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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） 

 
 

『日独エントモミメティックワークショッ

プ：昆虫から学ぶ』に出席して 
 

The Japanese-German Wokshop on 
Entomomimetics took place on 26th 
September 2006, in the frame of the internal 
and external networking of BIOKON 
location Stuttgart. 
As introduction, Prof. Dr.  S.N. Gorb gave 
an overview on the BIOKON activities, on 
the max-Plank-Institute, and the specialities 
of the Evolutionary Biomaterials Group 
(www.flyfoot.de). Professor K. Fujisaki, from 
the Graduate School of Agriculture, Kyoto 
University, spoke as Leader of the Japanese 
delegation about the project „Innovative 
Food and Environmental Studies pioneered 
by Entomomimetic Sciences“. This is the 
research subject of the 21st Century COE 
(Centre of Excellence) Programme 
(www.21coe-insect.kais.kyoto-u.ac.jp/eng/in
dex2.html), which funded the Japanese guests.   
The research programme from the Kyoto 
University, aims at the special characteristics 
of the most successful living beings: the 
insects. Their adaptability to environmental 
factors, their highly evolved communication 

system, as well as their clever design, and 
refined functional mechanisms offer a great 
research potential and models for the solution 
for man-made technology, especially 
regarding the Agriculture sector.   
During the meeting 15 researchers presented 
their findings from a very broad spectrum. 
The contents covered from basic research on 
functional morphology, the orientation and 
navigation system, locomotion and 
attachment systems, innovative research 
techniques especially regarding insect micro 
and nanostructures, up to application directed 
researches such as folding mechanisms and 
insect-walking robots (see abstracts below).  
Common interest points arose especially 
regarding the insect bionics of locomotion, 
and attachment, also in relation to 
insect-plant interaction, their fundamentals, 
function and biomimetics. From this 
perspective, the cooperation work will be 
deepened. Furthermore, in this year 2006 two 
BIOKON researchers will carry out research 
visits to Kyoto University (Kyoto) and 
National Institute for Material Science 
(Tsukuba), funded by Japanese sources. In 
this context the Japanese guests took 
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advantage of the BIOKON location Stuttgart 
as a hub for making new contacts with 
German institutions (e.g. University 
Hohenheim, Stuttgart), which are also 
interactively networking with BIOKON 
location Stuttgart and strongly developed in 
the agricultural sector. 
(http://www.21coe-insect.kais.kyoto-u.ac.jp/eve

nts/index.html) 

（昆虫生態学分野 Perez Goodwyn） 

 

2006年9月26日、シュトゥットガルトのマ

ックスプランク金属研究所において、21世
紀COE「昆虫科学が拓く未来型食料環境学

の創生」（昆虫COE）とBIOKON、ドイツ

連邦教育研究省の共催で、「日独エントモミ

メティックワークショップ：昆虫から学ぶ」

(Japanese-German Workshop on 
Entomomimetics: taking ideas from 
insects)を開催しました。エントモミメティ

