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研究成果の概要（和文）：本研究では、主にゴキブリからシロアリへの進化の過程でセルロース消化の効率化に
寄与した因子を探索した。キゴキブリから下等シロアリへの進化過程では、細胞内共生系と腸内共生系の代謝物
を巡る競合が起きており、結果的に腸内微生物への依存度が増していったことが示唆された。また、下等シロア
リでは宿主ゲノム内でセルラーゼ遺伝子の重複が起きており、機能の多様化が起こったことが示唆された。さら
に高等シロアリでは消化管に組織複合域を作り出すことで、液胞型ATPaseなどの輸送分子が関与して腸内腔のア
ルカリ化を引き起こし、リグニンの可溶化等によって腸内微生物によるセルロース消化を促進している可能性が
明らかになった。

研究成果の概要（英文）：The present study explored metabolic factors that involved in invention of 
efficient cellulolytic systems during evolution from wood roaches to termites. In evolution of wood 
roaches to lower termites, we found some overlaps of metabolic networks between endo- and intestinal
 symbioses, which had led to relaxed selection of some genes in endosymbionts and increased in 
dependence of the host insects in intestinal symbionts. In lower termites, we analyzed a genome 
sequence of a Japanese subterranean lower termite. Endogenous cellulase genes were duplicated in the
 genome, while a few of them appeared to differentiate their functions. Furthermore, we analyzed 
transcripts of the so-called “the mixed segment” in the gut of a higher termite, which expressed a
 variety of transporter genes. Among them, V-ATPases and NHE transporters were assumed to be 
involved in the gut alkalization, which may contribute to solubilize lignin to facilitate cellulose 
degradation by the intestinal bacteria.

研究分野： 昆虫生理学

キーワード： 昆虫生理生化学　セルロース代謝　栄養共生　セルラーゼ　シロアリ　ゴキブリ　消化系進化　輸送分
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
植物細胞壁の主成分はセルロース、ヘミセ

ルロースおよびリグニンから構成されてお
り、これらの複合体をリグノセルロースと呼
んでいる。特にセルロースはブドウ糖の重合
体であり、自然界では毎年約 9×1012 から 9
×1013 kg が生産されていると見積もられて
いる。このことが、セルロースは世界でもっ
とも豊富なリサイクル可能なバイオマスで
あると言われる所以である。 
しかしながら、リグノセルロースは難分解

性の物質であり、多くの生物はこれを利用す
ることができない。そのような中で、シロア
リ類はリグノセルロースの効率的な分解シ
ステムを身につけ、これを主食として生き延
びてきた。これまでの研究により、シロアリ
類は枯死植物に含まれるセルロースの７４
～９９％を分解していると考えられている。 
このようなシロアリ類による効率的なリ

グノセルロース分解系は、多くの研究者の注
目を集め、20 世紀のはじめから、特にセル
ロース分解に注目した研究が数多く行われ
てきた。一連の酵素学的研究や分子生物学的
な研究の中で、シロアリ類の後腸に共生する
微生物がシロアリ類のセルロース消化に主
要な役割を果たすこと、シロアリ自身もセル
ロース分解に必要な酵素を分泌すること、そ
してこれらの酵素が基質に対し極めて高い
比活性を有することなどが現在までに明ら
かになっている。 
では、一体シロアリ類がどのようにして類

まれなるセルロース分解能力を身に着ける
に至ったのかという疑問を解き明かしてい
くことは、昆虫消化システムの進化を論ずる
上で学術的に興味深いだけでなく、工業的に
どのように木質バイオマス分解系やバイオ
エタノール生産系を改良すれば更なる効率
化を達成できるのかという命題に対しても
重要な示唆を与えることが期待される。その
ためにはシロアリ類の原型と言える食材性
ゴキブリ類のセルロース消化や栄養生理に
着目し、シロアリ類と比較することが重要で
ある。現在の分子系統学的解析からは、シロ
ア リ 類はゴ キ ブリ目 の 一部で あ り 、
Cryptocercus 属の食材性キゴキブリとの共通
祖先から分化したと考えられている。キゴキ
ブリは消化管内にシロアリ類と近縁な共生
原生生物を有しており、セルロース消化に重
要な役割を果たしている。ゴキブリ目の中に
は、シロアリ・キゴキブリ姉妹群とは系統的
に離れた食材性ゴキブリが存在する。これら
はオオゴキブリ科（Blaberidae）に属しており、
国内には Panesthia 属のオオゴキブリおよび
Salganea 属のクチキゴキブリが分布している。
これらのうち、クチキゴキブリはシロアリ・
キゴキブリ姉妹群の昆虫と同様に社会生活
を営み、親子間の栄養交換が知られている。
しかしながら、これらのゴキブリは食材性に
特化しているものの、シロアリ・キゴキブリ
姉妹群の昆虫とは異なり、消化管内に木質消

