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News Letter N0. 14 (February 10, 2009) 

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） 

 
 

第３回 COE 国際シンポジウム 

 

はじめに 

 

昆虫 COE の集大成と言える 3 回目の国

際シンポジウム“Construction of the Novel 

Model of Pest Management Based on 

Biological Interactions”（生物間相互作用に基

づく新規害虫管理モデルの構築）が、2008

年の 11 月 10 日～12 日の 3 日間にわたって

開催された。招聘した 10 名の外国人研究者

を含め、延べ 259 名の参加者があり、成功

裏に終わった。本シンポジウムは、昆虫 COE

の単なる成果報告ではない昆虫科学の将来

展望をも見据えた，多岐に渡るものであっ

た．6 つのセッションから成り，それぞれ

のセッションの概要は以下の通りであった。 

 

 

セッション 1 は、昆虫成長制御剤（IGR）

という、標的害虫には殺虫効果があるが、

天敵にはやさしい殺虫剤の開発の基礎とな

る生理機構に関するものであった。セッシ

ョン 2 は、シロイチミジヨトウの幼虫の唾

液成分から分離同定された 初の生化学的

エリシターであるボリシチンの多面的な機

能に関する 新の知見を紹介したものであ

った。セッション 3 は、近年ますます問題

になりつつある地球温暖化の昆虫類に与え

るインパクト、すなわち彼らの分布、発生

量、生活史などへの影響と将来予測に関す

るものであった。セッション 4 は、植物の

大きさや構造といった形態的特性が植食性

のダニや昆虫あるいはそれらの天敵類に対

して及ぼす直接・間接の効果に関するもの

で、生物的防除を意図したものであった。

セッション 5 は、シカの食害による植生の

破壊などの環境変動の下で、植物―昆虫送

粉システムがどのような影響を受けるのか

について、論じたものであった。セッショ

ン 6 は、エントモミメティクスといった新

規学問分野の将来的可能性について論じた

ものであった。 

本シンポでは、大学院生によるポスター

セッション（計 34 課題）も設けられ、外国

人研究者と大学院生との活発な議論が展開
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されたことも、有意義であった。 

このように本シンポジウムは、ミクロか

らマクロまでの学問分野の研究者が一同に

介して、害虫防除、環境インパクト、そし

てエントミメティクスといった重要なテー

マについて論じ合う場として提供されたも

のであった。学際的あるいは融合的な場の

形成は昆虫 COE の当初からの狙いであっ

たが、今回のシンポジウムでも議論は専門

の枠を超えて活発に広がり、きわめて有意

義なものとなったものと確信している。招

聘した外国人講演者からの評価が一様に高

かったことも、本シンポが成功裏に終わっ

たことを物語っている。 

本国際シンポを開催するに当たって、拠

点メンバーはもちろんのこと、多くの大学

院生や事務員に大変なお世話になったこと

に対して、厚くお礼を申し上げる次第であ

る。 

（COE 拠点リーダー 藤崎憲治） 

 

 

ポスターセッションの様子 

 

Session-1: Molting mechanisms in insects 
前回の国内のシンポジウムと同じように，

内容が in vitro の話から，昆虫個体，そして

環境へと広がっていく展開で， 初のセッ

ションを担当させていただいた．第１回国

際 シ ン ポ ジ ウ ム は “ Development and 

Metamorphosis”というタイトルで開催し，

一日目は魚類の変態に関して，二日目に昆

虫の脱皮・変態について討論を行った．昆

虫 COE が採択されて間もない頃で，これか

らまさに研究を開始するということで，世

界各国（アメリカ，カナダ，ベルギー，ギ

リシャ，フランス，日本）から若手の研究

者を集めた．脱皮ホルモンと幼若ホルモン

に関して，個体レベルにおける研究から分

子レベルでの研究へ討論を展開させた．若

手の研究者から現場に近い話を聞くことが

できて，研究者の“たまご”である学生に

とっては，いい刺激になったのではないか

と思っている． 

それから 4 年近く経った今回の第３回国

際シンポジウムでは，焦点を脱皮ホルモン

に絞って，生物的（分子生化学的），化学的

な面から包括的な内容を紹介して頂いた．

分子生物学的研究に関してはノースカロラ

イナ大学の Vincent Henrich 教授，化学に関

しては，殺虫剤として実用されている脱皮

ホルモンアゴニスの開発にかかわったアメ

リカの合成化学者 Robert Hormann 博士

（Intrexon Corporation）から講演をいただい

た．二人とも，非常に忙しい身にもかかわ

らず，何とかスケジュールをあわせていた

だくことができた．まず，私がこれまでの

われわれの研究成果を交えて，脱皮ホルモ

ン研究に関する導入を行い，Henrich 博士，

Hormann 博士へとバトンを手渡した．

Henrich 博士は， ”The insect ecdysteroid 

receptor: The dynamic relationship of two 

nuclear receptors”という演題で，アニメーシ

ョンを交えて脱皮ホルモンの分子レベルで
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の作用を分りやすく説明してくれた．

Hormann 博士は Ecdysteroids as Gene-Switch 

Actuators: Enhancement of Physicochemical 

Properties and Trends Toward Orthogonality と

いう講演を行い，脱皮ホルモンが医薬とし

て利用できる可能性を化学的な見地から解

説してくれた． 

 

 

セッション-１の講演者 

 

