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USP Campus overview キャンパスについて 

The meeting will take place in CACE and Building A7 of USP (filled stars in the map). You can easily access to this 

section of campus through the bus stop, “Kenritsu-daigaku”, or the north parking. Few restaurants are there on and 

around campus (campus restaurants will be open only on Monday, 12th). There is a convenience store near campus 

(open star in the map). 

会場には交流センター、A7棟を使用します（地図上の★印）。会場へはバス停「県立大学」、または北駐車場をご利用くださ

い。北駐車場が満車の場合は南駐車場をご利用ください。会場周辺に飲食店はほとんどありません。大会会期中、12日以

外は大学生協食堂・カフェテリアも営業していません。大学前にコンビニエンスストアが 1店あります（地図上の☆印）。 

 

Additional information about access to the campus is available on the websites of the meeting 

(https://sites.google.com/site/populecol31/) and USP (http://www.usp.ac.jp/). 

 

キャンパスへのアクセスの詳細については大会ホームページ(https://sites.google.com/site/populecol31/)および大学サイ

ト(http://www.usp.ac.jp/)もご覧ください。 

  

バス停「県立大学」 
Bus stop “Kenritsu-daigaku” 

 

交流センター CACE 

Registration, Room A–F, Poster Sessions 

懇親会会場 ナシェリア 
Banquet 

A7 棟 湖風会館 
Building A7 (Room G, H) 

北駐車場 
North parking 

バス停「県立大学南口」 

Bus stop “Kenritsu-daigaku-minamiguchi” 

 

コンビニ 

Convenience store 

 

南駐車場 

South parking 
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Primary buildings 会場建物について 

 

  

 
Room D 
大会本部 

 

 

Room E 
運営委員会 

 Room F 

授乳室 

Headquarter
s 

Nursing Room 

Steering committee 

 

 

Room B 
クローク 

Cloak 

Room C 
休憩室 

Resting 

 

Room A 
ホール 

Hall 

 

ホワイエ 

Poster sessions 

ポスター発表 

Hall 

 
 

企業展示 
Commercial Exhibition 

受付 
Registration 

2nd floor 

1st floor 

CACE (Center for Academic and Cultural Exchange) 

バス停 
Bus stop 
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Room G 

A7-101 

Building A7 
交流センター 
CACE 

 

 

Room H 

A7-102 
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Program summary プログラム概要 

 

Saturday, 10 October 

 Time Event Room 

14:00–17:00 運営委員会 

Steering committee 

交流センター 2階 

Room D, CACE 

16:00–18:00 これからの 30年：生態学の大問題は何か？ 

The next 30 years of Ecology 

A7棟 湖風会館 

Room G, Building A7 

 

Sunday, 11 October 

 Time Event Room 

9:00–12:00 基調シンポジウム A 

Plenary symposium A 

交流センター：ホール 

Room A, CACE 

12:00–14:00 ポスター発表コアタイム 

Poster session 

交流センター：ホワイエ 

Foyer, CACE 

14:30–16:30 企画シンポジウム 

Organized session 

A7棟 湖風会館 

Room G and H, Building A7 

17:00–18:20 総会 

General meeting 

交流センター：ホール 

Room A, CACE 

18:30–20:30 懇親会 

Banquet 

カフェテリア“ナシェリア” 

Cafeteria Nasheria 

※本年度は該当者なしにより奨励賞の授賞式・受賞講演はありません。 

 

Monday, 12 October 

 Time Event Room 

9:00–12:00 基調シンポジウム B 

Plenary symposium B 

交流センター：ホール 

Room A, CACE 

13:00–15:00 企画シンポジウム 

Organized session 

交流センター：ホール 

Room A, CACE 
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Key information 主なお知らせ 

 

Reception 受付 

The reception desk (registration counter) will be open at the foyer of CACE (1st floor) during the following time 

periods. 

  10th (Sat) 12:00-18:00 

  11th (Sun) 8:30-18:00 

  12th (Mon) 8:30-16:00 

If you have preregistered online without an advance payment, or if you have not registered yet, please complete 

your payment on the day of arrival. The registration fee is 7,000 JPY for a general PES member, 5,000 JPY for a 

student member, and 8,000 JPY for a non-member. Please remember to wear your name tag on campus. 

 受付は以下の時間に交流センター1階ホワイエで行っています。 

  10 日（土）12:00-18:00 

  11 日（日）8:30-18:00 

  12 日（月）8:30-16:00 

 事前登録をされて参加費・懇親会費が未振込の方、事前登録をされず当日参加される方は、受付にてお支払いください。

参加費は一般会員7,000円、学生会員5,000円、非会員8,000円です。会場では名札をおつけください。 

 

Checkroom  クローク 

Free checkroom will be available at the Room B of CACE (1st floor) during the following time periods. 

  10th (Sat)  14:00-18:00 

  11th (Sun)  8:30-18:30  (there will be an alternative cloak at the banquet room during 18:30-20:30) 

  12th (Mon)  8:30-16:30 

Please keep valuables to yourself. We are not responsible for lost, stolen, or damaged items. Make sure to pick up 

all your luggage at the end of the day, because we cannot keep them overnight! 

 交流センター1階 Room Bにてお荷物をお預かりします。預かり時間は以下のとおりです。 

  10 日（土） 14:00-18:00 

  11 日（日） 8:30-18:30 （18:30-20:30 は懇親会会場に荷物置き場を設けます） 

  12 日（月） 8:30-16:30 

 貴重品は必ずご自身で管理してください。お預けになった荷物に関しても万一の盗難・破損の責任は負いかねます。日付

をまたいでのお預かりはできません。いずれの日もクローク終了時間までに荷物を引き取ってください。 

 

Resting & nursing  休憩室・授乳室 

Resting room: Room C of CACE (1st floor). 

Nursing room: Room F of CACE (2nd floor). 

All rooms will be available during the following time periods. 

  10th (Sat)  14:00-18:00 

  11th (Sun)  9:00-18:00 

  12th (Mon)  9:00-16:00 
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 以下の日程で休憩室(交流センター1階 Room C)と授乳室（交流センター2階 Room F）を開設します。 

  10 日（土） 14:00-18:00  

  11 日（日） 9:00-18:00  

  12 日（月） 9:00-16:00  

 

Symposia  シンポジウム 

Please start and finish your presentation on time. You will not be allowed to extend the scheduled time. 

Liquid-crystal projectors will be provided in all presentation rooms, but the organizers should be responsible for 

preparation of computers to which they hook up the projectors. We will assign a couple of assistants to each 

presentation room. 

設定された時間内に終了するように進行をお願いします。時間延長はできません。シンポジウムの発表には液晶プロジェク

ターが使用できます。液晶プロジェクターに接続するコンピューターおよび発表用ファイルは、シンポジウム企画者の責任で

準備してください。開催時間帯の各会場には1～2 名のスタッフを配置します。 

 

Poster presentations  ポスター発表 

Panels and pins will be provided for you to pin your poster. Posters will be displayed from Saturday (14:00) until 

Monday (16:00). You may put your poster on Saturday (14:00). Remove your poster by 16:30 at latest. 

 展示場所は展示ボードに「発表番号」で指示されています。ポスターをボードへ貼り付けるための画鋲などは大会事務局

で用意します。ポスターは10 日（土）14:00 から12 日（月）16:00 まで掲示することができます。ポスターは12 日（月）

16:30までに回収するようにしてください。 

 

Awards  ポスター賞 

We will select one Best Poster Prize and three Excellent Poster Prizes from student, graduate student, post-doctral 

poster presentations. The winners (lead/presenting authors) will be announced and awarded during the banquet. 

Candidates are required to register at the reception desk. All the participants are voting for the award. Please drop 

your ballot into the box at the reception desk until 17:00 on Sunday. 

 個体群生態学会大会では、優秀なポスター発表を選んでポスター賞を授与します。 

対象者：ポスター賞の対象者は、学生、院生およびポスドクなどの若手研究者とします。希望者は受付時にエントリーしてく

ださい。 

審査方法：本大会参加者全員が審査員となります。受付時に投票用紙をお渡ししますので、「ポスター賞候補」の表示のあ

るポスターの中から授賞にふさわしいと思うポスター1 件の講演番号を記入し、11 日（日）17:00までに受付横に設置した

投票箱に投票してください。 

授賞の件数と表彰方法：得票数順に『最優秀賞』（1 件）および『優秀賞』（約3 件）を表彰します。懇親会のなかで表彰式を

行ないます。 

 

Photo  会場内での撮影・記録 

Please be advised that you are responsible for the copyrights or portrait rights of photos and videos that you take 

during the meeting. Regardless of the presentation type, all photo-takers should be meticulously careful not to cause 

any inconvenience to scientific activity of the presenters. 
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著作権、肖像権を侵害しない範囲で行ってください。シンポジウム講演、ポスターなど、すべての形態の研究発表について、

発表者に不利益が生じるかたちでの記録を決して行わないようにお願いいたします。 

 

Steering committee  運営委員会 

The committee will be held during 14:00–17:00 on 10th (Sat) at room E of the Center for Academic and Cultural 

Exchange (CACE). Please make sure to be there if you are a member of the committee. 

10 日（土）14:00 から17:00 まで、交流センターroom Eで開催します。運営委員の方はご参加ください。 

 

PES general meeting  総会 

The general meeting will be held during 17:00-18:20 on 11th (Sun) at room A of the Center for Academic and 

Cultural Exchange (CACE). All PES members are highly encouraged to attend the meeting! 

11 日（日）の17:00 から18:20 まで交流センターroom Aで行われます。会員の皆様におかれましては、ぜひご参加いた

だきますようお願いいたします。 

 

Banquet  懇親会 

The banquet will be held during 18:30-20:30 on 11th (Sun) at the Cafeteria Nasheria. Prior registration is required 

for attendance. If you are eager to attend, please consult with the reception staff on arrival. Our staff will be checking 

your name tag for the “paid" stamp at the entrance, so please make sure to bring it. We cannot allow anyone to join 

the banquet unless you have the stamp on your name tag. Courtesy bus bound for Hikone Station will be available 

after the banquet.  

11 日（日）18:30-20:30 にカフェテリア「ナシェリア」で行ないます。当日参加を希望される方は受付にてご相談ください。懇

親会会場入り口にて、大会スタッフが名札の懇親会参加印の確認をさせていただきますので、名札を必ず持参ください。名

札の参加印がない場合は、ご入場いただけません。懇親会会場からは臨時で彦根駅行のバスをご用意しております。ご利

用ください。 

 

Smoking  キャンパス内での喫煙 

We do not have any smoking area on campus. Thank you for your understanding. 

大学構内は、全面禁煙です。ご協力をお願い致します。 

 

Parking  駐車場 

Parking will be available throughout the meeting period. The north parking is the closest to the meeting rooms. 

 大学には北駐車場と南駐車場があります。会場へは北駐車場をご利用いただくと便利です。北駐車場が満車の時は、南

駐車場をご利用ください。 

 

WiFi  無線LAN 

Free WiFi is available in the venue.  

1. Connect to the wifi network (SSID) named “AD_HS”. 
2. Launch any browser software (internet explorer, safari and so on) and a login form will appear. If login form not 

shown, please access to “http://1.1.1.1”. 

3. Enter “wlses2” as user id, “20151010” as password. 

4. If connection established, the homepage of UPS will appear. 
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会場ではフリーWiFiが利用できます。 

1. ネットワーク名(SSID)”AD_HS”に接続してください。 

2. ブラウザソフト（インターネットエクスプローラーやSafari）を立ち上げると、ログイン画面が表示されます。表示されない場

合、”http://1.1.1.1”にアクセスしてください。 

3. ユーザーIDに“wlses2”を、パスワードに“20151010”を入力してください。 

4. 接続が確立されると、滋賀県立大学のホームページが表示されます。 

 

Lunch  昼食 

Campus restaurants will be open only on Monday, 12th. Please bring your own lunch or try off-campus eateries in 

the neighborhood. Participants who ordered lunch box in advance can receive one at the reception desk on 11th 

and 12th. 

キャンパス内の食堂は 12 日（月）のみ営業しています。昼食は持参または近隣のコンビニなどをご利用ください。11 日・

12 日の昼食用にお弁当を予約された方は、各日 11:00 以降に受付でお受け取りください。代金は 870 円で、お茶とセット

なら 1000円です。 
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Autumn Eco-cafe 秋のエコカフェ 

これからの30年：生態学の大問題は何か？ 

The Next 30 years of Ecology  

10月10日（土） 16:00-18:00 （A7棟湖風会館 room G） 

Saturday, 10 October 16:00-18:00 room G, building A7 

Language: Japanese 

 

個体群生態学会は 1961 年の創立からすでに 50 年以上経過しました。創立時の会員は 30 歳以下

の若い研究者ばかりで、個体群生態学の課題について熱い議論が交わされていました。この企画で

は、そうした“青い”熱気を復活させたいと思います。これまでどんな問題が提起され、どのように

解決し、あるいは解決されていないのかを振り返るとともに、これからの生態学の課題についてざ

っくばらんに、無礼講で議論したいと思います。学会の初期の伝統に戻って若い人を中心に議論を

し、年長の“えらい研究者”にも参加してもらいます。どんなユニークな意見が出るか、乞うご期待。 

 

生態学の過去 30 年：何を問うてきたのか 

西田隆義（滋賀県立大） 

この企画集会では、いわゆるお勉強を目指さない。なぜかというと、お勉強の成果であるすぐに

役に立つものは、すぐに役に立たなくなるからだ。ここでは、これからの 30 年先の生態学の展望

について話したい。30 年とは、研究者が研究者として自立してから、研究生活を終える全研究期

間にほぼ相当する。つまり、今まさに研究を始めた若者が、その研究生活の終わり近くの時期に行

われている生態学について妄想を広げたい。 

30 年たつと生態学の研究はどのくらい変わるのだろうか？これは、現在の生態学を今から 30 年

前の生態学と比較すること、30 年前の生態学を 60 年前の生態学と比較することで理解できるかも

しれない。この 60 年間で、生態学は進化をあえて問わずに動態の直接の原因を問うた時期から、

自然選択を取り入れて普遍化を目指した時期をへて、普遍化を断念して多元的に詳細な因果関係と

歴史を問うようになったと概括できる。この過程で得たもの、失ったものを考えることで、将来に

ついてお話したい。 

生物学のなかの生態学 

細 将貴（京都大学白眉センター） 

教科書には、生態学とは生物の分布と密度が何によって決定されているのかをあきらかにする学

問だ、と書かれている。しかし、生態学をドライブしてきたのは、あるいは生態学者が心惹かれて

きたのは、常にそのような古典的な問題だったわけではない。また生物学者一般が生態学者に一目

を置くのも、その命題の重要さゆえでは必ずしもない。本講演では、生態学そのものではなく、そ

れを取り巻く学術的な要求と、研究を実践する個人の動機から、分野の行く末を議論したい。 
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Plenary Symposia 基調シンポジウム 

Plenary Symposium A: 

[SpA] Sex in the Community: Reproductive Interference and its Implications 

10月11日（日） 9:00-12:00 （交流センター room A） 

Sunday, 11 October 9:00–12:00 room A (Center for Academic and Cultural Exchange) 

Language: English 

 

Organizer: Suzuki Noriyuki (Rissho Univ.) & Daisuke Kyogoku (Kyoto Univ.) 

