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論文

フユ幼虫の腸内寄生菌 Simuliomycesmicrosporus (ハルペラ目)の
日本初記録とその解剖用毘虫試料の冷凍保存法の検討

佐藤 大 樹

森林総合研究所森林昆虫研究領域，干 305-8687茨城県つくば市松の里 1番地

百lefirst record of a simulid gut fungus Simuliomyces microsporus (Harpellales) 
in J apan using f企reeze.予reservedhost insects for dissection 

Hiroki SATO 

Department of Forest Entomology， Forestry and Forest Products Research Institute， 
1 Matsunosato， Tsukuba， Ibaraki 305-8687， Japan 

(Accepted for publication September 5， 2013) 

Simuliomyces microsporus (Legeriomycetaceae， Harpellales) was collected from the hindguts of the larvae of Simulium 
aokii (Simuliidae: Diptera).τbis is the first report of this species (genus) from Japan. A thick cell wall was produced be-

tween each勾gosporeand zygosporophore， which was remarkably recognized on the surface of the detached勾Tgospores.
The apical cell wall was absent in the remaining zygosporophores on thalli. Solitary detachment of勾Tgosporesfrom勾TgO-

sporophores was observed for the first time in this species. Host insecis were immediately dissecied after collection (ordinal 
method) or dissecied after preservation in the frozen condition (new method) . In defrosted specimens， dissection of the ab-
domen and derivation of the mid-and hind-gut was easy， and the harpellalean fungus could be observed. Preservation by 
freezing of host insecis appeared to be a suitable method for studying Harpellales. 

(J apanese J ournal of Mycology 54・54-59， 2013) 
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緒言

ハルペラ目は，かつて接合菌亜門トリコミケテス綱に

属し現在は，綱が未定の状態でキクセラ亜門(Kickx-

ellomycotina)に所属する.本目の菌類は節足動物の幼

虫の腸壁に付着生活し，特に昆虫の中腸または後腸に，

異なる菌種が部位特異的に感染している. 日本では，カ

ゲロウ目 (Sato2013)，カワゲラ目から各 l種(出川ら

2007)，ハエ目から 14種(Lichtwardtet al. 1987; Sato et 

al. 1989)記録されている.ハエ目ブユ科からは 2012年

現在，世界から 37種の本目菌類(Lichtwardtet al. 

2001)が知られており， 日本にも多くのブユ寄生種の分

布が予想されるが，報告された種類は 3種に過ぎない

(Lichtwardt et al. 1987). 

ハルペラ目を観察するには，寄主を解剖して腸を摘出

する必要がある.ただし感染率にばらつきがあること，
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解剖に手聞がかかることから，採集した寄主試料を，よ

り効率的に保存，活用するための方法の確立が望まれる.

佐藤 (2012)はカゲロウ類の脱皮殻を乾燥保存，または

アルコール液浸保存する方法を提案した もし採集時に

生きていた寄主を，菌の観察ができるように一時的に保

存できれば，ハルベラ目の新規分類群の探索のみならず，

その生活史の解明にもつながる.今までに，ブユ科幼虫

を対象として酢酸アルコールで固定した場合，中腸の観

察はできるが，後腸の摘出が困難であることが報告され

ている (Adleret al. 1996). 

そこで現在，著者は同科幼虫の後腸の調査が可能な保

存方法の検討を行っているが，その過程で，通常の生体

解剖による調査に加え，ブユ科の 1種の幼虫試料を冷凍

保存し解凍して解剖したところ，日本新産属のハルペ

ラ目菌類を生体解剖による方法とほぼ同様に観察するこ

とができた本論文ではこの日本新産種を報告するとと



冷凍保存試料によるハルベラ目の探索

Fig. 1. Simuliomyces microsporus clerived from live host specimens (Lactophenol mountecl) . A: Entire thalli of S. rnicrosporus attaching 

on the surface of Paramoebidiu削 sp.(A.rrow). B: Basal part of young thallus. Holclfast (A.rrow). C: Basal cell elongatecl 

