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諸案内・注意事項 

受付 
・受付の時間と場所は以下の通りです。参加される方は全て受付で所定の手続きを済 

ませてください。 
   時間: 3 月 1 日 9:30~ (開場 9:00) 
   場所: 明治大学 駿河台キャンパス リバティタワー8 階 会場前 
・受付の際に名札を配りますので、会場内では名札をお付けください。 
 
発表 
・発表時間は、発表 15 分、質疑応答 4 分、交代 1 分、合計 20 分です。 
・一鈴 12 分、二鈴 15 分、三鈴 19 分で合図します。 
・発表は、1086 会場と 1087 会場で同時進行します。 
・発表の合間に 15 分の休憩と 90 分の昼休みを設けています。次の時間の開始時間が 

遅れないよう、時間には十分配慮して休憩するようお願い致します。 
・1088 室は休憩室となります。ご自由にご利用ください。 
・円滑な運営を行うため、発表者の方は発表前者の講演中に講壇場近くに移動し、待

機をお願い致します。 
・発表を終えた方には、次の講演の座長(司会・進行)をしていただきます。お忘れのな

いようお願い致します。タイムキーパーは、運営スタッフが行います。 
 
懇親会 
・懇親会は、全ての発表が終了後 スカイラウンジ暁(リバティタワー17 階)にて 

開催致します。 
参加費 2000 円は受付時にお支払いください。 

・当日も懇親会の参加申し込みができます。申込みされていなかった方も是非ご参加

下さい。発表者同士、研究者同士の交流の場として多くの方のご参加をお待ちして

おります。 
 
その他 
・会場での撮影は、発表者の了承を得た場合に限り認めます。了承を得て撮影する場

合も周囲の方々にご迷惑をお掛けしないよう宜しくお願い致します。 
・発表会中、会場内の食堂および購買店が営業しております。どうぞご利用ください。 
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会場へのアクセス 
明治大学 駿河台キャンパス 
〒101-8301 東京都千代田区神田駿河台 1-1  
http://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/suruga/access.html 
 

 
[最寄駅からのアクセス] 

JR 中央線・総武線、東京メトロ丸の内線/御茶ノ水駅 下車徒歩 3 分 
東京メトロ千代田線/新御茶ノ水駅 下車徒歩 5 分 
都営地下鉄三田線・新宿線、東京メトロ半蔵門線/神保町駅 下車徒歩 5 分 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/suruga/access.html
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会場案内図 
明治大学 駿河台キャンパスマップ 
http://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/suruga/campus.html#title3-5-1 
 

 

[駿河台キャンパス リバティタワー]  

発表会場：1086、1087、1088（リバティタワー8 階） 
懇親会：スカイラウンジ暁（リバティタワー17 階） 

 
 
 
 
 

http://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/suruga/campus.html#title3-5-1
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発表要旨 
 
1086 会場 
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ミンククジラ胸鰭基部白斑の基礎的研究 
及び系群識別への有用性の検討 

 

門脇 一郎（東京海洋大学・鯨類学研究室） 

 
鯨類の適切な資源管理において、系群構造の解明は必要不可欠である。日本

近海のミンククジラは主に太平洋側に分布する O 系群と日本海側に分布する J
系群が知られ、両系群は日本沿岸の太平洋側で混在していると考えられている。

両系群の構造解明のため、簡便に系群を識別する外部形態の形質が求められて

おり、本種特有の胸鰭基部白斑の大きさ（白色被覆率）がその指標となること

が有望視されている。著者は卒業論文において白色被覆率の測定方法を改善す

るとともに、海域間比較し、やはり本形質の系群識別への有用性が高い結果と

なった。しかし、白色被覆率の成長依存的変化の検討および個体レベルでの系

群識別が困難であることが課題として挙げられた。そこで、本研究では胸鰭基

部白斑の成長依存的変化を多角的に分析し、白斑の特徴を系群識別の他の独立

情報（ダルマザメの噛み痕個数、尾鰭腹側面模様）と比較することで、ミンク

クジラの個体レベルでの系群識別に寄与する識別指標を得ることを目的とした。 
第二期北西太平洋鯨類捕獲調査で捕獲されたミンククジラ 543 個体を用いて

胸鰭基部白斑の詳細計測を行った。また白色被覆率を海域間で比較した後、系

群識別の基準をより明確にするため、白斑を囲む灰色部（胸鰭灰色部）の形状

を 4 タイプ（白色型、中間型、2 層型、灰色型）に分けた。この 4 タイプを系

群間で比較し、さらにダルマザメ噛み痕個数および尾鰭腹側面模様との相関を

分析した。 
白斑詳細計測の分析では、胸鰭長さに対する相対的な白斑の長さは胸鰭が大き

くなるにつれ小さくなり、一方で胸鰭先端側の黒色部の長さは大きくなること

から、白色被覆率は成長に伴い減少すると考えられた。相対成長を考慮して白

色被覆率を海域間で比較した結果、沿岸域は沖合域よりも白色被覆率が大きい

個体が多い傾向が確認された。胸鰭灰色部各タイプの系群間比較では、「白色型」

は J 系群が O 系群より有意に多かった。さらにこのタイプではダルマザメの噛

み痕個数が少なく、また尾鰭腹側面が全体的に白い個体が多かった。遺伝解析

によって系群識別されている各個体の胸鰭灰色部、ダルマザメ噛み痕個数およ

び尾鰭腹側面模様を用いて 2 群の判別関数を求めた結果、3 つの形質による系

群識別率は約 95%（91/96 個体）に及ぶ高い数値を示した。以上の結果から、

胸鰭灰色部の各タイプとダルマザメ噛み痕個数および尾鰭腹側面模様を組み合

わせることで、包括的な個体レベルでの系群識別が可能になると示唆された。

今後は、新規の系群情報を用いて本研究で導かれた系群識別フローチャートの

有用性を検討する必要があると考えられた。 
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ミンククジラ、クロミンククジラ及びニタリクジラ耳垢栓形成特性

の比較分析 
 

玉井 希（東京海洋大学・鯨類学研究室） 

 
 ヒゲクジラ亜目ナガスクジラ科鯨類の耳垢栓は年齢査定に広く用いられてい

る。耳垢栓に形成される成長層を NL（出生時に形成される層）から GL（最も

新しく形成された層）へと計数し年齢を推定する。高精度な年齢データを得る

ため、ナガスクジラを中心に査定技術向上に関する研究が多く行われてきた。

各鯨種に技術を応用する際に耳垢栓の形成特性は重要な基礎情報だが、鯨種間

でこれを比較した研究は少ない。そこで、本研究ではより高精度な年齢データ

の獲得を目指し、ミンククジラ、クロミンククジラ、ニタリクジラ耳垢栓形成

特性の明確化を目的とした。 
 2005‐2013 年に第二期北西太平洋鯨類捕獲調査で捕獲されたミンククジラ

275 個体、ニタリクジラ 50 個体、2007/08 年に第二期南極海鯨類捕獲調査で捕

獲されたクロミンククジラ 551 個体の耳垢栓標本を使用し、実体顕微鏡下でコ

ア形状やコア色などの観察と年齢査定を行い、耳垢栓形成特性を比較した。 
 耳垢栓のコア長はミンククジラよりクロミンククジラの方が長く、コア形状

は前者が幅広型であり、後者が縦長型であった。コア色はクロミンククジラ、

ミンククジラ、ニタリクジラの順に濃かった。成長層部分形成はクロミンクク

ジラに比べミンククジラ、ニタリクジラで割合が高く、大型個体ほど増加した。

年齢査定率はクロミンククジラ、ミンククジラ、ニタリクジラの順に高く、査

定不可要因は小型個体での NL 欠損の多さが顕著であった。ミンククジラ、ク

ロミンククジラの Age-length-key（年齢体長相関表）を作成し査定不可個体の

年齢推定を行い、査定率と年齢の相関を検討した。結果、クロミンククジラで

のみ査定率の年齢依存的増加がみられた。 
以上の結果から、3 鯨種とも査定率低下の要因は部分形成の出現と小型個体

での NL 欠損頻度の高さと考えられた。近縁種であるミンククジラとクロミン

ククジラの査定率の年齢依存性に差異がみられた要因には、ミンクククジラの

大型個体では部分形成の割合が高く、本来は高い査定率が期待される高齢個体

において逆に低くなるといった耳垢栓の形成特性が考えられた。さらに、NL
欠損を防ぐためにミンククジラで標本採集時に実施されているゼラチン包埋法

による若齢個体の査定率向上も貢献していると考えられた。よって、各年齢に

おける査定率の年齢依存的バイアスが低い点ではミンククジラの年齢データの

方が年齢組成推定に適していると推察された。今後の課題として、部分形成耳

垢栓の査定実現およびクロミンククジラでは体長 8m 以下の個体、ニタリクジ

ラでは体長 12m 以下の個体におけるゼラチン包埋法の実施が挙げられた。これ

により、各年齢における査定率の向上とバイアス軽減が期待される。 
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沖縄海域におけるザトウクジラ個体群動態分析 

