アリを育ててみよう

クロオオアリが飼いやすく観察しやすいというのは、とにかく日本で一番大きなアリなの
大月正雄

皆さんは、アリを飼ったことがあり
ますか。アリは研究対象としては大変
魅力的な昆虫です。しかし、アリはた
くさんの個体が集まって共同生活をし
ていますから、働きアリを数匹捉えて
飼ってみても、本当の生態を観察する
ことにはならないでしょう。しかも、

で、卵も含めて肉眼で見やすいからですし、何と言っても巣をまるごと採取しやすいからで
す。クロオオアリは、体が大きいのですが、一つの巣の働きアリの個体数は、他の種と比べ
て断然少なく、また、巣穴は大きいのですが、地中深くまでは巣を作りません。ですから、
巣穴をたどることで巣まるごとの採取ができるのです。
2. アリの家族をまるごと採ってこよう
では、いよいよフィールドへ出かけましょう。
用意するもの
○移植ごて（理科備品としてはいわゆる「根掘」、できるだけ幅の狭いものが良い）

大部分のアリは地中に巣を作りますから、工夫をしなければ、土の中の暮らしは見えません。

○大小のスプーン（薬さじ）

それに、もう一つ観察するには障害があります。働きアリは容易に捉えられても、女王アリ

○空のペットボトル（三角フラスコが使い勝手が良い、蓋になるものも必要）

となると、地中を掘り返してもなかなか出会わせないので、アリの家族をまるごと飼って観

○漏斗（ロート）

察することはとても難しいことなのです。

○小筆（先をばらしておく）

女王アリは、普通は一つの巣に一匹と考えられがちですが、種によっては数匹いることが
あります。その種のアリの場合には、比較的女王アリが採取しやすいでしょう。また、女王
アリがいないアリもいて、働きアリの姿をした幾万もの一群のアリたちが、それぞれ産卵を
して繁殖するアミメアリのようなアリもいます。
アリの種類は多く、日本産のものだけでも 500 種もあると言われています。また、亜科
で言えば、はりあり亜科、ふたふしあり亜科、るりあり亜科、やまあり亜科の 4 亜科のア
リが日本で生息しています。
1. 観察しやすいアリの種は ?

○ピンセット
○容器 2 個（小さなどんなものでも良い、女王アリや卵・幼虫・蛹などを入れて持ち帰る）
さて、準備は整いましたが、どこに行って採取すれば良いかが問題ですね。クロオオアリ
がいそうなところですが、既述したように山間部には必ず生息していますから、山をめざし
て出発しましょう。ただ山間部と言っても、都会の小高い丘や森にも生息しているかも知れ
ませんから、そこも調べてみることをお忘れなく。筆者は、少年の頃、岡山市に住んでいて
市内の小高い山でよくクロオオアリを採取していました。

─クロオオアリ─

さて、アリを飼育するとしたら、どの種のアリが飼いやすく観察しやすいのでしょうか。

採取場所で理想的なのは、あまり下草のない、赤土がむき出しになった斜面です。下草が
生い茂っていると、働きアリを発見しても、草の葉に隠れて巣穴を探し出すのが大変です。