(A.rrow). D: Trichosporogenesis. Generative cells (A.rrows) are longer than trichospores. E: Trichospore. Thick cell wall 

(A.rrow) penetrated with protoplast of sporangiospore in the apical part. F: Two appenclages cleveloping in a generative cell 

(んrows). G: Trichospores initial (A.rrowheacls) ancl a young zygospore (A.rrow). A. conjugatecl part of two thalli has a clistance 

from出ezygosporogenesis. H: lnitial production of a zygospore u'om the conjugation part (A.rrow， zygospore; A.rrowheacl， the 

zygoSPOrophOIで).1: Mature zygospores. A. thick cell wall is visible at the connection part (A.rrowheacl) between the zygospore 

ancl th巴 zygosporophore.Upper part of the zygosporophore is occupiecl by a large vacuole. J: Zygosporophores without 

勾rgospores(A.rrows). Bars， A.， G: 20 11m; B， C， E， F， H， 1: 5 11m; D， J: 10 11m 

もに，異なる保存法での形態比較を行い，この冷凍保存

法の有効性について議論する.

材料および方法

2012年9月 23日および 10月 23日に帯広畜産大学の

北側を東西に流れる売買川にかかる学園橋(北緯 42度

52分 49.6秒，東経 143度 10分 30.2秒)の下流側でブ

ユの幼虫を採集した。 9月は 5~J，î， 10月は 16頭を.帯

広畜産大学で解剖し観察した. 9月採集分の 10頭を，

I頭ずつ約 0.5mlの蒸留水と共に1.5mlの遠心管に入

れて家庭用冷蔵庫の冷凍室(-200 

C)で採集日に冷凍し

た.それらをつくばの研究所に冷凍状態のまま送付し，

観察まで同様に冷凍保存した (-200

C).約 3ヶ月半後
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と7ヶ月後，解剖のために冷凍試料を 250

Cの部屋に放

置 して解凍の後.解剖した (2013年1月7日:2頭，4 

月 23-26 日 :8~ýî).生体，冷凍，両試*;1 とも，解剖の

手順は同様である 寄主昆虫の最後尾を鋭利なピンセッ

トで摘み腸を引き抜いた (佐藤 2002).脱皮前と 考えら

れる一部の個体では，同様に鋭利なピンセットを用いて，

剥離しかかった外側のクチクラを取り除き，形成途上の

軟らかい腹部を徐々に壊しながら腸を摘出した腸内容

物を，新しいスライドガラス上の一滴の蒸留水中で取り

去 り，水封入による観察の後，ラクトフェノールに置換

することにより保存プレパラートとした 寄主見虫は，

川合(1985)に基づき ，アオキツ メ トゲブユ (Simulium

aokii Takahashi)と同定された.観察した菌体標本の一

部は，国立科学陣物館に寄託した.



結果

生体試料

採集直後に解剖した結果，2頭 /5頭 (9月)， 5頭 /16

頭 (10月)の後腸にレゲリオミケス科の菌を認めた 感

染しているハルペラ目菌について，後腸に寄生する点，

胞子形成細胞， トリコスポア， 接合胞子の形態的特徴と

それぞれのサイズ，および菌休が同所的に存在するメソ

ミセトゾアの Paramoebidium属の菌体表面に付着する

特徴 (Lichtwardt1986)が，よく 一致 したことから，本

菌はハルペラ 目，レゲリオミケス科に所属する日本新産

種， Simuliomyces microsporus Lichtwardtと同定された

本種は，原記載 (Lichtwardt1972)以降に，形態測定値

が修正されているので (Lichtwardt1986)，同定に当たっ

ては後者の文献を参照した. 生体の解剖により得られた

試料の形態(ラク トフ ェノール封入標本の測定値)を以

下に示す.

