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研究成果の概要（和文）：本研究課題では，シロアリ類の社会組織化の調節メカニズムについて，

フェロモンやホルモンなどのシグナル伝達分子に着目し多角的に解明を試みた．本研究により，

内分泌因子が環境要因を媒介し，下流の発生制御因子の発現パターンを調節することにより，

カースト特異的な形態へと発生することが明らかになった．また，様々な外分泌腺からのカー

スト特異的なフェロモンによるコロニー調節機構が示唆された．さらにトランスクリプトーム

解析に基づいて遺伝子カタログを作成し，大規模かつ詳細な発現解析などが可能となった．  
 
研究成果の概要（英文）：In this research project, the regulatory mechanisms of social 
organization in termites were extensively investigated, by focusing on signaling molecules 
such as hormones and pheromones. Endocrine factors were found to regulate the 
expression patterns of downstream developmental factors, leading to the development of 
caste-specific morphological characteristics. In addition, various exocrine glands were 
found to produce caste-specific pehromones, suggesting that the regulatory mechanisms of 
colonies based on chemical communications would exist in termites. Moreover, based on 
extensive transcriptomic analyses, the gene catalogs in three termite species were 
successfully constructed and it was revealed that there are some termite-specific features 
of gene repertoires. In future, further extensive analyses on the regulatory mechanism of 
genes underlying the elaborate social systems in termites. 
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１．研究開始当初の背景 
 
生物の世界では，個が集合し秩序ある総体を
作り出す現象が様々なレベルで見られ，ここ
には生命が織りなす基本原理が存在すると
考えられる．社会性昆虫は，高度な社会性を
発揮する動物のグループとして長きにわた
り研究者の興味を惹き付けてきており，多く
の生態学的および行動学的研究成果が蓄積
されている．その一方で近年の分子生物学と
ゲノム科学の発達により徐々に社会性昆虫
にもこれらの手法が適用され，ミツバチのゲ
ノム解読を始めとする成果が上がっている．
ミツバチやアリなどの社会性膜翅目におい
てはこのような成果があるが，もう一方の一

大社会性昆虫グループを形成するシロアリ
類ではわずかな試みしかなされていなかっ
た． 
 
２．研究の目的 
 
本研究は，社会性昆虫のシグナル分子の分子
機構と進化の仕組みを分子生物学的および
分析化学的手法などを用いて解明すること
を目指す．オオシロアリを主な材料として，
環境要因を反映して分業を行うカーストの
発生運命を決定するホルモンと，社会行動を
制御するフェロモンを主要なシグナル分子
として着目し，「個体→超個体」の組織化の
仕組みを探る．さらに，シグナル分子の合
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成・受容に関わる遺伝子群の獲得がいかにし
て社会進化に貢献したかを考察し，分業や分
化機構の獲得と維持に関わるモデルの構築
およびシミュレーションを行うことで，社会
進化・自己組織化の共通原理に迫る． 
 
