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アゲハチョウ類の蛹の色彩決定機構 

 
平賀壯太 

（京都大学大学院医学研究科・放射線遺伝学） 

 
 

はじめに 

 
 2002年に熊本大学を定年退職後、京都大学の研
究室で専門の大腸菌を使った分子生物学の研究を

続けているが、自宅では長い間中断していたチョ

ウの研究を再開した。チョウの中にはその蛹色が

多型を示す種がある。この多型は食虫性の鳥類な

どに対する保護色として機能することが知られて

いる。アゲハチョウ・クロアゲハ・シロオビアゲ

ハ・ヨーロッパキアゲハ・サバクキアゲハ・トラ

フアゲハなどでは、その色彩決定に関与する種々

の環境要因についてのいくつかの報告があるが、

それらの環境要因の相互作用については明確な答

えが得られていなかった（総説：加藤、2005）。
またアオスジアゲハの蛹色多型の環境要因につい

ては論文が見当たらなかった。アゲハチョウとア

オスジアゲハにおける私の最近の研究結果

（Hiraga, 2005; Hiraga, 2006）を簡単に紹介す
る。この研究によって、アオスジアゲハはアゲハ

チョウと異なる新しいタイプの色彩決定機構を持

つことがわかった。この研究は全て非越冬の蛹（夏

型のチョウになる）における環境要因の解析結果

である。 
 
アゲハチョウの蛹色彩決定機構 

 
 アゲハチョウ（ナミアゲハ、Papilio xuthus 
Linné）（図１上段右）の非越冬の蛹には緑色・褐
色・中間色の型がある（図１下段 E、F）。蛹色の
決定に関与する環境要因を解析するため、蛹にな

る場所の色彩の影響を次のようにして調べた。実

験装置は、表面が平滑な光沢紙（５x７cm）２枚
に針金を挟んで固定したものを空ビンにさして、

それに最終脱糞後の老熟幼虫（１齢から５齢まで

カラタチの葉を食べさせて育てた）をとめて全体

をポリエチレン袋で覆った（図２A）。光沢紙には
インクジェットプリンターで色を付けた。200 ル
クスの白色蛍光灯下では、ほとんどの幼虫が白・

黒・茶・緑の台紙上で緑色の蛹になった。一方、

台紙にサンドペーパー（アルミニュウムオキサイ

ド粒子 AA-100）を使うと 200 ルクス照明下でほ
とんどが褐色の蛹になった。このことは、この照

明の条件下では台紙の色は蛹色に影響を与えず、

粗粒面からの触覚刺激が褐色色素の誘導を引き起

こすことを示している。暗箱中で同様の実験を行

うと、光沢紙上でも褐色の蛹が沢山出現する。す

なわち、200 ルクスの光は褐色蛹の出現を抑制す
る働きがある。 
 

 
 
 
図１. アゲハチョウとアオスジアゲハにおける蛹の色彩

多型 

上段左：アオスジアゲハ。上段右：アゲハチョウ。中段：

アオスジアゲハの蛹の色彩多型。A明黄緑色・B 淡緑色・C

灰緑色・D 赤褐色。Aの気門は黄緑色。B・C・D の気門は黒

色。下段：E アゲハチョウの緑色蛹・F アゲハチョウの褐

色蛹。 

 

 

 密閉プラスチック容器内で、生きたカラタチの

葉を入れた実験を行ったところ、カラタチの葉が

あると暗箱内での光沢紙上の褐色蛹の出現頻度が
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低くなる。この原因として、葉からの水蒸気・二

酸化炭素・匂いの化学物質などの効果が考えられ

るが、100%湿度でも同じ効果が観察された。５％
二酸化炭素濃度では効果が見られなかった。カラ

タチの葉の効果は、おそらく 100%湿度のためで
あろう。 
 

 
 
図２. （A）アゲハチョウのための実験装置。（B）アオス

ジアゲハのための実験装置。（C）アゲハチョウの蛹色彩決

定に関与する環境要因の作用。 

 

 