二人とも日本に来るのは初めてということ

で，来訪を楽しみにしておられたが，京都

の美しさには感動されていた．特に，シン

ポジウム終了後の翌日，学生のガイドのも

と秋の古都を満喫されたが，その日は晴天

に恵まれ，夕方金閣寺での日没は 高だっ

たとのことである．もちろん，両博士とも

観光を楽しんだだけでなく，シンポジウム

期間中，口頭発表，ポスター発表でディス

カッションに積極的に参加してくれた．特

に，学生の発表に対しても丁寧に質問をし

ていただき，つたない英語を一生懸命に聞

いて質問していただいたのは非常にありが

たかった．この COE プログラムは，昆虫と

いうものを様々な方面から研究するもので

あったが，その試みはすばらしいことだと

二人から評価を頂いた．以下にお二人から

の評価を原文で紹介させていただく．また，

生物調節化学分野でサソリ毒の研究を行っ

ている博士研究員からも本 COE シンポジ

ウムについての感想を頂戴したので，ここ

にあわせて掲載させていただいた． 

（生物調節化学分野 中川好秋） 

 

After making my first visit to Japan, I have 

frequently found myself reflecting on the recent 

COE meeting and the impressions that it left 

with me. Firstly, the subject of the meeting, 

entomomimetics (a hard word to pronounce!) is 

a fascinating one for me, because it considers 

the range of adaptations and mechanisms that 

insects have used to survive in a larger context. 

What can we learn from these adaptations and 

how can they be utilized in a way that offers a 

benefit to humanity? Whether it be eco-friendly 

forms of insect control, a better understanding 

of the impact that global warming is having on 

the World's environment, the possibility of new 

methods of waterproofing, or gene therapy 

vectors, there is much to be learned from 

insects in nature. Moreover, the future of basic 

research, I believe, will increasingly require 

scientists not only to learn from nature but to 

apply its lessons in our lives, and for scientists 

of different backgrounds to communicate with 

each other in this context. In this important 

respect, the presentations given at the meeting 

were unusually diverse. As a molecular 

geneticist, I gained a tremendous perspective 

about how my own field "fits" with those of 

others working in areas of insect biology about 

which I knew very little. That brings me to the 

students, who courageously spoke in English to 

us about their excellent research work. All of 
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the students I met were knowledgeable and 

accomplished enough to do science anywhere 

in the World, and I hope all of them will visit 

America during their careers. More importantly, 

I was deeply impressed by the openness and the 

warmth that the students showed to all of us. In 

particular, during the dinners, I thoroughly 

enjoyed the conversations with them and 

learned much from them, including the slang 

term, KY, "can't check the air". As scientists, 

we must always be willing to "check the air". I 

particularly want to thank the students, 

Toshiyuki and Takako, who took me on a 

beautiful day of tours through the palaces and 

shrines of Kyoto, ending with an amazing view 

of the Golden Temple's glow at sunset. For me, 

my first visit with Japanese scientists in Kyoto 

reinforced my sense about its culture, one 

which seeks to find a harmony between humans 

and nature. That also reminded me why I enjoy 

being a biologist. 

 

夕日の映える金閣寺 

(Prof. Vincent Henrich) 

 

It was truly an honor and a delight to 

participate in the 3rd International Symposium 

of Entomological Science. The theme of 

entomomimetics established by Dr. Kenji 

Fujisaki was particularly fitting to both the 

selected session topics as well as the general 

significance of insect design to our 

environment, crop science, engineering, and 

even medicine. The symposium provided a 

superb forum for cross-disciplinary discussion. 

The foreign guests enjoyed excellent exchange 

not only with their Japanese colleagues but also 

with each other in an extremely pleasant 

atmosphere and well-ordered event. The 

organizers of the symposium were enormously 

gracious, especially our particular hosts, Dr. 

Yoshiaki Nakagawa and Dr. Naoki Mori. 

But most impressive were the students. 

How refreshing an enlivening it was to discuss 

technology, culture, and language with such a 

fascinating and energetic group of young 

scientists - over some excellent Japanese 

cuisine and tours around beautiful Kyoto. The 

effort the students and post-doctoral fellows put 

into English was remarkable. It is not easy to 

present a poster or seminar in a second 

language, but these students performed 

marvelously. 

 
三十三間堂にて（左から原田，Henrich 教

授, Hormann 博士, 森本） 
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It is precisely the type of exchange 

catalyzed by this COE Symposium that fosters 

healthy scientific collaborations across 

disciplines, between cultures, and among 

nations. As one speaker alluded, perhaps it is no 

coincidence that this symposium should take 

place in the same city as its eponymous 

Protocol on Climate Change … and an 

extraordinary city it is, at any time of year, but 

particularly in November! 

(Dr. Robert Hormann) 

 

昆虫科学国際シンポジウムに参加して 
 11 月 10 日から 12 日までの 3日間にわた

って開催された「第 3 回昆虫科学国際シン

ポジウム」に、今回初めて参加しました。

これまで主に微生物を扱ってきた私にとっ

て、昆虫はまだまだ未知の領域であり、ど

のような話が聴けるのか楽しみでした。実

際、昆虫という共通の研究対象に対する、

化学、分子生物学、そして生態学といった

異なる分野のさまざまな研究についての講

演を聴くことができました。どれも興味深

いものでした。これまで接する機会のなか

った生態学分野の講演では、フィールド調

査や生き物を研究対象にすることの大変さ

も感じました。また、シンポジウム 2 日目

にはポスター発表の機会をいただきました。

他研究室の方々から自分とは違った視点か

らの質問を受け、今さらながら気づかされ

ることも多くありました。特に、質問に来

てくださったある女性研究者とは、研究内

容だけでなく、日本と海外の研究環境の違

いや、研究に対する姿勢についてまで話が

および、とても刺激を受けました。今回の

シンポジウムではさまざまな講演を聴くこ

とができただけでなく、他分野の方々と交

流もでき、非常に充実した 3 日間でした。 
(生物調節化学分野 市来弥生) 

