
2016 年 10 月 7 日 

ご挨拶 

 

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

系をとりまく大きな問題に直面しています。その問題を解決するため、個々の研究者

が、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。 

 

「進化群集生態学シンポジウム」では、群集生態学、進化生態学、そして生態系生

態学など、様々な研究分野の結びつきを強化し個々の研究者が興味や関心の糊代を広

げることが生態学の大きな問題を紐解く鍵になるのではないか、また、そのような機

会をつくりたいという趣旨のもと、多くの方々にご賛同・ご協力をいただき、2014 年

以降、継続開催して参りました。第 3 回目となる今回は、講演者による話題提供にと

どまらず、動物の進化群集生態学を牽引されてきた方々による二題の基調講演に加

え、新たな挑戦として、総合討論（パネル・ディスカッション）の時間を設けまし

た。そこでは、「生態学における、進化・群集・生態系をつなぐ視点」について議論

を展開します。限られた時間のなかで、かつてない答えを導き出すことは容易ではあ

りませんが、講演者・パネリスト・ご来場をいただいた皆さん全員に参加者となって

いただき、会場一体となって議論を進めることは、生態学が新たなステップへと飛躍

する機会になると確信しております。どうか、皆さん一人ひとりに主体的にご参加い

ただき、有意義な時間を創造したいと考えております。 

 

 また、今後の新しい取り組みとして「進化群集生態学シンポジウム」では、生態学

の積み重ねをより確かなものにするため、様々な具体的な取り組みを進めてまいりま

す。ご来場いただいた皆さんからいただいたご意見やアンケート結果を取りまとめ、

集約することで、書籍の出版及び国際学術誌への総説論文投稿を目指したワーキン

グ・グループを発足させます。それらの活動を通じ、シンポジウム会場だけでなく、

国内外へのアピールも視野にいれていく予定です。 

 

 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申し上げる

とともに、貴重なご講演をいただきます先生方、本シンポジウムを開催するにあたり

ご支援をいただきました日本生態学会近畿地区会、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をはじめ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。 

 

門脇 浩明 京都大学生態学研究センター 

鈴木 俊貴 京都大学生態学研究センター 
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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。 

 

 

会場提供 Venue 

 

 

 

特設ホームページ Website 

https://evolcommecol2016kyoto.wordpress.com/ 

 

 

表紙デザイン Front cover & Design 

TOMOKO 

 

 

企画・運営 Organizers 

 

門脇 浩明（京都大学生態学研究センター） 

Kohmei Kadowaki, Ph.D.  

Center for Ecological Research, Kyoto University 

 

鈴木 俊貴（京都大学生態学研究センター） 

Toshitaka Suzuki, Ph.D. 

Center for Ecological Research, Kyoto University 

  

https://evolcommecol2015kyoto.wordpress.com/
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizyeXjz43PAhUFOJQKHYzjCtsQjRwIBw&url=http://www.esj.ne.jp/&psig=AFQjCNFh_elSznx8iY_cMVqWe8fmtQP2Sw&ust=1473900064225680
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会場案内 

 

日時 Date  

2016 年 10 月 7 日（金） 午前 9:30 ~ （午前 9：00 受付開始） 

October 7th (Fri) 2016. 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） 

 

9:40-10:30 【基調講演】 

内海 俊介（北海道大学・北方生物圏フィールド科学センター） 

ワイルドな生態－進化フィードバックを追跡する： 

昆虫群集におけるスペシャリスト－ジェネラリスト進化動態 

 

10:30-10:45 

 

 

休憩 

 

10:45-11:35 【基調講演】 

大崎 直太（山形大学・国際交流室） 

メス限定のチョウのベイツ型擬態の進化的要因 

 

11:35-11:50 

 

休憩 

 

11:50-12:10 鈴木 俊貴（京都大学・生態研センター） 

言語能力の独立進化： 

鳥類における統語を用いた音声コミュニケーション 

12:10-12:30 

 

髙須賀 圭三（神戸大学・農学研究科） 

延長された表現型を操る延長された表現型： 

クモ寄生バチによる造網行動操作 

 

12:30-13:40 

 

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 永野 惇  

（龍谷大学・農学部、JST CREST、京都大学・生態研センター） 

野外トランスクリプトミクスでつなぐ、遺伝子、気象、表現形 

14:00-14:20 

 

濱村 奈津子（九州大学大学院理学研究院・生物科学部門） 

環境撹乱に対する微生物群集応答のダイナミクス： 

遺伝子レベルから群集レベルでの機能と多様性 

14:20-14:40 

 

中岡 慎治 （東京大学・医学系研究科） 

ブリコラージュ理論と人工・撹乱生態系生態学 

 

14:40-15:00 

 

休憩 

 

15:00-15:20 和田 葉子 （奈良女子大学・理系女性教育開発共同機構、神戸大学

大学院・理学研究科） 

変動する間接相互作用がもたらす岩礁生態系の季節動態 

15:20-15:40 鈴木 真裕・平井 規央・石井 実（大阪府大・生命環境） 

水生昆虫のメタ群集形成過程： 

群集の構造と安定性における時間変化 

15:40-16:00 山﨑 曜（京都大学・理学研究科） 

回遊性ハゼ科魚類における平行的な淡水進出と種分化 

16:00-16:20 立木 佑弥（京都大学・ウイルス研究所）・小泉 逸郎（北海道大学

大学院・環境科学院） 

サケ科魚類回遊性意思決定の進化生態動学 

 