 この様な実験結果から、粗粒面からの触覚刺激

は褐色色素の誘導を引き起こし、光と 100%湿度
は褐色色素の誘導を抑制すると結論できる（図２

C）。これらの環境刺激は、幼虫が体に帯糸をかけ
る前は勿論、帯糸をかけて「前蛹」の状態になっ

てからも感覚器官から受理されて蛹色に影響する

ことが次の実験から明らかになった。200 ルクス
の明所では、光沢紙（黒色）の上で 100%の幼虫
が緑色の蛹になったが、帯糸をかけて腹脚を台紙

から離した直後に T字型のサンドペーパーの小片
を頭胸部と台紙の間に挿入すると 100%の幼虫が
褐色になった（図３）。このことは、帯糸をかけて

腹脚を台紙から離した後で受理した触覚刺激も蛹

色決定に関与することを示している。光沢紙にと

めた幼虫を初めは 200 ルクスの光に当てておき、
帯糸形成後に 0ルクス（暗箱）に切り替えると 73%
が褐色の蛹になり、暗箱に切り替えた効果が観察

された。一方、暗箱内に保持し続けたときには、

91%が褐色の蛹になるが、帯糸形成後に暗箱から
200ルクスの明所に移したときは 40%だけが褐色
になった。これらの実験結果は、帯糸形成後の光

刺激も蛹色決定に関与することを示している。 
 

 
 
図３. 帯糸形成して腹脚を台紙から離した直後に（A）、T

字型小片を台紙と幼虫の頭胸間に挿入して、蛹色決定への

影響を調べる方法（B）。 

 

 

 蛹の緑色は幼虫のときから持っている緑色色素

によるものであり、褐色色素が誘導されないとき

には緑色の蛹になるのである（総説: 加藤、 2005）。
上記の実験結果に基づき「触覚刺激蓄積仮説」を

考えた（図４参照）。サンドペーパーの台紙から受

けた強い触覚刺激が徐々に蓄積し、褐色色素誘導

のための生理的閾値を越えると褐色色素誘導へと

引き金が引かれるものと推察される。一方、光沢

紙からの触覚刺激は弱くて閾値を越えることはな

いので緑色の蛹になるものと思われる。100%湿度
の条件下ではこの閾値はより高くなり、褐色の蛹

になり難くなるものと推測される（図４A）。そし
て暗箱内では、明所に比べて閾値は低くなり、光

沢紙からの弱い触覚刺激でも閾値を越えるため褐

色の蛹が作られると説明できる（図４B）。この仮
説に従うと、上記の環境因子の切り替え実験の結

果も全てうまく説明することができる。図４C に
示したように、明所でサンドペーパーから光沢紙

に切り替えたときには、帯糸形成までにサンドペ

ーパーから受けた触覚刺激だけで既に閾値を越え

たために褐色の蛹になる。図４D では、帯糸形成
後にサンドペーパーを挿入したため、触覚刺激は
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図４. アゲハチョウの蛹色彩決定機構の仮説 

（A）明所（200 ルクス）。（B）暗箱内。（C）明所においてサンドペーパー上で帯糸形成後に、T字型光沢紙を挿入した場

合。（D）明所において光沢紙上で帯糸形成後に、T字型サンドペーパーを挿入した場合。（E）明所において光沢紙上で帯

糸形成後に、装置を暗箱内に移した場合。（F）暗箱内において光沢紙上で帯糸形成後に装置を明所に移した場合。縦の点

線は帯糸形成の時間を表す。太い黒い実線は触角刺激の蓄積量。赤い実線は褐色色素誘導のための閾値。緑色の実線は 100%

湿度の場合の褐色色素誘導のための閾値。 

 
 