Reproductive interference has received attention in recent years as an important interspecific interaction 

that can cause species exclusion, niche partitioning, and character displacement. Due to its potential 

generality across animal and plant taxa, it should be further linked with diverse phenomena in population 

ecology and evolutionary biology, such as eco-evolutionary dynamics and adaptive radiation. Here, in this 

symposium, young ecologists introduce the recent advances on the cause and consequence of reproductive 

interference. Notably, we arranged commentators to each speaker to provide the renewed attention to this 

area and to enhance discussion. By doing so, we would like to clarify the future perspective on reproductive 

interference and its related areas. 

繁殖干渉は、競争排除や形質置換といった生態的・進化的に重要な帰結をもたらす種間相互作用とし

て近年注目されています。しかし、動植物全般にわたる繁殖干渉の潜在的な普遍性を考えると、個体群

生態学や進化生物学の多様なトピックにもっと関連づけられると期待されます。そこで本シンポジウム

では、繁殖干渉の原因と結果についての最近の研究成果について紹介します。特徴的な点として、各講

演者にコメンテーターをひとりずつ配置し、客観的な目線から繁殖干渉の発展性について議論してもら

います。こうすることで、より広範囲のトピックとのつながりを明らかにしていきたいと考えています。 

[SpA-1] Asymmetry in species recognition and reproductive interactions in a 

hybridizing avian species pair 

○David Wheatcroft (Department of Ecology and Genetics, Uppsala University) 

Divergence in the form of male mating traits and female preferences for those traits is thought to play a 

vital role in the speciation process. In songbirds, males learn their songs and females learn song preferences 

from adult tutors, making divergence in the learning process important in maintaining reproductive barriers 

across species. The song learning process in birds is based on innate auditory predispositions that bias young 

birds to learn the songs of their own species, but the potential role of these predispositions in the build-up of 

reproductive isolation between species remains mysterious. Here, I compare innate auditory predispositions 

in two closely related species of songbirds, the collared and pied flycatchers (Ficedula spp.). I demonstrate 

that juveniles from both species innately recognize their own species’ songs. I present behavioral data 

suggesting that early perceptual differences influence adult song production and preferences and investigate 

the neural basis of these behaviours. My results imply that genes involved in auditory perception influence 

the vocal learning process, which in turn affects reproductive isolation between these recently diverged 

species. 

キビタキ属近縁２種における種認識と配偶行動の非対称性 

◯David Wheatcroft（ウプサラ大学） 

オスの繁殖形質とそれに対するメスの選好性は、種分化における重要な要素であると考えられている。

鳥類では、オスは鳴き声・メスは鳴き声に対する選好性を成鳥から学習するため、この学習プロセスが
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生殖隔離の維持に貢献している。この学習プロセスは聴覚に関わる遺伝的素因に依存するため、若鳥は

同種の鳴き声を学習しやすい。しかし、生殖隔離が成立する段階における学習プロセスの役割はよく分

かっていない。そこで私は、キビタキ属の近縁 2 種において聴覚の遺伝的素因を比較した。その結果、

両種とも若鳥は生得的に同種の鳴き声を認識することが明らかになった。また、初期の知覚の違いが成

鳥における鳴き声と選好性に影響を与えることが分かった。これらの行動の神経基盤を調べたところ、

聴覚に関わる遺伝子が鳴き声の学習プロセスに影響を与え、結果的にこれらの種間における生殖隔離に

影響していることが示唆された。（翻訳：鈴木紀之） 

[SpA-2] The evolutionary ecology of niche separation in Leptidea butterflies 

○Magne Friberg (Uppsala University), Vlad Dinca (University of Guelph), Christer Wiklund 

(Stockholm University) 

The formerly well-known and well-studied pierid butterfly species Leptidea sinapis harbors multiple 

layers of cryptic variation. Lately, the species complex has emerged as an interesting model for evolutionary 

diversification, ecological niche divergence and chromosomal biology. For example, recent evidence 

suggests that even though the cryptic species complex show an unprecedented variation in chromosome 

number both within and among species (L. sinapis sensu strictu varies between 2n=56-106), this variation 

seems unlinked to the underlying reasons for species divergence. Instead, reproductive isolation is 

maintained by females exclusively choosing conspecific males. In sympatric areas, males readily court also 

heterospecific females in elaborate courtship rituals that impose time costs on both sexes. Interestingly, such 

reproductive interference could potentially be driving niche separation, and explain the occurrence of a 

geographic mosaic of niche separation. Across Europe, the sympatric cryptic species shift habitat specialist 

and generalist niche roles in different areas. We suggest that selection likely favors habitat specialization in 

the rarest species in each region, and the direction of niche separation might simply be decided by which 

species that first colonizes an area. 

ヒメシロチョウ属のニッチ分割をめぐる進化生態学 

◯Magne Friberg（ウプサラ大学）, Vlad Dinca（ゲルフ大学）, Christer Wiklund（ストックホルム大学） 

シロチョウ科の Leptidea sinapis を対象とした研究は盛んに行なわれてきたが、次第に複数の隠蔽種を

含むことが明らかになってきた。近年、この種群はニッチの多様化や染色体研究における優れたモデル

になりつつある。例えば、この種群の染色体数では種内および種間に変異があるが（L. sinapis では

2n=56~106）、この変異は種分化のプロセスとは一致していないようである。その代わり、生殖隔離はメ

スが同種のオスを選ぶことにより維持されている。同所的分布地では、オスは時間コストのかかる行動

様式で他種のメスにも求愛する。興味深いことに、この繁殖干渉がニッチ分割をもたらし、ニッチ幅の

地理モザイクを形成している可能性がある。すなわち、ヨーロッパ全土を見渡すと、同じ種であっても

地域によってニッチ幅が異なっている。各地域において数の少ない種がスペシャリストに分化し、ニッ

チ幅は単純にどちらの種がその地域へ先に侵入するかで決まると考えられる。（翻訳：鈴木紀之） 

 

[SpA-3] Reproductive character displacement by the evolution of female mate choice  

○Ryo Yamaguchi (Kyushu Univ.) 

Interspecific mating often results in the loss of female reproductive success and can lead to the extinction 

of a species. In such situations, females evolve a stronger mate preference to avoid heterospecific mating, 

which promotes premating barriers between species. Here, we analyze this evolutionary process when male 
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traits of the two species are overlapped and their hybrids are not viable, based on a quantitative genetic 

model for a male secondary sexual trait and the female mate preference that facilitates species recognition. 

The evolutionary shift in the male trait was largest when the intensity of female mate choice was at an 

intermediate magnitude. We also discuss the risk of extinction of the resident species resulting from contact 

with an alien species through reproductive interference and incomplete recovery of fitness after the 

reproductive character displacement. Finally, we propose the role of reproductive interference in recurrent 

speciation due to geographic isolation to improve our understanding of the dynamics of species diversity. 

繁殖干渉によるメスの選好性進化と生殖的形質置換 

○山口諒（九大院・シス生） 

生物種間において、種間交雑はしばしばメスの繁殖成功度の低下をまねき、ときには一方の種を絶滅

に導く。メスがオスの形質に対して選好性を持つ種の場合、この繁殖干渉を避けるように自集団のオス

へのより顕著な選好性を進化させ、交配前隔離に強化が生じる。本研究は、オスの二次性徴形質が類似

している異所的に存在した二種を仮定し、その分布域が重なった後における形質とそれに対応するメス

の選好性の共進化について量的遺伝モデルを用いた解析を行った。オスの形質は種間の認識を明確にす

る方向へと進化し、そのシフト量はメスの選好性が中程度に強い場合に最大となることがわかった。平

衡状態はオスの形質に対する自然選択と性選択のバランスによって実現されるとともに、常にメスの選

好性が先行した。さらに本講演では、以上の形質シフトが完了せずに絶滅に至ってしまう場合の条件と

不完全な生殖的形質置換に終わってしまうシナリオについて議論する。また最後に、繁殖干渉の進化的

帰結が繰り返しの側所的種分化を促進するメカニズムについて提案する。 

[SpA-4] The promise of Eco-Evolutionary Perspective: Evolutionary Rescue Associated 

with Reproductive Character Displacement 

○Daisuke Kyogoku (Kyoto University) 

There is good evidence to believe that reproductive interference can lead to several different consequences 

at local scale, including extinction, reproductive trait divergence, and habitat segregation. However, little is 

known about relative likelihoods of these consequences and factors affecting the likelihoods. First I suggest 

new definition of reproductive interference to make it explicit what we really mean by saying “reproductive 

interference.” Then I suggest that eco-evolutionary perspective, particularly the concept of evolutionary 

rescue, helps us comprehensively understand the consequences of reproductive interference; it is the “race” 

between evolution and population decline that determines whether trait divergence occurs or one or the other 

population becomes locally extinct. Hence factors affecting the rate of adaptive evolution (e.g. genetic basis 

of traits and the traits that evolve) or the rate of population decline (e.g. per capita interfering effect and 

abundance of organisms) likely affect the consequences of secondary contacts during which reproductive 

interference takes place. In order to comprehensively understand the consequences of reproductive 

interference, we need to compare relative likelihoods of them considering the above-mentioned factors 

simultaneously. 

Eco-Evo の視点から考える：繁殖形質置換に付随して生じる進化的救助 

○京極大助（京都大学） 

繁殖干渉は種々の異なる帰結（局所絶滅、繁殖形質の分化、ハビタット分割など）をもたらすと考え

られている。しかし、これらの帰結の相対的な生じやすさや、その生じやすさに影響する要因について

はほとんど分かっていない。この発表ではまず、議論を明確にするために繁殖干渉の新たな定義を提案
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する。続いて、いわゆる eco-evolutionary dynamics の視点、とくに進化的救助の概念が繁殖干渉の帰結を

統一的に理解する助けになるであろう事を指摘する。すなわち、種間で形質の分化が生じるか、あるい

は絶滅が生じるかは、適応進化と絶滅の“スピード競争”によって決まると考えられる。したがって、進化

速度に影響する要因（遺伝基盤やどういった形質が進化するかなど）と個体群の縮小速度に影響する要

因（他種の干渉能力や個体数など）が繁殖干渉の帰結に影響するだろう。繁殖干渉の帰結の包括的な理

解のためには、これらの要因を同時に考慮しつつ種々の帰結の生じやすさを比較していく必要があるだ

ろう。 

 

Commentators: 

Toshitaka Suzuki (SOKENDAI)     

Suzuki Noriyuki (Rissho Univ)  

Kotaro Kagawa (Univ of Tokyo) 

Minoru Kasada (Univ of Tokyo)     
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Plenary Symposium B: 

[SpB] Biogeography: spatial partitioning of diversifying lineages 

10月12日（月） 9:00-12:00 （交流センター room A） 

Monday, 12 October 9:00–12:00 room A (Center for Academic and Cultural Exchange) 

Language: English 

 

Organizer: Takayoshi Nishida (Univ. of Shiga Prefecture) 

Theory of Island Biogeography (TIB) by MacArthur and Wilson (1967) was a starting point of modern 

ecological biogeography. Until their seminal study, biogeography had been descriptive studies largely based 

on phylogeny, dispersal history and geographic barriers. The largest contribution of TIB was a proposal of 

a general explanatory framework for quantitative studies of biogeography in general. It should be noted, 

however, r-K paradigm, the major assumptions of TIB, had gradually lost its heuristic value both 

theoretically and empirically during 1980s to account for colonization success and extinction. As a result, the 

status quo of TIB is just a descriptive model, in which balance of the immigration and extinction rate 

determine the species equilibrium. In this symposium we aim to re-establish ecological biogeography by 

incorporating key ecological interactions to understand from a small pattern between closely related species 

or populations to global biodiversity patterns and, hopefully, we would provide simple and testable 

predictions for future study of biogeography. 

マッカーサー・ウィルソン（1967）の「島の生物地理」は現代の生態生物地理の出発点となった。彼

らのこの強い影響力をもった研究以前には、生物地理とは系統、分散の歴史、地理的な障壁に基づく記

載的な研究だった。島の生物地理の最大の貢献は、生物地理の定量的な研究一般に対して普遍的な説明

の枠組みを提供したことだ。しかし、島の生物地理の主要な前提である r-K パラダイムは、1980 年代を

通じて徐々に、理論的にも実証的にも移入の成功と絶滅を説明する上で、その発見的な価値を低下させ

ていった。その結果、島の生物地理は、移入率と絶滅率のバランスで種の平衡が決まるという単なる記

載的なモデルになっているのが現状である。このシンポジウムでは、鍵となる生態的相互作用を取り入

れることで生態生物地理の再構築し、それによって近縁種間にみられる小スケールのパタンから地球規

模の生物多様性のパタンまで理解し、さらに将来の研究のためにシンプルでテスト可能な予測を提供し

たい。 

[SpB-1] Incorporating key ecological interactions into biogeography: a simple rule 

accounting for “primary effect” 

Takayoshi Nishida, Takehiro Yoshizaki & Koh-ichi Takakura (Faculty of Environmental 

Sciences, The University of Shiga Prefecture)  

“Island Biogeography” by MacArthur and Wilson (1967) has been impacting on ecological biogeography. 