筆者の経験からお勧めしたいのが、やまあり亜科のクロオオアリです。皆さんもきっとその

赤土がむき出しになっているところは適度に乾燥しているところでもあるのですが、クロオ

アリは見たことがあると思うのですが、とても大きなアリです。日本に生息するアリの中で

オアリはそうしたところによく巣を作っていますし、そのような場所の赤土だと土がもろく

最も大きな種で、山間部に多く生息しています。ちなみに、同じ山間部にすむムネアカオオ

て掘りやすいという利点があります。しかも斜面だと、掘り出した土が下へ自然に落ちます

アリというアリがいて、姿と大きさが全くクロオオアリと同じなのですが、ただ胸の辺りが

し、採取するときの姿勢が楽で、視線も真横からになりますから、作業がしやすくなります。

赤色を帯びているアリがいます。このムネアカオオアリも日本最大のアリと言えます。ムネ

さて、できるだけ斜面の場所でクロオオアリの巣を発見したら、地上への出入り口から巣

アカオオアリは、クロオオアリが地中に巣を作るのと違って、朽ち木に巣を作ります。また、

を掘っていきます。その時使うのが移植ごてであったり大小のスプーンであったりします。

クロオオアリよりもより高地に生息してします。

クロオオアリの巣穴の通路はかなり大きいですから、丁寧に巣穴に沿って掘り進みます。決

大きなアリと言えば、よく公園などでも見かけますが、その多くはクロヤマアリです。ク
ロヤマアリはクロオオアリよりも一回り小さく、かなり速く歩きます。クロオオアリはゆっ
くり歩きます。このクロヤマアリは、クロオオアリとは別のアリです。

して大胆に掘らないでください。巣穴を拡張するような感じで掘り進みます。必ず巣の道を
確認しながら掘ります。
途中働きアリが出てきますから、その都度一匹残らず採取します。その際使うのがスプー