 

鈴木 信行（東京海洋大学・鯨類学研究室） 

 

本研究の対象種であるザトウクジラ(Megaptera novaeangliae)はヒゲクジラ亜目ナガスクジ

ラ科に属している。本種の個体数は過去の捕鯨により減少したが、近年多くの海域でその増加

が報告されている。近年、沖縄海域へ回遊する個体群の遺伝的特徴が明らかとなり、注目を集

めている。筆者は卒業論文において沖縄海域への来遊個体数を推定し、近年は増加率が非常に

高いことを明らかにしたが、本種の個体数の増加により船舶との衝突など様々な影響が懸念さ

れるため、より精度の高い個体数の推定と今後の予測が求められている。そこで、本研究では

適切な資源動態の把握を目指して、沖縄海域に来遊する本種の個体数推定と将来予測を行った。 

本研究では 1989-2010 年度の一般財団法人沖縄美ら島財団による本種の個体識別調査で得ら

れた計 1,166 個体の発見年月日と個体識別番号等の調査データを使用した。また、将来予測の

ため沖縄周辺海域での捕獲統計から 1911-1962年度に捕獲された3,606個体のデータを用いた。

個体数推定及び年間増加率の算出には標識再捕法である Jolly-Seber 法と Chapman Petersen

法を組み替えた JS-CP 法を用いた。さらに、将来予測には Fitter プログラムを用いた。将来予

測に用いる死亡係数には 2つのケース（0.05、0.075）、過去の捕獲頭数には過小報告の可能性

を考慮し 3のケース（捕獲補正係数 1.0、1.5、2.0）を仮定した。それぞれを組み合わせた計 6

つの仮説で Fitter プログラムを試行し、算出された対数尤度の比較により最適な仮説での将来

予測値を求めた。 

1989 年度から 2010 年度までのデータを使用し来遊個体数を推定した結果、推定可能な最近

年である 2009年度の来遊個体数は 683 頭（CV=0.06）と推定された。個体数推定をもとにした

年間増加率は 1989 年度から 2008年度までが 16.9％、将来予測をもとにした年間増加率は 2009

年度から 2018年度までは 4.7%、2019年度から 2028 年度までが 1.4％となった。また将来予測

のための最適な条件は死亡係数が 0.05、過去の捕獲頭数が捕獲補正係数 1.0 となり、来遊個体

数の将来予測値は 1911 年度で 1497頭、2029 年度には 1,449 頭と算出された。 

個体数推定から算出された 2008 年度までの平均年間増加率は他海域に比べ非常に高い数値

であり、沖縄海域において本種が急激に増加していることが示された。この増加に伴い、2029

年度に予測された来遊個体数は同海域で捕鯨開始

以前と同等となっており、徐々に増加率が低下す

ることから、将来的に最大個体群密度に近付くと

考えられる。一方、今後しばらく個体数の増加は

続くと考えられることから、エコツーリズムとし

ての観光産業の発展が見込まれる。しかし、同時

に船舶との衝突や漁業被害も増大する可能性があ

り、今後も詳細な動態を把握していくべきである。 
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ツチクジラ年齢査定における 
凍結ミクロト―ムを用いた切片作製の実行可能性評価 

 

石田 梢（東京海洋大学・鯨類学研究室） 
 

 ツチクジラは国際捕鯨委員会の管轄外種であり、日本政府の自主管理のも

と小型捕鯨業が行われ、今後も効率的に妥当な方法によって資源管理を行う必

要がある。本種の資源管理に用いられる年齢データは、歯牙に形成される成長

層を光学顕微鏡下で計数して求める。切片作製方法は、砥石を使用し 30-50μm
の厚さにする研磨法が主流であるが、砥石で歯牙を削るという大きな労力と、

作業期間 5 日間という欠点が挙げられる。そこで、年齢査定の効率化を図るた

め、本研究ではマイルカ科鯨類の年齢査定にも用いられ、短期間での切片作製

が可能な凍結ミクロトームを使用した方法を本種へ適用できるかの実行可能性

を評価した。 
小型捕鯨業で 2006-2007 年に捕獲されたツチクジラ 69 個体の歯牙を用いた。

歯牙を中心面で切断後、一方を研磨法にて、他方を凍結ミクロトームを使用し

た作製方法（凍結ミクロトーム法）にて、同一歯牙から 2 種類の方法で切片を

作製した。このうち、本種への凍結ミクロトーム法の応用の検討には 32 個体の

歯牙を使用し、異なる厚さ（16μm、32μm、48μm）で切片を作製した。この検

討結果に基づき、更に 30 個体の切片を作製し、検討に用いた 10 個体を含む計

40 個体について研磨法と凍結ミクロトーム法の方法の比較を行った。それぞれ

の切片作製工程、年齢査定値を比較することにより凍結ミクロトーム法の実行

可能性を評価した。 
凍結ミクロトーム法は、作製期間を 3 日間に大きく短縮することができた。

作製方法の検討より、すべての厚さで切片作製が可能であったが、薄い切片は

作製過程での破損の可能性が高く、また、厚さ 48μm が最も成長層の濃淡が観

察しやすいという結果となった。このことから、厚さ 48μm の切片を作製し、

方法の比較を行った。研磨法では、成長層の計測時に不都合な要因となった削

りすぎによる歯牙の一部喪失、切片完成後に歯牙が湾曲し査定ができないとい

う状況が発生した。一方、凍結ミクロトーム法ではこれらはなく、研磨法での

問題点の解決が可能となった。しかし、ミクロトームの刃傷が歯牙に残るとい

う問題が発生した。特に染色が薄く、濃淡の判別が困難な場合は査定率への影

響が懸念される。一方、年齢データの比較からは、査定精度の指標である平均

エラー率（APE）、査定値ともに、両手法に有意差はなかった。 
凍結ミクロトーム法によるプレパラートの作製が可能であり、2 つの方法から

得られた推定年齢に有意な差がなかったことから、凍結ミクロトームによる切

片作製方法は有用であると考えられた。作製期間の短縮、砥石で歯牙を削る労

力の軽減から、効率化を図ることができた。 
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超高速船との衝突回避に向けた鯨類忌避音の評価と改良 

 
辻 紀海香（東京海洋大学・鯨類学研究室） 

 
ジェットフォイル（JF）は、揚力で船体を水面に持ち上げ翼走する全没翼型

水中翼船である。翼走時は時速 45 ノットの超高速で航走し、高速性・快適性に

優れた重要な交通機関として離島振興を支えている。一方、JF と鯨類や漂流物

との衝突が問題となり、東京海洋大学鯨類学研究室では鯨類に船舶を避けさせ

るという面と、船舶が鯨を避けるという面から研究を行っている。鯨類回避の

側面から、本研究室では水中音響発生装置（UWS）を用いた鯨類忌避音の改良

を行ってきた。UWS とは、鯨類に船舶の存在を認知させる鯨類忌避音（UWS
音源）を発信する装置である。しかし、鯨種によっては現行 UWS 音源の周波

数が可聴範囲外である可能性が示唆され、平成 23 年度に UWS 音源 2 種類（新

UWS①、新 UWS②）を開発した（特許出願中：2013-044949）。そこで本研究

では、この新 UWS 音源の鯨類忌避効果を評価し、併せて漁業との共存の観点

から他生物、特に魚類への新 UWS 音源の影響について検証した。 
JF 就航海域にて JF 非走行時・翼走時の新 UWS 音源と現行 UWS 音源を水中

録音し、それぞれの音響特性の評価を行った。また他海域においても、新 UWS
音源の再生・録音実験を行った。さらに、魚類に対する影響を検証するため、

水族館にて JF 就航海域で想定される魚類を対象に、また、小笠原にて船上より

周囲に生息する魚類を対象とした新 UWS 音源の再生実験を行った。 
以上より、各 UWS 音源の音響特性について以下 6 点が明らかとなった。1) 新

UWS②の方が、新 UWS①よりも鯨類可聴域内でより音圧が高く、より有効で

あった。2) 新 UWS②は現行 UWS 音源に比べて衝突危険鯨種の可聴域との重

複域が広かった。3) 両新 UWS 音源は、鯨類の可聴域内で最大 300m 先まで有

効であった。4) スピーカー特性により、CD 音源と比較すると 4kHz 以下の低

周波域では再生音圧が低下した。5) 再生船舶によって、新 UWS 音源の音響特

性が異なった。6) 再生スピーカーによって同一音源でも音響特性に差異が生じ

た。以上より、今後は新 UWS②の音響特性を中心に改良を重ねるべきであると

考えられた。また、スピーカー及び船舶の違いに起因する音響特性の差異を考

慮し、低周波成分を更に検証する必要がある。また、新 UWS 音源の魚類への

影響を検証した結果、水族館、外洋における顕著な魚類の反応は認められなか

った。よって、新 UWS 音源は魚類に対する影響は非常に低く、漁業との共存

は可能であると考えられた。 
今後は、新 UWS②を中心に同一船舶を用いた低周波域の音圧を検証し、大型

鯨類に対する新 UWS 音源再生実験を実施すべきである。 
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マイクロサテライト DNA分析から見たアカメの遺伝的集団構造 