クスとは、当COEによる造語で、entoma
（昆虫）+ mimetic（模倣）より、昆虫に学

び、諸問題を解決するヒントを得ようとす

る、昆虫COEの基本理念でもあります。こ

の「生物に学ぶ」バイオミメティクスとい

う学問分野は、 近特に注目を集めていま

す。ドイツ連邦では教育研究省を中心に企

業も交えた研究支援団体であるBIOKON 
(Bionik-Kompetenz-Netz) が2001年に設

立され、2004年現在、バイオニクス（bionics: 
生体工学と訳される）やバイオミメティク

ス（biomimetics）関連の34の研究組織が所

属する一大ネットワークに発展しています。

2006年10月にはBIOKONの研究者２名が、

京都大学農学研究科と独立行政法人物質・

材料研究機構（つくば市）で研究打ち合わ

せをおこなうなど、昆虫COEとの連携を開

始しています。今回のワークショップでは、

バイオニクス研究の先進地であるシュトゥ

ットガルトのマックスプランク金属研究所

に30名を超える日独の昆虫関連分野の研究

者が集まり、15名の講演者が提供する広範

な話題についてエントモミメティクスの観

点から議論を深めました。 
 

 
ワークショップ参加者 

 
ドイツ側のホストであるスタニスラ

フ・ゴルブ教授から、まずBIOKONの研究

教育活動と今回のワークショップの場であ

るマックスプランク金属研究所についての

説明がありました。BIOKONが支援する研

究分野には、微生物から脊椎動物まで、ま

た分子生物学から流体力学までの広範な領

域が含まれています。共通するのは生物に

学ぶという点です。マックスプランク金属

研究所の位置するシュトゥットガルトはメ

ルセデスベンツの本社がある工業都市で、

同研究所も製造業との連携が盛んなようで

す。物性を扱う材料学が研究の中心で、ゴ

ルブ教授の進化的生物材料部門は昆虫の構

造に関連する物性を担当しています。この

ようなバイオミメティク研究の流れの中で、

昆虫COEとBIOKONの連携の意義深さを



強調しておられました。 
昆虫COEの藤崎憲治リーダーによる基

調講演では、エントモミメティクスの理念

が示されました。第一に，昆虫は模倣すべ

き良きモデルであり、そのデザイン、機能、

行動を模倣することで、我々が直面する食

料環境問題を解決する糸口が得られるはず

である。第二に、４億年の淘汰の歴史を経

た昆虫は、環境にとって何が適切であり持

続的なのか、人類の活動の規範となりうる。

第三に、昆虫は人類にとって良き師であり、

自然との接し方をわれわれに教えてくれる。

そして、この理念のもとで、昆虫の環境適

応、情報伝達、構造と機能に学ぶ、昆虫COE
プロジェクトの概要について説明がありま

した。そのあと日独合わせて15人の講演者

によるエントモミメティクスの演題が午前

と午後に分かれて続きました。今回のワー

クショップでは、昆虫の構造と機能に関連

したバイオメカニクスがテーマです。しか

し、昆虫から何を学べるのか、昆虫に学ぶ

に足る機能があるのか、お題目を唱えてい

るだけではわかりません。この報告では15
題の講演のすべてを具体的に紹介すること

で、エントモミメティクスのアウトライン

に直接触れていただきたいと考えました。

詳しくは、web siteの催し／会議・シンポ

ジウム／国際ワークショップよりプログラ

ム・講演要旨をダウンロードして御覧くだ

さい。 
昆虫の嗅覚行動の仮想現実：まずは佐久間

が昆虫の仮想現実について講演した。昆虫

の探索行動を調べる時、昆虫に行動を任せ

た従来の試験方法では刺激の方向とタイミ

ングを制御できない。そこで、球体の上に

昆虫を乗せて、虫の歩く方向と逆に自動回

転させて虫を球の頂上にとどめ、虫の歩行

に応じて刺激の方向とタイミングを制御す

るシステムを考案した。ゴキブリはこのサ

ーボスフェア上で、プログラムした仮想匂

い空間に首尾よく騙され匂い源に誘導され、

匂いと風の情報を組み合わせた我々とは全

く異なる方法で匂い源を探索していること

がわかった。昆虫の行動アルゴリズムを模

倣することで、様々な情報を使った効果的

な資源探索が可能になるはずである。 
(Sakuma,Comput.Electron.Agri. 
35,243,2002) 
 