増加して閾値を越えて褐色蛹になったものと考え

られる。図４E では、明所から暗箱へ移したため
閾値が減少して、触覚刺激よりも低くなり褐色の

蛹になった。図４F では、暗箱から明所に移した
ために閾値が増加して、触覚刺激よりも高くなり

緑色の蛹になったと考えられる。このように、種々

の実験結果はすべてこの仮説によって説明するこ

とができるのである。 
 感覚器から受けた刺激は神経系により脳に伝え

られて食道下神経節-前胸神経節複合体から分泌
されたホルモンの調節を介して表皮細胞で褐色色

素（メラニン色素）が産生蓄積されることが知ら

れている（総説：遠藤、2005）。光を感じる幼虫
の器官は頭部の両側にある 6 対の側単眼であり、
触覚刺激を感じる器官は口部の両脇にあるアンテ

ナである（蟻川・木下、2005）。しかし、帯糸形
成して腹脚を台紙から離した後では、アンテナは

台紙に触ることはない。このときに台紙から触角

刺激を受ける可能性のある感覚器官は、頭部前面

の機械感覚毛や胸脚の機械感覚毛である。湿度を

感知する器官は不明である。 
 上に述べたように、蛹色決定に関する種々の環
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境要因の相互作用について実験的には分かったが、

それでは実際に自然界ではどの環境要因が蛹色決

定に決定的役割を演じているのであろうか。すな

わち、自然界において蛹色が保護色として機能す

るためには、どの環境要因がキー因子となりうる

のか。この問題の解答を得るためには、アゲハチ

ョウの幼虫が自然界で蛹になる時間帯を調べるこ

とが必要である。自然光の長日日長の日周サイク

ル下で飼育した幼虫が蛹になる時間を観察した。

ほとんどの幼虫が日没後に最終脱糞をして、真夜

中に帯糸を作った。帯糸形成後 2~3時間後に腹脚
を台紙から離して、そのまま次の日の昼間を過ご 
 

 
 
図５. 自然光下でのアゲハチョウの蛹の色彩決定の仮説 

（A）光沢紙の台紙の場合。（B）サンドペーパーの台紙の

場合。上の濃淡のバーは昼と夜を表す。線の説明は図４と

同じ。 

 

して夜になってから脱皮して蛹になった。すなわ

ち、全ての個体が前蛹の状態で昼間の強い自然光

を受けるのである。前蛹を夏の太陽の直射日光

（110,000 ルクス）に当てると、体温の上昇のた
めか死ぬことが多かったので、実験は窓際の間接

光の当たる明るいところで行った。そこでは、晴

れの日の正午は 10,000~20,000ルクスであり、曇
りの日は 5,000 ルクスであった。真夜中に帯糸を
作った前蛹を窓際の間接光下に放置しておいたと

き、光沢紙（黒色）の場合は 14%が褐色の蛹にな
り、サンドペーパー（黒色）の場合は 63%が褐色
の蛹になった。すなわち、このような強い自然光

のもとでは、蛹になる場所の表面の粗滑が蛹色を

決定する最も重要なキーとなる環境要因である。

この自然光下の蛹色の決定についての仮説を図５

に示した。２日目の昼の間に強い光によって、閾

値は急激に上昇するが、サンドペーパーからの触

角刺激の蓄積を上回ることは無く、褐色の蛹にな

ることを示している。 
 自然界でアゲハチョウが蛹になる場所を考えて

みよう。最も可能性の高いところは木の葉や枝や

幹であろう。食草のミカン類の葉や小枝は緑で表

面は平滑だが、一方枯れた枝や大木の幹は褐色で

粗粒面をしている。したがって、たとえ表面の粗

滑の違いによって蛹色が決定されても、結果的に

は保護色の蛹になるはずである。大気の湿度が

100%になることは滅多に無いであろうが、雨で蛹
化中の幼虫の体が濡れているときには蛹色の決定

に体表の湿度の影響がでる場合があるかも知れな

い。 
 アゲハチョウ科の種（Papilio machaon、 P. 
polytes、P. demoleus、P. polyxenes、P. Troilus、 
Battus philenor、Eurytides marcellus）につい
て、蛹の色彩決定における台紙の色彩の効果およ

び種々の波長の光の効果についての報告が今まで

に多数あった（Hazel and West, 1979; Smith, 
1978; West and Hazel, 1985; Wiklund, 1972）。
黄色の台紙では褐色色素の誘導が抑制されて緑色

の蛹が多くなり、青色の台紙ではそのような抑制

効果はないという報告である。しかし、これらの

実験は弱い照射光の条件下で行われた可能があり、

黄色の波長が褐色色素抑制のために最も有効であ

ることを示してはいるが、自然界での強い太陽光

の下で実際に台紙の色が蛹の色彩決定に重要な働

きをしているのか疑問が残るのである。私の実験

では、200 ルクスの白色蛍光灯の光のもとでは、
光沢台紙が黄・青・赤でもアゲハチョウは緑色の

蛹を作ったのである。 
 
 

