
胞層において不均一であった（図 1-4d, e）．
　コブの真皮細胞の肥厚の部位差によって，コブの基
底膜は正常部位に比べて波うっていた（図 1-6）．真

皮細胞はクチクラ層と基底膜によって上下を挟まれた
構造をしている．クチクラ層は層状構造を取り，昆
虫の外骨格を形成する．対して，基底膜は薄く繊維
を含む多糖類で形成される（Chapman, 1998; Gillott, 
2005）．そのため，基底膜はクチクラ層よりも柔らかく，
真皮細胞の厚さの部位的な差がコブの基底膜の波うつ
構造を形成していると考えられる．さらに，透過型電
子顕微鏡を用いて，コブの微細構造を観察した結果，
コブにおいては同一個体の正常部位に比べて基底膜が
薄いことがわかった（図 1-7; 図 1-8）．基底膜が薄い
ことがコブ形成過程にどのように影響しているのか現
在のところ不明である．しかし，薄い基底膜はコブの
真皮細胞層を正常部位よりも湾曲しやすくし，基底膜
の波うち構造を形成するのかもしれない．また，コブ
と正常部位のクチクラ層の構造には大きな差は観察さ
れず（図 1-9），コブの形成にクチクラ層の形態は関
与していないことが示唆された．
　さらに，共焦点レーザー顕微鏡による真皮細胞層の
観察から，核密度が脱皮期において減少している可能
性が考えられた（図 1-11i, j）．このことは，脱皮期に
おける細胞の成長も示唆している．脱皮期にはクチク
ラ層と真皮細胞との結合が緩み，限られた領域に集中
した真皮細胞が成長する可能性が考えられた．基底膜
の波うち構造が摂食期特異的に観察されるのも（図 
1-6），脱皮期にはクチクラ側の結合が緩むことで基底
膜への細胞肥厚の部位的差異の影響が軽減されるため
と推測された．
　以上のことから，コブの真皮細胞層も正常部位と同
じ一層の細胞層からなり，成長とともに肥厚している
と結論づけた．そこで，形態観察の結果からコブの形
成過程，特に 4 齢から 5 齢にかけての変化を推測し
た（図 1-12）．まず，（１）4 齢脱皮後 24 時間以降に，
細胞分裂が起こる．この分裂は正常部位に比べ早い
時期から起こるため，細胞数が増加する．次に，（２）
斑紋部という限られた領域に，細胞が集中するため真
皮細胞層が肥厚する．その後（３）脱皮期にクチクラ
や基底膜との結合が緩むことで，集中していた細胞が
平面方向に少し成長する．（４）正常部位より多くの
細胞数を持つコブで細胞が成長することにより，大き
な真皮細胞層面積がもたらされる．（５）大きな真皮
細胞層による皮膚の形成が起こる結果，5 齢期におい
てはコブが極端に大きくなる．同様なことが各齢で繰
り返し起きることで，著しく大きなコブが形成される
に至ると考えられた．
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第 2 章　真皮細胞の倍数性とコブ状突起発現の関係

2. 1　緒　言

　カイコでは，多くの昆虫と同様に真皮細胞の倍数化
が生じることが知られている．体サイズが急激に大き
くなる 4 齢，5 齢期において倍数化が進むことから，
倍数化は体サイズ増加に対して重要な役割を果たして
いると考えられる（Kawasaki et al., 2001）．
　コブは斑紋部皮膚の面積が周囲の正常部位よりも大
きくなり，隆起することで形成される（第 1 章）．特
に，5 齢期にコブは顕著に大きくなる．Kawasaki et 
al. （2001）の報告によると，5 齢期は真皮細胞の倍数
化が進んでおり，顕著なコブの成長は倍数性に異常が
起きている可能性がある．しかし，コブの形成におけ
る倍数性の変化について解析した報告はない．
　フローサイトメータは細胞の倍数性を測定するため
に有用な装置である．今まで，昆虫の真皮細胞をフ
ローサイトメータで解析するためには細胞を物理的に
剥がし，分散させる方法がとられてきた（Dyer et al., 

1981; Kawasaki et al., 2001）．しかし，真皮細胞はク
チクラと基底膜に挟まれた組織であり，これを均一に
分散することは難しい．近年，フローサイトメトリー
のために簡単に動物組織細胞を分散するためのキット
が市販されている．このようなキットを用いた方法を
昆虫の真皮細胞に適用できれば，比較的簡単な方法で
真皮細胞の分析試料を調製することが可能で，倍数性
を簡便に測定できると期待される．そこで，第 2 章で
は市販キット試薬で処理したカイコ真皮細胞のフロー
サイトメータによる簡便な解析法を構築した．また，
その実験系を用いて，正常蚕およびコブ蚕の倍数性を
解析し，コブ形成と倍数性の関係について考察した．

2. 2　材料と方法
2. 2. 1　供試昆虫
　実験には支 145 号 × 日 140 号（以下 C145 × N140
と略記する）を用いた．幼虫は全齢を通して人工飼
料（シルクメイト 1-3 齢用， 日本農産工業， 横浜）を
給与し， 26 ± 1℃， 12L-12D で飼育した．飼育法の詳
細は第１章 1. 2 に述べた通りである．この条件下で

正常領域

コブ領域

4齢幼虫のコブ

4齢初期

     4 齢中期／摂食期

脱皮期中期

5齢幼虫のコブ
脱皮

cu

ep

bm

oc

ep
bm

nep

コブ領域

正常領域

増えた細胞は限られた領域（斑紋部）に
押し込められ、真皮細胞層は肥厚する

細胞分裂が早い時期から起こる

脱皮期にクチクラや基底膜との
結合が緩み細胞が成長する。
そして、大きなクチクラを形成する。

図 1-12．推定されたコブの形成過程
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は C145 × N140 は 3 齢と 4 齢幼虫が脱皮期に入る時
間は，それぞれ 72 時間と 96 時間であった．5 齢幼虫
は餉食後 120 時間で吐糸管の着色が開始し，144 時間
でワンダリングを開始した．幼虫は各齢の餉食直後を
0 時間とし，その後 24 時間ごとに試料の作成に用い
た．倍数性の品種間比較には C145 × N140 の他にカ
ンボージュ，ピュアマイソール，p50 および C601 を
用いた．いずれの品種も C145 × N140 と同じ条件で
飼育した．コブ蚕の飼育条件は第１章 1. 2 で示した
方法に従った．

2. 2. 2　フローサイトメトリー解析
　幼虫は氷水中で麻酔後，リン酸緩衝液（PBS; 8.1 
mM Na2HPO4, 1.5 mM KH2PO4, 136.9 mM NaCl, 
2.7mM KCl, pH 6.8）中で解剖を行った．中腸，気管，
脂肪体および筋肉をできるだけ取り除いた後，第 5 体
節および第 6 体節背側の皮膚全体を切り出した．軽
く PBS 中ですすいだ後，ろ紙上で余分な水分を取り
除き，筋付着点が集中している部分を切り取った．必
要に応じて体節の中央で前後に切り分けた．その後，
市販キット中の extraction buffer（Cystain DNA 2 
Step, Partec, Münster, Germany）1ml 中に皮膚片を
投入し室温に 30 分間おいた．処理を行った真皮細胞
は測定前に ribonuclease（RNase， ニッポンジーン， 
東京）および propidium iodide （PI， 和光純薬， 大阪）
を，それぞれ最終濃度が 1 µg/ml および 5 µg/ml に
なるように加えた．その後，ピペッティングにより細

胞を分散し，30 µm ナイロンメッシュで濾過し，大
きな細胞残渣や細胞凝集塊を除いた．フローサイト
メトリーには Coulter EPICS Elite Analyzer （Coulter 
Electronics, Luton, UK）を使用し，データの解析に
は EXPO32 program for ALTRA（Beckman Coulter, 
CA, USA）を用いた．解析範囲の決定には 5 齢 24 時
間の個体から精巣と翅原基，蛹８日の個体から精巣を
取り出し同様に処理した試料を用いた．

2. 2. 3　測定領域の決定
　細胞のサイズを測定するための皮膚領域は体節の中
で最も平坦で傷の少ない部分を選択した（図 2-1 中，
1 または 2 ）．幼虫の発育時期によって，選択領域の
幅は 0.3 mm から 1.0 mm であった．それぞれの皮膚
片は 図 2-1 に示したように，ほぼ 4 等分にした．そ
れぞれ，体節前半部前部（anterior region of anterior 
half segment；AA）， 体 節 前 半 部 後 部（posterior 
region of anterior half segment；PA），体節後半部前
部（anterior region of posterior half segment；AP），
体節後半部後部（posterior region of posterior half 
segment; PP）とした．

2. 2. 4　細胞数の測定
　幼虫は氷水中で麻酔後，PBS 中で解剖を行った．
中腸，気管，脂肪体および筋肉をできるだけ取り除い
た後，第 5 体節背側の皮膚全体を切り出した．その後，
4％パラフォルムアルデヒドで 4℃一晩固定した．固

1 2

s

m

AA

PA

AP

PP

前半部

後半部

第５体節

第 6体節

a b

図 2-1．部位別観察用試料採取部位
　aは試料を切り出す前の外皮を示した．体節間の筋付着点が集中している部位（斜線部）を取り除き，四角で囲んだ部位
を観察用試料とした．bは観察用試料の模式図．部位別の観察には四角で囲んだ1もしくは2の領域を選択し，ほぼ4等分した．
AAは体節前半部前部，PAは体節前半部後部，APは体節後半部前部，PPは体節後半部後部を示す．黒点は筋付着点，mは
半月紋，sは気門を示す．
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定皮膚片は PBST（0.1% Triton X-100 / PBS）中で
数回洗浄後，1 µg/ml RNase で 2 時間 37℃処理を行っ
た．TBST（0.1% Triton X-100 / TBS; 137 mM NaCl, 
20 mM Tris base, pH 7.6 ）で数回洗浄後，1 µg/ml 
PI で核を染色し，50% glycerol により封入した．試
料は蛍光顕微鏡（Olympus IX70， オリンパス， 東京）
で， 体節全体を写真撮影した後，全体像を Adobe 
Photoshop CS （Adobe Systems, CA, USA）で合成し，
細胞数を測定する領域を決定した（図 2-1 中，1 また
は 2）．その後，領域内の計測できる PI 陽性の細胞を
すべて数えた．それぞれの領域には測定可能な真皮細
胞が 540 個から 6500 個存在し，それらは測定領域の
平均 82 ± 15% を占めた．

2. 2. 5　細胞サイズの測定
　細胞サイズを推定するための細胞数測定領域の面積
の測定は MATLAB プログラム（The Math Works, 

MA, USA）を用いて測定した．試料全体から解剖に
よる傷や脂肪体などにより測定できない領域を除いて
面積を測定し，表面積（µm2）とした．この面積を計
測細胞数にて除し，推定細胞サイズとした．

2. 3　結　果
2.3.1　フローサイトメータ解析
　フローサイトメータによる解析試料として真皮細胞
を溶解・分散した試料液中には細胞核だけでなく多く
の細胞残渣も含まれ，解析データにしばしば影響を与
える．そのため，解析にあたっては適切な解析範囲の
設定が重要である．そこで，真皮細胞を測定するため
の解析範囲の設定を行った．始めに，各種倍数性と対
応するピークの決定を試みた．蛹 8 日の精巣の倍数性
を測定したところ，肩を持つ大きな 1 本のピークと，
小さなピークが数本観察された（図 2-2a）．この時期
の精巣には多くの 1C（ハプロイド）の精子が観察さ

1642 3281

1642 328

3216842

3216842

c

ba

DNA 量 (PI 蛍光量)

計
測
数

d

計
測
数

図 2-2．フローサイトメータによる様々な組織の倍数性の解析
　aは蛹8日の精巣，bは5齢24時間の翅原基，cは5齢24時間の精巣，dは5齢24時間の真皮細胞の解析結果を示す．ヒストグ
ラムの上部の数字は各核相（C）を示す．
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図 2-3．3齢からワンダリング直前までの真皮細胞の倍数性の変化
　3齢0時間から24時間ごとに試料を作成した．青は2C，赤は4C，黄色は8C，緑は16C，濃青は32C，橙色は64C，茶色は
128Cをそれぞれ示す．各時間10個体を測定し，平均を示した．

れる（何ら，1996）．ヒストグラムには，肩を持つ大
きなピークが観察され，肩の部分が 2C，大きなピー
クが 1C であると推定された．次に，翅原基の倍数性
を測定したところ 1 本の大きなピークが観察された

