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宮地賞受賞者総説

二生吸虫:宿主を操る黒幕の正体

三浦収

高知大学総合研究センター

Trematodes: manipulators ofhosts and associated ecosystems 

OsamuMiura 

Oceanography Section， Science Research Center， Kochi University 

要旨:寄生虫とは、宿主の体内または体表に住みつき栄養を吸い上げるという、風変わりな生活をする動物や原生生物

の総称である。寄生生活を送る後生動物の中で最大の多様性を誇るのが二生吸虫である。その多様性・遍在性とは裏腹に、

二生吸虫は多くの場合 1mm以下と非常に小さく、解剖なしに確認することが困難で、あるため、その存在は多くの生態

学研究ではしばしば見落とされてきた。しかし、最近の研究で二生吸虫の生態を理解することの重要性が認識され始め

た。二生吸虫が宿主の生態に重大な影響を与えることが分かり、さらにその影響は宿主集団及び生態系全体へも波及す

る可能性が示されたのである。本総説では、二生吸虫の生態に関わる最近の研究を紹介し、この寄生虫が持つ大きな可

能性について解説する。

キーワード:寄生虫、行動、食物網、外来種

Abstract: Parasite is the general term used for organisms that live inside or on the surface of a host and usurp nutrients from the host. 

The largest group of intemal metazoan parasites is the trematodes. Despite their diversity and ubiquity， trematodes are frequently 

overlooked in ecological studies because they are tiny， 0丘enless than 1 mm， and because it is difficult to detect them without 

dissection. However， recent studies have demonstrated that it is important to understand the effects of trematode infections on host 

ecology. Trematodes often markedly alter host phenotypes and， through these modifications， they can consequently determine the 

structure of ecological communities. This review introduces recent advances in trematode ecology and illustrates the great potential 

oftrematodes with regard to innovative ecological studies. 

Keywords: parasites， behavior， food web， introduced species 

はじめに

多くの推理小説には、舞台裏に潜む黒幕の存在がある。

黒幕は、聞に隠れたまま巧みに周囲を操り悪事を働く。

読者は振り回され、様々な登場人物に対して疑いの目を

向ける。そして、最後に黒幕が表舞台に引きずり出され

たときに物語は急展開を見せる。点と点とがつながり、

読者を悩ませてきた謎は氷解する。

寄生虫であるこ生吸虫は物語の中の黒幕に似ている。
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二生吸虫は宿主の体内に住み、表舞台には現れない。聞

に潜み、そこから宿主に様々な影響を与える。寄生虫が

宿主を弱らせることは、人聞が寄生虫病を患ったときに

寝込んでしまうことからも容易に想像がつくだろう。し

かし、二生吸虫の宿主への影響はそれだけに留まらない。

二生吸虫は、繁殖・形態・行動など、宿主の生活に関わ

る様々な表現型を変化させる。そして、これらの表現型

の変化の影響は、宿主の個体群動態、そして時には宿主

が生活する生態系全体にも波及することがあるのだ。私

は、このような黒幕の存在に気付くことこそ、生態学研

究を次のステップへと跳躍させる鍵となると確信する。
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図 l 潮間帯に生息するこ生吸虫の代表的な生活史。実線は二生吸虫の変態経路、点線は宿主問の移動経路を