化に貢献する共生微生物を有しておらず、木
質分解能力はシロアリやキゴキブリには劣
ると考えられる。 
しかし、研究開始当初においては、これら

の昆虫間での代謝系・栄養共生系・消化シス
テムの進化についてはあまり知見がなかっ
た。 

 
２．研究の目的 
本研究では、オオゴキブリ科およびキゴキ

ブリ属の食材性ゴキブリ類を用いて、消化管
各部における 13C 標識セルロースより派生す
る代謝物の動態を2D-NMR解析することで、
これらの昆虫におけるセルロース消化・代謝
経路の全容と効率性を解明することを試み
た。さらに共生微生物を持たない食材性ゴキ
ブリの消化代謝系、シロアリの前段階である
キゴキブリの消化代謝系、そしてシロアリの
消化代謝系の各過程を比較することで、セル
ロース分解の効率化に関与した代謝的要因
を探り出そうとした。 
また、ゴキブリ類の栄養生理を考える上で

は、もうひとつの無視できない要素が存在す
る。それは、脂肪体内に分布する細胞内共生
細菌 Blattabacterium cuenoti（以下、ブラタバ
クテリウム）との栄養共生である。この細菌
は宿主の窒素老廃物を利用してアミノ酸や
ビタミンを生合成していると考えられてい
るが、この細胞内共生系は原始的なシロアリ
１種を除く全てのシロアリ類では２次的に
失われている。これらのブラタバクテリウム
では、一部のアミノ酸やビタミン生合成遺伝
子がキゴキブリや原始的なシロアリへの進
化の過程で欠落し、ゲノム縮小が進行してい
ることが明らかになっている。 
当時、我々は前述の食材性オオゴキブリの

ブラタバクテリウムを用いた全ゲノム解析
結果に基づき、キゴキブリとムカシシロアリ
におけるブラタバクテリウムのゲノムの縮
小と遺伝子欠落は、宿主の社会性の発達によ
る腸内微生物の定着が影響している可能性
が高いと予想した。もしこの仮説通り、社会
行動の発達による腸内共生微生物の定着が
細胞内共生細菌ゲノムにおけるアミノ酸生
合成遺伝子の欠落に関連しているとするな
らば、細胞内共生系と腸内共生系にはアミノ
酸を中心とした代謝物を巡る競合的な進化
関係があると推定される。そこで本研究では
ブラタバクテリウムが共生する脂肪体の代
謝物も併せて解析し、細胞内共生系と腸内共
生系の代謝物をめぐる競合の有無と、それら
がどのようにセルロース消化代謝系に影響
を与えるのかについても検討することとし
た。 
さらに、近年 2 種のシロアリからゲノム解

析の結果が報告され、研究中にはゲノムベー
スでセルロース消化の進化を考察する必要
にも迫られた。そこで、下等シロアリである
ヤマトシロアリゲノムに存在する糖質分解
酵素を解析し、これまでのゲノム解析の報告



と比較しながらゲノムレベルでシロアリの
セルロース消化システムの進化についても
議論することとした。 
また、進化的にもっとも派生的な高等シロ

アリでは消化管に中腸様組織と後腸様組織
の組織複合域が存在することが知られるが、
その機能は全く明らかになっていなかった。
そこでこの消化管領域の代謝機能がシロア
リのセルロース消化にどのような影響を与
えているかについても解明を試みた。 

 
３．研究の方法 
（１）サンプリング 
米国東部（ノースカロライナ州、バージニ

ア州、ジョージア州、テネシー州）でキゴキ
ブリの一種 Cryptocercus punctulatus を採集し
たほか、カリフォルニア州北部でC. clevelandi
を、韓国において C. kyebangensis をサンプリ
ン グ し実験 に 用いた 。 オオゴ キ ブ リ
（Panesthia angustipennis）は筑波山において
サ ン プリン グ した。 ム カシシ ロ ア リ
Mastotermes darwiniensis はオーストラリアに
おいて採集し、タカサゴシロアリNasutitermes 
takasagoensis は沖縄県西表島において採集し
実験に供した。 
（２）細胞内共生細菌（ Blattabacterium 
cuenoti）のゲノム比較解析 
 採集したキゴキブリを解剖して脂肪体を
摘出し、全 DNA を抽出した。DNA ライブラリ
ーを作製後、イルミナ社 MiSeq によるシーケ
ンスを実施した。宿主 DNA の除去、バクテリ
アゲノムのアセンブル、およびアノテーショ
ンは、Kinjo et al. (2015)の方法によって実施し
た。 
（３）代謝物測定 
酢酸菌による 13C 標識セルロースシートの

