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1.はじめに

冷え込む夜,一年の中で次第に寒くなる秋そしてさら

に厳しい冬.温度の低下はたとえわずかであっても,外

温動物である昆虫にとっては致命的になりうる.ショウ

ジョウバエはどのようなしくみで寒さに耐えているのだ

ろうか.非常にシンプルな問いかけであるが,これにき

ちんと答えることは難しい.これまでの研究から,糖や

糖アルコールの蓄積,種々のストレスタンパク質の発

現,水の管理など,複数のメカニズムが協調して働くこ

とによって「寒さに強い」からだを作り上げていること

が明らかになってきたが,その詳細はいまだに大きな謎

に包まれている（Lee, 2010）.本稿では,耐寒性獲得の

メカニズムの一つである膜脂質の質的変化に着目し,こ

の変化がショウジョウバエの耐寒性の獲得にどのように

貢献しているかについて議論する.

2.生体膜の構造と温度

生体膜は外界との物理的な境界として働くとともに,

外界との間で物質・情報・エネルギーの交換や変換を行

う場としての役割を担う.生体膜の主成分は脂質とタン

パク質であり,脂質は主にグリセロールを骨格とするグ

リセロリン脂質である（図1A）.グリセロリン脂質で

はグリセロールに２つの脂肪酸とリン酸がエステル結合

しており,リン酸にはさらにエタノールアミン,コリン

などが結合する.エタノールアミンが結合したグリセロ

リン脂質をホスファチジルエタノールアミン（PE）,コ

リンが結合したものをホスファチジルコリン（PC）と

呼ぶ（図1A）.哺乳類はPCが主体の膜を持つが,ショ

ウジョウバエはPE主体の膜を持ち,リン脂質の約

70％をPEが占める.リン脂質は両親媒性物質で,親水

性の極性基を外側に,疎水性の非極性基（脂肪酸鎖）を

内側に配列して二重膜を形成し（図1B）,この二重膜内
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にタンパク質分子がモザイク状に組み込まれている.こ

の脂質二重層は流動性を持ち,膜中に組み込まれたタン

パク質もある程度自由に移動することができる（流動モ

ザイクモデル）.ここで強調したいのは,膜が「流動性

を持っている」ということである.流動性があるからこ

そ,膜は情報・物質・エネルギーの伝達を行う場として

働くことができる（Hochachka and Somero,2002）.

しかし膜は温度に非常に敏感であり,温度の変化に

よってその状態は大きく変化する.図1Bに示すよう

に,温度が低下すると液晶相を取っていた脂質二重層は

相転移を起こし,ゲル相となって流動性が低下する（こ

の転移温度を T という）.こうなると膜は膜としての

機能を失ってしまう.言い換えるならば,生物が寒さに

耐えるには低温下でも膜の流動性を維持する必要があ

る.PC主体の膜の相転移を考える際にはこの T に着

目すればよいが,PE主体の膜はさらに複雑な相転移を

起こす.PEはPCに比べて極性基が小さいため,全体

として円錐形となる（図1A）.このようなリン脂質は

高温になると極性基が集合した六方 相をとり（この転

移温度を T という）,膜は崩壊してしまう（図1B）.す

なわちPEが主体の膜は二つの相転移温度を持ち,その

間でのみ液晶相をとることができる.PE,PCともに,

相転移温度は脂肪酸の種類や組成によって変化する

（Hochachka and Somero,2002）.

二重結合を持たない脂肪酸を飽和脂肪酸（saturated
 

fatty acid）,二重結合をもつ脂肪酸を不飽和脂肪酸

（unsaturated fatty acid）と呼ぶ.不飽和脂肪酸は二重

結合によって約30°折れ曲がる（図1A）.このため,不

飽和脂肪酸を持ったリン脂質は全体として円錐形とな

り,リン脂質同士が整列しづらくなる.これによって低

温条件下においても膜はゲル化しづらくなる.低温に適

応した昆虫では飽和脂肪酸に対する不飽和脂肪酸の割合

（UFAs/SFAs）が高くなっている場合が多く（Kostal,

2010）,低温下で膜の流動性を維持しようとしているこ

とがうかがえる.

3.キイロショウジョウバエの人為選択

3.1 人為選択

北海道大学大学院地球環境科学院の森信人と木村正人

は日本各地のキイロショウジョウバエ Drosophila
 

melangoasterを集団で飼育し,人為選択によって温度

麻痺からの回復時間が異なる系統を作製し,回復時間が

他のどのような形質とリンクしているのかについて検討

した（Mori and Kimura, 2008）.私たちはこの系統を

譲り受け,人為選択を継続するとともに,低温に強くな

るにはどのような生化学的・生理学的なしくみが重要な

のか,について探ってきた（Goto et al., 2010;Udaka
 

et al.,2010）.

