
 

2015年 9月 25日 

 

はじめに 

 

 

昨年度開催いたしました「進化群集生態学シンポジウム 2014」では、生態学の今後の在り方に

ついて模索しました。第二弾となる今回は、以下の趣旨のもと企画いたしました。 

 

今日、私たちは、地球環境の変化や生息地破壊による生物多様性の消失など、生態系全体

に関する大きな問題の解決を迫られています。その問題を解決するためには、進化、群集、生態系

といった各分野の枠組みを超え、生態学全体として目指すべきものを捉える必要があります。現在

の生態学では、個々の研究領域においての理解は進んでいる反面、それらすべてを踏まえた理解

については十分ではないと考えられます。それぞれの分野では多くの研究者の努力と技術革新によ

り、十分な知見が積み重ねられた現在、それぞれの研究領域が他の領域に一歩踏み込み、個々

の研究者が興味や関心の糊代を広げることが重要です。よって、本シンポジウムでは、生態学の大

きな問題を紐解くため、これまで以上に各領域の結びつきを強化し、研究者自身が知り得た生態

学を人に伝え、その情報を他の研究者と共有することを目指します。そうすることで、今日このひと時

が転機となり、生態学が「生きた」学問へのステップアップに繋がると考えています。このような趣旨

のもと、異なる視点から研究活動を展開されている 18名の方々にご講演をお願いいたしました。 

 

最後になりましたが、本日、ここにお集まりいただきました皆様に感謝を申し上げるとともに、貴重な

ご講演をいただきます講師先生方、素晴らしいセミナー会場を提供していただきました京都大学大

学院理学研究科、本シンポジウムを開催するにあたりご支援いただきました日本生態学会近畿地

区会、ご協力いただきました全ての皆様に厚く御礼申し上げます。 

 

生態学の研究を進められている皆様にとって、新しい発見や今後への可能性を見出すことので

きる時間となりますことを願っております。 

 

どうぞ、お楽しみください。 

 

 

門脇 浩明 京都大学大学院 人間・環境学研究科 

金尾 太輔 京都大学大学院 人間・環境学研究科 
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スポンサー Financial support 

このシンポジウムは、日本生態学会近畿地区会の支援を受けています（2015-S1）。 

 

 

 

 

会場提供 Venue 

 

 

 

特設ホームページ Website 

https://evolcommecol2015kyoto.wordpress.com/ 

 

 

表紙デザイン Front cover & Design 

TOMOKO 

 

 

企画・運営 Organizers 

 

門脇 浩明（京都大学大学院 人間・環境学研究科） 

Kohmei Kadowaki, Ph.D. JSPS PD 

Graduate School of Human and Environmental Studies, Kyoto University 

 

金尾 太輔（京都大学大学院 人間・環境学研究科） 

Taisuke Kanao, Ph.D. JSPS PD 

Graduate School of Human and Environmental Studies, Kyoto University 

  

https://evolcommecol2015kyoto.wordpress.com/
http://www.esj.ne.jp/esj/index.html
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会場案内 

 

日時 Date  

2015年 9月 25日（金） 9:30 ~ （9：00受付開始） 

September 25th (Fri) 2015. 9.30am‐  Registration opens at 9am. 

 

場所 Venue 

京都大学 理学部セミナーハウス・大セミナー室 

キャンパスマップ： http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/access/campus/map6r_n.htm 

 

 

アクセス Access 

■ JR 京都駅・近鉄 京都駅から 

・ 京都駅正面の京都市バス「A2乗場」から 

17号系統で「京大農学部前」または「北白川」バス停下車すぐ 

・ 地下鉄烏丸（からすま）線「今出川」下車 

京都市バス 203号系統で「京大農学部前」または「北白川」バス停下車すぐ  

■ 阪急 河原町駅から 

・ 京都市バス「四条河原町」バス停から 

17号系統で「京大農学部前」または「北白川バス停」下車すぐ 

■ 京阪 出町柳駅から 

・ 「出町柳」から 今出川通りを東へ徒歩約 20分 

・ 京都市バス「出町柳」バス停から 

17号系統または 203号系統で「京大農学部前」または「北白川」バス停下車すぐ 

  

http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/access/campus/map6r_n.htm
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プログラム 午前の部 

 

 

  

時間 講演内容 

9:00-9:30 参加受付 

 

9:30-9:40 

 

開式の辞と趣旨説明 （門脇浩明） 

 

9:40-10:00 門脇 浩明 (京都大・人間・環境) 

パッチ状環境における生物多様性の維持機構 

10:00-10:20 深野 祐也 （東京農工大・農） 

植食性昆虫の新しい食草への適応プロセスを、外来種を使って“細かく”みる 

10:20-10:40 石川 麻乃 （国立遺伝研究所） 

トゲウオ科魚類イトヨにおける季節性繁殖の平行的な喪失とその分子遺伝機

構 

 

10:40-11:00 

 

 

休憩 

 

11:00-11:20 金尾 太輔 (京都大・人間・環境), 丸山 宗利 (九州大・博) 

好白蟻性ハネカクシの多様性と進化 

11:20-11:40 今田 弓女 (京都大・人間・環境) 

シギアブ科におけるコケ食の獲得と食草利用の進化 

11:40-12:00 小林 卓也, 曽田 貞滋 (京都大・理) 

菌食昆虫群集の類似度の距離による減衰を引き起こす要因： 局所的な環

境条件と移動分散 

12:00-12:20 白水 貴 (国立科学博物館) 

見えないきのこの探索から解き明かす木材腐朽菌の進化史 

 

12:20-13:40 

 

 

昼食 
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プログラム 午後の部 

 

時間 講演内容 

13:40-14:00 近藤 倫生 (龍谷大・理工), 川津 一隆 (龍谷大・理工), 潮 雅之(龍谷

大・理工), 山道 真人 （京都大・白眉） 

進化生態学を群集生態学につなげる：無駄の進化と多種共存機構 

14:00-14:20 

 

舩橋 真俊 (Sony CSL) 

協生農法ー理論、実証実験、群集生態学との関係 

14:20-14:40 

 

平岩 将良, 丑丸 敦史 (神戸大・人間発達環境) 

送粉者の機能群組成の違いが送粉ネットワークに与える影響：本土と海洋島

の比較 

14:40-15:00 中島 敏幸 (愛媛大・理工) 

生態系は進化装置：人工生態系の長期培養による解析と展望 

15:00-15:20 瀬戸 繭美 (奈良女大・自然) 

生物は本当に物質流を増やすのか?: 化学合成細菌群集を例として 

 

15:20-15:40 

 

 

休憩 

 

15:40-16:00 佐藤 拓哉 (神戸大・理) 

寄生者介在型エネルギー流と生物群集 

16:00-16:20 長田 穣 (地球研), 松林 順 (地球研), 角谷 拓 (国環研/ゲルフ大),  

瀧本 岳 (東京大・農), 近藤 倫生 (龍谷大・理工) 

安定同位体解析による食物網構造の解明 

16:20-16:40 福森 香代子, 吉崎 えり奈, 高村 典子 (国環研), 角谷 拓 

(国環研/ゲルフ大) 

多様なデトリタス食者は、捕食者における腐食連鎖への依存度を高めるか? 