示す。宿主の体内で、生活するステージの二生l吸虫は吹き出しの中に入れて表現した。二生吸虫は最大で 3

種の宿主を移動する。

二生吸虫とは何なのか、そして宿主や生態系に具体的に

どのような影響を与えるのだろうか。本総説では夜、がこ

れまで行ってきた二生吸虫の研究を紹介すると共に、そ

の研究分野における興味深い研究例を紹介し、宿主の体

内に潜む二生吸虫の正体に迫りたい。

二生吸虫とは

南日本で水田や湖沼なとと水辺で、の作業に従事する人が

しばしば悩まされてきた恐ろしい地方病がある。病気に

かかった人は、皮膚炎に続き、発熱 ・腹痛 ・下痢の症状

が出て、さらに肝硬変により身動きが困難な程の腹水が

たまり、やがて死に至る。当時、原因不明の難病として

恐れられたこの病気の原因が、日本住血吸虫という こ生

吸虫の仲間であることが解明されたのは今から約 100年

前のことである (Katsurada1904)。二生吸虫は、この他

にも肝蛭症や肺吸虫症 ・肝吸虫症など、しばしば重篤と

なる人間や家畜の病気を引き起こす。そのため、古くか

ら医学や獣医学の分野では活発な研究が行なわれてきた

(Hou 1955 ; Yokogawa 1965 ; Chen and Mott 1990)。 しかし、

人間とあまり関わり合いをもたない、つまり人畜無害な

二生吸虫には長らく研究のメスが入る こと はなかった。

これらの二生吸虫の生物学的な面白さが注目され始めた

のは、つい最近の話である。

二生吸虫は扇形動物門吸虫綱二生亜綱に属する生物の

総称である。二生吸虫は 5つの目と 22の超科、そして

140以上の科から構成され、寄生生活を送る後生動物に

おける最大の分類群である (Gibsonet al. 2002 ; Olson et 

al. 2003)。約 18000もの種が記載されているが (Olsonet 

al. 2003)、この種数は二生l吸虫の多様性の一端を記述し

たにすぎない (Dobsonet al. 2008)。二生吸虫は体長が小

さく、宿主の体内で隠蔽的に生活することに加え、形態

では区別が困難な多数の隠蔽種を含む例が知られている

からである (Miuraet al. 2005 ; Leung et al. 2009 ; Locke et 

a1.2010)。

二生吸虫の生活史はとても特殊である(図 1)。多くの

二生吸虫は、交尾に至るまでに最大で 3種の宿主を渡り

歩かなければならない。二生吸虫が第一中間宿主として

利用するのは、ほほ例外なく貝類である。二生吸虫の卵

から出てきたミラシジウム幼生は、第一中間宿主の貝類

に感染し、そして異類の中で無性生殖をして数千 -数万
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匹のスポロシスト幼生またはレジア幼生を産出する。そ

して、これらのスポロシストやレジアは無性的にセルカ

リア幼生を生み出し、それを員類の体外に放出する。体

外に出たセルカリアは、光や pH、または化学物質を頼り

にして次の宿主を探し出す。第二中間宿主となるのは、

貝類・魚類・甲殻類・多毛類などである。セルカリアは、

これらの第三中間宿主に辿り着くと、宿主の中で嚢胞(メ

タセルカリア)を作り終宿主の登場に備える。やがて第

二中間宿主が魚類・鳥類.p甫乳類などに捕食されると、

三生吸虫はこれらの捕食者(終宿主)の体内で嚢胞から

這い出し感染する。そして同じように宿主を渡り歩いて

きた仲間と出会い、交尾(有性生殖)をして卵を生む。

卵は終宿主の糞と共に外界へ出て、そしてまたミラシジ

ウムとなり第一中間宿主である貝類に感染する。このよ

うな複雑なサイクルを繰り返すことで、二生吸虫は次世

代に命を繋いでいる (Galaktionovand Dobrovolskij 2003)。

宿主個体・宿主集団に二生吸虫が及ぼす影響

ニ生吸虫の感染による宿主の表現型の変化

二生吸虫の生活史の中でも、貝類と二生吸虫の関係は

特に興味深い。二生吸虫の貝類への宿主特異性は非常に

高く、ほとんどの二生吸虫は一種類の員類にしか感染す

ることができない。このような高い宿主特異性は、第二

中間宿主や終宿主に対しては見られない特徴である

(Poulin 2008)。また、貝類への二生吸虫の感染の影響は、

第二中間宿主や終宿主とは比べ物にならない程に甚大で、

ある。第二中間宿主や終宿主の体内では、三生吸虫は無

性生殖を行わないため、新たな感染が起こらない限り体

内での個体数が増えることはない。それに対して貝類に

感染した二生吸虫は貝類の体内で無数のクローンを生産

する。やがて感染が成熟する頃には、寄生虫集団の全体

重は、貝類の体重の約 15-40%をも占めるほどになる

(Hechinger et al. 2009)。

二生吸虫にとって宿主である員類の死は自身の死を意

味する。したがって、二生吸虫は宿主を殺さずに上手に

栄養を搾取しなければならない。多くの場合、二生吸虫

は貝類の生殖巣に寄生する。豊富な栄養分があり、そし

て例え破壊したとしても宿主の生存率を大きく損ねるこ

とのない生殖器官は、二生吸虫にとっての恰好の住み場

所である (Sorensenand Minchella 2001)。感染後に宿主の

生殖巣に移動した二生吸虫は、生殖巣を直接摂食、また

は間接的にそこから栄養を搾取し、得られたエネルギー

を基に自身のクローンを生産する。大量のクローンが現
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れる頃には、宿主の生殖巣の大部分が破壊され、二生吸