（図 2-2b）．翅原基を含む成虫原基は 4C であることが
報告されている（Smith and Orr-Weaver, 1991）．従っ
て，このピークは 4C と考えられた．また，蛹８日目
精巣のピークと合わせてみたところ，翅原基のピー
クは確かに４C と考えられた．さらに，5 齢 24 時間
の精巣の倍数性を測定したところ，大きな 1 本のピー
クと，小さなピークが 2 本観察された（図 2-2c）．翅
原基および蛹 8 日精巣のピークと比較したところ，大
きなピークは 4C，小さなピークは 2C および 8C と推
定された．5 齢 24 時間の精巣は減数分裂の第 1 分裂
を開始したばかりで，精細胞は２C と 4C であること
が報告されている（何ら，1996）．しかし，この品種
では４C が主要な細胞集団であった（図 2-2c）．これ
らを利用して，2C の位置を推定し，2C ピークの細
胞集団の場所から，倍数性を解析するための領域を
設定し，真皮細胞の倍数性を測定した（図 2-2d; 図 
2-3）．その結果，5 齢 24 時間の真皮細胞には 2 本の小
さなピークと，２本の大きなピークが観察され，それ

ぞれ，4C，8C，16C，32C と考えられた（図 2-2d）．
Kawasaki et al. （2001）においても，5 齢 24 時間（1
日目）では，16C と 32C のピークが観察されている
ことから，この方法によって真皮細胞の倍数性を解析
することは可能と考えられた．
　そこで，真皮細胞の倍数性の変化を 3 齢 0 時間から
ワンダリング期直前まで解析した（図 2-3）．真皮細
胞では 2C から最高で 128C の倍数性細胞が観察され
た．どの齢においても餉食後 24 時間で高倍数性細胞
の割合が上昇した．2C 細胞の割合は，どの齢におい
ても低かった．3 齢では 4C と 8C 細胞の割合が 50％
以上であった．4 齢 0 時間の倍数化細胞の比率は 3 齢
とよく似ていたが，その後 16C，32C 細胞の割合が増
加し，4 齢摂食期では 8C，16C 細胞が 50％を占めた．
5 齢期ではさらに倍数化が進み，32C，64C 細胞の割
合が増加した．しかし，5 齢 72 時間で再び 8C，16C
細胞の割合が上昇し，64C 細胞の割合は減少した．そ
の後，ワンダリング期まで倍数性の比率に変化はみら
れなかった．

2. 3. 2　品種間での倍数性の比較
　次に，倍数性の品種間差異について検討した（図
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2-4）．図 2-3 のように，真皮細胞における倍数性の比
率は 5 齢 72 時間以降変化がなかったため，各品種の
比較には 5 齢 96 時間の幼虫を用いた．その結果，2C
と 4C 細胞の割合に品種間で大きな差はみられなかっ
た．しかし，8C 以上の倍数性細胞の割合には品種間
差異がみられた．ピュアマイソールでは 16C 細胞の
割合が最も多くなったが，カンボージュおよび p50
では 16C の他に 32C 細胞の割合が多かった．C601 や
C145 × N140 では 16C 細胞の割合は 32C 細胞と同等
かそれより多くなった．また，32C 細胞が多くなると
8C 細胞の割合が少なくなる傾向が観察された．

2. 3. 3　真皮細胞のサイズ変化 
　倍数性は細胞の大きさに影響する．そこで，3 齢 0
時間からワンダリング期直前までの細胞サイズの変化
について，体節を AA， PA， AP および PP の 4 つ（図 
2-1）の部分に分けて観察した（図 2-5）．すべての齢
を通して，PA で最も小さく，PP が最も大きかった．
3 齢期間では細胞サイズは 24 時間で最大となった後，
再び小さくなった．そのため，細胞サイズは 3 齢 0 時
間と 4 齢 0 時間でほとんど違いがなかった．4 齢期で
は全体で細胞が成長したが，とくに PP での成長が大
きかった．4 齢 0 時間と 5 齢 0 時間のサイズを比較す
ると，AA， PA および AP では 3 倍近くサイズが増

加したのに対し，PP は 4 倍程度の増加であった．5
齢期ではさらにサイズ増加が進み，5 齢 0 時間とワン
ダリング期直前のサイズを比較すると，前半部（AA
および PA）のサイズ増加は 2.3 倍，後半部（AP お
よび PP）は 2.7 倍であった．

2. 3. 4　体節部位による倍数性の比較
　体節後半部の細胞サイズの増加が，細胞の倍数化に
よるものか確認するために体節を前後 2 つの部分に分
け，それぞれの倍数性を比較した．また，体節特異的
でないことを確認するために第 5 体節と第 6 体節を
用いて実験を行った．第 5 体節および第 6 体節どち
らの体節においても 4 齢 48 時間では体節の前半部で
は大きな 2C と 8C のピークが観察されたが（図 2-6a, 
c），後半部では 2C のピークは小さくなっていた（図 
2-6e, g）．また，後半部では 8C と 16C のピークが融
合した大きなピークが観察された（図 2-6e, g）．4 齢
72 時間では前半部でも後半部でも主要なピークは 8C
のピークであった．前半部では 4C のピークが観察で
きたが（図 2-6b, d），後半部では 4C のピークはほと
んど観察できず，かわりにはっきりとした 16C のピー
クおよび小さな 32C のピークが観察された（図 2-6f, 
h）．第 5 体節と第 6 体節の間でヒストグラムの形に
差は観察されなかった（図 2-6）．
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図 2-4．数種の蚕品種における5齢96時間の真皮細胞の倍数性の比較
　青は2C，赤は4C，黄色は8C，緑は16C，濃青は32C，橙色は64C，茶色は128Cをそれぞれ示す．各品種5個体を測定し，
平均を示した．
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図 2-5．第5体節真皮細胞の部位別細胞サイズの変化
　黒はAA領域，灰色はPA領域，白はAP領域，斜線はPP領域を示す．3個体を測定し，平均と片側の標準偏差（縦線）を
示した．
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図 2-6．体節の前半部と後半部の倍数性の比較
　aからdは体節の前半部を，eからhは後半部を示す．aとcは第5体節4齢48時間，bとfは第5体節4齢72時間を示す．cとg
は第6体節4齢48時間，dとhは第6体節4齢72時間を示す．ヒストグラムの上部の数字は各核相（C）を示す
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2. 3. 5　コブ蚕における真皮細胞の倍数性の変化
　コブ蚕における 4 齢期の倍数性の変化を解析しヒ
ストグラムで示した（図 2-7）．4 齢 0 時間の個体で
は第 5 体節と第 6 体節の倍数性に差はなかった（図
2-7a, f）．4 齢 24 時間では両体節とも倍数性が増加し，
16C が主要ピークとなった．しかし，第 5 体節では
4C と 8C の小さなピークが観察されるのに対して（図
2-7b），第 6 体節ではほとんど観察されなかった（図
2-7g）．4 齢 48 時間では，第 6 体節において 32C の
ピークが主に観察されたが（図 2-7h），第 5 体節では
4C，8C，16C および 32C のピークが観察された（図

2-7c）．また，第 5 体節の 32C のピークは第 6 体節に
比べて低かった（図 2-7c）．脱皮期直前の 72 時間に
なると，両体節とも 8C，16C のピークと小さい 32C
のピークが観察された（図 2-7d, j）．脱皮期の 96 時
間では，第 5 体節に比べ，第 6 体節で 32C のピーク
がやや高い傾向が見られた（図 2-7e, j）．
　5 齢 0 時間では両体節とも同様のヒストグラムを示
した（図 2-8a, d）．これは，4 齢 0 時間と同じであった．
5 齢 24 時間では両体節とも 8C，16C，32C，64C およ
び 32C のピークが観察されたが（図 2-8b, e），第 5 体
節の 16C，32C のピークは第 6 体節に比べ小さかった

（図 2-8b）．５齢 48 時間の第 5 体節では 4C および 8C
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図2-7．4齢期コブ蚕における体節別の倍数性の経時的変化
　aからeは第5体節の0時間，24時間，48時間，72時間および96時間，fからjは第6体節の0時間，24時間，48時間，72時間
および96時間を示す．ヒストグラムの上部の数字は各核相（C）を示す．
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図2-8．5齢のコブ蚕における体節別の倍数性の経時的変化
　aからcは第5体節の0時間，24時間および48時間，fからjは第6体節の0時間，24時間および48時間を示す．ヒストグラムの
上部の数字は各核相（C）を示す．
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のピークが主であったが（図 2-8c），第 6 体節は，4C
のピークはほとんど観察されず 8C のピークも第 5 体
節に比べて低かった（図 2-8f）．

2. 4　考　察
　本章では市販キット試薬を用いて真皮細胞を分散
し，フローサイトメータで解析する方法を構築し，正
常蚕およびコブ蚕における真皮細胞の倍数性の変化を
解析した．
　正常蚕 C145 × N140 の真皮細胞の倍数性は 2C か
ら 128C まで観察された（図 2-3）．3 齢初期では 4C
細胞が主であったが，4 齢初期では 4C と 8C 細胞，5
齢初期では 8C と 16C 細胞が主要な割合を占め，成長
とともに細胞の倍数化が進んでいることが明らかと
なった．また 2C および 4C 細胞の比率は成長ととも
に減少し（図 2-3），成長に伴って細胞分裂が減少し
ていることが示唆された．細胞の倍数化は各齢の餉食
後 24 時間で主に観察された．Kawasaki et al.（2001）
においても 4 齢および 5 齢 24 時間での倍数化が報告
されている．また，この論文においては５齢 24 時間
に 1％程度の DNA 合成があることも示されている．
これより，5 齢 24 時間で見られる倍数化はこの DNA
合成によるものと考えられる．ところが，5 齢初期に
は細胞分裂は起こらないという報告もあり（赤井ら，
1966; Kato and Oba, 1977），今後 5 齢期の DNA 合成
についてはより詳細に観察する必要がある．また，5
齢 72 時間以降の 32C 細胞の減少については，細胞死
などが考えられるが，現在のところ確証はない．倍数
化細胞の割合は 5 齢期後期では 16C が最も多く，つ
いで 8C と 32C 細胞が多く観察された（図 2-3）．こ
のことは 16C と 32C 細胞が主に観察されると報告し
ている Kawasaki et al.（2001）の結果とは一致しない．
しかし，様々な品種について倍数性を解析した結果（図
2-4），8C 以上の倍数性の細胞の割合に品種間差異が
認められた．そのため，Kawasaki et al.（2001）の報
告と今回の結果が異なる原因の一つに，品種の違いも
あると考えられる．この解析においてはピュアマイ
ソール，カンボージュおよび p50 などの体サイズの
小さなで品種では 8C や 16C の割合が多いのに対し，
C601 や C145 × N140 などの体サイズの大きな品種で
は 32C の割合が多い傾向がみられた．また，32C の
割合が多くなると 8C の割合が少なくなる傾向があっ
た（図 2-4）．これらのことは，高倍数性の細胞の割
合と体サイズに関係があることを示している．

　倍数性は細胞サイズと関係していることが知られて
いる（Stenberg, 2001; Lozano et al., 2006）．そこで，
細胞サイズの変化を観察し，倍数化との関係を検討し
た．3 齢期では餉食後 24 時間から 48 時間で細胞サイ
ズが小さくなっており（図 2-5），この間に細胞の分
裂があることを示唆している．このときの倍数性の変
化を観察すると8C以上の倍数性細胞の割合が増加し，
倍数化が進んでいることが示唆された．また，2C お
よび４C の割合は減少し，このことも倍数化が進んで
いることを示しており，細胞サイズの変化とは矛盾し
ている．この原因として，細胞分散操作における細胞
溶解が考えられた．細胞分裂の起こる M 期は分裂の
ため核膜の消失が起きる．市販キット試薬は細胞膜を
溶解し細胞核の状態にするため，さかんな細胞分裂が
起きている組織においては形状を保った核が少なくな
ると推測される．このため，細胞分裂能を有する低倍
数性（2C, 4C）の細胞の割合は低く見積もられてしま
うのかもしれない．また，細胞分裂が停止していると
考えられる 4 齢 72 時間のピークは（図 2-6c, d），細
胞分裂が起きていると考えられる 4 齢 48 時間のピー
クと比べ（図 2-6a, b），鋭い．このことからも，分裂
がさかんな時期には，核膜の消失により様々な大きさ
の核破片が形成され，正しい倍数性の測定領域から外
れてしまう核が多いことを示唆している．そのため，
低倍数性の細胞について考察する場合にはヒストグラ
ムを観察し比較する必要があると考えられた．4 齢，
5 齢では細胞サイズは全体で増加し，特に体節後半部