16:40-17:00 佐藤 安弘 (京都大・生態研) 

被食防御の連合効果がハクサンハタザオにおける細毛二型の存続性に与え

る影響 

17:00-17:20 矢代 敏久 (京都大・農) 

「卵門」を見ればわかること：メスによる新たな受精制御メカニズム 

17:20-17:40 立木 佑弥 （九州大・理） 

植物-土壌寄生菌相互作用による森林群集多様性の時空間動態 

 

17:40-17:45 

 

集会総括、閉式の辞 （金尾太輔） 

 

18:40- 懇親会 （自由参加） 
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Program: Morning session 

 

TIME TALK TITLE 

9:00-9:30 Registration open 

 

9:30-9:40 

 

Opening remark (Kohmei Kadowaki) 

 

9:40-10:00 Kohmei Kadowaki 

Graduate School of Human and Environmental Studies, Kyoto University 

The maintenance of biodiversity in spatially structured environments 

10:00-10:20 Yuya Fukano 

Department of Agriculture, Tokyo University of Agriculture and Technology 

The micro-evolutionary process of host range expansion in an introduced 

leaf beetle   

10:20-10:40 Asano Ishikawa 

National Institute of Genetics 

Molecular and genetic mechanisms underlying parallel loss of 

photoperiodic response in sticklebacks 

 

10:40-11:00 

 

 

Tea Time 

 

11:00-11:20 Taisuke Kanao* and Munetoshi Maruyama 

Graduate School of Human and Environmental Studies, Kyoto University 

Biodiversity and evolution of termitophilous rove beetles 

11:20-11:40 Yume Imada 

Graduate School of Human and Environmental Studies, Kyoto University 

Origin of bryophyte-feeding and evolution of host-plant use in Rhagionidae 

(Diptera) 

11:40-12:00 Takuya Kobayashi* and Teiji Sota 

Laboratory of Animal Ecology, Graduate School of Science, Kyoto University 

Factors generating distance-decay of similarity in fungivorous insect 

communities: local environmental conditions and dispersal 
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TIME TALK TITLE 

12:00-12:20 Takashi Shirouzu  

National Museum of Nature and Science  

Invisible mushrooms provide insight into the evolution of wood-decaying 

fungi 

 

12:20-13:40 

 

Lunch Time 
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Program: Afternoon session 

 

TIME TALK TITLE 

13:40-14:00 Michio Kondoh*, Kazutaka Kawatsu, Masayuki Ushio, and Masato 

Yamamichi 

Faculty of Science & Technology, Ryukoku University 

Linking evolutionary ecology to community ecology: Evolution of 

inefficiency and maintenance of biodiversity 

14:00-14:20 

 

Masatoshi Funabashi 

Sony Computer Science Laboratories, Inc. 

SynecocultureーTheory, experiment, and relation to community 

ecology 

14:20-14:40 

 

Masayoshi Hiraiwa* and Atushi Ushimaru 

Graduate School of Human Development and Environment, Kobe University  

Pollinator functional composition influences the structure of 

pollination network: a comparison between continental and oceanic 

islands 

14:40-15:00 Toshiyuki Nakajima  

Department of Biology, Ehime University  

Ecosystem is an evolutionary machine: Analysis using an artificial 

ecosystem 

15:00-15:20 Mayumi Seto 

Division of Natural Sciences, Nara Women's University 

How do organisms increase material fluxes?: A case of 

chemotrophic bacteria 

 

15:20-15:40 

 

Tea time 

 

15:40-16:00 Takuya Sato 

Graduate School of Sciences, Kobe University 

Parasite-mediated energy flow and ecological communities 

16:00-16:20 Yutaka Osada*, Jun Matsubayashi, Taku Kadoya, Gaku Takimoto, 

and Michio Kondoh 

Center for Research Promotion, Research Institute for Humanity and Nature 

Stable isotope analysis as a tool to reveal food web structures: 

a review and application 
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TIME TALK TITLE 

16:20-16:40 Kayoko Fukumori*, Erina Yoshizaki, Noriko Takamura, and Taku 

Kadoya 

Center for Environmental Biology and Ecosystem Studies 

How does diversity of detritivores affect a relative contribution rate 

of detritus to the diet of predators? 

16:40-17:00 Yasuhiro Sato  

Center for Ecological Research, Kyoto University 

Associational anti-herbivore defense and its potential influence on 

the persistence of trichome dimorphism in Arabidopsis halleri 

17:00-17:20 Toshihisa Yashiro 

Laboratory of Insect Ecology, Graduate School of Agriculture, Kyoto 

University 

What you can tell by looking at “sperm gates of eggs": a novel 

mechanism for the female control of egg fertilization 

17:20-17:40 Yuuya Tachiki 

Department of Biology, Kyushu University 

Spatio-temporal pattern formations in forest communities mediated 

by the negative plant-soil feedback 

 

17:40-17:45 

 

General discussion and concluding remark (Taisuke Kanao) 

 

 

18:40- 

 

 

Banquet 
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パッチ状環境における生物多様性の維持機構 

The maintenance of biodiversity in spatially structured environments 

 

門脇 浩明 

Kohmei Kadowaki 

 

京都大学大学院 人間・環境学研究科 

Graduate School of Human and Environmental Studies, Kyoto University 

 

生物群集にみられる相互作用と多様性はどのように形成され、今日まで維持されてきたのか。そ

の仕組みを解き明かすことは、生態学の極致であり、生物多様性を維持することに繋がる。私たち

はその仕組みをより明確に理解するため、今日の生態学を築き上げてきた。その研究史は、空間に

対する認識の変遷を軸に捉えることができる。空間を大きく捉えるようになったことで、生態学は、生

物群集の様々な複雑性を理解するための新たな一歩を踏み出した。生物群集はパッチ状環境に

成立していること、そして、個々のパッチの集合が構成する、より大きな生息地とその内部(パッチ間)

において生じる生物の移動分散、その結果としての空間異質性こそが多種共存の鍵を握ることが

強く認識されるようになった。しかし、空間的な視点の拡大は、大きなスケールにおける検証すべき

理論的仮説と小さなスケールの実験を積み重ねてきた実証研究との間に深い溝をもたらした。「自

然の縮小模型」は、大きな仮説と小さな実験の架け橋として、様々な空間や時間にわたる生物群

集の複雑性に関する仮説の検証を可能とする。本講演では、自然の縮小模型を活用した 3 つの

事例研究を中心に、多種共存の仕組みと実証の道筋を明らかにする。それらの事例を踏まえ、生

物群集を支配する仕組みがスケールに依存するのは何故か、さらにスケール依存性は、私たちの

生物群集に関する理解や保全・生態系管理の取り組みに対し、どのような影響をもたらすのかにつ

いて考察する。このスケール依存性の問題によって、今後、生態学はこれまでとは異なる視点から

多種共存の最も基本的な仕組みを追求することを迫られている。その仕組みとは、異なる資源を利

用するといった単純なニッチ分割ではなく、空間や時間のスケールの利用様式、さらに空間や時

間の変異性に対応する能力など、一段高い視点から見た「拡張されたニッチ分割」である。拡張さ

れたニッチ分割の解明に向けて、多種共存の実証研究を一歩前へ進めるためには、環境条件と

そのスケールや異質性が、生物間相互作用に対しどのように介在し、その結果として多種共存に

関与しているかどうかを問うことが必要である。複数の時間や空間スケールにわたる検証作業をへ

ることで得られる実証的知見は、私たちが自然環境において保全すべき環境異質性とスケールと

共存理論を明確に結びつけることを可能とする。その結果、生まれる新たな包括的な枠組みは、生

態系管理や保全、自然再生など広範な分野を力強く導く「生きた生態学」の起点となり、私たちの

未来を切り拓いていくに違いない。 
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植食性昆虫の新しい食草への適応プロセスを、外来種を使って“細かく”みる 

The micro-evolutionary process of host range expansion in an introduced leaf beetle.   