虫のクローンで埋め尽くされてしまう。生殖巣を破壊さ

れた宿主は当然ながら生殖することができない。そして、

去勢された貝類はその後も生き続け、自身の子孫を生産

する代わりに二生吸虫の子孫を生産し続けるのである

(Hechinger 2010)。そして、このように員類の中で膨れ上

がった二生吸虫は貝類の生態に様々な影響を与えるので

ある。

二生吸虫の感染は、貝類の成長にどのような影響を与

えるのであろうか。寄生虫は宿主から栄養を搾取するの

で、宿主の成長には負の影響を与えると予想される。確

かにいくつかの貝類では二生吸虫の感染による成長阻害

が報告されている (Sorensenand Minchella 2001)。しかし、

興味深いことに、二生吸虫の感染が宿主の成長を促進す

るケースも報告されている。一般的に貝類は性的に成熟

すると成長のスピードを緩め、エネルギーの多くを生殖

に消費する。ところが、前述のように三生吸虫の感染は

貝類の生殖巣を破壊してしまう。そのため、生殖へ割り

当てたエネルギー量が二生吸虫により利用されるエネル

ギー量を上回った場合には、余剰のエネルギーが生じる

ことになる。成長が促進されるケースでは、この余剰の

エネルギーが成長へ固されると考えられている (Sorensen

and Minchella 2001)。実際に、二生吸虫に感染された貝類

の巨大化現象がいくつか報告されている。例えば、 Miura

et al. (2006a) は、仙台湾に生息する潮間帯巻貝のホソウ

ミニナ Batillariaattramentaria (= B. cumingi)の生態調査

を行い、大型のホソウミニナのほぼ全てが二生吸虫

Cercaria batillariaeに感染されていることを明らかにし

た。さらに、再捕獲実験によりホソウミニナの成長量を

測定し、二生吸虫の感染がホソウミニナの巨大化を引き

起こす直接の原因となっていることを突き止めた。これ

に類似した巨大化現象は、ロシアの淡水域に分布する

時drobia属の巻員でも観察されている。 Gorbushin(1997) 

は巻貝の殻に付いた成長痕(冬場に形成される殻の肥厚)

を頼りに巻貝の成長量を測定し、特定の種の二生吸虫に

感染した個体において殻の成長が促進されていることを

確認した。ほとんどの場合、巨大化した殻を持つ宿主は、

宿主の体にあまりダメージを与えない二生吸虫(宿主を

直接摂食するレジア幼生期を持たない種)の感染を受け

ていた。ダメージを受けた宿主は、体の修復のために多

くのエネルギーを消費し、そのために巨大化が抑制され

たのかもしれない (Gorbushin1997)。

宿主の巨大化には何か適応的な意味があるのであろう

か。多くの研究者は、宿主側の視点から、成長への投資
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は寄生虫の排除に有利に働くと考えた (Minchella1985 ; 

Gorbushin 1997 ; Sorensen and Minchella 2001)。これに対

して Miuraet al. (2006a)や Hechinger(2010) は、寄生

虫側の視点から考え、巨大化が二生吸虫に利益をもたら

していると考えた。特に Hechinger(2010) は、二生吸虫

の死亡確率と絡めて宿主の巨大化現象について興味深い

議論を展開している。 Hechinger(2010) は、北米西海岸

の干潟に住む巻員 Cerithideopsiscalifornicα(= Cerithidea 

cαlifornica)の成長量を調べ、巻員の成長を促進するのは

二生吸虫聞の種間競争に強い種であることを突き止めた。

二生吸虫は巻貝という限られた資源を巡って蟻烈な種間

競争を繰り広げている (Kurisand Lafferty 1994 ; Lafferty 

et al. 1994)。種間競争で下位にある種は、他の二生吸虫

に宿主を乗っ取られる可能性が高い。そのために、より

多くのエネルギーをクローン生産に回して短期的な生産

性を高めた方が子孫を残す上で有利となる。それに対し

て、上位種は、長期間にわたり宿主を独占することがで

きる。そのために、急激なクローン生産はせずに、宿主

の成長にエネルギーを回し将来の生産性に投資をした方

が有利となる (Hechinger2010)。これは、一般的な生物

の成長と生殖とのトレードオフ (Williams1966 ; 