 
ワークショップ会場前 

 
昆虫の脳内における嗅覚情報処理に要する

時間の解析：昆虫COEポスドク研究員の岡

田公太郎博士（京都大学大学院農学研究科）

は、昆虫の脳内での嗅覚情報処理システム

を処理時間の精密な計測からモデル化しよ

うとしている。昆虫の脳の触角葉で匂いの

情報が識別されるとき、濃度に依存してシ



ステム自体が変化する可能性がある。それ

は情報処理に要する時間と濃度の相関を調

べることから確認できるはずである。しか

しながら情報処理時間を正確に調べるため

には何を測れば良いのだろうか？岡田博士

は精密に匂い刺激を制御できる装置と風洞

を考案し、行動を開始するまでの時間から

その関係を知ろうと試みている。この研究

は匂いを瞬時に識別できるアルゴリズムを

構築する糸口となるだろう。 
サバクアリのナビゲーション情報と誤差補

正：ウルム大学神経生物学科のウォルフ博

士は、リビアの砂漠に住むアリCataglyphis 
fortis が、採餌のあと巣に戻るまでの航路

を決める情報について研究している。アリ

はすぐに巣に戻れないと乾涸びてしまう。

これまでの研究ではアリは天空の偏光を感

じて太陽コンパスで方向を知り、積算した

情報に基づいて巣の方向を割り出して、直

線的に巣に戻ってくることが知られていた。

ウォルフ教授らのグループは、アリが距離

も計測しているとして研究を進めてきた。

地面の視覚的な流れか、それとも歩数を数

えているのかの可能性が残ったが、アリの

脚を短くしたり、豚毛の竹馬を履かせて長

くしたりして帰巣時の行動を調べたところ、

距離の測定には歩数を数えていたことが明

らかとなった。この結果はScience誌で発表

されている（Wittlinger et al., Science, 312, 
1965, 2006 ）。しかし旅程を積算して直線

距離を割り出す方法など未知の部分は残さ

れたままで、我々の想像を超えた昆虫の情

報処理アルゴリズムの解明はまだまだ続く。 
ハダニの空中分散における離陸と空気力

学：昆虫COEメンバーの刑部正博博士（生

態情報開発学）は、梅田幹雄博士（フィー

ルドロボティクス研究室）との共同研究に

よる、ハダニの離陸とその空気力学につい

て講演した。ハダニの行動制御さらに防除

にとって、移動分散の決め手となる飛び立

ち行動の解析が望まれていた。２種のハダ

ニについて走査電顕で調べた表面形状を

3Dモデルに起こして、流体力学分析を加え

たところ、体表に剛毛が多く前脚を持ち上

げて風を拾うナミハダニ、そして葉からぶ

ら下がるミカンハダニのそれぞれについて、

飛び立ちに必要な空力特性が示された。 

 
走査電子顕微鏡で見たハムシの脚 

 
昆虫の翅の畳み方：コウチュウやハサミム

シは、巧みな方法で翅をたたみ一瞬のうち

に拡げられる。翅をたたむことで隙間に入

り込み、虫体を保護して適応度をあげてい

る。ハース博士（国立シュトゥットガルト

自然史博物館）分類群ごとに様々に発達し

た翅のたたみ方を「折り紙」を使ったモデ

ルを使って比較した。見かけは多様でも、



４本の折り目が１点で交わる基本構造は共

通していた。折り畳まれる後翅には弾性蛋

白質のレジリンがふんだんに含まれていて

翅の張りを保っている。折り畳みと展開で

はメカニズムが全く異なる。コウチュウで

は胸部の筋が、後翅では展開に、鞘翅では

折りたたみに使われている。ハサミムシで

は翅は「はさみ」とともに展開され、レジ

リンの弾性で自動的に閉じる。このように

コウチュウやハサミムシの翅は、特別な付

属装置など無くとも、それ自体で素早く展

開と折りたたみができる構造になっている。

これらの折りたたみの仕掛けは、アンテナ

や傘など様々な用途に応用できるだろう。 

 
折り紙を披露するハース博士 

 
原子間力顕微鏡（AFM）とレーザー干渉計

を使った機械的・電気的特性の計測：AFM
は微動機構と探針で材料表面の微細構造を