 

上田 修作（東京大学・行動生態計測研究室） 

 
日本固有の魚類である，スズキ目アカメ科に属するアカメ( Lates japonicus )は，宮崎

県と高知県だけでしか稚魚から成魚までの個体の分布が確認されておらず，また，産

卵場などの生態は不明である．生息域が限られ，発見される個体数が少ないことから

絶滅が危惧されており，宮崎県では指定希少野生動物に指定され，捕獲が禁止されて

いる．本研究では，アカメの保全に資する情報を得るために，いまだに全貌が明らか

になっていない，本種の遺伝的集団構造の解析を行った．次世代シーケンサーを用い

て，新規にアカメのマイクロサテライト DNA ( STR )マーカーを大量に開発し，宮崎県

と高知県で採集された個体の遺伝的分析に適用した． 
アカメの STR 濃縮ライブラリーを作成し，次世代シーケンサーの利用により，7187

リード，約 390 万 bp の塩基配列を決定し，得られた塩基配列に基づいて 46 の STR マ

ーカーセットを作製した．今回の手法によって，従来に比べ約 4 倍の効率で STR を発

見することができたことから，今後，他の絶滅危惧種の集団構造解析にも，本研究の

ような次世代シーケンサーを用いる方法は有効であると考える． 
すべてのマーカーを，高知県の四万十川の成魚 33 個体と稚魚 39 個体，高知県の浦

戸湾の成魚 37 個体と稚魚 75 個体，宮崎県の稚魚 48 個体に適用し，各個体の遺伝子型

を決定した．46 のうち 20 のマーカーでは，対立遺伝子数が 2～5 となり，変異の程度

は少ないものの，集団構造解析に有効な多型が検出された． 
各サンプル間の遺伝的分化の指標である Fst値を算出し，それに基づく近隣結合樹を

作成すると，宮崎県の稚魚とその他のサンプルの比較において Fst値は有意な値となり

(0.014～0.026, p < 0.05)，樹状図からも宮崎県の稚魚の若干の異質性が示された(図)． 
四万十川，浦戸湾，ならびに宮崎県の 3 地点における成魚と稚魚の遺伝的変異性は，

アレリックリッチネスが 2.07～2.11，ヘテロ接合体率の期待値が 0.276～0.315 と，い

ずれも海産魚の平均値を大きく下回り，淡水魚の絶滅危惧種と同程度の低い平均値と

なった．また，全てのサンプルにおいて，過去に集団サイズの減少を経験した可能性

が示唆された． 
以上のことから，現在のアカメは産卵場の異な

る地域集団が存在すること，遺伝的変異性が著し

く低いことが示唆され，アカメの遺伝的多様性と

アカメの生息する沿岸域の生物多様性を確保す

るためには，現在行われている一部の地域のみで

のアカメの保護ではなく，生息する各地域で管理

を行っていく必要があることが示された． 
 

 標本間の Fst 値に基づく近隣結合樹 
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流れ藻に固着するエボシガイ属の日齢査定 
 

倉持 優希（東京大学・行動生態計測研究室） 

 
流れ藻とは，沿岸に生育する海藻が海底から波などにより剥がされ，海面を浮遊し

ている海藻の塊で，日本沿岸では主にホンダワラ科の海藻によって構成されている．

流れ藻は，沖合域において各種の魚類や付着動物の棲息場や産卵場，移動・拡散の媒

体としての役割を果たしており，生態学的にも水産学的にも非常に重要である．流れ

藻の生態を明らかにする上で，浮遊期間の推定は非常に重要である．蔓脚類のエボシ

ガイ属は，浮遊物にのみ固着し，硬組織を形成することが知られており, 硬組織に刻

まれる成長線の日周性が確認できれば，エボシガイ属の種が浮遊物に固着してからの

日数を計数することができる．そこで本研究では，一部の期間ではあるが，流れ藻の

浮遊期間推定法を開発することを目的に，流れ藻のような浮遊物にのみ固着する蔓脚

類の一種であるカルエボシ(Lepas anserifera L.)の硬組織を用い，硬組織に形成される成

長線の日周性について検討した． 
カルエボシの成長線形成周期を調べるために，楯板に SrCl2による 2 回のマーキング

を施し，その間の成長線数を飼育日数と比較した．マーキングに最適な SrCl2濃度を求

めるために，0.1gL-1，0.5gL-1，1.0gL-1に調整した海水を用いた．2012 年 9 月 2 日に，

24 時間，SrCl2を溶かした海水に実験個体を沈積した後，9 月 13 日～25 日の期間，実

験個体を野外で係留飼育した．9 月 25 日に実験個体を引き上げ，再び SrCl2を溶かし

た海水で 24 時間飼育し，2 回目のマーキングを行った．Sr が殻に取り込まれるまでの

期間が不明であったため，その後野外で数日飼育した． 
飼育後，実験個体から 5 枚ある殻板のうち楯板を取り出して樹脂包埋してから最大

成長軸に沿って切片を作成した．切断面を研磨した後，EPMA を用いて元素組成像を

取得し，Sr のバンドの有無を確認した．再度断面を研磨した後，成長線を計数するた

めにマトベー溶液を作成し，切片の染色・エッチングを行い，試料を光学顕微鏡観察

に供した． 
元素組成像で 0.5gL-1以上の濃度で，成長線に沿って取り込まれた 2 本の Sr バンドが

明瞭な白線として観察できた．この 2 本の Sr バンド間の成長線本数は，すべての計数

結果をプールしたところ 12.1 本±0.8(n=12)で，

飼育日数である 12 日間とほぼ一致した．このこ

とより，エボシガイの成長線形成が日周期であ

ることが明らかとなった． 
この結果を用いて，淡青丸 KT12-3 次研究航

海で採集したカルエボシについて調べたところ，

最大のものは流れ藻に固着してから約 1 ヶ月経

過していた．今後，本手法を流れ藻研究に応用

していく予定である． 
カルエボシ楯板で観察された Sr バンド 

100µm 

 

1.0gL-1 

1 本目 

2 本目 
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安定同位体比分析を用いた 

流れ藻生態系食物網に関する研究 

 
西田 由布子（東京大学・行動生態計測研究室） 

 

1. はじめに 
 流れ藻は沿岸域に繁茂する海産の大型植物が波の力などにより引き剥がされて海表

面に漂流・集合した海藻や海草のパッチで，さまざまな魚類や葉上動物などの生物が

一時的またはそれらの浮遊期間を通じた恒久的なすみかとして利用する．日本周辺で

は，サンマやサヨリ，トビウオなどが産卵基質として利用し，ブリの稚魚であるモジ

ャコが幼稚魚期を過ごすことから，水産資源の観点からも流れ藻は重要である．本研

究では、流れ藻生態系が維持されるために、餌として流れ藻が利用されているのか検

討することを目的として、東北沖の流れ藻を対象に、安定同位体比解析によって流れ

藻生態系生物群集の食物網解析を行った。 
 
2. 材料と方法 
2013 年 8 月，岩手県船越湾沖約 17km の沖合にて，傭船した漁船から流れ藻を目視観

測し，発見次第モジャコ網またはタモ網で採集した．採集した流れ藻から，海藻，葉

上動物，随伴魚類，付着藻類，周辺の動植物プランクトンに分別し，種同定の後，乾

燥させ，粉砕したサンプルを銀カップで包み，元素分析装置(FLASH 2000/FLASH 
EA/ConFlo IV/DELTA V)で分析し、その結果に基づいて作成した C-N マップから食物

網を解析した． 
 
3. 結果と考察  
 各流れ藻の C-N マップから、一次生産者の推定の指標となる

δ13C は、多くの葉上動物が流れ藻と同程度の値であったことか

ら、炭素は流れ藻由来の炭素を利用していると考えられた。一方

で、多くの葉上動物が、δ15N も流れ藻と同程度の値であり、栄

養段階を経た証であるδ15N 値の上昇が見られなかった。このこ

とは、葉上動物が流れ藻を直接摂餌しているのではなく、『δ13C
が海藻寄りでδ15N の低い他の食物源』を利用している可能性を

示している。この食物源として、付着珪藻、または流れ藻を分解

したバクテリアなどが考えられた。葉上動物の存在が海藻に

与える影響として、葉上動物の葉上藻類の摂食によって藻体

が付着藻に覆われるのを防ぎ基質海藻の成長に正に働くことがある。本研究で、流れ

藻を構成するホンダワラ類自体が動物に摂食されておらず、葉上動物が流れ藻を食害

せず、流れ藻の付着物を食べクリーニングするという葉上動物と流れ藻の間の相利共

生の関係が示された。 

図 流れ藻食物網 C-N マップ模式図 
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発光細菌 Vibrio campbelliiが持つ 