 
Session 2: Insect produced elicitors: The past, 

present and future 

2005 年に開催された第二回 COE 国際シ

ンポジウム“Offense-defense interaction in 

insect-plant system”を受けて、今回は昆虫と

植物の相互作用が働く界面にポイントを絞

り、“ Insect produced elicitiors: The past, 

present, and future”をタイトルとした。本セ

ッションでは、植物に特異的な生理反応を

誘導する昆虫由来エリシターに関する世界

トップクラスの研究者 Hans T. Alborn 博士

（米国農務省研究所）と Paul W. Pare 博士

（テキサス工科大学）を招聘し、我々の研

究グループからは COE ポスドク研究員吉

永直子博士を加えた三名に御講演を御願い

した。いずれも 新の成果を含む興味深い

御講演であっただけでなく、昆虫由来のエ

リシターとしてシロイチモジヨトウの唾液

から初めて同定された volicitin の研究から

10 年間に亘る歴史を概観できる内容であっ

た。 

初の演者であった吉永博士は、自分の

生存に不利に働く volicitin を何故幼虫自身

が持っているかに注目し、その生合成メカ

ニズムの解明を試みた。その結果、volicitin

類縁体は幼虫の窒素代謝の効率化に役立っ

ていることを見出した。また、volicitin 類縁

体を鱗翅目幼虫 17 種や直翅目のコオロギ

や双翅目のショウジョウバエからも同定し、

広範な昆虫が volicitin を持つことを報告し

た。 

Alborn 博士は、volicitin 類縁体がトウモ
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ロコシやタバコにエリシター活性を示すが、

マメ科植物には活性を示さないことを明ら

かにした上で、マメ科ササゲにエリシター

活性を示すペプチド性エリシターinceptin

について報告した。また、アメリカイナゴ

の唾液から硫酸基を含む新規エリシター

caeliferin にも触れ、様々な構造のエリシタ

ーの存在と多様な活性について述べ、植物

保護におけるエリシター研究の可能性につ

いて言及した。 

 
セッション-2 の講演者 

 

後に Pare 博士は、volicitin の植物体中

における動態について 新の成果を披露し

た。すなわち、植物に全身反応の抵抗性を

引き起こす volicitin ではあるが、傷害のメ

ッセンジャーとして植物体内を移動しない

ことを放射性同位体を用いて明らかにした

後、トウモロコシの葉に存在する volicitin

結合性タンパク質の存在について報告した。

興味深いことに、その結合性タンパク質の

生合成はジャスモン酸メチルによって活性

化される。 

 

網干貴子さん（化学生態学分野 D1） 

 

以上、いずれも 新の成果であり、オー

ガナイザーとしては大変刺激を受けた。生

態学を専攻する、化学に疎遠な一部の学生

には難解な部分もあったかもしれない。し

かしながら、専攻を問わず多くの学生が世

界の研究の 前線で活躍する研究者と言葉

を交わすことで、何らかの刺激を受けて頂

いていたなら幸いである。 

 

日室千尋君（昆虫生態学分野 D3） 

 

セッション 2 に引き続き、本拠点の博士

後期過程に属する三名の学生が口頭発表を

行った。網干貴子さん（化学生態）、日室千

尋君（昆虫生態）、そして横井智之君（昆虫

生態）の三名である。研究内容の詳細はこ

こでは述べないが、いずれも研究のレベル

は高く、判り易い講演であった。著者が

も驚いたことは、三名の英語発表力の高さ
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であった。正しい発音と質疑応答での落ち

着いた対応には、正直舌を巻いた。懇親会

等で、Alborn 博士や Pare 博士を含めた複数

の招待講演者から、この三名の発表に対し

てお褒めの言葉を頂いた。ここに明記した

い。また、Alborn 博士や Pare 博士の講演後

に果敢に質問を試みてくれた複数名の学生

にも大いに感謝したい。更には、当セッシ

ョンだけの話ではないが、ポスターセッシ

ョンにおいても海外の招待講演者と積極的

に議論する多くの学生達を目にした。本研

究教育拠点における英語教育の成果と捉え

ることができ、学生達が逞しく見えた。 

 

 

横井智之君（昆虫生態学分野 D3） 

 

後に、Alborn 博士と Pare 博士から届い

たメッセージを下記に示す。彼らも十分に

刺激を受けたようである。 

（化学生態学 森 直樹） 

 

The Kyoto meeting was a very positive 

experience. One reason for this was the way the 

invited speakers were given the opportunity to 

really present their research. I learned a lot and 

got the impression the students did the same. 

However, the main reason why I enjoyed this 

meeting so much was interacting with the 

students and the posters that were presented by 

these students. The science was of very high 

quality and for some of them even outstanding. 

As an American scientist I realize that too much 

of this excellent work might never get 

published in international journals and the 

reason, of course, being the language barrier. 

However, after years of interactions with Dr 

Mori and some of his students I know that even 

short visits to the US can have a dramatic effect 

on a young student’s English skills. Therefore I 

sincerely hope more of these bright students are 

given the chance to visit the US, or Europe, and 

also that more western students are given the 

chance to visit Kyoto University. After this 

meeting I feel even more inclined to do 

everything in my power to encourage these 

interactions!  