まずこの人為選択の方法について説明する.羽化当日

に麻酔なしで雌雄を分別し,飼育瓶に移して飼育する.

羽化５日の成虫80－120個体を,０℃４時間の低温スト

レスにさらす.すると,ハエたちは低温麻痺に陥り,微

動だにしなくなる.その後25℃に移すと,ハエたちは

低温麻痺から回復して自身の脚で立ちあがる.25℃に移

してから立ちあがるまでの時間を測定し,上位10％の

個体,下位10％の個体を選抜して次世代の親とした.

このような選択を２－３世代毎に行った.以後,麻痺か

らの回復時間が早い系統をcold, rapidの略でCR系統,

遅い系統をcold,slowの略でCS系統と呼ぶ.また,選

択を行わなかった系統をコントロール（CTL）系統と

呼ぶ.

人為選択によって,CRでは低温麻痺からの回復時間

が早くなり,CSでは回復時間が遅くなった（図2）.こ

のことは低温麻痺からの回復時間が遺伝的な制御を受け

ていることを示す.また,厳しい低温ストレス後の生存

率を調べたところ,CRが最も低温に強かった（Udaka
 

et al.,2010）.

では,これらの系統はどのようなリン脂質を持つのだ

ろうか.

3.2 脂肪酸組成

本稿では脂肪酸をCx：y（xは脂肪酸の炭素数,yは
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図1：(A)リン脂質の模式図.C：コリン,E：エタノールア
ミン,G：グリセロール,P：リン酸,PC：ホスファチジル
コリン,PE：ホスファチジルエタノールアミン.脂肪酸は

Cx：yであらわす（xは脂肪酸の炭素数,yは二重結合の
数）.飽和脂肪酸は直鎖であるが,不飽和脂肪酸は二重結合
により折れ曲がる.(B)温度と相転移.通常の温度では脂質
二重層は液晶相をとるが,低温条件下では相転移を起こして
ゲル相となり,流動性が低下する.PE膜は高温条件下では
六方 相をとるために二重層が崩壊する.



二重結合の数）と表記する.羽化５日のオスのリン脂質

を抽出し,その脂肪酸を調べたところ,主な脂肪酸は

C16：0（パルミチン酸）,C16：1（パルミトレイン

酸）,C18：0（ステアリン酸）,C18：1（オレイン酸）,

C18：2（リノール酸）,C18：3（リノレン酸）であっ

た.

CS系統とCTL系統の脂肪酸組成にはほとんど違い

が見られなかったが,二重結合を二つ持つ脂肪酸（ジエ

ン）の割合がCS系統で有意に低くなっていた（図3）.

そのため,UFAs/SFAsの値も低くなっていた.さら

に,脂肪酸中の二重結合数（＝∑ n個の二重結合をも

つ脂肪酸％ n）を計算したところ,これもCS系統で

有意に低くなっていた（図4）.二重結合数が少なく飽

和脂肪酸に富むリン脂質からなる膜ではリン脂質が整列

しやすく,低温環境下ではよりゲル相を取りやすくな

る.低温麻痺からの回復に時間のかかるCS系統は,確

かに,低温環境下で流動性を維持するには不都合な膜を

持っているようだ.

CR系統とCTL系統を比較すると,CR系統では

C16：0,C18：2の割合が低く,C16：1,C18：1の

割合が高かった.これによりCR系統では飽和脂肪酸の

割合が低く,二重結合が一つの脂肪酸（モノエン）の割

合が高く,ジエンの割合が低かった（図3）.特に,飽

和脂肪酸の低下によりUFAs/SFAsは著しく高くなっ

ている（図4）.これは低温環境下で膜の流動性を維持

するには都合がよい.ではモノエンの割合の増加,ジエ

ンの割合の減少は何を意味するのだろうか.

ショウジョウバエがPE主体の膜を持つことを思い出

してほしい.PE主体の膜は他のリン脂質主体の膜とは

異なり,いたずらにジエンの割合を増やすと液晶相と六

方 相の相転移温度（T ）が低温側にシフトしてしま

い,穏やかな温度であっても容易に膜が崩壊することが

起こりうる.実際,PEからなる人工膜の結果をみる

と,C18：2を二つ持つリン脂質の場合には T が

－40℃,T が－15℃となる.一方C18：1を二つ持つ

場合には T と T はそれぞれ－16℃と10℃,C16：1

を二つ持つ場合には－30℃と42.5℃となる（Lewis et
 

al., 1989）.このことからも,PE主体の膜を持つショウ

ジョウバエにおいてはジエンの割合を低下させてモノエ

ンの割合を増加させることは,有益だと考えられる.