 

深野 祐也 

Yuya Fukano 

 

東京農工大学 農学部  

Department of Agriculture, Tokyo University of Agriculture and Technology 

 

植食性昆虫が新しい食草に適応するプロセスというのは、食草転換を通じた種分化の第一段

階として、また群集の構造を変化させる要因として進化・生態学的に重要である。しかし、新しい食

草へ適応しつつある集団を野外で見つけるのは難しいため、その詳細なプロセスはよくわかっていな

かった。われわれは、ブタクサ・オオブタクサ・ブタクサハムシの 3 種の外来種を対象に、新食草へ

の詳細な適応プロセスを明らかにしようとしている。原産地とは異なる環境で過ごしている外来生物

では、時として、短い期間で進化的変化を生じさせることがある。そのため、外来生物に注目するこ

とで、重要な進化現象の原因やそのプロセスを、野外で直接検証できる。 

ブタクサハムシは北米大陸を原産地とし、20 年前に定着した日本をはじめ、中国・韓国・台湾・

オーストラリア・スイス・イタリアなど世界中に侵入している。原産地のアメリカでは、ブタクサのみを食

草として利用しブタクサと同所的に分布しているオオブタクサを利用していないが、日本においては、

主にオオブタクサを利用している。このことは、日本のハムシ集団において、オオブタクサへの食草

転換が生じていることを示唆している。われわれは、このブタクサ・オオブタクサ・ブタクサハムシ３種

の原産地・侵入地個体を用いて実験することで、(1) ブタクサハムシの日本に侵入してからの食草

利用の変化には遺伝的な変化が伴っているのか。(2) どのような要因がトリガーとなって新しい食

草への適応が始まったのか。(3) 新しい食草を利用することによって、植食性昆虫の行動・生理・

形態形質にはどのような急速な変化が現れるのか。ということを明らかにしつつある。また、侵入昆

虫における新しい食草への適応というのは、作物害虫や導入天敵のリスクと密接に関連している。

講演では、この研究の応用的側面も議論したい。 
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トゲウオ科魚類イトヨにおける季節性繁殖の平行的な喪失とその分子遺伝機構 

Molecular and genetic mechanisms underlying parallel loss of photoperiodic response in 

sticklebacks 

 

石川 麻乃 

Asano Ishikawa 

 

国立遺伝学研究所  

National Institute of Genetics 

 

生物を取り巻く環境は、季節に応じて大きく変動する。そのため、温帯域の生物の多くは、日長条件

や温度条件を感知し、自らにとって最も都合のいい季節に繁殖を開始する。一方で、周囲の環境がど

の季節でも常に安定な場合、このような季節性は失われ、より長い繁殖期を持つようになる。このような

季節性の多様化は自然界で多く見られる一方、「季節応答性の獲得や喪失が、どんな遺伝的変化

によって進化するのか」という根本的な問題は明らかにされていない。 

私たちは、トゲウオ科魚類イトヨを用いて、この問題に取り組んでいる。イトヨは、適応進化の分子基盤

を探るモデル生物として近年注目されている生物種である。彼らは氷河期以降に生じた北半球各地の

淡水域に進出し、それぞれの生息地に合わせて様々な形質を平行的に進化させてきた。これらの集団

は分化して間もないため、掛け合わせることができ、量的遺伝子座（QTL）解析などの順遺伝学的手

法を用いて、ある形質の違いを担うゲノム領域や遺伝子を特定することができる。さらに、全ゲノムが解

読されており、RNA シークエンス法などを用いた網羅的な遺伝子発現解析が容易である。また、遺伝

子改変技術が確立しているため、注目したゲノム領域や遺伝子を改変し、それらが表現型に与える影

響を解析することが出来る。そこで、本研究では、日長応答性の異なる海型イトヨと淡水型イトヨに注目

し、その遺伝基盤の解明を進めている。祖先型である海型イトヨは回遊性の生活史を持ち、繁殖のため

春に海から川へ遡上する。一方、河川や湖に進出した淡水型イトヨは淡水域で一生を送る。精巣発達

を観察すると、海型イトヨの精巣は短日条件でその発達が顕著に抑制され、長日に移行すると発達が

促進されるのに対し、淡水型イトヨではこれらの日長応答性が失われていた。一般的に、淡水型イトヨは

海型イトヨに比べて長い繁殖期間を示すことから、このような繁殖形質の日長応答性の喪失が、淡水

域での非回遊性の生活史の獲得において重要であったと考えられる。脳のトランスクリプトーム解析を

行うと、海型では短日から長日への移行時に脳内の甲状腺刺激ホルモン（TSHb2）の発現が急激に

下がる一方、淡水型ではこの日長応答性が失われていた。この日長応答性の喪失は、北米集団でも

日本集団でも見られるため、淡水型で複数回生じたと考えられる。TALEN 法によって作成した TSHb2

ノックアウトイトヨは、短日条件でも発達した精巣を持っていたことから、TSHb2は冬に精巣の発達を抑制

する機能を持つと考えられた。更に、海型と淡水型の F1 個体での TSHb2 発現変動とアリル特異的

発現から、TSHb2 の日長応答性の喪失は北米と日本で異なる遺伝基盤を持つことが示された。これ

らのことから、北米と日本それぞれで生じたイトヨの淡水型では、異なるメカニズムによって TSHb2 の日

長応答性の喪失が生じ、日長条件によらない長い繁殖期間が平行的に進化してきたと考えられる。現

在、TSHb2 の日長応答性の喪失をもたらした具体的な変異を特定するため、TSHb2 上流配列のプロ

モーター解析と TSHb2に日長情報をもたらす転写因子の探索を行っている。 
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好白蟻性ハネカクシの多様性と進化 

Diversity and evolution of termitophilous rove beetles 

 

金尾 太輔 1 ・ 丸山 宗利 2 

Taisuke Kanao1 ・ Munetoshi Maruyama2 

 
1京都大学大学院 人間・環境学研究科、2九州大学総合研究博物館 
1 Graduate School of Human and Environmental Studies, Kyoto University, 2 Kyushu 

University Museum 

 