（AP および PP）で顕著であった（図 2-5）．倍数化が
進む，4 齢，５齢期で細胞サイズが大きくなっている
ことから，細胞サイズの増加は倍数化と関係があると
考えられた．また，4 齢，5 齢では３齢に比べ細胞サ
イズが顕著に増加していることから，4 齢，5 齢では
細胞分裂が少ないと考えられ，この結果は Kato and 
Oba （1977）の報告と一致している．しかし，4 齢脱
皮期において観察された細胞サイズの低下は，人為的
なものであると推測された．脱皮期に真皮細胞のサイ
ズは大きくなり，大きな面積の新しいクチクラを形成
すると考えられるが，新しいクチクラは古い小さなク
チクラの下に押し込められている状態である．そのた
め，真皮細胞層は細かなしわがよった状態になり，細
胞サイズを測定する際に人為的な誤差がでたものと思
われた．　
　体節後半部の細胞サイズが 4 齢および 5 齢で目立っ
て大きいことから，前半部に比べ後半部で倍数性が増
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加していると考えられた．そこで，体節を前後二つに
分けてそれぞれフローサイトメータにより倍数性の解
析を行った（図 2-6）．その結果，4 齢 48 時間，72 時
間とも主要なピークは同じであったが，前半部では低
倍数性のピークが，後半部では高倍数性のピークが
観察された．体節による差は観察されなかった（図
2-6）．このことから，幼虫体節の後半部では前半部に
比べて真皮細胞の倍数化が進んでおり，サイズ変化の
結果とあわせて考えると後半部では倍数化を伴った細
胞サイズの増加が起きていると推測された．この結果
はタバコスズメガの結果と一致しており（Kato et al., 
1987），チョウ目共通に体節後半部では真皮細胞の倍
数化が起こると考えられた．
　倍数化は多くの昆虫で見られる現象であるが

（Nurse, 1985; Conlon and Raff, 1999; Montagne, 
2000），遺伝的な不安定さからほ乳類においてはガン
化と密接な関係を持っている（Storchova and Kuffer, 
2008）．そのため，コブの形成に伴う真皮細胞の異常
増殖でも倍数性の異常がその原因となっている可能性
が考えられる．そこで，コブ蚕においてコブを形成す
る第 5 体節とコブが形成されない第 6 体節を比較し，
コブ形成と倍数性の関係について考察した．
　コブ 4 齢摂食期のヒストグラムでは，第 5 体節で
は 4C と 8C の小さなピークが観察されたのに対して，
第 6 体節ではほとんど観察されなかった（図 2-7b, c, g, 
h）．これは第６体節に比べて第 5 体節で多くの細胞
増殖が起きていることを示す．一方，高倍数性の 32C
のピークは第 5 体節では第 6 体節に比べて低く，低倍
数性の細胞の割合が多いことがわかった（図 2-7c, h）．
このことも，第 5 体節でのさかんな細胞増殖が起きて
いることを表している．4 齢 72 時間および脱皮期で
は，両体節とも類似したヒストグラムを示した（図
2-7d, e, i, j）．第 6 体節では摂食期には小さなピーク
であった 8C が大きくなり，かわりに 16C のピークは
小さくなった．このことは，高倍数性の細胞が分裂す
る可能性を示しているが，高倍数性の細胞が正確に分
裂できるか否かは不明である．
　5 齢期になると正常蚕と同じく，コブの第 5 体節，
第 6 体節とも 5 齢 0 時間から 24 時間の間でも倍数化
が進んでいる様子が観察された．原因として，正常蚕
と同様に DNA 合成が起きていることが考えられるが
確証はなく，今後の観察と研究が必要である．しかし，
同一個体の第 5 体節と第 6 体節を比較すると，第 5 体
節では小さな高倍数性のピークと，やや大きな低倍数

性のピークが観察された．これより，第 5 体節におい
ては 5 齢期においても細胞の増殖が継続している可能
性が示唆された．
　カイコにおいて 4 齢期の細胞分裂は摂食期に起きる
ことが報告されている（Kato and Oba, 1977）．DNA
合成中や細胞分裂中は，核では DNA 量が変化したり，
分裂により核膜が消失したりする．そのため，フロー
サイトメトリーにおけるノイズが増え，倍数性の変化
がコブに伴うものか，細胞増殖によるものかの解析が
困難となる．そこで，細胞増殖の影響を減らし，コブ
の倍数性の異常をより正確に観察するためには，コブ
においても細胞増殖の停止していると推測される脱皮
期の倍数性を観察することが適していると考えて倍数
性の解析を行った．その結果，脱皮期や 4 齢および 5
齢 0 時間では第 5 体節，第 6 体節とも似たヒストグラ
ムを示した（図 2-7a, f, e, j; 図 2-8a, b）．このことは，
コブの形成に関して倍数性の異常は起きていないこと
を示している．そのため，コブの真皮細胞の増殖異常
は細胞分裂制御を外れたガン細胞のような異常な増殖
ではないと考えられた．
　以上より，カイコ真皮細胞においては，倍数性の増
加は体サイズの増加と関連があると考えられ，特に細
胞サイズの増加した体節後半部の真皮細胞で高倍数化
が進んでいた．しかし，コブにおいては高倍数化して
おらず，反対に摂食期に 2C や 4C といった，細胞分
裂に伴うと考えられる倍数性の細胞が増加していた．
このことは，コブの形成には細胞の高倍数化は関係な
く，これまでの報告と同様コブの真皮細胞でさかんな
細胞増殖が起きることが原因であることを示してい
る．

第3章　真皮細胞の有糸分裂とコブ状突起形成

3. 1　緒　言
　昆虫の外皮はクチクラとその下に存在する一層の真
皮細胞から成る．そのため，真皮細胞の増殖と成長は
昆虫の最終的なサイズや形を決定する上で重要であ
る．著者は第 2 章において重要な成長制御機構の一つ
である真皮細胞の倍数化と細胞サイズの変化，およ
びコブ形成の関係を調べた．その結果，コブを形成す
る真皮細胞では高倍数性の細胞の割合は増えておら
ず，かわりに 2C および 4C 細胞の割合が増加してい
た．この結果は，これまでの報告（芦野，1940; 長島ら，
1959）と同様，細胞分裂がコブでさかんに行われてい
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る可能性を示す．
　真皮細胞の増殖は多くの昆虫で観察が行われている

（Pearson, 1974; Besson-Lavoignet and Delachambre, 
1981; Roseland and Reinhardt, 1982; Kato and Riddi-
ford, 1987; Minato, 1989; Chapman, 1998）．カイコでも，
真皮細胞の増殖について観察が行われ（Yokoyama, 
1936; 伊藤，1951a; Kato, 1977; Kato and Oba, 1977; Ka-
wasaki et al., 2001），細胞増殖に時期特性や部位特性
があることが示唆されている．しかし，今までカイコ
の真皮細胞の増殖について時期特異的・部位特異的に
詳しく調べた例はない．コブの真皮細胞の増殖の特
性を明らかにするためには，正常蚕における細胞増殖
の特性を明らかにする必要がある．正常蚕と比較し
コブの増殖異常の詳細を示すことができれば，今後，
Knobbed のポジショナルクローニングなど分子生物
学的な研究を行い，候補遺伝子をしぼってゆく上で重
要な情報となる．そこで，第 3 章では正常蚕における
真皮細胞分裂の時期的・部位的変化を調べ，正常蚕と
コブの増殖を比較し，コブの形成と細胞増殖の関係に
ついて考察した．

3. 2　 正常蚕における細胞分裂の時期的および部
位的特性

3. 2. 1　目　的
　本節ではカイコの真皮細胞における発育時期特異
性および部位特異性を調べた．一般的に真皮細胞増
殖を調べる時には 3H- チミジンやチミジンのアナロ
グであるブロモデオキシウリジン（BrdU,5-bromo-2'-
deoxyuridine）を用いて検出する．しかし，第２章で
示したように，カイコ真皮細胞では倍数化が起きる．
そのため，倍数化に伴う DNA 合成と細胞分裂に伴う
DNA 合成を区別することが困難であり，細胞分裂の
頻度を確かめるためには分裂細胞の核の形状の観察が
必要である．しかし，Kato（1977）および Kato and 
Oba（1977）の報告にも見られるように，細胞の分裂
頻度は 1 齢から 4 齢までの間で約 4.5％から 1.5% と極
めて低率であり，切片試料やホールマウント試料の中
から分裂細胞を見つけるのは非常に難しい．そこで，
細胞分裂を確実に検出するための方法として，リン酸
化ヒストン 3（PH3）の抗体を用いることを検討した．
ヒストンは真核生物の核内 DNA と結合している塩基
性タンパク質で，ヒストン 1（H1），ヒストン 2A（H2A），
ヒストン 2B（H2B），ヒストン 3（H3），ヒストン 4

（H4）そしてヒストン 5（H5）からなる．多くの生物

種についてヒストンの一次構造が決定され共通の特
徴が明らかになっている（生物学辞典　第 3 版）．こ
のうち，特に H3 における N 末端のリン酸化はヒト
からショウジョウバエの広い種において染色体の凝縮
と細胞周期の進行に必須であることが知られている

（Gurley et al., 1978; Shibata and Ajiro, 1993; Ajiro et 
al., 1996; Hendzel et al., 1997; Strahl and Allis, 2000; 
Nowak and Corces, 2004）．そのため，カイコ幼虫期
における真皮細胞の分裂を検出するマーカーとして
も，リン酸化ヒストン 3 抗体を用いることが有効であ
ると考え，細胞分裂の検出が可能か検討した．その後，
ホールマウント試料により体節内における真皮細胞の
分裂頻度の部位および齢期特性を観察した．

3. 2. 2　材料と方法
3. 2. 2. 1　供試昆虫

　実験には C145 × N140 を用い，第 2 章の飼育条件
に従った．

3. 2. 2. 2　測定領域の決定

　第 2 章と同様の方法で決定した．

3. 2. 2. 3　真皮細胞の有糸分裂の検出

　幼虫は氷水中で麻酔後，リン酸緩衝液（PBS; 8.1 
mM Na2HPO4, 1.5 mM KH2PO4, 136.9 mM NaCl, 2.7 
mM KCl, pH 6.8）中で解剖を行った．中腸，気管，
脂肪体および筋肉をできるだけ取り除いた後，第 5
体節背側の皮膚全体を切り出した．その後，4％パラ
フォルムアルデヒドで 4 ℃一晩固定した．固定皮膚
片は PBST（0.1% Triton X-100 / PBS）中で数回洗
浄後，1 µg / ml ribonuclease（RNase， ニッポンジー
ン， 東京）で 37℃ 2 時間処理を行った．TBST（0.1% 
Triton X-100 / TBS; 137 mM NaCl, 20 mM Tris base, 
pH 7.6 ）で数回洗浄後，5% BlockAce（大日本製薬， 
大阪） で室温 1 時間以上ブロッキングを行った．そ
の後，5% BlockAce で 1000 倍希釈した抗リン酸化
ヒストン 3 抗体（Hendzel et al., 1997: PH3, Upstate 
Biotechnology, Lake Placid, NY, USA）を 1 次抗体と
して 4 ℃一晩反応させた．数回 TBST で洗浄後，1% 
Bovine Serum Albumin（BSA, Sigma, MO, USA）で
2000 倍希釈した Alexa-488 標識抗ウサギ IgG 抗体

（Invitrogen, CA, USA）を 2 次抗体として 4℃一晩
反応させた．その後数回洗浄し，1 µg/ml propidium 
iodide（PI， 和光純薬， 大阪）によって核を染色し，
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退色防止剤として 2% n-propylgalate を加えた 50% 
glycerol にて封入した．試料は蛍光顕微鏡（Olympus 
IX70， オリンパス， 東京）で観察・撮影し，全体像を
Adobe Photoshop CS（Adobe Systems, CA, USA）
を用いて合成した．細胞数を測定する領域を決定後，
測定できる PI 陽性の細胞（真皮細胞核）と PH3 陽性
細胞（分裂細胞）をすべて数えた．この 2 つの測定数
から細胞の分裂頻度を求めた．