３．研究の方法 
 

カースト分化に伴う発生プロセスの改変 

 シロアリのカースト分化では，幼若ホルモ

ンが重要な役割を果たすため，関連遺伝子の

発現解析と機能解析を推し進める．あわせて，

分化過程でのホルモンの役割についても解析

する． 

 
カースト特異的外分泌腺因子の網羅的解析 
 シロアリの個体には，大顎腺や腹板腺など

の外分泌腺が存在し， 各カーストでの特殊化

も見られるため，外分泌腺でカースト特異的

に遺伝子発現を解析する．発現に差の認めら

れた遺伝子の中から，フェロモン合成や分泌

に関わる分子の候補を見いだし，詳細な発現

動態及び，機能解析を行う． 

 
フェロモン分子の機能解析 
 個体間コミュニケーションにおける分子機

能の解析を行うため，グルーミングや栄養交

換行動などのアッセイ系を確立し，リポカリ

ンなどのシグナル分子の機能を検証する．ま

た，捕食者や競争者を導入したときのフェロ

モン分子の動態に関しても追跡する．さらに，

これらの分泌フェロモンが他個体のカースト

運命の決定に関与する可能性を吟味する． 

 
カースト分化・社会進化のモデル構築 
 生物界の中でも最も効率的な自己組織化シ

ステムともいうべき社会性昆虫の分業行動に

は，様々な個体間相互作用により個体の内部

状態が変化し，個体内で発生のゆらぎが生じ

ることで，様々なカーストが分化するとされ

る．これら個体間相互作用から自己組織化が

起こる原理を探るため，前述の計画で同定・

分析された様々な因子を用い，社会行動モデ

ルを構築することを試みる．  
 
４．研究成果 
 

カースト分化に伴う発生プロセスの改変 

 幼若ホルモン類似体の１つであるピリプロ

キシフェンを投与して兵隊分化を誘導した上

で，発生に重要な因子の発現動態を行ったと

ころ，インスリンシグナル経路および，付属

肢の発生制御因子の１つである dachshund
の発現上昇が見られることが明らかとなった．

これらの遺伝子について RNAi 法を適用して

機能解析を行ったところ，RNAi を施した個

体では兵隊分化における大顎伸長が有意に抑

制され，これらの因子が兵隊カースト分化に

大きく寄与することが示唆された． 
 また新たな発見として，兵隊になる直前の

ステージである前兵隊は白くて柔らかいクチ

クラを持つが，このステージの間にも頭部が

伸長することが明らかとなった．詳細な組織

形態観察により，前兵隊の特殊なクチクラ構

造がこの脱皮間の伸長に寄与することが示さ

れた． 
 
カースト特異的外分泌腺因子の網羅的解析 
 我々の研究から既に，カースト特異的な外

分泌腺がシロアリには多く存在することはわ

かっていたため，道しるべフェロモンを分泌

する腹板腺や，消化酵素を分泌する唾液腺で

発現するタンパク質を二次元電気泳動法によ

り分析し，兵隊カースト特異的タンパクを同

定 し た ． そ の 結 果 ， 腹 板 腺 で は

odorant-binding protein が，唾液腺からは

lipocalin タンパクである SOL1 が大量に合成

分泌されることが明らかとなり，これらが個

体間相互作用（コミュニケーション）に関与

する可能性が示唆された． 
 また次世代シーケンサーによる cDNA の網

羅的配列決定およびESTデータベースの構築

にも着手し，オオシロアリの他にもヤマトシ

ロアリおよびタカサゴシロアリの網羅的遺伝

子カタログの作成に成功し，これにより多く

のトランスクリプトーム解析が飛躍的に進展

した． 
 
フェロモン分子の機能解析 
 本研究課題により新たにガスクロマトグラ

フィーによるフェロモン同定システムを立ち

上げることに成功し，シロアリ複数種におい

てカースト特異的なニオイ物質（フェロモン）

の同定に成功している．このうちヤマトシロ

アリの兵隊特異的フェロモン分子については

機能的な候補がほぼ特定され，今後の生物検

定および機能解析の進展が期待されている．

これらの中からカースト分化制御フェロモン

を同定することが今後の大きな目標となって

いる． 
 
カースト分化・社会進化のモデル構築 
 我々の研究によって得られた，幼若ホルモ
ンの濃度に依存したカースト決定機構と，個
体間相互作用によりコロニー内のカースト
比率が決定するという事実に基づき，ホルモ
ン濃度と個体間相互作用をパラメータとし



た，カースト分化の数理モデルを構築するこ
とに成功した．これらのパラメーターを操作
することにより，実際の研究結果と合致した
シミュレーション結果も得られており，更に
カースト分化における形態変化も考慮した
モデルにも発展させることに成功している． 
 
上記の研究成果のいくつかは現在までに既
に学術論文として公表している他，現在論文
作成中のトピック，更には発展的な研究へと
展開していトピックも数多く存在している． 
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