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コブノメイガにおけるグルタチオン転移酵素活性の検出
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Glutathione S-transferase of Cnaphalocrocis medinalis
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　Glutathione S-transferases (GSTs) are enzymes that catalyze the detoxification of xenobiotics and endogenous
substances by conjugating with reduced glutathione (GSH). In insects, it is of interest that GSTs appeared to involve
in metabolism of pesticide and insecticide. Thus, GSTs have been identified from various insect species and was
recognized that there were six classes of GST in Anopheles gambiae (Patton) and Drosophila melanogaster (Meigen).
However, knowledge on the GSTs of lepidoptera is largely unknown. Recently, we have characterized GSTs of the
domesticated silkworm, Bombyx mori (Linnaeus) and of the fall webworm, Hyphantria cunea (Drury). In the present
paper, we focus on a GST of another lepidopteran species, the rice leaffolder moth, Cnaphalocrocis medinalis
(Guenée), which is a insect pest for crop. Especially, damage to rice field by C. medinalis in Asian countries often
observed. Here, we detected GST activity in C. medinalis for the first time. In the future, this result leads us to
understand the physiological role of GST in C. medinalis.
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緒　　　言

　鱗翅目昆虫コブノメイガは，イネを食害する農

業害虫であり，水稲に多大な被害を及ぼす（RAO et
al., 1993）。その被害は日本のみならず中国やイン

ドネシアなどアジア地域において広く観察される。

化学農薬を用いたコブノメイガの防除は，農薬残

留性，ヒトへの影響そして耐性昆虫の出現等を考

慮し，慎重に行わなければならない。一方でコブ

ノメイガの農薬（生体外異物）代謝に関する分子

生物学的な研究はほとんどなされておらず，その

代謝機構に関する知見を得ることは，コブノメイ

ガに対する効果的な防除法を開発するうえで重要

である。農薬（生体外異物）の解毒に関与する解

毒酵素系にはシトクロム P450 酸化酵素による第

一相解毒酵素群ならびに硫酸転移，グルタチオン

転移そしてグルクロン酸転移反応などを触媒する

第二相解毒酵素群が知られている。我々の研究グ

ループでは，鱗翅目昆虫の解毒酵素群，特にグル

タチオン転移酵素群（GST，EC 2.5.1）について研

究を行ってきた。GST は，農薬剤や内因性求核化

合物に対してグルタチオン（GSH，Fig. 1）を転移

する反応を触媒し，それらの体外への排出を促進

する（ARMSTRON, 1997）。双翅目昆虫キイロショウ

ジョウバエならびにガンビエハマダラカにおいて

は GST は遺伝子ファミリーを形成しており，6 種

類のアイソザイムの存在が知られている。これま

でに鱗翅目昆虫のモデル生物であるカイコより 2
種の GST を,また農業害虫アメリカシロヒトリよ

り 2 種の GST を同定しその酵素化学的研究をすす

めてきた（YAMAMOTO et al., 2005; YAMAMOTO et al.,

2006; YAMAMOTO et al., 2007a; YAMAMOTO et al.,
2007b）。これらの研究過程で確立した実験手法を

用い, コブノメイガにおける GST の存在を明らか

にすることを目的とする。

Fig.1. Structures of glutathione

材料と方法

　供試昆虫ならびに粗抽出液の調製：九州大学農

学部附属農場の水稲に発生したコブノメイガ成虫

を採取し，凍結（-80 ˚C）保存した。凍結昆虫を0.1
mMプロテアーゼ阻害剤（ Phneylmethanosulfonyl
fluoride）を含むリン酸緩衝化生理食塩水（ PBS）

中にて磨砕した。その後，10,000×gで15分間遠心

を行い，上清画分を粗抽出液とした。

　GST活性の検出： GSTの活性測定は HABIG et al.
（1974）の方法を参考にして行った。すなわち，

基質 1 mMの1-chloro-2,4-dinitrobenzene（CDNB）

および5 mMのGSHを含む50 mM Tris-HCl緩衝液

（pH 8.0）を活性測定用反応液として用いた。こ

の溶液にサンプル（粗抽出液）を添加し，室温で
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2分間放置後340 nmの吸光度を測定することでGST
のGSH転移活性を測定した。

結果と考察

コブノメイガの同定

　コブノメイガの特徴は，前翅の前縁にコブ状鱗

粉の盛り上がりがあることである。九州大学農学

部附属農場において採取した供試昆虫において，

前翅部分にこぶ状鱗粉を確認し（Fig. 2，赤で囲っ

た部分参照），以下の実験に使用した。

Fig.2. Identification of C. medinalis. The red circles indicate a thickened region
on the costa of each forewing.

コブノメイガ GST（cGST）活性の検出

  上述のように供試昆虫より粗抽出液を調製した。

CDNB を基質として GST 活性測定を行ったところ

粗抽出液中に有意な GST 活性が認められた。アメ

リカシロヒトリ成虫より調製した粗抽出液中に含

まれる GST（hcGST）活性と（ YAMAMOTO et al.,
2007b），cGST 活性の比較を行った（Fig. 3）。その

結果，hcGST 活性を 100%としたところ cGST 活

性は 48 ％であった。GST の基質として広く用い

られている CDNB は，酸化ストレス誘発剤であり

生物にとって有害な物質である。コブノメイガに

おいて CDNB をはじめとする生体外異物の解毒に

GST が関与していることが本研究において示唆さ

れた。今後は， cGST をコブノメイガ粗抽出液よ

り高度に純化し，農薬をはじめとする数種異物へ

の GSH 結合能について詳細に検討する予定であ

る。

Fig. 3　Comparison of GSH activity in C. medinalis and H. cunea. GST
activity was expressed in percentage. The activity in H. cunea  was set
to 100 %.

摘　　　要

　我々は，鱗翅目昆虫の解毒酵素について研究を

すすめている。これまでにカイコならびにアメリ

カシロヒトリより GST を同定し，その酵素化学的

性質を調査してきた。GST は，GSH 転移を触媒す

る酵素であり，生体外異物や薬物の解毒ならびに

脂質過酸化物などの内因性化合物の濃度を調節す

るものと考えられている。本研究では，イネの病

害虫であるコブノメイガにおいて GST の存在を明

らかにすることを目的とした。CDNB を基質とし

て用いたところコブノメイガ粗抽出液中に GST 活

性が検出された。以上のことよりコブノメイガに

おいて GST が異物代謝に関与していることが示唆

された。
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