ンや小筆ですが、アリは興奮していますから小筆を近づければ小筆に噛みつきます。つまり、

ことです。そこで発想を 180 度転換したわけ

アリ釣りができるのです。アリの成虫を主に入れるのが、ペットボトルや三角フラスコなの

です。アリが人間の希望どおりに巣を作らな

ですが、三角フラスコだと地面に置いたとき安定がよく便利です。その際、容器の入り口に

いのなら、人間が巣を作ってアリに与えれば

ロートを置き、ロートにアリを落とせば容器の中に落ちていき、アリが一旦容器の中に入れ

良いと考えたのです。つまり、人工巣を作る

ば、出られなくなります。

というアイデアです。

4

4

4

4

4

4

掘り進むとやがて、卵や幼虫や繭なども見つかりますから、これらもスプーンやピンセッ

グロンサンの容器は、上に行くほどわずか

トなどを使って採取し、別の容器に入れます。幼虫などをくわえている働きアリを採取した

に広くなっていました。ですからちょうどよ

場合は、成虫と幼虫などを同じ容器に入れても問題はありませんから、ペットボトルや三角

かったのですが、この容器の中に 8 分目ぐら

フラスコに一緒に入れても構いません。

いのところまでセメントを流し込みました。

理想的な場所で、クロオオアリの巣を発見したのであれば、巣穴に沿って全ての巣を掘り

そうしておいて、完全に固まる前に、逆さに

進むことができます。女王アリも採取することができます。女王アリは、できれば別の容器

してセメントを抜き取り、彫刻刀でアリの巣

に入れて持ち帰れば安心です。クロオオアリの巣には、女王アリは一匹しかいません。です

に似せて表面を掘り取るのです。そして完全

が、夏の終わり頃から翌年の 5・6 月頃までは、羽のある女王アリや雄アリがいることがあ

に固まってから、元のグロンサンの容器に入

は

ります。この羽アリは、女王アリであってもまだ卵は産めませんから、必ず、羽のない女王

れました。セメント製の人工巣の出来上がり

アリを採取するまでは掘り進んでください。

です（第 1 図）。

ちなみに、筆者はクロヤマアリの巣を掘ってみたことがありますが、このアリの場合は、

第1図

グロンサンの容器を利用した初期の
人工巣

この飼育観察容器でトビイロシワアリ（体

大変地中深くまで巣が続きます。ほとんどの場合は、途中で掘るのをあきらめざるを得ませ

長 2.5 mm、体色は褐色から黒褐色、西南日本ではもっとも普通に見られる）を飼育してい

ん。ですから、女王アリを採取するのはかなり困難です。これに対して、クロオオアリの巣

ました。正確な記憶はないのですが、1 年以上飼育していたと思います。トビイロシワアリ

の深さは、筆者の経験では、地表から 30 〜 50cm 位までがほとんどでした。また、深さよ

が幼虫を世話するところや、このアリは繭を作らない種ですので、直接蛹の様子も観察でき

りも地面（斜面）に沿って横に広がっていることが多く、しかもせいぜい横 1 メートル位

ました。

の広がりのことが多かったと思います。ただし、クロオオアリが本当に大家族を形成したと
きには、もっと大きな巣になるのかも知れません。

クロオオアリを飼育するには、もっと大きめの容器を用意する必要があります。筆者は中
学生の時には、直径 15cm のプラスティックの容器を使いました（第 2 図）。これから、皆
さんが製作する場合には、カブトム

3. 飼育観察容器を作ろう

シなどのプラスティック製の飼育容

実は、アリを採取に行く前にしておきたいことがありました。それは、飼育観察容器の準

器を利用するとよいでしょう。小さ

備です。アリの観察容器については、たくさんの人が考案しています。本稿では、これまで

いサイズで結構です（第 3 図）。筆

知られていなかった飼育観察容器を紹介しますので、是非製作にチャレンジしてみてくださ

者は今でもコンクリートで作ってい

い。

ますが、石膏を流し込む方法もあ

これから紹介する飼育観察容器は、筆者が小学校中学年の頃に考えたものです。当時プラ

るでしょう（石膏の場合は完全に

スチックの透明な容器は貴重なものでしたが、筆者の家には健康剤の「グロンサン」という

固まってからでも掘ることが容易で

透明な容器がありました。この容器を使って庭にたくさんいた小型のアリを飼うことにしま

す）。巣の形に掘るときには、奥行

した。普通は土を入れて、容器の回りを黒い紙などで包んでしまえば良いのですが、アリは、

きを充分にとるようにするのがコツ

巣を立体的に掘るのですから、巣の中の一部しか観察できません。そこで、強制的に容器に
接するところにだけ巣を作らせればよいと考えたのですが、そのためにはどうするかという

になります。丹念に掘り進みましょ
第2図

直径 15cm のクロオオアリ用の人工巣

う。

です。羽アリは、結婚飛行を終えると地上に下りて、自分の足で羽を落としますが、まだ羽

また、固める際に、ホールスラ

がついている女王アリもいますので、羽アリも採取してかまいません。筆者は、フィルムケー

イドグラスやカバーグラス、時計

スを持っていて、その中に入れて持ち帰ります。

皿、管瓶、枝などを配置しておく

シャーレがあれば利用すれば良いのですが、フィルムケースの方が狭くてちょうどよいか

と埋め込めたり、型が取れたりし

も知れません。脱脂綿を薄く敷き、適度に水で濡らしてから、採取してきた女王アリを入れ

て便利です（第 2 図参照）。

ます。フィルムケースの場合は、蓋に極く小さな穴を開けておきます。少し大きすぎると、

蓋には、透明なプラスティック

女王アリがかじって穴を拡げてしまいます。フィルムケースの中が、乾燥しにくいようにす
るためにも、小さな穴の方が良いのです。

製の板や、細かい穴の空いたアル
ミニウム製の板を使うと良いで
しょう。

たったそれだけで良いのです。後は、脱脂綿が乾いてきたら、スポイドで軽く濡らすだ
第3図

カブトムシの飼育容器を利用した人工巣

4. 人工巣での飼い方
自然界では、適度に雨が降りますから、巣の中にいてもしみ込んできた水で水分を補給す
ることができます。人工巣で飼うときも、セメントを適度に濡らすとよいでしょう。人工巣
の部屋の部分にまで、局所的に水がしみ込むようにすると、アリたちが水を飲むのが観察で
きます。
地上に当たる部分でも、水分が補給できるように、容器などに常時水を入れておきましょ
う。また、餌としては、主に砂糖（できればヨーグルトについている砂糖がよい。砂糖水に
しない）を与え、昆虫の死骸のような自然の餌や人工的な食べ物など何でもよいですから、
いろいろなものを与えて、どんなものを好むかも観察してみましょう。
余談ですが、筆者は飼育容器の側面に穴を開けて、アリが外に出られるようにしておいた
ことがあります。リスクを伴いますが、やってみるのも面白いと思います。
なお、人工巣を黒い紙などで覆う必要があるかどうかですが、その必要はありません。そ
のままで観察を続けてください。