Their theory was composed of two major assumptions: equilibrium of species number by immigration and 

extinction, and r-K selection that determines competition outcomes in different ecological contexts. Roughly 

5 decades after their study, only the first assumption remains, and thus now their theory has virtually no 

relevance to ecological properties of interacting species. Here I propose to incorporate alternative negative 

interactions instead of resource competition; negative sexual interaction and release from intense 

intraspecific competition, both of which might account for rapid displacement of interacting species in 

biological community. In particular, on the basis of negative sexual interaction, I explain that “prior effect”, 

in which the order of arrival has a critical effect on colonization success, and may account why temporal 

displacement of related species is history dependent in a deterministic manner in the case of Bidens, a genera 

of weeds, widely distributed in central Japan.  
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生物間相互作用と生物地理学の統合：先着効果を説明するシンプルな法則 

西田隆義・吉崎雄宏・高倉耕一（滋賀県大・環境） 

マッカーサー・ウィルソンの島の生物地理は 1967 に刊行され、それ以来、生態生物地理の研究にお

おきな影響を与えてきた。彼らの理論は、種数は移入と絶滅のバランスで決まること、および r-K 選択

が異なる生態的文脈で異なった競争の帰結をもたらすこと、という２つの前提に基づいている。刊行か

ら 50 年近く過ぎた今日、かれらの理論で残っているのは最初の仮定だけであり、生態的特性の役割は

ほとんどないといってよい。この講演では、群集において急激な種の置き換わりを生じさせる可能性が

ある２つの代替要因、すなわち種間の負の性的相互作用と強い種内競争からの解放、を生物地理の研究

に取り込むことを提案する。特に負の性的相互作用に基づいて、群集における先着効果、つまりどちら

の種が先に移入するかが定着に成功するかしないかを大きく決めることを説明し、本州中部に広く分布

する雑草であるセンダングサ属を例にあげて、種の経時的な置き換わりが移入の歴史に依存して決まる

ことを示す。 

[SpB-2] Island biogeography of invasive vs. native plants 

Koh-ichi Takakura (University of Shiga Prefecture) 

The invasions of alien species are often rapid. We may have overlooked the effect of alien species on 

native species and ecological changes of the native species in the process of the invasion. In this presentation, 

I will introduce an example of such overlooked ecological changes in the once-common native weed species. 

The annual weed plant, Veronica polita lilacina, is native to Japan and it was a common weed species 

occurring at the roadsides and cultivated fields a century ago. But, this native species is quite rare and listed 

in Red Data Book at present. Instead, alien congener, V. persica, is very common today. I and colleagues 

demonstrated that the alien species exerts the reproductive interference (RI); it strongly suppressed the seed 

production of the native species via interspecific pollen transfer. Furthermore, we surveyed the abundance of 

Veronica species in ca. 60 islands and showed that the invasions of the alien species repeatedly displaced the 

native species from islands. In the mainland, however, the native species is rare but persistent with small 

abundance. How can they escape from the RI from the alien species? We found that the native species 

modified the morphology of its fruit to specialize themselves to the stone wall environment where the alien 

species is absent. These findings suggest that we have overlooked ecological changes in common species 

and island-biogeographical studies can detect such changes. 

侵入種 vs.在来種についての島の生物地理 

高倉耕一（滋賀県立大・環境） 

外来種の侵入はしばしば急激におきる。それゆえ侵入の過程で外来種が在来種に与えた影響や在来種

に生じた生態的な変化が見逃されてきた可能性がある。この講演では、かつてありふれていた在来種の

雑草においてそのような生態的変化が見逃された例を紹介したい。一年生の雑草であるイヌノフグリは

日本在来であり、100 年前には道端や農耕地に生える普通の雑草だった。しかし、現在では非常に稀であ

りレッドデータブックに掲載さている。それに替わって、同属の外来種であるオオイヌノフグリが今で

は非常にありふれている。私は共同研究者ともに、この外来種が繁殖干渉(RI)していることを示した。す

なわち、種間送粉によってこの外来種は在来種の種子生産を強く抑制していた。さらに、約 60 の島々に

おいて両種の密度を調べることにより、この外来種の侵入によって在来種が繰り返し駆逐されたことが

分かった。しかし本土においては、在来種は稀であるが、低密度で存続している。どのようにして在来

種は外来種からの RI を免れているのだろうか？調査の結果、在来種は果実の形態を、外来種が不在の石

垣環境に特殊化させていることが分かった。これらの結果は、普通種に生じた生態的変化が見逃されて

きたこと、そして島の生物地理を調べることでこうした変化を突き止めることができることを示唆する。 
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[SpB-3] Biogeographic variation in reproductive traits and development of cryptic 

reproductive isolation between local populations in a grasshopper, Podisma 

sapporensis 

Yoshikazu Sugano, Kaori Tuchiya-Suzuki, and ○Shin-ichi Akimoto (Systematic Entomology, 

Graduate School of Agriculture, Hokkaido University) 

Although geographic variation has been documented from a wide variety of organisms, little attention has 

been concentrated on geographic variation in reproductive traits. Female choice and sexual conflict during 

mating are thought to vary geographically depending on physical and biological environments, as a result, 

potentially providing an incipient stage of geographic speciation. However, there have been a few studies 

about geographic variation in reproductive traits. A brachypterous grasshopper, Podisma sapporensis, has 

low dispersal ability with a patchily distribution in Hokkaido. Previous studies have indicated a large 

variation in reproductive traits among populations. The female usually repels males’ attempts to copulate, but 

the strength of female rejection varies largely among local populations. We have observed that in populations 

where female rejection is strong, male mating vigor is also strong, whereas in population where female 

rejection is weak, male vigor is also weak. This observation predicts unidirectional genetic introgression 

from surrounding populations to a population with a high female receptivity. To test this prediction, we 

crossed populations 200 km away from each other. The result showed that females in a population permit 

mating with males from a different population (mounting and connection of genitalia) but excrete sperm 

from their bursa copulatorix after mating. Because of this excretion behavior, we have confirmed substantial 

reproductive isolation between populations (cryptic reproductive isolation). P. sapporensis females had the 

potential to discharge sperm once received after mating, and sperm from males of a different population was 

more likely to be excreted. P. sapporensis females are characterized by intensive mate-repelling behavior and 

sperm-excretion behavior. Considering these characteristics, we discuss female costs during mating from 

viewpoints of physical and chemical costs to females. 

サッポロフキバッタにおける繁殖性質の地理的変異と隠蔽的生殖隔離の発達 

菅野良一、土屋（鈴木）香織、秋元信一（北大院・農・昆虫体系） 

地理的変異は多くの動植物で観察されてきたが、繁殖形質の地理的変異には、あまり目が向けられて

こなかった。交配に係わる「メスの好み」や「雌雄の性的対立」などの特徴も、物理的環・生物学的環

境の違いに応じて地理的に変化することが考えられ、地理的種分化のきっかけになる可能性がある。し

かし、繁殖形質の変異に関してはほとんど研究が進んでいない。サッポロフキバッタは、北海道に分布

する後翅が退化したバッタで、分布はパッチ状である。これまでの研究から、本種の地域集団は、繁殖

形質に関して大きな変異を示すことが明らかにされてきた。本種のメスはオスの交尾の試みに対して拒

絶行動を示すのが一般的であるが、地域によってメスの拒絶の程度が大きく異なっていた。また、メス

の交尾拒否力が強い集団では、オスの交尾活力も高く、逆にメスの交尾受容性が高い集団では、オスの

交尾活性は低いという関連性が明らかになった。こうした結果、交尾を受け入れやすいメスの集団には、

他集団からの遺伝子の流入が予想された。この予測をテストするため 200 ㎞以上離れた集団間で交配を

行った。その結果、交尾拒否が弱い集団のメスは交尾行動（マウントと交尾器の接合）を許すものの、

交尾後、他集団のオスの精子を排出することが明らかになった。この性質により、本種では、離れた集

団間では実質的に生殖隔離（隠蔽的生殖隔離）が発達していた。本種のメスには、一般に、一度受け入

れた精子を排出する能力が発達しており、異集団のオスの精子ほど排出される傾向が見られた。本種の

メスにおいては、強い交尾拒否行動および精子の放出行動がきわめて特徴的である。これらの事実を考

慮し、メスの交尾に伴うコストを、物理的コストと化学的コストの点から考察する。 
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[SpB-4] Studies of ant invasion should more seriously consider the explicit link to 

fundamental theories of ecology and evolution.  

Kazuki Tsuji (University of the Ryukyus) 

Biological invasion provides a unique opportunity to test fundamental theories of ecology and 

evolutionary biology. Ants are among the most invasive groups of organism worldwide. However, as far as I 

see, empirical studies on ants’ biological invasion often lack a clear connection to general theories of ecology 

and evolution. Although this is partially due to the complex life history of ants (their life histories violate 

assumptions of general theories), this has also lead to tangling of hypotheses; some hypotheses refer to 

ecological dynamics of varying time scales and others just rely on short-term proximate explanations. In the 

first part of my talk, I focus on some recently-often-discussed hypotheses, such as the “braking 

discovery-dominance trade-off” hypothesis, and describe the above-mentioned tangled situation.  I suggest 

the importance of the release from ecological constraints as a general mechanism, using our own data on the 

Asian needle ant, Brachyponera chinensis, which has invaded to the USA from East Asia. 

In the second part, I focus on the role of disturbance in ants’ biological invasion. Many invasive ants are 

characterized as disturbed-habitats specialists. Since Tsuji and Tsuji (1996) I have argued that this 

phenomenon can be explained by their potentially high r (intrinsic rate of population increase), a trait that is 

particularly advantageous in non-saturated environments (Nakamaru et al. 2007, 2014, see also Huston 

1979).  Unfortunately, this hypothesis has almost never attracted attentions of myrmecologists so far.  

Instead, two scenarios, “passenger hypothesis” (after native ants are removed by human activities exotic ants 

settle in the empty space) and “backseat driver hypotheses” (exotic ants introduced to disturbed habitats by 

human activities further exclude native ants) are often discussed in literatures. I point out that here also 

mechanisms at different levels are mixed up, and discuss the possible connection to fundamental theories of 

ecological dynamics that these hypotheses might implicitly assume. The high r hypothesis can be an 

ecological mechanism for “passenger hypothesis”, and “backseat driver hypotheses” can be explained that 

ant communities are at a non-stable equilibrium. I propose a method that can distinguish the two 

mechanisms and apply it to ant community data in Yanbaru forest in Okinawa. Exotic ants became dominant 

soon after the human disturbance (deforestation), but native ants began to dominate again when disturbance 

ceased and the vegetation recovered. Data support the prediction of the high r (or the passenger) hypothesis.  

Ants are not specific study materials but can have the relevance to general discussions in ecology and 

evolution. 
References 
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アリの侵入の研究では生態学と進化の基本理論との関連をシリアスに考えるべし 

辻 和希（琉球大学） 

生物の侵入は、生態学と進化生物学の基本理論を検証するユニークな機会となる。アリは世界中の生

物の中でももっとも侵略的な生物群の一つである。しかし、アリの侵略についての実証研究においては、

生態学や進化の一般的理論との結びつきが、私が知る限り、しばしば欠けている。このことは、アリの

生活史が非常に複雑なことに部分的に起因するが（アリの生活史は一般理論の仮定を破る）、同時に仮説

がもつれることにもつながる；すなわち異なる時間スケールの生態ダイナミクスについての仮説もあれ

ば、単時間の至近的説明だけによる仮説もある。この講演では、まず最初に、最近しばしば議論される
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仮説であるたとえば“発見―優位トレードオフの崩壊”仮説に焦点をあてて、先の述べた“もつれた状況”

について述べる。そして、東アジアからアメリカに侵入したオオハリアリについてのわれわれのデータ

を用いて、生態的制約からの解放が普遍的メカニズムとして重要なことを示す。 

次いで、アリの生物的侵入における撹乱の効果に焦点をあてる。アリの侵入種の多くは撹乱した生息

場所のスペシャリストと特徴付けられる。Tsuji and Tsuji (1996)以来、私はこの現象が潜在的に高い r（内

的自然増加率）、すなわち飽和していない環境でとりわけ有利な形質、で説明できると主張してきた

（Nakamaru et al. 2007, 2014, see also Houston 1979）。残念ながらこの仮説はアリ研究者の関心をこれまで

ほとんど惹かなかった。その替わりに２つのシナリオである“passenger hypothesis”（人の活動により在来種

が滅びた後に外来種が空いた場所に定着する）、そして “backseat driver hypothesis”（人間活動によって生

じた撹乱地に入った外来種が在来種をさらに駆逐する）がしばしば文献上、考察されてきた。私は、異

なるレベルの機構がまぜこぜになっていることを指摘し、これらの仮説が暗黙に前提としているかもし

れない生態ダイナミクスの基本理論との関連について考察する。すなわち、高い r 仮説は“passenger 

hypothesis”の生態学的な機構でありうるし、“backseat driver hypothesis”はアリの群集が非平衡であること

で説明可能なのだ。私はこの２つの機構を区別する方法を提案し、それを沖縄の山原の森林におけるア

リ群集のデータに適用する。外来アリは撹乱（森林伐採）の後にすぐに優位となったが、在来アリは撹

乱が止み、植生が回復するにつれまた優位となった。データは高い r 仮説（あるいは passenger hypothesis）

を支持する。アリは特定の研究の材料としてだけではなく、生態学や進化の一般的な考察に妥当な関連

性をもちうるのだ。 

[SpB-5] Global patterns of diversity and diversification rate in ants 

Evan Economo (Okinawa Institute of Science and Technology) 

Resolving global biodiversity patterns and understanding their evolutionary and ecological drivers remain 

key challenges for basic and applied biology.  Recently, large-scale data syntheses and analyses have 

opened a broad spatial and temporal view of biodiversity patterns and dynamics, but this progress has been 

mostly limited to vertebrates and plants.  Here, we compile and analyze a global distribution database for 

all 15,000+ described ant species, consisting of over 1.7 million literature and specimen records.  Using 

these data, we identify the main gradients and hotspots of species richness around the globe.  To investigate 

the evolutionary history underlying spatial richness patterns, we reconstruct time-calibrated phylogenies 

covering all ant diversity and perform Bayesian analysis of diversification rate variation across the tree.  We 

find complex patterns of diversification rate variation but little effect of latitude despite a steep latitudinal 

gradient in species richness.  We also found that overall temperate taxa are highly phylogenetically 

clustered and nested within tropical clades, and that the onset of temperate diversification coincides with 

climatic cooling periods.    These results imply that diversification time, not rate, is responsible for the 

latitudinal gradient in ant diversity. 