Simuliomyces microsporus Lichtwardt， 1972 Fig. 1 

菌体は主幹を持たず分校し (Fig.1A)，基部の細胞は

膨らむか複数の部分に分かれ (Fig.1B， C)， 4-5個の胞

子形成細胞を，菌糸先端部に形成する (Fig.1D). トリ

コスポアは襟がなく長楕円形，19-26.9 x 4.9-5.7 11m 

平均 22.2x 5.lμm (Fig. 1E)，先端はしばしば厚墜にな

る (Fig.1E).先端以外では， 短い突出部が胞子形成細

胞から生 じて菌糸il!日[1へのトリコスポア形成が行なわれ

る (Fig.1F). 少なくとも 2本の付属糸が トリコ スポア

A 

ず

司，

{左 1革

形成中の突出部に確認される (Fig.1F) 胞子形成細胞

は通常トリコスポアよりも長い (Fig.1D).接合胞子は

双円錐形，接合胞子柄との付着部分でやや平坦で、あり，

31.0-42.6 x 6.1-8.0 11m，平 均 35.8x 7.2 11m (Fig 

11).接合胞子柄は接合胞子と直角を成し (Fig.1G， I)， 

12.7 -16.6 x 7.7 -9.3 11m，平均 13.8x 8.7μm，癒合し

た一方の菌糸の側部から生じ (Fig.1G， H)， しばしば接

合部から離れた場所で生ずる (Fig.1G) 接合胞子と接

合胞子柄連接部が厚壁で (Fig.1I)，接合胞子は厚壁部を

伴って離脱し先端部の細胞壁がない接合胞子柄が菌糸

上に残る (Fig.1]) 菌体は腸壁に直接付着するか，同

所的に存在する Paramoebidiumsp.の菌体表面に付着す

る (Fig.1A).

観察試料 TNS-F-38443，TNS-F-38444， TNS-F-38445， 

120923-4， 121024-6， 12， (TNS番号標本は国立科学博物館

に保管)

冷凍試料の形態

冷凍および解凍により ，試料の解剖に不都合は生じず

に後)揚が摘出された 10頭の内， 5頭から Simuliomyces

microsporusが得られた 菌糸，および未熟な胞子類は

変形している場合が多かったが， )j包子の形成様式，接合

様式を確認することができた 一方，成熟した トリ コス

ポアおよび接合胞子の外形はよく保存されており， トリ

コスポアの基部には繊細|な構造の付属糸も確認できた

(Fig.2A).接合胞子は単独で離脱し (Fig.2B)，元接合

胞子柄との連結音[1の細胞壁は肥厚 していた (Fig.2C). 

D 

r 

ー_，砂

Fig. 2. Simuliomyces rnicrosporus derived from frozen-defrost host specimens (Water mounted) . A: Trichospore. Three appendages 

(Arrowheads). Thick ceJl waJl (Arrow) of trichospore. B: Detachecl zygospores (Arrows). C: A detached勾rgosporewith 

thick cell wall formerly connected part to its勾gosporophore(Arrowhead)百uckeningof cell waJl was also observed at出e

both ends of biconical apices. D: A勾 gosporophorewith a勾 gosporeancl勾 gosporophores(Arrows) without勾rgospores

Bars， A， C: 5 11m; B: 20 11m; D: 10 11m 
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冷凍保存試料によるハルベラ目の探索

表1 異なる摘出方法による Simuliomycesmicrosporusの形態測定値

トリコスポア (jlrn)

生体試料 19.0 -26.9 x 4.9 -5.7 

平 均 22.2 x 5.1 

解凍試料 24.3 -28.9 x 4.8 -6.1 

平 均 26.2 x 5.4 
文 献* 20-30x4-6 

*: Lichtwardt (1986) 

先端部の細胞壁がない接合胞子柄も確認できた (Fig.

2D). 測定した胞子等の形態の測定値をまとめて表 1に

示した

同時に，解凍された試料の中腸の観察も，同様に容易

に行うことができた.Haゆella属の菌体が認められたが，

未熟な菌体であったため胞子形成は認められず，種の同

定はできなかった.

