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シロアリの生活と水

神原広平
鳥取大学大学院違合農学研究科
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係者形成している。特に 下等シロアリの後腸に原生生

物が存在することは古くから知られており，原生生物由

来のセルラーゼとシロアリ自身の内源性セルラーゼ、によ

り，結品性および非結晶性セルロースを分解して利用し

ていることは有名である (Watanabeand Tokuda， 2010)。

シロアリは，この消化管内共生微生物の作用により，難

消化牲のセルロース・ヘミセルロース・リグニンで構成

される植物の紹胞壁を餌とすることができるため，森林

生態系の物質循環における分解者として重要な役割を担

う益虫といえる。同時に，木質資源、の利用という点で，

シロアリと人類は常に競争関係にあり.2，600種を超え

るシロアリのうち. 83種が木質部材に被害を及ぼす害

虫として報告されている (Suand Scheffrahn， 2000)。木

造建築物の多い日本では，ミゾ、ガシラシロアリ科のイエ

シロアリ (Coptotermesformos仰 lIs) とヤマトシロアリ

(Reticu!itermes sper・atlls)• そしてレイピシロアリ科のア

メリカカンザ、イシロアリ (JncIsitermesmInor) とダイコ

クシロアリ (0ァptoterl7lesdomesticus) の4種が主要な

家屋害虫として位置付けられる。主主虫と害虫の両側面を

持ち，さらに複雑で興味深い生理・生態学的現象を示す

シロア 1)の生存にも水は必要不可欠である。シロアリの

生活と水は深く関わっており，その生態学的観点から，

混材シロアリ・乾材シロアリ・地下シロアリと呼ばれる

3つにグループに分類することができる。

シロアリは，私達の衣食住のうち「住Jと関わりが深

い昆虫である。しかし，シロア 1)と類縁で私達の住環境

に馴染み深いゴキブ1)と比較すると実際に目にする機会

は少なく，駆除の現場に立ち会ったことなどがなければ，

群れをなして材木に巣金っているシロアリの姿を自の当

たりにすることは少ない。一般的にシロアリは木材を食

べ，人の毘に触れることなく巌適な温湿疫が維持された

閉鎖的空聞に棲む社会性晃虫なのである。

シロアリはゴキブリから進化した毘虫と考えられてお

り CInwardet al.， 2007). 最初の化石は中生代白頭紀 (1

億 3千万年前)から克つかっている。現在，シロアリは

熱情から温帯域に分布し2，600種以上が記載されており，

大きく下等シロアリ(ムカシシロアリ科・オオシロアリ

科・シュウカクシロアリ科・レイピシロアリ不いノコギ

リシロアリ科・ミゾガシラシロアリ科)と高等シロアリ

(シロアリ科)のニつのグループに分けられる。下等シ

ロアリは，ほとんどの種が木を金べているが (wood

feeder) .高等シロアリでは木を食べるもの以外に，菌を

栽培し金糧としているものや (fungusfi巴eder).土や臆植

を餌として生活している種 (soilfi巴巴由r)がある。シロ

アリは Isopteraあるいは Termitoidaeと呼ばれるグループ

内の全ての種が生殖階級と非生殖階級を有する真社会性

を営み，階級分化に応じた形態の異なるイ障体の徹底した

分業により複雑な社会を構成している。また，シロアリ

は，体内(消化管)に多様な共生撤生物(涼生生物・細

菌・古細菌)在有しており 複雑な生理生化学的共生関
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湿材シロアリ (dampwoodtermite) 

湿材シロアリと呼ばれるグループはオオシロアリ科に

属するシロアリで構成されており，そのグループ名の通

り，常に湿潤な状態にある木材が生活場所かつ餌として

必要であり，野外においては雑木林内の湿った倒木や伐
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根などに営巣している。一般に，とのグループのシロア

リは比較的寒冷な地域に生息しているため冬期の凍結回

避が必要であるが，彼らの場合は季節的に トレハロース

を増加させることが知られている (Lacey巴tal.，2010)。

乾材シロアリ (drywoodtermite) 

乾材シロアリは，含水率 (10~ 15%程度)の低い乾

いた木材(気乾材)を餌として生活することができる乾

燥適応的なシロアリで，レイピシロアリ科により構成さ

れている。彼らは自由7}<が存在しない状態の木材も餌と

し生存できるため，特に，アメリカカンザイシロアリは，

輸入家具などによ り日本国内に持ち込まれ，現在では侵

入害虫として全国各地で被害が散発し，深刻な問題と

なっている。乾材シロアリは，代謝による水分損失のう

ち 90%を体表から失っているが (Sheltonand Appel， 

2000) ，カイコの糞のように直腸腔側， rectal pad，の条痕

が明瞭で，このグループのシロアリ被害を発見する手が

かりとしても利用されるほど特徴的な砂粒状の虫糞を排

池する。彼らは，直腸での徹底的な水分吸収により ，水

がほとんど存在しない生活場所で、も生存に必要な水分を

効率よく再吸収している (Noirotand Noirot-Timothee， 

1977)。

地下シロアリ (subterraneantermite) 