観測する走査型トンネル顕微鏡と良く似た

ナノテク装置である。ウルム大学応用生理

学科のランガー博士は、平衡感覚を生む内

耳の有毛細胞の機械感覚子の動作を調べて

いる。動毛の束をAFMの発する力で引っぱ

り、それにつながるイオンチャネルを機械

的に開閉して、流入するイオン量をパッチ

クランプで検出することができた。AMFは

またハエの壁面への接着メカニズムの研究

にも使われている。足の裏に生える毛状の

付着器の末端には小さなプレートがあり、

分泌液で覆われている。AMFでプレートの

各部で力と体積の関係を調べたところ、プ

レートの中央部で周辺の約２倍の接着力が

観測された。接着力は分泌液の減少ととも

に急速に弱まったことから、プレートが分

泌液で覆われていることが接着のためには

不可欠であることがわかった。 先端のナ

ノテクで窓ガラスにハエが止まるメカニズ

ムを探る気概に、バイオメカニクスにかけ

る意気込みが感じられる。 
イモムシの頭部の解剖学－新規な構造につ

いて：イモムシの咀嚼に関連した頭部の構

造について、ベグリアンテ氏（国立ドレス

デン自然史博物館、動物学部門）が講演し

た。彼女は下唇下咽頭複合体と大腮の外転

筋を結ぶ腱を再発見して、大腮と下唇の動

きを調和させるのに重要な役割を果たして

いる可能性を指摘した。また前腸で伸展受

容器様の感覚子を発見し、原始的なコバネ

ガと進化したマダラガの幼虫でその位置を

比較することで、イモムシの口腔拡張筋の

系統間の相同関係を考察している。イモム

シの強力な大顎の進化についての機能形態

学に結びつく知見である。博物学、比較形

態学の伝統が地道に生き続けているからこ

そ、このような研究が可能になる。 
研究所の食堂で、ソーセージにザウアー

クラウトやシュトゥットガルト名物のシュ

ペッツェル（ドイツ風きしめん）などボリ

ュームたっぷりの食事のあと、午後からは

MPIシュトゥットガルト進化的生物材料部

門の研究者とそのOBを中心に、講演が続き

ました。 



ハムシの寄主植物葉面への接着機構：まず

ハムシGastrophysa  viridulaの研究が３

題続いた。ハムシは足の裏に粘着毛を密生

させていて、葉面から滑り落ちずに歩くこ

とが出来る。エレナ・ゴルブ博士（MPI シ
ュトゥットガルト進化的生物材料部門）は

植物の表面構造と物理化学に注目して、表

面エネルギー（FSE）と構造の違う４つの

表面について、ハムシの脚の摩擦力を測定

した。FSEが低く表面が疎な食草のエゾノ

ギシギシの葉、FSEが低く平滑なシリル化

したガラス面、FSEがやや低く表面が疎な

つや出し紙、そしてFSEが高く平滑な無処

理のガラスのそれぞれについて、ハムシの

脚の示す摩擦力を計測した。いずれのガラ

ス面も強い摩擦を発生した一方、葉面とつ

や出し紙の摩擦はその1/4程度の低い値を

示した。このことから、疎水性と葉面の荒

さが組合わさった時に、脚が表面に着く摩

擦力が低くなることが明らかとなった。こ

れらの研究では、昆虫の脚の示す摩擦力の

測定のため、専用の装置が幾つか考案され

ている。そのうちのひとつは、回転台に試

料のプレートを置き、その上に乗せたハム

シの脚が遠心力に耐えかねて移動を開始す

るタイミングを画像処理で計測し、加速度

から力を算出するものである。昆虫の脚の

物理特性を計測するために、極めて精密な

装置をゼロから考案して昆虫を素材と見て、

高精度のデータを確実に取る研究姿勢は、

生物に学ぶバイオメカニクス、エントモミ

メティクスの基本姿勢と言えよう。ゴルブ

研が進めるハムシ、ハエ、クモ、ヤモリな

どの生物の基質接着のナノテクノロジーは、

PNAS誌で理論的にまとめられている

（Arzt et al., PNAS, 100, 10603, 2003）。 

 
ゴルブ博士と藤崎リーダー 

 
濡れた足跡―ハムシの吸着パッドと基質表

