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研究成果の概要（和文）：ミツバチ脳のキノコ体を構成するクラスIケニヨン細胞は、大型・中間型（mKastを発
現）・小型の3つに分類される。本研究では、これらサブタイプの機能と進化の解析を行った。
１）その結果、mKastは成虫の様々な脳機能に関与することを示唆した。２）世界で初めて、ミツバチでゲノム
編集法を確立した。３）ケニヨン細胞サブタイプは、原始的なハバチ（1つ）から、寄生性のコマユバチ（2
つ）、スズメバチ・ミツバチ（3つ）と増えており、行動進化と相関する可能性がある。
本研究成果は中間型ケニヨン細胞の生理機能の理解だけでなく、神経生物学一般の進展にも寄与する、国際的に
も重要な知見である。

研究成果の概要（英文）：The honeybee mushroom bodies comprise 4 subtypes of class I Kenyon cells 
(KCs): the large-, middle- and small-type KCs, of which middle-type KCs preferentially express 
mKast. In the present study, we analyzed the function and evolution of the KC subtypes.
1)mKast was suggested to be involved in various brain functions in adult honeybees. 2)We first 
succeeded to establish genome-editing technique in the honeybee. 3)The number of KC subtypes 
increased from 1 in the sawflies to 2 in the parasitic wasps and then 3 in the hornets and 
honeybees, suggesting its relationship with the evolution of behavioral traits in Hymenopteran 
insects.
Our findings are internationally of most importance, that contribute not only to the understanding 
of the function of middle-type KCs but also to the progress of neurobiology in general.

研究分野： 動物生理化学
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1. 研究開始当初の背景 
 
ミツバチは尻振りダンスにより巣仲間に餌場
の情報を伝える。これは動物界でも珍しい記
号的コミュニケーションの一例であるが、そ
の分子・神経的基盤には不明な点が多い。代
表者らはミツバチの脳領野選択的に発現する
遺伝子の解析を通じて、ミツバチ脳高次中枢
であるキノコ体が、従来考えられていたクラ
ス Iの大型と小型、クラス II の 3つのケニヨ
ン細胞に加え、機能未知の新規遺伝子 mKast
を発現するクラス I「中間型」の 4 つのケニ
ヨン細胞のサブタイプで構成されることを発
見した [Kaneko et al. PLoS ONE (2013)]。
また初期応答遺伝子を用いた解析から採餌蜂
では主に、小型と一部の「中間型」ケニヨン
細胞が活動することを発見した。このことは、
これら 2 種類のケニヨン細胞サブタイプが採
餌飛行時の視覚情報処理に関わることを示唆
している。従って、これらケニヨン細胞サブ
タイプの機能解析は、尻振りダンスの分子・
神経基盤を理解する上で重要と考えられる。
しかしながら mKast が「中間型」ケニヨン細
胞で果たす役割や、「中間型」ケニヨン細胞が
尻振りダンスなどのミツバチ社会性行動にお
いて、どのような機能をもつかについては不
明であった。 
 
２．研究の目的 
 
本研究課題では当初目的として、 
(1)「中間型」ケニヨン細胞の機能を推測する
目的で、定量的 RT-PCR 法により、変態期の脳
での mKastの発現変動と、成虫組織での mKast
の組織特異的発現を調べる。また抗 mKast 抗
体を用いた蛍光抗体法により「中間型」ケニ
ヨン細胞の神経投射を調べる。 
(2) mKast が「中間型」ケニヨン細胞固有な
分子的特徴を賦与する可能性を検証する目的
で、in vitro脳培養系を用いてエレクトロポ
レーション法により mKast を強制発現させた
際に、大型や小型ケニヨン細胞で選択的に発
現する遺伝子が発現抑制されるか調べる。 
(3) 「中間型：ケニヨン細胞がハチ目昆虫の
進化のどの段階で出現したか調べる目的で、
様々な社会性進化段階にあるハチを用いて、
mKastの in situ ハイブリゼーションを行う。 
(4) 尻振りダンスを含めた社会性行動におけ
る遺伝子機能を調べる目的で vivo モルフォ
リノや RNAi 法による遺伝子の機能阻害実験
に加え、TALEN 法や CRISPR/Cas9 によるゲノ
ム編集法の確立を試みる、 
ことを設定した。 
 このうち、(1)は達成目標に到達したが、 
(2)についてはエレクトロポレーション法と
脳の培養系を組み合わせてプロモーターを同

定する実験系が稼働せず、途中で断念した。
(3)についてはまだ完成してはないが、非常に
重要な知見が得られた。 (4)については、vivo 
モルフォリノ法を試みたものの、効果的な遺
伝子発現阻害は起きなかった。一方、世界で
初めて CRISPR/Cas9 を用いたゲノム編集によ
る遺伝子ノックアウト雄蜂の作出に成功した
従って、以下の 3.研究の方法と 4.研究成果で
は研究項目(1)と(3)、(4)について述べる。 
 
