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News Letter N0. 12 (January 30, 2008) 

21 世紀 COE プログラム（京都大学大学院農学研究科・フィールド科学教育研究センター） 

 
 

シンポジウム「生物間相互作用に基づく新規

害虫管理モデルの構築」 

 

はじめに 

 

私どものＣＯＥ拠点は，平成 15 年にスタ

ートし，昨年で４年目を迎えております．

これまで研究と教育の両面におきまして，

さまざまなプログラムを立ち上げ，その実

行に鋭意努力して参りました．また，「昆虫

科学が拓く未来型食料環境学の創生」とい

った拠点名称に「生物間相互作用に基づく

新規害虫管理モデルの構築」というサブタ

イトルを新たに設け，拠点の研究目標をよ

り具体的で明確なものしました．環境にや

さしい新たな害虫管理モデルを構築するた

めには，農業生態系の中に存在するさまざ

まな生物間相互作用を解明し，その関係性 

 

を害虫管理に応用していくことこそが，何

よりも肝要であると考えたからです．それ

は，生態系ネットワークで働く化学情報の

解析，生物体調節機構の利用，および匂い

と味の受容識別機構の解明などを通した，

「生態調和型新規防除化学素材の開発」を，

中心的な研究課題とするものであります． 

近年，地球規模で火急の課題となりつつ

あります地球温暖化状況を踏まえての，昆

虫に対する温暖化インパクトの解析や，農

業現場における従来からの本質的問題であ

ります殺虫剤抵抗性の発達や誘導多発生と

いった防除インパクトの解析など，環境イ

ンパクトの解析も重要な研究課題として位

置づけております．例えば温暖化などの気

象要因の変化が直接・間接に作用すること

で，生態系ネットワークの在り様もダイナ

ミックに変わるでしょうし，また殺虫剤の

散布を初めとする，さまざまな防除圧も，

このようなネットワークに重大な影響を及

ぼすに違いないからです．すなわち，総合

的害虫管理あるいは総合的生物多様性管理

の戦略は，農業生態系や自然生態系，それ

自体が時間的にそして空間的に大きく変動

するものであることを認識する中から，常

に再構築されていくべきものであるからで

す．その他，本拠点が新たな学問的基盤と
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しております「エントモミメティクサイエ

ンス」，すなわち，「昆虫から学ぶ科学」，の

将来展望として，農学に留まらず，医学や

工学などへの応用が期待される研究課題に

も取り組みつつあります． 

2007 年 10 月 31 日と 11 月 1 日の 2 日間

に亘り，京都市左京区の芝蘭会館にて，本

COE のサブタイトルである「生物間相互作

用に基づく新規害虫管理モデルの構築」に

関して，シンポジウムを開催致しました．

本シンポジウムでは，害虫に対して高度な

選択性を持つ新規防除素材，昆虫の行動・

生理を制御する化学物質，害虫を取り巻く

生物間相互作用，および地球温暖化などの

環境攪乱の昆虫に対する直接的・間接的影

響について，それぞれの部門の 先端で活

躍をされている４名の非常にアクティブな

研究者を招待講演者に招き， 新の研究ト

ピックスをご紹介いただきました．また，

あわせて本拠点の研究成果を若手研究者か

ら紹介し，各トピックスについて意見交換

を行いました．通常のシンポジウムとはや

や異なり，若手研究者自身の研究に対する

強い興味と思い入れが聴衆にダイレクトに

伝わることを期待して，敢えてセッション

毎のタイトルを付けてテーマを絞り込むこ

とによる拘束を避け，研究の発想に忠実に

自由に発表するスタイルを取っての開催と

なりました．当日は，全部で 88 名の参加者

にご来場いただき，熱心な議論をいただく

ことが出来ました．また，招待講演者の方々

には当 COE の大学院生達の要望に答えて夜

遅くまで彼らとの議論に快くお付き合いい

ただき，学生達にとって貴重な体験と大き

な刺激を与えたシンポジウムとなりました．

本シンポジウムが本拠点における研究の更

なる発展のための重要な契機になったもの

と確信しております． 

（拠点リーダー 藤崎憲治） 

 