面をつなぐ液体の視覚化：ハムシの足の裏

の粘着毛の末端には吸着パッドがあり、分

泌液で覆われている。その分泌液は吸着力

を高めるのにとても重要である。この分泌

液の「足跡」を見ようとしても、通常の走

査電顕では標本作製と高真空で失われてし

まい、観察できない。そこでシュパート氏

（MPI シュトゥットガルト進化的生物材

料部門院生）は、Cryo-SEM(凍結走査電顕)
を使って足跡を凍らせて観察した。粘着毛

にはキノコ状、へら状、繊維状の３種類が

あり、足跡の液体の厚さと形状はそれぞれ

異なり、接着力も多様な表面エネルギーに

応じていた。 
昆虫の粘着装置の持つ接着力の限界：独立

行政法人物質・材料研究機構の細田奈麻絵

博士は、ハムシの脚が表面に接着する際の

力学メカニズムについて、さらに詳細に調

べた。表面エネルギーを変えても広い範囲

で摩擦力はそれほど変わらなかったが、表

面の幾何構造が変わると摩擦力が大きく変

化した。表面の微細構造については原子間

力顕微鏡を用いて詳細に調べ、平坦性が

小 RMS = 100nm 以上の表面について、摩擦



力を計測した。その結果、凹凸だけでなく

表面の波打ちの周期や深さも、摩擦力に大

きく影響することがわかった。このように

脚の接着力は表面の物理化学よりもむしろ

表面の形状によって決まるため、昆虫を滑

らせて落とす表面処理剤の開発にあたって

は、表面構造のナノテクが も重要である

ことがわかった。 

農業用昆虫ロボットの役割：昆虫COEメン

バーである梅田幹雄博士（フィールドロボ

ティクス）は、昆虫の歩行と匂い源探査を

模倣したロボットを開発している。まず、

位置情報と作物からの情報にもとづいて作

物を管理する「精密農業」についての説明

があった。現在、作物の情報のマッピング

は衛星や飛行機からのリモートセンシング

と収穫時の収量について行なわれている。

もしも小形の情報収集用ロボットを使って、

作物からの化学的情報を直接収集できれば、

収穫前でも施肥状態や害虫加害の状態をも

マッピングできるだろう。圃場のような不

整地を、作物を傷つけずに自由に移動する

には、脚歩行ロボットが 適であることが

示され、昆虫を模倣したロボットの開発が

披露された。 
アメンボの機能形態学とバイオメカニク

ス：日本学術振興会ポスドク研究員のグド

ウィン博士（昆虫生態学分野）は、複数種

のアメンボの翅多型と性的二形そしてアメ

ンボの生態が滑走機能に及ぼす影響につい

て、機能形態学とバイオメカニクスから研

究している。脚が水と接している部分を覆

っている毛の形態と役割を、走査電顕を使

った形態観察から推定し、さらに体重、体

長、脚の節水部分の長さを計測した。また

滑走時の推進力を歪みゲージで測定して体

サイズに対する相対的強度も求めている。

グドウィン博士はこれらの計測値と浮力と

推進力との関係を求めようとしている。 
トリコームの間を闊歩する：フォクト博士

（MPI シュトゥットガルト、進化的生物材

料部門）は、トリコームに覆われた葉面を

素早く移動しながら獲物を捕食する、カス

ミカメムシの一種について講演した。トリ

コームとは植物の葉面にある剛毛で、先端

に粘着液を持つものもあり、小形の食植者

の食害を防ぐ構造である。このカメムシは

細長い虫体に長い脚、湾曲した爪を持ち、

トリコームの間を歩き回るのに適した形態

をしている。トリコームを持つ15種の植物

の葉面を歩かせて、その摩擦力を測定した。

摩擦力とトリコームの長さ・太さには相関

が正の相関がみられたが、トリコームの密

度とは相関がなかった。このことからトリ

コームのある環境が、カスミカメムシの移

動にとって好適であることがわかった。 
ワークショップは大いに盛り上がり、質

問時間が大幅に延長されたため時間が足り

ず、総括は懇親会でワインを飲みながら行

ないました。エントモミメティクスのアウ

トラインは、このワークショップではっき