16:20-16:35 

 

休憩（会場準備） 

 

16:35-17:30 パネル・ディスカッション（総合討論） 

司会進行： 門脇 浩明 ・鈴木 俊貴 

パネリスト：  

伊勢 武史（京都大フィールド研）, 内海 俊介 （北海道大 FSC）,  

京極 大助 （龍谷大理工）, 立木 佑弥 （京都大ウイルス研）,  

細田 一史（大阪大未来戦略） 

 

18:30- 

 

 

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 remarks (Kohmei Kadowaki) 

 

9:40-10:30 Keynote Lecture:  

Shunsuke Utsumi  

Field Science Center for Northern Environment, Hokkaido University 

Tracking eco-evolutionary feedback in the wild:  

A perspective of specialist-generalist evolution in an insect community 

 

10:30-10:45 

 

 

Tea Time 

 

10:45-11:35 Keynote Lecture:  

Naota Ohsaki  

International Exchange Department, Yamagata University 

An evolutionary factor of the female limited Batesian mimicry in butterflies  

 

11:35-11:50 

 

Tea Time 

 

11:50-12:10 Toshitaka Suzuki 

Center for Ecological Research, Kyoto University 

Language evolution:  

Experimental evidence for compositional syntax in bird calls 

12:10-12:30 

 

Keizo Takasuka 

Graduate School of Agricultural Science, Kobe University 

An extended phenotype controlling another extended phenotype:  

Spider-web manipulation by a wasp larva 

 

12:30-13:40 

 

Lunch Time 
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Program: Afternoon session 

 

TIME Talk title 

13:40-14:00 Atsushi J. Nagano 

Faculty of Agriculture, Ryukoku University, JST CREST; Center for Ecological 

Research, Kyoto University 

Integration of transcriptomics and meteorology 

14:00-14:20 

 

Natsuko Hamamura 

Department of Biology, Faculty of Science, Kyushu University 

Microbial community dynamics in response to environmental perturbation: 

Gene to community level function and diversity 

14:20-14:40 

 

Shinji Nakaoka 

Graduate School of Medicine, The University of Tokyo 

Bricolage systems theory in artificial and disturbed ecosystem ecology  

14:40-15:00 Tea time 

15:00-15:20 Yoko Wada 

CORE of STEM, Nara Women’s University/Graduate School of Science, Kobe University  

Fluctuating indirect interactions drive seasonal dynamics of a rocky shore 

ecosystem 

15:20-15:40 Masahiro Suzuki, Norio Hirai and Minoru Ishii 

Graduate School of Life and Environmental Sciences, Osaka Prefecture University 

Metacommunity assembly of aquatic insects:  

Temporal change in community structure and stability  

15:40-16:00 Yo Y. Yamasaki 

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

Parallel adaptation to freshwater and species diversification in diadromous 

gobies 

16:00-16:20 Yuuya Tachiki, Itsuro Koizumi 

Institute for Virus Research, Kyoto University 

Eco-evolutionary dynamics in migratory decision of salmonid fishes 

16:20-16:35 Break 

16:35-17:30 Panel Discussion (Facilitator: Kohmei Kadowaki, Toshitaka Suzuki) 

Panelists: T Ise, S Ustumi, D Kyogoku, K Hosoda, Y Tachiki 

18:30- Dinner 
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【基調講演】  

ワイルドな生態－進化フィードバックを追跡する： 

昆虫群集におけるスペシャリスト－ジェネラリスト進化動態 

Tracking eco-evolutionary feedback in the wild:  

A perspective of specialist-generalist evolution in an insect community   

 

内海 俊介 

Shunsuke Utsumi 

 

北海道大学・北方生物圏フィールド科学センター  

Field Science Center for Northern Environment, Hokkaido University 

 

