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キイロショウジョウバエ（ Drosophila melanogaster ）（以下，ショウジ

ョウバエ）は，1910 年にモーガンによって実験材料として採用されてから

今日に至るまで，遺伝学，発生生物学，細胞生物学，分子生物学などさまざ

ま な 分 野 で 用 い ら れ て い る (Ashburner,1989; Bate and Arias,1993; 

Sullivan et al.,2000; Ashburner et al.,2005)。研究分野が広範囲にわた

る理由は，ショウジョウバエには，次のような利点があるからであろうと考

えられる。  

さまざまな遺伝子が相互に影響して生命活動を行っている生物個体にお

いて，ある遺伝子の働きを解明するためには，細胞レベルでの実験だけでな

く，生物個体を用いた実験が必要な場合がある。ショウジョウバエの場合，

均一な遺伝子をもつ個体を多数同時に扱うことが可能で，しかも，マウスな

どの実験動物よりも低コストである。  

ショウジョウバエは， 25℃で飼育した場合，卵から成虫までが約 10 日間

で，成虫の寿命は羽化後 8～9 週間と比較的短い(Ashburner,1989)。そのた

め，時間を節約できるとともに，コストも低く抑えることができる。  

長いショウジョウバエ研究の歴史の中で，ショウジョウバエには多くの変

異が発見され，それら変異をもつ系統が多数維持されている。そして，識別

可能な変異をマーカーとして用いることで，変異体の遺伝子型を推定すると

いう手法が確立している。また，そのために必要な逆位染色体（染色体上の

遺伝子の配列が，正常染色体と比較して逆転している染色体変異をもつ染色

体のこと）を利用して，組換えを抑制する手法も確立している。  

 さらに，酵母（Saccharomyces cerevisiae ）の転写因子である Gal4 をも

つ系統と UAS（ upstream activator sequence）と呼ばれる特異的な配列を

もつ系統を交配させることで，任意の遺伝子を発現させることができる
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Gal4/UAS システムも確立している。この Gal4/UAS システムを用いることで，

特定の細胞群，また，特定の時期に，特定の遺伝子をノックダウンさせたり，

過剰発現させたりすることもできる(Brand and Perrimon,1993)。  

 ここで，ショウジョウバエを用いた研究の利点をまとめると以下のように

なる。  

・さまざまな変異をもつ系統が存在し，遺伝的に均一な個体を一度に多数取

り扱うことができる。 

・マウスなどの実験動物より低コストである。  

・世代時間が短く，結果が比較的早く得られる。  

・遺伝子を改変することにより，特定の遺伝子をノックダウンさせたり，過

剰発現させたりすることができる。  

 本論文では，まず，ショウジョウバエのこれら利点を用いた研究を大きく

分けて２課題行い，その結果や考察を第２章ならびに第３章で述べる。  

 １つ目の課題は，酸化ストレス産生物質ならびに抗酸化物質の簡易的探索

システムの開発である。活性酸素を生み出す化学物質ないしは抗酸化物質を，

生体を用いて，簡便，安価に検出できる実験系を，ショウジョウバエ成虫を

用いて開発することをめざした。実際に，ショウジョウバエの活性酸素除去

酵素 SOD（Superoxide dismutase）をコードする遺伝子 Sod1 の突然変異体

成虫や Sod1 をノックダウンした成虫が，体内で活性酸素を産生させるパラ

コート農薬（1,1'-ジメチル-4,4'-ジピリジニウムクロリド）に高感受性で

あることを示した(Oka et al.,2015)。また，試験管内で抗酸化作用を示す

化学物質や同作用をもつとされている植物成分を摂食させた上記成虫の寿

命を調査することにより，その物質が消化，吸収された体内でどの程度の抗

酸化作用を示すか推定する調査を行った。さらに，この方法が抗酸化作用を
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もつ物質を探索したりするのに有効か検討した。  

２つ目の課題として，酸化ストレスにより DNA が酸化損傷を受けたときに，

ショウジョウバエはそれをどのような酵素を使って除去し，DNA 損傷を修復

しているかについて遺伝学的解析により検討した。DNA の塩基のうち，特に

グアニンが酸化されると 8-oxo-guanine がつくられ，それはアデニンと塩基

を対合する(Moriya,1993; Thomas et al.,1997)。このため，8-oxo-guanine

の存在は， DNA の塩基置換につながる。大腸菌 (Michaels et al.,1992; 

Grollman and Moriya,1993; Boiteux and Radicella,1999)や酵母 (Nash et 

al.,1996; van der Kemp et al.,1996; Girard et al.,1997)ではこれを除

去する DNA グリコシレース Ogg1 が機能している。一方，ショウジョウバエ

では，酵母 Ogg1 と相同なタンパク質をコードする遺伝子 CG1795 の存在が知

られていた(Dherin et al.,2000)が，同遺伝子の機能については調べられて

いなかった。そこで，まず Ogg1 遺伝子座へのトランスポゾン挿入変異体や

その二本鎖 RNA を発現する系統，また，Ogg1 遺伝子を過剰発現させること

のできる UAS 系統個体を用いて，同遺伝子の発現低下，ノックダウン，大量

発現が可能であることを示した。次に，酸化ストレスを発生させるパラコー

ト農薬を摂食させたときに，消化管の上皮細胞の核内に 8-oxo-guanine が蓄

積するか調査した。その結果をもとに酸化グアニンの除去における同遺伝子

の機能を明らかにした。さらに，同遺伝子を大量発現させると，酸化グアニ

ンが効率的に除去されるのか，除去されたときに，個体の酸化ストレス耐性，

さらには寿命にどのような影響を与えるのか検討した。  

これら２つの研究では，ショウジョウバエに摂食させた化学物質の影響な

どを調査するために，物質に対する生物応答に関与する遺伝子の発現量を変

化させる手法，また，ある遺伝子の働きを解明するために，その遺伝子の発
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現量を変化させる手法を用いた。これらの研究を通して，ショウジョウバエ

研究の利点，例えば，劣性の突然変異がホモかヘテロかを見分けるためのマ

ーカーの利用，特定の遺伝子だけの発現を低下させるノックダウンや増強す

る過剰発現システムは，生物研究を進めていくことだけにとどまらず，生物

教育においても，有効なツールになるという考えに至った。例えば，遺伝の

「独立」「連鎖」「組換え」という一般に学生には難解な現象などを理解させ

るのに役立つのではないかと考えた。そこで，２つのショウジョウバエによ

る生物研究に引き続き，ショウジョウバエ遺伝学で使われている実験手法と

遺伝子型の表記法を題材にした生物教育の教材を開発した。そして，実際に

それを用いて行った遺伝の授業の効果について第４章で述べる。ここで研究

成果を報告する教材開発，授業実践は，現行の高等学校学習指導要領（ 2009）

で遺伝分野の扱いが，それまでのメンデルの遺伝の法則を中心とした学習内

容から，遺伝子とその働きを中心とした学習内容となり，遺伝のしくみにつ

いての学習が希薄となった高等学校において (池内，2010)，メンデル遺伝や

独立・連鎖・組換えの学習を体系的に理解させることを目的とするものであ

る。  

 以上の３章（第２～４章）の結果を統合して，最終章（第５章）で総合的

考察を行った。  
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第２章 

ショウジョウバエ個体を用いた酸化ストレス産生物質 

ならびに抗酸化物質の簡易的探索システムの開発 
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第２章  

第１節  緒言  

 空気中の酸素は，生体内に取り込まれエネルギー生産の過程で，反応性の

高い活性酸素種（Reactive Oxygen Species，ROS）に変化する。この活性酸

素は，生体防御などに寄与している一方，細胞内のタンパク質，脂質や遺伝

子を酸化して，それが生体老化や種々の疾患の原因となることが明らかにな

ってきた。  

活性酸素は多くの場合，生体の抗酸化酵素とよばれる一連の酵素により，

あるいは抗酸化物質により除去される(Matés et al.,1999; 谷口ら，2000)。

抗酸化酵素には，スーパーオキシドディスムターゼ（ SOD），ペルオキシダー

ゼ，チオレドキシン還元酵素（ TrxR），カタラーゼなどがある。また，代表

的な抗酸化物質には，アスコルビン酸（ビタミン C），αトコフェロール（ビ

タミン E），チオレドキシン，グルタチオン，ポリフェノールなどがある

(Blokhina et al.,2003)。  

そこで，個体を使って活性酸素を生み出す化学物質ないしは抗酸化物質を

簡便，かつ安価に検出できる実験系をショウジョウバエ成虫を用いて開発す

る こ と を め ざ し た 。 最 初 に ， シ ョ ウ ジ ョ ウ バ エ の 活 性 酸 素 除 去 酵 素

Cu/Zn-SOD をコードする遺伝子 Sod1 の突然変異体成虫や Sod1 ノックダウン

成虫が，活性酸素種をはじめとするフリーラジカルを産生させるパラコート

農薬（1,1'-ジメチル -4,4'-ジピリジニウムクロリド）に高感受性であるか

検討した。次に，抗酸化作用をもつとされている植物成分や化学物質を添加

した飼料を摂食させ，成虫寿命に対する影響を調査することにより，それら

の物質の抗酸化作用を調査できるか調べた。さらにこの実験系が抗酸化作用

をもつ物質を探索するのに有効か検討した。  
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１．生体内での活性酸素の生成  

ミトコンドリアは，高度に特殊化した２枚の膜，内膜，外膜で包まれてい

る。内膜と外膜によって，内側の大きな空間であるマトリックスと狭い部分

である膜間部分に分けられる。グルコースなどの糖由来のピルビン酸や脂肪

由来の脂肪酸は，ミトコンドリア内膜を通過してマトリックスに到達し，そ

こでアセチル CoA に変換される。次いで，アセチル CoA は，マトリックスの

中でクエン酸回路に入って酸化される。この回路で，アセチル CoA の炭素原

子は CO2 に変換され，廃棄物として放出される。また，ニコチンアミドアデ

ニンジヌクレオチド（ NADH）やフラビンアデニンジヌクレオチド（ FADH2）

が運ぶ高エネルギー電子が作り出され，高エネルギー電子はミトコンドリア

内膜に運ばれ，電子伝達系に入る。 NADH や FADH2 は，NAD＋と FAD に酸化さ

れる。電子伝達系を通って電子が移動する間にエネルギーが放出され，これ

が内膜を超えてプロトンをくみ出すのに使われ，形成されたプロトン勾配が

ATP の合成を駆動して化学浸透機構が完結する。この過程では酸素が消費さ

れ，同時にリン酸基を ADP に付加して ATP が合成されるので，酸化的リン酸

化とよばれる(Alberts et al.,2014)。酸化的リン酸化を行う電子伝達系の

タンパク質は，ミトコンドリアの内膜に大量に存在している。それらのタン

パク質の大半は，３つの呼吸酵素複合体， (1)NADH 脱水素酵素複合体， (2)

シトクロム b-c1 複合体，(3)シトクロム酸化酵素複合体の１つに属している。

呼吸酵素複合体はそれぞれ，複合体を電子が通過する際に放出されるエネル

ギーを使って，マトリックスにある水からプロトンを取り出し（ H2O → H＋ 

＋ OH－），このプロトンを膜の反対側の膜間部分に放出する。この結果，内

膜をはさんだプロトンの電気化学的勾配が形成される。この内膜の内外に生

じたプロトン勾配により，酸化的リン酸化の ATP 合成が行われる。  
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 電子伝達系の最後に位置する酵素複合体であるシトクロム酸化酵素によ

って，シトクロムｃからの４個の電子と周囲の水からの４個のプロトンが，

酸素分子１個に付加される。  

O2 ＋ 4e－ ＋ 4H＋ →  2H2O 

これに加えて，さらに４個のプロトンが電子伝達の際に膜を通してくみ出

され，電気化学的プロトン勾配ができる。呼吸で体内に入った酸素のほとん

どはここで消費され，電子伝達系の最初に NADH から与えられた電子の最終

的な受け取り場となる。しかし，酸素分子が電子１個だけを取り込むと，き

わめて反応性の高いスーパーオキシドアニオン O2
・ －と呼ばれるスーパーオ

キシドラジカルができてしまう (Halliwell et al.,2007)。 

O2 ＋ e－  → O2
・ －  

このスーパーオキシドラジカルは，残り３個の電子を手あたり次第に奪い，

DNA やタンパク質，脂質膜に重大な損傷を与える。生体内では，ミトコンド

リアの電子伝達系などにより，完全には酸化されていないスーパーオキシド

アニオン O2
・ －をはじめとする活性酸素種が生成されることになる。その量

は 呼 吸 に よ り 取 り 込 ま れ る 酸 素 の 2.3%に 相 当 す る と い う 試 算 が あ る

(Halliwell et al.,2007)。活性酸素種には，表 2-1 に示すように，スーパ

ーオキシド（O2
・ －），過酸化水素（H2O2），ヒドロキシラジカル（・OH）など

がある(吉川ら，2008)。 

 

２．スーパーオキシドディスムターゼ（ SOD）  

SOD には大きく分けて３種類のタイプがある．このうち，銅，亜鉛イオン

に依存した Cu/Zn-SOD はすべての細胞の細胞質に分布している。特に，肝臓，

心臓，赤血球に多く含まれている。通常は，恒常的に発現しており，酸化ス
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トレス等でも誘導は受けにくいと考えられている (Halliwell et al.,2007)。

活性のある酵素の分子量は 30000 以上で２量体からなり，単量体あたり銅と

亜鉛を１原子ずつ含む金属酵素である。銅はこの酵素の活性化に必須であり，

亜鉛は酵素分子の形態を維持するのに重要である。  

 Cu/Zn-SOD 中の銅イオンは酸化と還元を交互に受け，スーパーオキシドア

ニオン O2
・－を H2O2 と O2 へと変化させる。この反応により，活性酸素は H2O2

に変化する(John et al.,1983)。  

 

      酵素－Cu2+ ＋ O2
・ －     →  酵素－Cu+ ＋ O2 

    酵素－Cu+  ＋  O2
・ － ＋ 2H+ →  酵素－Cu2+ ＋ H2O2 

      O２
－ ＋ O2

・ －  ＋  2H+ → H2O2 ＋ O2 

SOD には他にも，マンガンイオンに依存した Mn-SOD が存在する。この SOD

酵素はミトコンドリアに局在し，さまざまな活性酸素種で誘導されるので，

酸化ストレスに対する細胞保護に役立っていると考えられている。サブユニ

ットの分子量が 21000 のホモテトラマーで，Ｎ末端に 24 アミノ酸からなる

ミトコンドリア膜貫通のためのシグナル配列を持つ。酵素前駆体は，ミトコ

ンドリア内に入ったのち，この 24 個の配列が切断され，さらに Mn イオンと

結合し成熟酵素となる (Borgstahl et al.,1992)。  

 

３．パラコートの作用機序  

 本研究では，ショウジョウバエ個体に酸化ストレスを与えるためにパラコ

ート農薬を摂食させた。このパラコート（1,1'-ジメチル-4,4'-ジピリジニ

ウムクロリド，C12H14Cl2N2）は，図 2-1 のようなビピリジンの窒素原子上を

メチル化したピリジニウム塩（アンモニウム塩）である。ビピリジンは，ベ
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ンゼン環の炭素原子を１つ窒素原子に置き換えたピリジン構造が２個結合

した化合物である。また，パラコートは，ビピリジニウム系に分類される除

草剤として開発されてきた (Dinis-Oliveira et al.,2008)。これは，細胞内

に入ると NADPH などから電子を奪ってラジカルを生成する（図 2-2）。この

ラジカルが酸化されて元に戻る際に活性酸素が生じ，細胞内のタンパク質や

DNA を破壊する。パラコートは，触媒的に何度もラジカルを生成できるので，

少量でも強い毒性を示す。一方，正電荷を持つビピリジン部位はすぐに土壌

に結合する性質を持つため，長期間に渡り残留するものの，結合すると同時

に毒性を失う特性がある。NADPH は動物体内にもあるため，同様の反応を起

こす。スーパーオキシドアニオン O2
・ －などを発生させる力が強いため，活

性酸素種の研究に使われる。  

 

４．酸化ストレス物質および抗酸化物質の検出にショウジョウバエ個体を用

いる利点について  

生体個体を用いて，活性酸素を生み出す化学物質ないしは抗酸化物質を検

出するには，寿命や生存率などのデータを得るのに時間がかかるという問題

がある。そこで，マウスなどに比べて寿命の短いショウジョウバエが有効で

あ る (Miquel et al.,1982; Dean,1985; Barale,1991; Brusick and 

Mengs,1997; Li et al.,2007; Peng et al.,2009; Rand,2010; Anh et 

al.,2011; Pandey and Nichols,2011; Abolaji et al.,2013)。その利点に

ついて説明する。  

 ショウジョウバエの飼育には，飼料として，乾燥酵母（エビオス），トウ

モロコシ粉（コーンミール），グルコース，および寒天をプラスチックの飼

育ビンに入れて固めたものを使用する。25℃で飼育した場合，卵から成虫ま
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で約 10日間かかり，成虫の寿命は羽化後 8～9週間である(Ashburner,1989)。