３．研究の方法 
 
(1) 定量的 RT-PCR 法により、変態期（幼虫後
期、蛹中期、蛹後期）の働き蜂脳での mKast
の発現変動と、成虫組織（脳、脳以外の頭部、
胸部、腹部）での mKast の組織特異的発現を
調べた。またリコンビナント mKast に対する
特異抗体を作成し、働き蜂脳の凍結切片を用
いて蛍光抗体法を行った。 
(3) 「中間型」を含む、4 つのケニヨン細胞
サブタイプがハチ目昆虫の進化のどの段階で
出現したか調べる目的で、4 種類の異なる進
化段階のハチを用いて tachykinin-related 
peptide (Trp) の in situ ハイブリゼーショ
ン法を行った。Trp は 4 つのケニヨン細胞サ
ブタイプで発現強度が異なるので、この一つ
の発現解析を行うだけで、4 つのケニヨン細
胞サブタイプの有無を推測できる。用いたハ
チ目昆虫種は、原始的で植物食のルリチュウ
レンジハバチ (Arge similis)、寄生性のハマ
キ コ ウ ラ コ マ ユ バ チ  (Ascogaeter 
reticulata)、真社会性のオオスズメバチ 
(Vespa mandarinia)、ミツバチに近縁で営巣
するが、社会性はもたないキンケハラナガツ
チバチ (Campsomeris prismatica)、の 4種類
である。 
(4) CRISPR/Cas9 による雄蜂のゲノム編集は
次のように行った。まず、女王蜂が産んだ受
精卵にローヤルゼリー主要タンパク質 1
（MRJP1）遺伝子を標的とする gRNA と Cas9 
mRNA を注入し、奪女王蜂コロニーに導入して
女王蜂に分化誘導させた。この女王蜂に一時
的炭酸ガス麻酔を施すことにより、未受精卵
産卵を誘導した。ハチ目昆虫では未受精卵が
雄へと発生するので、羽化した雄蜂の遺伝子
配列を読むことで、mrjp1 がノックアウトさ
れた雄蜂が作成できたか調べた。これらの過
程は全て、研究科の機関審査で承認されたP1A
フライトルーム内で行った。 
 
４．研究成果 
 
(1) 定量的 RTR-PCR の結果、mKast は蛹後期
から発現を開始し、成虫体部では脳特異的に
発現することが判明した。また蛍光抗体法の
結果、mKast タンパク質はキノコ体の他、視



葉や触角葉、食道下神経節の一部の神経細胞
にも局在し、成虫の様々な脳機能に関与する
ことが示唆された [Yamane et al. PLoS ONE 
(2017) in press]。 
(3) 真社会性のスズメバチと、ミツバチに近
縁で営巣するが、社会性は持たないツチバチ
ではミツバチ同様に、大型、「中間型」、小型
の、3 つのクラス I ケニヨン細胞サブタイプ
が見出されたが、寄生蜂のコマユバチでは 2
つ、最も原始的で植物食のハバチでは 1 つの
クラス I ケニヨン細胞サブタイプしか、見出
されなかった（コマユバチとハバチではクラ
スIとクラスIIサブタイプの区別も困難であ
った）。このことはハチ目昆虫の行動進化とケ
ニヨン細胞サブタイプの数増加が相関した可
能 性 を 示 唆 し て い る  [Ohya et al. 
manuscript in preparation]。 
(4) mrjp1に対する gRNA と Cas9 mRNA を注入
した 57 個の受精卵から、6匹の女王蜂が羽化
し、この内の 2 匹が産卵した。産まれた雄蜂
の mrjp1 の配列を決定したところ、1 匹の女
王蜂の産んだ雄蜂 161 匹の内、20 匹にゲノム
編集が起きていた。雄蜂は核相 nであるため、
変異型精子を用いて野生型女王蜂を人工授精
させ、産まれたヘテロ変異体の女王蜂を再び
変異型精子で人工授精させることでヘテロと
ホモ変異体の働き蜂を 1:1 の割合で得ること
ができる。後段のプロセスは従来の養蜂学の
技術を用いて達成可能であるため、今回、ミ
ツバチにおけるゲノム編集の基礎技術が確立
できたと判断した [Kohno et al. Zool. Sci. 
(2016)]。 
 この他に、以前に同定されていた、成虫脳
でキノコ体全体に選択的に発現する PLCe と、
大型ケニヨン細胞に選択的に発現する Syt14
と dlg5について、発生過程の脳での発現変動
を定量的 RT-PCR 法と in situハイブリダイゼ
ーション法により調べた。PLCeは全ての発生
段階を通じてキノコ体全体に「汎キノコ体」
選択的発現したのに対し、Syt14と dlg5は蛹
後期から大型ケニヨン細胞選択的に発現した
ことから、蛹後期から成虫期にかけてキノコ
体固有な機能を持つと推測された [Suenami 
et al. PLoS ONE (2016)]。 
 本研究成果は「中間型」ケニヨン細胞など
のケニヨン細胞サブタイプの生理機能の理解
のみならず、神経生物学の進展に大きく寄与
する、国際的にも重要な成果と考えられる。 
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