講演の様子 

 

分子レベルにおける研究 

初は，分子レベルにおける研究を中心

にしたセッション(S1-S4)ということで，ま

ず農業生物資源研究所の塩月孝博博士に，

「昆虫成育制御における幼若ホルモン分解

酵素の機能」というタイトルで講演してい

ただいた．昆虫の末梢ホルモンである脱皮

ホルモン(Molting hormone; MH)と幼若ホル

モン(Juvenile hormone; JH）の役割に関し

て概説していただいたあと，幼若ホルモン

について塩月博士らのグループで行われて

いる 近の研究を紹介して頂いた．幼若ホ

ルモンについては，その受容体は明らかに

はなっていないことから，分子レベルにお

ける作用発現や活性調節機構の解明が遅れ

ているが，JH の代謝酵素に関する研究はか

なり進んでいることが紹介された．すなわ

ち，JH の活性調節にはその代謝酵素である

エステラーゼやエポキシドヒドラーゼが重

要な役割を果たしていることが，遺伝子レ

ベルで解析されていることが報告された．

塩月博士らはカイコを用いて幼若ホルモン

エステラーゼ(JHE)およびエポキシドヒド
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ラーゼ(JHEH)に関わる研究を展開し，特に，

近の研究においては，JHEH について複数

の遺伝子(jheh-r1, r2, r3, r4, r5)を発見

し，組織特異的に各遺伝子が発現すること

を明らかにしている． 

招待講演に引き続いて， 近の生物調節

化学分野における研究が博士コース学生３

人から紹介された．まず小倉岳彦君(D３)

は，ベルギーゲント大学の Smagghe 博士と

の共同研究として進めてきた，「ジャガイモ

の大害虫である鞘翅目昆虫コロラドハムシ

の脱皮ホルモン受容体に関する研究」につ

いての成果を発表した．コロラドハムシか

ら脱皮ホルモン遺伝子をクローニングし，

つづいて機能を有する脱皮ホルモン受容体

を in vitro で調製して，様々な脱皮ホルモ

ン様物質の受容体に対する結合親和性を求

めた成果を報告した．これらの成果はすで

に国際誌 FEBS J に公表済みである．さらに

小倉君は，脱皮ホルモンによる遺伝子調節

機構を調べるために，レポータージーンア

ッセイ系を構築し，その系を用いて各種脱

皮ホルモン様物質の活性を定量的に評価し，

受容体に対する結合親和性との関係を考察

した．次は，原田俊幸君(D1)の研究発表で，

内容は受容体とホルモン分子との相互作用

を精査し，新しい脱皮ホルモン様物質のデ

ザインを目指したものであった．原田君は，

脱皮ホルモン受容体タンパク質を分子モデ

リングの手法を用いて構築し，様々な脱皮

ホルモン様物質の受容体との結合様式を予

測して受容体とホルモン分子との間の水素

結合数が活性の上昇にとって重要であるこ

とを示した．この成果はまもなく，学術雑

誌に投稿する予定である． 後は，昆虫ホ

ルモンに関する研究ではないが，昆虫に対

して選択的に毒性を示す天然物の探索に関

する研究で，その成果が松下修門君(D2)に

よって紹介された．彼は，わが国に生息す

るサソリ（ヤエヤマサソリ）から毒液を採

取し，高速液体クロマトグラフィー(HPLC)