成虫に対する化学物質の作用を検定する場合は，インスタントメディウムに

一定量の化学物質を混合した飼料を成虫に摂食させて飼育する。ショウジョ

ウバエには，既存の突然変異体が多く存在し，さらに細胞特異的，時期特異

的に，任意の遺伝子をノックダウンする手法も確立している (Sullivan et 

al.,2000; Ashburner et al.,2005)。  

遺伝子のノックダウンには，基本的に目的遺伝子の mRNA に相同なセンス

RNA とアンチセンス RNA からなる二本鎖 RNA を Gal4/UAS システムを用いて

異所的に発現誘導する。これが内在性の mRNA の相同部分と作用して，これ

を破壊するので RNA 干渉が生じる。Gal4/UAS システムはショウジョウバエ

の個体中で，任意の遺伝子を，特定の細胞群に発現させる方法として広く用

いられている(Brand and Perrimon,1993)。Gal4/UAS システムでは，２種類

のショウジョウバエ系統（ Gal4 ドライバー系統と UAS 系統）を交配させて

用いる。Gal4 は出芽酵母（Saccharomyces cerevisiae ）の転写因子であり，

同じく酵母由来の UAS（ upstream activator sequence）と呼ばれる特異的

な配列に結合して，その下流に置かれた遺伝子の発現を誘導できる。 Gal4

はショウジョウバエのゲノム中で特定遺伝子のエンハンサー支配下に置か

れるとその制御を受けて発現誘導され，ショウジョウバエの核内で UAS に依

存した遺伝子の転写を誘導する。 Gal4 ドライバー系統には，標的とする細

胞群で発現する遺伝子のエンハンサー支配下に Gal4 転写因子の cDNA

（complementary DNA）が置かれている。そして， UAS 配列の下流に任意の

cDNA を結合させた融合遺伝子がショウジョウバエゲノム内に導入された

UAS 系統が多数作られている。ショウジョウバエのゲノム中には UAS 配列は

存在しないので，この融合遺伝子に Gal4 転写因子が作用すると，それに依
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存して目的遺伝子の発現だけが誘導される。この際に前述した目的遺伝子の

転写因子に相同な二本鎖 RNA をコードする cDNA を UAS 下流に置いた UAS-IR

系統を用いれば RNA 干渉が起き，目的遺伝子の発現を抑制，つまりノックダ

ウンすることができる。 Gal4/UAS システムを用いて二本鎖 RNA を発現させ

ノックダウンに至るまでの流れを図 2-3 に示す。これら Gal4 ドライバー系

統と UAS 系統の交配によって，その F1 に Gal4 と UAS とをあわせもつ個体を

得ることができる。   

これらのことから，ショウジョウバエを用いる利点を以下の４点にまとめ

ることができる。  

・遺伝的に均一な個体を一度に多数取り扱うことができる。  

・マウスなどの実験動物より低コストである。  

・世代時間が短く，結果が比較的早く得られる。  

・化学物質の代謝などに関与する遺伝子を改変することにより，その化学物

質により高感受性な個体を作製し，実験に使用することができる。  
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第２章  

第２節  材料と方法  

１．材料  

(1)使用したショウジョウバエの系統  

生存率の調査には，以下の個体の羽化後 1 日以内の成虫を用いた。  

①Canton S 

 表現型が正常とされ，野生型コントロールとして広く用いられる系統であ

る。  

②Sod n1 

 機能欠損型変異で，ホモは Cu/Zn-SOD 活性がほとんど検出できない

(Reveillaud et al., 1994)。ヘテロ（Sod n1 / ＋）は野生型の 37％しか

Cu/Zn-SOD 活性がない（ Phillips et al.,1995）。点突然変異のため， 50 番

目の Gly が Ser に置換している (Fly base：

http://flybase.org/reports/FBal0015933.htm/)。この系統は，Indiana 大

学 Bloomington Drosophila Stock Center より入手した。  

③Cu/Zn-SOD ノックダウン個体  

Cu/Zn-SOD の ノ ッ ク ダ ウ ン に は ， w* ; P {UAS-Sod1.IR }4 ， w* ; P 

{UAS-Sod1.IR }F103/SM5 の２種類の UAS 系統を用いた。以後，それぞれ

UAS-Sod1RNAiIR4，UAS-Sod1RNAiF103 と記す。これらは UAS 配列下に Sod1 cDNA

配列の一部を逆向きに連結させた改変遺伝子がゲノムに挿入された系統で

ある(Missirlis et al.,2003)。本研究では，個体内の全体細胞で SOD1 をノ

ックダウンするために Act5C-Gal4 と交配させた。Gal4 ドライバーと UAS 配

列をあわせもつ F１個体では， Act5C-Gal4 によって転写因子の GAL4 がすべ

ての体細胞で発現する。それが UAS 配列に作用してその下流にコードされて
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いる Sod1 の逆向き cDNA 配列が発現するため， Sod1 の二本鎖 RNA が作られ

る。これが Dicer により分解され，それらの短い RNA 断片が細胞内にある内

在性の Sod1 mRNA に作用して，それを特異的に分解する。このため， Sod1

の mRNA をノックダウンすることができる。UAS-Sod1RNAiIR4，UAS-Sod1RNAiF103

の系統は，Indiana 大学 Bloomington Drosophila Stock Center より入手し

た。  

④P { Act5C-Gal4 } 25F01 系統  

 UAS 配列の下流に置かれた DNA 配列を全ての体細胞で発現させるための

Gal4 ドライバー系統である (Ito et al.,1997)。以後，Act5C-Gal4 と記す。

この系統は，Indiana 大学 Bloomington Drosophila Stock Center より入手

した。  

 

(2)飼育飼料と飼料に添加した物質  

 系統の維持には，以下の手順で作製した飼料を用いた。  

水 1 L あたり，乾燥酵母（エビオス） 40 g，とうもろこし粉（コーンミー

ル）40 g，グルコース 100 g，粉寒天（アガロース） 7.2 g を攪拌しながら

加熱し，沸騰させる。加熱をやめて，60℃程度に温度が下がった後，飼料 1 

L に対して，ボーキニン（ 10%パラヒドロキシ安息香酸メチル，70%エタノー

ル）5 ml とプロピオン酸 5 ml を加え，飼育ビンに分注して固めた。なお，

系統の維持は 25℃で行い，また，実験は特別な記載がない限り 25℃のイン

キュベータ内で行った。  

①インスタントメディウム (California Biological Supply Company) 

 飼育ビン内の水（1 ml）もしくは化学物質を含んだ水溶液（ 1 ml）に，0.30 

g のインスタントメディウムを加えて飼料を作製し，実験に用いた。  
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②パラコート標準品（1,1‘-ジメチル-4,4’-ジピリジニウムクロリド）（和

光純薬工業）  

 最終濃度 0～10 mM になるように飼料（インスタントメディウム）に添加

した。  

③L-アスコルビン酸（和光純薬工業）  

既知の抗酸化物質として用いた物質である。飼料（インスタントメディウ

ム）に添加して成虫に摂食させた。 50 mM を超える濃度を添加すると，飼料

表面のべたつきが顕著になり，成虫の翅や体が飼料表面に接着してしまい，

正確な寿命調査ができなくなるため 1～50 mM の濃度で用いた。  

④ Trolox （ (±)-6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchromane-2-carboxylic 

acid）（Sigma-Aldrich） 

ビタミン E の水溶性の誘導体である。10 mM を超える濃度では完全には溶

解しないため，1～10 mM の濃度で飼料（インスタントメディウム）に添加

し，抗酸化物質として用いた。  

⑤茶  

玉露，煎茶，ほうじ茶，ルイボス茶，ジャスミン茶の５種類を用いた。そ

れらの品名，茶葉抽出液の調整法については表 2-2 に示した(森田ら，2013)。

その熱水抽出液を飼料（インスタントメディウム）に添加した。  

 

２．方法  

(1)寿命調査  

以下の方法でショウジョウバエ成虫の寿命調査を行った。なお，成虫飼育

は 25℃で行った。  

①飼育ビン内にミリ Q 水や化学物質を含む水溶液，または茶抽出液 1 ml を
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入れ，0.30 g のインスタントメディウムを加えて飼料を作製した。  

②飼料 1 ml の入った飼育ビンに，羽化後１日以内の雄成虫 20 匹を入れて，

12 時間もしくは 24 時間ごとに生存している成虫の数を数えた。  

なお，本論文で示す生存率を表すグラフは，縦軸が生存率[％ ]，横軸が成

虫の日齢[日]（羽化してからの経過時間）を表している。n の値は，調査し

たショウジョウバエの個体数である。また，統計処理については， Kaplan

－Meier 法によって生存分析を行い，２群の生存率に差があるかどうかの検

定としては Log rank 検定を行った。  

 

(2)生存曲線に対する統計処理  

 Kaplan-Meier 法で生存率を計算し， Log-rank 検定によって生存率の差を

検定した。有意水準を P = 0.05 とし，検定回数によっては Bonferroni 補正

を行って有意水準を設定した。有意水準を 0.05 以外で設定した場合は，有

意水準として用いた P 値を示した。  

 

(3)抗酸化能の測定  

 銅イオンの還元反応（ Cu2+⇒Cu+）を使用し，サンプルの抗酸化能を簡易的

に測定する抗酸化能測定キット PAO（日研ザイル（株））を用いて，アスコ

ルビン酸と５種類の茶抽出液の抗酸化能を測定した。 Cu+とこのキットに含

まれる発色試薬（ Bathocuproine）とが複合体を形成するので，その量を定

量化するため 480～490 nm において吸光度を測定した。サンプルと Cu2+試薬

を反応させ後，発色試薬と反応させ，その前後の吸光度の変化によって，抗

酸化能を相対的に測定した。  
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第２章  

第３節  結果と考察  

１．結果  

(1)酸化ストレス物質パラコートに対するショウジョウバエ成虫雄の感受

性に関する調査  

酸化ストレス物質であるパラコートに対するショウジョウバエ成虫雄の

感受性を知るために，野生型（ Canton S）成虫雄（羽化後 1 日以内）をパラ

コート（10 mM ないしは 1 mM）を添加した飼料とパラコート無添加の飼料 (コ

ントロール)で飼育し，成虫の生存率を 12 時間ごとに調査した。その結果得

られた生存曲線を図 2-4 に示す。10 mM パラコート存在下での飼育では，成

虫寿命は羽化後 6 日目で生存率が 90%を下回り，その後，急激に生存率が低

下した。１週間以内の調査で，コントロールと比較して，生存率に有意な差

が認められることがわかった（ P < 0.025）。一方，1 mM パラコート存在下

での飼育では，コントロールと比較して，羽化後 40 日目までは生存率にほ

とんど差が認められないことがわかった（ P > 0.025）。  

野生型では，コントロールと比較して， 10 mM パラコート存在下での飼育

の場合に，１週間以内の調査でその生存率に有意な差が認められるという結

論が得られた。そこで，次は抗酸化酵素である SOD をコードする Sod n1 のホ

モ変異体の成虫雄を，パラコート（10 μM，25 μM，50 μM，0.1 mM，1 mM，

10 mM）とパラコート無添加の飼料 (コントロール)で飼育し，成虫の生存率

を 12 時間ごとに調査した。その結果を図 2-5(A)(B)に示す。コントロール

と比較して，濃度が 0.1 mM 以上（0.1 mM，1 mM，10 mM）のパラコートを添

加した飼料で飼育した Sod n1 突然変異体の生存率に有意な差が認められた（ P 

< 0.017）（図 2-5(A)）。すなわち，酸化ストレスを除去できない Sod n1 突然
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変異体を用いれば 7 日間の観察で飼料中に含まれる濃度 0.1 mM までのパラ

コートを検出できることがわかった。この結果により， Sod n1 突然変異体の

パラコートに対する感受性が野生型よりも高いことが確認できた。一方，17

日間与え続けても濃度が 50 μM 以下（10 μM，25 μM，50 μM）のパラコ

ートでは，コントロールと比較して，成虫生存率に統計的には有意な差が認

められなかった（ P > 0.017）（図 2-5(B)）。したがって，Sod n1 突然変異体

の使用だけでは濃度 0.1 mM パラコートの検出が限界と言える。  

さ ら に ， SOD1 を 全 体 細 胞 中 で ノ ッ ク ダ ウ ン さ せ た ２ 種 類 の 成 虫 雄

Act5C-Gal4/UAS-Sod1RNAiIR4 ならびに Act5C-Gal4/UAS-Sod1RNAiF103 につい

ても，パラコート（濃度 1 mM，5 mM，10 mM）を添加した飼料とパラコート

無添加の飼料 (コントロール )で飼育して寿命を調査した。 Act5C-Gal4 と

UAS-Sod1RNAiIR4 をあわせもつ個体（ Act5C-Gal4/UAS-Sod1RNAiIR4 ）では，Sod1 

mRNAがコントロール (Act5C-Gal4/+)の約 3%，Act5C-Gal4と UAS-Sod1 RNAiF103

をあわせもつ個体（ Act5C-Gal4/UAS-Sod1RNAiF103 ）では，Sod1 mRNA がコン

トロールの約 8%に低下することが知られている (Oka et al., 2015)。寿命

調 査 の 結 果 を 図 2-6(A)(B) に 示 す 。 Sod1 ノ ッ ク ダ ウ ン 成 虫

（Act5C-Gal4/UAS-Sod1RNAiIR4 ）では，1 mM，5 mM，10 mM すべての濃度の

パラコート存在下でコントロールと比較して生存率が下がり，統計的に有意

な差が認められた（ P < 0.017）（図 2-6(A)）。 Sod1 ノックダウン成虫

（Act5C-Gal4/UAS-Sod1RNAiF103 ）でも，同様の結果が得られた（図 2-6(B)）。  

両 Sod1 ノックダウン成虫ともに，パラコート濃度が高い方が成虫生存率が

低下しており，生存率には濃度依存性があることがわかった。  

両 Sod1 ノックダウン成虫の寿命は最長で約 45 日であり，野生型に比べて

寿命が短く，1 mM のパラコートを摂食しても生存率が下がり，野生型と比
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較して高感受性である。よって，野生型が 1 mM のパラコートを 40 日以上か

けて検出できるのに対して，両 Sod1 ノックダウン成虫では 3 日以内で検出

できるので，パラコートの検出に日数を要しないことがわかった。このこと

から，両 Sod1 ノックダウン成虫に化学物質を摂食させ，寿命を調査するこ

とにより，その物質の抗酸化作用を調査したり，抗酸化作用をもつ物質を探

索したりすることができる可能性は高いと考えられる。SOD 活性が残存して

いる Act5C-Gal4/UAS-Sod1RNAiIR4 ならびに Act5C-Gal4/UAS-Sod1RNAiF103 に

パラコート無添加の飼料を摂食させた場合，SOD 活性がほとんど検出できな

い Sod n1 突然変異体の場合と比較して生存率は高くなったが，パラコートを

添加した飼料を摂食させた場合の生存率は， Sod n1 突然変異体とほとんど変

わらず，両 Sod1 ノックダウン成虫でも 3 日目以降という短期間で 1 mM まで

のパラコートの検出が可能であることがわかった。  

 

(2)抗酸化物質に対するショウジョウバエ Sod n1 突然変異体成虫雄の感受性

の調査  

 前項で述べたように，ショウジョウバエ成虫にパラコートなどの酸化スト

レス物質を摂食させると，その化合物が消化・吸収されたのち，個体内でど

のような影響を及ぼすかを簡便に調査することができた。このようにショウ

ジョウバエを使えば，検体を 1 ml の飼料とともに与えることで，20 匹分の

検査ができるので検体も少量で済む。酸化ストレスに高感受性を示す Sod n1

突然変異体の成虫を用いれば，飼料に混入した濃度 0.1mM のパラコートも 1

週間以内に検出することができることがわかったので，これとは逆に，同じ

方法で抗酸化物質の検出ができないか検討した。  

 抗酸化物質であるアスコルビン酸とビタミン E の水溶性誘導体である
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Trolox を添加した飼料で Sod n1 突然変異体ホモ成虫雄を飼育した場合の寿

