
ウイルスは他の大型 DNAウイルスと同じように，宿主

ゲノムからの遺伝子獲得によって，遺伝子数を増加さ

せ，宿主昆虫の脱皮や細胞死の支配といった非常に高度

な宿主制御機構を有するウイルスになったと推測される

（図― 1）。また，宿主昆虫のゲノム情報と薬理学的手法

を組み合わせることで，今までブラックボックスであっ

たバキュロウイルスの巧みな宿主制御戦略も解明できる

ようになった（図― 2）。本稿では，こういったカイコ，

およびウイルスのゲノム情報を利用したバキュロウイル

スの宿主制御機構の研究例に関して概説する。

I バキュロウイルスがコードする宿主
ホモログの網羅的同定

カイコとカイコ特異的に感染するカイコ核多角体病ウ

イルス（Bombyx mori nucleopolyhedrovirus : BmNPV）

のゲノム情報を利用した解析により，BmNPVの推定遺

伝子 136のうち 15（11％）が宿主ホモログであること

が判明した（KATSUMA et al., 2008 a）。ジーンターゲティ

ング法による遺伝子欠損ウイルスの作製により，そのう

ちの 9遺伝子は，ウイルスの複製に関与しないことが判

明した。その中には，egt，iap，プロテインフォスファ

ターゼ（ptp），カテプシン，キチナーゼ，そして繊維芽

細胞成長因子（viral fibroblast growth factor : vfgf）が含

まれていた。他の機能が不明な遺伝子もその欠損によ

り，昆虫個体における病原性の低下がみとめられたこと

から，宿主ホモログの多くは宿主制御やウイルスの効率

的感染にかかわっていると考えられた。

II 宿主ホモログのウイルス感染における
機能

1 ptp

BmNPVに感染したカイコは，感染末期に徘徊行動

（ワンダリング）が誘起され，しきりに歩き回るように

なる。遺伝子欠損 BmNPVを用いたスクリーニングに

より，ptp欠損 BmNPVに感染したカイコが感染後期の

ワンダリングを起こさないことが明らかになっている

（KAMITA et al., 2005）。また，興味深いことに，ptpと非

常に相同性の高い遺伝子がカイコ cDNAライブラリー

から単離された。この Bmptp ― hというカイコ遺伝子は，

は　じ　め　に

昆虫ウイルスの一種であるバキュロウイルスは，80

～ 180 kbp の 2 本鎖 DNA をゲノムとしてもつ大型の

DNAウイルスである。古くから微生物農薬として利用

されてきたが，近年，強力なポリヘドリンプロモーター

を利用した外来タンパク質発現系（バキュロウイルスベ

クター）としても広く用いられるようになった。このよ

うな応用的な研究と平行して，ウイルスの全ゲノム解

読，および個々の遺伝子の機能解析が急速に進められて

いる。その結果，バキュロウイルスは自身の増殖，複製

に必須な遺伝子のほかに多くの補助遺伝子（Auxiliary

genes）をもつことが明らかになった。例えば，エクダ

イソン UDPグルコース転移酵素遺伝子（egt）は，昆虫

の脱皮ホルモンであるエクダイソンの 22位にグルコー

スを付加する酵素をコードし，エクダイソンを不活化す

ることによって昆虫の脱皮を阻害することが知られてい

る（O’REILLY and MILLER, 1989）。また，inhibitor of apop-

tosis（iap）は，バキュロウイルス感染時に細胞が防御

反応として引き起こすアポトーシスを阻害して，ウイル

スを効率よく増殖させるために重要な分子である

（CLEM and MILLER, 1994）。バキュロウイルス感染によっ

て引き起こされる宿主昆虫の死後溶解も，ウイルスがも

つカテプシン（タンパク質分解酵素）やキチナーゼ（キ

チン分解酵素）によって積極的に引き起こされているこ

とが明らかとなっている（OHKAWA et al., 1994 ; HAWTIN et

al., 1997）。

ウイルスの感染戦略を考えるうえで，宿主生物のゲノ

ム情報は非常に重要である。2008年にバキュロウイル

スの宿主昆虫の一つであるカイコのゲノム解読が完了し

た（The International Silkworm Genome Consortium,

2008）。その情報を用いて，バキュロウイルス遺伝子と

の比較解析を行った結果，バキュロウイルスには多くの

宿主遺伝子相同分子（宿主ホモログ）が存在することが

判明した。上記の egtや iapと非常に高い相同性を示す

遺伝子もカイコゲノム上に存在した。つまり，バキュロ
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コとバキュロウイルスの ptpが配列上だけではなく機能