－進化は目の前で起きている、それも極めて速いスピードで－ 野外に生息する生き物が今

まさに遂げている進化のダイナミクスを自分の目で観察できるとしたら、生物を研究する者な

ら心が躍るに違いない。従来、進化は極めてゆっくり起こる現象であると考えられてきたが、

近年では 100 年、10 年、1 年、という人間が観測可能な時間スケールで生じうることも認識さ

れるようになった。そして、それは例外的な現象ではなく、むしろ普遍的な現象かもしれない。

一方、生物の形質とは、生物群集の種間相互作用のあり方を大きく左右する因子であり、その

結果として群集の特性に大きな影響を与えるという考え方は広く認識されている。これらの事

実から、生態学的動態（種組成や個体数の変化）と進化的動態（遺伝子頻度の変化）を同時に

調べること、そしてその相互連関を検証することの必要性が端的に理解できる。 

しかし、野外における生態－進化フィードバックの重要性を理解するためには、先行研究の

アプローチが抱える３つの問題点を克服する必要がある：①ごく少数種からなる群集、②恣意

的な遺伝子型の選抜、③無性生殖で増殖する生物群。①のため、多数種から形成される野外生

態系におけるフィードバックの実態は未解明であり、種数や種組成といった群集の特性との関

連性も不明である。②では、地理的・環境的に大きく隔てられた場所から採取された遺伝子型

が実験に用いられることが多く、野外での迅速-な進化動態に強く影響を与える“集団に存在

する遺伝的変異”は明示的に考慮されていない。さらに、③の無性生殖する生物を用いた実験

では、クローン頻度の操作により進化応答の有無を操作できる利点があるものの、クローンご

との個体群動態を観測しており有性生殖を経て集団の遺伝子頻度が変化する過程を捉えない。 

本講演ではこれまでの野外における生態－進化フィードバックに関する研究事例を俯瞰す

る。次に、上記の問題点を克服すべく進めている私たちの研究成果について紹介する。具体的

には、ヤナギ上の節足動物群集の構造と、群集内の優占種（ヤナギルリハムシ）の適応形質（摂

食選好行動：スペシャリストタイプ、ジェネラリストタイプ）の進化の間におけるフィードバ

ックのダイナミクスが、フィールド実験やゲノミクスアプローチの活用を通して明らかになり

つつある。最後に、生態―進化フィードバックの研究分野がどのように生物群集の理解を前進

させうるかについて考えたい。 
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【基調講演】  

メス限定のチョウのベイツ型擬態の進化的要因 

An evolutionary factor of the female limited Batesian mimicry in butterflies 

 

大崎 直太  

Naota Ohsaki  

 

山形大学・国際交流室 

International Exchange Department, Yamagata University 

 

チョウの主たる天敵は鳥である。鳥の捕食を避けるために、チョウの翅の色は隠蔽色

か警告色という、相対するいずれかの方向に進化した。隠蔽色は味の良い種に進化し、

警告色は味の悪い種が、鳥にその味の悪さをアピールするために進化した。 

 ベイツ型擬態は、本来、隠蔽色になるべき味の良い種が警告色をもち、味の悪い種に

擬態することである。擬態される種をモデルという。ベイツ型擬態は、ベイツがアマゾ

ンで採集したチョウの標本より発見した（1862）。 

 ベイツ型擬態が、メスに限定されていることは、ウォーレスが、インドネシアで採集

したチョウの標本より発見した。しかも、メスの一部だけが擬態していた（1865）。 

メスだけが擬態する理由は、ダーウィンが唱えたメスによる異性間性淘汰仮説（1871）

を用いて、ベルトが説明した（1872）。この仮説は、100 年後の進化生態学の隆盛で再

評価され、定説となった。一方、メスの一部だけが擬態する理由は、ミューラーが負の

頻度依存淘汰で説明した（1879）。 

 私は、ボルネオで採集したチョウの標本の翅に残る、鳥による襲撃痕のビーク・マー

クの頻度を調べ、3 つの結果を得た。（1）どの種でも、メスのビーク・マーク率はオス

よりも高い。擬態種シロオビアゲハの非擬態型のメスも、オスよりも高い。（2）擬態型

メスのビーク・マーク率は、オスやモデル並みに低い。（3）微分モデルにより、ビーク・

マーク率が高い性は、鳥のより高い捕食圧を受けていることが分かった。 

 以上の結果より、「擬態にはコストがかる。捕食圧の高いメスはコストをかけること

によって高い擬態のベネフィットを得るが、捕食圧の低いオスは、コストをかけるだけ

の価値がない。だから、メスだけが擬態する。」という仮説を立てた（1995）。 

 この仮説を検証するために、伊丹市昆虫館で、擬態種シロオビアゲハの生理的寿命を

計測し、擬態型メスの生理的寿命が非擬態型より短いことを確認した。擬態には生理的

コストがかかっていた。さらに、両性が擬態するベイツ型擬態種が発見された西ケニア

での調査で、両性が擬態するのは大型種だけで、メスだけが擬態する種は小型種にもい

た。 

卵をもつメスや大型のオスは、捕食者にとり単位時間当たりの採餌効率が良い餌で

ある。したがって、鳥の最適採餌戦略のターゲットが、コストをかけて擬態していると

結論した（2005）。 
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言語能力の独立進化： 鳥類における統語を用いた音声コミュニケーション 

Language evolution: Experimental evidence for compositional syntax in bird calls 

 

鈴木 俊貴  

Toshitaka Suzuki 

 

京都大学・生態学研究センター 

Center for Ecological Research, Kyoto University 

 