ショウジョウバエの膜脂質

図2：人為選択系統とコントロール系統の低温麻痺からの回
復時間.CR：低温麻痺からの回復時間が早い個体を選択し
た系統,CS：低温麻痺からの回復時間が遅い個体を選択し
た系統,CTL：コントロール系統.回復時間を自然対数変
換してTukey検定にかけた.異なるアルファベットは統計
的に有意な違いがあることを示す（p＜0.05）.上段は31世
代の個体の,下段は42あるいは43世代の個体のデータを表
す.（Goto et al.,2010;Elsevierの許可を得て転載）

図3：人為選択系統とコントロール系統のリン脂質脂肪酸組
成.中央値と四分位範囲で示す.CR：低温麻痺からの回復
時間が早い個体を選択した系統,CS：低温麻痺からの回復
時間が遅い個体を選択した系統,CTL：コントロール系統.
脂肪酸組成を逆正弦変換し,Dunnet検定でCTLとの違い
を検定した. p＜0.01；ns,p 0.05.(Goto et al., 2010;
Elsevierの許可を得て転載）

図4：人為選択系統とコントロール系統のリン脂質脂肪酸に
おける飽和脂肪酸に対する不飽和脂肪酸の割合（UFAs/

SFAs）,脂肪酸鎖長,二重結合数.中央値と四分位範囲で示
す.脂肪酸鎖長,二重結合数は以下のように計算した.脂肪
酸鎖長＝［16 炭素数16の脂肪酸％ ＋18 炭素数18の脂肪
酸％ ］/100,二重結合数＝∑ n個の二重結合をもつ脂肪酸
％ n.Dunnet検定でCTLとの違いを検定した. p＜
0.01；ns,p 0.05.(Goto et al.,2010;Elsevierの許可を得
て転載）
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4.キイロショウジョウバエ種群の種での知見

Ohtsu et al. (1998)は,キイロショウジョウバエ種群

に属する亜熱帯性,暖温帯性,冷温帯性ショウジョウバ

エの６種７系統を短日,長日あるいは低温条件下で飼育

し,その耐寒性とリン脂質脂肪酸組成を調べた.その結

果,図５に示すように,低温に強いグループほど飽和脂

肪酸の割合が低く,モノエンの割合が高く,ジエンの割

合が低いことがわかった.この結果は上で述べたCR系

統の結果と同じである.人為選択によって耐寒性を獲得

したキイロショウジョウバエ,自然選択によって耐寒性

を獲得したショウジョウバエが,同じような脂肪酸組成

の変化を示すことから,「飽和脂肪酸の割合の低下,モ

ノエンの割合の上昇,ジエンの割合の低下」はショウ

ジョウバエの耐寒性の獲得において非常に重要な役割を

果たすと考えられる.

Ohtsu et al. (1998)は上記の結果に加えて,寒さに強

いショウジョウバエでは炭素数16の脂肪酸の割合が高

く,炭素数18の割合が低くなることを明らかにした.

リン脂質中の脂肪酸が短い場合 T は低くなるので,こ

のような変化は低温下で膜の流動性を保つには有益であ

る.しかし,このような脂肪酸鎖長の変化は人為選択に

よって耐寒性を獲得したキイロショウジョウバエでは見

られなかった（図4）.より厳しい低温ストレスでの選

択を行えば脂肪酸鎖長の変化も生じたのだろうか,そも

そも低温にかなり弱いキイロショウジョウバエが耐寒性

を獲得するうえではこれが限界なのだろうか.あるいは

脂肪酸鎖長の変化は耐寒性の獲得には直接関係していな

いのだろうか.興味つきないもののその詳細は不明であ

る.

5.今後の課題

上述のキイロショウジョウバエの人為選択実験,そし

てOhtsuらによるキイロショウジョウバエ種群の種で

の実験では,リン脂質の抽出後に脂肪酸だけを取り外し

てその分子種を同定している.しかしこのような方法で

は,実際にどのような脂肪酸がひとつのリン脂質を構成

しているのかがわからない.HPLCとESI-MS（エレ

クトロスプレーイオン化質量分析）を組み合わせた手法

によって,リン脂質の分子種自体を明らかにすることが

可能であるので（Kostal et al.,2003;Overgaard et al.,

2008）,このような手法を取り入れた解析が必須である.

さらには,突然変異体や遺伝学的な操作が可能なキイロ

ショウジョウバエの利点を生かし,膜の脂肪酸組成ある

いは極性基の割合を変化させることによって,耐寒性が

どのように変化するのかを具体的に調べていくことで,

耐寒性の獲得を担う生理学的なメカニズムを明らかにし

ていきたい.
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