けです。「えっ、餌は ?」── そうそう、餌のことを書きわすれてしまいました。皆さんは、
この女王アリにどんな餌を与えたら良いと思いますか。
ア . 砂糖水のような糖分
イ . デンプンを含んでいる穀物
ウ . 昆虫などの動物性のもの
エ . その他
アリは多くの場合は雑食性ですね。ですから、アもイもウも正解という答えでも良いので
す。さあ、皆さんはどう思いますか。
しかし、ここで一つの疑問が起きませんか。通常、餌を集めているのは働きアリで、女王
アリは巣から出たりはしません。結婚飛行を終えた後の女王アリは、地中に潜るのですが、
働きアリが生まれるまでのしばらくの間は餌探しをするために地上に出るのでしょうか。さ
あ、皆さんはどう思いますか。
ところで、アリの繁殖の仕方ですが、多くの場合は、初めは女王アリ一匹で子どもを育て、
まくしるい

やがて大家族を形成します。アリと同じ膜翅類の蜂も大部分は最初は雌バチが一匹で子ども
ぶんぽう

5. 誰でもできる、女王アリ一匹から家族を作らせる方法
ここまでは、すでに完成しているアリの家族を採集してきて、飼育することについて述べ
てきましたが、今度は、女王アリ一匹から飼い始める方法を紹介しましょう。
この場合も、クロオオアリが飼いやすいので、クロオオアリについて説明します。
クロオオアリの羽アリは 5 〜 6 月頃に結婚飛行（交尾）に飛び立ちます。この季節に山
道をハイキングしていると、たまたまクロオオアリの羽アリに出会うことがあります。ある
いは、女王アリはかなり大きいですので、ドライブをしていてもその気で道路を見ていると
女王アリが這っているのが目に入ることがあります。そんなラッキーなチャンスがあれば、
女王アリを採取しましょう。一匹見つけるとたいがいその近くにも女王アリは複数いるもの

を育てますが、ミツバチの場合だけは例外で、分封といって最初から働きバチと一緒になっ
て巣作りを始めます。クロオオアリも大部分のアリやハチと同じように、女王アリ一匹で子
どもを育て始めます。
果たして、女王アリにはどんな餌を与えたらよいのでしょうか。もう考えはまとまりまし
たか。
実は、餌は一切いらないのです。餌がいらないということは、実際に飼ってみると実証さ
れますから、その時に確認しましょう。ところでそれが事実としても、次の疑問が涌いてき
ます。ではどのようにして女王アリは、子アリを育てているのでしょうか。子アリの餌はど
こにあるのでしょうか。皆さんはどう思いますか。
ア . 土の中に含まれている