3. 2. 3　結　果
3. 2. 3. 1　 幼虫表皮のホールマウント免疫染色による

細胞分裂像の検出

　リン酸化ヒストン 3（PH3）の抗体を用いた方法が
有効であるか検討するために，まず 5 齢ワンダリング
期の真皮細胞を用いて実験を行った．この時期におい

ては細胞の分裂が観察されることがすでに報告されて
いる（Kawasaki et al., 2001）．その結果，PH3 陽性
細胞が明瞭に観察された（図 3-1a）．PI による細胞核
の染色でも分裂細胞の像が多く観察され（図 3-1b），
PH3 陽性細胞と PI の分裂細胞像は一致していた（図
3-1c）．分裂前期と分裂中期の細胞では明瞭な蛍光が
観察されたが，分裂後期の細胞では弱い蛍光が観察さ
れた．これらの結果から，PH3 抗体を用いたホール
マウント法は細胞分裂頻度を調べるために有効である
と考えられた．

3. 2. 3. 2　幼虫発育中の細胞分裂頻度の変化

　第 5 体節の一定の領域の細胞分裂頻度を 3 齢餉食
からワンダリング期を通して調査した．図 3-2 に示し
たように，細胞分裂は 3 齢および 4 齢の摂食期（3 齢
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図 3-2．3齢からワンダリング期までの第5体節の細胞分裂頻度の変化
　細胞分裂頻度は同じ領域の細胞数に対する，抗PH3抗体陽性細胞の割合（%）で示した．3個体を測定し，平均と片側の
標準偏差（縦線）を示した．

a b c

図 3-1．カイコ真皮細胞における分裂細胞の免疫抗体法による検出
　aはPH3陽性細胞（分裂細胞），bは同一試料の真皮細胞核のPI染色像．cはaとbの合成画像を示す．矢じりは分裂前期
および中期を示し，矢印は終期を示す．目盛りは100 µm．
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24 時間および 4 齢 48 時間）で起きたが，脱皮期直前
や脱皮期（3 齢 72 時間， 4 齢 72 時間 および 96 時間）
および餉食時（3 齢，4 齢および５齢 0 時間）では観
察されなかった．細胞分裂頻度は，3 齢では 0.74-1.05%
と比較的高かったが，4 齢では 0.02-0.31% と低下した．
一方，5 齢期では吐糸管の着色が始まる 120 時間まで
細胞分裂は観察されなかった．5 齢 120 時間の分裂頻
度は 0.01% で，144 時間では 0.39% であった．ワンダ
リング中にも，頻度は低いものの細胞分裂は継続した．
　さらに，体節を 4 等分し（図 2-1 中，AA，PA， 
AP および PP），分裂細胞の部位特性について調べた．
図 3-3 で示したように，3 齢幼虫における細胞分裂活
性はすべての部位において観察された．しかし，4 つ
の部位での細胞分裂頻度は発育時期によって異なっ
た．3 齢 24 時間では体節後半部の分裂頻度（AP お
よび PP それぞれ， 0.6% および 2.4%）が前半部（AA
および PA それぞれ， 0.5% および 0.3%）に比べて高
かったが，48 時間では逆転した．対照的に，4 齢期で
は細胞分裂活性はほとんどが体節前半部（AA および
PA）で観察された．5 齢期の遅い時間やワンダリン
グ期に見られる細胞分裂活性も主に PA および AP 部
分で観察された．

3. 2. 3. 3　体節中央にある境界の観察

　前項で示したように，真皮細胞は体節内で異なる細
胞分裂活性を有する．また第 2 章で述べたように，細

胞サイズも体節内の部位により異なる．それでは真皮
細胞の分裂活性や細胞サイズは段階的に変わっている
のだろうか，それとも連続的に変わっているのだろう
か？著者はこの問題を明らかにするため，4 齢幼虫の
第 5 体節を改めて観察した．まず，分裂が前半部と後
半部で異なる 4 齢 48 時間の中央付近を観察した（図
2-1 中，PA および AP）．図 3-4a で示したように，
細胞が分裂している前半部の細胞核サイズは後半部よ
り明らかに小さかった（図 3-4b, c）．同様の結果はワ
ンダリング期の幼虫からも観察された（図 3-4d, e, f）．
このような細胞サイズの不連続像は 4 齢 0 時間にはそ
れほど明確ではなかったが（図 3-4g），4 齢 72 時間
には明瞭な境界が観察され（図 3-4h），この境界は 5
齢 0 時間にも存在した（図 3-4i）．

3. 2. 4　考　察
　本研究では細胞分裂の検出のために抗リン酸化ヒ
ス ト ン 3 抗 体（PH3）（Hendzel et al., 1997） を 用
いた．この抗体はタバコスズメガの複眼原基の分裂

（Champlin and Truman, 1998），やカイコの翅原基
（Koyama et al., 2004）の分裂細胞の検出に使われて
いる．そのため，この抗体がカイコ真皮細胞の細胞分
裂を検出するためにも有用であると考えた．そこで，
すでに細胞分裂が報告されている 5 齢ワンダリング期
の真皮細胞を用いて観察を行った．その結果，PI に
よる細胞核の染色像による分裂像と PH3 陽性細胞の

図 3-3．第5体節の部位別細胞分裂頻度の変化
　測定部位は図2-1を参考にした．黒はAA領域，灰色はPA領域，白はAP領域，斜線はPP領域を示す．3個体を測定し，
平均と片側の標準偏差（縦線）を示した．
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分裂細胞像が一致することが確かめられた（図 3-1）．
分裂細胞の核を PI で染色すると，分裂中期の細胞で
は赤道面に染色体が並び，細長い核像が観察される．
しかし，分裂前期は染色体が凝集を始めた段階である
ため，分裂していない核と見分けがつかないことがあ
る．このような PI 染色像では分裂細胞と判定できな
いものも PH3 抗体を用いることで識別できた．これ
より，PH3 抗体を用いたホールマウント法は細胞分
裂を調べるために有効であると判断された．

　そこで，3 齢からワンダリング期までのカイコ幼虫
腹部背側の細胞分裂を観察した．全体の細胞分裂頻度
は，3 齢では 0.74-1.05% と Kato and Oba（1977）の
3% に比べて低かった．しかし，部位別に観察すると，
体節後半部（PP）で 2.4% と高い分裂頻度を示し，細
胞分裂に部位特性があることが示唆された．同様に，
4 齢での全体の細胞分裂頻度は 0.4% と Kato and Oba

（1977） の 1.5% よ り 低 か っ た． し か し，Kawasaki 
et al.（2001）で報告されている４齢期の分裂頻度は

a b c

d e f

g h i

図3-4．背側皮膚真皮細胞の体節中央部の観察像
　aは4齢48時間の真皮細胞をPIで染色した像，bは抗PH3抗体で検出した分裂細胞像，cはaとbの合成画像を示す．同様に，
dは5齢144時間の真皮細胞をPIで染色した像，eは抗PH3抗体で検出した分裂細胞像，fはdとeの合成画像を示す．gは4齢
0時間，hは4齢72時間，iは5齢0時間の真皮細胞核をPIで検出した像を示す．点線は推定される体節中央部での境界を示した．
目盛りは200 µm．
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0.025% とかなり低く，測定領域だけでなく品種によっ
て細胞分裂頻度に差がある可能性も考えられた．さら
に，5 齢期のワンダリング直前に観察される分裂頻度
は 0.4% と Kawasaki et al.（2001）で報告されている
0.05％より高く，これもまた測定領域や品種によるも
のと考えられる．今回の結果では，カイコ真皮細胞層
の分裂頻度は多くても数％であり 1％未満のことが多
かった．細胞の分裂周期や実際の細胞数の変化が不明
なため正確なことはわからないが，この細胞分裂頻度
は組織固定を行った一瞬のものであり，実際はさらに
多くの細胞が分裂を行っているものと考えられる．
　細胞分裂を部位別に観察したところ，3 齢幼虫では
細胞分裂は第 5 体節の全体で摂食期に観察された．細
胞分裂は体節後半部（PP）から観察され始め，その
後前半部に移動していく変化を示した（図 3-3）．こ
の結果は，3 齢期の細胞分裂の開始に部位特異性があ
ることを示している．また 3 齢期の分裂頻度は 4 齢期
よりはるかに高かった（図 3-2; 図 3-3）．真皮細胞の
高い分裂活性が若齢期で観察されるという報告は以
前にされており（Yokoyama, 1936; Kato, 1977），高い
分裂頻度と細胞分裂開始の部位特性は若齢幼虫（1-3
齢）において特異的な現象と推測された．終前齢（4
齢）の細胞分裂活性は 3 齢に比べて低く（図 3-2; 図 
3-3），さらに今回の観察では部位特性が観察された．
細胞分裂像は主に体節の前半部で観察され，後半部で
は少なかった（図 3-3; 図 3-4a-c）．この部位的差異は，
5 齢期のワンダリング直前から始まる細胞分裂でも観
察された（図 3-4d-f）．
　4 齢期およびワンダリング期の真皮細胞の分裂が体
節前半部に集中した結果，体節中央に明らかな境界線
の存在が認められた（図 3-4a-c, h）．第 2 章に述べた
結果では，4 齢 48 時間および 72 時間の前半部の倍数
性は後半部に比べて低く，細胞サイズもまた前後で異
なっていた（図 2-5; 図 2-6）．細胞分裂のさかんな前
半部の細胞サイズが小さく，分裂の少ない後半部の細
胞サイズが大きいことはこの事実を矛盾なく説明し
うる．対して，4 齢０時間では境界は明瞭ではなかっ
た（図 3-4g）．これは，3 齢期では体節全体で細胞分
裂がおこり，前後の細胞サイズにほとんど差がないた
めであると推測された．実際，体節前半部と後半部で
細胞分裂頻度に差がある 4 齢期の分裂や成長がほぼ終
わっている 4 齢 72 時間では体節の前後で真皮細胞核
の大きさが明らかに異なり，はっきりと前後の領域を
区別することができた（図 3-4h）．これらのことから，

体節中央に分裂と細胞サイズによって認識できる境界
があることが示された．
　Kato and Riddiford（1987）はタバコスズメガにお
いて，変態期の背側真皮細胞の時期的，部位的な細胞
分裂を明らかにしている．彼らはタバコスズメガ幼虫
の体節を，anterior margin（AM），middle intraseg-
mental region（MIR）および posterior margin（PM）
の 3 つの領域に分けて研究を行った．報告では分裂が
middle intrasegmental region でのみ生じ，segmen-
tal margins では起きないとされている．また，Kato 
et al.（1987） の報告では，intrasegmental region と
marginal regions の細胞分裂頻度と倍数化の程度が異
なることが示されている．これらの研究からカイコに
おいても intrasegmental と segmental margins の間
に同様の境界があることが推察できる．しかし，本研
究で明らかにされた細胞分裂とサイズによって認識
される境界は PA と AP の間，つまり intrasegmental 
region の中央に存在した（図 2-1）．
　本研究においてはタバコスズメガで得られた結果

（Kato and Riddiford, 1987; Kato et al., 1987）と異な
る位置で真皮細胞を分けているため，直接比較するこ
とはできない．タバコスズメガで報告された部位を
著者の体節区分法に従って整理すると，anterior mar-
gin は AA の 前 半 部，middle intrasegmental region
は AA の後半部，PA および AP の前半部を合わせた
ものであり，posterior margin は AP の後半部およ
び PP の領域を合わせたものに相当する．前述したよ
うにタバコスズメガの 5 齢期においては，middle in-
trasegmental region でのみ分裂が観察され，anterior 
margin および posterior margin では分裂が観察され
ない．カイコ 5 齢期において，AA の細胞分裂頻度
が PA に比べて少ないのは AA が anterior margin と
middle intrasegmental region を含んでいるからと考
えられる．AP の細胞分裂頻度が PA に比べて低いの
も同様の理由であろう．タバコスズメガにおける報告
とあわせて考えると，体節中央付近以外にも真皮細胞
の特性上の境界が存在する可能性も検討する余地があ
る．
　終齢期（5 齢）の細胞分裂は摂食期には見られず，
ワンダリング直前の 120 時間で始めて細胞分裂が観
察された（図 3-3）．この結果はワンダリング期に入
る前には観察されないとした Kawasaki et al.（2001）
の報告と一見矛盾している．しかし，本研究で分裂が
観察され始める 120 時間は吐糸管が着色を始める時期
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であり，ワンダリング期のごく初期であること（木口
ら , 1985）を考慮すると，これらの結果と一致する．
　これらの結果およびこれまでに他の研究者から報
告されている結果（Kato, 1977; Kato and Oba, 1977; 
Kawasaki et al., 2001）から，カイコの幼虫期の真皮
細胞には，細胞分裂の時期的・部位的な活性によって
分けられる 3 つのタイプがあることが明らかとなっ
た．
1） 若齢型：若齢期（1 齢 -3 齢）の幼虫に特徴的で，