 異なる単語を組み合わせ、文をつくる能力（統語）は、ヒトの言語能力の中核的要素

である。この能力により、私たちは限られた語彙から無限のメッセージをつくり出すこ

とができる。ダーウィン（1871）は著書『人間の進化と性淘汰（The Descent of Man and 

Selection in Relation to Sex）』において、統語による情報伝達をヒトに固有に進化した能

力であると考えた。実際に、多くの研究者が言語の起源を求めてチンパンジーやオナガ

ザルなどのコミュニケーションを精力的に研究してきたが、これらの種においても統

語は未だに確認されていない。 

 私は、詳細な行動観察と野外実験によって、鳥類の一種シジュウカラ（Parus minor）

が、異なる単語を組み合わせ、より複雑な情報を伝えること（統語）を発見した。シジ

ュウカラは、周囲に差し迫る危険を群れの仲間に知らせる際に、「ピーツピ」という甲

高い声を発する。また、仲間を集める際には「ヂヂヂヂ」と聞こえる濁った声を発する。

「ピーツピ」という声を録音し、スピーカーから再生してシジュウカラに聞かせたとこ

ろ、シジュウカラは水平に首を振り、周囲を警戒することが明らかになった。一方、「ヂ

ヂヂヂ」という声を再生すると、音源に接近した。 

 シジュウカラは、時折これら 2 つの鳴き声をつなぎ合わせ、「ピーツピ・ヂヂヂヂ」

と発する。この音声の組み合わせは、たとえば、仲間を集めて、ともに捕食者を追い払

いにかかる際などに用いられる。そこで、「ピーツピ・ヂヂヂヂ」という声をスピーカ

ーから再生すると、受信者は周囲を警戒しながら音源に近づくことが明らかになった。

つまり、シジュウカラは「ピーツピ」と「ヂヂヂヂ」の組み合わせから、「警戒しろ」

と「集まれ」の両方の意味を解読したのである。また、この組み合わせには文法規則が

存在し、人為的に語順を入れ替えた合成音（ヂヂヂヂ・ピーツピ）からは情報を正しく

解読できないことも明らかになった。 

 以上の結果から、統語による情報伝達はヒトの言語に固有ではなく、鳥類において

も独立に進化していることが世界で初めて明らかになった。 

 本講演では、上記の研究発表に加え、行動生態学や比較認知科学、言語学の融合的

アプローチから動物のコミュニケーション能力の適応進化に迫る新領域の可能性につ

いても議論したい。  
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延長された表現型を操る延長された表現型：クモ寄生バチによる造網行動操作 

An extended phenotype controlling another extended phenotype:  

Spider-web manipulation by a wasp larva 

 

髙須賀 圭三  

Keizo Takasuka 

 

神戸大学・農学研究科 

Graduate School of Agricultural Science, Kobe University 

 

寄生とは、捕食や植食に並ぶ自然界に普遍的な種間関係である。とりわけ寄生者は特

定種（宿る相手を寄主という）との関わりが多く、密接かつ搾取的な二者系を築くなか

で、寄主特異的な産卵行動や寄主へ取りつくことに特化した三爪幼虫など多数の特殊

な適応進化を獲得している。そのなかで、本講演で取り上げたいのは、延長された表現

型の代表例にも挙げられる“寄生者による寄主操作”である。寄主操作とは、寄生者が

化学的な方法で寄主の神経生理に干渉して、その行動（表現型）を都合よく改変するこ

とであり、他の種間関係にはない稀有な生命現象といえるだろう。近年では、寄主操作

された直翅昆虫やマルハナバチの行動が生態系動態にも影響を与えることが指摘され

るなど、行動生態学のみならず生態系生態学的意義も見出されつつある。寄主操作の特

筆すべき点は、寄生者の純粋な利益が操作される寄主の行動に現れるために、操作によ

って生じる帰結の究極要因をリーズナブルに考察できる点である。演者は、クモに単寄

生しその造網行動を操作するクモヒメバチという寄生バチに着目し、研究を行ってい

る。クモの網も体外に生み出される延長された表現型であるが、それをさらに操るハチ

の延長された表現型である。 

クモヒメバチの幼虫は、特定種のクモの体表に宿り、しばらくはクモ本来の生活を続

けさせるが、クモを殺す直前に化学的操作を開始し、脆弱な捕虫用の網をハチの蛹期の

安全に資する“操作網”に張り変えさせる（しない種もいる）。演者は、ギンメッキゴ

ミグモ（コガネグモ科）に寄生するニールセンクモヒメバチが、繊細な垂直円網を外縁

の枠糸を維持したまま円の内側を少ない本数に単純化させた上で、それらに特異的な

綿状の装飾糸をつけさせることを発見した。この操作網の形状および装飾糸が、健全な

クモが脱皮前に張る休息網と一致したことから、ハチはこの休息網を自身の操作網の

原型としていると考えられた。さらに、この装飾糸は紫外線を反射していることがわか

り、脱皮するクモはこれを使い、網に衝突する恐れのある飛翔生物に対して網の存在を

知らせ、ハチの蛹も同じ機能を享受していると考えられた。 

ハチがクモの生得的な造網行動を誘発していることの発見は、寄主操作の至近要因

に重要な示唆を与える成果であった。本講演では、この発見から発展する造網行動操作

の分子機構解明に向けた展望についても紹介したい。 
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野外トランスクリプトミクスでつなぐ、遺伝子、気象、表現形 

Integration of transcriptomics and meteorology 

 

永野 惇 1,2,3 

Atsushi J. Nagano1,2,3 

 
1龍谷大学農学部、2JST CREST、3京都大学・生態学研究センター 
1 Faculty of Agriculture, Ryukoku University 
2 JST CREST 
3 Center for Ecological Research, Kyoto University 

 