りと見えてきたように感じました。昆虫の

構造と機能に学び、そのメカニズムやシス

テムを、将来エンジニアリングに生かそう

とするこのワークショップの目的は、充分

に達成されたのではないかと考えています。

生物に学ぶ学問分野は、今後ますますその

重要性を増してゆくものと思います。なか

でも昆虫は発生生物学から流体力学に至る

さまざまな研究分野場面で頻繁に登場しま

す。膨大な種数を抱える昆虫はあらゆるモ

デルの宝庫でもあります。エントモミメテ



ィクスと銘打っても何ら遜色のないほど、

昆虫から学ぶことは沢山あると思います。 
 

 
チュービンゲンの町並み 

 
ワークショップの前日、フォクト博士の

案内で、ゴルブ研がもと所属していたマッ

クスプランク発生生物学研究所チュービン

ゲンを見学しました。マックスプランク協

会が維持・運営する78の研究機関のひとつ

です。同研究所はショウジョウバエの分節

遺伝子を発見したノーベル賞受賞者のニュ

スライン−フォルハルト女史が遺伝学を担

当する 先端の研究施設で、チュービンゲ

ン大学の構内にあります。チュービンゲン

の中世の町並みと、郊外にある前衛的で機

能美にあふれた研究施設の建物のコントラ

ストが印象的でした。 
 

 
マックスプランク発生生物学研究所 

 
チュービンゲンのネッカー川 

 
後にこのような意欲的なワークショ

ップをバイオメカニクスの先進地であるド

イツ連邦共和国で開催できたのは、エント

モミメティクスの理念に賛同していただけ

たゴルブ教授の熱意のたまものです。また

グドウィン博士とフォクト博士は、これだ

けの参加者をきわめて短期間で集め、ワー

クショップを成功裡に導いてくれました。

このワークショップ開催の実務のほとんど

担当して頂いた両氏に、この場を借りてお

礼申し上げます。 
（昆虫生理学分野 佐久間正幸） 

 
 

スコットランドへの短期留学を終えて 

 

本 COE プログラムの短期留学制度を利用し

て，2006 年 10 月ハロウィーンの前日から 3

週間，スコットランドのスターリング大学

におられる Dave Goulson 教授の研究室を訪

問する機会を得ました． 

スターリングはスコットランドの首都

エディンバラから電車で一時間ほど北へ向

かった場所にある小さな都市です．日本で

はあまり知られておりませんが，スコット

ランドの歴史上非常に有名な場所であり



（映画『ブレイブハート』を観たことのあ

る方ならご存じかも），至る所に歴史を感じ

させる趣のある町並みです．大学は町の北

東に位置する小高い丘の上にあり，小さな

湖をぐるりと囲むようにしてキャンパスが

あります．訪問した時期が冬ということも

あって，虫はいないし花もほとんど咲いて

いませんでした．それでもキャンパス内に

は多くの野鳥がおり，ウサギやリスがあち

こちを走り回っている光景は新鮮でした． 

 

スコットランド史に名高いスターリング城 

 

Goulson 教授は，直前の訪花者によっ

て花に残された scent mark を，ハナバチが

採餌された花であると知らせるシグナルと

して認識し，利用する行動について研究し

ています． 近ではイギリスにおける在来

マルハナバチ種の保全に関する活動も行う

など，非常に精力的に研究分野を広げてお

られます．論文だけでしか知らない彼に，

研究室訪問と自分の論文の添削やプレゼン

をしたいと希望するメールを送るのは非常

に緊張しましたが，実にあっさりと了承の

返事が返ってきました．文章にはその人の

人柄が表れるといいますが，彼の場合も手

紙の内容から受けた印象と出会ったときの

印象はまったく同じで，非常に気さくな方

でした．彼がサウサンプトン大学からスタ

ーリング大学に移った直後でもあったため，

研究室のメンバーは 2 名とスタッフが 2 名

と非常に少ないですがとても温かく迎えて

もらいました． 

 