(Dr Hans T. Alborn) 

 

Volicitin [N-(17-hydroxylinolenoyl)-l-gluta- 

mine] is the first elicitor identified from insects 

that triggers plant defenses in maize. Since 

volcitin’s identification fifteen years ago, many 

features of the biology, physiology and 

biochemistry of this signaling molecule have 

been identified and key aspects were presented 

by leading researchers at the Chemical 

Signaling Symposium for volicitin held in 

Kyoto during November, 2008. The 

effectiveness of the symposium was due in 

large part to the cohesive theme of the meeting 

examining different aspects of volicitin 

including its function in insect nitrogen uptake 

as well as its specificity to bind with a maize 

protein receptor to trigger volatile plant 
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defenses. The original isolation of synthesis of 

volicitin was presented as well as new 

strategies for higher yielding volicitin synthesis. 

The identification of a new generation of 

protein elicitors was also presented. This 

conference allowed for a dialogue among 

researchers probing new directions for studying 

chemical signaling between herbivore pest and 

plants. 

(Dr. Paul W. Pare) 

 

Session-3: Impacts of global warming on 

insects 

“Impacts of global warming on insects”と

いうテーマの下に持たれた本セッションは、

2 名の招聘外国人と 1 名のポスドク研究員

の講演から成るものであった。 初に筆者

がオーガナイザーとしてのイントロダクシ

ョンを行った。わが国におけるチョウ類を

初めとした昆虫類の北上例を紹介するとと

もに、気候温暖化の昆虫に対するインパク

ト解析において、直接効果だけでなく生態

系の内部での生物間相互作用を介した間接

効果も研究することの重要性を述べた。 

初の講演は、昆虫 COE のポスドク研究

員である Dmitry L. Musolin 博士によるもの

であった。氏はロシア人であり、昆虫 COE

のスタート時から研究員として貢献してい

る、休眠性などの昆虫の季節適応のスペシ

ャリストである。講演タイトルは“Some like 

it hot or too hot to handle? Ecophysiological 

responses of the southern green stink bug 

Nezara viridula (Heteroptera: Pentatomidae) to 

climate warming”であった。温暖化研究の

ケーススタディとして、ミナミアオカメム

シという南方性の世界的害虫のわが国にお

ける北上の実態や、将来の温暖化状況をシ

ミュレートした装置における飼育実験の結

果が報告された。将来の温暖化状況におい

て本種は越冬成功率を著しく向上させると

予測された一方で、盛夏においては発育阻

害などの高温障害を起こすという事例も報

告された。後者に関しては新たな知見であ

り、南方性昆虫の高緯度地帯への分布拡大

に際して、わが国のような猛暑の夏が存在

するような地域では、温暖化は必ずしもプ

ラスには作用しない季節もあることを示唆

した報告として、興味深いものであった。 

招聘講演者の Richard Harrington 博士はイギ

リスの Rothamsted Research で主にアブラム

シを対象にした優れた研究を展開してきた

著名な昆虫学者であるが、地球温暖化が昆

虫に与えるインパクトに関する研究の世界

的なオピニオンリーダーとしても活躍中で

ある。博士の招聘は今回で二度目であった。

講演タイトルは、“Climate change: Traps, 

trends and traits”であった。イギリスや EU

圏において、長年にわたりシステマチック

に設置・管理されている広範な吸引トラッ

プやライトトラップで得られた圧倒的なデ

ータに基づく解析結果が報告された。前者

では Myzus persicae というアブラムシの発

生が 1960 年代からの長期にわたって有意

に早期化していることを示して、気候温暖

化がいかに進行しているかを示した。また、

ライトトラップで主に捕獲されるガ類では、

温暖化に伴い増加している種がある一方、

逆に減少して絶滅に向かっている種もあり、

温暖化による反応が種により異なることを

力説していた。一般に温暖化で増加する昆

虫は、産卵数が多く、移動分散性も高い種、

すなわち害虫と呼ばれるものに多いことか



 9

ら、温暖化が今後アブラムシなどの害虫の

発生を助長させることを予測していた。さ

らに、オックスフォード大学の「環境変動

研究所（The environmental Change Institute）

が中心となって、主に EU 圏で展開されて

いる RUBICODE（Rationalising Biodiversity 

Conservation in Dynamic Ecosystems）プロジ

ェクトについての紹介があった。それは、

自然を基本的に動的なものとして捕らえ、

いかにその中で生物的多様性の保全を図る

のかに関する方策の基となるデータを提供

するためのプロジェクトである。例えば地

球温暖化という環境変動に対して、イギリ

スを初めとした EU 圏がいかに組織的に対

応しているかが伺いしれるものとして、圧

倒され、かつ羨ましく感ぜられるものであ

った。 

 後に、オーストラリアの Macquarie 

University の Lesley Hughes 博士は“Climate 

change impacts on natural systems”について

講演した。当日のスライドの講演タイトル

は、“Direct and indirect impacts of climate 

change on plant－herbivore interactions”に変

更されていたことからも分かるように、も

ともと植物と植食者の相互関係に興味を抱

き、優れた業績を挙げてきた研究者である。

気候温暖化のみならずCO2の上昇そのもの

も植物を通して昆虫に多大な間接的効果を

もたらすことを強調していたことが印象に

残っている。 

オーストラリアにおける昆虫類の高緯度へ

の分布拡大の証拠を示しながら、地球温暖

化がもはや否定しようのない事実であるこ

とも述べていた。いずれにしても、地球温

暖化が昆虫に与えるインパクトを解析する

に当たって、直接効果だけでなく植物を介

した間接効果を考慮することの重要性を力

説した、すばらしい講演であった。 

 以上、講演はいずれもきわめて高い水準

のものであり、地球温暖化が昆虫に与える

インパクトに関する研究が着実に進みつつ

あることが理解できた。と同時に、このよ

うな研究分野における国際的な連携の必要

性を感じた次第である。 

（昆虫生態学 藤崎憲治） 

 