プロテオロドプシンの生理的役割 

 
中島 悠（東京大学・微生物研究室） 

 

【背景】ロドプシンは私たちの目の紫紅、すなわち光センサー物質として知ら

れるが、動物以外に微生物にも広く分布し、水素イオン（プロトン）や塩素イ

オンなどのポンプとしての役割を果たす。プロトンポンプの場合、光を受ける

と細胞外にプロトンを排出し、細胞内外にプロトン勾配を形成する。この勾配

に応じてプロトンが細胞内に流入してくる際に ATPが合成され、エネルギー形

成を行う。海洋表層の細菌群集の 75%程度はこのようなポンプ（プロテオロド

プシン、以下 PR）を持つと推定されており、その生理機能や地球上でのエネル

ギー代謝に果たす役割が注目されている。これらの細菌は、光がない場合、呼

吸鎖（電子伝達系）が有機物を酸化しながらプロトンを細胞外に排出してプロ

トン勾配を形成し、ATP合成を行うため、PRと呼吸とは相互に補完しあってい

ると考えられる。一方、海洋には発光細菌が広く分布しているが、この発光機

能は呼吸鎖中のユビキノンとカップルしている。従って呼吸と発光は互いに連

動した関係にある。このため、強光下では PRのプロトンポンプ機能が働いて呼

吸を抑え、それがさらに発光量を低下させるが、暗黒では呼吸のみが働くため、

これに連動して発光が強まると推定される。本研究では PRがこのように光強度

に応じて発光量の調節を行う役割を果たしているとの仮説を立て、これを証明

することを目的とする。 

【仮説とその検証法】 

本研究では具体的に以下を明らかにすることにより、上記の仮説を証明する。 

・光強度の増加に伴い、PRプロトンポンプの機能が増大する。 

・PRによるプロトン排出量に伴って発光量が減少する。 

これらの確認のために、発光細菌 Vibrio campbellii を用いて、そのプロトン

ポンプ活性を測定した。具体的には、細胞懸濁液に光を当てた際の pHの減少を

調べた。また同条件で ATTO のルミネッセンサーを用いて発光量を測定した。

それぞれ培養時の光強度を 5区設定して培養を行った後機能測定を行った。 

 【結果と考察】 

PRプロトンポンプ活性は培養時の光強度と正の相関を、発光量とは負の相関を

示した。これらの結果から、PRはプロトンポンプとしての機能を持つと同時に、

発光量を調整するセンサーとしての役割も果たすことが示された。この結果は

PRのセンサー機能についての初めての知見であるとともに、発光量を調整する

メカニズムとしてもこれまで全く報告がなかったものである。今後さらに同条

件で呼吸機能を定量化することで、仮説の検証を行って行く予定である。 
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スズメにおける営巣密度と孵化率の関係 

 
加藤 貴大（立教大学・理学研究科） 

 
 鳥類では一般的に、産んだ卵の約 9 割が孵化することが知られている。しか

し、スズメ Passer montanus の孵化率は非常に低く、6 割程度であることが報

告されている。卵の生産にはコストを伴うため、多くの未孵化卵が生じること

は非適応的な形質に見える。なぜスズメの卵の孵化率はこれほど低いのだろう

か？ これは非常に興味深い現象であるにも関わらず、その要因についてはほと

んど分かっていない。そこで、2012 年と 2013 年に秋田県大潟村の村内の防風

林および農業倉庫に巣箱密度の異なる 3 種の区画を設定し、調査を行った。4
月中旬から 9 月中旬に巣箱を定期的に見回り、初卵日や一腹卵数、孵化卵数な

どを確認した。そして、孵化率に影響する要因として、営巣密度や産卵時期、

巣箱の設置場所などのデータを用いて、モデル選択を行った。未孵化卵の性別

を推定するために、巣内雛の血液を採取して DNA 解析を行い、性比を決定し

た。孵化雛の性別についても DNA 解析を行った。さらに、未孵化卵の死亡原

因を探るため、未孵化卵を回収し、未孵化卵がどの段階で死亡しているかを内

部検査した。また、孵卵器を用いた実験を行い、卵の死亡は親の抱卵行動に原

因があるか、卵の孵化能力の問題であるかを検討した。分析の結果、営巣密度

が高いほど孵化率が有意に低下する傾向が見られた（図 1）。未孵化卵の約 9
割では胚発生が全く認められず、孵卵器による実験により卵の胚発生能力の欠

如により死亡していることが示された。未孵化卵は遺伝子、もしくはホルモン

などの生理的要因により生じると考えられる。そして孵化率が低い巣ほど雛性

比は雌に偏ったため（図 2）、受精率もしくは胚発生初期の死亡率に性差があ

ると推定された。高密度下では資源競争や個体間相互作用が強いことから、雌

親のストレスが高くなり、雄胚の受精率や初期発生に影響を与えた可能性があ

る。 
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国内の風力発電による渡り鳥（サシバ）の衝突リスク評価研究 
 

門畑 明希子（横浜国立大学・松田裕之研究室） 

 
 1. 諸言 現在，渡りを行う猛禽類の風力発電への衝突の危険性は知られては

いるが，個別施設での評価に留まり，全国スケールのリスクレベル評価はされ

ていない．本研究は，日本で最も広範な地域に出現する渡り性猛禽類であり，

生息地モデルにより生息状況を予測可能なサシバ(Butastur indicus)を対象に

選び，全国の渡り出現地域全体スケールで各地の衝突リスクの評価を試みた． 
 2. 方法 まず，百瀬ら(2005)の営巣密度モデルにならい，渡り前のサシバの

生息密度モデルを構築し青森県以南に適用した結果，全国の生息個体数推定は

9 万 2893 羽となった．N = (9ax1 + 9bx2 + 25c)×3.7  [羽 / 100km2] 
(N; 生息個体数, x1; 周囲樹林と水田の接線長, x2; 人口, a; 周囲樹林と水田の

接線長の係数, b; 人口の係数, c: 定数項) 
次に，青森県以南を山脈や海峡を仕切りに見立て 173 ブロックに分割し，知

見情報によりブロック間の渡り経路を推量し，各地における渡り個体群サイズ

の算出を行った． 
衝突リスクの評価対象とする風車がある 2 次メッシュ i 内における衝突リス

ク指標値 Ci は次の式で求める．衝突リスク指標値 Ci=Fi×O×Pi×(1-A) 
（Fi; サシバの飛行可能空間面積に対する風車の回転断面積比, O; 風車稼働率, 
Pi; 2 次メッシュ i における渡り個体数, A; サシバの風車回避率） 
最後に，衝突事故が報告されている北海道の越冬期におけるオジロワシ

(Haliaeetus albicilla)のリスク指標値を求め，サシバの主要中継地域のリスク

指標値と比較することで，愛媛県佐田岬でのサシバの衝突数の推定を試みた． 
 3. 結果 サシバの衝突リスクが高い地点のほとんどが渡りの主要経路であっ

た．他方，渡りの主要経路上にあっても風車回転断面積比が小さいことから衝

突リスクが小さくなった地点を 15 地点抽出した．主要中継地でのリスクの比

較では，岬の幅が約 2km～5km と長細く，風車回転断面積比が高くなった愛

媛県佐田岬で比較的高い衝突リスクが示された．また，オジロワシの衝突事故

発生地域と佐田岬のリスクの比較から衝突個体数を推定した結果，秋季の渡り

における佐田岬でのサシバの衝突個体数は約 2.13 羽と見積もられた． 
4. 今後の展望 本研究における風車への衝突リスクの算出では，2 次メッシュ

内における風車回転断面積比を考えたが，より厳密なリスク評価を行うには，

風車設備の並びや立地条件等を考慮したリスク算出を行う必要がある．特に，

猛禽類等の渡り経路に相当する山陵線などでは，そこにおける飛翔高度や帆翔，

滑翔を行う場所の分布といった飛翔特性を把握し，衝突リスクを評価する必要

がある．こうした鳥類への衝突リスクを明らかにすることにより，鳥衝突リス

ク低減と風発「促進」の両立が図られることを願う．  
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ブルガリア中央部におけるイシテン Martes foina の食性 