を用いて分画し，昆虫に対して殺虫活性を

示す成分を得た．さらに精製を繰り返して，

36個のアミノ酸からなる単一のペプチドを

単離して，その一次配列を DFPLSKEYET 

CVRPRKCQPP LKCNKAQICV DPKKGW と決定し

た．この配列はこれまでに明らかにされて

いるサソリ毒素にはない新規な構造であっ

た．さらに，このペプチドを有機化学的に

合成し，コオロギに対する半数致死薬量

（LD50）を3-5 μg/insectと決定した．一方，

哺乳類に対する毒性は非常に弱いものであ

った．これらの結果は，11 月に行われたペ

プチド討論会で発表され，ポスター賞に輝

くとともに，すでに国際誌 Toxicon にも掲

載されている．ペプチドやタンパク質は，

通常フィールドに散布しても効果はないが，

神経毒性を示すサソリ毒素をコードする遺

伝子をバキュロウイルス（昆虫にのみ感染

するウイルス）に組み込んで，ウイルス本

来のもつ活性を上昇させることができ，生

物農薬としての可能性が伝えられた．質疑

応答も活発で，もう少し質問の時間を設け

た方がよかったのかもしれないが，そのか

わりに懇親会で活発なディスカッションが

進んだようにであった． 

（生物調節化学分野 中川好秋） 

 

個体レベルにおける研究 

10 月 31 日午後から始まった S5-9 のセ

ッションでは，生物間相互作用を制御する

化学物質に関する講演だけではなく，昆虫



 4

が化学物質をどの様に感覚器で検出してい

るか,また，「感覚器で検出された情報が脳

でどの様に情報処理されているか」につい

ても取り上げ，セッションを企画した． 

農業生物資源研究所の今野浩太郎博士に

は，「植物乳液に含まれる多様な生理活性物

質が植物・植食昆虫間の攻防に果たす役割」

についてご講演頂いた．今野博士は，パパ

イアやイチジクの乳液中に含まれるシステ

インプロテアーゼが，エリサン・ハスモン

ヨトウ等に毒性や生調阻害活性を示し，強

力な植物の防御機構であることを明確に示

した．また，クワ葉の乳液中にも糖代謝酵

素の阻害剤である糖類似アルカロイドや新

規耐虫性タンパク質が含まれており，桑に

適応していない昆虫には毒性を示す．耐虫

性タンパク質は，農業上の応用にも有望と

思われる．一方，カイコはクワの防御機構

にも見事に適応している．良く知られてい

るクワとカイコの関係にも，農業に応用可

能な複雑な生物間相互作用があることが示

された興味深い講演であった． 

吉永直子 COE 博士研究員は植物に揮発成

分を放出させる昆虫由来エリシター

volicitin に注目し，その生合成経路の解

明から，昆虫にとっての volicitin の役割

について講演した．Volicitin は幼虫の窒

素代謝の効率化に関わる化合物群として，

積極的に生合成されている可能性を示した．

博士課程大学院生である日室千尋君は，コ

バネヒョウタンナガカメムシの交尾行動を

詳細に調べ，交尾後のメスに交尾を拒否す

る不応期があることを見つけた．さらに，

オスの付属腺の抽出物に「メスの不応期誘

導」活性を認め，オス由来の化学物質がメ

スの交尾行動を制御している現象を明らか

にした．勝又綾子 COE 博士研究員はチャバ

ネゴキブリの配偶行動における，オス婚姻

贈呈物質のメスの受容を感覚生理の観点か

ら講演した．メスは，婚姻贈呈物質である

糖とリン脂質の混合物に対して，オスより

も高い感受性を示すこと，また，糖とリン

脂質の相乗効果が本種の配偶行動の成功を

支える鍵の一つであることを示した．岡田

公太郎 COE 博士研究員は，感覚器で受容さ

れた化学物質のシグナルの脳における処理

について講演した．一定量の揮発成分をミ

リ秒オーダーでワモンゴキブリの触角に与

える精密な制御装置を開発し，脳における

嗅覚情報処理の匂い濃度算出タスクを評価

した．その結果，処理時間の異なる二つの

異なるロジックを用いて，ワモンゴキブリ

は濃度を感知している可能性が示唆された． 

以上，日頃は余り馴染のない組み合わせ

の講演であったかもしれないが，今野先生

の御講演は刺激的であったし，我々拠点メ

ンバーの講演もそれぞれ特徴が出ていたと

思う．本拠点の期間も残り 1 年 2 ヶ月とな

った．本セッションを我々の研究を一層発

展させる契機にして頂きたい． 

（化学生態学分野 森直樹） 

 