アオスジアゲハの蛹色彩決定機構 
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 本研究において、アオスジアゲハ（Graphium 
sarpedon nipponum Fruhstorfer）（図１上段左）
の蛹の色は次の４型に分類できることがわかった。

明るい色の順番に並べると明黄緑色・淡緑色・灰

緑色・赤褐色である（図１中段）。アオスジアゲハ

における赤褐色の蛹は野外では極めて珍しいとの

ことであるが、この研究によってアオスジアゲハ

の蛹の色彩決定機構が明らかになったので、蛹色

を自由に操作することが可能になった。 
 実験装置は、針金の付いた台紙を水の入ったプ

ラスチック容器に立てた（図２B）。アオスジアゲ
ハの幼虫は針金を降りて来て水面に頭が付くと、

針金上をUターンして台紙部分で蛹になる性質が
ある。アオスジアゲハの場合もアゲハチョウと同

じように「蛹化面の平滑・粗粒」で決るだろうと

予想していたので、蛹化面にサンドペーパーと光

沢紙を使う実験を最初におこなったが、アオスジ

アゲハでは蛹化面の粗滑は蛹の色彩決定に無関係

であることがわかった。それで次に、白色または

黒色の光沢紙の台紙を使う実験をおこなった。驚

いたことに、白色台紙のときは全て明黄緑色、黒

色台紙のときは赤褐色の蛹になった。次に種々の

明るさの灰色の台紙を使って実験をおこなった。

仮に白色の明るさを 100%とし、黒色を 0%と表示
としたとき、25~50%の暗い灰色の台紙では赤褐
色の蛹、65%の灰色の台紙では淡緑色と灰緑色の
蛹、75~85%の明るい灰色の台紙では淡緑色の蛹
になった（図６B）。この実験結果は、蛹の色彩が
台紙の明るさに強く依存することを示している。

この実験では、台紙は南側の窓からの光に対して

直角に置いたが、全ての個体（18匹）が窓からの
光が当る台紙面の裏側で蛹化した。8 月の或る晴
れた日の正午に照度計で測定したところ、台紙の

窓側の面への入射光は 260ルクスで、裏面への入
射光は 100ルクスであった。裏面への入射光は天
井の蛍光灯の光と白い壁からの散乱光である。 
 一方、脱糞した幼虫をとまらした装置を暗箱内

に置いたときには、台紙が白色のときも黒色のと

きも全て明黄緑色の蛹になった。したがって、種々

の明るさの台紙を使った実験結果をもとに「蛹の

色は蛹になる場所の明るさで決まり、暗いところ

では赤褐色になる」と単純に結論すると、暗箱内

では黒色台紙上でも明黄緑色の蛹になるという結

果を説明できない。これらの結果を統一的に説明

するために次のような仮説を考えた。「幼虫は背側

からの光と台紙からの光の‘照度差’を感知する」

という仮説である（図６A、C）。この仮説に従え
ば、暗箱内では黒色台紙上でも緑色型の蛹になる

のは、この‘照度差’が小さいからであると説明

することができる。 

 
図６. アオスジアゲハにおける蛹色彩決定におよぼす光

の効果 

（A）幼虫が受ける光の方向。（B）背面からの光（青丸）・
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台紙からの反射光（白丸）・台紙からの反射光と台紙から

の透過光の合計（黒丸）。横軸は黒・白・種々の明度の灰

色の台紙。縦軸は照度。（C）アオスジアゲハにおける蛹色

彩決定機構の仮説。（D）赤く紅葉した葉が散在しているク

スノキの大木（夏に撮影）。 
 
 
 8 月の晴れた日の正午に測定すると、台紙の裏
側にとまった幼虫の背側からの入射光が 100ルク
スのとき白い台紙からの反射光は 75 ルクスであ
ったが、窓側からの光が紙の台紙を少し透過して