圃場や自然生育地といった作物・野生生物の本来の生育場所は、複雑に変動する野外

環境である。一方、分子生物学では、これまで均質な実験室環境下で生物システムの分

子的基盤を明らかにしてきた。分子生物学による知見の蓄積は膨大で、かつ急速に進ん

できてはいるが、単純化した実験室環境下で得られたそれらの知見だけから、複雑に変

動する野外環境下における生物システムの振る舞いを予測することは難しい。そこで

我々のグループでは、野外での環境応答をそのまま捉えるために、野外で大量のトラン

スクリプトームデータを収集し、それらと気象データを統計モデリングによって統合

する手法を開発している（Nagano et al. 2012 Cell, 151: 1358-1369）。 

これまでに、圃場のイネや自然生息地のハクサンハタザオなどから数千サンプル分

のトランスクリプトームデータを収集した。それらのデータの解析から、例えば、イネ

の葉のトランスクリプトーム変動は概日時計と気温で大部分が説明できることが分か

った。また、気温や日長など環境情報から季節を知るために必要となる仕組みをシグナ

ル-ノイズ比の観点から検討したところ、それらは統計モデリングの結果得られた野外

環境下での遺伝子発現に見られる特徴と一致していた。さらに、その特徴は多くの生物

気象学の研究結果とも一致していた。現在、野外トランスクリプトーム時系列を軸に、

種々の作物モデルや形質データ、量的遺伝学や環境制御工学との融合によって、実環境

下における作物設計を目指した研究を進めている。 
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環境撹乱に対する微生物群集応答のダイナミクス： 

遺伝子レベルから群集レベルでの機能と多様性 

Microbial community dynamics in response to environmental perturbation:  

Gene to community level function and diversity 

 

濱村 奈津子  

Natsuko Hamamura 

 

九州大学大学院理学研究院・生物科学部門 

Department of Biology, Faculty of Science, Kyushu University 

 

近年、地球温暖化に代表される気候変動や、グローバルレベルでの産業発展に伴う環

境汚染の拡大が進むなか、これら環境撹乱が生態系の多様性や機能に及ぼす影響を評

価することが重要な課題となっている。環境変動や人為的活動の結果引き起こされる

動植物種の多様性喪失により、生態系維持機能が損なわれることが指摘されている。し

かし、微生物に関しては、その生態系機能における役割の重要性にもかかわらず、これ

まで解析手法の限界などからブラックボックスとして扱われてきた。近年のメタゲノ

ムデータの蓄積により、ようやく自然界における微生物の多様性が明らかにされつつ

あるが、微生物の種・機能・遺伝子レベルでの多様性の定義や意義に関する議論は十分

とはいえない。例えば微生物では特定の機能が多くの種で共有されているため多様性

の減少が必ずしも機能低下に影響しないと考えられてきたが、撹乱後の群集構造の変

化や代謝遺伝子の多様性喪失が活性の低下を引き起こす事例が報告されており、群集

内の機能的重複性による活性維持には限界があることが示唆されている。しかし、遺伝

子レベルでの多様性や群集構造変化がどのように代謝プロセスを制御しているのか、

その機構は明らかになっていない。 

 自然界において微生物は様々な環境条件や物理化学的変化に対し、個々の細胞レベ

ルでの遺伝子発現に影響する数分から数時間での応答、さらに増殖や菌叢の変遷に影

響するより長期的な群集レベルでの応答など、異なる時空間スケールで変動する環境

に適応し機能している。近年、飛躍的にデータ量の増えている環境ゲノムデータは、群

集レベルでの遺伝的適応を反映していると考えられており、さらに、メタトランスクリ

プトーム解析により発現遺伝子を網羅的に検出することで、変動する環境における遺

伝子、そして群集レベルでの機能発現応答の経時的変化を明らかにすることが可能で

ある。本講演では、土壌細菌群の汚染物質代謝機能に着目して、群集構造の変化と遺伝

子発現および活性変動のダイナミクスを環境ゲノム解析により明らかにした研究を紹

介し、微生物生態系プロセスを駆動する微生物群集の機能と多様性について討議した

い。 
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ブリコラージュ理論と人工・撹乱生態系生態学 

Bricolage systems theory in artificial and disturbed ecosystem ecology 

 

中岡 慎治 

Shinji Nakaoka 

 

東京大学大学院・医学系研究科 

Graduate School of Medicine, The University of Tokyo 

 