 
久野 真純（東京農工大学・食肉目動物保護学研究室） 

 
1. はじめに 
 ブルガリアはバルカン半島北部に位置し、ヨーロッパにおいて最も生物多様

性の高い地域のひとつとして知られる。当研究グループは、生態系の上位に位

置する食肉目群集の基礎的な生態情報を蓄積することで、当刻地域の生物多様

性の保全に貢献することを目的としている。とくに本研究では、隣国での個体

群が減少傾向にあるイシテン Martes foina に焦点をあて、冬期の食性の雌雄差

ならびに夏期の食性の地域差を明らかにした。 
 
2. 方法および結果と考察 
2.1. 冬期の食性 ―雌雄間の比較― 

1997-2009 年 11-3 月にかけてブルガリア中央部において捕獲されたイシテ

ンの胃内容物を分析した。その結果、雌雄ともに齧歯類を最も高頻度に利用し

た。オスは、齧歯類に次いで、鳥類、ノウサギが頻繁に利用され、昆虫類、果

実、その他の哺乳類（死肉）がそれに続いた。一方メスは、オスとは異なり齧

歯類の次に昆虫類を頻繁に利用しており、鳥類、人工物がそれに続いた。雌雄

間におけるニッチ重複度は高い値を示したものの、両性の餌項目出現順位に有

意な相関が見られなかった。このことは、雌雄で獲物の選好性が完全に同じと

は言えないということを意味する。つまり、雌雄間である程度の食性を違えて

いる可能性が示唆された。これは、本種も他のイタチ科同様に雌雄で体サイズ

が異なるという性的二型を呈するためと考えられる。 
 

2.2. 夏期の食性 ―生息地タイプ間の比較― 
 2013 年 5-7 月、ブルガリア中央部に位置するスタラザゴラ市近郊（都市域）

およびバルカン山脈（山岳地域）において、イシテンの糞を採集した。合計 310
個の糞をハンドソーティング法により分析した。果実は両地域において主要な

餌項目であったが、山岳地域より都市域において有意に多く、かつ高頻度に利

用されていた。一方、昆虫類および齧歯目の利用量は都市域より山岳地域にお

いて有意に多かった。各餌項目の利用頻度および利用量は月ごとに変化したも

のの、一般化線形モデルによる解析から、月間よりも地域間で餌項目の利用傾

向が異なる可能性が示唆された。なお、両地域ともに生ゴミおよび家禽家畜の

利用はほとんど確認されなかった。都市域で利用された果実のほとんどが街路

樹・庭木・果樹園由来であったことから、少なくとも夏期の間は人為由来の果

実がイシテンの都市への適応を可能にする重要な餌資源であると考えられる。 
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都市部の公園におけるマスクラットの絶滅リスク評価 

 

神野 琢可（横浜国立大学・松田研究室） 
  
マスクラット(Ondatra zibethicus)は、北米原産の齧歯類である。日本では、

毛皮生産目的で戦前に、主に東京都江戸川区近辺に導入されたが、飼育場から

脱走した個体、放逐された個体などが江戸川周辺で野生化し、定着した。本種

は主に水生植物を採餌するが、植物の乏しくなる冬季には甲殻類、魚類、両生

類などを捕食する。その食性から生態系や農作物への被害が懸念されている。

また、多産であり、年間 3 回出産し、平均 6 頭の子供を産む。繁殖率が高い為

に、海外では、数十年で広範囲に分布を拡大した事例もある。近年、本種の生

息地は東京都葛飾区の水元公園周辺域に限られ、個体数は数頭程度と言われて

いる。 
しかし、個体数が少なければ、人口学的確率性や近交弱勢により、絶滅リス

クは大きくなる。その為、数頭程度で何年も個体群を維持できるのか不明であ

る。そこで、本研究では、現状把握および将来予測、今後考えられるリスクに

ついて検討することを目的とし、個体群動態モデルを用いて個体群動態予測を

行った。 
その結果、個体数は 5 頭前後で推移しており、環境収容力が雌 5 頭程度なの

で、個体数が今以上に増加しないが、44 年間絶滅しなかったことは不自然では

ないと考えられる。また絶滅するまでに、200 年以上の時間が必要であること

が分かった。この間に、水元公園周辺で緑地開発が起こった場合、外部に生息

適地を生みだすことになり、環境収容力が大きくなり個体数が増加する。その

結果、分布の拡大につながり、希少植物への食害、農作物被害、営巣による建

造物への被害や水害、寄生虫による水質汚染などの問題が発生する恐れがある。

また、水元公園では本種への餌付けを行っている人が確認されている。餌不足

による死亡が低下し、個体数が増加すれば、アサザ(Nymphoides peltata)など

の希少植物への食害や営巣による水害などが増加する。また、環境収容力を上

回るため分散が起こり、水元公園から外部に出ていく個体が増加し、分布が拡

大する恐れがあることが示唆された。その為、今後マスクラットの分布が拡大

しないように、マスクラットの個体数などを監視する必要があるだろう。 
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冷温帯落葉広葉樹林の林床における 

オオシラビソ(Abies mariesii)稚樹の物質収支 
 

中松 美波（早稲田大学・小泉博研究室） 
 
【はじめに】 
日本特産の常緑針葉樹オオシラビソは本州中北部の亜高山帯林を構成する重要

樹種である。本種に関する先行研究は、光環境条件への形態的な適応や林の立

地環境についての研究など、数多く挙げられるが、冷温帯落葉広葉樹林におけ

る同種の生理生態学的研究の例は未だない。本研究では、冷温帯コナラ林に生

育するオオシラビソ稚樹を対象として野外における光合成・呼吸速度を測定し、

一年間の物質収支の季節変化を追った。 
【調査地と手法】 
長野県北佐久郡軽井沢町の浅間山麓の南に位置する、コナラを優占種とした落

葉広葉樹林を調査地として研究を行った。本研究では 2012 年 4 月、林床に方

形プロットを設けその中に生育する稚樹を対象として 2012 年 4 月から 2013
年 11 月までの間、毎月一度測定及び試料採取を行った。測定項目は稚樹の成

長量、光環境、光合成・呼吸速度である。得られたデータから光―光合成曲線

と温度―呼吸曲線を作成して実測した気象データを基に各月の総生産量・呼吸

量を推定し、年間の純生産量を求めた。 
【結果と考察】 
総生産量は 5 月が年間で最も高く、次いで 4 月に高い値を示した。12～2 月は 
著しく値が小さくなり、2 月の総生産量 
は光合成速度の値が著しく小さかった 
ためほぼ 0 の値を示した。一方、呼吸量 
は 5 月が最も高く、次いで 7 月と 8 月 
が同程度に高い値を示した。総生産量と 
呼吸量の値を用いて純生産量を推定す 
ると、春季と秋季にはプラス、夏季には 
マイナスの収支を示し、冬季にはほとん 
ど生理活動が行われていないことが明ら 
かになった。春季に著しく純生産が高い 
理由は、その時期に稚樹が受ける光強度 
が最も強く、加えてその量が多かったためと考えられる。また呼吸量に関して 
は林床における月の最高気温の影響が強く示唆された。年間物質収支は呼吸量 
が総生産量を上回り、純生産量は負の値をとった。 
 

図 1 純生産量の季節変化 
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マレー半島におけるフタバガキ科樹木  Shorea acuminata の 
異なる開花年での交配様式と花粉散布距離の推定 

 

杉山 沙織（筑波大学・(独)森林総合研究所内 樹木遺伝学研究室） 
 
フタバガキ科樹木は東南アジア地域において森林構成種として生態的に重要

なだけではなく、木材としても有用であり、持続的な管理を確立することが求

められている。熱帯林において個体群としての種を維持する機構を明らかにす

ることは、今後の持続的な管理を行う上で必要不可欠である。中でも他殖によ

る種子繁殖成功に関わる空間遺伝構造及び開花個体密度などの影響を十分に評

価することは適切な管理方針の策定につながる。これまでにも時間的・空間的

に異なる構造の個体群について、数多くの先行研究が重ねられてきた。しかし、

東南アジア熱帯林で見られる繁殖様式である一斉開花現象における種間相互作

用を解明するためには、開花イベントの強度、研究対象種間・条件間の比較を

通して、個々の因子を検証する必要がある。本研究においてはマレー半島のフ

タバガキ林に生育する S. acuminata を対象種として、2001 年、2002 年、2005
年の 3 回の一斉開花時の花粉流動をマイクロサテライトマーカーを用いた父性

解析によって明らかにした。更に他殖率、交配様式と開花個体密度の関係、一

斉開花の規模による違いについて、種内および種間で比較・検証することを目

的とした。   
その結果、3 回の一斉開花にわた

る S.acuminata の平均他殖率は

2001 年で 59.0%、 2002 年で 59.0%、

2005 年で 85.0%となり、他のフタ

バガキ科樹種と同じく他殖が優占

していた。開花個体密度が 2002 年、

2005 年で一定して高かった一方で、

他殖率は 2005 年の方が高くなった

ことより、2002 年の開花イベント

では個体レベルでの開花強度が低

かったことが示唆された。 
先行研究や本研究を通して、胸高

直径がより大きな個体、及び開花規模と開花個体密度が個体の繁殖成功に大き

く関わっていることが明らかになっている。また、その傾向は開花イベントご

と、種ごとに変化する。本研究より、択伐予定エリアの S. acuminata の集団

の森林の持続性に関する指標として、2005 年時程度の開花強度および開花個体

密度(1.7 本/ha)を維持することが、他殖率の安定と任意交配による遺伝的多様

性の安定性につながるといえた。 
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海洋島における海鳥の営巣の影響： 
土壌の化学特性を通じた植物の成長への効果 