くるので、台紙側からくる光は反射光と透過光の

和で約 100ルクスとなることがわかった（図６B）。
黒い台紙の場合は、反射光は 20 ルクスで、台紙
側からくる光は反射光と透過光の和で 25 ルクス
であった。50%灰色の台紙では赤褐色の蛹になっ
たが、このときの照度差は約 40ルクスであった。
したがって、このことから「照度差が約 40 ルク
ス以上のときには赤褐色の蛹になる」と結論でき

る。 
 この仮説を検証するために、光の照度が低いと

きの黒色台紙上の蛹色を調べる実験をおこなった。

暗室内に電気スタンドをおき、幼虫をとめた黒色

台紙の装置を光源から種々の距離に離して置いた。

興味あることには、全ての個体が台紙の光源側の

面の裏側で蛹化した。この習性は、台紙の光源側

の面に当る光が微弱（0.03~1ルクス）のときでも、
幼虫はこのような弱い光を感知して、台紙の裏側

にまわり蛹を作ることを示している。光源側の面

の裏側にとまった幼虫の背面方からくる散乱光が

1.7 ルクス以下のときには黒色台紙で緑色型の蛹
になり、4~10ルクスのときには緑色型・中間型・
褐色型の蛹になった。さらに光源に近づけて、背

面からの光と台紙からの反射光の照度差が約 40
ルクス以上になると赤褐色の蛹になった。この結

果は上記の仮説を支持するものである。 
  蛹の色彩決定に必要な時期を調べるために、

蛹化の途中で照明を切り替える実験を行った。最

終脱糞後に黒色台紙にとめて暗箱の中にいれてお

いた幼虫は全て明黄緑色の蛹になった。一方、黒

い台紙にとめた幼虫に蛍光灯の光を当てておき帯

糸の直後に暗箱に移した場合は、4 匹中 3 匹が赤
褐色の蛹になった。この結果は、蛹の色彩決定は

最終脱糞から帯糸形成までの時間帯でおこなわれ

ることが多いことを示している。実際には蛹にな

る場所を定めて静止してから帯糸までの時間帯が

色彩決定のために重要であると考えられる。アオ

スジアゲハの場合は、自然光の日周サイクル（長

日日長）で飼育した幼虫は、最終脱糞を午前 8 時
頃におこない、昼の間に帯糸をかける。このこと

は、帯糸形成前に蛹色の決定が行われるというこ

とと矛盾しない。        
 アオスジアゲハの幼虫は体のどこで背側からの

光と腹側からの光の照度差や照度比を感知するの

であろうか。光を感知する幼虫の器官は頭部にあ

る左右 6対の側単眼であると言われている。もし
側単眼で感受した光だけが蛹の色決定に関与する

のであれば、6 対の側単眼を全部黒いアクリル絵
の具で塗れば、暗箱の中で蛹になった時と同じよ

うに明黄緑色の蛹になるはずである。そのことを

検証するため、黒いアクリル絵の具で最終脱糞を

した幼虫の 6 対の側単眼を全て塗りつぶして、明
るい部屋内で黒い台紙上で蛹化させたら、6 匹の
うち 5 匹が淡緑色の蛹になり、1 匹は赤褐色にな
った。すなわち、この 5 匹では側単眼を塗りつぶ
した効果が見られた。この結果から側単眼が色彩