Kozfowski 1992) と同様の論理である。上記の 2つの仮説

に加えて、巨大化は二生吸虫の感染の副産物であり、適

応的な意味合いは薄いという考えもある (Poulin2008)。

どの仮説がより優れているのかを検証するには、更なる宿

主一二生吸虫系の生態データの蓄積が必要である。

二生吸虫の感染は、宿主の行動にも影響を与えること

が知られている。二生吸虫の宿主となる貝類は、一部の

例外を除いて中間宿主である。そのため二生吸虫は貝類

から次の宿主へと移動しなければならない。もし二生吸

虫が宿主を操作し、その行動を都合よく変化させること

ができれば、次の宿主への移動をより容易にかつ確実に

行うことができるかもしれない。実際に二生吸虫がこの

ような宿主の操作を行うことを裏付ける研究結果がいく

つか報告されている。例えば、北アメリカに生息する潮

間帯巻貝 Ilyanassaobsoletaでは、生息場所の高さと二生

吸虫の出現頻度との聞に強い相聞が認められている。特

に、 i朝間帯の上部に生息する巻貝は、二生吸虫

Gynaecotyla aduncaの感染を高い頻度で受けていた。この

二生吸虫の第二中間宿主は潮間帯上部に分布する甲殻類

であるため、宿主が上部に移動することで第一・第二中

間宿主聞の距離が縮まり、二生吸虫の移動が促進される

と考えられる (Curtis1987)。これとは逆に、仙台湾に生

息するホソウミニナは、二生吸虫C.batillariaeに感染さ

290 

れると潮間帯の下部に移動することが報告されている

(Miura et al. 2006a) 0 G. aduncaと異なり、C.batillariaeの

第二中間宿主は魚類である。潮間帯下部に移動すること

で、ホソウミニナの生息場所とC.batillariaeの第二中間

宿主である魚類の生息場所との距離が縮まり、その結果、

次の宿主への感染が促進されると考えられる (Miuraet al. 

2006a)。

上記 2つの例は、貝類が第一中間宿主である場合だが、

貝類が第二中間宿主である場合にも興味深い行動変化が

確認されている。二生吸虫 Curtuteriaaustralisは、ニュー

ジ ー ラ ン ド の 海 岸 に 生 息 す る 二 枚 員 Austrovenus

stutchburyiを第二中間宿主として利用している。c.

australisは二枚貝の斧足に感染し、宿主が砂の下へと潜

る能力を著しく低下させる。その結果、宿主の二枚貝は、

捕食者である水鳥が現れる干潮の時にも地中に隠れるこ

とができず、 5-7倍も高い確率で捕食されてしまう。

そして、この捕食を通して三生吸虫は終宿主の水鳥の体

内へと移動する (Thomasand Poulin 1998 ; Mouritsen 

2002)。

最後に、多くの教科書で紹介されている古典的な研究

を紹介したい。二生吸虫 Dicrocoeliumdendriticumは第二

中間宿主であるアリに感染すると、アリの顎の動きを制

御する食道下神経節付近に嚢胞(メタセルカリア)を形

成する。感染されたアリは、日中は他の個体と変わらず

生活するが、気温が下がる時間帯になると何故か牧草の

先端に移動し、そして大顎で葉に噛みつき動かなくなる。

牧草の先端に留まったアリは、やがてヒツジなどの草食

動物に牧草ごと丸呑みにされてしまう。この捕食により、

当然ながらアリは死んでしまうが、二生吸虫は捕食を通

して終宿主の大型草食動物へと辿り着くことができるの

だ (Camey1969)。

宿主に対する行動操作は、この他にも様々な二生吸虫

で報告されているが (Lowenbergerand Rau 1994 ; Laffi巴rty

and Morris 1996)、その至近的要因はまだあまり解明され

ていない。一部の二生吸虫は神経伝達物質に類似した分

泌物を出すことが報告されている (Shawet al. 2009)。こ

のような化学物質を介して宿主の行動を操作している可

能性がある。あるいは、二生吸虫の感染により宿主の温

度耐性や乾燥耐性が変わることで (Vernbergand Vemberg 

1963 ; McDanie11969 ; Sousa and Gleason 1989 ; Bates et al. 

2011)、副次的に分布や行動パターンが変化する可能性も

ある。

このように二生吸虫は、貝類の繁殖能力・成長・行動

など様々な表現型をしばしば劇的に変えてしまう。寄生
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虫の感染による表現型の変化は、これらの宿主の生態を

理解しようとしたときに決して無視する ことのできない

要因である。 したがって、多くの二生吸虫が生息する水

辺の生態系で二生吸虫の宿主となりうる生物の生態を研

究する時には、二生吸虫の感染の効果を念頭に置く必要

がある。

ニ生吸虫が宿主集団や群集に引き起こす変化

上記のような宿主の表現型の変化は、時に、宿主の集

団や生物群集の構造に大きな影響を与える可能性がある。

寄生された宿主の表現型が変化すれば、種内の個体聞の

相互作用が変化 し、さらにその変化は種聞の相互作用へ

と波及することがあるからだ。

先に述べたように、二生吸虫に感染されたホソウミニ

ナは潮間帯の下部へと移動する傾向がある。これに対し

て、健康なホソウミニナは潮間帯の上部に集まる傾向が

ある。この行動変化は、二生吸虫による巨大化現象と同

時に起こるので、比較的小型で、ニ生吸虫が感染していな

い個体が上部に、そして大型の感染個体が下部に分布す

ることになる。 したがって、仙台湾の潮間帯では、大型

感染個体と小型非感染個体によって潮間帯の高度勾配に

沿った帯状分布が形成されるのである。興味深いことに、

二生吸虫が感染している個体と感染していない個体とで

は、餌資源の指標となる炭素安定同位体比が異なるとい

う実験データも得られている。つまり、寄生虫に感染さ

れたホソウミニナは餌資源についても通常とは異なるニ

ツチを利用しているのである (Miuraet al. 2006a)。餌資

源の変化と生息場所の変化との因果関係は現時点では不

明である。 しかし、感染個体のニッチが変わることで、

感染個体と非感染個体の資源を巡る競争が緩和されるこ

とは容易に想像がつく 。ただしこの場合、感染されたホ

ソウミニナは自身の子孫ではなく三生吸虫の子孫を残す

ので、ホソウミニナと二生吸虫の資源を巡る種間競争が

緩和されると捉える方が適切かもしれない (Miuraet al 

2006a)。

二生吸虫による宿主の行動変化の影響は、宿主集団を

越えて生物群集へと広がる可能性がある。Woodet al. 