 

高岡 愛（首都大学東京・植物生態学研究室） 
 
 多くの海洋島において、海鳥の営巣行動は生態系に影響することが知られて

いる。海鳥の営巣は、その死体や排泄物などを通じて土壌の化学特性を変化さ

せ、結果的に植物の成長に影響する可能性が示唆されている。しかし、このよ

うな過程は直接的に検討されておらず、植物の成長に対する土壌を介した海鳥

の営巣の効果は不明である。また、これらは営巣がある島とない島との比較と

いう比較的大きな空間スケールにおける研究であり、局所的な海鳥の営巣の効

果は不明である。本研究では、植物の成長に対する土壌の化学特性を通じた海

鳥の営巣の効果を海鳥営巣地の土壌を用いた栽培実験にて検討した。植物の成

長に対する海鳥の営巣の影響を示すパラメータとして、営巣の有無、営巣地ま

での距離、営巣密度の 3 点に着目した。 

 調査地は、小笠原諸島聟島列島媒島である。島の北西部の海鳥の営巣地を含

む範囲から土壌を採取した。また、海鳥の営巣に関わる項目として、海鳥の営

巣の有無、海鳥の巣までの距離、海鳥の営巣密度を記録した。採取した土壌を

用いてギョウギシバを父島の温室内で 18 日間栽培し、刈り取り後に乾燥重量を

測定した。また、土壌の全炭素含量、全窒素含量、有効態リン酸含量、pH を測

定した。一般化線形モデルと尤度比検定を用いて海鳥の営巣とギョウギシバの

収量の関係、海鳥の営巣と土壌の化学特性の関係、土壌の化学特性とギョウギ

シバの収量の関係について解析した。 

 海鳥の営巣があった場所の土壌で栽培したギョウギシバの収量は、営巣がな

かった場所の土壌で栽培したギョウギシバの収量よりも有意に大きかった。ま

た、海鳥の巣までの距離が近い場所の土壌で栽培したギョウギシバの収量は大

きかった。一方、海鳥の営巣密度はギョウギシバの収量とは有意な関係を示さ

なかった。海鳥の営巣と土壌の有効態リン酸含量、pH との間には有意な関係が

見られたが、海鳥の営巣と全窒素含量、全炭素含量との間には有意な関係は見

られなかった。土壌の有効態リン酸含量とギョウギシバの収量との間には、有

意な関係が見られた場合と見られない場合があった。 

 以上の結果から、海鳥の営巣は土壌の化学特性を変化させ、また、植物の成

長を促進させる可能性が示唆された。一方、土壌の栄養塩量の増加による植物

の成長の促進や pH の酸性化による植物の成長の抑制の効果は、必ずしも検出

されなかった。この結果は、「海鳥の営巣による土壌の化学特性の変化が植物の

成長を促進する」というこれまで一般的に想定されていた仮説では説明できな

い場合があることを示唆する。 
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非撹乱対応型の萌芽戦略: 安定した森林でのアカガシの 
生活史段階に応じた萌芽機能の変化 

 

瓜生 真也（横浜国立大学・酒井・森研究室） 
 

はじめに 
 高木種の萌芽は撹乱への適応の観点から研究が進んでいる。一方で多くの低

木種は撹乱とは無関係に萌芽し、それは林床での効率的な受光体制を維持する

機能があると考えられる。林床で生育する高木種の稚樹でも高頻度で萌芽する

事例が報告されているが、受光体制との視点は考慮されていない。また林冠に

到達した高木種が株立ちすることは稀で、このことは生活史段階に応じて萌芽

への資源配分が変化することを示唆している。しかし非撹乱環境下での成長に

伴う萌芽能力の変化を明らかにした研究は見られない。そこで撹乱の稀な成熟

林で更新を行う高木種アカガシ Quercus acuta の萌芽が生活史段階の中でどの

ように変化し、周囲環境の違いに応じてどのような影響を受けるのかを解明す

ることを試みた。 
 
方法 
 異なる標高地点に生育するアカガシ３個体群を対象に、萌芽状況を調べ、個

体サイズ、被陰状態、成長速度、繁殖有無、個体群構造等との関係を解析した 
 
結果・考察 
萌芽個体の割合は主幹サイズが大き

くなるほど増加した（図１）。ここで林

冠下にある繁殖前の稚樹では、同じサイ

ズでも光環境の悪い成長速度の小さな

個体ほど萌芽率が高い傾向にあった。し

かし萌芽個体に限れば萌芽本数が多い

ほど成長速度が高く、萌芽は弱光下で効

果的な葉群配置を行うためと理解で

きる。林冠に到達し繁殖を行う成木段

階になると、主幹の成長速度やサイズ

とは無関係に相対的に小さな萌芽幹を持つ傾向にあった。 
成木の萌芽率は、最大サイズと優占度が大きく L 字型の個体群構造を持つ低

標高地点で高く、最大サイズ、優占度、稚樹密度が小さな高標高地点で低いこ

とから、成木段階の萌芽は、生育適地での将来の幹の交代に備えた後継稚樹的

な機能を持つと解釈できた。このようにアカガシは、個体の維持に貢献する非

撹乱対応型の萌芽を生活史段階に応じて発生・維持させていると示唆された。 

図１．樹高成長に伴う萌芽率の変化。灰色の部分

は信頼区間、破線は標準繁殖開始サイズを示す。 
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隣接したアカマツ林およびコナラ林における水動態・収支の比較 
 

根村 真希（早稲田大学・小泉研究室） 
 
 森林環境において水は植物の成長や物質循環において重要な役割を担う。水

動態・収支は複数の要素によって作用され、環境や林分の違いの影響を受ける

ことが知られている。しかし、同じ環境条件下の複数の林分でこれらの要素を

直接測定・比較したものは少ない。そこで本研究では樹種の異なる隣接した 2
つの林分に注目し、年間の水動態を比較し、樹種の違いや季節の影響について

議論した。 
 調査は長野県軽井沢町のアカマツ林とコナラ林において、2013 年 5～11 月に

かけて行った。降水量、林内雨量、樹幹流量、土壌への浸透水量、蒸散量を直

接測定し、これらの差し引きから遮断蒸発量と地表面蒸発量を推定し、その和

を蒸発量とした。 
 測定期間における積算降水量は 884 mm であった。林内雨量の降水量に対す

る割合はアカマツ林で 72.2%とコナラ林より約 10%大きかった。樹幹流量は両

林分とも 1%未満と非常に小さく、土壌への

浸透水量はアカマツ林で 5.6%、コナラ林で

7.2%であった。地表面蒸発量や土壌含水率

が小さいアカマツ林では地表面に到達した

雨の多くは根から吸収され蒸散し、その量

は 51.4%と水動態において大きな割合を占

めた。一方、土壌含水率が高く土壌への浸

透水量も多いコナラ林では、地表面に到達

した雨は土壌へ浸透し貯蓄される量と地表

面から蒸発する量が多く、蒸発量は 79.7%
と算出され、蒸散量は小さかった。以上の

ことから、樹種の違いは特に蒸散量と蒸発

量に対して大きな影響を及ぼすことが明ら

かになった。また、落葉によって樹冠閉鎖

度が大きく変化するコナラ林において落葉

期と着葉期を比較した結果、落葉期には遮

断蒸発量も蒸散量も減少していた。したが

って、森林における水動態・収支は樹種の

違いだけでなく、同じ樹種でも季節によっ

て差が生じることが示唆された。 
 

Konara oak forest 

Red pine forest 

図 1 2013 年におけるアカマツ林およびコナラ

林における水動態のコンパートメントモデル 

それぞれの値は林外雨を 100%とした時の相対

値(%)である。 
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図 2．国仲平野個体群内の遺伝的多様度指標とネット

ワーク構造の指標(左軸)、および密度(右軸) 