生活史の少なくとも一部をシロアリ社会に絶対的に依存する昆虫を好白蟻性昆虫と呼ぶ。好白

蟻性昆虫は、実に 12 目もの分類群から知られており、特殊な形態を呈する種も多い。これらの中

でも、甲虫目ハネカクシ科ヒゲブトハネカクシ亜科における好白蟻性種の種多様性は高い。これま

でに亜科内の 17 族から 650 種以上の好白蟻性種が知られており、このうち 12 族は好白蟻性種

のみから構成されている。また、体が扁平になり前胸背板が頭部を覆うほどに発達したカブトガニ型

体型や、腹部の膜質部が大きく発達した腹部肥大型体型など、特殊な形態を発達させた種が数

多く含まれている。 

このように、ヒゲブトハネカクシ亜科における好白蟻性種の種や形態の多様性の高さが知られて

いる一方で、その進化的背景に関する知見は極めて限られている。実際に、好白蟻性種のみから

構成される 12 族の亜科内における系統的位置さえ、ほとんど分かっていない。そればかりか、近年

の研究により、好白蟻性以外の分類群における非単系統性が明らかになりつつあり、現在の亜科

体系自体が混乱している。このような基礎研究の遅れは、好白蟻性種の正確な進化史の推定の

みならず、群集形成や寄主との相互作用など、他分野の研究への発展の障害となる。この現状

を改善すべく、演者らは、東洋区を中心とした野外調査で得られた 8 族にまたがる 32 種の好白蟻

性種の分子情報を用いて、ヒゲブトハネカクシ亜科内の系統関係の推定を行った。 

系統解析の結果、好白蟻性種はヒゲブトハネカクシ亜科内において明らかに複数回進化して

おり、腹部肥大型とカブトガニ型の特殊形態が収斂進化していることが示唆された。また、好白蟻

性ハネカクシの種多様化の進化的背景として、寄主の種分化や寄主転換など、系統ごとに異な

る要因を持つことが予想された。さらに、本解析に含んだ好白蟻性分類群に、多系統群や自由生

活性分類群の下位同物異名であるものが少なくとも 4 族も含まれることが示された。これより、現在

の亜科体系は、好白蟻性種の特殊形態を適切に評価できていないと考えられる。今後は本研究

成果にもとづき、分類体系の包括的な見直しを行う必要がある。また、好白蟻性ハネカクシの系統

間や他の好白蟻性昆虫との種多様性や進化史の比較を通して、好白蟻性昆虫の群集構造の

理解を深めたいと考えている。 
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シギアブ科におけるコケ食の獲得と食草利用の進化 

Origin of bryophyte-feeding and evolution of host-plant use in Rhagionidae (Diptera) 

 

今田 弓女 

Yume Imada 

 

京都大学大学院 人間・環境学研究科 

Graduate School of Human and Environmental Studies, Kyoto University 

 

昆虫の進化史を語る上で、植食性の進化はきわめて重要なイベントの一つである。これまで、植

食性昆虫の起源や進化の初期段階の解明に挑んできたのは古生態学者であった。一方で、異

なる食性から植物食へと進出する過程、すなわち植食性の獲得について、現生の昆虫を用いて

追求した研究はほとんど例がない。だが、植物食と、それ以外の食性の双方の種を含む分類群を

対象に、食性の進化過程を調べることは、植食性の獲得の背景にどのような適応があったのかを

解明する糸口となると考えられる。 

近年、双翅目シギアブ科の中に、コケ植物を食べる多くの種の存在が発見された。シギアブ科

の幼虫期の食性は腐植食、肉食、植物食などと多様であるため、植食性の獲得を推定するのに

適した系であるといえる。 

私は、シギアブ科において、コケ食がいつ、どういった食性から生じたのか、また、コケ食のシギ

アブの種分化において食草の利用パターンがいかに影響したかを分子系統学的手法で推定する

ことを試みた。 

まず、形態分類を行ったところ、コケ食のシギアブは、タイ類食の Spania属と Litoleptis 属、セン

類食の Ptiolina 属の計 3 属に及び、大部分が未記載種からなる種群であることを明らかにした。

このうち、タイ類食の種はすべて、特定の種のコケのみを食べる専食者であった。とくに種数の多い

タイ類食者の分子系統樹は、食草転換の回数が少なく、食草利用の進化における強い系統的

保守性を示した。また、これらの種の日本における分布域を調べたところ、異なる食草種を利用する

シギアブは互いに頻繁に同所分布するにも関わらず、同じ食草種を利用するシギアブは互いに異

所的かつ局所的に分布していた。タイ類食のシギアブの種分化においては、食草転換よりも異所

的種分化が大きく寄与した可能性が示唆された。 

シギアブ科全体の分子系統樹において分岐年代推定を行ったところ、シギアブは白亜紀中頃

に腐植食性から一回、植食性を獲得したことが示唆された。シギアブ科において植食性が起源し

た年代は、食草となる植物の多様化が起こった年代とよく対応していた。 

上の研究の紹介に加え、近年の知見を元に、コケ食昆虫の生態・進化・群集に関わる研究の

展望を述べたい。 
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菌食昆虫群集の類似度の距離による減衰を引き起こす要因：局所的な環境条件と移動分散 

Factors generating distance-decay of similarity in fungivorous insect communities: local 

environmental conditions and dispersal 

 

小林 卓也 ・ 曽田 貞滋 

Takuya Kobayashi ・ Teiji Sota  

 

京都大学 理学研究科 動物生態学研究室 

Laboratory of Animal Ecology, Graduate School of Science, Kyoto University 

  

生物群集の形成する空間的なパターンは、その背後に存在する生態学的なメカニズムを反映

していると考えられる。生物群集における最も単純な空間構造のひとつは、生息地間の距離が大

きくなるほどその種組成の類似度は減少する、というものである。この構造は生息地の環境条件に

加え、各個体の移動分散の制限により形成されると考えられている。近年、これらの異なる要因が

相対的にどれだけ群集構造の成立に寄与しているのかを調べた研究が活発に行われている。しか

し、環境条件と種組成の空間構造の情報のみに基づいた研究では分散制限の効果を過大評価

する恐れがあることが指摘されている。そこで演者らは群集構成種の移動分散の程度を評価する

ために各個体の遺伝子型の多型頻度に注目し、野外の系に対して実証研究を行った。 

本研究では、多孔菌類の子実体（キノコ）を生息地および餌資源とする菌食昆虫群集の系を対

象にした。子実体間の距離と昆虫群集の組成には顕著な距離-類似度の負の関係がみられた。

そこで、昆虫の分散制限がこのパターンの要因であるかを検証するため、優占的な 3 種の昆虫の

ミトコンドリア DNA の多型頻度を用いてそれぞれの種の移動分散を評価した。その結果、（1）同一

枯死木上の子実体間では種組成、遺伝子型組成の両方において高い類似度が検出され、さら

に幼虫の齢構成も類似していた。（2）枯死木間の比較では、種組成においては類似度と距離との

間に顕著な相関がみられたが、遺伝子型組成では距離による減衰がみられなかった。（1）の結果

は枯死木内での高い種組成類似度には類似した環境条件や移入個体の供給源の共有（同じ雌

親による産卵）が影響を与えうることを示唆している。一方で（2）の結果より、調査区内では各昆虫

種に移動分散の制限はなく、測定されていない環境条件などの他の要因が種組成の空間構造を

形成していると考えられた。これらの結果は群集の空間構造に対する移動分散の効果の評価を分

子遺伝学的手法で改善しうることを示唆する。 
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見えないきのこの探索から解き明かす木材腐朽菌の進化史 

Invisible mushrooms provide insight into the evolution of wood-decaying fungi 

 

白水 貴 

Takashi Shirouzu  

 

国立科学博物館 

National Museum of Nature and Science 

 