 

セッション-3 の講演者 

 

Session-4: Micro-habitat condition and 

herbivore-predator interaction 

植物と植食者およびその捕食者の関係

は、研究者に多くの魅力的な研究材料を提

供してくれる。例えば、多くの植物の葉に

見られるダニ室 domatium と呼ばれる小さ

な構造による捕食者の定着や、植物の化学

的防御と捕食者（捕食寄生者）によるガー

ドとのトレードオフ、植物による捕食者（ボ

ディーガード）への代替餌とシェルターの

提供あるいは捕食者による風媒花粉やカビ

などの代替餌の利用などである。これらの

興味深い関係は研究上の興味をそそるだけ

でなく、生態機能の活用という観点から、

応用的にも重要な意味を持っている。ハダ

ニ類は世界中何処にでもいて、なおかつ多
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くの重要な農業害虫を含み、しばしば侵入

害虫にもなり得る。さらに、 近ではさま

ざまな系統の農薬（殺ダニ剤）に対して抵

抗性を獲得して問題化している。カブリダ

ニ類は、ハダニ類および重要な微小害虫（昆

虫）の生物防除資材（天敵）として期待さ

れている。しかし、ハダニの発生が少ない

場合、せっかく放飼したカブリダニが作物

に定着しないで何処かへ行ってしまって防

除に失敗することも少なくない。一方、カ

ブリダニが自然発生するときには、既にハ

ダニが増殖してしまっている場合も多い。

さらに、雑食性の昆虫などがカブリダニを

捕食してしまうことも知られている。カブ

リダニは、彼らが要求する条件が整った場

合にだけ作物上に留まってくれるのかもし

れない。それでは、彼らをうまく利用する

には、どうしたら良いのだろうか？ 

 

 

刑部正博博士 

 

このセッションでは、農地においてどの

ようにして捕食者の活性を高めるかをテー

マに、植物が持つ微細構造や代替餌の存在

が、どのように捕食者の定着や植食者－捕

食者間の関係に影響するかについて議論し

た。講演では、海外からの 3 名の招待講演

者により、実験室内での進化生態学研究か

ら極めて大規模な生物的防除の成功例まで、

さまざまな段階での事例と解析結果が紹介

された。また、セッションの 後に、筆者

から、我々の研究室で行なわれている紫外

線と人工飼料の研究について紹介した。 

初に講演したオーストリア University 

of Natural Resources and Applied Life Sciences

の Peter Schausberger 博士は、3 つの興味深

い話題を紹介した。一つ目は、トマトの化

学的および粘着性の毛状突起による防御に

対して、それを打破したエバンスハダニと

直接的および間接的に受けてしまうミヤコ

カブリダニの関係である。ここでは、トマ

ト自身の防御機構が害虫であるエバンスハ

ダニを捕食者から守る働きをして、彼らに

天敵フリースペースを提供して加害されて

しまうという逆説的なメカニズムが見事に

示された。また、2 つ目の話題では、フシ

ダニの一種 Aceria guerreronis が、ココナッ

ツの花蓋と果実の間にあるきわめて狭いス

ペースを加害することにより、天敵のカブ

リダニによる捕食を逃れている例が紹介さ

れた。さらに 後に、カブリダニ種間のギ

ルド内捕食が葉の柔毛によって緩和される

例が示された。 

 

 

Peter Schausberger 博士 
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続いて、イタリア University of Padua の

Carlo Duso 博士は、2 種のジェネラリストの

カブリダニ（パイライカブリダニと

Kampimodromus aberrans）がブドウ園でハダ

ニの発生を抑制していることを示した。こ

れらのカブリダニはハダニが少ないときに

は、花粉やべと病菌を食べて増殖すること

が可能であり、これがこれらのカブリダニ

によるハダニ抑制能力が高い理由であると

しており、従来の捕食能力に偏った天敵の

評価を見直す、興味深い議論であった。 

 

 

Carlo Duso 博士 

 

アメリカ Purdue University の John S. 

Yaninek 博士は、中央アフリカのキャッサバ

に大きな被害を及ぼしていたキャッサバグ

リーンマイトに対して、11 種のカブリダニ

を導入して行われた生物的防除の経緯と、

も効果的なカブリダニ種とシュート先端

部の微細構造（ダニ室）との関係が紹介さ

れた。結果的にハダニ抑制に も効果的で

あったカブリダニは、当初の予想に反して、

発 育 お よ び 捕 食 能 力 が も 低 い 種

Typhlodromalus aripo であった。このカブリ

ダニは 4 年間に 21 カ国、900,000 km2に定

着し、キャッサバグリーンマイトを抑制し

たという華々しい成果を挙げた。この例で

は、T. aripo はキャッサバから、直接、栄養

を得ることができる。また、休息場所と採

餌場所（葉上）が異なるなど、今後のカブ

リダニ利用にとって示唆に富む内容であっ

た。 

後に、筆者は代替餌とシェルターを人

為的に提供してカブリダニの定着を促すた

めのコンセプトとして我々が考えている

「カブリダニハウス」について説明し、ハ

ダニおよびカブリダニにとって知られてい

なかった脅威として、紫外線とアリの影響

について紹介した。また、代替餌としての

人工飼料の利用の可能性について、ミヤコ

カブリダニの長期的温存を例として紹介し

た。 

 

 

John S. Yaninek 博士 

 

昆虫科学に関するシンポジウムで、ダニ

を材料とした話題がどの程度受け入れられ

るかについて当初は少し心配していたが、

講演後の活発な議論から、その心配は全く

無用であることがすぐに分かった。これは

招待講演者の講演がたいへん興味深いもの

であったおかげであり、感謝に絶えない。

植物－植食者－捕食者の生物間相互作用の
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面白さを如実に表現し、さらにこのような