ブリコラージュとは、寄せ集めて創るという意味をもつ。構造主義の提唱者であるレ

ヴィ・ストロースは、その著書のなかで二種類の知性を区別した。ひとつは設計図に基

づいてモノを構築するエンジニアリングの思考による知性、もう一つは、既に存在する

モノを寄せ集めたときに新しい機能や意味をもったモノを作り出す思考による知性で

ある。後者をブリコラージュと呼び、エンジニアリングの思考と区別した。 

栄養共生関係を例にとる。ある難分解性有機物の分解には、複数の酵素が必要とな

る。全ての酵素をもつ種が単独で資化するのではなく、複数種が補完しあって有機物を

資化する関係を、栄養共生関係という。栄養共生関係は、代謝を部分的に分担可能（酵

素を有する）な微生物が寄せ集まって、群集として完全代謝が実現した結果とみること

もできる。更に言い換えれば、栄養共生関係は「組み合わせ創発」によって付与された

と解釈することもできる。寄せ集めによる群集機能の創発は、栄養共生関係に限らずバ

イオフィルム形成など他にも存在すると考えられるが、群集機能創出に共通するコン

セプトとして体系的に調べた研究は少ない。 

本研究では組み合わせ創発に注目し、組み合わせ創発が生物群集の多様性や生態系

機能の維持にはたす可能性について考察する。組み合わせ創発には、先住種の存在と影

響が無視できない。先住種によるニッチ専有（早い者勝ち）やニッチ改変は、歴史的偶

発性（historical contingency）として、群集生態学の分野で研究・野外観察の報告がある。

歴史的偶発性に着目し、組み合わせ創発によって維持されているかもしれない生態系

サービスはどのようなものかを数理的に明らかにするのが本研究の大目標である。 

組み合わせ創発の検証・実証には、人工生態系を用いたボトムアップ型の実験、もし

くは抗生物質投与など撹乱によって細菌叢を初期化する摂動が適している。本講演で

は、人工の微生物生態系構築実験と共同で進めている研究（前者）、および抗生物質投

与後の腸内細菌叢破綻（dysbiosis）によって生じる Clostridium difficile 感染や潰瘍性大

腸炎に対する研究（後者）について紹介する。 
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変動する間接相互作用がもたらす岩礁生態系の季節動態 

Fluctuating indirect interactions drive seasonal dynamics of a rocky shore ecosystem 

 

和田 葉子 1,2 

Yoko Wada1,2 

 
1奈良女子大学・理系女性教育開発共同機構、2神戸大学・理学研究科 
1 Collaborative Organization for Research in women's Education of Science, Technology, 

Engineering and Mathematics (CORE of STEM), Nara Women's University   
2 Graduate School of Science, Kobe University 

 

生態系において、ある生物種は他種と直接的な種間関係をもつが、これに加え、一見

何のかかわりもない種と間接的かつ相互に影響（間接効果）を与えあっている。この効

果を正しく評価することは、多くの生物が共存する生態系の構造や動態を明らかにす

るうえで非常に重要である。捕食者が駆動する間接効果は、1990 年代まで、捕食によ

る被食者の密度変化を介して、資源に影響を与える「密度媒介型」のみが認識されてい

たが、近年、被食者の行動・形態・生活史の変化を介して、資源に影響を与える「形質

媒介型」の存在が明らかになった。最近では、これら 2 タイプの間接効果について相対

的重要性の評価がなされ、効果が迅速かつ広範囲に及ぶといわれる形質媒介型間接効

果への注目度が高まっている。しかし、間接効果の大きさは短期的に評価されたものが

多く、長期的な変動や、そこに生態系構成種の季節性がどのように影響するかについて

はほとんど明らかにされてこなかった。 

本講演では、岩礁潮間帯に存在する生態系を用い、長期的に間接効果を評価した実験

を中心に紹介する。本実験を開始した夏から翌年の春までの間、捕食者巻貝と被食者笠

貝には明確な季節性が見られた。その結果、捕食圧の強い夏から秋にかけ、巻貝は笠貝

を介し、密度・形質の両処理によって藻類相を藍藻から緑藻に変化させることが分かっ

た。また、密度媒介型よりも形質媒介型間接効果の方が 3 カ月近く長続きした。しか

し、いずれの間接効果も、捕食圧の低下と被食者の新加入個体の定着が起こる冬には弱

まり、春になると、間接効果の種類や有無に関わらず、同じような藻類の群集構造が形

成された。藻類相の変化をもたらした間接効果の影響が、一年のうちに消失し、群集構

造のリセットが生じるプロセスと、そこに影響する生態系構成種の季節性について考

察することで、長期的な間接効果研究が、群集構造や動態の理解にどれほど寄与するの

か、今後の展望を含めて議論したい。 

  



 

 

16 
 

水生昆虫のメタ群集形成過程：群集の構造と安定性における時間変化 

Metacommunity assembly of aquatic insects:  

Temporal change in community structure and stability 

 

鈴木 真裕・平井 規央・石井 実 

Masahiro Suzuki, Norio Hirai and Minoru Ishii 

 

大阪府立大学・生命環境科学研究科  

Graduate School of Life and Environmental Sciences, Osaka Prefecture University 

 