摂食期に体節全体での高い分裂活性が観察される．
2） 終前齢型：4 齢期がこれにあたる．摂食期におい

て主として体節前半部で 3 齢に比べて低い分裂活性
が見られる．

3） 終齢型：5 齢期に見られる特徴的な様式である．
摂食期には細胞分裂は観察されない．ワンダリング
直前からワンダリング期にかけて分裂が主に体節前
半部で観察される．

　以上の結果は，真皮細胞のホルモンなどの成長制御
因子に対する反応が発育時期的また部位的に異なるこ
とを示唆している．

3. 3　コブ蚕における細胞分裂の部位特性

3. 3. 1　目　的
　著者は，家蚕幼虫の真皮細胞の分裂が時期別および
部位別に異なることを第 3 章 3. 2 で確認した．コブ蚕
幼虫背面のコブを形成する真皮細胞の増殖については
長島ら（1959）の報告が著名である．その報告において
は，コブとコブに隣接する正常部位の細胞数を測定し
両者を比較し，コブの真皮細胞数が多いという結果か
ら，真皮細胞の増殖異常がコブの形成原因であると推

察している．しかし，この報告は同一個体の斑紋相当
部や正常蚕の斑紋部との比較ではない．従って，コブ
真皮細胞の異常増殖は著者が第 3 章 3. 2 で指摘したの
と同様の部位特異的な細胞分裂である可能性が残され
ている．また，現在までにコブの真皮細胞の分裂を直
接観察した例はない．さらに，増殖異常の原因を知る
ために，コブの細胞分裂の時期的な変化を観察するこ
とが必要であるがこれについても調べられていない．
　第 1 章で観察したように 4 齢期はコブがはっきりし
て来る時期であるとともに（図 1-1），正常蚕において
真皮細胞の増殖が起きている時期でもある（Kato and 
Oba, 1977; 図 3-2）．第３章 3.2 の結果から細胞分裂を
観察し正常部位と比較するためには 4 齢が適切と考え
られた．そこで，本節では 4 齢期のコブ蚕の第 5 体節，
第 6 体節および正常蚕（C145 × N140）の第 5 体節に
おける細胞分裂を経時的に観察し，比較した．

3. 3. 2　材料と方法
3. 3. 2. 1　供試昆虫

　実験にはコブ蚕と C145 × N140 を用い，飼育条件
は第 1 章 1. 2 および第 2 章に従った．

3. 3. 2. 2　皮膚試料の作成

　幼虫は麻酔後，PBS 中で解剖を行い，中腸，気管，
脂肪体および筋肉をできるだけ取り除いた．第 5 体節
背側の皮膚全体を切り出した．その後， 4％パラフォ
ルムアルデヒドで 4 ℃一晩固定した．第 6 体節と第 5
体節の比較領域は，体節中央部にある剛毛を基準とし
た．また，正常蚕との比較のためには，剛毛と斑紋を
基準にした（図 3-5）．

図3-5．幼虫皮膚の模式図
　aはコブ蚕の第5体節（コブあり），bはコブ蚕の第6体節（コブなし），cは正常蚕（C145 × N140）の第5体節を示す．丸
で囲んだ領域は顕微鏡観察を行った部分，矢じりは部位特定のために利用した剛毛細胞を示す．kはコブ，mは斑紋，sは気門． 
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3. 3. 2. 3　真皮細胞の分裂の検出

　第 3 章 3. 2 と同様の方法で検出した．

3. 3. 2. 4　共焦点レーザー顕微鏡観察

　第 1 章 1.4 と同様の方法で観察した．

3. 3. 3　結果と考察
　コブの第 5 体節，第 6 体節および C145 × N140 の
第 5 体節の 4 齢期の細胞分裂を観察した．4 齢 0 時間
では，どの試料においても真皮細胞の分裂は観察され
なかった（図 3-6a; 図 3-7a; 図 3-8a）．4 齢 24 時間に
なるとコブ領域の真皮細胞で分裂像が数多く検出され
た（図 3-6b, c1）．対照的にコブ以外の部分ではほと
んど分裂は観察されなかった（図 3-6c2）．第 6 体節
および C145 × N140 でも 4 齢 24 時間では数個の分裂
細胞が観察されたが，コブと比べて極端に少なく（図
3-7b; 図 3-8b），コブで早い時間から細胞分裂が起き
ていることが明らかとなった．4 齢 48 時間では第 5 体
節のコブ以外の真皮細胞においてもさかんな細胞分裂
が観察され，コブとその他の部分での分裂の差はみら
れなかった（図 3-6d）．また 48 時間では第 6 体節およ

び C145 × N140 においてもさかんな細胞分裂が観察
された（図 3-7c; 図 3-8c）．脱皮期直前の 4 齢 72 時間
では第 6 体節（図 3-7d）および第 5 体節コブ以外の部
分において細胞分裂はほとんど観察されなかったが，
コブでは数個の細胞分裂を観察することができた（図
3-6e）．C145 × N140 でも細胞分裂は観察されなかっ
た（図 3-8d）．この結果は，コブ部位で 4 齢摂食期の
遅い時間まで細胞分裂が継続していることを示してい
る．4 齢脱皮期の 96 時間では，C145 × N140 の第 5
体節斑紋部，コブ蚕の第 6 体節や第 5 体節のコブ以外
の部分だけでなくコブでも細胞分裂は見られなかった

（図 3-8e; 図 3-7e; 図 3-6f）．以上の結果から，コブに
おいては 4 齢 24 時間から 72 時間まで細胞分裂が継続
していることが確認された．このことは，コブは短時
間に急激な増殖が起きるような異常ではなく，他の部
分や正常蚕の皮膚に比べて長い時間にわたって細胞分
裂が行われることで細胞数が増えるような異常である
ことを示している．
　第 1 章の結果から，コブは蛹や成虫でも形態的に引
きつがれていることがわかっている（図 1-1）．蛹や成
虫のコブが 4 齢期までの細胞増殖によるものなのかそ

a b

e fd

C1

C2

図 3-6．第5体節のコブ形成部（斑紋部）の細胞分裂の変化
　aは4齢0時間，b， c1およびc2は24時間，dからfは48時間，72時間，96時間を示す．c1はbのコブ領域を，c2はbのコブ
以外の部分の細胞分裂像を拡大し示した．青色で疑似色をつけた領域はコブを示す．矢じりは分裂細胞，矢印は剛毛細胞を
示す．目盛りは100 µm．
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ca b

d e

図 3-7．コブ蚕第6体節のコブ相当部における細胞分裂の変化
　aからeは4齢0時間，24時間，48時間，72時間，96時間を示す．矢じりは分裂細胞，矢印は分裂している血球細胞や脂肪体
を示す．目盛りは100 µm．

a b c

d e

図 3-8．正常蚕（C145 × N140） の4齢期第5体節斑紋部の細胞分裂の変化
aからeは4齢0時間，24時間，48時間，72時間および96時間を示す．矢じりは分裂細胞を示す．目盛りは500 µm．
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れとも 5 齢期や蛹期にも新たな細胞増殖があるかを確
かめるために，5 齢 48 時間のコブの細胞分裂を観察し
た．第 3 章 3. 2 の結果（図 3-2）およびこれまでの報
告（Kato and Oba, 1977; Kawasaki et al., 2001）から 5
齢摂食期では正常な真皮細胞において分裂は起きない
ことが明らかである．事実，コブ以外の真皮細胞では，
細胞の分裂は観察されなかった（図 3-9f）．しかし，コ
ブでは細胞分裂が継続していた（図 3-9b-e）．蛹期に
おいてもコブで正常部位に比べて異常な分裂が起きる
かについては不明である．しかし少なくとも，蛹のコ
ブは 5 齢期の細胞分裂異常によって形成されると考え
られた．
　以上の結果から，コブは形成部位において正常部位
では細胞分裂が起きない時間においても細胞の分裂が
起きていることが明らかとなった．その結果，長時間
にわたって細胞増殖が継続し，細胞数が増えコブが形
成されると考えられた．

3. 4　考　察
　本章においては正常蚕における真皮細胞の増殖特性
を詳細に観察した．さらに，コブにおける増殖異常の

特殊性について検討した．
　その結果，正常カイコ幼虫における真皮細胞の増殖
において発育時期特性および部位特性が存在し，３つ
の型に分類されることがわかった．すなわち，　
1） 若齢型：1-3 齢期に見られる増殖様式であり，摂食

期に体節全体での高い分裂活性がある．細胞分裂は
主に体節後半部から始まり，その後前半部での細胞
分裂が起こる．脱皮期間中に分裂は起きない．

2） 終前齢型：4 齢期に見られる様式である．摂食期
に主に体節前半部で真皮細胞の分裂が見られる．そ
の分裂活性は 3 齢期に比べて低い．3 齢同様脱皮期
間中に分裂は起きない．

3） 終齢型：5 齢期に見られる様式である．摂食期に
は細胞分裂は観察されず，ワンダリング直前からワ
ンダリング期に分裂が主に体節前半部で観察され
る． 

　以上の３つの型である．
　コブ蚕において，コブがはっきりしてくるのは３齢
からであるが，特にコブの形状が大きくなるのは 5 齢
期からである（図 1-1）．これは，カイコそのものが
成長し大きくなることが一つの原因である．それ以外

図3-9．コブ蚕の第5体節5齢48時間における細胞分裂の観察
　aは5齢48時間の第5体節の模式図で，円はそれぞれの観察部位を示す．bからfはa中の円の領域を観察した像を示す．矢
じりは真皮細胞の分裂細胞を示す．目盛りは100 µm.

f

bb

ccee ddf

a b c

d e
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にも，3 齢までの真皮細胞の分裂が体節全体にわたっ
て高頻度で起きるのに対し，4 齢期ではコブ以外の細
胞分裂頻度が低下することが原因であると推測され
た．つまり，3 齢まではコブ以外の部分の分裂頻度が
高くコブと差は少ないが，4 齢になるとコブ以外の真
皮細胞の分裂頻度が下がり相対的にコブの真皮細胞で
細胞数が多くなる．その結果 5 齢期では大きなコブを
形成すると考えられた．
　また，コブは必ず体節の前半部に存在しており（図 
1-1; 図 1-2），そこにおける細胞分裂の様式は正常蚕
の前半部と同じものであると予測された．観察の結
果，第 5 体節のコブ以外の部分や同一個体の第 6 体節
では，4 齢 24 時間から数個の細胞分裂が観察され始め，
48 時間で多くの分裂像が観察できるが，脱皮期直前
の 72 時間では細胞分裂は見られないという変化を示
した（図 3-6）．これは正常蚕の細胞分裂の変化と同
じであった（図 3-8）．一方，コブでは 4 齢 24 時間か
らさかんな細胞分裂像が観察され，また 72 時間でも
数個の細胞分裂像が観察された．さらに，正常蚕では
分裂が観察されない 5 齢の摂食期でも，細胞増殖が観
察された（図 3-9）．長島ら（1959）は，コブの真皮
細胞の異常増殖は脱皮期中の無糸分裂によるものと推
定している．しかし，コブだけでなく，正常蚕におい
ても 4 齢，5 齢 0 時間（餉食時）および脱皮期には細
胞分裂は観察されなかった（図 3-2; 図 3-3; 図 3-6a, f; 
図 3-7a; 図 3-8a; Kato, 1977; Kato and Oba, 1977）．無
糸分裂は極めて特殊な細胞分裂であると考えられてお
り（Nagata, 2003），昆虫組織において観察されるこ
とはまれである（Pessacq, 1969）．そのため，コブの
形成は無糸分裂による異常な増殖ではなく，正常蚕や
コブ以外の正常部位で細胞分裂が起きない時期であっ
ても分裂が続くことによって細胞数が増える変異であ
ると考えられた．
　昆虫の成長リズムは基本的に，2 つのホルモンに
よって調節される．一つは幼若ホルモン（JH），もう
一つは脱皮ホルモン（エクジステロイド）である．真
皮細胞はエクジステロイドの刺激を受けてクチクラを
分泌する．しかし，幼虫のクチクラを分泌するのか，
蛹のクチクラを分泌するのかは幼若ホルモンの有無に
よって決定される．細胞分裂が観察される 1-4 齢の摂
食期の間，低いが十分な量の血液中のエクジステロ
イドが検出できる（Kiguchi and Agui, 1981; Kiuchi, 
1992）．対照的に，5 齢期の摂食期には細胞分裂が起
きないが（Kato and Oba, 1977; Kawasaki et al., 2001; 