地下シロアリは，ムカシシロアリ科，シュウカクシロ

アリ科，ノコギリ シロアリ科，ミゾガシラシロアリ科，

シロアリ科で構成されるグループで，その多くは地下や

地上に特別な巣を構築し，蟻道(図1)と呼ばれる土や

糞で作った トンネルで、地下を移動する ととにより， 採餌

範囲を拡大している。日本で猛威を奮うイエシロアリ

(Coptotermes formosanus)やヤマ トシロアリ (Reticuli-

図1.惰築活動中のシロアリの蟻道
蟻道先端の濃茶部 (Tで示す)は水が運ばれ湿っている。
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termes speratus)はこのグループに属するが，彼らは摂

食最適相対湿度が 90% と高く 多湿な閉鎖的空聞を好

むため，日本家屋でお馴染みの床下(つまり地下)から

の侵入と水回りの木質部材に被害を生じさせることとな

る。地下シロアリ の巣や蟻道は，口器に唾えたー塊の土

や砂等を建築現場へと運び，石垣を組むように積み上げ，

口から水を吐き出して湿らせ，その後，糞によって固め

ることによって構築される。 との口から吐き出される水

は，巣や蟻道の構築だけでなく，その内部や乾燥状態に

ある採餌場等の微小環境の湿度調節といった生活環境の

整備全般に用いられている。乙のシロアリの生活に重要

な水は結露や湿った土壌などから獲得しているが，その

水は前腸に隣接して存在する一対の唾液嚢 (salivaryres-

ervoirs)を貯水嚢 (watersacs ;図 2) として機能させる

ととで保持 ・運搬されている (Grubeand Rudolph， 

1999)。イエシロアリ は，との獲得した水を運ぶ能力が

高いため乾燥した木材も水分を潤しながら加害すること

ができ，その行動範囲は，ワーカーの体長が数ミ リ程度

であるにもかかわらず，80 ~ 100 m ~こも及ぶ。一方，

ヤマトシロアリは，一見したところ貯水嚢の形状はほと

んど同じであるが，イエシロアリに比べ水を運ぶ能力が

低いため採餌範囲は狭く ，比較的湿った木材に営巣し，

地中に構築した蟻道を通じ近接する木材を餌としてい

る。両種の水を運搬する能力の違いは乾燥に対する反応

の差によるものとも考えられる。イエシロアリとヤマト

シロアリは， 両者ともに乾燥条件下において体水分の

50%を失うと死に至るが，その減少速度は異なり，恒

温恒湿条件 (250C，70%) で低含水率 (10~ 11%) の

木材のみを餌として与えた絶飲条件下では，ヤマトシロ

アリが 48時間で全滅するのに対し，イエシロアリでは

図2. イエシロアリの貯水嚢
貯水嚢は前腸 (foregut，喋嚢 (crop)の両側(¥7で示す)に
ある一対の嚢状器官である(←は食下物の流れを示す，右側
が頭部)。
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96時間後に死滅する緩やかな減少を示す (Nakayamaet 

al.， 2004)。絶飲条件下での致死時間の差は僅かなものか

もしれないが，乾燥に対する耐性の強さは水を運ぶ時閣

を与えているとも考えられる。さらに，イエシロアリは，

巣当たりの錨体数も数十万~百数十万とヤマトシロアリ

よりー桁多く，これらが高度に統制されたシロアリ社会

の人海戦術(?)により自らに好適な生活環境を維持整

備している。このシロアリの生活と水において重要な役

割を持つ貯水嚢であるが，蓄えられる水の経路について

は， (1)消化管から血液を経由して貯水嚢へ蓄えられる，

(2)口(下咽頭)から直接貯水嚢へと蓄えられる，二つ

の見解が報告されており十分にわかっていない (Sieber

and Kokwaro， 1982; Watson et al.， 1971; Grube et al.， 1997)。

近年，イエシロアリの消化管よりアクアポリンホモログ

CfAQPl遺伝子 (1609bp，分子量 26.2kDa)がクローニ

ングされ，推定アミノ酸配列から DRIPタイプであり，

水分子の選択的透過輸送に機能していることが示された

(丸山ら， 2012，図 l参照)0CfAQPl遺缶子は，直腸お

よび、マルピーギ管で、強く発現するとともに，シロアリの

生活において重要な役割をもっ貯水嚢で、も発現が確認さ

れた (Kambaraet al.， 2009)。
世界的に見るとアリのように野外の開放された空間で

採館を行うシロアリも存在するが，一般的にシロアリは，

閉鎖的な環境でそれぞれに好適な湿度環境を維持し，乾

き(渇き)を避けて生活している皇虫である。シロアリ

は生活の中で、ふんだんに水を利用しており，イエシロア

リで、は体水分量が約 2.3mgであるが (Nakayamaet al.， 

2004)，1逓鵠あたり 2mgの水を運ぶといわれている(鹿

瀬， 2006)。シロアリの中で低温適応的に進化した混材

シロアりではトレハロースの蓄積，また乾燥適応的に進

化した乾材シロアリでは臨腸からの効率的な水の再吸収

が行われている。これらのことは，先の丸山ら (2012)

あるような， cryptonephric rectal complex による

水の再吸収機構がシロア 1)の直腸でもはたらいているこ

とを想起させる。恒温・恒混在維持できる私達にとって

快適な「住Jはシロアリにとっても申し分ない生活空揺

を提供していることであろう。しかし，両者の生活は一

つ屋根の下とはいかないので，シロアリの生活を良く知

り上手く棲み分けを行っていかなければならない。
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