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A fruit fly species, Drosophila guttifera, which has polka-dotted pigmentation on its wings and abdomen and longitudinal
pigmentation stripes on its thorax, has been used to study the mechanism of pigmentation pattern formation. In this study,
we first focused on the striped pattern on the thorax. We aimed to clarify how the striped pattern is controlled in this
species and how the pattern difference between closely related species is produced. The thoracic stripes appear to be
related to areas of flight muscle attachment to the cuticle and may be controlled by the same pre-pattern. First, we
examined the development of flight muscles and pigmentation in pupal stages of two species (Drosophila guttifera and
Drosophila annulipes). The attachment site of the flight muscle and the areas of pigmentation matched depending on the
stage of the pupa, and this suggested the importance of the developmental timing of the traits to understand the regulatory
relationships among prepattern and traits. Next, we focused on the formation of wing pigmentation pattern in Drosophila
guttifera. Genes highly expressed in the areas of pigmentation were obtained by transcriptome analysis. Knockout of a
melanin-synthesizing gene with CRISPR/Cas9 genome editing resulted in insufficient pigmentation both in wings and the
thorax. We have to clarify whether the regulatory genes expressed in wings are also involved in pattern formation of the
thoracic stripes in a future study.
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