(2007)は、北アメ リカの潮間帯に生息するタマキピの一

種 Littorinalittoreaが三生吸虫 ciア'Ptocotylelinguaに感染

される ことで、i朝間帯に生息する生物種が、餌資源や生

息場所を巡って様々な影響を受ける ことを明らかにした

(図 2)。通常、L.littoreaはイ トグサ類やアオサ類を好ん

で摂食する。 しかし、二生吸虫に感染された個体では、

これらの海藻類の摂食量が大きく減少する。そのために、
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図2 二生吸虫による生態系改変の例。二生吸虫が巻貝に感染

すると巻貝の摂食量が減少し、それにより海藻類が増加す

る。海藻類の増加は、それを利用する無脊椎動物に有利な環

境を作り出す。それとは逆に固着性生物は生息場所を奪わ

れる。まだ検証されてはいないが、これらの効果はさらに

上位の捕食者へと波及するかもしれない。詳しくは Woodet 

al. (2007)を参照。

タマキピの感染率が高くなるように操作された実験区で

は、イトグサ類及びアオサ類の生育が、感染率の低い実

験区に比べて約 60%も改善されることが観察された。こ

れらの海藻類は、多毛類やヨコエビ・カニ・巻貝などに

餌資源や住み場所を提供するため、三生吸虫の感染率が

高い場所では、これらの非固着性の無脊椎動物が増える

ことが予想される。逆に、フジツボ類やイガイ類などの

固着性生物はこれらの海藻類が繁茂する ことにより幼生
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定着のための基質を失い、負の影響を受けると考えられ

る (Woodet al. 2007)。多くの場合、二生吸虫が宿主とし

て利用する貝類は、それぞれの生物群集内の優占種であ

る。そのため、三生吸虫の感染による宿主の表現型の変

化は、特に二生吸虫の感染率の高い場合には、生息場所

を巡る競争や食物連鎖を介して生物群集の構造に何らか

の影響を及ぼす可能性が高い。

上記2つの研究例は第一中間宿主の巻員を介した宿主

集団や生物群集への影響に関するものであったが、同様

の影響は第二中間宿主においても報告されている。カリ

フォルニア沿岸に生息する小型魚類Fundulusparvipinnis 

は二生吸虫 Euhaplorchiscaliforniensおの感染を受けると水

面近くで特異な泳ぎ方をする。そのために感染した F.

parvipinnisは水鳥の捕食を約 30倍も受けやすくなる。 E.

californiensisの終宿主は水鳥であるため、この宿主の行

動変化は二生吸虫に利益をもたらすと考えられる。しか

し、利益を得るのは二生吸虫だけではない。水鳥の視点

から見ると、二生吸虫に感染した魚は通常の魚と比べて

30倍も利用しやすいのである。二生吸虫は通常、終宿主

には大きな影響を与えないため、感染の危険を差しヲ|い

ても終宿主に大きな利益をもたらすと考えられる

(Lafferty 1992) 0 F. parvipinnisはカリフォルニアの干潟を

代表する魚類の一つであり大きな生物量を持っている。

もしもこの生態系から二生吸虫を取り除いたら、利用し

やすい資源を失った水鳥の密度は劇的に減少するだろう

(Lafferty and Morris 1996)。現在、ホソウミニナの北アメ

リカへの移入により、二生吸虫の第一中間宿主である c.

californicaの分布域が減少している (Byers2000)。第一

中間宿主がいなくなれば、それを利用する二生吸虫も生

態系から姿を消してしまう。よって、この可能性は後々

現実のものになるかもしれない。今後、寄生虫・巻貝・

鳥類を含めた総合的なモニタリングが必要で、ある。

生態系の中の二生吸虫

ここまでは、宿主やそれを取り巻く生物群集に二生吸

虫が与える影響に関する研究を紹介してきた。これから

はもう少し大きなスケールで、生態系や食物連鎖の中で

の二生吸虫の役割を調べた研究を紹介したい。

ニ生吸虫の生物量

生態系にはどれほどの寄生虫がいるのであろうか?こ

れは生態系を理解する上でとても基本的かつ重要な聞い

である。一般的な見解として、寄生虫の生物量は無視で
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きるほどに小さいと考えられてきた (Polisand Strong 