生物群集の成り立ちを理解するには、群集と生息場所の履歴を考慮する必要がある。

具体的には、種ごとの移住の順序や密度が群集構造に影響を及ぼしうることが指摘さ

れている。また、観測時の群集が遷移途上か安定平衡状態かによっても構造の捉え方は

異なる。しかし、群集形成過程を包括的に扱う実証研究はほとんどない。 

水たまりや池沼のような小規模な止水生態系は、気象的または人為的な創出、撹乱お

よび消失のイベントに見舞われやすい短命な系であるため、群集形成過程の全貌を捉

えるのに適した系であるといえる。また、このような系における水生昆虫は分散能力が

高く、新たな生息場所にも速やかに移住する種を多く含むことから、各系の群集が個体

の移動分散により関連しあうメタ群集として捉えられる。本研究では、水生昆虫のメタ

群集形成過程を理解するために 2 つの野外実験を行った。 

＜実験 1＞ 大阪府の水生生物センターに設置した 12 個の実験池において 2 年間、冬

季を除いて月ごとに昆虫調査を行い、夏と冬に堆積有機物の定量化を行った。その結

果、群集構造と堆積有機物量の池間の変異は経時的に大きくなった。一方、堆積有機物

の増加にともない群集の安定性は高まり、群集構造の変異も収束する傾向にあった。 

＜実験 2＞ 大阪各地の冠水後 1 ヶ月の水田 12 ヶ所と冠水後 2–21 年が経過した人工

池 8 ヶ所において昆虫調査を行い、メタ群集構造の時間変化の評価を試みた。調査水

域は、冠水期間と相関しうる要因（水深、樹幹開空率、大型魚類の有無の違い）を無視

できる場所を選定した。結果として、局所群集間の種構成の変異は人工池の方が大きい

傾向がみられた。一方、生活型と食性に基づく機能群について評価すると、人工池では

優占機能群が単一であり、機能群構造の変異は水田の方が大きかった。また、種構成、

機能群構造ともに水田と人工池では明らかに異なった。以上の結果から（1）初期には

限られた種が優先的に移住するが、機能群構造は水域間で多様であること、（2）時間経

過にともない種構成は水域間で多様化するが、機能群構造は均一化することが示され

た。これらの結果は分散能力と競争能力のトレードオフによる影響を示唆している。人

工池の機能群構造は実験 1 における有機物の堆積とともに安定化した群集に類似する

ため、小規模な止水生態系における水生昆虫群集は最初の数年間で急速に変化し、以降

は安定化する傾向があると考えられた。 
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回遊性ハゼ科魚類における平行的な淡水進出と種分化 

Parallel adaptation to freshwater and species diversification in diadromous gobies 

 

山﨑 曜  

Yo Y. Yamasaki 

 

京都大学・理学研究科 

Graduate School of Science, Kyoto University 

 

我々が観察することのできる多種多様な種は、どのようにして生まれてきたのだろ

うか？現存する種は、過去から現在に至るまでに積み重なった、膨大な数の種分化イベ

ントの結果である。したがって種多様性の創出について理解するには、個々の種分化が

どのようなプロセスで、またどのようなパターンで起こるのかを明らかにすることが

必要である。種分化を促す要因としての適応進化の重要性は、古くはダーウィンの時代

から注目されており、近年では生態的種分化として概念的に成熟しつつある。しかし、

この生態的種分化をはじめとする種分化プロセスが、どのようにして系統樹上の種分

化パターンを形作るかは分かっていない部分が多い。例えば、生態的種分化プロセスに

おける生殖隔離の進化は、数万年以内の時間スケールでも十分に生じることが示され

ている。しかし、かといって生態的種分化が頻繁に観察されている分類群の種多様性が

高いと限らないのはなぜだろうか？また、形質や環境的特徴から、系統間の種多様性の

ばらつきを説明しようとする試みは盛んである。いっぽうで、それらの特徴はどのよう

にして種分化プロセスに影響を与えているのだろうか？種分化パターンと個々の種分

化プロセスの両方に着目した実証研究の蓄積が必要とされている。 

 ヨシノボリ属は東アジアから東南アジアに分布する、最も多様化した淡水性のハゼ

科魚類である。ヨシノボリ属は両側回遊性の生活史を送る種と、一生を淡水域で過ごす

種が存在する。私は、ヨシノボリ属において、生活史の淡水適応進化を伴う種分化がど

のようなパターンで生じているかを解明することで、適応進化が種分化パターンの形

成にどのように関与するかを明らかにすることを目標として研究を進めている。本発

表では、日本産全種を対象にした大規模な種間交雑パターンと淡水進出に伴う種分化

パターンを明らかにした研究、および、琉球列島に分布するある特定の種群を対象にし

た、平行的な淡水進出に伴う種分化の地理的パターンの詳細を検証した研究を紹介す

る。 
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サケ科魚類回遊性意思決定の進化生態動学 

Eco-evolutionary dynamics in migratory decision of salmonid fishes 

 

立木 佑弥 1・小泉 逸郎 2 

Yuuya Tachiki, Itsuro Koizumi 

 
1京都大学・ウイルス研究所、2北海道大学大学院環境科学院 
1 Institute for Virus Research, Kyoto University 
2 Faculty of Environmental Earth Science, Hokkaido University 

 