的にも類似していることが示された。ptpがどのように

して宿主昆虫の行動を制御しているか，その分子メカニ

ズムを明らかにできれば，微生物感染時における宿主の

ワンダリング時の翅原基 cDNAライブラリー由来のク

ローンであり，ワンダリング行動との関連に興味がもた

れる。ptp欠損 BmNPVへの Bmptp ― h導入により，感

染カイコのワンダリングが一部回復したことから，カイ
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宿主昆虫（カイコ） 新表皮形成と旧表皮の遊離 

昆虫のキチナーゼ： 
脱皮時のキチン分解に関与 

遺伝子の水平伝播，新たな機能の付与 

バキュロウイルスのゲノム構造 

ウイルスのキチナーゼ： 
感染個体の死後溶解（左）に関与 

宿主ホモログ 反復配列 

図－1 バキュロウイルスは宿主昆虫から様々な遺伝子を獲得後，様々な機能を付加することで，
巧みに宿主を制御している

低分子化合物存在下における 
ウイルス感染 

多角体，出芽ウイルス量の調査 

ウイルス感染に影響がある
低分子化合物の同定 

カイコにおける化合物の標的分子 
のクローニング 

ウイルスタンパク質と標的分子 
の相互作用 

標的分子とウイルス感染の関係を
明らかにする 

標的分子のウイルス感染時にお 
ける役割 

マイクロアレイ解析
トランスジェニックカイコ 

培養細胞における RNA干渉による
標的分子のノックダウン 

ゲノム情報
EST情報
完全長 cDNAクローン 

生化学解析
免疫沈降法
酵母 2ハイブリッド法
ウイルス変異株の利用 

スクリーニング ターゲットバリデーション 機能解析 

図－2 低分子化合物，およびカイコゲノム情報を利用したウイルス感染に必要な宿主因子の同定



イルス感染効率を高める働きをしていることが示されて

いる（KATSUMA et al., 2006 c ; KATSUMA et al., 2008 b）。以

上のことから，vFGFは，宿主の FGFシグナルカスケ

ードをハイジャックすることによって，昆虫個体におけ

るウイルスの感染効率を向上させていると考えられる。

III バキュロウイルス感染に必要な宿主
遺伝子の同定：カイコゲノム情報を
用いた薬理学的アプローチ

筆者のグループは，バキュロウイルス感染に必要な宿

主遺伝子を，カイコゲノム情報と薬理学的手法を用いて

同定するスクリーニング系を確立している。その概要を

図― 2に示す。まず，哺乳類や他生物で薬理学的特徴が

はっきりしている低分子化合物のウイルス増殖，および

多角体産生における影響を調査する。その結果，何らか

の影響があった化合物を選択し，そのターゲット遺伝子

のカイコホモログを，ゲノム情報を利用してクローニン

グする。最後に，培養細胞における RNA干渉法により，

その遺伝子が本当にウイルス感染に重要であるかを検討

する，という流れである。現在までに，約 50程度の典

型的なシグナル分子の阻害剤について実験を行い，10

遺伝子以上の候補を同定している。例えば，MAPキナ

ーゼの阻害剤に関しては，U0126と SP600125がウイル

ス増殖を有意に抑えることが判明した。実際，これらの

ターゲット分子である ERKと JNKは，ウイルス感染時

に活性化（リン酸化）されており，RNA干渉によるノ

ックダウンによってウイルスの増殖は顕著に抑えられた

（KATSUMA et al., 2007）。このスクリーニング系を利用すれ

ば，ウイルス増殖に重要な役割をする宿主遺伝子を同定

し，ウイルスの宿主制御戦略を解明できるかもしれない。

お　わ　り　に

ウイルスの宿主制御機構の解明は，ウイルス研究にお

いて最も重要な命題である。カイコ，およびバキュロウ

イルスのゲノム情報を利用して，バキュロウイルスの宿

主ホモログが網羅的に同定され，それらを用いた巧みな

宿主制御も明らかになった。一方，低分子化合物を利用

することで，ウイルス感染に必要な宿主遺伝子も同定で

きるようになった。このような研究の深化により，ウイ

ルスと宿主のせめぎ合いの進化的側面がシグナル伝達と

いう分子レベルで理解できるようになると期待してい

る。また，ウイルスの宿主制御戦略を利用することで，新

たな害虫管理技術が創成できないかと日々考えている。
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本書は，旧版の「日本原色
植物ダニ図鑑」（1993）の増
補改訂版である。しかしここ
では新たな情報を多く盛り込
み，最新の検索表が付けられ，
またすべての種に鮮明な写真
があり，内容が旧版よりもは
るかに充実した著書となって
いる。本書は，江原昭三・後
藤哲雄両氏を編者とし，2氏
を中心として 22人の研究者
がそれぞれ専門とするダニの
グループを執筆され，これま