スターリング大学の全景． 

 

私が Goulson 教授に持参した論文を手

渡すと，すぐに見て添削を行い（当たり前

かもしれませんが，とても速い！），研究室

のメンバーである Ben と一緒にイントロや

考察の部分に関して様々なアドバイスをし

てくれました．やはり自分では分かってい

るような文章でも，いざ指摘されるとなか

なかうまく説明できません．あれこれグラ

フや図を見てもらい，何とか説明するのも

一仕事でした．3 週間の滞在中，彼と一緒

に議論できた時間はそんなに長くはなかっ

たのですが，ひとつひとつのやりとりは私

にとって非常に有意義なものでした．論文

に関しても滞在 後の日の午前中いっぱい

を使って見て頂き，細かい部分まで校閲し

てもらえました．英語のプレゼンも発表前

にチェックをしてもらい，本番に望みまし

た．COE プログラムで行っている英会話レ

ッスンでいくらか練習したとは言っても，

自分以外全員ネイティブというのは初めて

です．3 週間目の金曜日に発表すると決ま

った後は，毎晩宿で練習を繰り返しました．



発表後は先生方からお褒めの言葉を頂きま

したが，それでもやはり質問などにはしど

ろもどろになりながら答えており，もう少

しコミュニケーションをとれるように努力

したいと改めて感じました．恥ずかしなが

らこれまで短期留学した人たちの中では，

私の英語能力が一番低いという自覚はあり，

どうなることかと半分冷や冷や，半分開き

直りで留学したのですが，Goulson 教授を

含めた研究室のメンバーも大学でお会いし

た他の先生方・学生も根気よく私の下手な

英語につきあって会話してくれました． 

 

 

研究室棟（見晴らしの良い三階に研究室が

あります．） 

 

さて滞在中は 9 時半ごろから研究室で

仕事を始め，午後 5時 30 分ごろには作業を

終えるという一日でした．もちろん土日は

仕事なし．帰りも早すぎるような気もしま

すが，研究室のメンバーの Ben など「7 時

に帰ることになって昨日は遅くなりすぎた

よ！」なんて言っていました．また 10 時

30 分ごろと 3時ごろにティータイムがあり，

その時間になると教授自身がカップを持っ

て「break?」と誘いに来てくれました．驚

いたことに学部の誰もが使える広い談話室

があり，そこに院生，先生問わず集まって

きてはティーかコーヒーを飲んで小一時間

ほど談笑し，時間が来たら皆三々五々去っ

ていきます．一日の中で仕事をしている時

間はとても少ないように思えますが，オン

オフをはっきりとさせることで，仕事に集

中しているのだと感じました． 

 

 

研究室のメンバーとスタッフ（一番右が

Goulson 教授） 

 

