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　AYA Y ANAGAWA, KAZUHIRO IIYAMA, CHISA Y ASUNAGA-
AOKI and SUSUMU SHIMIZU: Defense strategy of the ter-
mite, Coptotermes formosanus  Shiraki to Metarhizium
anisopliae.

イエシロアリ Coptotermes formosanus Shiraki の

グルーミング行動に着目し，社会行動が生体防御

機構において果たす役割について調査した。イエ

シロアリは単独飼育では昆虫病原性糸状菌に対す

る感受性が高いが，集団飼育では抵抗性を示す。

Metarhizium anisopliae の分生子を接種後，イエシ

ロアリ表皮上に付着した分生子数の経時的変化を

調査したところ，10 匹飼育区においては，接種後

3 時間以内に分生子が表皮より高率で除去されて

いるのに対し，1 匹飼育区における分生子除去率

は極めて低かった。また，除去された分生子は消

化管内で観察され ,その生存も確認した。しかし，

顕微鏡観察下では消化管内における分生子の発芽

は確認されなかった。

　キーワード ：Coptotermes formosanus Shiraki，
グルーミング，Metarhizium anisopliae，生体防御

緒　　　言

　昆虫の社会性行動は病原性微生物への抵抗性を

高めることに効果的であると考えられている。イ

エシロアリ Coptotermes formosanus Shiraki は，単

独飼育では昆虫病原性糸状菌に対する感受性が高

いが，集団飼育では抵抗性を示す（ YANAGAWA and
SHIMIZU, 2005）。このことは，イエシロアリが集団

であることを利点とした生体防御機能を持つこと

を示唆する。シロアリと昆虫病原性糸状菌との相

互関係に関する研究は極めて少ないが，その多く

は, 多量の分生子をシロアリ職蟻に接種し，グル

ーミングによる水平伝播を目的としている。しか

し，BOUCIAS et al.（1996），SHIMIZU and YAMAJI（2002,
2003）および ROSENGAUS and TRANIELLO（2001）はグ

ルーミングがシロアリの昆虫病原性糸状菌に対す

る抵抗性に関与していると述べているがイエシロ

アリにおける相互グルーミングの機能については

不明な点が多い。そこで，イエシロアリ職蟻と昆

虫病原性糸状菌 Metarhizium anisopliae 455 を用い

て，社会性行動の一つである相互グルーミングが

昆虫病原性糸状菌の病原性に及ぼす影響について

調査した。

材料と方法

　供試虫：実験には福岡県福岡市で採取し , 枯死

したクロマツ Pinus thunbergii の木質部を飼料とし

て 25℃で室内飼育を行ったイエシロアリ C. formo-
sanus Shiraki の職蟻を用いた。

供試菌株とその培養：昆虫病原性糸状菌Metarhizi-
um anisopliae 455 を Tween20 添加蒸留水で懸濁後，

滅菌脱脂綿で菌糸および分生子塊を濾過して分生

子懸濁液を調製した。分生子数は血球計算盤で算

定した。

　イエシロアリ職蟻粗抽出液の調製：1 ml エッペ

ンドルフチューブにイエシロアリ職蟻 10 匹を移

入し，液体窒素に投入粉砕した。生体重 1 mg に

つき 10 µl の 1% Triton PBS 溶液を添加し，氷中で

一晩放置し，16,000 rpm, 4℃で 30 分遠心後，上清

を回収し，フィルター滅菌したものを職蟻粗抽出

液とした。

　グルーミングがイエシロアリ職蟻の M. anisop-
liae 455 に対する感受性に及ぼす影響：グルーミ

ングを物理的に制御するため , 飼育密度を変化さ

せた. 浸漬接種法で供試虫に M. anisopliae 455 を

接種後，1 匹および 10 匹集団で 25℃, 暗所で飼育

した。  次に，グルーミングを化学的に制御する

ため化学薬品イミダクロプリド 1-(6-Choloro-3-
pyridylemethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylidendeamine
(Admaiya)を用いてイエシロアリ職蟻の行動を制御

し，その影響を調査した。イミダクロプリドは，

0.025% Tween 20 溶液で所定の濃度（1 ppm）に希

釈し，その希釈液を用いて前述の方法で分生子懸

濁液を調製した。調製した分生子液を供試虫に接

種後，25℃，暗所の条件下で 1 匹単独飼育および

10 匹集団飼育した。

落射型顕微鏡によるイエシロアリ表皮の観察お

よび表皮上分生子数の付着量の経時的変化： M.
anisopliae 455 の分生子は fluorescein isothiocyanate
(FITC, Molecular Probes)にて染色した。FITC 標識