決定に関与していることは明らかである。この５

匹が淡緑色にはなったが、暗箱のときのように明

黄緑色にはならなかった理由は、絵の具の層を通

して弱い光が入ってきたためではないかと思われ

る。  
 赤褐色の蛹になる場合は、蛹化脱皮の 2~3時間
前に前蛹の腹部背面に赤褐色の色が幼虫の皮の下

に透けて見えてくる。このことは、その時期まで

に蛹色の決定が行われていることを示している。

蛹化脱皮の後、数時間の間に赤褐色の色は体全体

に広がりさらに濃くなる。同じ様な現象はアゲハ

チョウの褐色蛹の場合にも観察された。 
 野外では通常アオスジアゲハはクスノキの葉裏

で緑色型の蛹になる。クスノキの葉は日光の透過

性が良いため、日光の陰になっている葉の裏側で

は、葉の反射光と透過光との照度の和が背面から

の入射光（空からの散乱光）の照度と、ほぼ同じ

位になることがわかった。このことから葉裏では

緑色型の蛹になる現象を上手く説明することがで

きる。緑色のクスノキの葉裏に付いたアオスジア

ゲハの緑色の蛹は、体の細い黄色の線が葉脈とそ

っくりであり、見事な保護色になっている。野外

での空からの散乱光は 10,000ルクスもあり、この
ような強い照度の下でも 40 ルクスの照度差を感
知して蛹の色彩決定を行うと考えることは不自然

である。このような条件下では背後からの光と腹

側からの光の‘照度比’を感知して色彩決定を行

うものと推測される。すなわち、照度があまり高

くない実験条件下で赤褐色の蛹になるために必要

な条件が 「‘照度差’が 40 ルクス以上」という
ことである。背面からの光と腹側から光との‘照

度差’または‘照度比’はどのようにして感知さ

れるのであろうか。幼虫では個々の側単眼の光軸

の方向性は異なる。おそらく、側単眼からの光刺

激の情報を脳において総合的に処理することでこ
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の‘照度差’または‘照度比’を認識しているも

のと推測される。 
 自然界でのアオスジアゲハの赤褐色の蛹の記録

は極めて少なく、どのような所で赤褐色の蛹にな

るのか不明である。食草のクスノキは常緑樹なの

で、晩秋に一斉に落葉することはない。しかし、

春から秋にかけて散発的に真っ赤に紅葉した葉が

観察される（図６D）。クスノキの赤い葉を使って
実験したら、殆どが赤褐色の蛹になった。チョウ

の幼虫の側単眼には、紫外線・青色・緑色の波長

の光線に反応する３種の視細胞があるが、赤の波

長を感じる視細胞はない（総説 : 蟻川・木下、 
2005）。したがって、幼虫は赤い葉からの赤い反
射光や透過光を感じることができないために、黒

い台紙のときと同じく赤褐色の蛹になったものと

考えられる。アオスジアゲハの幼虫は蛹になると

き葉柄と小枝の間に糸をかける性質があるので、

蛹の付いた赤い葉は枯れても落葉しない。蛹の赤

褐色は、枯れたクスノキの葉の赤褐色と全く同じ

であり、保護色として立派に機能しているに違い

ない。このように幼虫の行動と蛹の色彩決定機構

とは見事に連携しているのである。 
 アオスジアゲハは、明所の白い光沢紙の場合と

同様に、明所の白いサンドペーパーの上でも明黄

緑色のサナギになる。すなわち、アオスジアゲハ

の場合、サナギになる場所の表面の「粗滑」は蛹

の色彩決定とは無関係である。この点もアオスジ

アゲハはアゲハチョウと異なるのである。この研

究からアゲハチョウ科の Graphium 属と Papilio
属は、それぞれ異なる色彩決定機構を持っている

ことが明らかになったが、自然界では両種ともそ

れぞれの機構が補食者の鳥に対する保護色として

有効に機能しているものと推測される。 
 
アゲハチョウ科の系統発生における蛹色彩決定機

構の獲得 

 
 アゲハチョウ科のチョウの進化の系統樹につい

ては、DNA塩基配列をもとにした論文が最近多数
発表されている（例えば、Caterino et al., 2001; 
Yagi et al., 1999; Zakharov et al., 2004; 総説：
森川, 2005）。Zakharov et al. (2004) は、Papilio
属の約 250種の内の 51種について、3.3 kbのミ
トコンドリア DNA、2.3kbのチトクロームオキシ
ダーゼ I と II および 1 kbのエロンゲーションフ
ァクタ－1αの DNA 配列をもとに系統樹を作成し
た。進化の過程で Guraphium属・Eurytides属・
Iphiclides属が１つのクレード（単系統群：アオ 

 

 
 

図７. アゲハチョウ科のチョウの進化の系統樹と蛹色多型システムの獲得 

本文参照。系統樹は Zakharov et al. (2004)の図を改変した。 
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スジアゲハ族）として分岐し、他の枝はその後さ

らに 8000万年ほど前に第１グループ（Papilio属）
と第２グループ（Battus属・Parides属・Troides
族・Pachliopta 属・Atrophaneura 属を含むジャ
コウアゲハ族）に分かれたという（図７参照）。オ