地球規模でのアリの多様性と分化率のパタン 

Evan Economo (沖縄科学技術大学院大学) 

生物多様性の地球規模のパタンを解き明かし、それをもたらす進化的・生態的な動因を理解すること

は基礎・応用生物学にとって鍵となる大きな課題として残されている。最近、大規模データの統合と解

析が進んだことで、生物多様性を大きな空間的時間的なパタンでみる道が開かれてきた。しかし、この

進歩は脊椎動物と植物にほぼ限定されている。われわれは 170 万以上におよぶ文献と標本記録に基づい

て、15000 種をこえるすべてのアリ記載種の地球規模の分布データベースを統合し、解析した。これらの

データを使い、われわれは地球上の種多様性のホットスポットと主要な勾配を特定する。空間的な多様

性のパタンの基礎をなす進化的歴史を探ることで、われわれはすべてのアリの多様性を含む年代補正し

た系統樹を再構築し、系統樹上における分化率についてベイズ解析を行った。その結果、分化率の変異



19 

 

は複雑なパタンを示すものの、種多様性には緯度にそった急激なクラインがあるにもかかわらず緯度の

効果はほとんどないことがわかった。さらに、温帯の系統群は系統的には熱帯のクレードの中に高度に

集中して入れ子状になっていること、温帯における分化の始まりは寒冷期に一致することがわかった。

これらの結果は、分化率ではなく分化が起きた時期が、アリの多様性にみられる緯度勾配の原因である

ことを示唆する。 
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Organized Sessions  企画シンポジウム 

Organized Session 1: 

[So1] カワウ個体群管理の未来 Future perspective of cormorant population 

management 

10月11日（日） 14:30-16:30 （room G） 

Sunday, 11 October 14:30-16:30 room G 

Language: Japanese 

 

企画責任者 松田裕之（横浜国立大学） 

琵琶湖をはじめとする日本各地で、内水面漁業や森林に影響をおよぼすカワウ。琵琶湖では、2009

年から実施している大規模個体数管理により、カワウの個体数は大幅に減少してきました。その結

果、竹生島などでは植生回復の兆しが見えつつあります。しかし、大量捕獲による慎重個体の増加、

他地域との連携など、他種の野生鳥獣管理と共通な課題とカワウならではの課題があり、今後の予

断を許しません。本集会では、過去のカワウ、漁業、森林の状況、カワウと人とのかかわりについ

て改めて紹介するとともに、今後のカワウ個体群管理の将来像を議論したいと思います。 

[So1-1] 滋賀県のカワウ個体群管理モデルと捕獲目標 

○西森克浩(滋賀県水産課) 

滋賀県では、1990 年代以降、カワウ個体数が急激に増加し、漁業被害や植生破壊などが深刻化

したことから、2004 年から営巣地での大規模なカワウの銃器捕獲を開始した。2004 年から 2007 年

まで、毎年、約 1 万 5 千羽を駆除したが、カワウ個体数の増加傾向に歯止めがかかったものの、繁

殖前期（5 月）のカワウ個体数は、約 3 万 5 千羽で推移し、減少しなかった。このことから、カワ

ウ個体数を減少させるための新たな取り組みとして、2009 年から専門家による銃器捕獲を実施す

ることとなった。実施にあたっては、簡易な数理モデルを作成し、繁殖前期（5 月）のカワウ個体

数と捕獲数のデータを用いて捕獲目標を設定した。その後、数理モデルを改良しつつ、毎年、翌年

の繁殖前期（5 月）のカワウ個体数の予測と捕獲目標の設定を行い、カワウを捕獲してきた。その

過程で、カワウを拡散させないために営巣後に捕獲すること、繁殖を防ぐために営巣後はできるだ

け早く捕獲を開始することなどが、カワウ個体数の減少のために有効と考えられ、捕獲に反映して

きた。その結果、カワウ個体数は大幅に減少してきており、滋賀県が目標とするカワウ個体数 4 千

羽に近づきつつある。 

[So1-2] シャープシューティングがカワウ被害を軽減した成功事例 Sharpshooting Can 

Reduce Cormorant Conflicts 

○須藤明子（(株)イーグレット・オフィス） 

コロニーにおけるカワウの銃器捕獲は，カワウを拡散させ個体数を増加させるため，銃器捕獲に

よるカワウの個体数調整や被害軽減は困難と考えられてきた。しかし，専門的・職能的捕獲技術者

（カラー）による少数精鋭の捕獲体制（シャープシューティング）を整備し，科学的根拠に基づく

計画的捕獲は，効果的な個体数調整を可能にすることがわかった。 

滋賀県の琵琶湖と河川では，カワウによる漁業被害，コロニーでの植生破壊や土壌流失などの生

態系被害が深刻であり，様々な被害対策が実行されたが，カワウの個体数も被害も増加し続けた。

私たちは，滋賀県水産課事業として，県内の 2 大コロニー（竹生島と伊崎半島）において，2009

〜2015 年の 7 回の繁殖期に，1 日あたり射手 2〜3 人，165 日間（のべ 373 人）で，54,585 羽を捕
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獲した。その結果，滋賀県内のカワウ個体数は，繁殖前期（5 月）において，37,066 羽（2008 年）

から 7,659 羽（2015 年）に低減することができた。 

個体数の減少と連動して，漁業被害は軽減し，生態系被害も回復しつつある。被害の減少によっ

て，カワウを撲滅すべきという声は小さくなった。目指すべきゴール「カワウとの共存」は，大規

模捕獲によって現実味を帯びてきた。 

[So1-3] 滋賀県のカワウ個体群制御の結果、あらためて直面している課題 

○須川恒(龍谷大学深草学舎) 

滋賀県のカワウ管理は、当初は非順応的管理の見本のような状況であったが、2006 年頃より徐々

に順応的管理計画をすすめ、現在計画の３順目が終わるに際して、次のステップに向けて課題を明

らかにすべき段階となっている。科学的個体数調整はいわば「科学的外科手術」のようなもので、

経費もかかるが必要性を見極めて実施することになる。なんでも「外科的に対応できる」と考える

のは医療的にもおかしい。まずていねいな「問診」の段階がある。繁殖コロニーや集団ねぐら、多

くの漁協がカバーするカワウの採食地となっている河川や池沼の被害実態を「情報シート」の形で

正確に把握し、それぞれのサイトで妥当な「地域実施計画」を立案するベースとなる情報とする。

レベルの高い「問診」だと、カワウ問題を引き起こす河川などの「環境改善」すべき課題が見えて

くる。それらは多少の「小技」で有効な解決ができる場合もある。滋賀県カワウ総合対策協議会に

は個体数調整部会があり、個体数調整の議論を科学的に進めてきた。同様に「問診」のレベルをあ

げて、「環境改善」の課題を把握できる「部会」が現時点で必要とされていると考える。 
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Organized Session 2: 

[So2] 包括適応度理論の展開：種内関係から種間関係を見据える 

10月11日（日） 14:30-16:30 （room H） 

Sunday, 11 October 14:30-16:30 room H 

Language: Japanese 

 

企画責任者 土畑 重人（京大院・農・昆虫生態）・入谷亮介（九大・理・生物） 

個体の適応度は，自分自身の形質のみならず相互作用する他個体の形質からも影響を受ける．包

括適応度理論（ないし血縁選択理論）は，そのような生物個体間の「社会的」相互作用の適応進化

を記述する強力なツールである．特に，理論の根幹をなす血縁度の概念は，種内の社会的相互作用

を扱う行動生態学（社会生物学）の発展にきわめて重要な役割を果たした．一方で，概念の難解さ

や実証研究における材料のバイアスなど，包括適応度理論はその射程に見合った理解が得られてい

ないという現状がある．近年，個体群・群集といったより高次の生態学的事象と，生態学的形質の

適応進化との相互作用に注目が集まっている（生態・進化フィードバック）．包括適応度理論は，

個体群生態学・群集生態学の理解にどのように資することができるであろうか． 

本企画シンポジウムではまず，包括適応度理論と高次の生態学的現象との関連について，個体群

サイクルの血縁選択仮説やメタ個体群における適応といった研究史上のトピックを概観する．その

上で，種内の社会的相互作用の適応進化と種間関係とがどのように接続されるか，3 人の演者がそ

れぞれの切り口でアプローチする．取り上げられるトピックは，植物の社会性・血縁認識，移動分

散，宿主・寄生者系，ミュラー型擬態，送粉シンドロームなど，包括適応度理論の通念からはかけ

離れたものばかりである．締めくくりの総合討論では，三者三様のアプローチを生態・進化フィー

ドバックの枠組の中に位置づけることを試み，シンポジウム来聴者を交えて今後の研究の方向性を

議論したい． 

[So2-1] 植物における血縁認識と社会行動 

○山尾僚（弘大・農学生命） 

群れで生活する多くの動物が、血縁者を認識し、様々な社会行動を示す。血縁認識と包括適応度

理論は、動物の社会行動（特に協力行動の進化）を理解する上で、中心的な役割を果たし、広く受

け入れられてきた。たとえば、鳥類にみられる共同繁殖や、アリやハチの仲間に広く知られる繁殖

分業の進化への理解は、その典型といえよう。一方、多くの植物もまた血縁者を含む集団内に生育

しおり、近接個体の血縁度に応じて、そのふるまいを変える事が適応的であると考えられる。しか

し、植物間の相互作用において、長らく血縁認識や包括適応度理論の観点から議論される事は無か

った。その背景には、植物には動物のような発達した中枢的な情報処理器官がみられず、血縁認識

やそれに応じた柔軟な応答が困難であるとみなされてきた歴史があるのかもしれない。しかし、近

年植物が、近接個体の血縁度を認識することができ、社会行動とも呼べる様々な可塑性や動きを示

すことが明らかになりつつある。 

本講演では、植物の血縁認識を通した社会行動を現在演者が取り組んでいる研究と共に紹介し、 

植物間相互作用の理解における血縁認識と包括適応度理論の重要性について議論したい。 

[So2-2] 寄生者の水平感染から、宿主の移動分散の進化を理解する 

○入谷亮介（九大・理・生物） 
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包括適応度理論の功罪は皮肉にも、その適用範囲の広さにあると言ってもよいだろう。（広義の）

協力行動、性比、寄生者の毒性といった、他個体の適応度に影響を与える形質（社会行動）はすべ

てその射程圏にある。そのなかでも移動分散は、あらゆる生物にみられる普遍的な形質であり、そ

の進化は包括適応度理論によってうまく説明される。なぜなら、生物は移動することによって、血

縁者間の（無益な）競争を回避することができるからである（Hamilton & May 1977, Taylor 1988）。 

この「血縁者間の**を回避する」という原理は、様々なコンテクストに拡張可能である。たとえ

ば交配（すなわち近親交配）やセクハラ（異性間での傷つけ合い）、攻撃的な行動（子殺しなど）

が挙げられる。寄生者感染リスクもその 1 つであろう。本研究では、寄生者の水平感染のリスクが、

血縁選択を通じて宿主の移動分散の進化を促すことを、数理モデルにより説明することを目指す。

そうした社会行動の進化モデルの解析手法である neighbor-modulated approach, ないし inclusive 

fitness approach についても、簡単に解説する。 

[So2-3] 種間の"社会"相互作用が引き起こす共進化：遺伝共分散を用いた理解 

○土畑重人（京大院・農・昆虫生態） 

社会進化の教科書をひもとくと，必ず種間の相利的関係についての言及がある．相利共生など特

徴的な種間関係の進化も，包括適応度理論の対象である．本講演ではまず，種内関係に適用した包

括適応度理論で現れる血縁度は，相互作用形質をコードする遺伝子における，自身と相互作用相手

との間の遺伝共分散であるという事実を確認する．その上で，遺伝共分散の概念を種間関係にも拡

張し，相互作用相手が別種に属する個体である場合に，自身と相手それぞれの 2 形質の間の遺伝共

分散が，両種の共進化動態に影響を及ぼすことを述べる．自種と他種との遺伝共分散が生じる生物

学的メカニズムは何であろうか．講演では，ミュラー型擬態関係にある 2 種や，花粉媒介者を共有

する 2 種の系を考え，これらの系では 2 種の間接相互作用を媒介する第三者（捕食者・花粉媒介者）

が示す学習などの可塑性が，遺伝共分散をもたらすメカニズムであることを示す．また，自分・相

手ともに適応度に正の効果を持つ相利関係は，進化の平衡状態よりもその動態に強い影響を持って

いることを強調したい． 
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Organized Session 3: 

[So3] これからのミバエ生態学 

10月12日（月） 13:00-15:00 （交流センター room A） 

Monday, 12 October 13:00-15:00 room A (Center for Academic and Cultural Exchange) 

Language: Japanese 

 