生態機能を応用することの意義を強く印象

付けるセッションとなっていたら幸いであ

る。 

（生態情報開発学 刑部正博） 
 

Session-5: Insect-plant pollination system 

under changing environment 

昆虫と被子植物の共進化、特に送受粉に

おける相互依存関係は、今日の陸上生態系

における生物多様性を生み出してきた原動

力であるが、人為インパクトによる環境変

動によって、その関係も変動しつつある。

このセッションでは、さまざまな環境変動

が昆虫と被子植物間の送受粉システムにど

のような影響を与えうるのか簡単なレビュ

ーを私が行った後に、以下の 5 名の講演者

によって、具体的な解析事例や新たな解析

手法の紹介が行われた。 

初の講演では、カナダの Simon Fraster

大学の Elizabeth Elle 博士が、人為インパク

トによって断片化した景観構成要素内にお

ける、気候変動と昆虫－被子植物の相互関

係ついて報告を行った。生育地が断片化す

ることで、送受粉効率は低下することが予

測されるが、Elle 博士の研究では、断片化

したサイトではマルハナバチ類の個体数は

低下しても、花茎あたりの訪問数が増える

等の補償作用が働き、予測通りには断片化

の効果が顕在化しないという興味深い事例

が報告された。 

引き続いて、市街地の緑地（京都大学吉

田キャンパス）と天然林（芦生演習林）に

おける 20 年間にわたる訪花昆虫相の変化

について、京都大学博物館の角谷岳彦博士

らが報告した。解析の結果、京都大学キャ

ンパス内では過去 20 年間にわたって、報花

昆虫相には大きな変化は認められなかった

のに対して、芦生演習林では昆虫相に著し

い変化が認められたという。芦生演習林に

おいて昆虫相を貧弱にした要因の一つとし

て、シカによる下層植生に対する激しい食

害が考察された。下層植生を構成する被子

植物の多様性の低下によって多様な訪花昆

虫個体群を維持できなくなった事は、今後、

植物の繁殖過程に大きな影響を及ぼすこと

が懸念される。 

この様なシカの食害は芦生に限ったこ

とではなく、 近、日本の広範な生態系に

おいて深刻な影響を与えつつあり、環境問

題の一つとして捉えることができる。シカ

の食害に関して、秋田県立大学の井上みず

き博士らは、重要な送粉昆虫であるマルハ

ナバチ類がシカの食害による生育地の劣化

に対してどのような影響を受けるのか、食

害が著しい芦生と軽微な氷ノ山でマルハナ

バチの採集を行い、マルハナバチ個体群の

遺伝的性質について比較研究を行った。更

に、現在の状況だけでなく、過去との比較

を行うために、芦生に関しては 20 年前に採

集され京都大学博物館に保管されている標

本からも DNA を抽出し、解析を行った。角

谷博士の報告では、芦生の報花昆虫相は過

去 20 年間にわたって貧弱なものになって

いたのだが、代表的な報花昆虫であるマル

ハナバチに関しては、遺伝的多様性の面か

らみて、有意な変化は認められないという

意外な結果が得られていた。 

一般にポリネーターの報花頻度はさほ

ど高いものではない。そのため、ポリネー

ターの特定を行うことは必ずしも容易なこ

とではなく、長期間にわたる粘り強い野外
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観察が必要とされる。京都大学大学院農学

研究科の山崎理正博士らは、一般に市販さ

れているコンパクトデジタルカメラを利用

することで、野外で開花している植物を訪

れる昆虫を長期間にわたり効率的にモニタ

リングできることを紹介した。この講演で

は、これまで送粉者が知られていなかった

サルメンエビネがスズメバチ媒花であるこ

とが報告された。一般に購入できる安価な

デジカメを利用した美しい画像によって明

らかになった意外なポリネーターの姿は聴

衆の大きな関心を引きつけていた。 

後の講演は博士後期課程の松木悠君

らによる、花粉一粒を対象とした遺伝解析

に基づく昆虫のポリネーターとしての機能

評価に関するものであった。送粉者として

の昆虫の機能は、従来、訪花頻度や昆虫の

行動様式から推定されることが多かったが、

訪花昆虫の体表から取り出した花粉を一粒

ごとに遺伝解析することで、昆虫タイプご

とに送粉者としての真の貢献度を評価する

ことが可能となった。ホオノキの訪花昆虫

の体表付着花粉について遺伝的性質を解析

したところ、学習能力と飛翔能力が共に高

いため、従来、優秀なポリネーターとして

考えられてきたマルハナバチ類は、自家受

粉をもたらす花粉を大量に体表に付着させ

ており、ホオノキにとってはありがたくな

い昆虫であるという意外な結果が得られた。

反対に、ハナムグリ類は、ホオノキの受粉

にあまり貢献していないと考えられていた

が、実際にハナムグリ類の体表に付着して

いる花粉は他個体から運ばれてきた多様な

遺伝的組成をもつものであり、ホオノキの

繁殖に貢献しうるものであった。この研究

成果は、被子植物に対するポリネーターの

機能はただ単にその行動観察のみでは不十

分であり、これまでの定説を見直す必要も

あることを示すものである。 

森林の劣化が樹木個体群の遺伝的性質

や繁殖成功、適応度に与える影響に関して

は、従来考えられてきたものとは異なる反

応を生態系が示すということが多々報告さ

れはじめている。そのような生態系の意外

な反応をもたらしている要因の一つは、本

セッションの複数の講演でも報告されたよ

うに、昆虫たちの意外な挙動であり、環境

変動が生態系に及ぼす影響を正しく評価す

るためには、昆虫に対するより深い理解が

必要である事を強く印象づけるセッション

となった。 

（森林生物学分野 井鷺裕司） 

 