個体群レベル 

S10～S13 のセッションは，10 月 31 日の

夕方，それまでの熱心な議論により，やや

遅れ気味に始まった．このセッションは個

体の行動や適応進化に焦点を当てて企画し

た．まず，産業技術総合研究所の深津武馬

博士に内部共生と進化についてご講演いた

だいた．それに続いて，環境適応形質が個

体群内にどのように広まるか，また情報化

学物質やその他の情報を昆虫がどのように
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使い分けて行動しているかについて，それ

ぞれ学振特別研究員上杉龍士博士と COE 研

究員深谷緑博士が研究成果を紹介した．さ

らに，生態情報開発学分野助教矢野修一博

士は，自然生態系に於いて機能する生物間

相互作用を農業害虫の管理にどのように利

用すべきかについて新たな概念を提示した． 

深津博士は「内部共生」を究極的な生物

間相互作用と位置づけ，それらの依存関係

や意義について，包括的に分かり易く解説

された．これらの解説を裏付けるものは，

博士がまとめている研究グループのもつ圧

倒的に豊富な研究事例であり，生態学的に

興味深いさまざまな現象を共生微生物とい

う切り口から徹底的に調べあげるという研

究手法には非常なパワーを感じた．寄生性

の変化や利他行動などの画期的な研究成果

が解説の随所に散りばめられた講演はたい

へん興味深く，COE 若手研究者や大学院生

にとって大きな刺激を与えるものであった． 

上杉氏はハウス栽培のバラと野外のリ

ンゴ園における遺伝的構造の解析を通じて

明らかになったナミハダニの分散行動につ

いて講演した．ナミハダニは歩行による小

スケールの分散に加えて，多数の個体が風

分散などを通じて 100m 以上の大スケール

での分散も行っていることを明らかにし，

これらの分散行動が作物の被害範囲の拡大

や殺虫剤抵抗性の拡散を引き起こすことを

指摘した．深谷氏はゴマダラカミキリとリ

ュウキュウクロコガネの配偶行動に於いて，

化学刺激と視覚刺激の両方が必須であるこ

とを証明した．興味深いことに，ゴマダラ

カミキリでは寄主植物であるカンキツの成

分が利用されていた．さらに，リュウキュ

ウクロコガネではフェロモンを放出する雌

集団に混在するサイレント雌（フェロモン

非放出雌）が混在し，雄が雌のごく近傍へ

定位した後に視覚情報を利用することによ

り，サイレント雌も雄を獲得する機会を得

ている可能性が示された．矢野氏は近年話

題になってきた加害葉の匂いによる天敵の

誘引が，植物－ハダニ－カブリダニの系で

は機能しないことを示し，ヤブガラシを題

材として野生植物が捕食者に代替餌を提供

して定着を促していることを指摘し，同時

にそれが複雑な相互作用系を構築している

ことを示した．さらに，ヤブガラシの持つ

ハダニ防除機構を参考として開発を進めて

いる「代替餌として人工飼料を利用した生

物的防除法」について研究の展望を紹介し

た． 

行動を制御する情報という刺激とそれ

によってもたらされる個体間あるいは生物

間相互作用，そこで発生する新たな情報の

行動へのフィードバック，さらにその結果

として生じる進化は，生物を研究する上で

の大きな関心事の一つである．同時に，性

フェロモンを利用した交信攪乱法を典型的

な例とするような情報操作による行動制御

法の利用拡大は，この分野の研究の発展が

害虫管理の概念そのものを変化させる可能

性を示しているようにも思われる．本セッ

ションが，直接あるいは間接的にさまざま

な研究アイディアを誘起する刺激となるこ

とを期待する． 

（生態情報開発学 刑部正博） 

 