観察試料:TNS-F-38446， TNS-F-38447， 130107-3， 130423-3， 

130426-1，2. 

考察

日本で報告されたハルペラ目 16種 (Lichtwardtet al. 

1987; Sato et al. 1989;出川ら 2007;Sato 2013)の内，ブユ

幼虫の寄生菌は 3種，すなわち H melusinae 1乏ger& 

Duboscq (中腸)， Smittium simulii Lichtwardt (後腸)と

Pe仰 ellaangust:坤oraLichtwardt (後腸)に限られている

(Lichtwardt et al. 1987;佐藤・出川 2003;佐藤・折原

2013). Simuliomyces microsporωはブユに感染するハル

ペラ日菌としてアメリカでは一般的な種であると報告さ

れているが (Lichtwardt1972)，日本では 11都道府県で

ブユ感染性ハルベラ目の調査が行われているにも関わら

ず (Lichtwaradtet al. 1987;佐藤・出)112003)，今回が日

本初記録となる.また，北海道産のハルベラ目としては

Lichtwardt et al. (1987)が記録した Hmelusinae (寄主:

ブユ科，以下同様)， Hartellomyces eccentricus Lich-

twardt (ユスリカバエ科)， Stachylinaρenetralis Lich-

twardt (ユスリカ科)の 3種に続く 4種目となる.

ハルベラ日の接合胞子の形態は基本的に 4タイプに分

類されている (Mosset al. 1975). 離脱の過程は不明の

種が多いが，特徴として，タイプ 1では接合胞子と接合

胞子柄が共につながったまま一つの単位として離脱する

例，タイプ2では，接合胞子柄の横周裂関(circurnscissile 

dehiscence)により接合胞子柄由来の小さいカラーを持

つ例，タイプ3では接合胞子柄の細胞質が接合胞子に付

着し接合胞子柄の細胞壁を菌体上に残して離脱する例

(この時，接合胞子柄の細胞膜と細胞壁の問に新たな膜

接合胞子 (jlrn) 接合胞子柄 (jlrn)

31.0 -42.6 x 6.1 -8.0 12.7 -16.6 x 7.7 -9.3 

35.8x7.2 13.8 x 8.7 

34.1-42.1 x 6.3 -9.1 14.5 -20.7 x 7.8 -10.9 

37.2 x 7.4 16.2 x 9.6 
34-45x7-9 12 -17x 7-11 

状構造が形成され細胞質を包む)， タイプ4の接合胞子

ではその根元にスカート状の物質を形成する例が挙げら

れている(Lichtwardt1986). 

Simuliomyces microsporusの接合胞子はタイプ Iに属

する.原記載では，接合胞子の離脱は記述されておらず

(Lichtewardt 1972)， Lichtwardt (1986)において，接

合胞子と接合胞子柄はつながって一つの単位として離脱

すると報告された.この記述は，接合胞子のみが接合胞

子柄を残して単独で、離脱する今回の観察結果と異なり，

Simuliomyces microsporusにおいて初めての観察例と考

えられる. Lichtwardt (1986)に示されている離脱した

接合胞子と接合胞子柄の複合体の写真では，接合胞子柄

に細胞質が満たされているが，接合胞子と接合胞子柄の

連結部の細胞壁に肥厚が認められる場合，接合胞子柄の

細胞質では液胞化が認められたことから (Fig.lI)， Li-

chtwardt (1986)の示した離脱した接合胞子の発達段階

は，今回観察した菌の成熟状態よりも若い可能性がある.