合成を行い、オオゴキブリ及びキゴキブリに
摂食させた。その後、消化管各部を切り出し、
NMR による測定を実施した。また、脂肪体お
よび腸内アミノ酸量は、各消化管からの抽出
物を HPLC によって定量した。 
（４）ヤマトシロアリゲノムにおけるリグノ
セルロース分解酵素遺伝子の探索 
ヤマトシロアリドラフトゲノムより推定

されたタンパク質コード遺伝子を糖質修飾
酵素のデータベース dbCAN により分類・検索
し、リグノセルロース分解に関わるもののみ
抽出して解析した。 
（５）高等シロアリ組織複合域の解析 
タカサゴシロアリ中腸・組織複合域・後腸

より mRNA を抽出し、次世代シーケンサーに
よるトランスクリプトーム解析を行った。そ
の中で特徴的な挙動を示した V-ATPase につ
いて、定量ＰＣＲおよび酵素活性測定による
解析を行った。 
 
４．研究成果 
（１）細胞内共生細菌のゲノム進化 
腸内共生系に競合する可能性のある細胞

内共生細菌の代謝系を明らかにするため、採

集したキゴキブリに共生するブラタバクテ
リウムのゲノム解析とアノテーションを行
った。その結果、C. punctulatus の集団間でシ
ステイン生合成系の遺伝子の有無に違いが
あることや、他の細胞内共生細菌から硫酸還
元経路が欠失していることが明らかとなっ
た。硫酸還元経路はリグニンの生分解に影響
を与えることが過去の研究で示唆されてお
り、この経路を腸内微生物が担うことでリグ
ノセルロース分解に影響を与えている可能
性が考えられた。また、韓国・米国西部・米
国東部におけるキゴキブリの細胞内共生細
菌の間では、アミノ酸生合成に関わる遺伝子
レパートリーに違いがあり、アミノ酸生合成
の点において腸内共生微生物と競合してい
る可能性が示唆された。 
 
（２）腸内代謝物の比較解析 
まず解析条件を検討するため、キゴキブリ

の生育環境に近い低温高湿な飼育条件を構
築し、3日、8日、16 日の期間で 13C 標識セル
ロースシートを摂食させた。さらに、ゴキブ
リ消化管からの代謝物の抽出についても重
水を使用した場合と、溶媒を使用した場合と
で抽出効率の違いを検討した。 
これらの結果に基づき、キゴキブリと食材性
オオゴキブリについて 13C 標識セルロースの
摂食実験を実施した。NMR による解析の結果、
消化管内代謝物の標識率は摂食後8日目付近
で最大となることが示唆された。特に顕著な
特徴として、アミノ酸のシグナルは主に後腸
で強く検出されたが、共生細菌が分布する脂
肪体では強いシグナルは認められなかった。
また脂肪体のシグナルのパターンは後腸よ
りも、中腸や前腸と似ていた。 
上述の結果から、細胞内共生細菌が分布す

る脂肪体と腸内のアミノ酸量の定量を実施
する必要があると考えられたことから、HPLC
による各組織（中腸、後腸、脂肪体、および
血リンパ）における遊離アミノ酸の定量も実
施した。本研究では、米国東部と韓国産のキ
ゴキブリに加えてオオゴキブリとムカシシ
ロアリについて、消化管各部と脂肪体、なら
びに血中の遊離アミノ酸量を定量した。その
結果、組織あたりのアミノ酸量では米国と韓
国産キゴキブリの間で後腸にのみ顕著な差
が認められた。しかし、単位体積当たりの遊
離アミノ酸量（濃度）を求めたところ、前腸
から中腸にかけて遊離アミノ酸の濃度が高
いことが明らかとなった（図１）。このこと
は、腸内微生物が前腸～中腸通過中に消化さ
れ、遊離されたアミノ酸を宿主が中腸から吸
収していることを示唆していると考えられ、
細胞内共生細菌への依存性は低いことが伺
えた。したがって、この結果は進化の過程で
アミノ酸の生合成に窒素源を要求する細胞
内共生系から、空中窒素を利用可能な腸内共
生系へ宿主の依存度が変化していることを
示していると考えられ、宿主がセルロース消
化に特化し、消化の効率化に投資することが