企画責任者：鶴井香織（琉球大学・戦略的研究プロジェクトセンター）・本間淳（沖縄県病害虫防除技術センター/琉球産経

株式会社/琉球大学・農学部） 

個体群生態学は日本におけるミバエ類根絶に大きく貢献した。それから 20 年以上が経過した今、

日本では「ミバエ研究は解決済みテーマ」という認識が広まり、ミバエ研究に取り組む研究者が減

少する傾向にある。しかし実際には、日本におけるミバエ類の根絶は数多くの生態学的・遺伝学的

基礎研究の積み重ねに基づいた緻密な防除戦略によって成功に至ったものであり、日本へのミバエ

類の侵入防止および防除の努力は今なお継続されている。さらに、世界的に見ればミバエ類根絶成

功例は限られていること、ミバエ類の生態および防除について未解明な課題が多く残されているこ

とはあまり知られていない。また、世界には、ミバエ類の食害による農作物減収という直接的被害

だけでなく、ミバエ類が存在することで輸出入が規制されるという政治経済的被害に苦しむ地域が

数多くあることも日本ではあまり知られていない。本シンポジウムでは、沖縄県で行われてきたミ

バエ類根絶事業とその過程で生みだされてきた先端的な基礎研究をまとめて紹介しながら、ミバエ

研究の意義の普及と推進、日本だけでなく世界が抱えるミバエ防除の課題の共有、応用研究と基礎

研究の融合をすすめたい。 

[So3-1] 沖縄におけるミバエ類根絶防除とその後の問題 

○松山隆志（沖縄防技セ） 

ウリミバエやミカンコミバエは植物防疫法で輸入禁止対象害虫に指定されており、生きた虫体だ

けではなく、その寄主果実も移動禁止対象となる。これらが広く定着していた沖縄県では、日本復

帰を機にこれらの根絶防除に着手した。ウリミバエに対しては不妊虫放飼法、ミカンコミバエに対

しては雄除去法を主体とする防除を実施した結果、1985 年にミカンコミバエ、1993 年にウリミバ

エの根絶に成功した。また、1984 年に与那国島で定着が確認され、分布拡大による経済的被害が

懸念されたナスミバエもプロテイン剤散布と不妊虫放飼法により、2011 年に与那国島での根絶に成

功した。これらミバエ類の根絶は華々しく報じられ、その成果の知名度も高い。しかしながら、そ

の根絶状態を維持するため、現在も継続的に防除や調査が実施されていることはあまり知られてい

ない。本講演では、これらミバエ類に対する根絶経過とその後の侵入警戒対策について紹介すると

共に、新たに生じたミバエ類防除に関する問題点を紹介し、防除現場の側面からミバエ類研究の重

要性について言及したい。 

[So3-2] ウリミバエの不妊化と基礎研究：未解決問題 -特にメスの選好性- 

○宮竹貴久（岡山大学・院環境生命） 

結論から書けば、個体群生態学・行動生理学・遺伝学の知識なくしてウリミバエ根絶事業が失敗

しなかった理由を科学的に説明することは不可能であった。本種の分散能力と野外に生息する個体

数推定のためには標識再捕獲法の技術が、ある島にある生物が存在しないことを判断するには根絶

モデリングの技術が必要だった。配偶システム・求愛から交尾に至る行動のメカニズム解明という

行動と生理学の知識も必要とした。不妊化法は同じメスが極端な多回交尾をしては成り立たないた
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め、オス射精物によるメスの再交尾抑制と精子間競争の仕組みを明らかにする必要もあった。大量

飼育のためには、対象害虫の生態を熟知し、その性質を利用する手法が採用された。不妊化して放

飼したオスが、野生オスとのメスをめぐる性的競争力で低下しない品質で飼育するにも本種の生態

を知る必要があった。本講演ですべてを説明する時間はないため、未解決問題のひとつであるウリ

ミバエのメスのオスに対する選好性について不妊虫抵抗性出現の話題と関連づけ、その仕組みを説

明する仮説の提唱を試みる。 

[So3-3] 海外におけるミバエ類防除の現状 

◯原口 大（沖縄県農業研究センター） 

ミバエ科（Tephritidae）はメキシコミバエ（Anastrepha ludens），ウリミバエ（Bactrocera cucurbitae），

ミカンコミバエ（B. dorsalis），チチュウカイミバエ（Ceratitis capitata）など寄主範囲が広く，移動

能力や繁殖能力が高い，重要な害虫種を有するグループである．もし未発生国にこれらミバエ類が

侵入・定着し「発生国」と見做された場合，加害による農作物への被害を受けるだけでなく，各国

が実施する植物検疫制度により未発生国への寄主果実の輸出が制限されるなど，貿易上も多大な経

済的損失を受けることとなるかも知れない．日本においてもミカンコミバエ・ウリミバエの根絶に

成功はしたものの，今後新たミバエ類の侵入が起こる可能性は否定できず，海外の発生状況や研究

報告に対して常にアンテナを貼っておく必要がある．本講演では近年の海外（主にアメリカ）にお

けるミバエ類の侵入と防除の現状，問題点を紹介する． 

[So3-4] ミバエ類の寄主利用と発育パフォーマンスの関係：インドネシアでミバエ研究を行う

意義 

○藤井暢之 1・本間淳 1・籠洋 1・日髙直哉 1・来田村輔 2・高倉耕一 1・Sujiono
3・沢田

裕一 1・塚田森生 2・西田隆義 1（滋賀県大・環境 1・三重大・生物資源 2・BBPOPT
3） 

これまでのミバエ研究は、主に侵入した地域で行われてきた。そのため、原産地でのミバエ類の

基礎生態はほとんど明らかになっていない。インドネシアはミバエ類の主要な原産国であり、ジャ

ワ島には大害虫である Bactrocera carambolae（BC）と B. papayae（BP）が同所的に生息している。

この 2 種は寄主範囲が広く、BC は 27 科 77 種、BP は 51 科 209 種の植物を利用できる。しかし、

寄主範囲の広さは、野外でそれらの植物を同じように利用していることを意味しない。そこで、主

要な寄主植物であり、商品価値の高いグァバ（G）、マンゴー（M）、ローズアップル（R）、スター

フルーツ（S）の果実を野外で採集し、羽化した個体を同定することで、両種の寄主利用を調査し

た。その結果、BC は S を、BP は M を主に利用していることが分かった。次に両種間の寄主利用

の違いを生み出す要因を探るため、各果実における両種幼虫の発育パフォーマンスを調べた。その

結果、両種とも G、M、S の間ではほぼ差はなく、R で著しく悪かった。つまり、発育パフォーマ

ンスは両種の寄主利用の違いを生み出す要因ではない。講演では、この理由について別の観点から

も考察し、ミバエ類の寄主利用について議論する。 

[So3-5] 侵入ミバエに対する新しい防除法の開発に向けて−繁殖干渉の応用利用の可能性 

○本間 淳（琉球産経・沖縄防技セ） 

沖縄県では、誘引剤を利用したオス除去法によりミカンコミバエ（Bactrocera dorsalis）を、不妊

虫放飼法によりウリミバエ（B. cucurbitae）を根絶した。この 2 種に近縁なナスミバエ（B. latifrons）

は、両種の根絶前後に侵入し、分布拡大しつつある。ナスやピーマン、島トウガラシなどのナス科
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作物に加害する重要害虫であるが、現在有効な誘引剤は開発されていない。また、大量増殖施設で

は、沖縄本島での根絶に必要なだけのナスミバエ不妊虫を生産することも難しい状況である。 

そこで、現在予防的な放飼に用いられているウリミバエを使い、この種の不妊虫による繁殖干渉

を通じたナスミバエを抑圧・根絶する方法を検討している。同属近縁種（不妊虫）を大量に放飼し

て野生動物の個体群動態への影響を評価するこの研究は、応用面で重要であるというだけではない。

これまで閉鎖系における比較的高密度な条件行われてきた繁殖干渉の有効性に関する実験研究を、

野外において大規模スケールで直接検証することができるのである。今回の発表では、実験に先立

って行った、根絶に必要な条件（繁殖干渉の強さ・必要な不妊虫放飼数など）の検討についても議

論したい。 
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Poster Presentations  一般講演（ポスター） 

コアタイム：10月11日（日） 12:00-14:00 （交流センター ホワイエ） 

Coretime: Sunday, 11 October 12:00-14:00 Foyer (Center for Academic and Cultural Exchange) 

 

Poster Titles  講演タイトル 

[P01] Population dynamics of Hokkaido voles leads to Taylor’s law － ○Takashi Saitoh (Hokkaido 

University)・ Joel E. Cohen (The Rockefeller University) 

[P02] 岩礁潮間帯固着生物群集における季節性のパターンとプロセスの環境勾配に沿った変化 － ○

金森由妃（北大・院・環境科学）・深谷肇一（統数研）・野田隆史（北大・地球環境） 

[P03] 森林の群集遺伝学：昆虫群集の年変異は樹木の遺伝変異で説明できるか？ － ○鍵谷進乃介（北

大・院・環境科学）・内海俊介（北大FSC） 

[P04] Larval dispersal dampens population fluctuation and shapes the interspecific spatial distribution 

patterns of rocky intertidal gastropods － 佐原良祐（北大院・環境）・深谷肇一（統数研）・奥田武

弘（国際水研）・堀正和（瀬水研）・山本智子（鹿大・水産）・仲岡雅裕（北大・厚岸臨海）・○野

田隆史（北大・地球環境） 

[P05] Interactions between loach (Misgurnus anguillicaudatus) and snail (Bellamya chinensis laeta) in a 

paddy field and its effect on rice production － ○Haruki Takayanagi and Hironori Yasuda(Yamagata 

Univ.) 

[P06] 群集の種-個体数分布を折れ棒ではなく切れ目をつかって説明する － ○岸茂樹（矢作川研究

所）・川津一隆（龍谷大・理工） 

[P07] エネルギーの流れにサンショウウオが果たす役割は共食いによって変わる － 〇高津邦夫（北

大・環境）・岸田治（北大・FSC） 

[P08] 日本脳炎ウィルス媒介蚊の生育段階構造・垂直伝播を考慮したSIRモデル － ○渡邊江（早稲田

大・人間科学）・福井眞（早稲田大・人間科学)・太田俊二（早稲田大・人間科学） 

[P09] Collective memory of an abandoned egret colony － ○Miyuki Mashiko (NIAES) and Yukihiko 

Toquenaga (Univ. of Tsukuba) 

[P10] ニホンザルにおける個体数管理のための将来予測シミュレーション － ○平山 寛之・清野 紘

典・檀上 理沙・岸本 康誉（株式会社野生動物保護管理事務所） 

[P11] 格子空間上の集団のダイナミクスの安定性について － 佐藤一憲（静大・数理システム) 

[P12] A spatially-explicit integrative model of dispersal process of leaf litterfall － ○Michinari 

Matsushita （FFPRI・FTBC）・Kazuhiko Hoshizaki（Akita Prefectural Univ.) 

[P13] 相利共生系の多様性維持メカニズムの数理モデル － ○江副日出夫（大阪府大・院・理） 

[P14] 空間的・時間的アレンジによる薬剤抵抗性管理の有効性：モデルシミュレーションによる各害虫

タイプに対する効果の検証 － ○山中武彦・須藤正彬（農環研）・鈴木芳人（京都市）・高橋大輔（ウ
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メオ大学） 

[P16] 人為的な移動を考慮した移住カーネル関数によるセアカゴケグモの分布拡大予測 － ○前川侑

子（阪大・工）、町村尚（阪大・工）、松井孝典（阪大・工） 

[P17] Biological pest control in arable fields associated with non-crop habitats － 〇池川雄亮、江副日出

夫、難波利幸 (大阪府大院・理) 

[P18] Non-genetic inheritance of parent-offspring cell structure in the diatom － ○Yuka Shirokawa 

and Masakazu Shimada (Univ. of Tokyo) 

[P19] タブノキにおける異型異熟性が交配パタンと結実に与える影響 –孤立小集団を例に– － ○渡部

俊太郎（滋賀県大・環境）・金子有子（東洋大）・野間直彦（滋賀県大・環境）・西田隆義（滋賀県

大・環境） 

[P20] 空間自己相関をもつ撹乱条件下でのクローン繁殖戦略 － ○福井眞（早稲田大・人間科学）・荒

木希和子（立命館大・生命科学)  

[P22] 貯穀害虫の垂直個体群構造を決定する要因：資源をめぐる競争か、寄生回避か、そして潜るコス

トは？ － ○菅原有真（九大院・生資環・天昆）・津田みどり（九大院・農・生防研） 

[P23] 周期ゼミの周期性進化メカニズムの解明 － ○伊東啓（静岡大・創造院）・柿嶋聡（静岡大・創

造院）・上原隆司（名古屋短大）・守田智（静岡大・院工）・小山卓也（京都大・院理）・曽田貞滋

（京都大・院理）・John R. Cooley（Univ. of Connecticut）・吉村仁（静岡大・創造院） 

[P25] キアゲハの春型と夏型の間に見られる照度に対する選好性の違い － ○西口泰平・石原道博（大

阪府大院・理・生物） 

[P26] Adaptive loss of color polymorphism and character displacements in sympatric Mnais damselflies 

－ ○椿 宜高（京大生態研）、奥山 永（京産大生命） 

[P27] Effects of color polymorphism on host plant range in Colias butterflies － ○Suzuki Noriyuki 

(Rissho Univ)・Yuma Takahashi (Tohoku Univ) 

[P28] タイリクヒメハナカメムシにおける採餌行動の個体間変異が害虫防除に及ぼす影響 － ○世古

智一・三浦一芸（近中四農研） 

[P29] Sex difference in random walk patterns enhances mating encounters － ○水元 惟暁（京大院・

農・昆虫生態）、土畑 重人（京大院・農・昆虫生態） 

[P30] 秩序的蟻道形成の持つゆらぎ － 〇崎山朋子（早稲田・基幹理工） 郡司幸夫（早稲田・基幹理

工） 

[P31] Allee effect in termite colony foundation: alate density and flight timing affect pairing success － 

Ami Kusaka（Kyoto Univ）・○Kenji Matsuura (Kyoto Univ) 

[P32] ササコナフキツノアブラムシにおける表現型に依存した兵隊の防衛能力の集団間変異 － ○服

部充（玉川大・農）・小野正人（玉川大・農)・市野隆雄（信大・理、信大・山岳） 
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[P33] Personal immunity and monogamous colony foundation in a termite: low-resistance individuals 

drag down high-resistance partners － ○Rui Takashima（Kyoto Univ）・Kenji Matsuura (Kyoto Univ) 

[P34] Host-plant and genetic effects on herbivore's fitness and gene expression － ○Tuda M, Tani S, 

Iwase S, Saeki Y, Mori K, Tashiro K (Kyushu University) 

[P35] ナガサキアゲハにおける擬態遺伝子の頻度動態推定 － ○古俣慎也（京都大・理・動物生態）・

Chung-Ping Lin（台師大・生命科學) ・曽田貞滋（京都大・理・動物生態） 

[P36] Resistance to invasive congener’s pollen in Japanese dandelion: reproductive character 

displacement in response to biological invasion? － 京極大助（京都大・理） 

[P37] 沈水植物群落が競争・捕食相互作用を介して湖の水質に及ぼす影響 － ◯丸野慎也・浜端悦治・

西田隆義（滋賀県大・環境） 

[P38] 寄主植物ウマノスズクサを共有する2種のチョウの共存機構 － ○橋本洸哉（京大生態研）・大

串隆之（京大生態研） 

[P39] トノサマガエルとナゴヤダルマガエルの琵琶湖周辺における分布様式と種間関係 － ○中西康

介（名大・院・環境／滋賀県大・環境）・本間淳（琉球産経／滋賀県大・環境）・古川真莉子・高倉

耕一・藤井暢之・森井清仁・寺澤祐貴・羽田野遥平・西田隆義（滋賀県大・環境） 

[P40] Effects of trophic subsidy on plant-pollinator dynamics － Gaku Takimoto (Univ. of Tokyo) 

[P41] Genome-wide SNP analysis reveals local evolution of feeding preference in the leaf beetle 

Plagiodera versicolora － ○Hirono Onodera(Hokkaido Univ.), Masaki Yasugi(NIBB), Hiroshi 

Kudoh(CER, Kyoto Univ.), Atsushi Nagano(Ryukoku Univ.), Shunsuke Utsumi(FSC, Hokkaido 

Univ.) 