フィールドレベル 

二日目の午前中には，前日とはやや趣の

異なるセッションが持たれた．このセッシ

ョンでは，地球温暖化などの環境変動が，
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昆虫の個体，個体群，そして群集のレベル

で，直接的，あるいは生態系の中での生物

間相互作用を通して間接的にどのようなイ

ンパクトを与えるのかという研究課題に関

する発表がなされた．ただし，研究対象と

なった材料は，農業害虫だけでなく，衛生

害虫，訪花性昆虫，土壌小型節足動物と多

岐にわたった． 

トップバッターは，帝京大学医学部の池

本孝哉博士で，「熱帯地のマラリアは酷暑が

苦手―病原体とベクターの内的な発育 適

温度からの考察―」というタイトルでお話

いただいた．昆虫学には「有効積算温度法

則」という，きわめて重要であるにもかか

わらず，長い間大きな発展がないままにな

っていた法則がある．しかし，池本博士は

近年，昆虫類の「内的な発育 適温度」を

はじめとする温度と発育に関する新たな概

念の提示と推定方法の開発を行い，大いに

注目されている．まず，上記の新たな概念

と方法について紹介していただいた．次に，

このような「内的発育 適温度」をマラリ

ア媒介蚊とマラリア原虫において推定する

ことで，かれらが意外にも暑さに弱く，そ

の結果として，熱帯アフリカでは地球温暖

化が逆にマラリア患者の減少につながる可

能性があるなど，応用面での重要な提言を

された．それは，地球温暖化が熱帯性の生

物にとって有利な状況をもたらすであろう

という，単純な考え方が誤りであることを

示す，きわめて画期的なものであった． 

次に，本拠点の COE 研究員である，ムソ

リン博士による「How does Nezara viridula 

(Heteroptera) respond to simulated 

climate warming?」というタイトルの講演

が行われた．ムソリン博士は，一貫してカ

メムシ類，とりわけ，ミナミアオカメムシ

（南方性でコスモポリタンな害虫）の休眠

性など，季節適応の研究に従事してきた．

今回の講演は，ミナミアオカメムシを，温

暖化シミュレーション装置，すなわち野外

の気温より常に 2℃高い温度で変動するよ

うプログラミングされたインキュベータで

飼育することを通して，その生存，発育，

繁殖，休眠や越冬生存率が，将来の温暖化

状況でどう変わるかを予測したものであっ

た．温暖化は，秋から春にかけては越冬生

存率の向上など，きわめて好ましい影響を

与えるが，盛夏には発育阻害や死亡率の増

大など高温障害をもたらすことが紹介され，

ここでも温暖化が昆虫に与える影響は単純

なものではないことが示された． 

 

ムソリン博士による講演 

 

３番目の発表は，京大の総合博物館の角

谷岳彦博士による，「芦生と京大周辺におけ

る 近 20 年間の訪花昆虫群集の変化」であ

った．本発表は，20 年ほど前に調査したの

と同じ場所，すなわち芦生の研究林と京大

北部構内という２箇所で，全く同じやり方

で訪花性昆虫を調査することにより，地球

温暖化など長期にわたる環境変動のインパ

クトの解明を目指した報告であった．京大

周辺では，花の種類，訪花昆虫の種類，個
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体数ともに大きな変化がなかったのに対し