図 3-2），この間血中エクジステロイドは検出できな
いか（木口ら , 1985），または非常に低い濃度まで低
下する（Sakurai et al., 1998）．これらの報告は，発
育時期特異的な細胞分裂はそれぞれの齢の摂食期に
おける血中エクジステロイド濃度と関係している可
能性を示す．タバコスズメガの報告では，5 齢期の
観察から 20-hydroxyecdysone 濃度の上昇と細胞分裂
頻度の変化は一致しており，幼虫−蛹変態期におけ
る真皮細胞分裂は 20-hydroxyecdysone によって誘導
されると考えられている（Wielgus and Gilbert, 1978; 
Wielgus et al., 1979; Kato and Riddiford, 1987）． ま
た，5 齢期皮膚を培養し，20-hydroxyecdysone を加
えたところ，同様の細胞分裂が誘導されることからも，
20-hydroxyecdysone に細胞増殖誘導活性があると考
えられる（Kato and Riddiford, 1987）．ショウジョウ
バエ成虫原基の細胞分裂の誘導にもエクダイソンが関
係していると報告されている（Brennan et al., 1998, 
2001; Mitchell et al., 2008; Ninov et al., 2009）．また，
チャイロコメノゴミムシダマシ雄の付属線において
も，エクジステロイドによる細胞増殖が観察されてい
る（Szopa et al., 1985; Yaginuma et al., 1988）．一方，
幼若ホルモン単独での細胞増殖活性は報告されておら
ず，幼若ホルモンはエクジステロイドの作用を調節し
ていると考えられる．
　このようにエクジステロイドには細胞増殖活性があ
ると報告されている．しかし，カイコの終前齢期まで
の細胞増殖の変化はエクジステロイドの濃度変化と
一致しない（Yokoyama, 1936; Kato, 1977; Kato and 
Oba, 1977; Kiguchi and Agui, 1981; Kiuchi, 1992）．こ
のことは，幼虫−蛹変態時の細胞分裂と幼虫摂食期の
細胞分裂は異なる制御（因子）によって調節されてい
る可能性を示す．さらに，コブにおいてはエクジステ
ロイドがほとんどない 5 齢期においても細胞の増殖が
起きていた（図 3-9）．このことは，エクジステロイ
ド以外の真皮細胞の増殖制御因子の存在を示してい
る．
　通常，異常増殖による形成異常というと，ほ乳類に
おけるガン組織のような細胞周期が制御できない状態
を連想する．しかし，コブの真皮細胞では増殖の開始
と休止は正しく制御されており，分裂が継続する時間
が長いことのみが細胞数が増える原因であった．その
ため，コブでは，Knobbed によってホルモンやホル
モンにより誘導される調節因子に対する感受性が変化
しており，その結果，本来増殖しない時期にも増殖し
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ていると推察された．

第4章　 重イオン照射がコブ状突起発現におよぼす
影響

4. 1　緒　言
　これまでの結果から，コブが形成される原因は斑紋
部の真皮細胞の増殖異常によることが明らかになって
いる（芦野，1940; 長島ら，1959; 第 3 章）．しかし，
実際にコブ形質の発現に細胞増殖の異常が重要か否か
を厳密に確かめるためには，細胞増殖を停止させたと
きにコブ形成が起こらないことを確かめる必要がある
　細胞増殖を停止させる薬剤は現在いくつか知られて
おり，基本的に経口か注射により体内に投与する．し
かし昆虫は外骨格生物であるため，前述のような全身
の細胞に薬剤の効果が及ぶ方法では体全体の組織に影
響が出ることで，カイコの成長そのものが停止してし
まう恐れがある．ほ乳類においても特定の組織にのみ
薬剤が影響するように調節するドラックデリバリーシ
ステムは完全には確立されておらず，薬剤の投与では
真皮細胞の増殖が止まったことによる影響だけを見る
ことができない．そこでこれまでは，局所的に真皮細
胞を焼殺する方法で真皮細胞の創傷治癒とそれに伴
う真皮細胞の増殖の研究が行われてきた（廖・岩下 , 
1996; Galko and Krasnow, 2004）．しかしこの方法で
は，真皮細胞特異的に増殖を止めることは可能である
が創傷治癒過程との区別がつかない．
　近年，「第 4 の放射線」という言葉とともに，重イ
オンビームを微細局所手術に活用することが臨床医学
の分野で実用化されつつある．重イオンビームは，エ
ネルギーが非常に大きく，また照射する位置や深度を
精密に制御することができるという特徴がある．イオ
ンビームを照射すると，試料中のイオン飛跡に沿って
極めて局所的かつ高密度に放射線エネルギーが付与さ
れる．従って，重イオンビームによる高いガン治療効
果（馬場ら，2008; 柳ら，2008）や突然変異誘発効果（辻
本ら，2000; 鹿園・田中，2006; 上野，2006）は，イオ
ン照射によって正常な修復が行なわれ難いような複雑
な DNA 損傷（クラスター損傷）を引き起こすことに
よって実現されると考えられている．今までに，直径
250 µm の重イオンマイクロビームを細胞性胚盤葉の
時期のカイコ卵に照射すると，その後の胚に形態的な
欠損が生じることから，カイコ卵の予定運命図が作製
されている（Kiguchi et al., 2003）．さらに重イオンマ

イクロビームを造血器官に照射すると，造血機能に影
響が出ることも報告されている（屠ら，1999b; Tu et 
al., 2002）．この方法を応用することができれば，真皮
細胞以外の部分に影響を及ぼすことなく細胞増殖のみ
を抑えることができると考えられる．著者は本章で，
カイコ幼虫への重イオン照射法を構築し，重イオン
ビーム照射による真皮細胞の増殖抑制がコブ状突起の
発現に及ぼす影響を観察した．

4. 2　材料と方法
4. 2. 1　供試昆虫
　突然変異系統コブ蚕の幼虫は 16L-8D の条件で全齢
桑葉育した．

4. 2. 2　12C イオンマイクロビーム照射
　180 µm 直径のマイクロアパチャーを通して 220 
MeV 12C イオンマイクロビームの線束をそろえ，1 齢
幼虫に照射した．これらのイオンは原研高崎（現・日
本原子力研究開発機構）イオン照射研究施設（TIARA）
のAVF（Azimuthally Varying Field，周回変動磁場型）
サイクロトロンによって生成したものである．線エ
ネルギー付与（Linear Energy Transfer, LET）は水
中飛程から推定した運動エネルギーの損失（ELoss）に
よって，128 keV/µm と算出された．粒子フルエンス
は Dose [Gy]=1.6 × 10-9 × LET [keV/µm] × Fluence 
[particle/cm2] の式を用いて Gy に換算した．
　1 齢幼虫はアルミニウム板中の上下に穴の開いた長
方形のチャンバー（2.95 mm × 0.85 mm × 0.8 mm）
中に麻酔することなしで閉じ込めて，固定した（図 
4-1）．このチャンバーは完全に幼虫を固定できるサ
イズであり，幼虫（約 2.4 mm × 0.8 mm × 0.8 mm）
の動きはチャンバー内で制限することができた．チャ
ンバーに入れた後，厚さ 100 µm のポリプロピレン膜
で上下をはさんで塞ぎ，線束をそろえたマイクロビー
ムを局所的に照射した．照射部位は，最も典型的なコ
ブを有する第 5 体節とした．アパチャーサイズは照
射予定領域を完全に覆う大きさとした（図 4-1 の白
丸および図 4-2）．ビームの透過深度（水中飛程 1200 
µm）のデータに基づき，厚さ100 µmのMyler膜（ポ
リエチレンテレフタレート製）３枚をポリプロピレ
ン膜の上に置いて，350 µm から 500 µm の深度領域
にある標的に適切な LET 分布になるように調整した
（図 4-2）．すなわち，12C イオンの付与エネルギーは
ブラッグピークを境に急激に減少するため，このピー
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クが幼虫体の目標部分にあたるように，マイクロビー
ムの深度を調整した（図 4-2）．幼虫の形と標的領域
は，影から推定される 3 対の胸脚，4 対の腹脚の影お

よびその他の特徴をもとに判断し決定した（図 4-1）．
照射にあたってはコンピュータ制御の遠隔システムで
照射部位を決定した．

アルミニウム板（0.8mm厚）

図 4-1．小穴アルミニウム板の模式図と小穴中に固定されたカイコ１齢幼虫
　アルミニウム板は87 mm × 87 mm × 0 .8 mmの大きさで，カイコを固定するための小穴が開いている．小穴のサイズは
図中に示した．写真はコントロールモニターを通したカイコの影像．小穴中に固定された幼虫のコブ領域に直径180 µmの
マイクロビームを照射した（白丸が照射部位）．

ポリプロピレン製膜

Mylar膜

ポリプロピレン製膜

中腸
体腔内

外皮(クチクラ層)

前脚

コブ形成領域
(350-500μm)z

透明膜
(400μm)

マイクロアパチャー

図 4-2．固定されたカイコの断面図（模式図）
　小穴内に幼虫を固定して12Cイオン（矢印）を照射した．アルミニウム板は100 µm厚のポリプロピレン製膜で挟み，さら
に標的領域のエネルギー量を調節するために3枚の100 µm厚のMyler膜（ポリエチレンテレフタレート製）を置いた．12 C
イオンのLET分布は，図中右側に示した．
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4. 2. 3　形態観察
　照射後，幼虫は桑葉で飼育し，すべての幼虫は正常
に発育した．照射部位の形態を各齢ごとに実体顕微鏡
下で観察した．幼虫外部形態の知見は，以下の 3 つの
基準に従って分類し，照射の効果を判断した：
1）コブに対してまったく影響がみられなかった．
2）コブもしくはそれ以外の領域に部分的に影響が見
られた．
3）コブ形成は完全に抑制された．

4. 3　結果と考察
　本章ではカイコ幼虫への重イオン照射法を構築し，
重イオンビーム照射がコブ状突起の発現に及ぼす影響
を観察した．
　始めに，照射の影響を観察するために，段階的に照
射線量を変え，コブの形成と幼虫の生存率を観察した．
12C イオンビーム照射後の死亡率は 120 Gy から 600 
Gy のすべての実験区においてほぼ一定で，半数近く
の個体が死亡した（平均 43.4％）．対照区の幼虫の死
亡率は 13.2％であり，実験区におけるより高い死亡率
は重イオンビーム照射が原因であったと考えられる．
これらの死亡時期は脱皮期，変態時，羽化時に集中し
ていた．昆虫の中腸には幹細胞（再生細胞）があり細
胞の更新や補給のため新生細胞となり各細胞に分化
する（Flores and Lane, 1991; Billingsley and Lehane, 
1996; Loeb et al., 2003）．幹細胞はイオンビーム照射
のみならず他種放射線照射によっても影響を受けやす
いことが知られている．今回観察したところ，死亡個
体の中腸は脱皮中に崩壊していることがわかった．翅
原基など増殖がさかんと思われる組織の 12C イオンに
対する感受性は同時期の真皮細胞に比べて 5 倍程度高
いことがすでに報告されている（屠ら , 1999b）．この
ことから，12C イオンビーム照射後の高い死亡率は活
発な分裂を行う幹細胞を有する中腸に対する高い放射
線量が主たる原因と考えられた．
　今回構築した方法は幼虫を小さなチャンバー内に入
れることで行動を抑制する．以前報告された方法では，
幼虫を粘着テープで固定するため幼虫が傷を受けやす
く，とくに 1 齢幼虫では実験が困難であった（屠ら，
1999a, b; Tu et al., 2002; Fukamoto et al., 2006）．今
回の方法では，幼虫を傷つけることなくビーム照射が
可能になったが，幼虫を麻酔なしでチャンバー内に入
れるため，照射中の幼虫の微細な動きが照射後の結果