した分生子を 0.025% Tween20 で 107 個／ml に希

釈してイエシロアリ職蟻に接種し， 1 匹飼育およ

び 10 匹集団飼育した。表皮の観察は 0，3，6 お

よび 24 時間後に各飼育区から 10 頭ずつ分生子付

着量を測定した。測定を行った部位は，イエシロ

アリ職蟻の頭部 Head，胸部 Thorax，および腹部

Abdomen（第 2，4 および 6 節）表皮の計 5 ケ所

で，結果は落射型顕微鏡（ Zeiss）下において 200
倍の 1 視野（直径 1.25 mm）あたりの分生子数の

平均値および標準偏差（SE）で表した。さらに統

計解析ソフト SAS (vs. 9.1)の Proc GENMOD を用

いて, 集団飼育および単独飼育時の分生子除去率

に有意差があるかをポアソン回帰分析により検証

した（SAS institute, 1999）。
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　イエシロアリ消化管内における分生子数の経時

的変化；FITC 標識した M. anisopliae 455 分生子を

1×107 個／ml に調製し，イエシロアリ職蟻に接種，

10 頭集団飼育した。その後， 0，3，6 および 24
時間後に各飼育区から供試虫採取し， 99%エチル

アルコール中で虫ピンおよびピンセットで解剖し

消化管を摘出した。前腸，中腸および後腸をそれ

ぞれスライドガラス上でカバーガラスを用いて押

しつぶしてサンプルを作成し，観察，各部位の分

生子数を測定した。測定を行った部位は，前腸，

中腸および後腸の計 3 カ所で，結果は落射型顕微

鏡（Zeiss）下において 200 倍の 1 視野（直径 1.25
mm）あたりの分生子数の平均値および標準偏差

（SE）で表した。

　イエシロアリ消化管内環境が分生子の発芽に及

ぼす影響：ポテトデキストロース寒天培地でコー

ティングしたスライドガラス上で，分生子をイエ

シロアリ職蟻の消化管と共に培養し，24 時間後お

よび 48 時間後の発芽率を調査した。

　イエシロアリ職蟻粗抽出液が大腸菌 DH5αの増

殖に及ぼす影響：大腸菌培養液 10 µl にイエシロ

アリ職蟻粗抽出液 20 µl，40 µl および 60 µl を添加

し，LB 培地で 100 µl になるよう調製したものを 24
時間静置した。コントロールとしては，イエシロ

アリ職蟻粗抽出液の代わりに 1％ Triton PBS 溶液

を用いた。分光光度計（Beckman DU-640）により

600 nm の吸光度を測定した。

　イエシロアリ職蟻粗抽出液が分生子の生育に及

ぼす影響：LB 液体培地で 1.7×106 個／ml に調製

した分生子懸濁液 80 µl にイエシロアリ職蟻粗抽

出液 10 µl および 20 µl を添加し，1％ Triton PBS
溶液で 100 µl になるよう調製したものを 48 時間

静置した。コントロールとしては，イエシロアリ

職蟻粗抽出液の代わりに 1％ Triton PBS 溶液を用

いた。分光光度計（Beckman DU-640）により 600 nm
の吸光度を測定した。

結　　　果

グルーミングがイエシロアリ職蟻の M. ani-

sopliae 455 に対する感受性に及ぼす影響

　M. anisopliae 455 のイエシロアリに対する病原

性について，飼育密度との関連性を調査したとこ

ろ，１匹飼育の場合，M. anisopliae 455 で接種菌

濃度 106 および 105 CFU/ml オーダーで 100%の死

亡率を示し，104 と 103 CFU/ml オーダーでもそれ

ぞれ 90%，60%であった。10 匹飼育では 106 およ

び 105 CFU/ml オーダーでそれぞれ 90%，30%の死

亡率を示し，104，103 CFU/ml オーダーではそれぞ

れ 22%，0%となり，1 匹飼育では低濃度でも高い

死亡率が認められるのに対し，10 匹集団飼育の死

亡率は低かった（ Fig. 1）。さらに，イミダクロプ

リド処理を行ったところ，接種後 7 日目では，1
匹飼育した場合の死亡率が 106，105 および 104

CFU/ml でそれぞれ 100%，100%および 90%とな

り，10 匹飼育した場合のそれらは，それぞれ 100%，

100%および 60%となった（Fig. 2）。

落射型顕微鏡によるイエシロアリ表皮の観察

および表皮上分生子数の付着量の経時的変化

　1 匹育した場合にはイエシロアリ表皮に多数の

分生子が付着していたが，10 匹集団飼育した場合

には付着分生子数は少なく，職蟻表皮上から分生

子が除去されたことが認められた。また，イエシ

ロアリ職蟻の表皮における分生子付着量は，時間

経過とともに各飼育区に明らかな違いが現れた

（P<0.0001）。まず，1 匹飼育区では均一で安定な

分生子付着量の減少は確認されなかった一方， 10