サケ科魚類種には採餌回遊を行う降海型と河川に留まり幼形成熟する残留型という

代替生活史戦術を持つものが存在する。残留型になるか否かは稚魚期の体サイズや成

長率と高い相関を示し、個体群内で成長率が高い個体ほど残留しやすい。そのため、発

達段階のある時点における絶対的な体サイズに対する応答として残留または降海の意

思決定を行う閾値モデルによって生活史二型が説明されてきた。サケ科魚類において、

代替生活史戦術の意思決定に関する内生要因についての知見は限定的であり、成長ホ

ルモンやストレスホルモンの関与が示唆されるに留まっている。成長ホルモンの分泌

が高い状態やストレスの小さい状態は、個体の成長が良い状態と相関するため、内生要

因をブラックボックス化し、絶対的体サイズによる応答を想定したモデルが使用され

てきた。しかし一方で、個体は、闘争の結果、個体群内での自身の相対的地位を知り、

それによって行動を改変することも可能であるが、これまでの閾値モデルではこのよ

うな相対評価による意思決定は考慮されてこなかった。 

個体の成長は環境中の資源量や資源をめぐる個体間競争などの影響を受けると考え

られ、これらの影響は一般に年変動する。そこで、本研究では環境の時間変動下で絶対

的体サイズによる意思決定と相対的地位による意思決定のどちらが進化的に有利にな

るのかを考え、変動が小さい時には絶対サイズ、変動が大きくなると相対サイズによる

意思決定が進化することを示す。また、相対サイズによる意思決定は、環境変動によっ

て個体群のサイズ分布が変化しても個体群スケールではほぼ一定の残留型-降海型比を

実現し、水産資源量の安定化に寄与することを示す。  
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パネル・ディスカッション 

「生態学における、進化・群集・生態系をつなぐ視点」 

 

今日、人間社会は、地球環境変化や生息地破壊に伴う生物多様性の喪失という、生

態系を取り巻く大きな問題の解決に迫られている。その最大の問題は、地球上の生物

を絶滅に追いやるだけでなく、私たちの生活を支える生態系サービスの存続を自らが

脅かしていることにある。この「生物多様性」の問題は、生態学者にとって、初めて

生態学の外部から突き付けられた大きな課題であった。生態学者は、過去 20 余年以

上にわたり、生物多様性が生態系サービスに与える影響を理解することを目指し、生

物群集、および生態系の仕組みを明らかにするため、研究を積み重ねてきた。なぜ多

様な生物が存在するほど、生態系サービスの基盤となる様々な生態系機能が高まるの

か。また、生物多様性がどの程度失われると、生態系機能は急激に低下するのか。こ

れらの問いを通じ、生物多様性の仕組みを扱ってきた「群集生態学」と生態系機能を

扱ってきた「生態系生態学」の 2 つの分野の統合が進められている。 

一方、生態学は、進化生物学のアイデアをその枠組みに取り込み、新たな発展の道

を歩むこととなった。これまで、進化は、種の形質を変え、個体群動態に影響を与え

ると考えられていた。しかし、進化の影響は、個体群動態にとどまらず、生物間相互

作用を通じて群集の構造や組成など、より高次のプロセスにも影響を及ぼす。逆に、

群集構造の変化は、生物の進化に影響し、結果として、生態と進化のフィードバック

ループを形成しうる。この階層間のフィードバックというアイデアは、決して革新的

なアイデアではなく、ダーウィン以来、生態学のなかに根付いていた考え方であり、

日本においてもたびたび議論されてきた。そして今、最新の生命科学や情報科学、お

よびコンピュータの進歩により、過去から指摘されてきたこれらのアイデアをより統

合的な枠組みのなかで、一層洗練された形で検証することが可能になったといえる。

これらの問いを通じ、生物多様性の仕組みを扱ってきた「群集生態学」と遺伝的多様

性の仕組みを扱ってきた「進化生態学」の 2 つの分野の統合が進められてきた。 

このように、遺伝子・種・生態系などの異なる階層間で生じるフィードバックがそ

れぞれの階層における現象の特徴を相互に決定づけることが明らかとなった今、生物

多様性の保全や生態系管理に対する私たちの考え方は大きく転換すべき時を迎えてい

る。なぜなら、地球環境変化や生息地破壊など生物多様性に関する大きな問題は、異

なる階層における多様性、すなわち、遺伝的多様性・種多様性・生態系多様性のすべ

てに影響を及ぼすからである。したがって、様々な階層において生じる現象と人間活

動がどのように影響しあい生物多様性のパターンを形作っているのかを知ることは、

生物多様性の問題をより現実的かつ包括的な枠組みで捉えることにつながる。さら

に、その枠組みを用いることで私たちの未来をより的確に予測することが可能になる

と考えられる。新たな枠組みを構築するため、進化生態学、群集生態学、生態系生態
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学の結びつきをこれまで以上に強化し、個々の研究者がこれら 3 領域の統合への第一

歩を踏み出さなくてはならない。 

今回新たに設けた総合討論（パネル・ディスカッション）では、そのような趣旨の

もと、進化・群集・生態系生態学の境界領域に位置づけられる問題に取り組んでいる

研究者をお招きし、境界領域における課題に挑戦することで初めて明らかとなる、生

態学の新たな境地を切り開き、かつてない統一的な枠組みを提案することを目指した

い。 

 

司会進行： 門脇 浩明 ・ 鈴木 俊貴（京都大・生態研センター） 

 

パネリスト：  

伊勢 武史 （京都大・フィールド研） 

内海 俊介 （北海道大・FSC） 

京極 大助 （龍谷大・理工） 

立木 佑弥 （京都大・ウイルス研） 

細田 一史 （大阪大・未来戦略） 
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