命を調査した。これらの物質がもつ抗酸化能により， Sod1 活性の低下が部

分的に補足されれば成虫寿命が延長することが期待される。  

 図 2-7 はアスコルビン酸（濃度 1 mM， 10 mM，25 mM，50 mM）を添加した

飼料で飼育した場合の生存曲線である。無添加 (0mM コントロール )の飼料で

飼育した場合と比較して， 1，10 mM のアスコルビン酸を添加した飼料で飼

育した場合は，統計的に有意な差が認められなかった（図 2-7(A)）（n はそ

れぞれ 144,129 で，P > 0.025）。これに対して，より高い濃度（25，50 mM）

のアスコルビン酸を添加した飼料で飼育した場合には，統計的に有意な差が

認められた（図 2-7(B)）（n はそれぞれ 113,110 で，P < 0.025）。コントロ

ールと比較して，生存曲線が右へシフトしており， Sod n1 突然変異体の生存

率の低下を部分的に抑制する効果があることがわかった。  

同様の方法で，アスコルビン酸と同じく抗酸化物質にあげられているビタ

ミン E の効果についても調査した。ビタミン E は水に不溶性であり，サラダ

オイルに溶解させてショウジョウバエ成虫に与えたところ，飼料から油分が

浸み出し，これが翅や体に付着したため成虫の体が飼育ビンの管壁にくっつ

いて死亡する個体が多く見られた。そこで，これを避けるためにビタミン E

の水に可溶性誘導体である Trolox を用いた。  

図 2-8 は Trolox（濃度 1 mM，10 mM）を添加した飼料で飼育した場合の生

存曲線である。無添加 (コントロール)の飼料で飼育した場合と比較して，１

mM の Trolox を添加した飼料で飼育した場合は，統計的に有意な差が認めら

れた（n=122，P < 0.025）。10 mM の Trolox を添加した飼料で飼育した場合

には，統計的に有意な差は認められなかった（ n=161， P > 0.025）。１  mM

の場合には，Sod n1 突然変異体の生存率の低下を部分的に抑制する効果があ



- 22 - 

 

ることがわかった。  

したがって，アスコルビン酸（濃度 25 mM，50 mM），Trolox（濃度 1 mM）

がもつ抗酸化能により， Sod1 活性の低下が部分的に補足され成虫寿命が延

長することがわかった。抗酸化物質の濃度が低すぎても高すぎても寿命延長

の効果を示さない場合があるということも含めて，この方法によって抗酸化

物質の抗酸化能を Sod n1 突然変異体ホモ成虫雄の寿命で調査できることがわ

かった。そこで，次にこの方法を用いて天然物に含まれる抗酸化物質の調査

に利用できないか検討した。  

 

(3)ショウジョウバエ Sod n1 突然変異体の寿命を延長させる天然物の探索と

その抗酸化活性の調査  

 抗酸化物質とされているアスコルビン酸とビタミン E 誘導体を Sod n1 突然

変異体成虫雄に摂食させたところ，その成虫寿命を延長させることがわかっ

た。このことは，抗酸化能をもつこれらの物質が体内に取り込まれたため，

低下した Sod n1 突然変異体の Sod1 活性が改善された可能性があると考えら

れる。既知の抗酸化物質によって寿命延長効果が認められたため，次に抗酸

化活性が予想される天然物を摂食させてその効果を検討した。さらに，それ

らの抗酸化活性について試験管内でも測定した。  

抗酸化活性があると言われている天然物として５種類の茶（緑茶３種類

（玉露，煎茶，ほうじ茶），ルイボス茶，ジャスミン茶）の抽出液を Sod n1

ホモの成虫雄に摂食させ，寿命を調査した。茶に含まれる成分としては，カ

テキン類をはじめとするポリフェノール成分が知られている (Anderson et 

al.,2001; Frei and Higdon.,2003; Hininger-Favier et al.,2009; Jacek et 

al.,2011)。将来，ヒトへの効果について詳しく検討することを想定して，
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通常飲用に使用されているのと同じような方法（熱水抽出，材料と方法 1(2)

⑤参照）で抽出液を調整し，インスタントメディウムを加えて検定用の飼料

とした。  

図 2-9 は Sod n1 突然変異体の成虫に５種類の茶の抽出液を摂食させた場合

の生存曲線である。抽出液無添加の飼料 (コントロール)を摂食させた場合と

比較して，玉露，煎茶，ほうじ茶をそれぞれ添加した飼料を摂食させた場合，

すべて生存曲線に有意な差が認められた (P < 0.017)（図 2-9(A)）。また，

コントロールと比較して，ルイボス茶，ジャスミン茶をそれぞれ添加した飼

料を摂食させた場合についても，ともに生存曲線に有意な差が認められた (P 

< 0.017)。ルイボス茶，ジャスミン茶をそれぞれ添加した飼料を摂食させた

場合どうしで比較するとその間で有意な差が認められた (P < 0.017)（図

2-9(B)）。３種類の緑茶の中では，統計的に有意な差はなかったものの煎茶

が Sod n1 成虫雄の寿命を延長させる効果が最も強い可能性がある（玉露と比

較して P < 0.5）。また，ルイボス茶とジャスミン茶の間では，ルイボス茶

のほうが Sod n1 成虫雄の寿命を延長させる効果が強いことがわかった (P < 

0.017)。茶の抽出液を添加した飼料を摂食させた場合の生存率は，25～50 mM

のアスコルビン酸を添加した飼料を摂食させた場合の寿命と同程度である

こともわかった（図 2-7(B)）。  

 

(4)ショウジョウバエ成虫に寿命延長効果を示した天然物（茶葉抽出物）の

化学的抗酸化能測定  

 前項に述べたように，飲用の５種類の茶葉抽出液が Sod n1 突然変異体成虫

の寿命を延長させることがわかったので，次にこれらが強い抗酸化能を有し

ているかについて試験管内の反応で検討した。  
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まず，最初に既知の抗酸化物質であるアスコルビン酸溶液の希釈系列（濃

度 6.3 mM，12.5 mM，25 mM，50 mM，100 mM）を作製し，各希釈率で吸光度

を測定した。次に， Cu2+試薬と反応させ，生成した Cu+に反応する発色試薬

を用いて発色させ，発色後の吸光度を測定した。抗酸化能を示す，発色前と

発色後の吸光度変化を計算し，アスコルビン酸の濃度と吸光度変化の関係を

検量線として図 2-10 のようなグラフにした。そして，玉露，煎茶，ほうじ

茶，ルイボス茶，ジャスミン茶の抽出液の吸光度も同様に測定し，吸光度変

化を計算した。アスコルビン酸の検量線をもとに，これらの抽出液がどのく

らいの濃度のアスコルビン酸に等価な抗酸化能を示すか，相対的な抗酸化能

求めた。  

 計算した各抽出液の吸光度変化を図 2-10 下の表に示した。これらの結果

から，各抽出液の相対的な抗酸化能を検量線をもとに求めると，玉露が 36 mM，

煎茶が 78 mM，ほうじ茶が 28 mM，ルイボス茶が 18 mM，ジャスミン茶が 42 mM

のアスコルビン酸と等価な抗酸化能を示すと考えられる。３種の緑茶の抽出

液を Sod n1 突然変異体の成虫に摂食させた場合の生存率は，図 2-9(A)で示

したとおり，煎茶，玉露，ほうじ茶の順に高かったので，試験管内で測定し

た抗酸化能の結果（煎茶 :78 mM ＞ 玉露:36 mM ＞ ほうじ茶:28 mM）と一致

している。また，３種の緑茶の抽出液を摂食させた場合の生存率は，図

2-7(B)で示したアスコルビン酸 25 mM を摂食させた場合の生存率とほぼ同じ

かそれ以上となっており，このことも試験管内での結果と矛盾していない。

ジャスミン茶の抽出液を Sod n1 変異体に摂食させた生存率は，図 2-9 で示し

たとおり，玉露とほうじ茶の抽出液を摂食させた場合の生存率の間を推移し

ており，これも試験管内の結果（煎茶 :78 mM ＞ ジャスミン茶 :42 mM ＞ ほ

うじ茶:28 mM）と一致している。しかし，ルイボス茶の抽出液の試験管内で
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測定した抗酸化能は，図 2-9(B)で示したルイボス茶の抽出液を摂食させた

場合の生存率から考えると低い数値（ 18 mM）となった。この原因は，ルイ

ボス茶の抽出液は，もともと赤茶色の濃い色を示しており，今回の試験管内

の測定における，吸光度変化から抗酸化能を求める方法では正確なルイボス

茶の抽出液の抗酸化能を求めることが難しかった可能性が考えられる。  
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２．考察  

酸化ストレス産生物質であるパラコートの試験管内での検出には，アルカ

リ性の溶液中でハイドロサルファイト反応によりパラコートを還元し，青色

に呈色させることで簡易的に検出する比色法，高速液体クロマトグラフを用

いて物質中のパラコートを分離して検出する HPLC 法が使われている。保健

所などの自治体の検査施設においては，比色法，HPLC 法ともに検出限界は，

食品への混入の場合で濃度 10 μg/ml とされている (青柳ら, 2006)。パラ

コート 10 μg/ml は約 40 μM に相当する。ショウジョウバエの Sod n1 突然

変異体成虫雄を用いたパラコートの検出では濃度 100 μM までの濃度のパ

ラコートが検出限界であった。よって，試験管内での検出と比べて，検出限

界を比較してもそれほど遜色のない感受性が得られたと考えている。高価な

測定機器が必要な HPLC 法や試薬代がかさむ比色法とは違って，ショウジョ

ウバエの Sod n1 突然変異体を用いる生体検査法では飼料代のみの低コストで

同じような検査が可能である。一方，同じ生物個体を用いた検定法でも，野

生型のマウスを用いた場合は，50 mg/kg のパラコートを経口投与して酸化

ストレスモデルマウスを作製する (Mustafa et al.,2002)。これはマウス 1

匹に 2mg を投与することとなる。このマウスモデルと比較すると，ショウジ

ョウバエの Sod n1 突然変異体は 50 倍以上高感受性であることがわかった。

パラコートはもともと除草剤として開発されており，植物体は低濃度（ 20

μ M）のパラコートを培地に加えた場合でもクロロフィルを失い枯死する

(Rao,2014)。培養細胞（ mouse embryonic cell）に添加する場合は， 1 mM

以上の濃度のパラコートで処理すると細胞生存力の低下（50%）（4～5 日間）

が認められている (Lazo et al.,1995)。薬品処理の条件が異なるので直接の

比較は難しいが， Sod n1 ショウジョウバエの方は 0.1 mM パラコートでも生
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存力が低下するので，マウス MEC 細胞よりもむしろ感受性が高いと言える。

培養細胞にジュースなどの飲料や食品そのものを添加することはできない

ので，この Sod n1 ショウジョウバエを用いた生体アッセイ系はマウス個体や

培養細胞系よりも，酸化ストレス物質を検出するのに優れたアッセイ系にな

りうる。  

Sod n1 突然変異体成虫雄に抗酸化物質であるアスコルビン酸や Trolox を

添加した飼料を摂食させたところ寿命が延長した。この結果は，これら抗酸

化物質に対する感受性を寿命で確認することができることを示している。ほ

とんど認められない Sod n1 突然変異体ホモ成虫の SOD 活性を，抗酸化物質の

濃度を高くするとその物質の抗酸化能が補い，寿命が延長すると考えられる。

濃度が 25～50 mM 程度の範囲のアスコルビン酸を添加した飼料を Sod n1 突然

変異体成虫雄に摂食させると濃度が上がるにつれ寿命延長効果も上がるこ

とが予想されるので， 25，50 mM 以外の濃度による調査を行い，寿命延長効

果がみられる濃度の範囲についてさらに詳細な調査を行うことは今後の課

題である。Trolox による調査において濃度を高くしすぎると，逆に寿命が

短縮する結果も得られたので，調査する際は，物質の濃度を調整する必要が

あることもわかった。  

玉露，煎茶，ほうじ茶にはカテキン類をはじめとする多種類の抗酸化能を

もつ物質が含まれていることがわかっている (Anderson et al.,2001; Frei 

and Higdon.,2003; Hininger-Favier et al.,2009; Jacek et al.,2011)。

どの成分が寿命に一番影響を与えているかなどについては， Sod n1 突然変異

体成虫を用いた調査だけからは知ることができない。しかし，玉露，煎茶，

ほうじ茶を摂食させた場合の寿命調査で，それぞれの結果の間で統計的に有

意な差は認められなかったが，ほうじ茶が他の２種の茶と比べて，カテキン
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あるいはビタミン含有量が少ないこと (Jacek et al.,2011;森田ら， 2013)

と寿命延長効果が最も低かったこととは一致している。また，試験管内で抗

酸化能を測定した結果と矛盾のない，生存率の延長効果を確認することがで

きた。既知の抗酸化物質として用いたアスコルビン酸を摂食させた場合の生

存率と茶の抽出液を摂食させた場合の生存率とを比較しても，また，異なる

種類の茶の抽出液を摂食させた場合の生存率を比較しても，試験管内で抗酸

化能を測定した結果と，ルイボス茶の場合のように正確に抗酸化能を測定で

きなかったと考えられる場合を除いて一致している。Sod n1 突然変異体成虫

を用いた本研究では，天然物（茶の抽出液）に対する抗酸化能の調査におい

て，寿命延長効果が高ければ高いほど，摂食した物質の抗酸化能が高いとい

うことが示唆される。  

天然物から取られる抽出成分は，さまざまな目的で食品や医薬品に使われ

ており，現在，その効用や毒性が実際に生物個体にどのような影響を与える

かについて，ショウジョウバエを用いて調査する研究が数多く行われている。

具体的には，他の果物や野菜と比べて，強い抗酸化能をもつと言われている

ブルーベリーの抗酸化作用とそのメカニズムを調査 する研究 (Cheng et 

al.,2012)，食物添加物として広く用いられている天然着色料の毒性を調査

する研究(Handan et al.,2013)，抗がん剤などに使用されているニチニチソ

ウ (Vinca rosea ) 葉のエキスの効果を調査する研究 (Ajay et al.,2013)な

どがある。これらの研究を行う際に，使用するショウジョウバエの系統を選

定する必要があるが，本研究の結果から，天然物の抗酸化能を調査する場合

には，Sod n1 突然変異体成虫を用いることが有用であると言える。  
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図 2-1．パラコートの構造式  

表 2-1． 活性酸素の電子配置  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シ ョ ウ ジ ョ ウ バ エ 個 体 に 酸 化 ス ト レ ス を 与 え る た め に 摂 食 さ せ た パ ラ コ ー ト

（ 1,1'-ジメチル -4,4'-ジピリジニウムクロリド， C12H14Cl2N2）の構造式である。  

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2．パラコートとラジカルの生成  

下のパラコートは，非局在化したラジカルイオンを持つことを表している。  
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図 2-3．Gal4/UAS システムを用いて  

二本鎖 RNA を発現させノックダウンに至るまでの流れ  

Gal4 ドライバー系統では特異的な発現パターンを示す遺伝子のエンハンサーの制

御下で Gal4 が発現する。そのエンハンサーが特定の細胞のみで発現するものであ

れば，その細胞群でのみ Gal4 は発現誘導される。一方，UAS 系統のゲノムには Gal4

転写因子が結合する UAS 下流に，発現させたい遺伝子の cDNA 配列が挿入されてい

る。(A) Gal4 ドライバー系統と UAS 系統の交配によって ,Gal4 と UAS とをあわせも

つ F1 個体を得ることができる。(B) Gal4 は酵母の転写因子で，認識配列である UAS

とよばれる DNA 配列に結合し，その下流遺伝子の転写を促す。他生物に由来する転

写因子とそれが結合する DNA 配列を用いることにより，ショウジョウバエ細胞内転
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写調節とは独立して異所的に任意の遺伝子を強制発現できる。目的遺伝子の転写因

子に相同な二本鎖 RNAをコードする cDNAを UAS下流に置いた UAS-IR系統であれば，

RNA 干渉が起き，目的遺伝子の発現を抑制，ノックダウンすることができる。  

 

 

 

 

 

 

表 2-2．茶の品名と茶葉抽出液の調整法  

玉露 一保堂茶舗の麟鳳 
5 g に 60℃の湯 20 ml を注ぎ，抽出液をとった。それを３回行った。

１回目のみ，湯を注いでから 1.5 分間放置した。 

煎茶 一保堂茶舗の芳泉 
5 g に 90℃の湯 20 ml を注ぎ，抽出液をとった。それを３回行った。

１回目のみ，湯を注いでから１分間放置した。 

ほうじ茶 一保堂茶舗の極上ほうじ茶 
5 g に 90℃の湯 20 ml を注ぎ，抽出液をとった。それを３回行った。

１回目のみ，湯を注いでから 30 秒間放置した。 

ルイボス茶 比嘉製茶のルイボス茶 
4 g に 90℃の湯 20 ml を注ぎ，抽出液をとった。それを３回行った。

１回目は，湯を注いでから５分間，２,３回目は３分間放置した。 

ジャスミン茶 比嘉製茶のジャスミン茶 
4 g に 90℃の湯 20 ml を注ぎ，抽出液をとった。それを３回行った。

１～３回目すべて，湯を注いでから３分間放置した。 
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図 2-4．野生型ショウジョウバエ成虫雄のパラコート感受性の測定  

野生型ショウジョウバエ成虫雄 20 匹を飼育ビンに入れ， 12 時間おきに 60 日間，

生存率を調査した。 10 mM パラコート存在下での飼育では，成虫寿命は羽化後 6 日

目で生存率が 90%を下回り，その後，急激に生存率が低下した。コントロール (パ

ラコート無添加の飼料での飼育 )と比較して有意な差が認められた（有意水準を P

＝ 0.05/2＝ 0.025 として， P < 0.025）。  
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図 2-5．Sod n1 突然変異体成虫雄のパラコート感受性の測定  