1996 ; Poulin 1999)。しかしながら、寄生虫は宿主の体内

にいるために、生物量の計測は容易ではなく、寄生虫の

生物量の調査は実際にはほとんど成されてこなかった。

カリフォルニア大学の Dr.Armand Kurisが率いる研究グ

ループは、メキシコから北米にかけての 3つの干潟で大

規模な生態調査を行った。干潟に生息する生物を収集し、

各動植物の生息密度、重量、寄生率、そして寄生虫の重

量を計測し、それらのデータを基に、干潟全体における

寄生虫を含めた各動物種の生物量を推定した。その結果

は、今までの常識を覆す驚くべきものであった。寄生虫

の中でも特に員類に感染する二生吸虫の生物量は、なん

と干潟生態系に生息する鳥類や魚類、アナジャコ類、そ

して多毛類の生物量と同等であることが明らかとなった

のである (Kuriset al. 2008)。つまり、干潟生態系におけ

る寄生虫の生物量は決して小さいわけではなく、むしろ

生態系の中核を占める生物と同等で、あったのである。

先に示した干潟生態系だけでなく、多くの二生吸虫が

報告されている湖沼の生態系においても、二生吸虫は大

きな生物量を持つことが予想される。大規模な調査を必

要とするため寄生虫の生物量の調査は容易な事ではない

が、様々な生態系での寄生虫の生物量を把握することは

生態系の中の寄生虫の重要性を理解する上で欠かすこと

のできないプロセスである。

食物網の中の二生吸虫

寄生虫の重要性は、食物連鎖の観点からも研究が行わ

れ始めている。過去の食物連鎖の研究では、寄生虫の存

在は全く考慮されていなかった (Marcoglieseand Cone 

1997)。これに対して Laffertyet al. (2006) は、食物連鎖

の中での寄生虫の役割を明らかにするために、北アメリ

カの干潟生態系の食物網に寄生虫を取り入れてネットワ

ーク構造の解析を行った。その結果、寄生虫を食物連鎖

に加えることにより、種聞の連鎖の数が30-40%増加し、

結合度 (connectance)や相互作用の非対称性 (nestedness)、

連鎖長 (chainlength)、そして連鎖密度 (linkagedensity) 

などの食物網の構造や安定性を決めるパラメータが大き

く変化することが明らかとなった。寄生虫の中でも特に

二生吸虫は複数の宿主とつながりを持つために、これら

のパラメータの変化の主要な原因となっていた。また、

二生吸虫は員類に対する宿主特異性が高く、宿主の絶滅

に敏感に反応するため、これを考慮にいれることで食物

網全体の安定性が低下することも明らかとなった

(Lafferty et al. 2006 ; Lafferty and Kuris 2009)。これらの発
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見に加えて、寄生虫の存在は食物網の捕食構造も大きく

変化させることが示唆された。通常の食物網では、下位

にいる種ほど多くの種から捕食などの負の影響を受ける。

しかし、寄生虫は中位や上位にある種に多く寄生してい

るので、食物網の中位にいる種の方が最も多くの種から

捕食・寄生といった負の影響を受けることが分かったの

である (Laffertyet al. 2006)。これらの結果は、食物網解

析に寄生虫を加えることの重要性を示している。その後

の研究で、湖招の生態系においても、寄生虫が食物網の

構造や安定性に影響を与えることが確認された

(Amundsen et al. 2009)。今後、干潟・湖沼に限らず様々

な食物連鎖の中で、寄生虫が果たす役割が解明されるこ

とが期待される。

寄生虫は、時には他の生物に捕食されることもある

(J ohnson et al. 2010)。例えば、大型魚、の体に付いた寄生

虫を食べることで有名なホンソメワケベラ Labroides

dimidiatusの餌資源の 99.7%は寄生虫である (Grutter

1996)。また、自由生活ステージにある寄生虫(例えば二

生吸虫のセルカリア幼生期)も多くの場合、次の宿主に

辿り着く前に魚類などに捕食される。例えば、二生吸虫

の年間のセルカリア生産量は魚類が必要とする全エネル

ギー量の 2-3%にも達するという報告もある (Kaplanet 

al. 2009)。寄生虫の被食によるエネルギーの流れは無視

できない大きさである。したがって、被食者としての寄

生虫も食物網の中でしっかりと考慮されるべきである

(Johnson et al. 2010)。

宿主の行動変化も食物網のエネルギ一流に大きな影響

を与える。前述のカリフォルニア沿岸の小型魚類やニュ

ージーランドの二枚貝の例にあるように、寄生虫に感染

された宿主は、通常より何倍も捕食されやすくなる

(Lafferty and Morris 1996 ; Thomas and Poulin 1998)。この

ような行動変化を通して寄生虫は、宿主の捕食・被食リ

ンクの強さを変化させると考えられる (Laffertyet al. 