て，芦生ではそれらが激減していることが

明確なデータで提示された．それは，近年

の温暖化が一つの要因とされるシカ個体数

の増大とそれによる下層植生の破壊に起因

する昆虫相の貧困化がいかに深刻であるか

を如実に示すものであった． 

４番目の発表は，農学研究科森林生態学

研究室博士２年に在学中の齊藤星耕さんに

よる「芦生研究林における土壌小型節足動

物相の変化」であった．本発表は，シカ害

により下草植生のドラスチックな破壊とい

う環境撹乱が起こりつつある芦生研究林に

おいて，トビムシなどの土壌小型節足動物

相がどのような影響を受けるのかを調査し

た報告であった．得られたデータは，従来

言われてきた，住み場所としての有機物資

源が小型節足動物群集を制御するという仮

説だけでは説明がつかず，シカ害の土壌動

物に対するインパクトが土壌堆積有機物の

みを経由するものではないことを示唆した

ものとして，意外性に満ちたものであった． 

 後の発表は，農学研究科の森林生物学

研究室博士１年に在学中の松木悠さんによ

る「花粉粒の直接遺伝解析法を用いた訪花

昆虫の送粉効率評価」であった．訪花性昆

虫がどのように採餌をしているかを知るこ

とは，送粉効率を評価する上でとても大切

なことであるが，近年，花粉一粒一粒の遺

伝子を直接解析するという，画期的な方法

が開発された．その具体的方法とそれによ

りどのようなことが分かるのかということ

について紹介してもらった．この画期的な

遺伝解析法は，昆虫が植物の送受粉や繁殖

成功に与える影響を新たな視点で強化する

ことを可能にした研究であることが示され，

大いに聴衆の関心を引いた． 

 以上，いずれも興味深い発表ばかりで，

温暖化などの環境撹乱が昆虫に与えるイン

パクトに関する研究プロジェクトが着実に

成果を挙げつつあることが示されたと言え

る．更なる研究の進展が大いに期待される． 

（昆虫生態学分野 藤崎憲治） 

 

 

齋藤星耕君(森林生態学 D2)による講演 

 

講演者からの感想 

 

本シンポジウムでは，様々な分野でご活

躍中の４名の先生方に基礎的な知識から

新の研究トピックスまで幅広くご紹介して

いただきました．特に，ある種の植物に着

目し，その乳液に含まれる多様な生理活性

成分が植物・植食昆虫間の攻防関係でどの

ように働いているかについてご研究された

発表に感銘を受けました．現在，私はヤエ

ヤマサソリに含まれている殺虫性のペプチ

ド毒素について研究を行っており，そこか

ら新規な農薬を作ることができないか日々

検討しているのですが，今回のシンポジウ

ムの発表で，昆虫に被食されている身近に

いる植物にも様々な，面白い生理活性物質

が存在することをご教示していただき，非

常に良い勉強になりました．また，ハダニ
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とカリブダニの関係について，高校生物の

教科書記載の事象から研究を敷衍させ，実

際にフィールドで用いることの問題点，改

善策，今後の方針について示唆された発表

も興味深かったです．私のような基礎研究

では見えてこない問題点の原因解明とその

具体的な解決のご発表から，自分の研究に

応用できるような視点，考え方を学ぶこと

ができたと思っております．今後もこのよ

うな会が継続的に開催され，研究の進展と

ともに国内外の様々な研究者とのコミュニ

ケーションがより活発になればと考えてお

ります． 

（生物調節化学分野 松下修門） 

 