12 時間おきに生存率を調査した。 (A) 濃度 0.1 mM 以上のパラコート存在下では，

コントロールと比較して，生存曲線に有意な差が認められた (有意水準を P ＝

0.05/3＝ 0.017 として，濃度 0.1 mM， 1 mM， 10 mM のすべてのパラコート存在下で

P < 0.017)。 (B) 濃度 50 μ M 以下のパラコート存在下では，コントロールと比較

して生存曲線に有意な差が認められなかった (有意水準を P ＝ 0.05/3＝ 0.017 とし

て，濃度 0.1 mM， 1 mM， 10 mM のすべてのパラコート存在下で P > 0.017)。  
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図 2-6．２種類の Sod1 ノックダウン成虫雄のパラコート感受性の測定  

12 時間おきに生存率を調査した。 (A)Sod1 ノックダウン成虫

Act5C-Gal4/UAS-Sod1RNAi IR4 ， (B)Sod1 ノックダウン成虫

Act5C-Gal4/UAS-Sod1RNAi F103 の生存曲線である。両 Sod1 ノックダウン成虫におい

て， 1 mM， 5 mM， 10 mM すべての濃度のパラコートでコントロールと比較して生存

率が下がり，有意な差が認められた (有意水準を P ＝ 0.05/3＝ 0.017 として，すべ

てで P < 0.017)。  
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図 2-7．アスコルビン酸がショウジョウバエ Sod n1 突然変異体成虫雄の  

生存率に与える影響の調査  

24 時間おきに生存率を調査した。抗酸化物質として知られている (A)濃度が 1 mM，

10 mM， (B)25 mM， 50 mM のアスコルビン酸を添加した飼料で Sod  n1 変異体を飼育

した場合（それぞれ n=144， 129， 113， 110）の調査結果の生存曲線である。コン

トロールと比較して 25 mM， 50 mM のパラコートでその成虫の生存率が下がり，統

計的に有意な差が認められた (有意水準を P ＝ 0.05/2＝ 0.025 として，P < 0.025)。  
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図 2-8．ビタミン E 誘導体 Trolox がショウジョウバエ Sod n1 突然変異体  

成虫雄の生存率に与える影響の調査  

24 時間おきに生存率を調査した。抗酸化物質として知られている Trolox（濃度 1 mM，

10 mM）を添加した飼料で Sod  n1 変異体を飼育した場合（それぞ n=122,161）の調

査結果の生存曲線である。コントロールと比較して，濃度 1 mM の場合は，その成

虫の生存率が上がり，生存曲線に有意な差が認められた (有意水準を P ＝ 0.05/2＝

0.025 として， P < 0.025)。一方，濃度 10 mM の場合は，生存曲線に有意な差は認

められなかった (P > 0.025)。  
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図 2-9．天然物に対する感受性の調査  

Sod  n1 突然変異体成虫雄 20 匹を飼育ビンに入れ，24 時間おきに生存率を調査した。

抗酸化活性があると言われている天然物である茶の熱水抽出液を添加した飼料で

Sod n1 変異体を飼育した場合の生存曲線である。 (A)抽出液無添加の飼料 (コントロ

ール )を摂食させた場合と比較して，玉露，煎茶，ほうじ茶をそれぞれ添加した飼
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料を摂食させた場合，すべて生存曲線に有意な差が認められた (有意水準を P ＝

0.05/3＝ 0.017 として， P < 0.017)。 (B)コントロールと比較して，ルイボス茶，

ジャスミン茶をそれぞれ添加した飼料を摂食させた場合についても，ともに生存曲

線に有意な差が認められた (P < 0.017)。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-10．天然物の化学的抗酸化能の測定  

玉露，煎茶，ほうじ茶，ルイボス茶，ジャスミン茶の抽出液の吸光度変化は上表の

ようになり，アスコルビン酸による検量線を用いることで，それらの抗酸化能がど

のくらいの濃度のアスコルビン酸の抗酸化能に等価かがわかる。たとえば，煎茶の

吸光度変化は約 0.30 であったので，上のグラフの矢印のように約 78 mM のアスコ

ルビン酸の抗酸化能と等価であると考えられる。  
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第３章 

ショウジョウバエにおける酸化損傷グアニン塩基の 

除去修復における DNA グリコシレース Ogg1 の役割と 

それが酸化ストレス耐性および寿命に及ぼす効果
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第３章  

第１節  緒言  

 エネルギー産生の過程で生成される活性酸素種(reactive oxygen species，

ROS)は，ゲノム DNA やミトコンドリア DNA を損傷させる(Lindahl,1993; Wang 

et al.,1998; Cooke et al.,2003)。最もよく起こる DNA の酸化損傷の 1 つ

が 8-oxo-guanine の生成である。DNA の複製時，8-oxo-guanine はアデニン

（A）と塩基対合を生成し， DNA 上のグアニン－シトシンの塩基対がチミン

－ ア デ ニ ン へ と ト ラ ン ス バ ー ジ ョ ン 型 の 塩 基 置 換 を 引 き 起 こ す

(Moriya,1993, Thomas et al.,1997)。したがって，酸化塩基の生成は DNA

の点突然変異につながり，そのような DNA 損傷の蓄積は多くの疾患や老化の

原因となりうる(Barja,2004; Maynard et al.,2009; Kryston, et al.,2011)。

これらを防ぐために，通常は塩基除去修復メカニズムによって，酸化塩基は

取り除かれる(Wallace,1998; Hazra and Mitra,2006; Nemec et al.,2010)。

最初に大腸菌（ Escherichia coli ）において， ROS によって生成される

8-oxo-guanine を 除 去 す る DNA グ リ コ シ ダ ー ゼ (MutM) が 発 見 さ れ た

(Michaels et al.,1992; Grollman and Moriya,1993; Boiteux and 

Radicella,1999)。続いて真核生物の出芽酵母（ Saccharomyces cerevisiae ）

においては，Ogg1 遺伝子によってコードされる DNA グリコシダーゼが，酸

化損傷した DNAから 8-oxo-guanine およびホルムアミドピリミジンの除去を

行うことがわかった (Nash et al.,1996; van der Kemp et al.,1996; Girard 

et al.,1997)。一方，マウスなどの哺乳動物の培養細胞でも Ogg1 のオルソ

ログが発現しており，それが突然変異の生成や発癌の防止に重要な役割を果

たすことがわかっている (Aburatani et al.,1997; Arai et al.,1997; Lu et 

al.,1997; Radicella et al.,1997; Rosenquist et al.,1997; Sakumi et 
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al.,2003; Chevillard et al.,1998)。また，ヒト培養細胞においても，Ogg1

オルソログが 8-oxo-guanine による DNA 損傷を修復する主要な酵素であるこ

とが示されている (Monden et al.,1999; Boiteux and Radicella,2000)。 

さらに，個体レベルで Ogg1 の生物学的役割を明らかにするために，同遺

伝子を欠失させたノックアウトマウス系統が作製された (Klungland et 

al.,1999; Minowa et al.,2000)。そのマウスは生存可能であるが，加齢に

つれて野生型マウスより７倍以上の 8-oxo-guanine を体内に蓄積すること

がわかった。  

ヒト OGG1 遺伝子は，上記のような生化学的結果から 8-oxo-guanine の除

去に重要な役割を果たすと考えられている。さらにそれと加えて，ヒトの癌

や代謝関連疾患の発症にも関わっていると推定されている (Audebert et 

al.,2000; Mao et al.,2007; Nakabeppu et al.,2007; Paz-Elizur et 

al.,2008; Okasaka et al.,2009; Sampath et al.,2012)。ところが， Ogg1

とそれらの疾患との関連を証明する遺伝学的解析は容易ではなく，モデル動

物を用いた解析も行われていない。  

一方，ショウジョウバエは生物学的な現象に関わる遺伝子の機能を推測す

る遺伝学的解析において，他のモデル動物に比べて優れた利点を備えている

(Pandey and Nichols,2011; Prüßing et al.,2013)。ショウジョウバエにも

出芽酵母などの Ogg1 遺伝子に相同なオルソログ（dOgg1/CG1795 ）が保存さ

れている。ショウジョウバエの細胞抽出液には，γ線照射された DNA から

8-oxo-guanine を取り除く生化学的な活性があることが報告されている

(Dherin et al.,2000)。 Ogg1/CG1795 遺伝子は， MMS（メチルメタンスルホ

ン酸）で誘導されて DNA 損傷を受けた細胞の生存率を低下させる遺伝子の候

補の１つとして，ゲノムワイドな網羅的 RNAi スクリーニングからも同定さ
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れている(Ravi et al.,2009)。しかし，その発現や機能が変化した突然変異

体については，これまでに解析がなされておらず，Ogg1 変異体やそのノッ

クダウン個体を用いた遺伝学的，発生学的な研究もなされていなかった。よ

って，ショウジョウバエ個体が，酸化ストレスを与える薬剤を摂取して，細

胞内の代謝プロセスにおいて ROS が生成され，それによる DNA の酸化損傷が

修復される際に，Ogg1/CG1795 遺伝子がどのような役割を果たすかは明らか

でなかった。  

そこで本研究において，最初， Ogg1 遺伝子座にトランスポゾンの挿入を

もつ変異体において，同遺伝子の mRNA 量が約 50%に減少していること，ま

た，その二本鎖 RNA を発現させた成虫個体でも同程度に mRNA 量が減少して

いることを確認した。これらの mRNAi 系統を使えば，同遺伝子のノックダウ

ンが可能なことを示した。このような Ogg1 低下発現個体にパラコートを添

加した飼料を摂食させたところ，その中腸上皮細胞の核内において，

8-oxo-guanine の過剰な蓄積が観察された。次に，トランスポゾン挿入変異

体では，UAS 配列が Ogg1 遺伝子の翻訳開始コドン（ ATG）の直前に同遺伝子

の転写方向と同じ向きで挿入されているため，反対に Gal4/UAS システムに

よって，野生型の約 40 倍の Ogg1 mRNA を過剰発現できることを示した。そ

のような成虫個体の中腸では，8-oxo-guanine の蓄積が顕著に減少している

のが観察された。 Ogg1 の発現量と 8-oxo-guanine 蓄積の程度との正の相関

から，ショウジョウバエの CG1795 によってコードされる Ogg1 オルソログが，

酸化グアニン塩基の除去に重要な役割を果たすことが強く示唆された。  

さらに，Ogg1 を過剰発現する成虫個体では，酸化ストレスに対する耐性

を示し，成虫寿命も有意に延長することがわかった。本研究において，遺伝

学的データから，ショウジョウバエ Ogg1 変異体は，DNA の酸化損傷修復と
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生体老化の関連，あるいは種々の疾患の発症との関連性を明らかにするため

の有望なモデルになると考えられる。  
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第３章  

第２節  材料と方法  

１．材料  

(1)使用したショウジョウバエの系統  

①Ogg1 突然変異体  

PB{WH}Ogg1 f01384 , PB{WH}Ogg1 f08013 を用いた。以後，それぞれ Ogg1 f01384 , 

Ogg1 f08013 と記す。ともに， Exelixis at Harvard Medical School より入手

した。これらの系統は，少なくとも３世代にわたって w1118 との交配を繰り

返し，遺伝学的背景をできるだけ w1118 と同じにした上で実験に使用した。  

②Ogg1 のノックダウンを誘導する UAS-IR 系統  

Ogg1 のノックダウンには， Ogg1 dsRNA を発現する UAS 系統として，

P{ UAS-Ogg1RNAiHMC03426 } と  P{ UAS-Ogg1RNAikk101291 } の２種類を用いた。

以後，それぞれ UAS-Ogg1RNAiHMC03426，UAS-Ogg1RNAikk101291 と記す。前者は， 

Bloomington Drosophila Stock Center，後者は， Vienna Drosophila RNAi 

Center より入手した。Gal4  ドライバーとしては，P{ Act5C-Gal4 }25F01 を

用いた。以後，Act5C-Gal4 と記す。Bloomington Drosophila Stock Center 

より入手した。  

Ogg1 mRNA の発現量が低下した個体は， Act5C-Gal4 雌と

UAS-Ogg1RNAiHMC03426 雄または UAS-Ogg1RNAikk101291 雄との交配によって得られ

た F1 個体（Act5C-Gal4/UAS-Ogg1RNAiHMC03426，

Act5C-Gal4/UAS-Ogg1RNAikk101291）雄を実験に用いた。コントロールとして用

いた Act5C-Gal4/+ ，UAS-Ogg1RNAiHMC03426/+ ,UAS-Ogg1RNAikk101291/+ は，少

なくとも３世代にわたって w1118 との交配を繰り返し，遺伝学的背景をでき

るだけ w1118 と同じにした上で実験に使用した。  
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③Ogg1 過剰発現を誘導する UAS および Gal4 ドライバー系統  

 Ogg1 mRNA を過剰発現する個体は， Ogg1 のトランスポゾン挿入変異体

（PB{WH}Ogg1 f01384 , PB{WH}Ogg1 f08013 ）雌と Act5C-Gal4 雄との交配によ

って得られた F1 個体  

（Ogg1f01384/Y;Act5C-Gal4/+，Ogg1f08013/Y;Act5C-Gal4/+）雄を実験に用いた。 

 

２．方法  

(1)寿命調査  

第２章 第２節２(1)寿命調査 で述べたものと同様の方法でショウジョウ

バエ成虫の寿命調査を行った。なお，調査個体は 25℃，または Gal4/UAS シ

ステムにより過剰発現あるいはノックダウンを行った個体については 28℃

で飼育した。生存率の差の検定は，第２章 第２節２(2)生存曲線に対する統

計処理の方法 で述べた方法と同様にして行った。  

 

(2)qRT-PCR 解析（quantitative reverse transcription PCR）  

ショウジョウバエ成虫個体の  Ogg1 遺伝子の mRNA 量の定量化には，

qRT-PCR 解析を行った。 Trizol reagent (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA)

を用いて成虫破砕液から RNA を抽出した。それを鋳型にして PrimeScript II 

High Fidelity RT-PCR kit (Takara, Shiga, Japan)により cDNA を合成し

た。qRT-PCR 反応 については FastStart Essential DNA Green Master (Roche, 

Mannheim, Germany) を 用 い て 行 い ， LightCycler Nano (Roche, Basel, 

Switzerland)により定量化分析を行った。  

増 幅 用 の プ ラ イ マ ー は ， FW, 5′-TGCGTATACATTTCCCACGA-3′; RV, 

5′-GCTATGAACTTGGCCCGATA-3′である。 RP49 遺伝子をノーマライズ用のス
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タンダードとして用いた (Oka et al.,2015)。 LightCycler Nano software 

version 1.0 (Roche)を用いて，相対的な mRNA 量を計算した。  

 

(3)免疫染色法  

成虫の中腸上皮細胞内に存在する 8-oxo-guanine の検出は，Park et al. 