[P42] 昨日の敵は今日の友？：捕食圧と競争相手がもたらす希釈効果の相互作用 － ○小楠なつき（北

大・農）・長谷川英祐（北大・農） 

[P43] Herbivore-mediated interaction promotes the local coexistence of trichome dimorphism in a plant 

population － ○Yasuhiro Sato (CER, Kyoto Univ.)・Hiroshi Kudoh (CER, Kyoto Univ.) 

[P44] 新芽が赤いのは植食者に対する警告信号か － 平野正樹・○井出純哉（久工大・工・教育） 

[P45] 外来種ヒロヘリアオイラガの衰退をまゆの捕食痕からさぐる － ○古川真莉子（滋賀県大・環

境）・沢田裕一・中西康介・高倉耕一・西田隆義 

[P46] 呑み込み方向で食べやすさが決まる？〜在来魚駆逐メカニズムの解明〜 － ○平藪直樹（滋賀県

大院・環境）・西田隆義（滋賀県大・環境） 
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Poster Abstracts  講演要旨 

[P01] Population dynamics of Hokkaido voles leads to Taylor’s law 

○Takashi Saitoh (Hokkaido University)・ Joel E. Cohen (The Rockefeller University) 

Taylor's law (TL) asserts that the variance in a species' population density is a power-law function of its 

mean population density: log(variance) = a + b ｘ log(mean). TL is widely verified. A major question about 

TL is what demographic elements generate the power-law relationship. Here we showed that empirical time 

series of density of the Hokkaido vole, Myodes rufocanus, repeatedly surveyed at multiple locations, 

satisfied both temporal and spatial forms of TL. The slopes (b ± standard error) of the temporal and spatial 

TL were estimated to be 1.61 ± 0.14 and 1.43 ± 0.13, respectively. We also identified demographic elements 

that were essential to generate TL. A population-dynamic model previously demonstrated to describe these 

populations successfully generated time series of density which satisfied both temporal and spatial TLs. The 

slopes (b ± standard error) of the temporal and spatial TL in simulated time series were 1.66 ± 0.29 and 1.85 

± 0.18, respectively. A density-dependent component of the model was essential for the temporal TL. In 

addition, correlation among the density-independent elements of the modeled time series was required for 

the spatial TL. 

[P02] 岩礁潮間帯固着生物群集における季節性のパターンとプロセスの環境勾配に沿った変

化 

○金森由妃（北大・院・環境科学）・深谷肇一（統数研）・野田隆史（北大・地球環境） 

環境の季節変動は，生物群集の季節変化を生じさせる．また，環境の空間変異（環境勾配）も，

群集構造やその維持形成機構の空間的な違いを生じさせる．そのため，群集の季節動態は環境勾配

に沿って空間的に変化すると考えられる．群集の季節変化は，種間相互作用，撹乱，加入といった

動的なプロセスによって生成されるが，群集の季節動態と環境勾配の関係に関するこれまでの研究

は，主に，群集構成種の現存量のスナップショット的な記述により行われてきたため，群集の季節

変化とその背後で生じたプロセス，およびそれらの空間的な違いは未だ明らかでない．そこで本研

究では，群集の季節動態の環境勾配に沿った変化を解明するために，岩礁潮間帯の固着生物群集を

対象に（１）群集構造の季節変化の大きさ，（２）群集構造の季節変化に貢献する種，そして（３）

それらの種の季節変化を生じさせたプロセス，が岩礁の上部から下部にかけてどのように変化する

のかを推移確率行列モデルにより明らかにした． 

[P03] 森林の群集遺伝学：昆虫群集の年変異は樹木の遺伝変異で説明できるか？ 

○鍵谷 進乃介（北大・院・環境科学）・内海 俊介（北大 FSC） 

種内の遺伝変異と多種からなる群集の構造の関わりを明らかにしようとする群集遺伝学が近年

高い注目を集めている。特に、生態系における基盤種の遺伝変異が生物群集や生態系へ波及するプ

ロセスの理解は、生物群集の成り立ちの理解に繋がる。しかし、先行研究では、気象条件や景観構

造を均一とした圃場や温室内での実験が多い。そのため、野外の変動的な環境条件下における種内

遺伝変異の重要性は明らかになっていない。本研究では、森林生態系において、昆虫群集構造の年

変異に対する基盤樹種内の遺伝変異がもつ相対的重要性の解明を目的とした。北大雨龍研究林の河

畔林を構成するケヤマハンノキの複数集団から 86 個体を選択し、2 年間、昆虫群集の調査を行っ

た。このハンノキ集団の 1077 個の SNP に基づく Nei の遺伝距離と、昆虫群集構造の年変異率との

関係についてマンテル検定を用いて解析を行った結果、遺伝的に近いハンノキ集団ほど昆虫群集の
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変異率も類似していた。すなわち、基盤種の遺伝変異は群集の年変異パターンの形成に貢献するこ

とが示唆された。 

[P04] Larval dispersal dampens population fluctuation and shapes the interspecific 

spatial distribution patterns of rocky intertidal gastropods 

佐原良祐（北大院・環境）・深谷肇一（統数研）・奥田武弘（国際水研）・堀正和（瀬

水研）・山本智子（鹿大・水産）・仲岡雅裕（北大・厚岸）・○野田隆史（北大・地

球環境） 

Many marine benthos pass through a planktonic larval stage whereas others spend their entire lifetimes in 

benthic habitats. Recent studies indicate that non-planktonic species show greater fine-scale patchiness than 

do planktonic species. One hypothesis for such a difference is that larval dispersal enhances the connectivity 

of populations and buffers population fluctuations and reduces local extinction risk, consequently increasing 

patch occupancy rate and decreasing spatial patchiness. If this mechanism plays a significant role, then the 

distribution of non-planktonic species should be more aggregated – both spatially and temporally – than the 

distribution of species with a planktonic larval stage. To test this prediction, we compared 1) both the spatial 

and the temporal abundance – occupancy relationships and 2) both the spatial and the temporal mean – 

variance relationships of population size across species of rocky intertidal gastropods with differing 

dispersive traits. We found that, compared to planktonic species, non-planktonic species exhibited 1) a 

smaller occupancy rate for any given level of mean population size and 2) greater variations in population 

size, both spatially and temporally. This suggests that the macroecological patterns observed in this study 

were shaped by the effect of larval dispersal dampening population fluctuation, which works over both space 

and time. 

[P05] Interactions between loach (Misgurnus anguillicaudatus) and snail (Bellamya 

chinensis laeta) in a paddy field and its effect on rice production 

○Haruki Takayanagi and Hironori Yasuda(Yamagata Univ.) 

Present day rice production exclusively depends on fossil-derived nitrogen resource like phosphate rock, 

which is expected to be in short supply in near future. Paddy fields harbor a number of aquatic organisms 

such as microphytes, snails and loaches, which might be utilized as nitrogen source to promote rice 

production. In this context, we examined whether and to which extent biotic interactions among these 

aquatic organisms can enhance or hinder rice production through nitrogen supply both in laboratory and field 

experiments. Laboratory experiments using potted rice revealed that both snail (Bellamya chinensis laeta) 

and loach (Misgurnus anguillicaudatus) promoted rice plant growth if being treated separately. The field 

experiment, however, detected negative interactions between snail and loach on rice production. Observation 

on behavior of the snail and loach confirmed that loach behavior often forced snail to shut its opening, 

resulting in reduced foraging activity and lesser production of nitrogen rich feces of snail. Alternatively, snail 

filter feeding on microphytes possibly and indirectly reduced the density of zooplankton, the main food 

resource of the loach, which might have reduced feces production of the loach. 

[P06] 群集の種-個体数分布を折れ棒ではなく切れ目をつかって説明する 

○岸茂樹（矢作川研究所）・川津一隆（龍谷大・理工） 



32 

 

生物群集の種-個体数分布のパターンを説明するために、古くは折れ棒モデルなどの現象論モデ

ルが提案されてきた．しかしながら，それらのモデルは生物的過程を考慮しておらず，実際のデー

タに対する当てはまりも悪い．そのため近年では生態的浮動や種間相互作用を明示的にした動的な

モデルに注目が集まっている．本研究ではこの流れに反して，現象論的なモデルを新しく提案する．

本モデルでは，折れ棒モデルのように棒をランダムに折ったときの断片長の分布ではなく，棒に入

った切れ目どうしを切れ目間の距離に応じてグループ分けする．切れ目の入れ方には 2 つの方法を

使った．1 つは線分全体にランダムに切れ目を入れる方法である．もう 1 つは，すでに切れている

断片をランダムに選び，その断片にランダムに切れ目を入れる方法である．これら 2 つの方法を混

ぜる割合と，切れ目をグループに分ける距離を調整すると，観察された昆虫の種-個体数分布によ

くあてはまった． 

[P07] エネルギーの流れにサンショウウオが果たす役割は共食いによって変わる 

○高津邦夫（北大・環境）・岸田治（北大・FSC） 

水生昆虫や両生類は変態することで水域から陸域へとエネルギーを運ぶ。水域の捕食者種はこれ

らを食うことで、餌動物の変態を介したエネルギー移動を減らす役割を担う。種内の異質性を考慮

しない従来の生態学においては、このような捕食者の役割は「共食い」によって弱まると考えられ

てきた。共食いは捕食者種の個体数を減らすからだ。しかし、共食いが起こった場合には、共食い

した個体が大型化しパフォーマンスを高めることがある。この大型化に伴う機能強化の効果が、個

体数減少の効果を上回れば、共食いはむしろ捕食者種の役割を強めるよう働くと期待される。私た

ちは、水域の捕食者種としてエゾサンショウウオ幼生、変態する餌種としてエゾアカガエル幼生と

水生昆虫を使った野外操作により、この仮説を支持する証拠を得た。なんと、共食いがなかった場

合にはサンショウウオは餌種の変態を介したエネルギー移動に効果を持たなかったが、共食いが生

じた場合には個体の大型化の効果が作用し、エネルギー移動を減らす役割を担ったのである。 

[P08] 日本脳炎ウィルス媒介蚊の生育段階構造・垂直伝播を考慮した SIR モデル 

○渡邊江（早稲田大・人間科学）・福井眞（早稲田大・人間科学)・太田俊二（早稲田

大・人間科学） 

温暖化の進行にともない、温度依存で成長する感染症媒介蚊の個体群動態は変化すると考えられ

る。媒介蚊によってもたらされる感染症の流行は媒介蚊の動態に左右されるため、気候変動下での

流行予測には媒介蚊の詳細な個体群動態・感染動態と宿主側の感染動態とを組み合わせたモデルが

必要である。本研究では日本脳炎ウィルス媒介蚊の生育段階構造及び垂直伝播を考慮した SIR モデ

ル（全個体数を感受性保持個体 S、感染個体 I、免疫保持個体 R に分け、感染症の流行を各個体数

の時間的変動として表す数理モデル）を用い、その感染動態を解析した。感染症流行の指標となる

基本再生産数は温度が高くなるにつれて大きくなり、温暖化が感染症流行のリスクを高める可能性

があることがわかった。また、垂直伝播率が大きいほど基本再生産数も大きくなった。垂直伝播に

関する調査は十分に行われていないが、蚊媒介感染症の流行を予測するための一要素であることが

示唆される。 

[P09] Collective memory of an abandoned egret colony 

○Miyuki Mashiko (NIAES) and Yukihiko Toquenaga (Univ. of Tsukuba) 

Breeding birds search for food nearby their nests or colony sites. So previous studies often showed that the 

density of foraging birds decreased as the distance from their breeding sites increased. Here we report a 
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contradicting distribution of foraging egrets against the above expectation. Long lasting egret Colony A in 

Ibaraki Prefecture, Japan, was suddenly abandoned in 2010 without any explicit reasons. Colony B had been 

established 11km away from Colony A in 2006, and egrets belonged to Colony A were believed to join in 

Colony B since 2010. Colony B is the nearest colony around Colony A. Distributions of foraging egrets were 

recorded on paddies around Colony A within a radius of 10km from 2009 to 2015. The total number of 

foraging egrets on the paddies remarkably decreased since 2010, but the same paddies, some were more than 

15km apart form Colony B, were consecutively used by egrets during 2010-2015. Since the number of 

foraging egrets was not correlated with areas of paddies, egrets showed specific preference to specific 

paddies. A few individuals with good foraging experience around Colony A may exhibit site fidelity, and 

other egrets may share the memory of the preferred paddies by local enhancement. 