菌類は腐生、寄生、共生といった多様な生き様を通して陸上生態系の機能調節を担う重要な

生物群であるが、個々の生態的特性はおろか、その種多様性についても推定種数の 1 割程度し

か把握されていない。例外的に肉眼で見える子実体を形成するきのこ類ですら，その多様性の 6

－8割が未発見の状態にあるというのが現状である。 

きのこ類の多様性探索方法として、我々は、子実体採集、分離培養、環境 DNA 解析の三つ

の方法をとることができる。しかし、これらの方法にはそれぞれ利点と欠点があり、一つをもって菌類

多様性を把握しきることは困難である。複数の方法を用いることで検出される系統の多様性は上昇

するが、これらの方法の比較はほとんどなされておらず、有効な併用法についても検討されていな

い。本研究では、木材を分解するきのこ類の効率的な多様性探索を目的とし、子実体採集、分

離培養、環境 DNA解析の比較を行った。 

木材腐朽性担子菌のアカキクラゲ綱を対象とし、筑波山のアカマツ林にて 1 年間毎月調査を

行い、アカキクラゲ子実体およびアカマツ腐朽枝を採集した。腐朽枝は粉砕後、湿式振とうふるい

機にかけて大きさ 100–200 µm の粒子を回収した。粒子は洗浄後、麦芽寒天培地入りのマイクロ

プレート（48 ウェル）に 1 ウェルあたり 2 粒子ずつ分注して培養し、出現したアカキクラゲ様コロニー

を分離した。また、腐朽枝から DNA を抽出し、28S rRNA遺伝子領域を増幅後、DNAクローニン

グを経てアカキクラゲ類の配列を検出した。 

結果、子実体採集、分離培養、環境 DNA 解析にて 11、10、16 OTU が得られ、このうち 4、

4、6 OTUがそれぞれの方法でのみ検出された。すなわち、3つの方法はきのこ類の多様性探索に

おいて相補的であった。また、子実体による新規 OTU検出数は 10回目の調査でほぼ飽和し、分

離培養と環境DNA解析でのみ未知の初期分岐系統が 3つ検出された。これらのことから、従来

の子実体に頼った探索では重要な系統を見落としてきた可能性が指摘される。これらの未知系統

に対しては、環境 DNA を対象とした 1 次調査と分離培養による 2 次調査の 2 段階調査により効

率的に検出することが可能となるだろう。 

本研究の結果から、きのこ類には子実体をつくらず環境中に潜在している系統が存在し、これら

がきのこ類の進化を考えるうえで重要な系統であることが示された。「きのこは目に見えるもの」という

常識を捨て、見えない未知系統を探索しその生物学的情報を得るための手法を洗練することで、き

のこ類の生態や進化に関する理解をより深めていくことができるだろう。 
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進化生態学を群集生態学につなげる：無駄の進化と多種共存機構 

Linking evolutionary ecology to community ecology: Evolution of inefficiency and 

maintenance of biodiversity 

 

近藤 倫生 1 ・ 川津 一隆 1 ・ 潮 雅之 1 ・ 山道 真人 2 

Michio Kondoh1 ・ Kazutaka Kawatsu1 ・ Masayuki Ushio1 ・ Masato Yamamichi2 

 
1龍谷大学 理工学部、2京都大学 白眉センター 

1 Faculty of Science & Technology, Ryukoku University, 2 Hakubi Center, Kyoto University 

 

自然生態系での多種共存機構の解明は、群集生態学における最重要課題のひとつであっ

た。その研究の歴史を振り返ると、ニッチの重複する複数種は共存できないことを予測した競争理

論（競争排除則）をその理論的基礎としている。実際、これまで提案された多種共存機構のほとん

どは、競争種の空間的分離・ニッチ分化・かく乱による競争種の排除など、「種間競争を弱める仕

組み」に依ったものであった。他方、資源競争や競争排除則を群集動態の主駆動要因の中心に

すえる競争中心主義的群集観のもとでは、生物種の資源利用に関わる進化の多くは多種共存を

より困難にする。生物がより効率よく資源利用を行うようになる進化の過程では、他種への負の効果

が高まっていくためである。 

本講演では、これに替わる新しい生物群集観を提案する。「無駄な形質の進化」による多様化

と多種共存の促進である。 

生物個体が手に入れた資源やエネルギーの多くは、効率的な資源利用には必ずしも投資され

ない。配偶者選択に勝ち残るためのオーナメントへの投資や、個体群成長にはほとんど貢献しない

オスの生産、チーティングやポリシング、パニッシュメントなど種内の分け前競争とその制御に関わる

行動の進化等、個体群成長速度には直接貢献しない「無駄」な形質の発達・進化に資源が投

資されているように見える。これらの「無駄」な形質には，生物群集に関する２つの重要な側面があ

る。第一に、この「無駄」な形質こそ、生物多様性の最重要要素の一つであるということだ。メスを

巡るオスの奇抜な行動や、さまざまな色彩・鳴き声・不思議で巧妙な形質の様々は、実際、行動

学における最も中心的なテーマの一つであった。第二に、これらの「無駄」な形質はその生物種の

集団としての資源利用効率や集団成長速度を低下させるので、種間競争を弱めるように働く可能

性がある。 

「無駄」の進化は、多様化と多種共存を説明するだろうか。これに答えるには、多くの研究課題

に取り組む必要がある。第一に、自然生物群集において多種の間に働く効果の符号や強さを定

量する必要がある。第二に、無駄な形質の進化が種間の相互作用に及ぼす影響を、室内実験

や制御された環境下で調べる必要がある。第三に、種間・種内競争の両方の選択が働くもとでの

生物進化動態が研究されるべきである。これらの課題に関連して、いくつかの予備的研究の結果

や、将来の研究の方向性を議論したい。 
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協生農法―理論、実証実験、群集生態学との関係 

Synecoculture―Theory, experiment, and relation to community ecology 

 

舩橋 真俊 

Masatoshi Funabashi 

 

(株) ソニーコンピュータサイエンス研究所  

Sony Computer Science Laboratories, Inc. 

 

世界各地の生物多様性の減少要因の最たるものとして、農業による環境破壊が挙げられる。

大規模化された農業は、陸域の表土を浸食し、肥料による地下水汚染は海洋生態系にも広範に

影響を及ぼしているが、その因果関係の解明と対策が追いついていない。今後、途上国を中心と

する人口増加と慣行農業の普及により、近い将来全球的な生態系のレジームシフトが起きることさ

え危惧されている。 

一方で、慣行の農業においては、群集生態学で問題とされるような生態系の複雑な相互作用

とそれらに基づく生態系機能はほとんど活用されていない。また、生態学一般も、生態系の構造解

明を農業のような基幹産業の根本的変革に役立てようと言う機運が乏しい。 

農業に起因する環境問題を解決し持続可能な食料生産を実現するには、これまでの生理学的

最適に基づく単作農業から、自然生態系の自己組織化過程としての生態学的最適化に基づく

混生農業への転換が一つの可能性である。 

協生農法では、これまでの資源投入型の環境制御ではなく、生態学的情報による圃場生態系

の環境変化への適応多様化を農業生産の根本に据える極論を実験している。生物多様性と生

態系機能に基づく農業は、これまでも里山農業や自然農法などの試みがあったが、いずれも人間

個人や限られた圃場での知見に制限され、生態系機能を十全に発揮させるためには扱える情報

に限界があった。しかし、近年の情報科学技術の応用により、個人の経験知を超えて、集合知とし

ての生態系情報をリアルタイムで生態系マネージメントに使える時代が到来しつつある。 

協生農法では、慣行農法で用いられる耕起•施肥•農薬を排除し、生態学において構築されつ

つある生態系機能の一般論に基づいた植生戦略を行い、個々の有用植物のニッチ形成に基づ

いて圃場の生物多様性を高める。その結果、様々な生態系機能が発揮されていることが示唆され

るが、その複雑性のため従来の生態学的なボトムアップの因果関係の解明は難しい。しかし、直接

•間接効果の総和としての正味の相互作用は観測可能であり、観測データに基づくネットワークの

情報論的解析からマネージメント方法を洗練させて行くことが可能である。 

このようなトップダウンのアプローチは、生態学に多様な実験フィールドを提供すると同時に、これ

まで環境負荷の生産者でもあった農業を、生物多様性の回復と気候変動への積極的な適応多

様化のアクターへと変化させる産業の創出も企図している。 

本講演では、協生農法の理論、実証実験、群集生態学に提供しうるフィールドなどの概観を紹

介する。  
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送粉者の機能群組成の違いが送粉ネットワークに与える影響：本土と海洋島の比較 