(2012) の方法に従った。  

①羽化後の３日齢成虫雄個体に２時間，水分だけを与えて絶食させた後，10 

mM パラコートを添加したインスタントメディウムを 16 時間摂食させ，解剖

して中腸を取り出した。  

②20 μg/ml の DNase-free RNase（Nippongene）で，中腸サンプルを 37℃

で 30 分間処理し，細胞内の RNA を分解させた(Yamaguchi et al.,2006)。 

③中腸サンプルをカルノア液（ 100%エタノール：クロロホルム：氷酢酸 =６：

３：１）で固定（ 30 分間）し， 2N の HCl で浸漬した（２分間）。  

④PBST で 10 分間の洗浄を５回行い , NGS でブロッキングを行った（ 30 分間）

後， anti-8-oxo-guanine モノクローナル抗体  (Japan Institute for the 

Control of Aging, Fukuroi, Japan) と反応させた。  

⑤２次抗体として， Alexa594 (Invitrogen)標識 anti-mouse IgG と反応さ

せた。  

⑥DAPI で DNA を染色後，Vectashield (Vector Laboratories, Burlingame, 

CA, USA)を用いて，免疫染色した中腸サンプルを包埋した。  

⑦ Olympus laser scanning confocal microscope (Fv10i, Olympus)を用い

て，サンプルを観察し画像を取得した。  

 

(4)8-oxo-guanine 免疫染色の評価法  
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共焦点顕微鏡で画像を取得する際には，レーザー強度，輝度，コントラス

トをすべての画像で一定にした。中腸の後方領域（ posterior midgut）の上

皮細胞層の画像を用いて，210 × 210 μ m2 の領域から，核の数ならびに

8-oxo-guanine のシグナルを示す核の数をカウントし，全核数のうち，シグ

ナルを示す核の数の割合を求めた。  

ImageJ（http://imagej.nih.gov/ij/download.html）を用いて，以下の手

順のように核の数をカウントした。  

①共焦点顕微鏡で取得した画像を 8-bit（256 階調）のグレースケール画像

に変換した。  

②一定の閾値を設定し，閾値以下の画素値をもつ画素（染色している部位を

示す画素）を０（黒），それ以外の画素値を１（白）として，グレースケー

ル画像を黒と白の２値画像（０または１）に変換した。  

③ 一 定 の サ イ ズ 以 下 の 黒 の 領 域 を ノ イ ズ と み な し て 除 去 し ， 真 円 度

（circularity）の設定を行うことで円の形状に近い黒の領域の数をカウン

トした。  

 

(5)データの統計処理  

 mRNA の発現量や 8-oxo-guanine のシグナル数のデータに対しては，有意

水準を P =0.05 として，スチューデント t 検定を用いた。検定回数によって

は，Bonferroni 補正を行って有意水準を設定した。有意水準が P =0.05 で

ない場合は，その都度，有意水準として用いた P 値を示した。  
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第３章  

第３節  結果と考察  

１．結果  

(1)Ogg1 遺伝子座へのトランスポゾン挿入変異体と Ogg1 の dsRNA 発現では

Ogg1 mRNA 量が低下している  

  DNA の酸化損傷の修復プロセスにおいて，Ogg1 オルソログをコードするシ

ョウジョウバエの CG1795 遺伝子が, 8-oxo-guanine の除去に必要かどうか

を調査した 。この ために，まず Ogg1 の発現が低 下した 成虫におい て

8-oxo-guanine の蓄積量を調査した。  

Ogg1 遺伝子座へのトランスポゾン挿入変異体 Ogg1f01384 と Ogg1f08013 は，

piggybac トランスポゾン  PBac{w[+mC]=WH} (PBac{WH}) が，同遺伝子の 5′

非翻訳領域に挿入されている (Thibault, et al.,2004)。Ogg1f08013 における

トランスポゾンの挿入位置は ATG 開始コドンの  277 bp 上流であり，

Ogg1f01384 の挿入位置はさらにその 13 bp 上流であった。プライマーとして

Ogg1 遺伝子と PBac{WH}の配列を用いて，PBac{WH} の挿入の向きを PCR で調

査したところ，Ogg1f01384 と Ogg1f08013 における PBac{WH}の挿入の向きは，

ともにその UAS 配列が Ogg1 遺伝子の転写方向と同じ向きであった (図

3-1(A))。これら挿入変異体における Ogg1 の mRNA 量は，コントロール

（w1118 ）の 60%以下に減少していることが qRT-PCR 解析によってわかった

(図 3-1(B))。  

次に，成虫体内の全体細胞で Ogg1 の dsRNA を発現した個体では Ogg1 の

mRNA 量が有意に減少しているかどうか調査した。 dsRNA の誘導は２種類の

UAS 系統（UAS-Ogg1RNAiHMC03426 と UAS-Ogg1RNAikk101298）を用いて行った。mRNA

量は，それぞれコントロール（ Act5C-Gal4 ）の 45.3% と 70.3% に減少し
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ていた(図 3-1(C))。これらの結果から，２種類の dsRNA 発現個体では，Ogg1

が有意にノックダウンされていることがわかった。  

 

(2)Ogg1 mRNA 量が低下した成虫ではパラコート摂食後の中腸上皮細胞にお

いて 8-oxo-guanine の有意な蓄積が認められる。  

Ogg1 の mRNA 量が低下したショウジョウバエ成虫において，パラコート摂

食後，8-oxo-guanine を含む中腸上皮細胞の数が増加するかどうかを調査し

た。３日齢の成虫雄に 10 mM パラコートを添加したインスタントメディウム

を 16 時間摂食させ，中腸後方領域の上皮細胞核に含まれる 8-oxo-guanine 

を観察した。飼料に含まれる化学物質は，中腸上皮細胞を通して吸収され，

体液中に運ばれる。このため，中腸上皮細胞は，化学物質の影響を直接受け

る。青い色素を含む飼料が腹部に認められ，パラコートを含む飼料を摂食し

たことが確認できる成虫雄を選別して観察に用いた。  

中腸細胞を 8-oxo-guanine に対する抗体により免疫染色し，共焦点顕微鏡

を用いて，中腸後方領域の上皮細胞層を観察した。10 個体以上，1,200 以上

の 細 胞 を 調 査 し た 。 210 × 210 μ m2 の 領 域 か ら 核 の 数 （ 細 胞 数 ），

8-oxo-guanine の免疫染色シグナルが観察できる核の数（細胞数）をカウン

トし，視野内の全細胞数に占める割合を求めた。  

コントロール (w1118/Y )の成虫雄個体（ N=14 flies）では，中腸の 2,884

個の上皮細胞のうち 38.6%において 8-oxo-guanine の存在が確認できた。一

方，Ogg1f01384 変異体 (Ogg1f01384/Y )の成虫雄（N=11 flies）では，1,782 個

の上皮細胞のうち 60.4%， Ogg1f08013 変異体 (Ogg1f08013/Y )の成虫雄（ N=13 

flies）では，2,226 個の上皮細胞のうち 58.3%において，8-oxo-guanine の

存在が確認された。したがって， Ogg1f01384 と Ogg1f08013 の変異体では，コン
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トロールに対して，有意に 8-oxo-guanine を含む細胞の頻度が高いことがわ

かった。  

また，２種類の Ogg1 ノックダウン成虫雄の場合でも， Act5C-Gal4 / 

UAS-Ogg1RNAiHMC03426（ N=18 flies）で，3,346 個の上皮細胞のうち 65.5%，

Act5C-Gal4 / UAS-Ogg1RNAikk101291（N=13 flies）では，3,762 個の上皮細胞

のうち 70.7%において 8-oxo-guanine の存在が確認できた。３種類のコント

ロールの成虫雄個体ではいずれも 8-oxo-guanine を含む細胞の頻度が低か

った。すなわち， Act5C-Gal4 / +（N=10 flies）では，1,269 個の上皮細胞

のうち 40.3%，UAS-Ogg1RNAiHMC03426 / +（N=11 flies）では，1,934 の上皮細

胞のうち 31.2%，UAS-Ogg1RNAikk101291 / +（N=10 flies）では，1,549 の上皮

細胞のうち 38.5%しか 8-oxo-guanine が検出できなかった。したがって，２

種類のノックダウン個体は，どちらもコントロールに対して，有意に

8-oxo-guanine を含む細胞の頻度が上がっていることがわかった。  

 これらの遺伝学的なデータは， Ogg1 遺伝子の発現の低下が，酸化ストレ

ス下での中腸上皮細胞において，8-oxo-guanine の蓄積の増加につながるこ

とを示している。  

 

(3)Ogg1 の発現量が低下した成虫はパラコート感受性を示さない。  

 Ogg1 の発現量が低下し， 8-oxo-guanine の蓄積が増加していることが確

認された成虫が，細胞内でフリーラジカルを生成するパラコートに高感受性

を示すかどうか調査した。最も効率よく Ogg1 の発現量を低下させることが

できるノックダウン個体（ Act5C-Gal4 / UAS-Ogg1RNAiHMC03426 ）成虫雄に 10mM

パラコートを添加した飼料を摂食させて時間経過に伴う生存率の低下を調

査 し た 。 図 3-3 に 示 す 生 存 曲 線 の よ う に ， ２ 種 類 の コ ン ト ロ ー ル
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（ Act5C-Gal4 / +， UAS-Ogg1RNAiHMC03426 / + ）と比べて有意な差が認めら

れなかった。また，Ogg1f01384 と Ogg1f08013 のトランスポゾン挿入変異体につ

いても，コントロールに比べて， 10 mM パラコート下では成虫寿命の短縮は

認められなかった。40-50%の発現量の低下では，パラコート感受性を変化さ

せるのに十分ではなかった可能性が考えられる。  

 

(4)Gal4/UAS システムによる Ogg1 の過剰発現  

Ogg1f01384 と Ogg1f08013 変異体には，PBac{WH}が Ogg1 遺伝子の 5′側非翻訳

領域に挿入されている (Thibault, et al.,2004)。Ogg1f01384 と Ogg1f08013 に

おける PBac{WH}内の UAS 配列の挿入向きは，ともに遺伝子の転写方向と同

じであることを確認した。PBac{WH} には UAS 配列が 14 回連続して存在して

いる。したがって，Gal4 転写因子に依存して，Ogg1 の過剰発現を誘導でき

る可能性がある。実際， qRT-PCR 解析によって， Ogg1f01384 / Y; Act5C-Gal4 

/ + 成虫雄，また Ogg1f08013 / Y; Act5C-Gal4 / + 成虫雄の Ogg1 の mRNA 量

は，コントロール（ Act5C-Gal4 / + ）における mRNA 量のそれぞれ 36 倍，

39 倍であった(図 3-4)。したがって，この個体において Ogg1 遺伝子を過剰

発現できることがわかった。  

 

(5)Ogg1 を過剰発現させるとパラコート摂食後の中腸上皮細胞において

8-oxo-guanine の蓄積が有意に減少した。  

Ogg1 過剰発現のショウジョウバエ成虫において，パラコート摂食後，

8-oxo-guanine を含む中腸上皮細胞が減少するかどうか免疫染色法を用い

て調査した。コントロール（ Actin5C-Gal4/+ ）では，視野内の全上皮細胞

の 40.3%で 8-oxo-guanine が検出された（ 1,269 cells,N=10 flies）。一方，
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２種類の Ogg1 過剰発現成虫雄の場合，どちらも 8-oxo-guanine を含む細胞

の頻度が低かった。 8-oxo-guanine が検出された細胞は，全上皮細胞の

Ogg1f01384/Y;Actin5C-Gal4/+ で は 13.3% （ 1,269 cells,N=10 flies ），

Ogg1f08013/Y;Actin5C-Gal4/+ で は 13.2%に お いて し か 検 出 さ れ なか っ た

（1,633 cells,N=10 flies）（N=10 flies）。これらの結果は，中腸上皮細胞

において，親系統である Ogg1f01384/Y（60.4%），Ogg1f08013/Y（58.3%）と同様，

Actin5C-Gal4/+ と比べても 8-oxo-guanine の蓄積が有意に減少したことを

示している。  

これらの遺伝学的なデータは， Ogg1 遺伝子の過剰発現が，酸化ストレス

下で中腸の上皮細胞において，8-oxo-guanine の蓄積の抑制につながったこ

とを示している。ショウジョウバエの Ogg1 をコードする CG1795 は,酸化ス

トレスによって生成する 8-oxo-guanine を抑制するのに重要な役割を果た

していると結論付けられる。これらの結果は， Ogg1 遺伝子の発現低下の場

合のデータを合わせて考えると，大腸菌，出芽酵母，マウスで報告されてい

る結果と矛盾しない (Michaels et al.,1992; Grollman and Moriya,1993; 

Nash et al.,1996; van der Kemp et al.,1996; Girard et al.,1997; 

Klungland et al.,1999; Minowa et al.,2000)。 

 

(6)Ogg1 を過剰発現させた成虫は有意な寿命の延長とパラコート耐性を示

す。  

 ショウジョウバエの Ogg1 オルソログの過剰発現は，パラコートを含まな

い通常の飼料を摂食させた場合にも寿命の延長効果をもたらすかどうか調

査した。コントロールの 36 倍の Ogg1 発現量を示す成虫雄（Ogg1f01384 / Y; 

Act5C-Gal4 / +）は，その親系統である Ogg1f01384 / Y や Act5C-Gal4 / + と
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比較して，有意に成虫寿命の延長を示した (図 3-6(A))。また，同じくコン

トロールの 39 倍の Ogg1 発現量を示す成虫雄（Ogg1f08013 / Y; Act5C-Gal4 / 

+）についても，Ogg1f08013 / Y や Act5C-Gal4 / + と比較して，同様な寿命

延長効果が示された (図 3-6(B))。 

 次に，これらの Ogg1 の過剰発現個体がコントロールに比べてパラコート

に対する耐性を示すかどうか調査した。 10 mM パラコートを添加した飼料で

飼育を継続させた場合にも， Ogg1f01384 / Y; Act5C-Gal4 / + 成虫雄は，コ

ントロール（ Ogg1f01384 / Y や Act5C-Gal4 / + ）と比較して，有意に寿命

の延長を示した(図 3-6(C))。同様に同じ Ogg1 を過剰発現させた Ogg1f08013 / 

Y; Act5C-Gal4 / + 成虫雄についても， Ogg1f01384 / Y; Act5C-Gal4 / + ほ

ど顕著ではなかったが，パラコート存在下の成虫寿命は Act5C-Gal4 / + と

比較して，有意に延長しているという結果が得られた (図 3-6(D))。 
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２．考察  

 以上の遺伝学的結果から，ショウジョウバエの酸化ストレスによる

8-oxo-guanine の蓄積の抑制に Ogg1 オルソログが必要であることが明らか

となった。また，非常に興味深いことには Ogg1 をショウジョウバエの成虫

において過剰発現するだけで，パラコートに対する耐性を獲得するとともに，

成虫寿命も延長できることがわかった。これが異なる遺伝的バックグラウン

ドの差によるものである可能性を完全に否定することはできないが，これら

の個体が示す表現型，すなわちパラコートに対する耐性や寿命の延長が，効

率的に 8-oxo-guanine が除去された結果によるものであると推測すること

ができる。遺伝子の過剰発現が寿命延長につながるという例は，これまでに

もいく つか 報告 さ れてい る (Orr and Sohal,1994; Sun and Tower,1999; 

Parkes et al.,1998; Sun et al.,2002)。抗酸化酵素である SOD1， SOD2，

カタラーゼの過剰発現は寿命の延長を示し，ショウジョウバエの Sirtuin 2 

(Sir2) (NAD+-dependent protein deacetylase)ホモログの脂肪における過

剰発現もまた，寿命の延長につながった (Banerjee et al.,2012; Hoffmann et 

al.,2013)。Sir2 オルソログは，他の生物では寿命の決定因子の１つと考え

られているが (Kaeberlein et al.,1999; Tissenbaum and Guarente,2002)，

ショウジョウバエ Sir2 を全体細胞で過剰発現しただけでは寿命の延長に至

らなかった(Burnett et al.,2011; Nakahara,Yasukawa and Inoue,投稿準備

中)。Sir2 の寿命決定因子の役割については再考されるべきであると考える

が，fatty-acid β oxidation 関連遺伝子群の過剰発現は，酸化ストレス耐

性や飢餓ストレス耐性を向上させることによって，ある摂食制限下では寿命

の延長につながっている (Lee et al.,2012)。さらに，タンパク質の損傷を

回復する働きをもつ protein repair methyltransferase の過剰発現が寿命
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に影響するとの報告もあるが (Chavous et al.,2001)， DNA 修復酵素が同じ

ような効果をもつかどうかはいまだ知られていない。本研究がこれについて

の最初の報告である。  

 本研究では，まず， DNA グリコシレースである Ogg1 の過剰発現が，ショ

ウジョウバエ成虫の酸化ストレスに対する耐性と寿命の延長効果をもたら

すことを示した。 ATP の産生過程においてミトコンドリアで生成される ROS

は酸化的 DNA 損傷を生じさせるが (Cadenas and Davies,2000; Balaban et 

al.,2005)，その ROS には，老化とともに肥満や糖尿病のような多くの疾患

の 発 症 や 進 行 に 寄 与 す る と い う ， よ く 知 ら れ た 仮 説 が 存 在 す る

(Harman,1956; Harman;1972; Pryor,1987; Ames,1989)。酸化ストレスに対

する耐性の向上と寿命の延長は，ミトコンドリア DNA や遺伝子 DNA から

8-oxo-guanin を除去する働きを促進した結果であると推測することができ

るだろう。本研究の結果は，酸化ストレスの蓄積が生物の老化の主な要因で

あるという仮説に矛盾しないものである。Ogg1 の他にも，Ribosomal protein 

S3（dRpS3）もまた，試験管内で 8-oxo-guanine を除去する活性があるとい

う報告があり (Yacoub, et al.,1996; Cappelli et al.,2003)，酸化的 DNA

損傷の修復における Ogg1 と RpS3 との間の遺伝的な相互関係の調査は今後

の課題である。  
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図 3-1．Ogg1 のトランスポゾン挿入変異体と Ogg1 dsRNA 発現個体における  

Ogg1 mRNA 量の低下  

(A) Ogg1 遺伝子へのトランスポゾン挿入変異体 Ogg1f01384 と Ogg1f08013 では，

PBac{WH} トランスポゾンが，Ogg1 遺伝子座に挿入されている。そのゲノムマップ

を (A)に示している。灰色のボックスは， Ogg1 の 5′側，または 3′側の非翻訳領

域，黒色のボックスはエキソン，白色の部分は同遺伝子周辺の遺伝子を表す。 UAS

配列をもつトランスポゾン挿入部位はともに遺伝子の 5′側非翻訳領域に組み込



- 57 - 

 