に影響していると考えられた．幼虫へのイオンビーム
の入射角がやや変化し，おそらく中腸に高い線量が照
射されたと推定される．カイコの固定方法等は今後さ
らに改良を続ける必要がある．
　対照個体のコブは第 3， 5， 8 体節に形成されたが，
照射個体における第 5 体節のコブは明らかに他の体
節のコブに比べて抑制された．1 齢で 250，400，600 
Gy の照射を行った 5 齢幼虫は片側もしくは両側のコ
ブの形成が阻害されていた．対照的に，照射を行わな
かった体節のコブは正常に形成されていた（図 4-3）．
片側だけのコブ抑制は中腸への照射と同様に幼虫の動
きが原因で，ビームの入射角が変化し片側のコブ形成
領域まで十分なエネルギーが届かなかったか，ある
いはビームの進路から外れてしまったためと考えられ
る．
　照射体節におけるコブの抑制は 120 Gy の照射では
数頭（5.9%）で観察された（表 4-1）．250，400，600 
Gy ではそれぞれ，56.4，66.7，73.6% の個体でコブの
形成が抑制された．これらの結果からマイクロビー
ム照射によるコブ抑制の閾値はおそらく 120 Gy から
250 Gy の間であると考えられた．
　次に，マイクロビーム照射を行ったコブの観察を
行った．コブの抑制は 250 Gy から観察された（図 
4-3）．コブが抑制されている部分では斑紋の形成は観
察されず，コブの形成と斑紋形成は関連していること
は明らかである．また，斑紋が形成されないことか
ら，一度重イオンビーム照射によって DNA の損傷を
受けた真皮細胞は増殖（分裂）できないと推測され
る．一般的に真皮細胞の傷の修復には，血球および真
皮細胞の伸展が重要な役割を果たす（Wigglesworth, 
1973; Gregoire, 1974; Rizki and Rizki, 1980; Nardi 
and Miklasz, 1989; 廖・岩下 , 1996; Nardi et al., 2001; 
Galko and Krasnow, 2004; Scherfer et al., 2006）．し
かし，クチクラや基底膜が維持された状態での創傷
治癒では真皮細胞のみが傷を塞ぐ役割を行う（Galko 
and Krasnow, 2004）．カイコと同じ鱗翅目昆虫のエリ
サンの創傷治癒過程では，傷が外部と接触しない場合，
崩壊した細胞は血球の貪食作用によって除かれるので
はなく，壊れたところが固まりでクチクラ層に捨て
られる形で除かれることがわかっている（Shimura et 
al., 2008）．重イオンビームの照射では，クチクラや
基底膜の崩壊はおこっておらず血球の集合もみられな
い（Fukamoto et al., 2006）．また，エリサンのよう
にクチクラ層に捨てられる像も観察されていない．こ
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れらのことから，照射部位の真皮細胞は DNA に障害
を受け細胞増殖が停止しているが，創傷治癒時のよう
に真皮細胞が傷をうけ崩壊するのとは異なり，細胞機
能は維持されているものと考えられた．このことより，
カイコ幼虫体節の真皮細胞の増殖を重イオンビームに
より停止させるとコブの形成は明らかに抑制され，コ
ブの形成に細胞分裂の異常が関与していることが明ら
かとなった．また，コブの形成が抑制されると，斑紋
形成のための色素形成も抑制されていたことから，コ
ブには明らかな領域特性があり，この領域特性を決定
する因子群の下流に Knobbed が存在し，コブが形成
されていると考えられた．

総合考察

　昆虫の外皮は，外骨格を形成するクチクラ層とその
下に位置する一層の真皮細胞から成り立っている．外
皮は骨格としての役割だけでなく，外部からの病原菌
等の侵入阻止，内部の恒常性の維持などの重要な役割
を果たす．外皮の主な部分であるクチクラ層は真皮細
胞によって合成・分泌される．このことは，真皮細胞
が成長と密接な関連を持ち昆虫の形態やサイズを精密
に制御していることを意味している
　真皮細胞層は一見同じ性質を持つ均一な真皮細胞に
よって形成されているように思われる．しかし，実際
は真皮細胞の性質は部位によって異なる．その違いが

表 4-1　重イオンビーム照射によるコブの抑制

照射線量
 (Gy) 成虫到達数 コブ抑制

個体数
照射効果が
見られた
個体数

照射効果が
なかった
個体の数

照射効果が
なかった

個体の割合 (%)

照射効果が
見られた

個体の割合 (%)

コブ形成
抑制個体の

割合 (%)

0 125 0 0 125 100 .0 0 . 0 0 . 0

120 34 2 2 32 94 .1 5 . 9 5 . 9

250 55 31 40 15 27 .3 72 . 7 56 . 4

400 66 44 51 15 22 .7 77 . 3 66 . 7

600 72 53 66 6 8 .3 91 . 7 73 . 6

図 4-3．重イオンビーム照射によるコブ形態の抑制
　1齢幼虫でマイクロビームの照射を行ったカイコの5齢3日におけるコブ形態を観察した．矢印は正常に形成されているコ
ブを，矢じりは12Cイオン照射により部分的もしくは全体的に欠損したコブを示した．
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明確にわかるのは蛹化時である．カイコと同じチョウ
目のタテハモドキの一種 Precis coenia では，5 齢初
期の様々な時期の幼若ホルモン（JH）様物質による
幼虫−蛹コミットメントの阻害効果の観察から，幼虫
−蛹コミットメントが時期的・部位的に異なることが
報告されている（Kremen, 1989）．このことは幼虫−
蛹コミットメントにおいて，同一に見える真皮細胞で
も，部位によってホルモンに対する反応が異なること
を示している．また，カイコ蛹腹部において外皮表面
を観察すると，亀甲状の模様が全体にわたって観察さ
れる（伊藤，1951b）．この模様は，体節前半部では
暗褐色ないし褐色に着色し硬化しているが，後半部の
着色は前半部より淡く，細胞も大きい（伊藤，1951b; 
田中，1970b）．このように，蛹においては皮膚の表
面構造に部位的な差が見られ，真皮細胞が分泌するク
チクラの性質も異なるなど，真皮細胞が均一の性質を
示しているわけではないことがわかる．
　幼虫期においても真皮細胞の性質は部位によって異
なる．血中の JH とエクジステロイド濃度は，血液が
循環しているため体内のどこにおいても同じである
はずである．しかし，タバコスズメガ幼虫の真皮細
胞は幼虫 – 幼虫コミットメントにおいてすべてが同
一の反応を見せるわけではないことが知られている

（Truman et al., 1974）．腹脚の周辺の真皮細胞は，エ
クジステロイドが短時間作用するだけで幼虫脱皮を起
こす．しかし，体節の中央を横切る斜めの狭い領域の
細胞は長時間エクジステロイドが作用しないと脱皮期
に入らない．このことから，幼虫期の真皮細胞にもホ
ルモンに対する感受性の違いがあることは明らかであ
る．今回の研究において，真皮細胞の増殖と成長が少
なくとも 1）若齢型， 2）終前齢型および 3）終齢型に
分けられることが明らかになった（図 2-8; 図 3-3）．
この結果もまた，幼虫期の真皮細胞が均一でないこと
を表している．そして，幼虫期の真皮細胞には部位特
性だけでなく，発育時期特性があることを示してい
る．昆虫の発育は基本的に JH とエクジステロイドと
いう二つのホルモンによって制御されている．そのた
め，発育と関連のある真皮細胞の増殖と成長はホルモ
ンによって制御されている可能性が高い．そして，真
皮細胞にホルモン感受性の部位的な差があるのであれ
ば，細胞分裂や倍数化に部位的な差が生じることは十
分考えられることである．しかし，そのような報告は
これまでされてこなかった．今回の結果は，カイコ真
皮細胞の成長が時期的・部位的に複雑に調節されてい

ることを初めて示したものであり，カイコの発育制御
機構の解明において重要な知見であると言える．
　それぞれの真皮細胞の型は，細胞分裂，細胞サイズ
および倍数化によって特徴づけられる．若齢型の真皮
細胞は，終前齢や終齢に比べ高い分裂活性を示す．細
胞分裂は体節全体で観察されるが，分裂は体節間膜か
ら始まり，その後体節前半部に分裂が移っていくとい
う部位特性がある．終前齢型では摂食期に低頻度の細
胞分裂が体節前半部に偏って見られる．また，体節後
半部では細胞の倍数化によるサイズ増加が起こる．終
齢型においては摂食期に細胞分裂は観察されず，ワン
ダリング直前から細胞分裂が主に体節前半部で観察さ
れる．このように，一見同じように体積や表面積が増
大している体節でも，発育時期や部位によって細胞数
の増加と細胞サイズの増大という異なる 2 つの方法で
成長が起こっていることは非常に興味深い．幼虫期の
体節前半部と後半部での細胞性質の違いが蛹での部位
的な表面構造の違いにも影響しているのだろう．
　さらに注目すべきことは，4 齢および 5 齢期の体節
中央に細胞サイズの違いによる境界が形成されている
ことが明瞭に観察されたことである（図 3-4）．観察
では細胞分裂の起きている前半部の細胞は小さく，後
半部は大きな細胞により構成されていた．今のところ，
なぜこのようなことが起きているのか，その原因や意
義は全くわからないが，この部分での境界の形成は胚
発生期の体節分化によく似ている．
　ショウジョウバエにおいては，母系遺伝子により前
後軸が形成されると，胚子の分節化が始まる．ショ
ウジョウバエの体節は頭部領域を形成する 3 つの体
節，胸部領域を形成する 3 つの体節，そして腹部領域
を形成する 8 つの体節から形成される．体節が形成
される初期には，pair-rule 遺伝子によって，胚には
14 個の偽体節（パラセグメント）が形成される．パ
ラセグメントは gap 遺伝子によって，前部区画（A: 
anterior compartment） と 後 部 区 画（P: posterior 
compartment）に分けられる（Lawrence et al., 1999a, b; 
Lawrence et al., 2002）．偽体節における後部区画
は，体節における前半部に一致する．これらの pair-
rule 遺伝子群など，発生分化の運命決定を担ってい
るホメオティック遺伝子群はカイコを含めて他の昆
虫でも保存されており，Oncopeltus fasciatus におい
て，segment-polarity 遺伝子の一つ engrailed （en）が
幼虫の体節間膜部で特異的に発現していることが報
告 さ れ て い る（Campbell and Caveney, 1989）． ま
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た，いくつかのホメオティック遺伝子はカイコ幼虫
組織でも発現しており（Hui et al., 1992; Dhawan and 
Gopinathan, 2003, 2004），発現には部位的な差があ
ることも報告されている（Dhawan and Gopinathan, 
2003, 2004）．現在のところ，ホメオティック遺伝子が
カイコ幼虫体節でどのように発現しているかの情報は
ないが，幼虫皮膚で観察される境界は偽体節形成やホ
メオティック遺伝子の発現と関係している可能性が高
い．
　真皮細胞層における明らかな部位的差異のある部
分として，斑紋部がある．斑紋部の真皮細胞は細胞
中に色素顆粒を含み，明らかにその他の部分の真皮
細胞と異なっている（有賀，1943a; 伊藤，1952）．そ
して，コブ蚕のコブは必ず斑紋部に形成される（有
賀，1943b; 田中，1952a; 有賀ら，1954; 田中・後藤，
1966b）．有賀ら（1954）はコブ形成には，“斑紋原基”
ともいうべき場が必要であると報告しており，おそら
くコブの原因遺伝子 K は“斑紋原基”を形成する遺
伝子の下流にあり発現が調節されていると思われる．
本研究では実際に，重イオンビームを照射し斑紋部の
細胞の DNA に損傷を与え，コブの形成を観察した結
果，コブの形成は阻害されていた（図 4-3）．コブが抑
制されている部分では斑紋の形成は観察できず，コブ
の形成が明らかに斑紋部の真皮細胞によってのみ行わ
れることを確認することができた．このことは，幼虫
期真皮細胞に領域特性があり，やはり“斑紋原基”の
存在が重要であることを示している．
　この“斑紋原基”形成に関与する遺伝子の候補とし
て，Wnt ファミリーの一つである wingless （wg）が
ある．カイコの斑紋突然変異の一つである褐円（L）
は，コブ蚕（K）同様古くから知られている品種で，
幼虫の亜背線上に褐色の円形斑紋（褐円斑）を形成
する．その発現は第 4 連関群に座乗する優性の遺伝
子 L によって支配されることが知られている（蒲生，
1965）．山口ら（2008）は，この原因遺伝子 L のポジ
ショナルクローニングを試みた．その結果，初期発生
や形態形成過程で生じる多様な細胞間相互作用を仲介
するシグナル分子であり，ショウジョウバエの wg の
ホモログである wnt-1 がその原因遺伝子であることを
報告した．山口ら（2008）は遺伝子を同定するととも
に Wnt シグナルの阻害剤を用いた実験等から，褐円
において斑紋特異的な Wnt シグナルの活性化が，ク
チクラが着色を開始する 24 時間以上前に起こること
を示した．このことは，斑紋形成のための遺伝的環境

