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Metarhizium anisopliae に対するイエシロアリの
体液性免疫に関する知見
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Innate humoral immunity of the termite, Coptotermes formosanus Shiraki to Metarhizium anisopliae
AYA YANAGAWA, KAZUHIRO IIYAMA, CHISA YASUNAGA-AOKI and SUSUMU SHIMIZU

　Social insects are expected to save the energy to protect themselves from entomopathogenic microbes at in vivo
level owing to the benefit of social life like antipathogenic social behaviours. Subterranean termite, Coptotermes
formosanus Shiraki is known to protect themselves against entomopathogenic fungi by mutual grooming behaviour.
However there are few reports about their innate immunity. This paper provides that antifungal activity of their whole
body extraction, electrophoretically changes in hemolymph proteins after exposure of M. anisopliae and effect of
those changes on survivability.

Whole body extraction of the termite exposed to an immunizing dosage of fungal conidia and the termite wounded
by glass needle showed antifungal activity and there were enhancement of constitutive proteins in hemolymph of the
termite after exposure to the pathogen. However there was not significant deference of survivability between the
control termites and the immunized termites. Our results suggest that innate immunity of termite, C. formosanus
Shiraki is weak though they possess in vivo antimicrobial activity at individual level.
　Key Words：Coptotermes formosanus Shiraki, Metarhizium anisopliae, innate immunity, Host
defense

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; 2007）。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。集団であることを利用した生

体防御機構を持つイエシロアリは，個体レベルに

おいてはコストを削減し，その免疫力はきわめて

弱いものであるという仮説を検証するため，昆虫

病原性糸状菌Metarhizium anisopliae  455を用いて，

イエシロアリの体液性免疫の強さを調査した。

シロアリの体液性免疫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 ，

ROSENGAUS et al. (2007）は昆虫病原性糸状菌の感染

に伴うアメリカオオシロアリZootermopsis angustic-
ollisの体液性免疫に関する研究を行っており，こ

れまで報告されてきた代表的な抗菌ペプチドであ

るディフェンシンやセクロピンなどとは異なる，

高分子の抗菌タンパク質の発現と増強を報告して

いる。それらは，キノコシロアリ Pseudacanthoter-
mes spinigerで単離された 3.7–5 kDaの termicinや

spinigerinといったシロアリ特有の抗菌ペプチド

（LAMBERTY et al., 2001; SILVA et al., 2002; LEE et al.,
2003）とも異なっており，シロアリは種間で生産

する抗菌タンパク質が異なることが示唆されてい

る。そこで，イエシロアリの体液性免疫について

知見を得るために，イエシロアリ職蟻粗抽出液の

昆虫病原性糸状菌M. anisopliae 455に対する抗菌活

性について検討した。

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 ˚C，暗所で室内飼育を行ったイエシロアリC.
formosanus 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 M.
anisopliae 455 をポテトデキストロース寒天培地

（0.4% ポテト浸出液末，2% ブドウ糖， 1.5% 寒

天）で 25 ˚C にて 2 週間以上培養して形成された

分生子を供試した。

　分生子懸濁液の調整：昆虫病原性糸状菌M. aniso-
pliae 455をTween 20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抗真菌活性：コン

トロールとして無傷のイエシロアリ職蟻を用い，

処理区として，M. anisopliae 455 を接種して 1 日

および 3 日後のイエシロアリ職蟻，また毛細管（100
µl Precision Disposable Micropipettes, Drummond
Scientific Company）からプラー（PB-7, Narishige）

により針を作成し，それを用いて傷をつけて 3 時
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間後，6 時間後および 24 時間後のイエシロアリ職

蟻を供試した。粗抽出液は以前の研究（柳川ら，

2007）と同様の手順で準備した。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 ˚C 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。LB 液体培地で 5.7×105 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 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 620 nm の吸光度を測

定した。

　イエシロアリ職蟻体液組成：浸漬接種法で供試

虫にM. anisopliae 455を接種後，10匹集団で25 ˚C，

暗所で飼育した。 1日，3日および5日間飼育後，

前述と同様の方法で作成した針を用いて，供試虫

1匹から体液をできるだけ採取し，50 µlのBTS溶液

（LUDWIG et al., 1957）に加え，4 ˚C, 600 gで10分間

遠心後, 50 µlの上清を回収し，再び4 ˚C，3,200 gで

20分間遠心して50 µlの上清を回収した。これに，

50 µlのSDSバッファーと合わせ , 沸騰した水で5分

間処理しタンパク質を変性後，-80℃で保存した。

コントロールとしてはTween 20を用いて同様の処

理を行ったものを用いた。サンプルは 10% SDS-
PAGE（125V ）で分離し , 銀染色によって染色し

た 。

　病原菌との接触がイエシロアリ職蟻の病原性糸

状菌に対する抵抗性に及ぼす影響：病原菌との接

触により高まる，イエシロアリ職蟻の生存力を調

査するため , 単独飼育および 10 匹集団飼育した

イエシロアリを 1×101 個／ ml に調整した M.
anisopliae 455 を浸漬接種法で接種後，1 日, 3 日お

よび 5 日間飼育後，階段希釈した分生子懸濁液に

接種した。25 ˚C，暗所で飼育した。なお，1×101

個／ml は 1 匹飼育のイエシロアリが 2 週間以上死

亡しない濃度である。カイ二乗検定を用いて，生

存力に有意差が出るか検定した。

結　　　果

イエシロアリ職蟻粗抽出液の抗真菌活性

　LB 液体培地で 5.7×105 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 20 µl
を添加し，1 ％ Triton PBS 溶液で 100 µl になるよ