まれており，遺伝子の向きとトランスポゾン内の UAS の向きは一致している。

(B)Ogg1f01384 と Ogg1 f08013 の挿入変異体成虫雄における Ogg1 の相対的な mRNA 量を

リアルタイム qRT-PCR 解析により計算した。コントロール（ w1118 ）と比較して mRNA

量の有意な減少が認められた (有意水準を P ＝ 0.05/2＝ 0.025 として，P ＜ 0.025)。

(C) UAS-Ogg1RNAiHMC03426 と  UAS-Ogg1RNAi kk101298 を用いて Act5C-Gal4 により UAS

系統として dsRNA を発現させた２種類の成虫雄の Ogg1 の相対的な mRNA 量をリア

ルタイム qRT-PCR 解析により計算した。コントロール（ Act5C-Gal4 ）と比較して

mRNA 量の有意な減少が認められた (有意水準を P ＝ 0.05/2＝ 0.025 として， P ＜

0.025)。  
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図 3-2．Ogg1 mRNA 量が低下した成虫のパラコート摂食後における  

中腸上皮細胞内に見られる 8-oxo-guanine の蓄積  
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(A)-(D) Ogg1 のトランスポゾン挿入変異体 ,ならびに Ogg1 ノックダウン個体にお

いて，パラコート摂食後，8-oxo-guanine を含む中腸上皮細胞が増加するかどうか

を調査した。３日齢の成虫雄に 10 mM パラコートを添加した飼料を 16 時間，摂食

させ，中腸後方領域の 8-oxo-guanine の存在を免疫染色により観察した共焦点顕微

鏡画像である。bar は 10 μ m である。(A，A’ )w1118 コントロールの中腸上皮細胞。

(A)は DAPI，(A’ )は anti-8-oxo-guanine 抗体で免疫染色した画像である。(B，B’ ) 

Ogg1 f01384/Y の中腸上皮細胞。(B)は DAPI，(B’ )は anti-8-oxo-guanine 抗体で免疫

染色した画像である。 (C， C’ ) UAS-Ogg1RNAiHMC03426/ + コントロールの中腸上皮

細胞。 (C)は DAPI， (C’ )は anti-8-oxo-guanine 抗体で免疫染色した画像である。

(D， D’ )Ogg1 ノックダウン個体（ Act5C-Gal4 / UAS-Ogg1RNAi HMC03426 ）の中腸上皮

細胞。(D)は DAPI，(D’ )は anti-8-oxo-guanine 抗体で染色した画像である。(E,F)

中 腸 上 皮 細 胞 の う ち ， 免 疫 染 色 さ れ た 細 胞 の 割 合 を 示 す 。 (E)コ ン ト ロ ー ル

（ Act5C-Gal4 ）と比較して，Ogg1 変異体では 8-oxo-guanine を含む細胞が有意に

増加している (有意水準を P ＝ 0.05/2＝ 0.025 として，P ＜ 0.01)。(F)Ogg1 ノック

ダウン個体とそれぞれのコントロールにおける免疫染色された細胞の割合を示し

ている。コントロール（ Act5C-Gal4 ）と比較して，各 Ogg1 ノックダウン個体で有

意な増加が認められた (有意水準を P ＝ 0.05/2＝ 0.025 として， P ＜ 0.01)。  
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図 3-3．Ogg1 ノックダウン個体成虫のパラコート感受性アッセイ  

10mM パラコートを含む飼料で飼育した Ogg1 ノックダウン成虫雄（３日齢）

（ Act5C-Gal4 / UAS-Ogg1RNAi HMC03426 ）とコントロール（ UAS-Ogg1RNAi HMC03426/ + ，

Act5C-Gal4 / + ）の生存曲線を示している。コントロールと比較して，生存率に

有意な差が認められなかった (有意水準を P ＝ 0.05/2＝ 0.025 として，すべてで P 

＞ 0.025)。  

 

control
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図 3-4．Gal4/UAS システムを用いた Ogg1 遺伝子の過剰発現  

Ogg1 f01384 / Y; Act5C-Gal4 / + と Ogg1 f08013 / Y; Act5C-Gal4 / + 成虫雄の Ogg1 mRNA

量を定量化するため qRT-PCR 解析を行った。 Act5C-Gal4 のみを持つコントロール

と比 較し て， それ ぞ れ 36 倍， 39 倍の mRNA 量が 確認 され た 。 コン トロ ール

（ Act5C-Gal4 ）と比較して mRNA 量の有意な増加が認められた (有意水準を P ＝

0.05/2＝ 0.025 として， P ＜ 0.025)。  
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図 3-5．Ogg1 過剰発現成虫における  

パラコート摂食後の中腸上皮細胞に含まれる 8-oxo-guanine の蓄積  

(A)-(C) Ogg1 過 剰 発 現 させ た シ ョウ ジ ョ ウ バエ 成 虫 の中 腸 上 皮 細胞 に お け る

8-oxo-guanine の免疫染色。３日齢の成虫雄に 10 mM パラコートを添加した飼料を

16 時間，摂食させ，中腸後方領域の 8-oxo-guanine の存在を免疫染色により観察
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した共焦点顕微鏡画像である。 bar は 10 μ m である。 (A， A’ ) コントロール

（ Actin5C-Gal4/+ ）の中腸上皮細胞。 (A)は DAPI， (A’ )は anti-8-oxo-guanine

抗体で免疫染色した画像である。 (B， B’ ) Ogg1 f01384/Y;Actin5C-Gal4/+ の中腸上

皮細胞。(B)は DAPI，(B’ )は anti-8-oxo-guanine 抗体で免疫染色した画像である。

(C， C’ ) Ogg1 f08013/Y;Actin5C-Gal4/+ の 中 腸 上 皮 細 胞 。 (C)は DAPI， (C’ )は

anti-8-oxo-guanine 抗体で免疫染色した画像である。(D)中腸上皮細胞のうち，免

疫染色された細胞の割合を示す。コントロールと比較して，どちらの Ogg1 過剰発

現成虫でも，それぞれ 8-oxo-guanine を含む細胞が有意に減少している (有意水準

を P ＝ 0.05/2＝ 0.025 として， P ＜ 0.01)。  
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図 3-6．Ogg1 過剰発現成虫のパラコート感受性アッセイ  
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 (A，B)パラコートを含まない飼料で飼育した Ogg1 過剰発現成虫雄（ Ogg1 f01384 / Y; 

Act5C-Gal4 / + (A)， Ogg1f08013 / Y; Act5C-Gal4 / + (B)）の生存曲線。どちらの

過剰発現個体も，コントロール（ Ogg1 f01384 / Y または  Ogg1 f08013 / Y , Act5C-Gal4 

/ + ）と比較して生存率に有意な差が認められた (有意水準を P ＝ 0.05/2＝ 0.025

として，すべてで P ＜ 0.01)。 (C，D) 10 mM パラコートを含む飼料で飼育した Ogg1 

過剰発現成虫雄（ Ogg1 f01384 / Y; Act5C-Gal4 / + ， Ogg1 f08013 / Y; Act5C-Gal4 / + ）

の生存曲線。 (C)コントロール（ Ogg1 f01384 / Y , Act5C-Gal4 / + ）と比較して生

存率に有意な差が認められた (有意水準を P ＝ 0.05/2＝ 0.025 として，すべてで P 

＜ 0.01)。 (D)Act5C-Gal4 / + （コントロール）と比較した場合，生存率に有意な

差が認められた (有意水準を P ＝ 0.05/2＝ 0.025 として，すべてで P ＜ 0.01)。

Ogg1 f08013 / Y （コントロール）と比較した場合は，統計的には有意な差が得られ

なかった（ P ＞ 0.025)。  
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第４章 

ショウジョウバエの遺伝学を利用して「メンデルの遺伝法則

および独立・連鎖・組換えの体系的な理解」をめざした 

新しい生物教育教材の開発 
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第４章  

第１節  緒言  

現行の高等学校学習指導要領（2009）では，遺伝分野の扱いがそれまでの

メンデルの遺伝の法則（以下，メンデル遺伝）を中心とした学習内容から，

遺伝子とその働きを中心とした学習内容となった。このことに対して，池内

（2010）は「メンデル遺伝が高等学校からではなく中学校から扱われるよう

になったものの，遺伝のしくみについての学習が高校の生物教育で希薄にな

った感が否めない」と述べている。  

池内は，遺伝を学ぶ意義を「遺伝のしくみや規則性の学習を通して，さま

ざまな段階での多様性を学ぶことである」と述べている。さまざまな段階で

の多様性とは，生物種間の多様性，同一種内の集団間での多様性，集団内で

の個体間の多様性などである。また，向井（2012）は「遺伝を学ぶ際には，

遺伝現象だけでない，生命の尊厳や生命倫理，人権の問題も含めた幅広い遺

伝の概念を習得することが重要だ」と述べている。そのためにも，メンデル

遺伝について体系的に理解することが必要であると考える。  

「メンデル遺伝を体系的に理解する」とは，減数分裂，受精，染色体等に

ついて学ぶ，高校「生物」の生殖に関する項目で，遺伝子の「独立」「連鎖」

「組換え」という事象とメンデル遺伝の「優性の法則」のみならず「分離の

法則」と「独立の法則」とを関連付けて考えることができることだと考える。

しかし，中学校で扱うメンデル遺伝は一遺伝子雑種までであり，高校「生物」

におけるメンデル遺伝の扱いは教科書によってばらつきがある。４種類の

「生物」教科書を見ると，二遺伝子雑種について，組換え価の計算を説明す

る図においてのみふれているもの（第一学習社）から，「思考学習」や「観

察実験」として簡単に二遺伝子雑種にふれているもの（数研出版，東京書籍），



- 68 - 

 

さらには一遺伝子雑種の内容から数ページにわたって記述しているもの（啓

林館）までさまざまである。いずれにしても，高等学校学習指導要領（ 2009）

では，遺伝分野の扱いに関してメンデル遺伝を中心とはしておらず，メンデ

ル遺伝について十分に授業時間を確保することは難しい。よって「独立」「連

鎖」「組換え」と関連付けたメンデル遺伝の体系的な理解へとつなげるため

には授業や教材に工夫が必要となる。  

そこで，ショウジョウバエの遺伝学で用いられている実験手法と遺伝子型

の表記法を取り上げながら，生殖に関する項目の学習後，３時間の授業で，

メンデル遺伝と独立・連鎖・組換えとを関連付けて体系的に理解させること

を目的とする教材開発を行った。また，実際に行った授業実践についてもこ

こで述べる。  
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第４章  

第２節  材料と方法  

１．授業で取り上げる生物について  

ショウジョウバエは， 1910 年にモーガンによって実験材料として採用さ

れてから今日に至るまで，遺伝学，発生生物学，細胞生物学，分子生物学な

ど さ ま ざ ま な 分 野 で 用 い ら れ て い る (Ashburner,1989; Bate and 

Arias,1993; Sullivan et al.,2000; Ashburner et al.,2005)。その研究の

歴史の中で，ショウジョウバエには多くの変異が発見されており，それら変

異をもつ系統が維持されている。そして，識別可能な変異をマーカーとして

用いることで，変異体の遺伝子型を推定するという手法が確立している。ま

た，そのために必要な逆位染色体（染色体上の遺伝子の配列が，正常染色体

と比較して逆転している染色体変異をもつ染色体のこと）を利用して，組換

えを抑制する手法も確立している。  

教材で取り上げる生物としてショウジョウバエを選んだ理由は，ショウジ

ョウバエを用いた遺伝学において，実際に用いられている研究手法を授業で

取り上げ，また，この分野で用いられている遺伝子型の表記法を理解させる

ことで，生徒に「メンデル遺伝」と「独立・連鎖・組換え」を関連付けて遺

伝のしくみを考えさせることができると考えたからである。  

 

２．材料について  

ショウジョウバエ系統である Sod n1/TM3（Bloomington Drosophila Stock 

Center より入手）を用いた。この系統は機能欠損型変異で，ホモ個体では

細胞質に多く局在する Cu/Zn-SOD 活性がほとんど検出できず，ヘテロ個体で

もその酵素活性が下がっている(Phillips et al.,1995)。SOD（スーパーオ
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キシドディスムターゼ）は，活性酸素除去酵素である。 TM3（ TM は Third 

Multiple の略）は， Ser1（Serrate：翅の先端が欠ける）や Sb1（Stubble：

背の毛が太くて短い）の優性突然変異をもっている第３染色体に複数の逆位

をもつ逆位染色体である。優性突然変異とは，表現型が優性となる突然変異

のことである（生物学辞典（ 2010），東京化学同人）。  

野 生 型 コ ン ト ロ ー ル と し て は ， よ く 用 い ら れ る Canton S を 用 い た

(http://flybase.org/reports/FBst0000001.html)。 

 

３．教材について  

(1)１時間目  

まず，表 4-1 の課題１に示すような一遺伝子雑種の事例を考えることで，

中学校で学んだ遺伝の法則の復習を行う。 

 減数分裂における染色体の挙動と関連付けながら，図 4-1(A)のように「減

数分裂後，配偶子は相同染色体のうちどちらか一方の染色体のみをもつ」と

いうことを確認しながら，遺伝子型が Rr の個体ができる過程を考えさせる。

「遺伝子型が Rr の場合，優性の形質が表現型として現れる（優性の法則）」

ということも確認する。そして，遺伝子型が Rr である一遺伝子雑種どうし

の交配を考える際は，配偶子が遺伝子 R をもつ染色体をもつ場合と，遺伝

子 r をもつ染色体をもつ場合の２通りが考えられるため，図 4-1(B)の下表

のように「遺伝子の組み合わせを考えることで，雑種第二代（ F2）がもつ遺

伝子型とその割合を考えることができる」ということを確認する。また「F2

で劣性の形質が表現型として現れる（分離の法則）」ことも確認する。  

次に，表 4-1 の課題２のような .二遺伝子雑種の事例を取り上げる。  

 この課題２を扱う際，遺伝子 R（r ）と遺伝子 Y（y ）が独立であるか連



- 71 - 

 

鎖しているかということについてはふれず，独立であることを前提に図

4-2(A)(B)を示しながら，一遺伝子雑種の考え方と同様，減数分裂における

染色体の挙動と関連付けながら「減数分裂後，配偶子は相同染色体のうちど

ちらか一方の染色体のみをもつ」ことを確認する。さらに，次回の授業で扱

うショウジョウバエについて，表 4-2 の解説１のような説明を行う。  

 

(2)２時間目  

まず，教科書や図録に載っているショウジョウバエの連鎖地図について紹

介し，ショウジョウバエのもつ遺伝子型の表記法を説明する。たとえば，以

下のような遺伝子型を例として取り上げる。  

例）w / + ; b + / + c ; H / + 

説明する内容は次の４点である。  

①「 ; 」は，染色体を区切る記号である。ただし，第１染色体から第４染

色体のすべてを表記するとは限らず，例の場合，第４染色体には突然変異が

のっていないことを示している。「w / + 」が何番目の染色体を示している

かについては，w が何番目の染色体に存在する遺伝子かを調べることで知る

ことができる。  

②「 / 」は，対立遺伝子を区切る記号である。同じ染色体に存在する複数

の遺伝子に注目する場合は並べて表記する。例の場合，第２染色体では b と

c という２つの遺伝子について注目している。  

③遺伝子名が大文字で始まる遺伝子は優性突然変異であり，相同染色体のど

ちらか一方がその変異をもてば，その表現型が現れる。また，遺伝子名が小

文字で始まる遺伝子は，劣性突然変異であり，相同染色体の両方がその変異

をもてば，その表現型が現れる。遺伝子はその突然変異体の名前にもとづい
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て命名されるので，通常，変異体の表現型が遺伝子名となっていることが多

い。  

④「+」は，対応する遺伝子の野生型を示している。例の b + / + c は，第

２染色体の一方が b という変異遺伝子と c の野生型対立遺伝子をもってお

り，もう一方が b の野生型対立遺伝子と c という変異遺伝子をもっている

ことを示している。  

 次に，表現型が成虫の外部形態に現れる変異に関して，表１の課題３につ

いて考えさせる。最初，個人で考えさせ，ほぼ全ての生徒に考えが浮かんだ

状況になるのを確認する。その後，３，４人グループに分かれ，グループ内

で自分の考えを発表させ，交流・話し合いをさせる。  

この課題３で取り上げた優性変異である Cy1 は，実際 Cy1 / Cy1 が致死と

なるが，専門家でなくても区別がしやすい優性変異として，仮に Cy1 / Cy1

が成虫まで生存可能で Cy1 / + と同じ翅表現型を示すと仮定して用いた（以

下，Cy1 を Cy と記す）。その仮定のもとで，この課題３の意図は，図 4-3(A)

に示すように，翅の先がそりあがっている Cy / Cy や Cy / + と，翅が正常

である+ / + とは成虫の外部形態を見れば見分けがつく。しかし，Cy / Cy と

Cy / + とは，ともに翅の先がそりあがっているため理論的には区別ができ

ない。見分けるための方法を考えよ，ということである。  

話し合いの結果，以下の２種類の考えに達するグループが現れると考えら

れる。  

①Cy をもたない相同染色体上に成虫の形態が異常となる可視表現型を示す

優性の突然変異（A という遺伝子とする）をもたせれば， Cy / Cy か Cy / + 

かを A の表現型で見分けることができる（図 4-3(B)）。  

②Cy をもつ染色体上に成虫の形態が異常となる可視表現型を示す劣性の突
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然変異（b という遺伝子とする）をもたせれば，Cy / Cy か Cy / + かを b の