2006 ; Amundsen et al. 2009)。現在のところ、リンクの強

さまで調査した研究は報告されていない。したがって、

寄生虫による食物網の改変の全容が明らかになるのは少

し先の話になるだろう。

外来種と寄生虫

寄生虫は外来種の問題にも深く関わっている。外来種

は、しばしば、移入先で爆発的な増加を見せることがある。

この増加の一因として古くから議論されてきたのは天敵

解放仮説 (Enemyrelease hypothesis)である (Keaneand 

Crawley 2002 ; Shea and Chesson 2002)。これは、新しい環

293 

境には天敵が少ないために外来種が強い競争力を手に入

れることができるという仮説である。天敵というと通常

は捕食者のことを思い浮かべるかもしれない。しかし、

内部から宿主の栄養を奪う寄生虫も宿主にとっては重大

な天敵である。したがって、寄生虫からの解放も外来種

の個体群の増加に大きく寄与しているかもしれない。

Torchin et al. (2003) は、この仮説を検証するために世界

中の様々な外来の後生動物種と寄生虫の関係を調べた。

その結果、外来種に感染する寄生虫の多様性・感染率は、

原産地と比べて大きく減少していることが明らかになっ

た。移入先での寄生虫の多様性は約2分の lにまで減少し、

さらに全寄生虫の感染率も約 2分の lまで減少していた。

つまり外来種は、予想通り、寄生虫という天敵から解放

されていたのである (Torchinet al. 2003)。寄生虫がもた

らす負の効果から逃れることは、外来種の高成長の一因

となっていると考えられる。

何故、外来種は寄生虫から解放されるのであろうか。

多くの場合、移入は宿主の集団のほんの一部だけが新し

い場所に運ばれることで生じる。この場合、もちろんす

べての宿主が寄生虫に感染してはいないので、寄生虫が

宿主と共に移入する確率は必然的に低くなることが予想

される。また、例えば、海洋生物の移入の温床となって

いるパラスト水で、運ばれる宿主は、寄生虫の感染を受け

にくい幼生のステージにあるために、寄生虫の移入の障

壁となることが考えられる。さらに、二生吸虫のような

寄生虫が持つ複雑な生活史も寄生虫の移入を妨げる大き

な要因になると考えられる。寄生虫が新しい場所に辿り

着いても、生活史を全うするのに必要な宿主が一種でも

欠けていれば、寄生虫は新しい環境に定着することはで

きないからである。寄生虫の移入にはこのような様々な

障害があり、そのために移入先では寄生虫の多様性及び

寄生率が減少するのである (Torchinet al. 2003)。

移入した寄生虫の DNA多型を調べることで寄生虫の移

入経路や移入時期を特定する試みもなされている。潮間

帯巻貝のホソウミニナは北アメリカに移入して爆発的な

増加を見せている (Byers1999，2000 ; Torchin et al. 2005)。

Miura et al. (2006b) は、日本とアメリカのホソウミニナ

及ぴそれに寄生するこ生吸虫 C.batillariaeの移入経路を

調べるためにミトコンドリア DNA多型の地域間での比較

を行った。その結果、北アメリカに移入した仁 batillariae

には 3種の隠蔽種が含まれていることが分かった。さら

に、この隠蔽種の中には宿主のホソウミニナと共に北ア

メリカに侵入した種と、それとは別のルートで、おそら

く渡り鳥などの広く分散する宿主を介して、北アメリカ
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に侵入した種がいることが明らかとなった。二生吸虫の

移入には、生活史を全うするために必要なすべての宿主

が揃わなければならない。通常は、分散能力が低く分布

域の限られる宿主が、二生吸虫の分布域拡大の妨げとな

る。しかし、その種が人間活動を介して分布を広げるこ

とで寄生虫の宿主がすべて揃えば、寄生虫は、分散能力

の高い渡り鳥などの終宿主に運ばれて遠い異国の地まで

移動してくることが可能となる (Miuraet al. 2006b)。

この他にも、二生吸虫の DNAは宿主の移入に関する

様々なヒントを与えてくれる。以下は、二生吸虫の DNA

を宿主の移動時期の特定に使った研究例である。ヨーロ

ッパと北アメリカに生息する 3種のタマキビの仲間

Littorina saxatilis、L.obtusataそして L.littoreσは、ヨーロ

ツパから北アメリカへと分布を広げたと考えられてきた。

しかし、過去の詳細な記録がないために、この移動がい

つ起こったのか、そもそも人為的な移入かどうかも議論

の対象となってきた。 Blakesleeand Byers (2008) は、こ

れらの巻貝の寄生虫を指標として、この疑問を解決した。

まず、これらの巻員に感染する三生吸虫の種多様性を調

べたところ、どの巻貝の種においてもヨーロッパで多様

性が高く、そして、北アメリカのタマキピから見つかっ

た寄生虫はすべてヨーロッパでも見つかることが明らか

になった。さらに、寄生虫の種多様性は L.littoreaでのみ、

有意に減少していることが確認された。このことは、 L.