[P10] ニホンザルにおける個体数管理のための将来予測シミュレーション 

○平山 寛之 ・ 清野 紘典 ・ 檀上 理沙・ 岸本 康誉（WMO） 

近年、野生鳥獣による鳥獣害が深刻化している。有効な被害対策の 1 つとして、捕獲による個体

数管理がある。個体数を減少させるにはある程度の捕獲圧が必要である一方で、過度な捕獲には、

対象種の絶滅をもたらすリスクがある。適正な個体数管理のためには科学的・計画的に管理方針を

定める必要がある。野外での個体数の推移を予測する上では、不確実性を含んだモンテカルロ・シ

ミュレーションが有効である。この中に、捕獲のプロセスを組み込むことでさまざまな捕獲計画（年

間の捕獲頭数等）の個体数変動と絶滅のリスクを評価することができる。演者らは、ニホンザルを

対象にし、齢構成やオスの存在と群れ間の移動を考慮したシミュレーションによって、非選択的な

捕獲（捕獲対象の雌雄や齢を限定しない）・メスのみを対象とした捕獲・成熟メスのみを対象とし

た捕獲、の 3 つの捕獲対象のもとで将来予測し、捕獲計画の検討を行った。 

[P11] 格子空間上の集団のダイナミクスの安定性について 

佐藤一憲（静大・数理システム） 

集団のダイナミクスには，平衡点に収束する単純な場合からカオスのような複雑な場合にいたる

まで，様々なものが知られている．一方，集団のもつ空間構造がその動態に与える影響についても，

多くの知見が得られている．ここでは，格子空間上に生息する集団を考えたとき，各々の個体の出

生と死亡の単純なルールからモデルを導出する方法（第一原理；Brännström and Sumpter 2005a, 

2005b）をもとにして，出生個体の移動分散の範囲を制限するとどのようなダイナミクスの変化が

生じるのかを示す．特に基本的なモデルとして取り上げられている Ricker モデルと Hassell モデル

に対して報告する． 

 

参考文献 

Brännström Å, Sumpter DJT. (2005a). Proc R Soc B 272: 2065-2072. 

Brännström Å, Sumpter DJT. (2005b). Bull Math Biol 67: 663-682. 

[P12] A spatially-explicit integrative model of dispersal process of leaf litterfall 

○Michinari Matsushita (FFPRI・FTBC)・Kazuhiko Hoshizaki (Akita Prefectural Univ.) 

Leaf litter is an essential nutrient source via decomposition process in ecosystem. Understanding the 

dispersal process of leaf litter is important for the estimation of spatio-temporal variation in nutrient cycling. 

In forest community with diverse species, leaf fragments disseminated to forest floors are often observed as 
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litter mixtures with several species. Because of difficulty in identifying the sources (mother trees) of leaf 

fragments, it remains poorly understood. In this study, we developed a spatially-explicit integrative model 

that describes the dispersal kernel of leaf fragments, by using data both of the species distribution pattern 

(source) and the species composition and abundance of litter mixtures (sink). Parameter estimation was done 

based on a hierarchical Bayesian approach, while statistically accounting for uncertainty in observation 

process. We applied this model to dataset of litter composition of major tree species in riparian forest 

community. The application is useful; it allows us to unify the biotic (demographic) process model of 

community structure and abiotic (environmental) process model of nutrient cycling through decomposition. 

[P13] 相利共生系の多様性維持メカニズムの数理モデル 

江副日出夫（大阪府大・院・理） 

相利共生系の動態に関する理論研究の多くは、宿主と共生者は各々均質な個体からなる一様集団

であることを仮定する。しかし、現実の相利共生系は、各々の集団が共生相手に対する特異性が異

なる個体によって構成されていることが多い。本研究では、マメ科植物と菌根菌の系を基にし、2

宿主系統-2 共生者系統からなる相利共生系の個体群動態モデルの挙動を調べた。2 つの共生者系統

はそれぞれ別の宿主系統に対してのみ相利者としてはたらき、もう片方の宿主系統に対しては寄生

者としてはたらくとする。共生者ははじめ宿主にランダムに感染するが、感染後に宿主が共生者の

一部を排除することで自分に有利な共生者系統の割合を増加させる（パートナー選択）。解析の結

果、この系の安定性はパートナー選択における宿主の共生者識別能力に大きく依存し、識別能力が

大きいと宿主系統間に共生者を介した間接的競争がはたらいて片方の宿主が絶滅するが、識別能力

が小さいと全系統が共存し、相利共生関係が維持されやすくなることがわかった。 

[P14] 空間的・時間的アレンジによる薬剤抵抗性管理の有効性：モデルシミュレーションによ

る各害虫タイプに対する効果の検証 

○山中武彦・須藤正彬（農環研）・鈴木芳人（京都市）・高橋大輔（ウメオ大学） 

化学農薬に対する抵抗性発達の管理は、古くから害虫防除の一大テーマであるが、現在、かつて

ないほど重要度を増してきている。多くの農薬の開発から数十年が過ぎ、主要な殺虫成分の登録が

軒並み失効している一方、新薬の開発には、多くのコストと時間がかかるようになっていて、実質

的に使用できる有効成分の種類が激減しているのである。少ない有効成分をどのように組み合わせ

て、抵抗性発達を可能な限り遅らせることが出来るか、最適な管理技術を構築するフレームワーク

が求められている。 

そこで本研究では、薬剤施用区および薬剤を撒かない保護区の 2 パッチで構成され、各薬剤につ

き一遺伝子の変異が抵抗性に関与するという、シンプルな仮定でシミュレーションモデルを開発し

た。また薬剤を散布するタイミングを変えたり、害虫の避難場所を確保したりといった、空間的･

時間的アレンジを施すことによって抵抗性発達遅延効果を狙う管理戦略を検証した。これにより

様々な生活史を持つ害虫をタイプ分けし、各々に対して最適な戦略を検討する。 

[P16] 人為的移動を考慮した移住カーネル関数によるセアカゴケグモの分布拡大予測 

○前川侑子・町村尚・松井孝典（阪大・工） 

セアカゴケグモ (Latrodectus hasseltii) は、日本では 1995 年に発見された外来生物である。自動

車などに付着する人為的移動によって分布域が広がったとされているが、これを考慮した分布拡大

予測は行われていない。そこで本研究では近畿地方を 1 km メッシュに区切り、人為的移動を考慮
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したセアカゴケグモの分布拡大予測を行った。まず 1995〜2003 年の目撃分布から、生息適地を標

高 460.1 m 、1 月平均気温 1.1℃とした。次に、時系列の分布図からロジスティック回帰分析に

より、前年の目撃メッシュからの距離を変数としてランダム歩行による移住確率のカーネル関数を

算出した。さらに人為的な移動要因である施設・交通量データのクラスタ分析によって 5 分類した

地域別に、人為的な移住確率を算出した。最後に両者を合成し、モンテカルロシミュレーションに

よる 2045 年までの分布拡大予測を行った。人為的移動を考慮すると予測精度が上がり、2045 年に

は生息適地全域で分布すると予測した。 

[P17] Biological pest control in arable fields associated with non-crop habitats 

○池川雄亮（大阪府大院・理）・江副日出夫（大阪府大院・理）・難波利幸（大阪府大

院・理） 

生物的防除とは天敵生物を用いて農場内の害虫を駆除する方法である。近年、農場に隣接する非

農耕地からの天敵の移入が防除効率を促進することが示される一方で、農場内の天敵が非農耕地に

侵入し、そこに生息する在来被食者に悪影響を与えることも示されている（非標的効果）。本研究

では、相対的な質（面積・生産性）が異なる農場と非農耕地の間を移動する１種または２種の天敵

を仮定した個体群動態モデルを構築し、生息地の質及び天敵の移動力が農場内の害虫防除の効率及

び非農耕地内の在来被食者に対する非標的効果の度合いに与える影響を解析する。 

天敵が１種のみの場合、防除効率の促進と非標的効果の抑制の両立には、農場よりも生産性が高

く面積が大きい非農耕地が必要だが、これは多くの農業生態系において現実的ではない。一方、天

敵が２種の場合、天敵の移動力に依存して、非農耕地の生産性が低く面積が小さい場合でも、防除

効率の促進と非標的効果の抑制が両立可能であることが示された。以上より、生物的防除と農業生

態系の景観構造の関係について考察する。 

[P18] Non-genetic inheritance of parent-offspring cell structure in the diatom 

○Yuka Shirokawa and Masakazu Shimada
  (Univ. of Tokyo) 

Cells have various traits and surface structure, such as flagellums, processes, cilia. There are two ways to 

inherit these traits from parent to offspring cells: the one is hangovers of preexisting parent structure, the 

other is structural inheritance (preexisting parent structure affects offspring structure development). The 

diatom siliceous cell wall of parents is known to affect its offspring physically, and we estimated 

cell-structural-level heritability. Four quantitative traits derived from parents and that from offspring 

generation were compared by single-cell isolation and cell-wall-labeling. Parent-offspring regressions 

showed that all traits on offspring parts significantly correlated with that on parents, except for a trait, and 

heritability was estimated at 0.3 to 0.7 by traits. Structural inheritance was detected in traits variation 

independent of apparent environmental change. We also formulated a quantitative genetic model including 

both effects of the preexisting parent structure and structural inheritance. Considering the two-way 

short-term inheritance is important for predicting cell trait dynamics in various cell types. 

[P19] タブノキにおける異型異熟性が交配パタンと結実に与える影響 –孤立小集団を例に– 

○渡部俊太郎（滋賀県大・環境）・金子有子（東洋大）・野間直彦（滋賀県大・環境）・

西田隆義（滋賀県大・環境） 

植物個体群の保全を考えるにあたっては残存している集団において、注目する種の繁殖様式が交

配や結実にどのように影響するのかを定量的に明らかにすることが重要になる。本研究ではタブノ
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キを対象に異型異熟性（種内に午前♂ → 午後♀に機能的に性転換する性型とその逆の二型が存在

すること）に着目し、その実態を報告するとともに、孤立断片化した集団において結実と交配に与

える影響を議論する。滋賀県日野町の社叢林において性表現の経時変化、結実率測定および SSR

マーカーによる親子解析を実施した。調査の結果、タブノキでは性型間の交配が卓越し、自殖が抑

制されている事が明らかになった。さらに結実率は集団中で少数派の性型の個体で高くなる傾向を

示した。これらの結果はタブノキの異型異熟性は集団が大規模な場合は有効に他殖を促進する事が

できるが、小規模化に伴い型比が偏った場合は有効集団サイズを減少させてしまう可能性があるこ

とを示唆している。 

[P20] 空間自己相関をもつ撹乱環境下でのクローン繁殖戦略 

○福井眞（早稲田大・人間科学）・荒木希和子（立命館大・生命科学） 

クローン繁殖は、親個体が生存する環境下では親と遺伝的に同質の次世代個体が生き残る可能性

が高いうえ、有性繁殖のコストもかからないために個体数増加が顕著となる。植物のような固着性

生物では、クローン繁殖で生産される次世代個体は、親個体からの栄養輸送の制約上、親個体に隣

接した場所に定着する。生育地に撹乱が生じると、種子や胞子などの形態でより遠方へ分散する繁

殖方法が有効となる。しかし、クローナル植物の中には撹乱後に素早く繁茂するものもあり、一概

にクローン繁殖が撹乱に脆弱であるとは言い難い。本研究は空間自己相関をもった生育地への撹乱

に注目し、クローン繁殖の撹乱への抵抗性を空間明示的な個体ベースモデルで検証した。撹乱環境

における種子繁殖の有利性に鑑みれば、空間的な自己相関が高い撹乱が生じると、より遠くへと次

世代個体を残す方が有利になるとおもわれる。しかし、遠方へ拡がろうとする戦略は撹乱に対して

脆弱だった。撹乱への抵抗性は次世代個体生産への資源配分によって左右されることがわかった。 

[P22] 貯穀害虫の垂直個体群構造を決定する要因：資源をめぐる競争か、寄生回避か、そして

潜るコストは？ 

○菅原有真（九大院・生資環・天昆）・津田みどり（九大院・農・生防研） 

一般に移動分散の個体群生態学は水平方向の移動に注目する事が多いが、垂直方向への広がりの

ある環境での移動分散に関しては水生生物や土壌生物では研究があるものの、未だ知見は少ない。

本研究では、マメゾウムシによる垂直方向の移動分散行動について、深く潜る事によって（１）種

内競争を回避している、（２）捕食寄生を回避している、という 2 つの仮説を立て、実験検証を行

う。また潜行のコストがあるかを潜行深度間で適応度形質を比較し検証する。 

小豆入り円筒型容器を垂直方向に接続したタワーの上部からマメゾウムシを導入し、競争型、導

入親個体数、寄生蜂の有無が、層毎の産卵数、孵化率に与える影響を比較した。結果、垂直方向の

移動分散には競争型よりも体サイズの影響が大きかった。また、ヨツモンマメゾウムシのコンテス

ト型系統では深く潜ると浅い層と比べて孵化率が下がる事から、潜るコストがあると考えられた。

更に寄生蜂によって全ての層で産卵数と孵化率が減少した為、寄生蜂によるコストも示唆された。 

[P23] 周期ゼミの周期性進化メカニズムの解明 

○伊東啓（静岡大・創造院）・柿嶋聡（静岡大・創造院）・上原隆司（名古屋短大）・

守田智（静岡大・院工）・小山卓也（京都大・院理）・曽田貞滋（京都大・院理）・

John R. Cooley（Univ. of Connecticut）・吉村仁（静岡大・創造院） 

北米には、13 年もしくは 17 年に一度、大量発生するセミが生息している。このセミはその発生

周期から周期ゼミ・素数ゼミと呼ばれており、なぜ素数周期で大発生するセミが誕生したのかは未
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だに大きな謎である。これまでの研究から、様々な周期が混在したときに、交雑の観点から素数周

期だけが生き残ることが数値計算によって導かれていたが、その前段階である周期性そのものの進

化は再現されていなかった。 

我々は、個体ベースのシミュレーションモデルを構築し、氷河期（平均気温の低下）という環境

下でセミの周期性が進化する様子を再現することに成功した。これにより、氷河期による成長スピ

ードの低下という危機的状況が周期性進化に大きく関係していることが示唆された。本結果は、環

境変動によって進化が引き起こされることを明確に示したものである。 

[P25] キアゲハの春型と夏型に見られる照度に対する選好性の違い 

○西口泰平・石原道博（大阪府大院・理・生物） 

キアゲハは春型と夏型という２つの季節多型を示し、夏型は春型よりも大型で黒色部分の割合が

大きい。黒色は熱を吸収しやすいため体温が上がりやすいことから、季節型間で体温を調節する行

動に違いがあるかもしれない。そこで人為的に春型と夏型の成虫を羽化させ、屋外で日向と日陰の

面積の割合が１：１となるように閉鎖空間を作成し、羽化した成虫を日向または日陰に 10 分間放

置した。その後、日向と日陰の真ん中から空間内に放チョウし、日向と日陰のどちらに向かうか行

動を観察した。その結果、春型は日向に置いた後でも日陰に置いた後でも有意に多く日向に向かっ

た。夏型は日陰に置いた後は有意に日向に向かったが、日向に置いた後では有意に日陰に向かった。

夏型は日向では体温が上昇しやすいため、この行動は体温を調節するためと考えられる。一方で、

春型が常に日向へと向かったのは、黒色部分の少ない翅が明所では背景と同化して保護色となるか

らかもしれない。 

[P26] Adaptive loss of color polymorphism and character displacements in sympatric 

Mnais damselflies 

○椿 宜高（京大生態研）・奥山 永（京産大生命） 

A geographical survey of two Mnais damselfly species in the Kinki area of Japan showed evidence for 

character displacements when the two species were found in sympatry. Mnais costalis, a species that has 

polymorphic male mating types of orange-winged territorial and clear-winged non-territorial morphs 

(hereafter, orange and clear morphs respectively) in allopatry often shifted to having monomorphic orange 

morphs in sympatry. The mean body size of orange morph was consistently larger than that of clear morph in 

allopatry. By contrast, M. pruinosa, a species that also has two morphs of large orange and small clear 

morphs in allopatry, shifted to having monomorphic clear morphs in sympatry. Divergence was also detected 

in the preference for habitat insolation conditions between sympatric Mnais damselflies. Both species in 

allopatric regions prefer half-light forest habitats, while in sympatric regions they showed diversified habitat 

preference: M. costalis preferred sunny habitats while M. pruinosa preferred shady habitats. Multiple 

character displacements in signal traits and habitat preference emerged in heterogeneous forest light 

environments are likely to have synergistic effects on the reproductive isolation of the two species. 