今回のシンポジウムでは，「生物間相互作

用に基づく新規害虫管理モデルの構築」と

いうメインテーマの中，第一線で活躍して

おられる著名な研究者とともに多くの方々

に対して自身の研究について講演すること

ができ，とても光栄でありました，また今

回，このシンポにおいて多くのことを学ぶ

ことができました．ここでは，その学んだ

ことを２つ述べたいと思います． 

先ず１つ目は，学術的な面です．普段触

れることのない他分野の研究者の講演を聴

くことにより，新たな知識， 新の情報を

学ぶことが出来ました．自分は生態学にお

いて究極要因の解明に研究の重きをおいて

いるので，今回多くの講演でみられた至近

要因の解明を目指した研究の講演では，昆

虫たちの行動・生理を制御するメカニズム，

またそのメカニズムを解明するための方法

論といったことはとても勉強になりました．

また，同じ生態学の分野の第一線で活躍し

ておられる研究者の講演からは 新の研究

トピックを学びました．特に，今野浩太郎

博士（農業生物資源研究所）の乳液に関す

る研究，深津武馬博士（産業技術総合研究

所）の昆虫類における内部共生と進化につ

いての研究はとても興味深いものであり，

「おもしろい」の一言に尽きました． 

２つ目は，ゲスト講演者を始めとする多

くの研究者のサイエンスに対する姿勢，考

え方である．懇親会では，他分野の学生さ

んや講演者の方々に自分の講演について多

くの意見を聞くことができた．今回のシン

ポジウムでは，至近要因を中心とした講演

が多かったので，究極要因を言及した自分

の研究は多くの方々に分かって頂けるか多

少不安であったが，懇親会では多くの方々

が僕の研究について様々な質問や意見をく

ださった．学会等で普段会わない異なった

分野の方々の質問や意見は，とても興味深

いものあり，自身の研究において新たな見

識を与えた．また，その様な異なった分野

の方からいただいた「お話，おもしろかっ

たです．わかりましたよ．」という言葉はと

てもうれしかった．懇親会後の２次会では，

深津博士，今野博士を始めとする多くの研

究者とはサイエンスに対する姿勢，考え方

について多くの議論を交わすことができた．

お酒も入っていたせいか，忌憚なき議論が

できた．特に，前述した両博士のサイエン

スへの熱い魂に触れた私は科学への情熱を

より一層熱く燃えたぎらせた．今思い出し

ただけでもわくわくするものである． 

（昆虫生態学研究室 日室千尋） 

 

地球上で大きな種数を占める昆虫という

生き物についてのシンポジウムということ

もあり，様々な研究分野での成果を聞くこ
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とができました．“シンポジウムは異分野

の発想や技術を取り込む場”であった．招

待された先生方のレベルの高い研究成果に

ついての講演に刺激されたのはもちろん，

本ＣＯＥの研究の中核を担う学生や若手研

究者も「生物間相互作用」というキーワー

ドの元でそれぞれの分野で斬新な研究テー

マに取り組んでいることに大変感銘を受け

ました．講演を聴く中で特に印象に残った

のは，同じ昆虫科学であっても，生理学，

化学，行動学，生態学などの各研究分野で

特有の発想や技術があり，それが実に多様

性に富んでいるということです． 

今回，私はＤＮＡマーカーを使ったある

農業害虫の個体群生態学的研究の成果につ

いて講演を行いました．個体群生態学の研

究は，かつて個体を標識などして追跡する

といった手法を用いるしかありませんでし

た．しかし，ここ 10 年間で分子生物学の分

野で発達したＤＮＡの解析技術を取り込む

ことで，生物の移動や分散の能力について

の多くの新しい知見が生まれました．私の

今回講演した研究成果も，まさに個体群生

態学とＤＮＡ解析技術の融合の恩恵といえ

ます．そういう分野で研究をしていると，

科学の発展に寄与するには，斬新な研究成

果も大事であるが，異なる分野の技術や知

見を取り込み，受け持つ研究分野において

新しい方向性を示すことも必要であると思

えてきます． 

本シンポジウムでは，講演された研究テ

ーマで語られた発想や技術が，私の研究分

野において新しい役割を担うかもしれない

という可能性を感じ取りました．そして，

それらを学びたい，使いたいという意欲が

湧いてきました．実際に，シンポジウム後

に，今まで関心がなかった化学分析の技術

が私の研究分野に応用できると期待し，講

演者の１人に教えを請うているところです．

今後のＣＯＥプロジェクトは，「未来型食料

環境学の創生」というテーマに向かって得

られた成果をまとめる段階に入るのでしょ

うが，私の研究おける視野をより広げてい

くためにもプロジェクトに関わり続けてい

きたいと感じました． 

（生態情報開発学分野 上杉 龍士） 

   

 

閉会の挨拶をされる西田先生 

 

海外短期留学を終えて 

 