お茶に集まってくる人たちの研究分野は地

理学から生態学まで幅広く，材料も野鳥か

らコウモリ，マルハナバチまで様々でした．

エディンバラ大学で寄生蜂を用いた性比研

究をされている安部淳さんの研究室を訪問

させて頂いたときも感じたのですが，研究

室を超えて違う分野の人たちが一緒の談話

室を使うことで，幅広い話題に関して活発

な意見交換や議論（もちろん雑談もですが）

をしている様子はとても新鮮に映りました．

このお茶の時間はイギリスの大学では大切

な時間のため，一度などは論文に関して議

論している 中に，突然サイレンが鳴り，

避難訓練のために全員が建物の外に出るの

を何度も繰り返したあと（雨の中で！），お

茶の時間になったから議論はまた後にしよ

うといったこともありました． 

先生や学生の間柄が非常に気安く，ま



た親しげであると感じました．学部の先生

方の年齢が若いのもあるでしょうが，やは

りそれ以上に全体としてよい雰囲気を作っ

ている気がします．そのためか週の終わり

には飲みに誘われることがよくありました．

仕事が終わると，他の研究室の先生や院生

たちも一緒にふらっと出かけて一杯二杯飲

んで（本当に飲むだけ），自分の時間になっ

たら帰るといったスタイルでした．なかな

かうまく自分から話すことは出来なかった

のですが，あれこれ話を聞くのはとても楽

しいものでした．誘われると大抵参加して

いたため，しまいには夕方にちょっと席を

外していたらメモが置いてあり，隣町の店

の名前と「here!」とだけ書かれていたりも

しました． 

 

 

研究室（この他に実験室が同じ階にありま

す） 

3週間は当初長いように感じましたが，

いざ帰る頃になると本当に短く，聞き残し

たこと，やり残したことのあるのに気づき

ます．今回は論文校閲とプレゼンがメイン

でしたが，もっと時間を作ってこちらでも

研究をしたいという思いが出てきました． 

右も左も分からないような状況で，とりあ

えず行ってみた今回の留学でしたが（実際

向こうで色々迷いました），自分の研究に関

してもう一度きちんと整理する良い機会に

なりました．またこれをきっかけに海外の

研究者とも知り合えたことはこれから研究

を進めるにあたって，大きな財産になると

思います． 

後になりましたが，このような海外

留学の機会を与えてくださった COE 関係者

の方々，藤崎憲治教授に感謝いたします． 

 

スコットランドで見つけたビール（小さく

マルハナバチが描かれています） 

 

（昆虫生態学分野 横井智） 

 



 

講演会およびセミナー開催内容 

 

第 15 回 COE 昆虫科学セミナー「Bug-Plant 
Interactions from the Biomechanical Point 
of View」Dr. D. Voigt（Evolutionary 

Biomaterials Group, Dept. Arzt, MPI 

Stuttgart, Germany）（2006 年 11 月 13

日） 
 

第 16 回 COE 昆虫科学セミナー「昆虫の摂食

行動を調節する分子の体内変動」永田晋

治博士(東京大学大学院）（2006 年 11 月

17 日）   

 

第 17 回 COE 昆虫科学セミナー「ミナミキイ

ロアザミウマ加害ナス葉上におけるナ

ミヒメハナカメムシの滞在時間の統計

的解析及びナス由来 HIPV に対する行

動反応」矢野 栄二 （近畿大学農学部）

（2006 年 12 月 11 日） 

 

第 18 回 COE 昆虫科学セミナー「食品害虫の

昆虫の現状と防除対策～臭化メチル代

替技術と多様化する加工食品について

～」村田未果博士（農業・食品産業技術

総合研究機構食品総合研究所食品害虫

ユニット）（2007 年 1 月 26 日） 

 

 

 

 

 

第 19 回 COE 昆虫科学セミナー「イネジベレ

リン核内受容体 GID1 の発見とその解

析」上口（田中）美弥子博士(名古屋大

学生物機能利用開発研究センター）

（2007 年 2 月 23 日） 

 

第 20 回 COE 昆虫科学セミナー「Food for 
protection:Nectar provision as a 
mechanism to boost biological pest 
control」Dr. Felix Wackers (Centre for 
Sustainable Agriculture, LEC, Lancaster 
University, LAYQ, UK)（2007 年 3 月 13

日） 

 

国際ワークシプ”Japanese-German-Workshop 
on Entomomimetics: Taking Ideas from 
Insects” Max-Planck-Institute for Metals 
Research (Stuttgart, Germany) （2006 年 9

月 26 日）   

 

第 8 回京都大学国際シンポジウム ナイラ

ートパーク・ホテル（タイ・バンコク）

(2006 年 11 月 23 日～11 月 25 日) 
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