細胞壁が肥厚して成熟した接合胞子のみが離脱していた

点，保存方法に関わらず観察されたことから，この離脱

様式はある程度安定した形質であると考えた.今回の離

脱に類似の事例として，タイプ2における横周裂闘が挙

げられる.この裂聞が S.microsporusの接合胞子のごく

付け根付近，すなわち細胞壁肥厚部付近で生じれば，今

回観察された離脱様式に成りうると考えられる.一方，

観察された離脱様式について，未熟な接合胞子の離脱で

はないか，異常な離脱ではないか，いつでも確信できる

わけではないという指摘がある(Lichtwardt1986). 今

回観察した接合胞子の細胞壁は十分に厚く成熟している

と考えられるが，その離脱様式の安定性，より若い段階

での離脱の可能性については，今後も多くの試料を観察

して干会証したい.

解凍個体からの腸管の摘出は簡便であった寄主の体

は動かないため，的確に必要な部位を摘み，後腸を周囲

の組織と共に摘出できた アルコールやフォルマリン等

の試薬による固定は組織を残すために行う.そのため全

体的に試料の組織は硬化する.一方，解凍後の試料は全

体が軟らかく，作業が容易であった冷凍保存は，腐敗

-57ー



を防止するが，組織を硬化させないと考えられた解凍

により腸を取り巻く組織が壊れ，摘出が容易になった可

能性もある.後腸壁，菌糸の細胞壁は共にキチンを含む

ため，形態が保たれていると考えられた

今回は，新たな試みとして冷凍保存試料を用いたが，

目的の菌の検出と同定ができた.この方法はハルベラ日

の予備調査，特定種の感染率の解明に貢献できると考え

られた.寄主の脱皮殻を乾燥保存またはアルコール保存

しでも，それらを用いてハルペラ目の探索ができる事が

知られているが， トリコスポアの形態が変化する可能性

が指摘されている(佐藤 2012).一方，今回は解凍後も

トリコスポア，接合胞子は，原記載とほぼ等大であった.

このことは，基本的に成熟したトリコスポアや接合胞子

の細胞壁が強靭であることに加え，保存媒体が水のみで、

あるためと考えられる.試料は水中に保たれ，乾燥やア

ルコールによる脱水を経験していない.さらに，寒冷な

北海道では，これらの胞子類が散布される河川の凍結が

想定されるため，ある程度の耐凍性があるのかも知れな

い.冷凍，解凍された胞子等の形態の安定性について，

ブユ以外の寄主昆虫の寄生菌を含めて今後検討したい.

ハルベラ日の菌類は寄生部位特異性を持つので，一頭

の寄主に 2種(以上)の菌が同時に棲み分けていること

がある. 日本のブユでは中腸に H.melusinae，後腸にR

angust坤oraの感染例が知られている(佐藤・折原

2013) .今回も，中腸に Harpellasp.の混合感染を確認

できた.しかし従来の分類学的研究では個々の菌種の

寄生部位の記述に留まり，混合感染状態については多く

の場合不明である.さらに，中腸に複数種 (Mossand 

Lichtwardt 1980)，後腸に複数種 (Lichtwardt1972)が感

染している場合もある.試料の処理が簡便ならば，この

ような生態的情報を定量的にとらえることが可能にな

る.さらには，多地点で，同種の寄主昆虫を利用する腸

内菌類相を調べることにより，個々の菌種の環境晴好性

も解明できるかも知れない.寄主見虫の冷凍保存は，脱

皮殻保存による方法と併せてハルベラ目調査に有効であ

ると考えられた.
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摘 要

ハルベラ目， レゲリオミケス科の Simuliomycesmi-

crosporusを日本新産種(新産属)として報告した接合

胞子と接合胞子柄の境界の細胞壁は肥厚し，その肥厚部

分は接合胞子と共に離脱した.一方，接合胞子柄は先端

部の細胞壁を失い菌体に付着していた接合胞子の単独

離脱は，本種における初めての観察事例である.採集直

後の生きた試料を用いる定法と，冷凍保存した試料を用

いる新規の方法により解剖し，腸内の観察を行った試

料は，解凍の後でも容易に中腸，後腸の摘出が可能であ

り，ハルベラ目の検出ができた寄主の冷凍保存は，ハ

ルベラ目の調査に有効な方法であると考えられた
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