う調製した。48 時間後のコントロールの吸光度を

1 として，それに対する相対値を Fig. 1 に示す。

処理区における増殖阻害は無処理区に比べ，多少

強い傾向が認められた。

イエシロアリ職蟻体液組成

　コントロールに比べ，M. anisopliae 455接種処理

を行ったものの方が全体的にタンパク質の量が増

強しているのが認められた。特に，42 kDa，79 kDa，

116 kDa付近の増強が認められた。また，わずかで

はあるが30 kDa付近では，処理サンプルのみバン

ドが確認された。一般的に現れる低分子タンパク

質ではなく，ROSENGAUS et al.（2006）同様，高分子

タンパク質における体液組成の変化が認められた。

病原菌との接触がイエシロアリ職蟻の病原性

糸状菌に対する抵抗性に及ぼす影響

 
　病原菌との接触により，イエシロアリ職蟻の抵

抗性がどの程度高まるかどうかを調査するため，

1 匹単独飼育および 10 匹集団飼育したイエシロ

アリを１×101 個／ml に調整した M. anisopliae  455
を浸漬接種法で接種後，1 日，3 日および 5 日間

飼育後，階段希釈した分生子懸濁液に接種したが，

1 匹単独飼育および 10 匹集団飼育の両区で，1 日，

3 日および 5 日間飼育のどの区間にも低濃度の病

原菌との接触による生存力の増強は確認されなか

った。それぞれの LD50 値を Table 1 に示した。

考　　　察

シロアリの集団であることを利点とした生体防

御機能については，イエシロアリ C. formosanus

Fig. 1. Activity of whole body extraction of treated workers against fungal
growth. D1: samples extracted 1 day post inoculation of M. anisopliae. D3:
samples extracted 3 days post inoculation of M. anisopliae . H3: samples
extracted 3 h after being pricked by needle. H6: samples extracted 6 h
after being pricked by needle. H24: samples extracted 24 h after being
pricked by needle.
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（YANAGAWA and SHIMIZU, 2005），キアシシロアリ

Reticulitermes flavipes（BOUCIAS et al., 1996），ヤマ

トシロアリ R. speratus（SHIMIZU and YAMAJI, 2002;
2003 ），アメリカオオシロアリ Z. angusticollis
（ROSENGAUS and TRANIELLO, 2001）など，さまざま

は種で研究されている。しかし，シロアリの体液

性免疫についてはほとんど報告がない。我々は，

このように集団であることを利用した生体防御機

構を持つシロアリは，個体レベルにおいてはコス

トを削減し，その免疫力はきわめて弱いものであ

るという仮説を検証するため , 昆虫病原性糸状菌

M. anisopliae  455を用いて，イエシロアリの体液性

免疫について調査した。

　以前の調査では，イエシロアリ職蟻粗抽出液の

M. anisopliae 455 分生子に対する強い抗菌活性は

認められず，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，職蟻粗抽出液内に病原菌微

生物の増殖を扶助する栄養素が含まれているよう

であった（柳川ら，2007）。しかしながら，今回，

職蟻に病原菌を接種する，針で傷をつけるなどの

処理を行った個体の粗抽出液では病原菌の増殖が

抑えられたことから，無傷の状態では抗菌活性を

示さないイエシロアリ職蟻が，誘導をかければ抗

菌活性をもつ物質を分泌することが確認された。

そこで，SDS-PAGE を行い，イエシロアリの体液

組成に変化が見られるか調査したところ，体液中

のタンパク質の全体的な増強が認められた。しか

し，そうした変化がイエシロアリの生存力に及ぼ

す効果は観察されず，イエシロアリは抗菌タンパ

ク質を有してはいるが非常に弱い，あるいはわず

かであることが示唆された。

  昆虫の抗菌タンパク質としてはディフェンシン

やセクロピンといった 4 kDa ほどの低分子ペプチ

ドが主に報告されており，LAMBERTY et al.（2001）

が報告したシロアリ特有の抗菌タンパク質である

termicin や spinigerin も低分子ペプチドであった。

しかし，ROSENGAUS et al.（2007）は M. anisopliae の

感染により 62–85 kDa のタンパク質が増強するこ

と，28–48 kDa の新規のタンパク質が現れること

を報告しており，今回認められたタンパク質の増

強も，42 kDa，79 kDa および 116 kDa 付近の高分

子タンパク質であった。感染に伴う高分子タンパ

ク質の増強には， Relish，GNBP やヘモリンなど

抗菌ペプチドの生成系に関与するタンパクの報告

が主であり，これらのタンパク質が実際に抗菌活

性を持つのかどうか，今後さらなる調査が必要で

ある。

摘　　　要

イエシロアリ Coptotermes formosanus Shiraki の

体液性免疫について知見を得るために，イエシロ

アリ職蟻粗抽出液の昆虫病原性糸状菌 Metarhizium
anisopliae 455 に対する抗菌活性について検討した。

その結果，健全個体からの粗抽出液には抗菌活性

は認められなかったが，傷をつける，病原菌を接

種するなどの刺激により粗抽出液にわずかではあ

るが抗菌活性の増強が認められた。さらに， SDS-
PAGE を行い，糸状菌の感染によってイエシロア

リ職蟻の体液タンパク質の組成が変化するか観察

したところ，イエシロアリ職蟻の体液組成成分の

変化が病原菌接種により生じることが確認された。

以上により，イエシロアリ職蟻が M. anisopliae 455
に対して強くはないものの個体レベルでの抗菌活

性を持つことが示された。
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