 

セッション-5 の講演者 

 

Session-6:Entomomimetics: Perspectives of 

insect biomimicry 

このセッションでは、本 21 世紀 COE プ

ログラムのサブテーマである、昆虫に学ぶ

科学"Entomomimetics"の中でも、昆虫の構造

と機能そのものから学ぼうとする話題を集

めた。昆虫の生存機械としての特徴を、環

境から情報を集める感覚と、情報を処理し

運動を制御する中枢、さらに環境に作用す
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るための虫体の構造に分けて、本 COE のポ

スドク研究員の 3 氏が話題を提供した。 

まず岡田公太郎博士が、匂い情報処理時

間の計測から、昆虫の脳内における匂い情

報処理モデルの検討をおこなおうとする、

ユニークな視点からの研究を紹介した。昆

虫の嗅覚行動ではフェロモンが注目される

が、昆虫はまた一般の匂い物質あるいはそ

の混合物を識別し、さらには学習すること

もできる。一般臭の識別は中大脳の触角葉

で行われている。触角葉には匂い受容体に

応じた複数の糸球体構造が存在し、糸球体

を中心とする神経ネットワークが匂い識別

にとって重要な役割を果たしていると考え

られている。複数神経間の発火の同期・非

同期によるアンサンブルコーディングと呼

ばれる時間的な情報符号化の可能性も含め

て、匂い情報処理のモデルはいくつか提出

されている。岡田博士は匂い情報処理時間

に注目して、低濃度や混合臭などの識別タ

スクによる情報処理時間の変化から、モデ

ルの特定を試みようとした。岡田博士はま

ず匂い刺激装置を開発し、ミリ秒の精度で

既知の濃度の試料蒸気を標本に与えること

を可能にした。この装置を使って、ワモン

ゴキブリの触角にβ-カリオフィレンを与え

たときの反応時間を小腮鬚の筋電図から調

べたところ、反応時間は濃度依存的に変化

し、しかも二段に分かれることがわかった。

このことから濃度により情報処理モードの

切り替えをおこなうモデルであることが示

唆されると結論している。今後の展開が期

待される。 

続いて勝又綾子博士が、昆虫の味覚感覚

によって引き起こされる行動について講演

した。昆虫の味覚感覚器には概して、糖、

塩、水そして苦み物質に対する 4 つの化学

感覚受容神経が含まれている。前の 3 つは

摂食行動を引き起こすが、苦みの神経は忌

避行動を誘起する。味覚はまた個体間の行

動制御にも役目を果たしている。チャバネ

ゴキブリのオスは背板腺から分泌物を出し

て、メスがそれを摂食しようとオスの背面

をなめている 中に交尾を成功させる。分

泌物はマルトトリオースとレシチンなどの

混合物で、メスの味覚感覚子を相乗的に刺

激する。勝又博士はチップレコーディング

法で味覚センサーを特定し、特にメスがこ

の成分に対して高い応答を示すことを明ら

かにした。摂食刺激の配偶行動への転用と

して興味ある行動である。次は摂食刺激物

質の味覚受容の研究である。アゲハチョウ

科のホソオチョウの幼虫は、ウマノスズク

サに含まれる 4 種の摂食刺激物質の混合物

には反応するが、単独の物質には反応しな

い。これをチップレコーディング法で感覚

器の応答を記録すると、4 種混ぜたときに

はじめて粗抽出物と同じパターンの活動電

位が記録されたことから、多成分系の味覚

受容による寄主植物の認識が示唆される結

果となった。 

後は Pablo Perez Goodwyn 博士による、

昆虫の超撥水性の話題である。昆虫の体表

にはそもそも撥水性がある。Goodwyn 博士

は、アメンボの体表と脚が「超撥水性」を

示すことに注目した。水滴が基質表面に乗

ったとき、水滴の接線と面の成す角度が 90

度以上になるときに、その表面は撥水性を

示すという。アメンボの体表はそれが 160

度以上となり，水滴が丸のまま乗っている

状態である。体表と脚を覆う毛の配列を調

べたところ、長い毛は固くしかもその配列
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には規則性があり，水滴の表面張力で毛の

先端に支えられ、丁度空気の上に浮いた状

態になることがわかった。アメンボの体表

にはもっと細かい毛もあり、その毛はアメ

ンボが水中に潜ったときに空気の層を付着

させて水の浸透を防ぐ機能があることもわ

かっている。水と空気の界面で生活するア

メンボにとって、このような超撥水性は生

存にとって不可欠であろう。また渡りをす

るチョウとして有名なアサギマダラの翅の

撥水性に注目して同様に検討したところ、

この場合は特殊な鱗粉が翅の半透明部分に

分布していて、規則正しい配列で水滴を浮

かせていることがわかった。アサギマダラ

が海を渡り、何ヶ月もかけて目的地まで到

達するには、超撥水性を備えた翅が必須で

あろう。Goodwyn 博士は 後に、アメンボ

の体表を鋳型にした複製品の超撥水性を示

して、この現象が表面の化学物質によるも

のではなく純粋に物理現象であることを示

した。 

ポスドク研究員３氏による、中枢による

情報処理、感覚と行動、そして環境に作用

する虫体の構造の話題は、昆虫の持つテク

ノロジーを模倣するシーズとなる可能性を

秘めている。 

（昆虫生理学 佐久間正幸） 

セッション-6 の講演者 

 