「21 世紀 COE プログラム昆虫科学が拓く

未来型食料環境学の創生」の短期留学制度

により、2007 年の 11 月下旬からおよそ 1
ヶ月間アメリカケンタッキー大学の Subba 
Reddy Palli 准教授の研究室で研究を行う

機会を得ました。ケンタッキー大学のある

レキシントンはケンタッキー州第 2 の都市

で、ブルーグラス地方と呼ばれる地域に位

置しています。私が訪れたのは冬真っ盛り

でしたが、その名の通り青い芝生が広がる

大変のどかな町でした。大学の周りにはリ

スが多数生息しており、毎日元気に木に登

るリスを眺めながら通学しました。友人に
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よるとこのリスは捕まえたら食べても良い

らしいのですが、残念ながらその機会には

恵まれませんでした。町の人たちは陽気な

人が多く、交通機関として良く利用したバ

スの中や待合所などではたびたび話し掛け

られ、英語を学習する機会には事欠くこと

がなかったというのは、英語の未熟な私に

とっては大変ありがたいことでした。 

 

筆者が研究を行っていたケンタッキー大学

の Agricultural Science Center 
 

今回お世話になった Palli 先生とは、“第

１回 COE 昆虫科学国際シンポジウム”で先

生が招待講演のために来日された際に知り

合い、親しく会話をさせていただきました。

Palli 先生の研究室は、先生自身がインド出

身であることもあり、アジア人が多くポス

ドクと学生がインド人と中国人のみで、研

究室では中国語と英語が飛び交うという特

殊な環境でした。学部の時に中国語の授業

を受けた私は勇んで知っている中国語を披

露したのですが、全く通じず中国人に中国

語を英語で説明するという奇妙な経験をす

ることになりました。 

今回の留学の目的は、Palli 先生が以前報

告された双翅目昆虫ネッタイシマカ脱皮ホ

ルモン受容体を用いたレポータージーンア

ッセイにより、我々が合成した脱皮ホルモ

ンのアゴニストのスクリーニングを行うこ

とでした。先生の研究室は生化学を専門と

しており、専門外の私には分からない事ば

かりだったのですが、先生をはじめ、ポス

ドクや学生の方々に丁寧に説明していただ

き、無事当初の予定していた実験を行うこ

とができました。また中川先生の勧めで、

同じケンタッキー大学で関連した研究をし

ている Davy Jones教授とGrace Jones教授の

研究室を訪問する機会を得ました。英語に

自信がなくかなり緊張しながら訪ねたので

すが、お二人には大変にこやかに迎え入れ

ていただき、お二人が現在行っておられる

研究について一から説明していただきまし

た。また私自身の研究についてもお二人と

議論することができたことは大変有意義な

ものでした。 

 

木に登るリス 
 

短期間の滞在でしたが、アメリカの研究

室を肌で感じることができたこと、先生方

や同年代の学生、ポスドクの方々と親しく

なり、研究についての考え方など様々なこ

とを学べたことは、今後私が研究者として

歩んでいく上で大きな助けとなると思いま
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す。また、留学の 後には、帰りの飛行機

が運休となり、二日間空港で足止めされて

しまうなどハプニングもありましたが、い

ろいろな人の助けを借りて無事一ヶ月間海

外で生活することができたということは大

きな自信となりました。 後になりました

が、このような機会を与えてくださいまし

た COE 関係者の方々に、この場を借りて深

く御礼申し上げます。 

（生物調節化学分野 D1 原田俊幸） 

 

 

研究室のメンバーと共に 
（前列の右筆者，後列の右 Palli 先生） 

 

 

講演会およびセミナー開催内容 

 

第 25 回 COE 昆虫科学セミナー「コオロギ

気流応答性巨大介在ニューロンにおけ

る方向情報抽出アルゴリズム」小川博人

博士（埼玉医科大学）（2008 年 1 月 25

日） 

 

 

 

 

 

お知らせ 

 

第 3 回 国際シンポジウム 2008 年秋 
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