佐渡固有種サドガエルの集団構造と生息適地の推定 
 

山中 美優（東京大学・生物多様性科学研究室） 
 
  希少種の有効な保全策を考える上では、複数の空間スケールから個体群構

造を把握し、その成因を探る必要がある。本研究では、佐渡島固有種のサドガ

エル(Rugosa sussura)を対象に、遺伝子解析から保全管理単位となる地域個体

群の特定と地域個体群内の生息地ネットワークの推定を行い、また個体数の分

布情報から、局所的な生息に適する環境条件を評価した。サドガエルはトキの

捕食対象動物であり、水田に生息することから、佐渡市で推奨されている環境

保全型農業の効果を測る指標種の候補でもあるため、保全策の立案が急がれて

いる種である。分布パターンは不連続で、個体群の空間構造を考慮した保全策

を考える必要があることを示唆している。 
遺伝子解析では、24 集団 373 個体についてマイクロサテライト 7 座位を用

いた。まず、個体の遺伝子型をもとにした STRUCTURE 解析により、サドガ

エルは地形により、3 つの地域個体群に分けられることが示唆された(図 1)。次

に、生息地間の遺伝的共分散を用いた Population Graph から、地域個体群内

の生息地ネットワーク構造を推定した。地域個体群内では生息地の著しい分断

化は見られなかったが、一部で環状のネットワーク構造を形成していた。さら

に、佐渡島の国仲平野を中心とした 30 か所の水田においてサドガエルの分布

を調べ、GLM を用いて景観要因と局所要因から個体数に影響する要因を探索

した。その結果、水田周辺の水路が浅い場合に個体数が多くなる傾向があった

が、地形的湿潤指標(TWI)や凹凸度、江の有無については効果が見られなかっ

た。以上の結果をもとに、サドガエルの保全上重要な生息地を、生息地におけ

る遺伝的多様性とネットワークの中心性から推測した。その結果、遺伝的に重

要性が高い生息地でも、生息密度が低い場合があり、そのような生息地では個

体群の再生が必要だと考えられた。本研究で用いた空間的遺伝解析と生息適地

解析を組み合わせるアプローチは、分断景観に生息する希少種を広域スケール

で保全し、必要に応じて生息地を再生する指針を与える上で非常に有効である

と考えられる。 

図 1. STRUCTURE 解析から得られた 3 つのクラスタ
ーの各個体群における比率。国仲地域個体群内では、遺
伝的ネットワークから生息地の連結性を推定した。 
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孤立した緑地におけるヤマアカガエルの 
繁殖活動と変態上陸期までの生残過程 

 

志賀 優（首都大学東京・動物生態学研究室） 

 
 現在、両生類の種・個体群の絶滅・衰退が地球規模で問題となっている。し

かしその原因は必ずしも解明されておらず、それに必須である両生類の生活

史・個体群動態の定量的情報が不足している。本研究では、都市部の孤立した

緑地で存続しているヤマアカガエル個体群を対象として、繁殖活動および生活

史初期の個体群動態を把握し、それらに影響を与える原因を明らかにすること

を目的とした。 
 調査は 2011 から 2013 年に南大沢キャンパス内緑地のイモリ池で行った。繁

殖活動に関してはそれに加え 2008 から 2010 年の調査結果も利用し、解析は雌

雄別に行った。メスについては卵塊調査による繁殖期（2 月～3 月）の産卵卵塊

数のデータを用い、オスについては音声の自動録音による 2010 年を除いた 5
シーズンの鳴き声活動のデータ（日没 1 時間後の 1 時間録音）を用いて、気象

要因との関係を解析した。その結果、メスは 1 日の気温幅が大きく、風が強く、

日照時間が短い日に繁殖活動が活発になる傾向がある一方で、オスは暖かく風

の強い日に繁殖活動が活発になる傾向があることが分かった。 
 卵－幼生期における生残過程の調査では、産卵から変態上陸までの生残個体

数を推定し生残曲線を求めた。調査を行った 3 年間で、卵期から幼生期におけ

る生残曲線の年変動は比較的小さかったが、ステージ毎の生残個体数に関して

は大きく変動した。イモリ池における総産卵数は毎年 40000～116000 と変動し、

孵化個体数は 29000～70000、変態個体数は 2800～4900 であった。ただし 2013
年の変態個体数は極端な少雨傾向が続き水不足等で推定ができなかった。また

2011 年から 2013 年のステージ毎の生残率は、卵期においてはそれぞれ 61.0％、

54.6％、73.4％で平均 61.8％、幼生期においてはそれぞれ 4.0％、9.5％で平均 6.8％、

卵－幼生期を通じて 2.4％、5.2％で平均 3.8％であった。既出の論文の両生類の

死亡率と比較すると、南大沢の個体群の卵－幼生期を通じた死亡率は既出の論

文と類似した傾向が見られた一方で、卵死亡率は高い傾向が見られた。卵死亡

に影響を与えた要因を知るため、１卵塊当たりの卵死亡率と気象要因との関係

を解析した結果、一腹卵数が大きくなることで卵塊内部の低酸素リスクの増

大・精子不足による受精失敗のリスク増大などにより死亡率が高まり、オスの

繁殖活動が活発になることで受精率が高まることが考えられた。 
 今回の調査で明らかとなった高い卵死亡率は、調査個体群が孤立した緑地で

繁殖する集団であることから遺伝的交流が少なく、繁殖個体の遺伝子多様度の

低下が原因である可能性も考えられる。今後、遺伝子解析を含めた周辺地域の

他個体群との比較が必要であろう。 
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トゲマダラカゲロウ属幼虫の体色斑変異と河床地質の関係 
 

田村 繁明（東京大学・森林動物学研究室） 
 
トゲマダラカゲロウ属幼虫は，河川上中流域で普通にみられ，底生動物群集

に占めるバイオマスは大きい．幼虫は石面付着物と他の底生動物を摂食する雑

食者で，魚類や鳥類の重要な餌である．トゲマダラカゲロウ属幼虫の体背面の

色斑には個体変異がある．本属のオオマダラカゲロウ幼虫では，白色部が多い

個体の優占度は淡色で明るい花崗岩河床の河川で大きく，暗色部が多い個体の

優占度は濃色で暗い堆積岩河床で大きい傾向が明らかにされている．この体色

斑と生息環境の色特性の対応は，本属幼虫の体色斑が捕食者や餌動物に対して

隠蔽色として機能していることを示唆する．しかし，花崗岩や堆積岩以外の色

特性の異なる様々な河床地質と本種の体色斑変異の関係や，本属他種の幼虫の

体色斑変異パターンは不明である．本研究は，本属のオオマダラカゲロウ，ミ

ツトゲマダラカゲロウ，フタマタマダラカゲロウの幼虫について，（1）体色斑

型を分類し，（2）様々な河床地質の河川における個体群の体色斑型構成と生息

地の河床地質の関係，（3）成長の程度や発育段階と体色斑との関係を明らかに

することを目的とする． 
様々な河床地質の河川が比較的近距離に位置する富良野，日光，奥多摩・丹

沢，瀬戸の 4 地域の河川 20 地点から老齢幼虫を採集した．また，花崗岩河床と

堆積岩河床の河川各 1 地点から中齢幼虫を採集した．生きたまま撮影した個体

の写真から体背面の 29 または 35 部位の RGB 値を測定し，その値に基づいた

クラスター分析により各種の体色斑型を分類した．各調査地点の河床の色特性

を評価するために，水中写真から河床の平均明度を算出した． 
トゲマダラカゲロウ属 3 種の体色斑はそれぞれ 4～5 型に分類され，いずれも

幼虫の体色斑と生息地の河床地質に連続的な対応関係があり，明るい河床の個

体群ほど明色の体色斑型個体の比率が大きかった．個体群間の体色斑型構成の

相違は，河床の砂や砂利の明度と明瞭な対応を示した．したがって，3 種の体

色斑は，捕食者や餌動物に対する隠蔽機能を有することが強く示唆される．ま

た，花崗岩河床と堆積岩河床の両地点におけるオオマダラ，ミツトゲ，フタマ

タの各個体群は，いずれも中齢幼虫期から老齢幼虫期にかけて体色斑型構成が

変化した．これは，体色斑の発育に伴う可塑性，もしくは体色斑による死亡率

の相違を示唆する．2 種では，両地点の個体群間における体色斑型構成の違い

は，中齢幼虫期よりも老齢幼虫期に顕著になる傾向があった．体サイズの大き

い老齢期には魚類や鳥類の捕食圧が高くなること，発育に伴い肉食傾向が強ま

ることに対する応答である可能性がある． 
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侵入に伴うブタクサハムシ Ophrealla communa LeSageの 
寄主範囲拡大のメカニズム 

 