 

海外短期留学 

 
本 COE プログラムの短期留学制度を利

用し，2008 年 10 月 6 日から 11 日までの 1
週間，アメリカ合衆国のノースカロライナ

州立大学（NCSU）におられる Edward 
Vargo 准教授の研究室を訪れる機会を得ま

した．ノースカロライナと聞くと北部のよ

うな感じを受けますが，地図上ではジョー

ジア州のすぐ上に位置し，南部の州に含ま

れるそうです．そのため，日本を出たとき

は肌寒かったのですが，現地に着いたとき

はカラッとした心地の良い暖かさが出迎え

てくれ，これからの英語漬けに少しナーバ

スになっている私を慰めてくれました． 

 

NCSU の風景，広々してます． Vargo
研があるのは右側の棟 

 

NCSU のあるローリー（Raleigh）市は

ノースカロライナ州の州都にあたり，また，

周辺にNCSUを中心としていくつかの大学

や研究機関も集まっています．学部生も多

いことから，現地の雰囲気は賑やかな面も

ありましたが，郊外に出れば豊か自然に包

まれ，かなり研究環境として充実している



 16

場所だ，と感じました．また，私が訪れた

時期の合衆国は大統領選挙の直前で，多く

の家，車に応援する候補者のステッカーが

張ってあり，かなり盛り上がっている様子

でした．南部の州に含まれるノースカロラ

イナではマケイン氏の人気が高いのかと思

っていましたが，大学の周辺ではオバマ氏

の人気が高いようで（ステッカーのほとん

どはオバマ氏のものでした），オバマ氏優勢

の雰囲気を感じ取りました． 
私が訪問することになった Vargo 博士は

分子生物学的手法を用い，社会性昆虫のコ

ロニー内血縁構造や動態の解明について先

駆的な研究を行っている方です．社会性昆

虫の研究者としてかなり著名な方であり，

論文でしか知らなかった彼と議論する（し

かも英語で）ということで，緊張していま

したが，実際に会ってみると，気さくな方

で，私たちを暖かく迎えて頂きました． 

 

（調査帰りの筆者と Vargo 博士） 
 

さて，前文で「私たち」と書きましたが，

今回は，岡山大学大学院環境学研究科昆虫

生態学研究室の松浦健二准教授とその研究

室の方二名と同行していました．なぜ同行

者がいたかというと，それは彼らとの共同

研究について Vargo 博士に相談に乗って頂

くためでした．松浦さんは英語にも堪能な

方で，私は Vargo 博士とのハイスピードの

やり取りについて行くのがやっとでしたが，

一線級の研究者との議論はかなりの勉強に

なりました（英語への恐怖感も減りました

し‥）． 
滞在中には研究の相談の他にアメリカに

いるシロアリの調査と，私の研究内容のプ

レゼンを行ってきました．調査地は大学の

すぐ傍にある Lake Johnson の湖畔にある

公園で行いました．Lake Johnson は，京

都周辺の調査地よりもシロアリの密度が非

常に高く，調査地としてやりやすい場所で

はありました．しかし，アメリカの人は健

康に大いなる関心を抱いているのか，ジョ

ギング，散歩をしている人の密度がかなり

高く，その人たちに注目されまくりなのに

は少し閉口しました． 

 

調査地（Lake Johnson）の風景(この写真

を撮ったときは静かな場所だなと思った.) 
 

プレゼンでは，南アフリカで行われた国

際昆虫学会（ICE）で発表したものに新た

なデータを加える，という感じで行いまし
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た．事前にかなり練習をしてはいましたが，

実際に発表となると頭が真っ白になってし

まい，発表中のことはあまり覚えていませ

ん．しかし，聞いて頂いた多くの方におも

しろいといって頂き，特に Vargo 博士は私

の研究に興味を持って頂いた様子でした．

何とか内容を伝えることができたようです．

プレゼンが終わった後では，Vargo 博士が

歓迎パーティーを開いて頂きました．パー

ティーの席ではホストである博士自身が皿

をサーブしたり，テーブルを回って話題を

提供したりと，さすがに日本とはマナーが

違うんだな，と新鮮な驚きを持ちました． 

 

 

Lake Johnson にすむリクガメやカエル

たち．特にリクガメがかわいい 
 
約一週間という非常に短い期間なため，

今回の留学の目的を共同研究のディスカッ

ションとプレゼンの二つに絞らざるをえま

せんでした．そのため，まだまだやり残し

たことがたくさんあるように思っています．

しかし，今回の留学で，実際に国外で研究

することが決して遠いことではなく，現実

的にあり得ることだ，と捉えることが出来

るようになりました．さらに，今回の留学

で海外の研究者とも知り合いになれたこと

は今後の研究生活において大きな財産にな

ると思います． 後になりましたがこのよ

うな短期留学の機会を与えてくださった本

COE 関係者の皆様と藤崎憲治教授に深く

感謝致します． 
（昆虫生態学研究室 川津一隆） 

 
アメリカ人による日本語の使用例，これ

らはおみやげとして買うのは遠慮しました 
 

講演会およびセミナー開催内容 

 

第 36 回 COE 昆虫科学セミナー 梅津憲治

博士（大塚ホールディングス）「私の農

薬･作物栽培研究とこれからの日本農業

－ 研究開発よりライフデザインを考え

る－」（2009 年 1 月 20 日） 

 

お知らせ 

 

第 37 回 COE 昆虫科学セミナー 大村尚博

士（広島大学大学院 ）「昆虫の食性進化

にともなう行動と化学感覚の適応」

（2009 年 2 月 13 日） 
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