表現型で見分けることができる。  

どちらか一方の考えしか出てこない場合でも①②両方を紹介し，どちらが

より適切であるかを短時間考えさせる。①②はどちらも理論的には正しい考

え方である。しかしながら，遺伝学では，野生型と変異体の表現型を比較す

ることで，変異遺伝子の機能を調べる。よって，いま注目している突然変異

である Cy をもつ染色体上に，さらに変異をもたせることは適切でなく，Cy 

をもたない相同染色体上に A をもたせるほうが，研究上，ふさわしいこと

が多いという説明を行う。その際，遺伝子型を見分けるために用いられる突

然変異を「マーカー」と呼ぶことも紹介する。  

 

(3)３時間目  

前時の話し合いをもとに，表現型が外部形態で確認できない変異に関して，

表 4-1 の課題４について考えさせる。この場合も，最初，個人で考えさせ，

次に３，４人のグループ内で自分の考えを発表させ，交流・話し合いをさせ

る。この課題４の意図は， Sod n1（以下， Sod n1 を Sod と記す）は，タンパ

ク質のコードに関わる遺伝子であり，Sod 自体は成虫の形態が異常となる可

視表現型を示さない。よって，このままでは Sod / Sod ，Sod / + ，+ / + 

をどれも見分けることができない。見分けるための方法を考えよ，というこ

とである。  

前時の授業内容をよく理解できている生徒は，図 4-4 のように，Sod をも

たない染色体上に成虫の形態が異常となる可視表現型を示す優性の遺伝子

（A という遺伝子とする）をもたせ，かつ，成虫の形態が異常となる可視表

現型を示す劣性の遺伝子（b という遺伝子とする）をもたせれば，Sod / Sod  ， 
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Sod / + ，+ / + を見分けることができる，という考えに達すると考えられ

る。  

話し合いの後，もし b が致死遺伝子ならば， Sod をもたない個体は生存

せず，Sod をもつ個体のみとなり，Sod 遺伝子を維持する上で都合がよいと

いうことも補足として説明し，実際の研究を想定させる。  

次に実際に，野生型のショウジョウバエと Sod 遺伝子をもつ Sod / TM3

のショウジョウバエとを比較して観察させて，TM3 がもつ Ser1 や Sb1（以下，

それぞれ Ser，Sb と記す）の表現型から成虫の形態が異常となる可視表現型

を示す変異とはどのようなものかを体感させる。Ser は翅の先端が欠ける表

現型（図 4-5(A)(B)）を，Sb は背の毛が太く短くなる表現型（図 4-5(C)(D)）

を示す優性突然変異である。また，Sod については，表２の解説２のような

簡単な説明を行う。  

前時と本時では，遺伝子型をマーカーによって見分けるという方法につい

て扱うが，この方法だけではうまくいかない場合，つまりマーカーでは遺伝

子型を特定できなくなる場合がないだろうか，という発問を行う。生徒たち

が，組換えが起こると遺伝子型の特定ができなくなるということに気づいた

ところで，実際に用いられている逆位染色体を利用した組換えを抑制する手

法（図 4-6）について，表 4-2 の解説３のような説明を行う。 

 

４．授業実践について  

前項の教材を用いて授業を実践した。ショウジョウバエ遺伝学で実際に用

いられている研究手法を授業で扱うことで，生徒に「メンデル遺伝」と「独

立・連鎖・組換え」を関連付けて遺伝について考えさせることができるか，

調査問題による検証も行った。  
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理系分野の４年制大学へ進学を希望する公立高校２年生理系の生徒に対

して，２つの講座（９名講座と 35 名講座）で本授業を行った。９名の講座

は普通科，35 名の講座は専門学科である自然探究科の講座であり，学科内

の選択者数の違いで講座の人数に差がある。ともに普段は，他の教員が担当

している講座であり，本授業を特別授業として行った。通常の授業で「減数

分裂」や「独立・連鎖・組換え」を学習した時期から離れずに本授業を行っ

た。使用している教材は，教科書「生物」（数研出版），「フォトサイエンス

生物図録」（数研出版）である。  

３時間の授業後，表 4-3 に示す３つの調査問題を生徒に課し，メンデル遺

伝に対する理解度を調査した。その内容と目的を以下に記す。なお，今回の

調査では，メンデル遺伝に関しての考え方を授業で理解することができたか

どうかを調査することを目的とし，問題への回答の際には，授業内容を記録

したプリントを参照してよいこととした。 

 問題１では「連鎖している遺伝子は，組換えが起きなければ，減数分裂の

際，同じ配偶子に分配されることを理解できているかどうか」を確認するた

めに，注目する遺伝子とマーカー（遺伝子型を見分けるために用いられる遺

伝子）との連鎖を利用することで，遺伝子型を成虫の形態異常で見分けるこ

とができることを説明できるかどうかを問うた。  

問題２では，中学校で学んだ遺伝子型の表記法と遺伝学で用いられている

表記法の違いを考えさせることで「２つ以上の遺伝子に注目する際には，そ

れら遺伝子が独立であるか連鎖しているかを意識する必要があるというこ

とに生徒が自ら気づくことができるかどうか」を確認しようと考えた。教材

の１時間目で，２つの遺伝子について注目する際，それらが独立であるか，

連鎖しているかを確認しなければならないということを，この時点では注意
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を払わせていない。遺伝学の表記法を用いることで，どれだけ意識できるよ

うになるかを調査したかった。  

問題３では，遺伝学研究において用いられている遺伝子の組換えの抑制の

手法について説明できるかどうかを問うた。減数分裂の際に，遺伝子が配偶

子に分配されることによってだけでなく，遺伝子の組換えが起きることによ

っても多様性が生じるが，この研究手法が理解できていれば，遺伝子の組換

えという事象の理解が，今後より深まるのではないかと考えた。  
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第４章  

第３節  結果と考察  

 本研究において開発した教材を用いた授業実践について報告する。  

 この教材は，３時間という限られた時間でも実施できる分量であった。ま

た，課題３，４にとりくませる際に，まず生徒個人に考えさせ，それからグ

ループで考えさせる方法は，最初から理解の遅い生徒が理解の早い生徒にひ

っぱられるのではなく，全員に考えさせる機会を与えることができるという

点でよかった。また，この課題自体に，解決方法として，いくつかの考えが

出るものであったため，グループで話し合うことで各自の考えを検討させる

ことができた。  

課題３に生徒たちがとりくむ際，交配によって次世代の表現型を確認する，

という考えに至り，グループでの話し合いもそちらに進むことがあった。次

世代の表現型を確認するという考えも１つの正しい考え方であるが，研究で

用いるためにはすぐに見分ける必要がある場合もあり，その場合にどういう

工夫が考えられるか，と条件を狭めて話し合わせ，実際に研究を行う場合を

想定させた。課題４の際には，なかなか解決方法が浮かばない生徒も出てき

た。２つのマーカーを使うことに気づいた生徒を中心に，グループでの交

流・話し合いは進み，生徒間で考えが浮かばない生徒に対するフォローがで

きた。教材の課題は，実際に研究を行う場合を想定させられるような課題解

決型の内容としたため，生徒は興味関心をもってとりくんでいた。  

課題３では，実際の研究でよく使用されることから Cy を用いた。しかし

ながら，通常，ショウジョウバエの Cy などの優性突然変異は，同じ染色体

に多くの致死遺伝子があり， Cy / Cy か Cy / + を区別するための工夫は必

要 で は な く ， も と か ら Cy / Cy が 発 生 途 中 で 全 て が 致 死 と な る
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(kidwell.,1972)。今回の授業では，実際の表現型と異なる点はあるものの，

Cy / Cy か Cy / + かを区別する方法について考えさせた。授業後，Cy のよ

うな優性突然変異を用いず，劣性突然変異を用いて，かつ連鎖地図にも記載

されている変異を用いることもできたと感じた。  

 授業後に行った調査の結果について以下に記す。表 4-4～4-6 で示した調

査結果は，３時間の授業すべてに出席した 41 名の生徒のみを母集団として

いる。  

問題１では，まず①のマーカーの利用に関して，生徒の記述を「理解でき

ている」「理解できているが記述が不十分である」「理解できていない」の３

つに分類した。成虫の外部形態に現れる表現型を示す優性の遺伝子と劣性の

遺伝子を利用することが説明できていれば「理解できている」とした。それ

ら遺伝子を Sod をもつ染色体にもたせるとしたものや劣性の遺伝子を致死

遺伝子として②の説明と兼ねて説明したものも「理解できている」とした。

また，遺伝子型の表記法に間違いがあるものなどは，説明ができていると考

えられるものでも「理解できているが記述が不十分である」とした。  

 次に②の変異遺伝子の維持に関しても，生徒の記述を「理解できている」

「理解できているが記述が不十分である」「理解できていない」の３つに分

類した。劣性の遺伝子を致死遺伝子とすることが説明できていれば「理解で

きている」とした。致死遺伝子にはふれず， Sod / Sod ではなく Sod / + で

維持することのみを記述したものや致死遺伝子を利用することのみを記述

したものは「理解できているが記述が不十分である」とした。 

結果を表 4-4 に示す。①のマーカーの利用に関して，「理解できている」

と「理解できているが記述が不十分である」とを合わせた生徒は 59%であっ

た。また，②の変異遺伝子の維持に関して，「理解できている」と「理解で
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きているが記述が不十分である」とを合わせた生徒は  68%であった。  

「理解できている」と「理解できているが記述が不十分である」とを合わ

せた生徒の割合は，①よりも②のほうが高かった。これは Sod のほかに，

さらに２つの遺伝子を扱う①よりも，あと１つの遺伝子を考えるだけで説明

することができる②のほうが理解しやすい，もしくは記述による説明がしや

すかったのだろうと考えられる。  

問題２では，２つ以上の遺伝子に注目する際には，それら遺伝子が独立で

あるか，連鎖しているかを確認する必要があると意識できていれば「遺伝学

の表記法を用いることで，２つの遺伝子の独立・連鎖を正確に表現すること

ができる」と答えられるのではないかと想定していた。  

しかしながら，野生型を「 +」と表すことに着目し，この表記法では変異

に関して，優性の変異なのか劣性の変異なのかが区別できる，と答えた生徒

も多かった。確かに，それもこの表記法で理解がしやすくなる点であると考

えられる。よって，生徒の記述を，「 (ア)独立・連鎖」に関して記述ができ

たかどうか，また「(イ)変異の優性・劣性」に関して記述ができたかどうか

の２つに分け，それぞれ「考えられた」「考えられなかった」の２つに分類

した。  

結果を表 4-5 に示す。(ア)の独立・連鎖に関して「考えられた」生徒は

20%，また，(イ)変異の優性・劣性に関して「考えられた」生徒は 39%であ

った。40%近くの生徒が「変異が優性か劣性か」ということに関して記述し

たことから，遺伝学の表記法は，このことに関して意識させる効果があるこ

ともわかった。一言で優性の遺伝子と表現される遺伝子でも，優性の変異が

生じた場合の変異遺伝子のことを指す場合もあれば，劣性の変異が生じた場

合の野生型遺伝子を指す場合もあるということを気づかせることができた。
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しかし，そのことを書いて十分だと判断した生徒がいたのか，「２つの遺伝

子の独立・連鎖がわかる」と書いた生徒の割合は少なかった。 

問題３では，逆位染色体に関して，生徒の記述を「理解できている」「理

解できていない」の２つに分類した。逆位染色体を利用した説明ができてい

れば「理解できている」とした。結果を表 4-6 に示す。「理解できている」

生徒は 66%であり，初めて聞く，しかも実際の研究手法であるということで

興味をひくことができたのか，比較的高い割合で説明できていた。  

このように，実際にショウジョウバエの遺伝学の分野で用いられている実

験手法を取り上げながら，課題を提示して解決方法を考えていく方法で授業

を進め，またショウジョウバエを観察させながら進めたことにより，授業で

の生徒の様子から，授業への積極的な参加と遺伝学に対する興味関心を促進

することができたと思われる。授業中や授業後， Sod / Sod で系統を維持す

れば致死遺伝子を用いなくても，Sod 遺伝子を維持できるのではないかと質

問してきた生徒，マーカーをいかにして染色体にもたせるのかと質問してき

た生徒もいた。  

大学等で行われている「ヒトの病気に関連する遺伝子の発現量をショウジ

ョウバエで増減させ，その病気の治療法の開発に役立てる研究」 ,「天然物

質の抽出成分の効用や毒性を，その物質を摂食させたショウジョウバエの行

動量や生存率から調査する研究」など，研究と社会との関わり等についても

簡単ではあるが紹介したので，そのことで生徒の自然を探究する能力や態度

を育てることができたのではないかと考える。  

授業実践後の調査において，問題１の (1)では，「マーカーとの連鎖を利用

することで，遺伝子型を目視で見分けることができること」，問題２では，

「２つ以上の遺伝子に注目する際には，それら遺伝子が独立であるか連鎖し
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ているかを意識する必要があること」と記述してもらいたかった。しかし，

これらを「理解できている」または「考えられた」生徒は，それぞれ 49%，

20%と高くはなかった。この原因としては，２つ以上の遺伝子を扱うのはや

はり難しく，さらに，それを記述によって答えさせたことで，より生徒にと

っては難易度が上がったと考えられる。問題２に関しても，教材の１時間目

で，２つの遺伝子を扱う際に，独立か連鎖かを考える必要性について教授し

ていれば，もっと理解度は上がっていたかもしれない。表記法のみから気づ

かせることは難しかったようである。この問題２に関して，理解できている

と思われる生徒の記述について以下に紹介する。  

「B b C c の表記では，それら遺伝子がどの染色体に存在するのか，これ

だけではわからない。一方で，B C / b c や B  / b ; C / c のように示

すと遺伝子が連鎖しているのか，独立なのかを明らかにすることができる。」 

教材の２時間目で遺伝子型の説明をした際，この遺伝子型の表記法自体が，

遺伝子がどの染色体上にあり，複数の遺伝子が独立であるか連鎖しているか

を示していると説明したが，図 4-7 のように染色体と遺伝子の関係を視覚的

に表して説明することはしなかった。調査の結果から，そのような説明をす

る必要があると感じた。この遺伝学における表記法は，遺伝子の染色体上の

位置を考えさせるのに適していると考えるが，生徒の理解にどれほどつなが

っているか，教科書での表記法で行う授業と遺伝学における表記法で行う授

業との効果の比較などを調査する必要があると考える。  

問題３に関しては，遺伝子の組換えの抑制の手法の存在を知ることで，常

に遺伝子の独立・連鎖を意識することができると考えられ，この手法を取り

上げることは有効であると考えられるが，生徒の理解度をさらに高めるため

には，教材にさらなる工夫が必要であると考える。  
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向（2013）は，遺伝現象を取り上げて，科学的な見方や考え方を育成する

ためには「目に見えない遺伝子が次世代に伝わっていることをまず実感させ

る必要がある」と述べており，また，遺伝と変異が別個に教授されることに

対して「遺伝子によって生物の将来のすべてが決まるという偏った見方が形

成されないか危惧される」と述べている。本研究で開発した教材は，メンデ

ルが用いた研究手法を追体験する方法ではなく，遺伝子型を外部形態に現れ

る表現型で判別できるようにする手法を用いる，ショウジョウバエの遺伝学

を扱うことで遺伝子を実感させ，さらに，変異に関しても同時に学習させる

ことができるものになりうると考えられる。  
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表 4-1．教材内で使用する４つの課題  

課題１  

丸い種子をつくる遺伝子を R ，しわのある種子をつくる遺伝子を r とする。

丸い種子をつくる純系のエンドウ R R と，しわのある種子をつくる純系のエ

ンドウ r r とを交配させてできる雑種第一代 R r （F1）どうしを交配させる

と，どんな雑種第二代（ F2）ができるか。  

課題２  

丸い種子をつくる遺伝子を R ，しわのある種子をつくる遺伝子を r とする。

また，子葉が黄色である遺伝子を Y ，子葉が緑である遺伝子を y とする。丸

い種子・子葉が黄色の純系のエンドウ R R Y Y と，しわの種子・子葉が緑色

の純系のエンドウ r r y y とを交配させてできる雑種第一代 R r Y y （F1）ど

うしを交配させると，どんな雑種第二代（F2）ができるか。  

課題３  

Cy （カーリー）というショウジョウバエの変異体は，翅がそりあがってい

る。Cy は優性の遺伝子であるので，Cy / + というように，相同染色体のどち

らかに変異があると翅がそりあがる。  

 たとえば，このショウジョウバエと他のショウジョウバエを交配してできた

雑種第一代（F1）が Cy を持っているかどうかは，翅がそりあがっているかど

うかを確認すればよく，これは外部形態でショウジョウバエが持っている遺伝

子型が判別できることを意味している。では，Cy / Cy か Cy / + かを見分け

るためにはどうしたらよいか？  

課題４  

Sod という遺伝子ではどうなるか。Sod は SOD という酵素（タンパク質）

をコードする遺伝子で，Sod / Sod のショウジョウバエはほとんど SOD をつ

くることができず弱い個体となる。よって，寿命を調べれば Sod をもつかど

うか調べることができる。ところがその方法では時間もかかるし，調べて結果

が出た時点ではショウジョウバエは死んでいる。個体の遺伝子型が，Sod / Sod  

か  Sod / +  か  + / + かを外部形態で見分けることができるようにするため

にはどうすればよいか？  
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図 4-1．一遺伝子雑種における遺伝の法則と減数分裂  