土居 勇人（東京農工大学・昆虫機能化学研究室/動物行動学研究室） 
 
 植食性昆虫の寄主範囲拡大のメカニズムを明らかにすることは、同所的種分

化の最初のプロセスを明らかにすることであり、重要な課題である。しかし、

実際に寄主範囲拡大を直接観察することは難しく、実証研究が少ない。本研究

で用いた北米からの外来昆虫ブタクサハムシは、ブタクサハムシに先んじて日

本に侵入したオオブタクサを食害するが、原産地北米ではオオブタクサを食害

しない。よって、日本で寄主範囲拡

大が起こっている。そこで本研究で

は、このブタクサハムシの寄主範囲

拡大のメカニズム解明のため、日本

産・北米産のブタクサハムシと日本

産・北米産のオオブタクサの間で成

虫の選好性試験と幼虫の成長試験

を行い、オオブタクサとブタクサハ

ムシのどちらの進化がこの寄主範

囲拡大を引き起こしたのかを検証した。 
その結果、日本産・北米産どちらのブタクサハムシ成虫も、北米産オオブタ

クサより日本産オオブタクサをより利用した。また、幼虫でも日本産オオブタ

クサでより良い成長が見られた。また、日本産ブタクサハムシ成虫は北米産ブ

タクサハムシ成虫より、日本産・北米産どちらのオオブタクサに対しても、よ

り利用することが分かった。また、日本産ブタクサハムシ幼虫は北米産ブタク

サハムシ幼虫よりオオブタクサでより良い成長が見られた。これらの結果は、

オオブタクサが侵入した日本で防御を落とし、遅れて侵入したブタクサハムシ

が食害できたこと、また、日本でブタクサハムシがオオブタクサに対して適応

していることを示唆する。 
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カマキリ類のオスの交尾器の左右非対称性とその特異な交尾行動 

 

鈴木 航（首都大学東京・動物生態学研究室） 
 
 一般的に、昆虫の交尾器は左右対称である。しかし、カマキリ類のオスは左

右非対称な交尾器を持つことが知られている。オスの交尾器には、左右で対に

なっていない複数の鉤状の突起がある。交尾のときには、メスの体の上にオス

が乗り、オスは腹部をメスの腹部の横側を通して下方に曲げて、交尾器を接続

させる。本研究では、こうした左右非対称なオスの交尾器と交尾行動の関係を

明らかにするために、(1)雌雄の交尾器の左右非対称構造の観察、(2)オスの交尾

器の鉤状の突起の機能の解明、(3)オスの交尾時の腹部の曲げ方と交尾器形態の

関係について調査した。 

 2011 年から 2013 年の 9 月下旬から 11 月上旬にかけて、東京近郊で採集した

オオカマキリ 148 個体、チョウセンカマキリ 13 個体、コカマキリ 49 個体、ハ

ラビロカマキリ 23 個体を観察・実験に用いた。(1)に関して、4 種 111 個体のオ

スの交尾器を観察した結果、突起の位置などの基本構造は互いに類似しており、

いずれの種においても顕著な同方向への左右非対称性が認められた。オスの交

尾器には 3 個の硬化した鉤状突起が認められたが、メスの尾部の構造はいずれ

の種においても左右対称であった。(2)に関して、鉤状突起の交尾時のメスへの

作用部位を同定するために、微細蛍光ビーズを用いた交配実験を行った。それ

ぞれの突起の先端部に蛍光ビーズを塗布したオスをメスと交配させ、その後に

メスの尾部を蛍光実体顕微鏡下で観察することによって、突起の付着部位を特

定することができた。オスの長い方の突起は、メスの右側の亜生殖板に、短い

方の突起は左側の亜生殖板に位置していた。つまり、これらの鉤状の突起を使

って、亜生殖板の中央に埋め込まれている産卵管を持ち上げ、生殖腔を開けて

から交尾に至ることが明らかとなった。(3)に関しては、オスは鉤状の突起（釣

り針のように曲がっている）で産卵管を持ち上げられるように、自身の交尾器

をメスの体の右側から下面に回して、メスの尾部の左側に持ってくる必要があ

る（反対側からでは鉤状突起がひっかからない）。このオスの腹部の曲げ方は、

常に一定で、逆向きに腹部を曲げる個体は観察できなかった（N=30）。交尾を

経験したオスだけでなく、交尾未経験のオスも、試行錯誤することなく右側か

ら下方へと腹部を曲げて交尾に成功した（N=8）。つまり、この交尾行動は学習

によって獲得されるわけではなく、生得的な行動であると考えられた。 
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ナミヒメクモバチ複合種群（膜翅目・クモバチ科）の種分化解析 
 

久留島 宏明（首都大学東京・動物系統分類学研究室） 
 
一般的に孤独性カリバチでは、メスよりもオスが交配に対して大きなコスト

を払うため、オスの配偶行動による種分化が起こる可能性がある。ナミヒメク

モバチ複合種群 Auplopus carbonarius species-complex は、竹筒トラップ法により

多数の未交尾成虫を得られること、種群内に隠蔽種を含む可能性があることか

ら、このような種分化を研究する上で恰好の材料であるといえる。 
ナミヒメクモバチ Auplopus carbonarius（Scopoli, 1763）は主に旧北区温帯域

に分布するハチで、小型の徘徊性クモ類を狩り、それを泥で造った育房の中に

運び込み幼虫の餌とする。 
ナミヒメクモバチ日本集団は、オスの大顎の色と顔面の黄白色紋の長さによ

ってシロハ型とクロハ型の 2 型が区別される。また、メスの型を外部形態から

区別することは困難である。この 2 型を別種とする説もあるが、学名の適用が

適切でなく、分類は現在も混乱している。本研究ではこの 2 型に加え、韓国産

の個体を用いて交配実験を行い、各集団の分化の程度を配偶行動の比較から評

価した。また、ミトコンドリア COI 領域を用いた分子系統解析により、各集団

の遺伝的な分化の程度についても調べた。 
ナミヒメクモバチの未交尾成虫は竹筒トラップによって採集した。オスの型

は顔面の形態から判断し、メスの型は同一の竹筒から羽化したオスと同じ型と

した。これは、メスが一か所に複数の育房を連続して作る習性から、同じ竹筒

内のオスとメスは母親を同じくする兄妹である可能性が高いと考えられるから

である。韓国産の個体は羽化日の違いから韓国 1 型と韓国 2 型に分けた。ここ

から雌雄 1 個体ずつをシャーレに入れ、その行動をビデオカメラで記録した。

また、交尾したように思われたメスの一部を解剖し、精子の有無を確認した。 
交配実験の結果、オスの求愛行動（翅震わせやマウント）、交尾器挿入、交尾

したメスの静止、交尾済みメスによる交尾拒否などの配偶行動パターンが同型

間で観察された。オスのマウント時間や交尾済みメスの交尾拒否行動には型ご

とに違いが見られた。 
同型・異型間の配偶行動を比較すると、同型間では交尾の成功例が見られた

のに対して、異型間では全く見られず、求愛率も低いことがわかった。また、

沖縄産のクロハ型は九州以北産のクロハ型や他の型と交尾しなかった。 
分子系統解析の結果、シロハ型・九州以北産クロハ型・韓国 1 型・韓国 2 型・

沖縄型クロハ型がそれぞれ独立したクレードを形成し、各々が遺伝的に独立し

た集団であることが示唆された。 
これらの結果から、ナミヒメクモバチ複合種群には互いに行動的に隔離され、

遺伝的に分化した、少なくとも 5 種の隠蔽種が含まれていることが示唆された。 
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水田のアシナガグモ類に及ぼす 
環境保全型農業の影響とその景観依存性 

 

筒井 優（東京大学・生物多様性科学研究室） 
 
水田は湿地棲生物の代替生息地として知られているが、農業の集約化により

水田の生物多様性は減少している。これに対処するため、生物多様性の保全や

生態系サービスの向上を目的とした環境保全型農業が実施されている。環境保

全型農業を効果的に実施し、するため、本研究では以下の 2 つに着目した。第

1 に周辺景観により環境保全型農業の効果が変化することが知られているため、

生物多様性に及ぼす周辺景観の影響を評価する必要がある。第 2 に水田環境は、

農事歴により季節的に変化するため、複数の時期で環境保全型農業の効果を評

価する必要がある。これらを評価するため、水田で優先する捕食者であるアシ

ナガグモ類とその餌生物に着目し、複数時期で周辺の森林率に応じたアシナガ

グモ類と餌生物に及ぼす環境保全型農業の影響を明らかにした。 
調査は、栃木県塩谷町で慣行栽培と特別栽培水田で 6 月と 7 月、11 月に行っ

た。6 月と 7 月では、田面が灌水され、ユスリカを主とした餌生物が増えるた

め、アシナガグモ類は水路から田面へ移入し、個体数を増加させると考えられ

る。11 月では、稲刈後で田面が乾燥するため、アシナガグモ類は田面から水路

へ再び移入すると考えられる。アシナガグモ類は田面と水路でスイーピングと

目視で、餌生物は粘着トラップで調査した。 
アシナガグモ類と餌生物の数は周囲の森林率が高いほど農法間の差が大きく

なり、特別栽培で数が多くなった（図）。一方、上記の森林率と農法に応じたア

シナガグモ類の空間パターンは、稲刈後の水路では見られなくなっていた。考

察では、周囲の森林率が高いほど特別栽培の効果が高まったプロセスと稲刈り

後の水路で傾向が見られなくなった理由を議論する。 
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図：田面の森林率と農法がアシナガグモ類と餌生物に及ぼす影響 
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