でに記載された日本産の植物寄生性ダニ類（天敵も含む）
のすべてを網羅している。このような充実したダニ類の
図鑑は，私の知る限り，世界のどこにも存在しない。
本書に含まれるダニの分類群のうち，ハダニ，カブリ

ダニ，フシダニおよびコナダニ類については，2004年
から 2006年にかけて「植物防疫」に連載され，さらに
それらが一冊にまとめられて 2007年に「植物ダニ類の
見分け方」（日本植物防疫協会）が発行されている。本書，
植物ダニ検索図鑑の記載はそれに基づいたものである。
この間，ハダニ類などではかなり大幅な属などの改

訂，それにあわせて和名の変更が行われた。この大胆な
変更は一時的にはいろんな研究者に混乱をもたらしたと
思われる。本書はその改訂をしっかり把握する上で有益
である。さらに，分類学に通じていない人でも良質のル
ーペや実体顕微鏡さえあれば，観察・採集したハダニが
現場や実験室でどんな種であるかをすぐに推測できるよ
うな「同定」の気配りも施されており，写真とあわせれ
ば，努力をして慣れさえすればかなり高い確率で種の
「同定」が可能であろう。
属・種名などの改訂で問題を生じるのは，むしろケナ

ガカブリダニのように和名は変わらないが学名が別種と

して変更されることである。本種はわが国におけるカブ
リダニの中でも最重要種の一つであるが，変更前に行わ
れてきた本種の生態学などの仕事が検索などで漏れてし
まい，研究の継続性がとぎれることがある。特に，海外
の人達にはいつどこで変更されたかわからず，一連の研
究をトレースできずに困っていることを耳にする。本書
では，少なくとも重要種についてはこのような学名の変
遷をトレースできる記載が欲しかった。
本書の編者のお一人である江原先生は新種の記載に慎

重であり，生殖的隔離があるかどうかを最終的な基準と
されていたとお聞きしている。そのため，素人目にも完
全な別種と思われていたミカンハダニとクワオオハダニ
が正式に分離されるまでにずいぶん時間がかかった。逆
に，カンザワハダニのように種内変異が大きく，生殖的
隔離が判然としないにもかかわらず，カンザワハダニか
らニセカンザワハダニが分離されたことには多少の疑問
が残る。種分化の途上にある種は他にもたくさんあるだ
ろうから別種として分けていくときりがないと思われる
からである。
本書の「あとがき」に，なぜ本書には DNAバーコー

ディングによる種の識別法についてまったく記載しなか
った理由が述べられている。本書のような図鑑にそのよ
うな記載は不要と考えるが，DNAなどの分子情報によ
る種の識別は，今後，解析法に変化があるとしても，す
でに客観性のある確立した技術であり，従来の形態分類
を補完するだけでなく，近縁種の関係を研究するうえで
不可欠になることは間違いない。おそらくこんな立派な
ダニ類図鑑はもう近い将来，二度と日の目を見ることは
ないと考える。次にこのような書物が出るときには異な
る分類技術を融合したものになることを期待する。本書
の価格は 10,000円であるが，豊富な内容やふんだんな
カラー写真を考慮に入れるとむしろ安価なことに驚きを
持つ。手元に置かれて広く利用されることを期待する。
最後に，本書の編者でかつ中心的な著者である江原昭

三氏は，本書の完成を見ずに 2008年 10月 7日に逝去さ
れた。病床にありながら最後まで本書や他の研究の整理
について気配りをされるすさまじい熱意に心を打たれ
た。先生は日本のダニ学の礎を築かれてきただけでな
く，東・東南アジアのダニ学にも道筋を与えられてき
た。ここに心より氏に敬意を表し，ご冥福をお祈りする。

（高藤晃雄）
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