匹集団飼育では接種 3 時間後にはほとんどの分生

子が脱落していた。24 時間後には体表全体で数個

の分生子は見られたが，視野あたりの分生子数は

平均でほぼ 0 に近い値となった。

イエシロアリ消化管内における分生子数の経

時的変化

　分生子は供試虫の各消化管内で観察され , イエ

シロアリがグルーミング行動により，表皮上に付

着していた分生子を口器によって除去，摂食して
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 Fig. 1.  Effect of termite density on the susceptibility to M. anisopliae 455.

 

Fig. 2.  Virulence of M. anisopliae 455 to the imidacloprid-treated termites.
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いることが確認された。イエシロアリ消化管内に

おける分生子は前腸，中腸および後腸へと経時的

に移行していることが観察された。前腸における

分生子数は接種 3 時間後に最多になり，中腸にお

いては 6 時間後，後腸では 24 時間後に最多とな

った。

　

イエシロアリ消化管内環境が分生子の発芽に

及ぼす影響

　24 時間後では， PDA 培地上および消化管上の

両方でほとんどの分生子が発芽していなかった。

48 時間後では，PDA 培地上ではおよそ 70%の分

生子が発芽していたのに対し，消化管上では発芽

していた分生子は 10%に満たなかった（Fig. 3）。

　

イエシロアリ職蟻粗抽出液が大腸菌 DH5αの

増殖に及ぼす影響

イエシロアリ職蟻粗抽出液 20 µl を添加したと

きの OD600 値は 1.61，40 µl を添加したときの 1.73
および 60 µl を添加したときの 1.78 であった。 コ

ントロールの値は，1％ Triton PBS を 20 µl 添加

したときは 1.41，40 µl を添加したときは 1.14 お

よび 60 µl を添加したときは 0.88 であった。

イエシロアリ職蟻粗抽出液が分生子の生育に

及ぼす影響

　イエシロアリ職蟻粗抽出液 10 µl を添加したと

きの OD600 値は 0.19 および 20 µl を添加したとき

の 0.17 であった。コントロールの値は 0.15 であ

った。

考　　　察

　TANADA and KAYA（1993）によると，昆虫の生体

防御反応には社会的行動は含まれないが，本実験

とこれまでの報告より，社会性昆虫 , 少なくとも

シロアリではグルーミングをはじめとする社会性

昆虫特有の防御機構が成立するのではないかと考

えられる。つまり，個体間におけるグルーミング

の持つ 1 つの意味は，フェロモンの伝達などに加

え，表皮上における異物の除去，特に経皮感染型

微生物からの防御システムと考えられる。

本実験では，まず物理的，ならびに化学的にグ

ルーミング行動を制御したところ，グルーミング

行動が生体防御に大きな役割を持つことが確認さ

れた。イエシロアリ職蟻の表皮に付着した糸状菌

分生子は表皮上からにグルーミング行動により高

率で除去され，消化管を通って体外に排出されて

いた（YANAGAWA and SHIMIZU, 2006）。また，消化管

内の分生子は生存しているにもかかわらず，顕微

鏡観察下では消化管内およびにおける分生子の発

芽は確認されなかった。さらに消化管上で分生子

を培養したときも発芽は確認されなかった。以上

より，消化管内からの感染を妨げている主な要因

として，体外へのすばやい排出に加えて，外部寄

生菌である M. anisopliae 455 分生子は消化管内で

発芽に十分な栄養分を獲る術を持たないことが考

えられた。さらに，消化管内の嫌気的条件や共生

微生物との拮抗作用についても無視できない。以

上により，イエシロアリが口器を用いて相互グル

ーミングを行い，表皮上の分生子を効率的に除去

していることが確認された。

　また，イエシロアリ職蟻粗抽出液中には大腸菌

DH5αと M. anisopliae 455 分生子に対する強い抗

菌活性は認められなかった。大腸菌 DH5αでは職

蟻粗抽出液の濃度が高いほど増殖が盛んになって

おり，職蟻粗抽出液内に大腸菌の増殖を扶助する

栄養素が含まれているようであった。一方， M.
anisopliae 455 分生子においても同様の傾向が認め

られたが，職蟻粗抽出液を 20 µl 添加したときは 10
µl 添加したときよりもやや生育が抑制されており，

分生子の生育に対する何らかの作用が存在する可

能性が示唆された。
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