Pollinator functional composition influences the structure of pollination network:  

a comparison between continental and oceanic islands 

 

平岩 将良 ・ 丑丸 敦史 

Masayoshi Hiraiwa ・ Atushi Ushimaru 

 

神戸大学大学院 人間発達環境学研究科 

Graduate School of Human Development and Environment, Kobe University 

 

海洋島の生態系は、大陸や大陸島と比較して送粉者の多様性が低いことが知られている。例

えば、海洋島である伊豆諸島の多くの島では、温帯域で重要な送粉者であるマルハナバチ類の

不在が報告されている。このような海洋島における低い送粉者多様性は、送粉者の機能群組成

の違いを生み出すと考えられる。送粉者―植物ネットワークは、長い口吻をもつ送粉者は長い花

筒をもつ花を利用するというように、送粉者の形態と花の形態が密接に関係している。そのため送

粉者の機能群組成の違いは、植物に訪花する送粉者相の変化や送粉者の訪花ニッチの変化

など、送粉者―植物ネットワークに様々な影響を与えると予測される。しかし、送粉者の機能群組

成の変化が送粉者―植物ネットワークに与える影響について群集レベルでの十分な検証は行わ

れていない。 

演者らは本州 3 地点 (茨城県日立市、ひたちなか市、千葉県館山市) と伊豆諸島 5 地点 

(伊豆大島、新島、神津島、三宅島、八丈島) の海浜植物群集を調査地として設定し、開花植

物に訪花した昆虫の調査を行い、量的なネットワークを作成した。また、送粉者と植物の相互作用

の変化を評価するため、送粉者の形態および開花植物の花形態を計測した。これらのデータを用

いて、送粉者の機能群組成の変化とそれに伴うネットワーク構造の変化が起きているのか解析を

行った。特に、(1) 本土と海洋島で送粉者の機能群組成が異なるのか? (2) 植物に訪花する送

粉者機能群組成は変化するのか? (3) 機能群組成の違いによって海洋島の送粉者の訪花ニッ

チは変化するのか? という 3 つの問いを設定し検証を行った。 その結果、本土と海洋島では送粉

者の機能群組成の違いが検出され、それに伴い送粉者―植物ネットワークが変化していることが

示唆された。 

 

  



 

 

20 

 

生態系は進化装置：人工生態系の長期培養による解析と展望 

Ecosystem is an evolutionary machine: Analysis using an artificial ecosystem 

 

中島 敏幸 

Toshiyuki Nakajima  

 

愛媛大学大学院 理工学研究科  

Department of Biology, Ehime University 

 

生物進化を個体群に着目して解析する視点に対し、生態系全体が進化をどう規定しているのか

という視点からの研究はこれまで十分に行われていない。本研究では、巨大な時空間スケールで

起こる生態系の中の進化の仕組みを“手のひらサイズの生態系”で解析することを目指し、藻類

（Micractinium sp.）、細菌（Escherichia coli）、繊毛虫（Tetrahymena thermophila）からなる人工

生態系（CET マイクロコズム）を作成した。これまで約 15 年間培養しているが、初期の約 5 年間の

実験を通して、個体群動態と進化の関係を解析した結果を紹介したい。その結果、細菌と藻類、

および細菌と繊毛虫との間に細胞外共生と細胞内共生がそれぞれ進化し、構成個体群はいずれ

も形質レベルでは適応放散していることが明らかになった。例えば、藻類と原生動物との間の細胞

内共生はこれまで飢餓的な環境が選択圧として働くといわれている。しかし、飢餓的な選択圧はど

こからやってくるのか？実験結果から、生態系が成熟相に至り資源がリサイクルによって循環するフ

ェーズによって生じることが示された。化学量論的な制約と個体群間の相互作用によって選択圧が

生じ、構成個体群が進化する。そして、これが生態系内の生物間関係を変化させ、その結果、生

態系の構造が変化する。このようなことが実験結果から明らかになりつつある。実験データと仮説を

通して「生態系は生物をそのように進化させる装置」であるという視点を議論したい。 
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生物は本当に物質流を増やすのか?: 化学合成細菌群集を例として 

How do organisms increase material fluxes?: A case of chemotrophic bacteria 

 

瀬戸 繭美 

Mayumi Seto 

 

奈良女子大学 自然科学系 

Division of Natural Sciences, Nara Women's University 

 

地球表層で生じる物質循環過程において、生物、主に微生物は過去から現在に至るまで重要

な役割を担ってきた。生物と物質流の関係については生態系生態学、群集生態学、生物地球化

学の学問分野で広く研究が進められてきた。本講演では、生物の進化や群集間相互作用が物

質流に及ぼす影響について、物質流と密接に関わる化学合成細菌群集の数理モデル研究を通

して得られた知見について報告する。 

化学合成とは電子移動を伴う化学反応からエネルギーを得て炭素を固定する代謝形態である。

例えば我々人間も有機物から酸素に電子を渡す反応/消費反応、鉄酸化/還元反応など様々な

反応に代謝を依存するため、多様な物質の動態に関係しており、それぞれの反応における「酵素」

の様な役割を果たしている。 

生体内における酵素は化学反応を触媒することで反応速度を向上させる。この例を鑑みるに、ま

た直感的にも、化学合成細菌が存在することで物質流は増えると推測される。しかしながら一見自

明のようであるこの仮説を理論的に検証した例は無い。この仮説を検証することを目的とし、生物が

物質流に及ぼす影響を本質的に理解するために、本研究では、ある仮想的な 1 つの元素の循環

動態と、その循環過程の反応に代謝を依存する化学合成細菌群集の動態について数理モデル

を構築した。このモデルについて数理解析と数値シミュレーションを行い、化学合成細菌が存在しな

い非生物的な状態と、細菌が存在する状態における物質流を比較し、細菌が存在することで物

質流が増加する条件を調べた。その結果、1) 化学合成細菌の存在は必ずしも物質流を増やす

わけではないこと、2) 群集間相互作用が総物質流を増やすことに重要な役割を果たすことが示さ

れた。 
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寄生者介在型エネルギー流と生物群集 

Parasite-mediated energy flow and ecological communities 

 

佐藤 拓哉 

Takuya Sato 

 

神戸大学 理学部 

Graduate School of Sciences, Kobe University 

寄生生物の確認種数は指数的に増えている。既知の生物分類群それぞれに占める寄生生物

の割合に基づくと、地球上の全生物種の 40%程度は、寄生生活を送っている可能性がある

（Dobson et al. 2008 PNAS）。そのような膨大な種数にも関わらず、寄生生物はこれまで体サイズ

の小ささや扱いの困難さを主な理由として、群集生態学の研究テーマとして扱われることは少なか

った。しかし近年、塩性湿地やため池生態系において、寄生生物が現存量や生産量でさえ、食物

網全体の中で大きな割合を占めることが示されてきた（Kuris et al. 2008 Nature; Preston et al. 