一遺伝子雑種を取り上げた際に，F1 ，F2 の遺伝子型の組み合わせを理解さ

せるのに用いた図である。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-2．二遺伝子雑種における遺伝の法則と減数分裂  

二遺伝子雑種を取り上げた際に，F1 ，F2 の遺伝子型の組み合わせを理解さ

せるのに用いた図である。   
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表 4-2．教材内で行う３つの解説  

解説１  

キイロショウジョウバエを用いた研究には 100 年以上の歴史があり，自然に

発見された突然変異体，また，X 線を放射したり，遺伝子の途中に当該遺伝子と

は異なる塩基配列を挿入するなどして人工的に作製された突然変異体が数多く

ある。この突然変異体の系統は，ストックセンターで維持され研究に用いられて

いる。  

 ショウジョウバエは完全変態昆虫で，25℃の環境で，産卵から孵化までの胚

（卵）の期間は約１日であり，幼虫（１齢幼虫～３齢幼虫），蛹の期間はともに

約４日である。そして，野生型の成虫は２～３ヶ月生存することができる。染色

体数は，４対８本である。性染色体を第１染色体，常染色体を第２～第４染色体

と呼ぶ。第４染色体は非常に短い。ちなみにヒトの染色体数は，23 対 46 本で

ある。そして，ヒトの病気に関連する遺伝子の約８割はショウジョウバエにも保

存されていると言われている。  

解説２  

空気中の酸素は，生体内に取り込まれて反応性の高い「活性酸素」に変化する。

この活性酸素は，生体防御などに寄与している一方，細胞内のタンパク質，脂質

や遺伝子を酸化して，それが生体老化や種々の疾患の原因となることが明らかに

なってきた。生成した活性酸素は，多くの場合，生体の抗酸化酵素とよばれる一

連の酵素により，あるいは抗酸化物質により除去される。抗酸化酵素には，SOD

（SOD には，すべての細胞の細胞質に分布し，銅，亜鉛イオンに依存した Cu / 

Zn-SOD と，ミトコンドリアに局在し，マンガンイオンに依存した Mn-SOD が

存在する），カタラーゼ，チオレドキシン還元酵素（TrxR）などがあり，抗酸化

物質には，ビタミン C，ビタミン E，チオレドキシン，グルタチオンなどがある。 

解説３  

逆位とは，図 4-6(a)下図のように，染色体の一部または全体の並びが，正常

染色体と比較して逆転している染色体異常のことである。逆位をもつ染色体（逆

位染色体）は，減数分裂の際，正常染色体との間で，乗換えが起きると，乗換え

が生じた染色体では，遺伝子配列の欠失・重複が生じるため，それを受け継いだ

次世代の個体は生存することができなくなる。つまり，乗換えを起こした染色体

は，次世代に伝わらない。よって，結果として遺伝子の組換えが抑制されること

となる。  
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図 4-3．ショウジョウバエの遺伝子型を見分けるために１  

遺伝子型を見分けるために用いられる突然変異「マーカー」を理解させるのに用

いた図である。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-4．ショウジョウバエの遺伝子型を見分けるために２  

異常な可視表現型を示さないショウジョウバエ変異体の遺伝子型を見分けるため

に２種類のマーカーを用いる例を示した図である。  
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図 4-5．Ser と Sb の表現型  

(A)は Ser， (B)は野生型の成虫翅の画像。

(http://flybase.org/reports/FBal0015427.html より引用 ) 

(C)は Sb， (D)は野生型の背中の大剛毛の画像。

(http://flybase.org/reports/FBal0015145.html  より引用 ) 
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図 4-6．逆位染色体との間で相同組換えを起こし，  

その結果生じた異常な染色体  

(A)逆位染色体上には，正常染色体と同様のゲノム（遺伝子 a， b， c， d， e）が存

在しているが，その配列順序が異なっている。(B)(C)減数分裂の際，１個の減数分

裂前細胞（二倍体）から４個の半数体の配偶子ができ，染色体の乗換えが起きると

(C)にあるような異常な組換え体染色体ができるが，これらの染色体は遺伝子 d あ

るいは遺伝子 b を失うので，これを受け取った次世代の個体は発生できず，結果と

して組換えが抑制される。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) (c) 

正常染色体 

逆位染色体 

a b  c   d  e 

セントロメア 

a d  c   b  e 

a d  c   b  e 

a d  c   d  e 

a b  c   d  e 

a b  c   b  e 

B A C 



- 89 - 

 

表 4-3．授業後の調査で使用した３つの調査問題  

問題１  

遺伝子型が Sod / Sod  か  Sod / +  か  + / + であるショウジョウバエ

の，①個体を見分ける方法，②Sod 遺伝子を失わないようにするための工夫  

について，できる限り詳しく，また正確な表現で説明してください。組換え

は起きないものとして考えてよい。  

問題２  

A a（一遺伝子雑種）や B b C c（二遺伝子雑種）のように表す，中学校で

学習する遺伝子型の表記法と比較して， a / + ; b / + のようなショウジョウ

バエの遺伝学で用いられる表記法を用いることで理解がしやすくなる点につ

いて述べてください。  

問題３  

ショウジョウバエの遺伝学において、遺伝子の組換えを抑制するためにと

られている方法について，できる限り詳しく，また正確な表現で説明してく

ださい。  

 

 

表 4-4．問題１の結果  

 (1)マーカー  

の利用  

(2) 変異遺伝子  

の維持  

理解できて  

いる  
49 % (20 人 )  68 % (28 人 )  

記述が  

不十分である  
10 % (4 人 )  0 % (0 人 )  

理解できて  

いない  
41 % (17 人 )  32 % (13 人 )  

合計  100  %  (41 人 )  100  %  (41 人 )  

 

 

    表 4-5．問題２の結果         表 4-6．問題３の結果  

 (ア )独立・連鎖  

について  

(イ )変異の優

性・劣性について  

考えられた  20 % (8 人 )  39 % (16 人 )  

考えられ  

なかった  
80 % (33 人 )  61 % (25 人 )  

合計  100  %  (41 人 )  100  %  (41 人 )  

 

理解できて  

いる  
66 % (27 人 )  

理解できて  

いない  
34 % (14 人 )  

合計  100 % (41 人 )  
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図 4-7．逆位による組換えの抑制  

遺伝子型  w / + ; b + / + c ; H / + は，この図のような遺伝子の配置と

なっている。図の左から第１染色体（図ではともに X 染色体），第２染色体，第３

染色体，第４染色体である。「  w 」は第 1 染色体上にある劣性突然変異，「  b 」と

「  c 」は第２染色体上にある劣性突然変異，「  H 」は第２染色体上にある優性突

然変異を表す遺伝子である。「  + 」は対応する遺伝子の野生型を表している。  
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本論文では，第２章において，生体を用いた酸化ストレス産生物質なら

びに抗酸化物質の簡易的探索システムの開発について述べた。活性酸素を生

み出す化学物質ないしは抗酸化物質をショウジョウバエ成虫を用いて，簡便，

安価に検出できる実験系を開発することをめざした。ショウジョウバエの活

性酸素除去酵素 Cu/Zn-SOD をコードする遺伝子 Sod n1 の突然変異体成虫雄を

用いた実験系によるパラコートの検出限界は 100 μM であった。ショウジ

ョウバエを用いた生体検査法では，試験管内での検出法である比色法，HPLC

法（検出限界 40 μM）と比較しても遜色のない感受性が得られたと考えて

いる。本研究で開発した方法では，農薬パラコートなどの酸化ストレス物質

の混入を，高価な HPLC 法や試薬代がかさむ比色法と違って，飼料代のみの

低コストで検出することが可能である。一方，生物個体を用いた検定法とし

て，マウスの酸化ストレスモデルを用いる場合，通常その作製には野生型マ

ウスに 50 mg/kg のパラコートを経口投与する (Mustafa et al.,2002)。これ

はマウス 1 匹に 2 mg のパラコートを投与することとなる。このマウスモデ

ルと比較すると，ショウジョウバエの Sod n1 突然変異体は 50 倍以上感受性

が高いことがわかった。また，個体マウスではなくて，その培養細胞を用い

る研究も多いが，1 mM 以下のパラコートでは細胞生存力の低下がみられな

い(Lazo et al.,1995)。したがって，ショウジョウバエ Sod n1 突然変異体は，

従来の生物材料と比べて，生体を用いた酸化ストレス産生物質の検出を高感

度で検出するのに有用であると言える。ショウジョウバエを用いたアッセイ

は，飲料に含まれる酸化ストレス物質だけでなく，培養細胞ではアッセイが

難しい食品に含まれる物質の検出にも用いることができる。そこで次に，抗

酸化物質のもつ抗酸化能が Sod n1 突然変異体の Sod1 活性の低下を部分的に

補足し成虫寿命が延長することを予想し，同じ方法で抗酸化物質の検出を試
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みた。Sod n1 突然変異体成虫雄に抗酸化物質であるアスコルビン酸や Trolox

を添加した飼料を摂食させたところ寿命が延長した。検定に用いた Sod n1

突然変異体ホモ成虫の SOD 活性がほとんど認められないので，抗酸化物質を

摂食することにより，その物質がもつ抗酸化能により体内の活性酸素が除去

されたと考えられる。また，カテキン類をはじめとする多種類の抗酸化物質

が含まれている玉露，煎茶，ほうじ茶の抽出液を添加した飼料を Sod n1 突然

変異体に摂食させた場合の寿命調査でも寿命の延長効果がみられた。ほうじ

茶は３種類の茶の中で，カテキンあるいはビタミン含有量が最も少ないこと

が報告されている  (Jacek et al.,2011;森田ら，2013)。統計的に有意な差

は認められなかったが，そのほうじ茶を摂食させた場合の寿命延長効果が最

も低かった。Sod n1 突然変異体成虫を用いたアッセイ法では，寿命延長効果

が高いものほど，物質そのものの抗酸化能が高いという傾向が示唆された。

したがって，天然物に含まれる抗酸化物質の探索にも有用なアッセイ法にな

りうると考える。現在，天然物から取られる抽出成分の効用や毒性が実際に

生物個体にどのような影響を与えるかについて，ショウジョウバエを用いて

調査する研究が数多く行われている (Cheng et al.,2012; Ajay et al.,2013; 

Handan et al.,2013)。その多くの研究では検定系統として，野生型系統で

ある Oregon R や Canton S が用いられている。これに対して本研究では Sod 

n1 を用いており，これにより短期間で，より高感度に抗酸化物質の探索が可

能になった。  

第３章では，酸化ストレスにより DNA が酸化損傷を受けたときに，ショウ

ジョウバエはそれをどのような酵素を使って除去し，DNA 損傷を修復してい

るかについて，遺伝学的解析により検討した。DNA の塩基のうち，特にグア

ニ ン が 酸 化 さ れ る と 8-oxo-guanine が つ く ら れ ， 大 腸 菌 (Michaels et 
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al.,1992; Grollman and Moriya,1993; Boiteux and Radicella,1999)や酵

母 (Nash et al.,1996; van der Kemp et al.,1996; Girard et al.,1997)

で は こ れ を 除 去 す る 酵 素 と し て Ogg1 が 報 告 さ れ て い る (Dherin et 

al.,2000)。DNA の酸化損傷修復に関係する遺伝子 MutM，MutY，MutT のうち，

昆虫では MutY，MutT の存在が知られていない。 MutM/Ogg1 については，酵

素活性の存在は知られており，ゲノム解析の結果から相同遺伝子の存在は推

定されていた。しかし，同遺伝子の機能に関する遺伝学的解析はなされてお

らず，詳細は不明であった。ショウジョウバエはこれまでに長年にわたって

変異原試験に用いられてきた。さらに mus（mutagen sensitive）突然変異

体も多数分離され，それらの解析から mus209/PCNA などが同定されている。

このように DNAの酸化損傷やその DNA 修復機構を生体レベルで解析するには

ショウジョウバエは優れたアッセイ系になる。そこで，酵母 Ogg1 と相同な

タンパク質をコードするショウジョウバエ遺伝子 CG1795 が 8-oxo-guanine

の除去に重要な役割を果たしているか，ショウジョウバエ成虫を使用して検

討した。まず，Ogg1 遺伝子座にトランスポゾンが挿入した変異体，その二

本鎖 RNA を発現できる系統，また， Ogg1 遺伝子への UAS 配列挿入系統個体

を用いて，同遺伝子の発現低下，ノックダウン，大量発現が可能であること

を qRT-PCR 解析で示した。そして，これにより，これら系統に酸化ストレス

を 産 生 さ せ る パ ラ コ ー ト を 摂 食 さ せ て ， 消 化 管 上 皮 細 胞 の 核 内 の

8-oxo-guanine の 蓄 積 量 を 調 査 す る こ と で ， Ogg1 遺 伝 子 の 発 現 量 と

8-oxo-guanine の蓄積量の関係をみることが可能になった。実際に，同遺伝

子の発現量が低下した場合に 8-oxo-guanine の蓄積量が増加し，同遺伝子の

発現量が増加した場合に 8-oxo-guanine の蓄積量が減少することが明らか

になったので，Ogg1 がショウジョウバエにおいて 8-oxo-guanine の抑制に
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必須な役割を果たすということが証明できた。この結果は大腸菌，酵母など

の他生物における Ogg1 の役割と一致する。本研究の結果により，ショウジ

ョウバエの CG1795 遺伝子は 8-oxo-guanine を除去するグリコシレース 

Ogg1 の相同因子をコードしており，ショウジョウバエ DNA の酸化損傷塩基

の除去に働いていることが証明できた。ショウジョウバエで MutM/Ogg1 相同

遺伝子の存在が明らかになったので，それらをふまえて，今後は同じように

8-oxo-guanine の蓄積を抑える MutT 相同遺伝子の探索，遺伝子機能の解析

も行っていく必要がある。酸化ストレスによる DNA 損傷を修復する機構が昆

虫では大腸菌や哺乳類とも異なっている可能性があるので，進化学的な視点

から研究を進めるのも興味深い。もしショウジョウバエで MutT，MutY 相同

遺伝子が存在しているとしたら，ショウジョウバエの実験系は今後，DNA の

酸化損傷機構の解析だけでなく，酸化ストレス物質の探索検出システムとし

ても有望と考えられる。  

以上２つの研究では，化学物質の影響などを調査するために，それに対す

る生物応答に関与する遺伝子の発現量を変化させた。また，遺伝子の働きを

解明するために，その遺伝子の発現量を増減させた。これらの研究を進める

にあたって，ショウジョウバエがもつ実験材料としての研究の利点は，生物

教育においても有効なツールになるという考えに至った。例えば，劣性の突

然変異がホモかヘテロかを見分けるためのマーカーの利用，特定の遺伝子だ

けの発現を低下させるノックダウンや増強する過剰発現システム  (Brand 

and Perrimon,1993)などの理解は，遺伝や RNA 干渉という一般に学生には難

解な現象などを理解させるための教材として活用できると考えた。そこで第

４章において，学習指導要領上，遺伝のしくみについての学習が希薄になっ

た高等学校において，実際にショウジョウバエ遺伝学で使われている実験手
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法と遺伝子型の表記法を題材にした教材を用いた，遺伝の「独立」「連鎖」

「組換え」に関する授業を行った。ショウジョウバエの遺伝学の分野で用い

られている実験手法を取り上げながら，課題を提示して解決方法を考えてい

く方法で授業を進めることで，授業での生徒の様子から，授業への積極的な

参加と遺伝学に対する興味関心を促進することができた。また，遺伝子の独

立・連鎖を意識させ，遺伝と変異をつなげて考えさせることができる教材と

して有効であることがわかった。これまで行われることが多かった，メンデ

ルが用いた研究手法を追体験する方法とは違って，本研究で開発した教材は，

実際に現在，研究で用いられている手法を取り上げながら進めるため，より

生徒の興味関心を高めることができ，少ない時間であっても実施可能であっ

た。次期の学習指導要領では，現行の学習指導要領で削減された遺伝に関す

る項目を，本研究で開発された教材のように，生徒間で議論しながら進めて

いくことができるような形で充実させるべきであると考える。  

 以上の結果を総合すると，ショウジョウバエは生体を用いた酸化ストレス

産生物質や抗酸化物質の簡易的な探索に有用であり，ショウジョウバエにお

いて Ogg1 が 8-oxo-guanine の抑制に必須な役割を果たすこと，さらに，シ

ョウジョウバエがもつ実験材料としての利点が生物教育においても有効な

ツールになるということが本研究で明らかになった。  
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