littoreaの移入時期が他の 2種に比べて新しいことを示唆

している。これらの結果から、 Blakesleeand Byers (2008) 

は、 L.saxatilisとL.obtusataはヨーロッパを分布の中心と

して自然分散により生息域を北アメリカまで拡大してき

たのに対して、 L.littoreαは人為的に北アメリカへ運ばれ、

その分布を拡大したと推定した。

L. littoreaが人為的に北アメリカに移入されたのならば、

いつごろの時代であろうか。人為的な移入の場合、移入

が起きてから現在までの経過時聞が短いため、 DNAの塩

基配列情報を基に移入時期を推定することが困難で、ある

ことが多い。 L.littoreaでも、従来の研究ではあいまいな

推定値しか得られていなかった (Wareset al. 2002 ; Wares 

and Blakeslee 2007)。これに対して、一般に寄生虫の

DNAの進化速度は宿主よりも速いため、より多くの情報

が塩基配列に蓄積されている (Hafneret al. 1994 ; Moran 

et al. 1995 ; Page et al. 1998) 0 Blakeslee et al. (2008) はL.

littoreαと共に、それに感染するこ生吸虫仁 ling仰のミト

コンドリア DNAも解析し、より精度の高い推定結果を得

ることに成功した。推定された両者の北アメリカへの侵

入時期は約 500年前以降であり、おそらくコロンブス達
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が活躍した大航海時代に、共にi毎を渡ってヨーロッパか

ら北アメリカに辿り着いたと考えられる。この研究は、

宿主の歴史を推定する上でも寄生虫が有用であることを

示している。

今後の展望

これまで紹介した研究例以外にも二生吸虫は進化生態

学の研究対象として多くの研究者の注目を集め始めてい

る。特に注目に値するのは、 Hechingeret al. (2011) によ

る二生吸虫の社会性の発見である。二生吸虫が員類の中

で無性生殖をすることは官頭に述べたが、実はこの無性

生殖により生まれるレジアが兵隊型と繁殖型に分かれる

という驚きの事実が、カリフォルニア沿岸に生息する巻

貝に感染する Himasthlasp. Bで確認された。繁殖型はセ

ルカリアの生産に専念し、そして兵隊型は外敵の侵入を

防ぐ役割を果たしている。その後の研究で、日本 (Miura

2012)や、ニュージーランド (Leungand Poulin 2011)で

も同様の社会性二生吸虫が確認された。現在も多くの研

究者が二生吸虫の社会性の研究に取り組んで、おり、今後

も面白い研究結果が期待される。

巻貝と二生吸虫の共進化・共種分化の研究も注目に値

する。特に、巻貝の有性生殖頻度と二生吸虫の感染率と

の聞に関連性を見出し、赤の女王仮説の検証を試みた研

究は進化生態学者から少なからぬ注目を浴びている

(Lively 1987 ; Lively et al. 2004 ; King et al. 2009)。また、

二生吸虫の貝類への宿主特異性はとても強いため、宿主

の種分化が二生吸虫の種分化を促進するという、同調し

た種分化を引き起こす可能性も指摘されている (Poulin

2008)。この可能性については現在中米の巻貝と二生吸虫

を用いて私自身が検証中である (Miuraet al. 2010， 2012 ; 

Miura et al. unpublished)。さらに、この宿主特異性を生み

出すメカニズムとして巻貝の免疫が注目されており、免

疫細胞や免疫物質とご生吸虫との関わり合いについても

盛んに研究が行われている (Sappand Loker 2000 ; Hertel 

et al. 2005 ; Hanington et al. 2010)。このように二生吸虫は

生物の生態・進化の謎を解き明かす様々な機会を与えて

くれる興味深い生物であり、生物学の発展に大きく貢献

する可能性を秘めている。

二生吸虫は人目にイ寸きにくい生物である。宿主を解剖

して、さらに顕微鏡で拡大しない限り、表舞台には現れ

ない。その隠蔽性から黒幕の存在に気付かず、に、表舞台

の無実の生物を無理矢理犯人に仕立てるという過ちもこ

れまで何度かあったかもしれない。しかし、二生吸虫の
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影響力に気がついた今こそ、真犯人を割り出す時だ。黒

幕を表舞台に引きずり出し、その正体を暴くことが、研

究を大きく発展させる糸口になることを私は確信する。
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