2010 J Anim Ecol）。寄生生物は広義には捕食者に含まれるが、他の捕食者とは異なるやり方で

生物群集や生態系の機能に影響しているのだろうか？ 

本講演では、寄生生物による宿主の形質改変が、特定の種間相互作用への影響に留まら

ず、食物網のエネルギー流を規定する隠れた駆動因なのかもしれないというアイデアについて、演

者らの研究例も含めて紹介する。その上で、寄生生物を介したエネルギー流は、寄生生物の適応

的なふるまいの結果として、大きな時間変動性をもつ可能性を示す。最後に、寄生生物から着想

を得た、エネルギー流の時間変動性と群集動態の関係についての現在進行中の研究を紹介す

る。寄生生物による宿主の形質改変を例に、群集生態学から他の研究領域との連携に踏み出

す研究展開について議論したい。 
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安定同位体解析による食物網構造の解明 

Stable isotope analysis as a tool to reveal food web structures: a review and application 

 

長田 穣 1 ・ 松林 順 1 ・ 角谷 拓 2,3 ・ 瀧本 岳 4 ・ 近藤 倫生 5 

Yutaka Osada1･Jun Matsubayashi1・Taku Kadoya2,3・Gaku Takimoto4・Michio, Kondoh5 

 
1 総合地球環境学研究所 研究高度化支援センター 、2 国立環境研究所 生物・生態系環境

研究センター 、3ゲルフ大学、4東京大学 農学生命科学研究科、5龍谷大学 理工学部 
1 Center for Research Promotion, Research Institute for Humanity and Nature, 2 Center for 

Environmental Biology and Ecosystem Studies, National Institute for Environmental Studies, 3 

Department of Integrative Biology, University of Guelph, 4 Graduate School of Agriculture and 

Life Sciences, University of Tokyo, 5 Faculty of Science and Technology, Ryukoku University 

 

生物群集はさまざまな相互作用を織りなしており、食物網はその相互作用のひとつである捕食－

被食の関係に注目して、生物間のネットワークをえがいたものである。ここ数十年でめざましい食物

網理論の発展があり、食物網構造が群集内のエネルギーの流れや安定性といった動態に非常

に大きな影響を与えていることが明らかにされてきた。 

しかし、実際に野外で観察される食物網は非常に複雑で、その構造を定量的に把握することは

容易ではない。現在報告されている定量的な食物網の多くは、胃内容物を調べたり実際に飼育し

たりと多大な時間と労力をかけて得られたものである。 

安定同位体解析手法は、そうした困難を解決しうる手法のひとつとして注目されている。捕食者

の体内に含まれる炭素や窒素、硫黄といった元素の安定同位体比は濃縮というプロセスを経て

食べた餌生物の値を反映することが知られており、その特性を利用することでそれぞれの餌生物が

どのような割合で食べられたかを明らかにできる。 

本講演では、動物組織の安定同位体比からその生物が食べている餌生物の割合を推定する

安定同位体混合モデルという統計モデルについて、既存研究を振りかえつつ、それぞれのモデル

の仮定や問題点、使用するうえでの注意点について説明する。また、もともと安定同位体混合モ

デルは特定の捕食者のみに興味がある食性解析で発展してきた手法であり、食物網全体に適用

することがあまり想定されていない。そこで、本講演では食物網構造の定量的推定にむけた安定

同位体混合モデルの適用という視点から、演者たちが行ってきた研究の紹介とこれからの発展を

シンポジウムの参加者と議論したい。 
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多様なデトリタス食者は、捕食者における腐食連鎖への依存度を高めるか？ 

How does diversity of detritivores affect a relative contribution rate of detritus to the diet 

of predators? 

 

福森 香代子 1 ・ 吉崎 えり奈 1 ・ 高村 典子 1 ・ 角谷 拓 1,2 

Kayoko Fukumori1 ・ Erina Yoshizaki1 ・ Noriko Takamura1 ・ Taku Kadoya1,2 

 
1国立環境研究所、2ゲルフ大学 
1 Center for Environmental Biology and Ecosystem Studies, National Institute for 

Environmental Studies, 2 Department of Integrative Biology, University of Guelph 

 

植物の種多様性の増加は、一次生産量や分解速度などの生態系機能を増加させることが理

論的に予測されている。しかし、落葉落枝などのリターやデトリタスを基点とした腐食連鎖において、

分解者の種多様性が高次捕食者の餌資源利用割合に与える影響はよくわかっていない。本研

究は、ため池に生息するイトミミズなどのデトリタス食者の種多様性が、各捕食者におけるデトリタス

由来の餌資源への利用割合に及ぼす影響を明らかにすることを目的とした。兵庫県のため池 12

か所において、底生生物（ベントス）、プランクトンおよびそれらの捕食者を採集し、炭素・窒素安定

同位体比を測定した。次に、デトリタス食者および捕食者の炭素・窒素安定同位体比をもとにベイ

ズ推定モデル (IsoWeb) を用いて、デトリタス由来の餌資源が各捕食者に寄与する割合を計算し

た。また、環境要因としてクロロフィル a濃度、リター流入量、池サイズなどを測定した。 

その結果、デトリタス食者の種多様性が高く個体数が多いほど、捕食者におけるデトリタス由来

の餌資源利用割合は増加した。次に、分解者の機能的多様性の影響を調べるために、デトリタス

食者を 4つの摂食機能群（破砕食者、剥ぎ取り食者、収集食者、ろ過食者）にわけ、これらの摂

食機能群数が捕食者におけるデトリタス由来の餌資源利用割合に及ぼす影響を解析した。する

と、デトリタス食者の摂食機能群数が多いほどデトリタス由来の餌資源が各捕食者に寄与する割

合は高くなった。このことより、機能的に多様な分解者が多いほど捕食者における腐食連鎖への依

存度が増加すると考えられる。さらに細かく調べるために、デトリタス由来の餌資源が各捕食者に寄

与する割合を、デトリタスがデトリタス食者に寄与する割合、デトリタス食者が捕食者に寄与する割

合の 2つの栄養段階に分けて比較した。興味深いことに、各ため池におけるデトリタスがデトリタス

食者に寄与する割合は、そのため池に生息するデトリタス食者の摂食機能群数と強い正の相関関

係が認められた。これらの結果から、機能的に多様なデトリタス食者は、デトリタスからデトリタス食者

へのフローを特に増加させることによって、捕食者の腐食連鎖への依存度を高めることが示唆され

た。 
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被食防御の連合効果がハクサンハタザオにおける細毛二型の存続性に与える影響 

Associational anti-herbivore defense and its potential influence on the persistence of 

trichome dimorphism in Arabidopsis halleri 

 

佐藤 安弘 

Yasuhiro Sato  

 