を準備する役割を Wnt シグナルの活性化が果たして
いることを示唆している．すべての斑紋形成において，
Wnt シグナル伝達系が関与しているかは今後の研究
を待つ必要があるが，もし，Wnt シグナル伝達系が
斑紋部の原基形成に関与しているのだとすれば，K
による真皮細胞の増殖異常の原因はこの下流にあると
考えられる．
　カイコの全ゲノム解析のデータが公開されたこと
により（The International Silkworm Genome Consor-
tium, 2008），ポジショナルクローニングによって突
然変異の原因遺伝子を単離・機能解析することが容易
になっている．信州大学においては Knobbed を有す
るオスを正常型系統（大造）のメスに戻し交雑するこ
とを繰り返し，コブ形成に関与する遺伝子付近の染色
体領域以外をほぼ完全に正常型に置き換えた系統（大
造置換系コブ系統）が育成されている．著者らはこの
系統を用いて現在，Knobbed のポジショナルクロー
ニングを試みている．今のところ，第 11 連関群上の
26 の多型マーカーのうち B9A11A35 マーカーのみで
ヘテロ 2 本鎖の形成が認められた．これらの個体と
コブの形質を持つ個体はほぼ一致したことから，コ
ブを形成する原因遺伝子は B9A11A35 の前後約 1Mb
ほどの範囲にあるものと考えられた．そこで，カイ
コの全ゲノム解析の結果を利用し，コブの候補遺伝
子を中国遺伝子予測モデル（BGF; The International 
Silkworm Genome Consortium, 2008）を用いて予測
した．その結果，この領域には酵素遺伝子 14，機能
性タンパク質遺伝子 9，DNA ドメイン・タンパクモ
チーフ 10，未知機能タンパク遺伝子 2，機能未知遺伝
子が 18 の計 53 個の遺伝子が予測された．これらのう
ち，Wnt シグナル伝達系と直接関係がありそうなも
のには，Myb-like DNA binding domain を持つ遺伝
子があった．myb はニワトリの白血病やガンの原因
遺伝子として同定された（Roussel et al., 1979）．造血
系細胞の増殖・分化の制御において重要な役割を担っ
ており，Wnt シグナル伝達系が c-Myb のリン酸化を
誘導し，分解を誘導することが明らかとなっている

（Kurahashi et al., 2005）．この遺伝子が実際に Myb
様の機能を持っているのかについては今後さらなる解
析が必要であるが，コブ形成を誘導する可能性のある
遺伝子の一つと考えられる．
　コブの形成の機構はこれまで，真皮細胞の異常な増
殖というだけでその詳細はわかっていなかった．しか
し本研究によって，コブが他の部分に比べて長時間に
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わたって分裂し，それにより細胞数が増えた結果コブ
状の隆起が生じることがわかった．また，5 齢期で急
にコブが大きくなる現象は，4 齢期ではそれ以前と比
べてコブとそれ以外の部位の細胞分裂頻度が大きく異
なることによると考えられた．分裂により増えた真皮
細胞はおそらく脱皮期中のクチクラや基底膜との結合
が緩む時期に成長し，より大きなクチクラを形成する
と考えられる．その結果，5 齢期のコブの皮膚面積は
非常に大きくなり，大きなコブが形成されるものと推
測された（図 1-12）．どのような原因で真皮細胞が長
い間分裂するのかは未だ不明であるが，コブの増殖特
性や細胞構造の特徴を捉えたことは，今後ポジショナ
ルクローニングによって原因遺伝子を特定する際に重
要な情報となり，コブの形成機構の解明に一歩近づけ
たと考えている．
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摘　要

　カイコ幼虫の斑紋部にコブ状の隆起を生ずる突然変
異コブ蚕について，コブ状隆起の形成機構を，正常な
カイコの真皮細胞の増殖と比較しつつ検討した．
　第 1 章では，コブの外部形態の観察と真皮細胞層の
光学顕微鏡観察による観察を行った．
　コブが 2 齢から形成され，齢を追って成長し，それ
とともにコブの真皮細胞が縦方向に伸びて細胞層が肥
厚することを確認した．さらに，多層構造をとるとい
われてきた真皮細胞が，本研究で新たに試みた共焦点
レーザー顕微鏡による断面観察により，正常な真皮細
胞と同様一層の細胞層であることを明らかにした．形
態観察の結果から，コブの形成は細胞そのものの形態
異常ではなく，真皮細胞が斑紋部で異常に増殖するこ
とが原因であると推定した．
　第 2 章では，フローサイトメータを用いて正常蚕お
よびコブ蚕の真皮細胞の倍数性の変化を解析した．
　正常蚕の真皮細胞では 2C から 128C の細胞が観察
され，高倍数性の細胞の割合には品種間差異が認めら
れた．また，体節の部位によって細胞の倍数性および
細胞のサイズが異なることから，細胞の分裂と成長に
部位特異性があることが明らかとなった．コブ蚕の倍
数性の変化を正常蚕と比較したところ，コブの真皮細
胞では細胞分裂が早く始まることがわかり，コブの形
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成には細胞分裂時期の異常が関わっていると推察し
た．
　第 3 章では，正常蚕およびコブ蚕の真皮細胞の分裂
を分裂マーカーの免疫染色によって経時的に調べた．
　正常蚕の真皮細胞の分裂には時期および部位特異性
があることを明らかにした．また，体節の前半部と後
半部は細胞サイズと細胞分裂頻度により体節中央部で
明瞭に区分された．その結果，正常なカイコ幼虫の真
皮細胞の増殖は，細胞分裂の時期的・部位的な特異性
によって，1）若齢型，2）終前齢型，3）終齢型に分
けられた．
　コブの真皮細胞では正常蚕やコブ蚕の正常な部位よ
りも長時間にわたって分裂が起きていることがわか
り，これがコブにおいて真皮細胞数が異常に増加する
原因と考えられた．
　第 4 章では，重イオンビームの照射によって局所的
にコブの真皮細胞の DNA に障害を与え細胞増殖を停
止させ，コブと細胞増殖の関係および部位特異性を検
討した．
　コブに重イオンビームを照射したところ，コブ形成
は抑制され，コブの形成は細胞増殖異常が原因である
ことを確かめた．また，コブの抑制部位では斑紋の色
素形成も抑制されており，コブは斑紋形成と密接に関
連していると考えられることから，斑紋形成に必要な
何らかの因子がコブ形成にも必要であろうと推測され
る．
　
　以上の結果から，コブの形成機構については，コブ

（斑紋部）において真皮細胞が本来分裂すべきではな
い時期にまで活発に分裂することが原因と推察した．
加えて，コブは以下の過程で形成されると推測した．
1） 活発な細胞分裂により周囲に比べて細胞密度が増

し細胞形態が細長く変形し，真皮細胞層は縦方向に
肥厚する．

2） 脱皮期にアポリシスが起こりクチクラと真皮細胞
の結合が緩むと，真皮細胞が横方向に成長して周囲
より大きな皮膚を形成する．

3） 脱皮後，周囲より大きくなった皮膚が突出する．
4） この過程が脱皮ごとに繰り返されて最終的に大き

く突出したコブが形成される．
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Summary

Mechanism of dermal knob formation in the Knobbed (K) mutant of 
thesilkworm, Bombyx mori: Characterization of the epidermal cells

Sachiko Shimura

(Accepted Jan. 21 , 2013 )

The Knobbed mutant of the silkworm, Bombyx mori, is a dermal mutant with characteristic knobs (pro-
tuberances) that are formed at specific dorsal regions of larval segments. Several studies have shown that the 
formation of knobs was due to excessive proliferation of the epidermal cells. However, the cause of excessive 
cell proliferation has not yet been fully elucidated. Therefore, the morphology, ploidy and proliferation of larval 
epidermis in normal and Knobbed mutant silkworms were analyzed in order to clarify the probable cause of ab-
normal proliferation of epidermal cells, and eventually, to understand the mechanisms involved in dermal knob 
formation.

First, the morphological changes in epidermis of the knobbed region during the fourth instar stage were 
investigated by light and electron microscopy. The epidermal cells of the knobbed region were found to be 
more slender and taller in height than those of the unknobbed region. Furthermore, the basal plasma mem-
brane and the attached basement membrane were irregularly distorted particularly during the intermolt/feed-
ing stage. 

Next, we investigated the spatial and temporal characteristics of cell size, ploidy level, and cell divisions 
in the dorsal epidermis of the fifth segment in normal silkworms from the third instar to the wandering stage 
in order to characterize in detail the growth mechanism in the normal silkworm epidermis. Comparison of the 
cell size between the anterior half and posterior half of the fifth larval segment showed that the cells in the pos-
terior region were always larger than those in the anterior region. This was particularly prominent for the final 
fifth instar, where cell size in the posterior half was two- to four-fold larger than that in the anterior half. The 
ploidy increase was correlated with the increase in size of the epidermal cells. However, polyploidization was 
found particularly in the posterior half of the segment of the fourth instar. This result did not coincide with the 
timing of the notably increased size in the epidermis, where size increased in the fifth instar. This shows that 
cell size increase is regulated by different mechanisms in the fourth and fifth instar.

During the third and fourth instar stages, mitotic activity was observed during the mid-feeding stage but 
not in the early, late feeding and molting stages. In contrast, mitoses occurred during the period from the late 
feeding stage to the wandering stage in the final fifth instar. The spatial characteristics of mitotic cell were also 
found to be stage-specific. In the third instar, mitoses occurred in the whole segment, whereas in the fourth and 
fifth instars, mitotic activity was observed primarily in the anterior half, and faintly in the posterior half of the 
segment. These results suggest that there are three specific patterns of mitotic activity in the epidermis during 
larval development in silkworm, namely, early instar-specific, penultimate instar-specific and final instar-specific.

In order to characterize the cell proliferation that results in knob formation, we analyzed the mitotic 
cells in the larval epidermis of the fourth instar in Knobbed mutant by comparing mitotic activity between 
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the knobbed and the surrounding unknobbed regions. Mitosis in the epidermis of the unknobbed region was 
mainly observed at 48 h (mid-feeding stage) after ecdysis. Conversely, high mitotic activity was observed in the 
knobbed region at 24 and 48 h after ecdysis. Mitosis was also observed at the stage just preceding the molting 
period (72 h). The knobbed region showed an increase of the proportion of 2C and 4C cells, which was corre-
lated with cell division, but the proportion of cells showing much higher ploidy level did not increase. These re-
sults showed that the knob formation was not affected by polyploidization. Furthermore, these results also sug-
gest that mitosis occurs in the knobbed regions for most of the intermolt/feeding stage, and that the prolonged 
cell proliferation induced an increase in cell number, causing conspicuous outgrowths of the integument, which 
take the form of swollen knobs.

If the proliferation of epidermal cells can be stopped, it is expected that the Knobbed mutant would show 
a flat integument like a normal silkworm. A specific irradiation system with heavy-ion microbeams was used 
to suppress the abnormal cell proliferation in knobbed regions. The knob formation in the irradiated segment 
was specially suppressed, but not in the non-irradiated segments. The frequency of knob suppression increased 
markedly at 250 Gy microbeam irradiation. The threshold dose for the suppression of knob formation may be 
considered to fall within the range between 120 Gy and 250 Gy. The collapse of epidermal layer found in the 
wound healing process was not observed on the irradiated region. It was supposed that although the epidermis 
at the irradiated region stopped cell proliferation due to DNA damages, other cell functions were not affected. 
However, the inhibition of cell proliferation depressed not only knob formation, but also the normal crescent 
marking formation. Thus, it can be suggested that the knob formation pathway is one of the downstream signal-
ing pathways of pattern formation.

In conclusion, several speculations can be deduced from the results accumulated so far concerning the 
process of knob formation in silkworm. First, ( 1 ) in the knobbed regions of the fourth instar larvae, active mito-
ses occur in the epidermal cells throughout the intermolt/feeding stage. The extraordinary long mitotic activ-
ity results in an increase in the number of epidermal cells. Therefore, ( 2 ) the shape of epidermal cells is rela-
tively taller and more slender than normal cells. ( 3 ) Since an excessive cell proliferation occurs partially in the 
knobbed region, the basement membrane becomes distorted. ( 4 ) After the cessation of mitosis at the beginning 
of the molting stage, each of these highly dense epidermal cells grows and expands, which may account for the 
undulating characteristics of the epidermis. Subsequently, ( 5 ) the basement membrane becomes flat again and 
(6 ) this is followed by the development of conspicuous outgrowths of new integument, which form large, swol-
len knobs after ecdysis in the fifth instar. Unfortunately, it is still unclear why prolonged mitoses occur in the 
epidermis of the knobbed region. However, the results from transmission electron microscopy analysis, which 
showed a slightly thin basement membrane in the Knobbed mutant, suggest another possibility. Proteogly-
cans, which comprise the extracellular matrix including basement membrane, are important regulators of such 
growth factor signaling and distribution. This may therefore suggest that excessive cell proliferation may be 
induced by a change in the interaction between growth factor(s) such as ecdysone and the cellular matrix.
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