できたひとつの要因であったと考えられる。 

 
（３）下等シロアリゲノムにおけるセルラー
ゼ遺伝子の進化 
本研究開始後、2 種のシロアリのゲノム解

析結果について論文が出版された。今後はゲ
ノム情報を利用した研究にも対応する必要
に 迫 ら れ た た め 、 ヤ マ ト シ ロ ア リ
（Reticulitermes speratus）ゲノム解析プロジェ
クトに参画し、セルロース分解等に関与する
糖質加水分解酵素のマニュアルアノテーシ
ョンを開始した。これにより 3種のシロアリ
ゲノムを比較し、セルロース消化に関与する
遺伝子情報とそこから推定される代謝系に
ついて予備的な知見を得ることができた。 
本研究によりシロアリゲノム中にはセルラ
ーゼ遺伝子が4個あることが明らかになった。
このうち２つは発現レベルのデータや触媒
領域のアミノ酸配列から消化酵素である可
能性が考えられたが、ひとつは触媒領域のア
ミノ酸が置換されていることに加え、頭部で
強い発現が認められたことから、セルラーゼ
ではなく補助的な役割を担う可能性が推定
された。残る一つについては、虫体全体で弱
く発現していた。このことは、セルラーゼ遺
伝子が進化の過程で新たな機能を獲得して
いる可能性を強く示唆している。最近報告さ
れたナナフシでヘミセルロース分解ができ
るように機能分化したセルラーゼと併せて
系統解析したところ、類似の系統進化はシロ
アリでは認められず、同様な基質特異性の変
化がシロアリで起きているという証拠は得
られなかった。 
また、β－グルコシダーゼについてもヤマ

トシロアリには 16 個のホモログがあり、消
化酵素のほかに社会性コミニュケーション
に関与するものなどが存在していると考え
られた。しかし、多くのホモログについては
これまで機能を明らかにできておらず、これ
らのセルロース消化への関与については、今
後さらに研究が必要であると考えられた。 
 
（４）高等シロアリの組織複合域が消化シス
テムに果たす役割 

シロアリのセルロース消化システムの進
化の過程では、消化管内に組織複合域と呼ば
れる中腸組織と後腸組織の組織複合域が発
達したことが知られている。本研究では、高
等シロアリの組織複合域が消化に果たす役
割についても検討した。トランスクリプトー
ム解析から、消化管のアルカリ化に関与する
因子として V-ATPase（液胞型 ATPase）と NHE
（ナトリウム・プロトン交換）チャンネルが
推定された。定量 PCR においても、V-ATPase
が隣接組織に比べ組織複合域において高発
現していることが裏付けられた。また、組織
複合域では隣接する組織に比べて輸送関連
分子をコードする遺伝子が多く発現してい
るものの、セルラーゼに類する配列の発現は
ほとんど認められなかった（図２）。V-ATPase
活性を阻害した場合は、組織複合域内の pH
低下が認められた。従って、組織複合域は消
化管内腔のアルカリ化によるリグニンやフ
ミン酸の可溶化・分離を通じて、セルロース
消化の効率化に寄与している可能性が考え
られた。 

 
（５）まとめ 
本研究では、主にゴキブリからシロアリへ

の進化の過程でセルロース消化の効率化に
寄与した因子を明らかにした。キゴキブリか
ら下等シロアリへの進化過程では、必須アミ
ノ酸を中心とした腸内代謝物を巡る細胞内
共生系と腸内共生系の競合が起きており、宿
主が窒素源を要求する細胞内共生細菌から、
空中窒素を利用可能でかつセルロース分解
に主要な役割を果たす腸内微生物への依存

図１．食材性ゴキブリおよびムカシシロアリ
における腸内および脂肪体内アミノ酸濃度の
比較 

図２.組織複合域で予想される主な代謝
経路 



関係を変化させていったことが示唆された。
また、下等シロアリでは宿主ゲノム内でセル
ラーゼ遺伝子の重複が起きており、配列や発
現場所の情報から、機能の多様化が起こった
ことが示唆された。さらに高等シロアリでは
消化管に組織複合域を作り出すことで、液胞
型 ATPase と NHE 輸送分子により腸内腔のア
ルカリ化を引き起こし、リグニンの可溶化に
よって腸内微生物によるセルロース消化を
促進していることが考えられた。過去の私た
ちの研究ではセルラーゼの分泌場所もシロ
アリ進化の過程で唾液腺から中腸に変化し
ていることも明らかになっており、本研究結
果からゴキブリからシロアリへの進化の過
程で段階的にセルロース消化に関与する因
子も変化していったことが示唆された。今後
これらの知見がさらに効率的な木質糖化シ
ステムの構築に応用されることが期待され
る。 
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