ナガタイマイ（Eurytides marcellus）は光（特に
黄色の波長）に反応して緑色の蛹になる性質があ

るが、表面の粗滑には影響されない（Hezel, 1985; 
West and Hazel, 1985）。オナガタイマイと同じ
クレードに入るアオスジアゲハでは、同様にサナ

ギの色は表面の粗滑には影響されないが、光に反

応する別の蛹色決定機構を持つことは上で述べた。 
Papilio属と Battus属では、蛹色決定に光と共

に表面の粗滑がサナギの色彩決定に関係する

（Hazel and West, 1979; Hiraga, 2005; Hiraga, 
2006）。この２属の共通の祖先種が光と表面の粗
滑の両方に影響される蛹色決定機構システムを獲

得したものと推測される（図７）。比較的原始的な

特徴を残していると言われているギフチョウ属

（Luehdorfia）では蛹の色は褐色のみであり、落
ち葉の下で蛹になる。一方、進化した属のチョウ

は、植物の枝など地上から離れた場所で蛹になる

性質がある。そして光刺激がサナギの色彩決定に

関与するシステムを獲得したアオスジアゲハ族の

チョウが出現したものと考えられる。ジャコウア

ゲハ族やアゲハチョウ族では進化の過程で、光刺

激がサナギの色彩決定に関与するとともに、触覚

刺激が褐色色素を誘導するシステムを獲得して、

強い自然光のもとでも粗粒面の幹などでは褐色の

蛹になる性質のチョウが出現したものと推測され

る。ただし細かく見て行くと、ジャコウアゲハ

（ Atrophaneura alcinous）やトラフアゲハ 
(Papilio glaucus)は褐色の蛹のみの単一型である。
このことは褐色色素誘導のために必要な閾値の極

端な低下によって説明されるのか、あるいは褐色

色素誘導を抑制するホルモンの欠失などの他の要

因によるものなのか、問題は残されている。 
 シロチョウ科の Pieris属のモンシロチョウ・エ
ゾスジグロシロチョウ・オオモンシロチョウなど

では、光りの波長が蛹の色彩決定に関与している

ことが報告されている（Kayser and Angersbach, 
1974; Smith, 1980など）。この場合も黄色からオ
レンジ色の光が褐色色素の誘導を抑制するという。

しかし、自然界での強い太陽光の下で実際に台紙

の色が蛹の色彩決定に重要な働きをしているとい

う証拠はまだ示されていない。タテハチョウ科や

マダラチョウ科の蛹色多型のチョウにおける環境

要因についても報告がある（総説：加藤、2005）。
蛹の色彩多型のチョウでまだその環境要因が不明

な種が多数あるので（福田ら、 1984; 白水・原、 

1976）、それぞれの種で色彩決定機構を詳細に研
究することは興味あることである。 
 
あとがき 

 
 この研究によって、アゲハチョウの蛹の色彩決

定に関与する種々の環境要因の相互作用が整理さ

れて、自然界で実際に保護色の蛹になるための環

境条件が明らかになったものと考えている。アオ

スジアゲハにおいて発見した新しいタイプの蛹の

色彩決定機構も、この種の示す行動・生態のなか

で巧妙に保護色の蛹を作りだすシステムであるこ

とが明らかになった。このように、生理学的現象

の研究結果がその生物種の行動・生態と結びつき、

さらにその機構が生物進化の過程でいかにして獲

得されてきたかという問題にまで言及できたこと

に、私は元昆虫少年として満足している。ちなみ

に、中学１年のとき最初にやった研究テーマは、

「アゲハチョウのサナギの色はどうして決まるの

か？」であった。中学時代からのもう一つの疑問

だった「チョウの翅の模様はどうしてできるの

か？」というパターン形成のテーマの方は、実験

材料を大腸菌に替えて、今専門の研究課題「大腸

菌における Fプラスミドの分配機構の研究」の方
で、プラスミドのコードする SopA・SopB蛋白質
の細胞内分布は「反応拡散システム」によるパタ

ーン形成であるという分子生物学的研究へと発展

している（Adachi, Hori and Hiraga, 2006）。 
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