京都大学生態学研究センター 

Center for Ecological Research, Kyoto University 

 

植物は自ら動くことができないため、植食者に対して巧みな防御形質を発達させている。植物に

とって防御は成長のコストとなるため、最適な防御戦略が進化すると考えられる。しかし、野外で

は、防御戦略の異なる個体が集団内で共存していることがよく見られる。このとき、植物の個体が

受ける食害は、自身の形質だけでなく周りの他の植物にも影響されることがあり、“連合効果”とよば

れている。連合効果は、植物の食害や成長に対して頻度依存性をもたらすことで複数の植物種や

遺伝子型の共存を促進する可能性がある。しかし、植物種間での連合効果はよく研究されてきた

一方で、植物種内での連合効果はほとんど着目されてこなかった。そこで本研究では、ハクサンハ

タザオ (Arabidopsis halleri subsp. gemmifera) の有毛型と無毛型の遺伝的二型を対象に、連

合効果が二型の食害や成長に対して頻度依存性をもたらすかを検証した。 

まず、ハクサンハタザオの食害昆虫であるダイコンサルハムシ（以下、ハムシ）を用いて、有毛型

と無毛型の頻度を変えた餌選択実験を行った。その結果、有毛葉が無毛葉よりも少ないときのみ、

ハムシは有毛葉を避けることが明らかとなった。さらに、植物の個体を用いた室内実験でも同様の

食害傾向が見られた。ハムシの有毛型と無毛型に対する選好性が連合効果の原因となっている

可能性が高い。 

ハムシが優占している野外集団でも、有毛型に対する食害率は調査プロット内に無毛型が多い

ほど低かった。加えて、無毛型が少数派を占めていたプロットでは無毛型の頻度が増加し、逆に多

数派を占めていたプロットでは無毛型の頻度が減少するといった、負の頻度依存的な動態が見ら

れた。野外集団を模した圃場実験でも、ハムシを放飼した区画でのみ、有毛・無毛型のクローン繁

殖に対して顕著な負の頻度依存性が見られた。これらの結果から、ハムシに対する連合効果が二

型の維持機構となることが示唆された。 

さらに、有毛・無毛型の頻度の地理的変異を調査したところ、ハムシが優占している集団では高

い食害率にも関わらず二型の頻度が中間であった。また、チョウやノミハムシが優占している他の

集団では、食害率に頻度依存性は見られず、連合効果を支持する証拠は得られなかった。一連

の結果を考慮すると、植食者のタイプによる連合効果の違いが有毛型・無毛型の二型の存続性

に関与しているのかもしれない。 
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「卵門」を見ればわかること：メスによる新たな受精制御メカニズム 

What you can tell by looking at “sperm gates of eggs": a novel mechanism for the female 

control of egg fertilization 

 

矢代 敏久 

Toshihisa Yashiro 

 

京都大学大学院 農学研究科 昆虫生態学研究室 

Laboratory of Insect Ecology, Graduate School of Agriculture, Kyoto University 

 

 受精は有性生殖で次世代に自身の遺伝子を伝えるために必要不可欠なプロセスである。通常、

昆虫の卵表面には「卵門」という精子が侵入するための小さな孔が開いている。これまで、卵門は

受精に直結する重要な器官であるにも関わらず、なぜか進化生物学において殆ど注目されてこな

かった。本講演では、この卵門に着目した我々の研究について最近の知見を交えて紹介する。 

 自ら卵を作ることのできないオスにとって、メスによる単為生殖の進化は適応度上の大きな脅威で

あり、オスはメスに有性生殖を強いるように対抗進化すべきである。しかし、ヤマトシロアリでは、女王

は同居している王と継続的に交尾を行い有性生殖で職蟻（不妊）や有翅虫（将来の創設王と創

設女王）等を生産する一方で、同時に二次女王（巣内で創設女王の生殖を引き継ぐ）を単為生

殖で生産している。いったいシロアリ女王はどのようにして王と同居しながら単為生殖の子を生産し

ているのだろうか？演者らは、シロアリ女王が卵門の無い卵を産むことによって、王の存在下であっ

ても受精を拒否し、単為生殖の子を生産していることを突き止めた。さらに、女王は継時的（齢・季

節）に卵門数を調節することによって、生産される単為生殖卵の割合を制御していることも明らかに

なった。この「卵門を閉じる」というシロアリ女王の戦術は、二倍体生物におけるメスによる卵の受精

制御メカニズムの初めての解明であり、オスからの干渉の有無に関わらずメスの戦略として単為生

殖が進化し得ることを示している。 
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植物-土壌寄生菌相互作用による森林群集多様性の時空間動態 

Spatio-temporal pattern formations in forest communities mediated by the negative plant-

soil feedback 

 

立木 佑弥 

Yuuya Tachiki 

 

九州大学大学院 理学研究院 生物科学部門 

Department of Biology, Kyushu University 

 

植物と種特異的な土壌寄生菌の相互作用に代表される負のフィードバックは、特定の種の繁

茂を抑制し、群集の多様性維持機構の重要な要素であると考えられている(Janzen-Connell 仮

説)。特に、移動性の乏しい植物に関しては、移動分散が種子散布に限定される上、多くの種子

は親木の周囲に散布されるため、個木レベルの空間スケールでフィードバックが距離依存的になる

事が考えられる。つまり、親木周囲で実生の生存率が低下することで、世代間での種の空間分布

に負の自己相関が予想される。また、負のフィードバック強度が林分毎に異なるのであれば、種の

多様性のみならず、空間分布や空間動態が異なると考えられる。本研究では、数理モデルを用い

て、植物と土壌寄生菌の相互作用強度が森林群集の多様性および空間動態に与える影響を調

べる。モデルは Hubbell の中立モデルに空間構造を考慮したものをベースとする。森林性樹木の

世代交代様式および、種特異的な寄生菌類による樹木実生への頻度依存的な感染を考慮した

空間明示的数理モデルを構築し、群集動態のシミュレーションを行った。その結果、寄生菌類の増

殖率の増加や毒性の増加によって、負のフィードバック強度が高まると、種の多様性が高まり、また

種の空間分布が疎になることが予測された。また、種子散布範囲や菌類の移住性などの空間的

特性が多様性に与える影響は状況依存的であった: フィードバックが弱い時には、種子散布範囲

が広いほど種多様性は低下するが、フィードバックが強い時にはむしろ、散布範囲が広い方が種

多様性が高くなる事が示された。この結果は Janzen-Connell 仮説(負の植物-土壌フィードバック)

が森林群集の多様性維持の主要因であれば、種の多様性の高い森林ほど、林分内において種

が疎に分布しているという理論予測を与える。一方で、負のフィードバックがほとんど作用していない

のであれば、種の多様性と空間分布の間には相関性がないか、むしろ種の多様性の高い森林ほ

ど、各種が集中的に分布している事が予測された。これらの理論予測は、野外で実証可能であり、

今後の実証研究への展望についても議論する。 
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おわりに 

 

 

本日はご来場いただき、誠にありがとうございました。 

本シンポジウムでは、18名の講演者がそれぞれのアプローチをもとに、生態学の核心に迫る講

演をいたしました。本日お聴きいただきました講演のアイデアが、今後の生態学の進むべき道を照ら

す一助となりますことを願っております。 

 

 

企画  門脇 浩明 ・ 金尾 太輔 

 

 

MEMO 