ようか

イ . 女王アリの体の中

録しています。この研究の目的は、交尾後何日で産卵を始めるか、孵化・蛹化・羽化までの

ウ . 落とした羽を餌にしている

日数はどうか、卵・幼虫・蛹のそれぞれの個体数はどうかを調べることにありました。

エ . その他

観察からわかったことは、交尾から産卵を始めるまでの日数は平均で 11 日間、孵化まで

ウの羽ですが、実は結婚飛行の後、地中に潜る前に落としていて、地中に運び込んだりは

に平均 19 日間、蛹化までに平均 9 日間、そして、羽化までに平均 14 日間かかるというこ

していません。ですから羽は餌にはならないのです。正解はイの「女王アリの体の中」なの

とでした。ですから、女王アリが巣作りを始めてから平均 50 日で最初の働きアリが誕生し

です。アでないことは、土を入れないで脱脂綿のみをシャーレに入れたり、更にはっきりさ

たことになります。岡山市での場合、働きアリが誕生するのは、平均で 8 月 1 日になりま

せるためにシャーレに何も入れないで飼育しても、子アリが育つことで実証されます。実際

した。夏の真っ盛りということになります。また、観察を終了した 8 月 18 日の時点で、働

にやってみて確かめるといいですね。

きアリの平均個体数は 7.2 匹、同じくその時点での全個体数（卵・幼虫・蛹・成虫）の平均

余談ですが、ある種のアリは、その女王アリが他種のアリの巣に侵入し、家主の女王アリ

は 18.6 匹でした。

を殺して居座ります。これを「一時的社会寄生」と言います。筆者は、1966 年の 8 月 14

ここで、考慮しなければならないことは、この観察は、自然の中でのものではなく、環

日に岡山市内の矢坂山で、クロオオアリの巣に寄生しているトゲアリを発見しました。すべ

境が人工的に作られている中での記録であるという点です。この点の検証としては、次の 2

にトゲアリの働きアリがいて、クロオオアリの働きアリと共存していました。このトゲアリ

例で比較検討することで、ほぼ確かめられたと考えています。いずれも、15 体のサンプル

の場合は、最初から子育てはクロオオアリ任せということになるのでしょう。

と同時に結婚飛行をしたと思われる矢坂山の現地で二度調査をしています。一度目は 6 月

女王アリは、幼虫に口移しに餌を与えるわけですが、その餌は女王アリの体から出る液（唾

25 日で、この時発見した新女王アリの巣には、卵が 7 個ありましたが、観察中の 15 体の

液）と言うことになります。一般的には、不必要となった胸の羽の筋肉を溶かしたものでは

例では、卵の個数は平均 7.5 個でした。また、二度目は 8 月 14 日で、この時矢坂山で発見

ないかと考えられていますが、筆者が実証的に研究したわけではありませんから、一つの考

した新女王アリの巣には、働きアリが 7 匹いましたが、観察中の 15 体の例では働きアリの

えとしてあげておくに留めます。

個体数の平均は 6.7 匹でした。この 2 例で見る限り、シャーレの中でも自然界と同じよう

さて、クロオオアリの子育ての疑問が少し解けたところで、実際の幼虫などの育ちについ

に子育てが進んでいたといえます。
さて、この観察日誌は 8 月 18 日で終わっています。それまでは、誕生した働きアリには

て見てみましょう。
6. クロオオアリの子育て日誌からわかること

砂糖水を与えていましたが、これは、かなり不自然な行為でした。本来なら、働きアリは地
表に巣穴を開けて、栄養豊かな餌を取り入れるようになります。そうすることで、働きアリ

筆者は、1966 年にクロオオアリの子育ての記録をまとめています。女王アリを採取した

が次の世代を育て、大きな家族を作っていくことになります。観察を終了したのは、これ以

場所は、岡山市内の矢坂山で、15 個体をサンプルとしました。観察は 6 月 19 日から 8 月

上シャーレの中で飼っていては、自然界での本来の推移と同様の結果は得られないと考えた

18 日までの毎日で、卵の数、幼虫の数と体長、繭（蛹）の数、成虫（働きアリ）の数を記

からです。
最初に生まれてくる働きアリは、とても体が小さいのですが、一匹一匹がとても貴重な存
在だといえます。先に紹介した人工巣に移してその後を観察すると、この最初の働きアリの
寿命も調べられるかも知れませんし、そもそもどのようにして大家族になっていくのかが、
数年をかけて観察できるかも知れません。筆者はそれにチャレンジしましたが、その時は上
手く飼育できなかったように記憶しています。
皆さんも、アリの飼育に是非チャレンジしてみてください。飼育しながら観察記録をこま
めにとれば、おそらくその記録は貴重なデータとなることでしょう。
アリの世界に魅せられる人々がひとりでも多く現れることを期待しています。

矢坂山全景（南方より望む）