[P27] Effects of color polymorphism on host plant range in Colias butterflies 

○Suzuki Noriyuki (Rissho Univ)・Yuma Takahashi (Tohoku Univ) 

Evolution of genetic polymorphism may broaden niche width at a population/species level, since different 

individuals use different kind of ecological niches. Moreover, genetic polymorphism can increase population 

fitness (i.e., sum of absolute fitness of all individuals in a population) by ameliorating negative impact of the 



38 

 

interactions such as resource competition, sexual harassment, and predation. These situations may 

consequently lead to the expansion of geographical range of the species. In this study, we examined host 

plant range and distribution in Colias butterflies, which contain species with both polymorphic and 

monomorphic wing coloration, by using the reported data and GIS. We showed that host plant range is wider 

in polymorphic species than in monomorphic species. Similarly, distribution range is wider in polymorphic 

species than in monomorphic species. Notably, color polymorphism in females, not in males, can explain 

these two trends. The results presented here suggest that color polymorphism may positively affect on the 

characteristics at a population-level through enhanced female fitness. 

[P28] タイリクヒメハナカメムシにおける採餌行動の個体間変異が害虫防除に及ぼす影響 

○世古智一（近中四農研）・三浦一芸（近中四農研） 

天敵放飼による害虫防除において、同一種の天敵であっても寄主探索行動など防除効果に関わる

特性には個体間変異があり、実際には放飼したうちの一部の個体が害虫の密度抑制に貢献している

可能性がある。天敵が放飼されるのは害虫発生の初期段階であるため、寄主密度が低い条件下でも

しばらくはパッチ内に留まって探索するような行動をとる性質が望ましい。本講演では、放飼後の

初期定着が不安定とされているタイリクヒメハナカメムシを対象に、地域集中型から広域型の探索

に切り替えるまでの時間（すなわち GUT）の個体間変異を観察し、GUT が長いとされる個体と短

いとされる個体を放飼して、定着性や防除効果の違いを検証した。その結果、数十秒以内に広域探

索に切り替える個体から 20 分以上地域集中探索を続ける個体まで様々であり、GUT が長いとされ

る個体を放した圃場の方が、作物上での定着性は高く、アザミウマの増殖が抑えられる傾向が見ら

れた。今後は GUT の遺伝的変異に注目して、放飼した個体の多くが害虫防除に貢献する系統の育

成を目指す。 

[P29] Sex difference in random walk patterns enhances mating encounters 

○Nobuaki Mizumoto (Kyoto University), Shigeto Dobata (Kyoto University) 

Animals must move to search for other organisms. One important question is what is the most efficient 

strategy for searching randomly located or moving objects. Some studies have theoretically estimated the 

optimal searching strategy for various stationary or mobile targets. However as most of the studies on 

optimal search strategy focused on foraging for food, little is known about the efficiency of searching for 

sexual partners, where males and females seek for each other. Here we test the effect of sexual difference of 

motion patterns on the mating encounter rates. Our simulation by searcher-target model demonstrated that 

the encounter efficiency is maximized when males (females) show ballistic motion and the other sex show 

Brownian motion. Enhancement of mating encounters is more significance under the high density of 

individuals. We will discuss the evolution of sexual dimorphism from the viewpoint of searching efficiency. 

[P30] 秩序的蟻道形成の持つゆらぎ 

○﨑山朋子（早大）・郡司ペギオ幸夫（早大） 

秩序的な蟻道の持つパターンを再現するためには、非線形モデルが従来のモデルとして考案され

てきた。しかしながら近年になって個体レベルでの反応はむしろ線形的であることが示された。ミ

クロとマクロの差異をつなぐ役割として、蟻はヴェーバー則に従うことも報告された [Perna et al., 

2012]。だがヴェーバー則の出現を考慮したエージェントベースモデルは皆無である。個体が常に

ヴェーバー則に従ってしまうと、ループを描いた構造が常に現れてしまう。実際の蟻道は適度に曲
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がりつつも直進的構造を有している。そのため我々のモデルでは、エージェントはフェロモンに従

う一方で、近傍の他個体の動作方向も弱く見積もり、状態をアップデートする。この二種類のナビ

ゲート情報を使い分けることで、線形的反応から非線形的かつ適度に曲がったパターンの出現が可

能になった。しかしながら、ゆらぎを生み出すメカニズムが存在できていない。そのため、フェロ

モンという長期的時間集約情報と、より逐次的な他個体の動作情報を同一水準で扱うことで、ヴェ

ーバー則を示しつつゆらぎを生む出す改良モデルを併せて構築した。 

[P31] Allee effect in termite colony foundation: alate density and flight timing affect 

pairing success 

Ami Kusaka・○Kenji Matsuura（Lab. Insect Ecology, Kyoto Univ） 

Allee effect is defined as a positive relationship between any component of individual fitness and density 

of conspecifics. Theoretical models predicted that monogamy is more susceptible to the Allee effect under an 

equal sex ratio. Most of lower termite species including Reticulitermes termites usually found new colonies 

by a monogamous pair. However, little is known about how alate density and flight timing affect pairing and 

colony foundation success in termites. Here we show a clear positive relationship between alate density and 

pairing success and the consequent colony foundation success in a termite Reticulitermes speratus. When we 

released either of 10, 20, 40 or 80 pairs of alates/ m
2
/day for four times at three days interval in semi-natural 

field, no successful pair was found in the 10 pairs-density treatment after three months. In contrast, 7.5, 13.8 

and 18.1% of alates formed pairs in 20, 40 or 80 pairs-density treatments, respectively. Most of the pairs 

(78.7%) were the combinations of the alates released at the same day, while 17.3% and 4% were the 

combinations of three days interval and that of six days interval. This is the first clear demonstration of Allee 

effect in termite colony foundation.  

[P32] ササコナフキツノアブラムシにおける表現型に依存した兵隊の防衛能力の集団間変異 

○服部 充（玉川大・農）・小野正人（玉川大・農）・市野隆雄（信大・理、信大・山

岳） 

被食者のもつ対捕食者形質は、時空間的に変動する捕食者との相互作用の強さによって変異が生

じ、異なる表現型が導かれることがある。この異なる表現型は、捕食圧を軽減する能力と相関する

ことがある。そこで、不妊の防衛個体である兵隊カーストを産出する真社会性アブラムシのササコ

ナフキツノアブラムシとスペシャリスト捕食者系に着目し、経験する捕食リスクの異なる集団間で

兵隊の捕食者に対する防衛力を比較した。本種の兵隊は、捕食者に対し前脚でつかみかかり、頭頂

部にある 1 対のツノを突き刺すことで防衛を行う。この防衛行動により兵隊は捕食者を殺すことは

できないが、コロニーの仲間に対する捕食を遅らせることができる。そこで、高い捕食リスクにさ

らされている集団で産出される兵隊と低い捕食リスクにさらされている集団で産出される兵隊の

捕食を遅らせる能力を比較したところ、高い捕食リスクにさらされている集団で産出される兵隊は、

ツノと前脚が長く、捕食を遅らせる能力が高かった。 

[P33] Personal immunity and monogamous colony foundation in a termite: 

low-resistance individuals drag down high-resistance partners  

○Rui Takashima・Kenji Matsuura（Lab. Insect Ecology, Kyoto Univ） 

Monogamous partnership and biparental care have not only advantages but also risks including mutual 

disease transmission. Because male and female primary reproductives cooperatively establish a new colony 
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in lower termites, colony foundation success depends on the survival of both primaries. It remains poorly 

understood how individual-level resistance to pathogen relates to the success of monogamous colony 

foundation in termites. Here we show that colony foundation success by a pair is highly predictable from 

individual-level resistance by a “drag-down” model, that is, the individual of lower-resistance determines the 

fate of new colony rather than the higher-resistance partner. We found a significant colony-dependent sex 

difference in personal immunity when primaries of the termite Reticulitermes speratus were kept isolated 

after exposure to the entomopathogenic fungus Metarhizium anisopliae. By comparing the survivorship 

between paired and isolated individuals, we found that since the partner left alone eventually die, either one 

with the lower resistance level of the pair determines whether their colony would successfully be founded. 

Our results demonstrate that colony- and sex-dependent personal immunity greatly affects the survivorship 

of pairs when they establish new colonies. 

[P34] Host-plant and genetic effects on herbivore's fitness and gene expression 

○Tuda M, Tani S, Iwase S, Saeki Y, Mori K, Tashiro K (Kyushu University) 

狭食性の植食性昆虫の遺伝的な分化は、新寄主の利用により促進されてきた。狭食性昆虫の中に

は、元の寄主から遠縁の植物に寄主シフトした種もいる。しかし、寄主範囲拡大初期に起きる遺伝

的変化を伴わない形質の可塑的変化の様相についてはほぼ未解明である。そこで本研究では、新旧

寄主間の遺伝的距離や植食性昆虫の遺伝的背景と新寄主利用のコストとの関係に注目する。野外で

さまざまな作物への寄主範囲の拡大が確認された狭食性ゾウムシについて、 (1) 遺伝的系統が寄主

範囲拡大時に適応度に与える影響、(2) 寄主範囲拡大が遺伝子発現に与える影響、を網羅的に解析

し、適応度と遺伝子発現の関係を調べた。元の寄主としてウマゴヤシ（マメ科）、新寄主としてレ

ンゲ、ダイズ（マメ科）、またはダイコン（アブラナ科）を用いた。遺伝的系統をランダムに組み

合わせたペアでは、雌雄それぞれの系統が繁殖形質に影響することがわかった。次に、ウマゴヤシ

由来の幼虫をウマゴヤシで個別飼育した後、交配したペアの子（兄弟姉妹）を同様に飼育し、一定

体重を越えた時点でいずれかの植物を一定期間与え、体重変化を測定した。そして、これらの個体

の RNA-seq を行い、遺伝子および発現量を推定した。 

[P35] ナガサキアゲハにおける擬態遺伝子の頻度動態推定 

○古俣慎也（京都大・理・動物生態）・Chung-Ping Lin（台師大・生命科學）・曽田貞

滋（京都大・理・動物生態） 

ベーツ型擬態をするチョウ類においては、メスにのみ擬態型を含む多型が出現することがある。

モデルの密度や捕食圧によって擬態型の適応度が決まり、擬態型と非擬態型の比率が決定する。モ

デルの密度や捕食圧には季節性があるため型比も一年の中で季節変動する可能性がある。ナガサキ

アゲハにはメスにのみ擬態型、非擬態型の多型が知られている。本研究ではナガサキアゲハにおけ

る擬態遺伝子の季節動態を調べることを目的とした。近縁種のシロオビアゲハを参考に遺伝子型判

別方法を確立し、オスを含めて野外の擬態遺伝子動態を調べた。その結果、台湾東部の花蓮縣では

擬態遺伝子（優性アリル）の頻度は常に少数派となり、擬態遺伝子頻度には非季節的な周期振動を

する傾向が示唆された。発表では、モデルの密度や捕食圧以外の淘汰圧が多型維持に関わる可能性

を議論する。 

[P36] Resistance to invasive congener’s pollen in Japanese dandelion: reproductive 

character displacement in response to biological invasion? 

京極大助（京都大・理） 
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Japanese dandelion, Taraxacum japonicum, has declined in abundance in the last several decades due to 

the invasion of common dandelion, T. officinale. The decline is thought to be due to reproductive 

interference; seed production of T. japonicum, which is self-incompatible, is reduced by T. officinale pollen 

even when sufficient amount of compatible pollen is pollinated. However, recently I found a place where T. 

japonicum is apparently recovering from population decline. The recovery of T. japonicum population 

suggests the evolution of resistance to T. officinale pollen. In a preliminary experiment, I found that the seed 

production of T. japonicum in that population was not affected by T. officinale pollen, a consistent result with 

my prediction. T. japonicum may be being evolutionarily rescued by the evolution of resistance to 

heterospecific pollen. To make the hypothesis testing vigorous, the same experiment needs to be performed 

in other sites both where T. japonicum population is recovering and where it is not. 

[P37] 沈水植物群落が競争・捕食相互作用を介して湖の水質に及ぼす影響 

○丸野慎也・浜端悦治・西田隆義（滋賀県立大・環境） 

水草は水質を改善すると考えられている。Wetzel (2001)は、水草が植物プランクトンの利用可能

な栄養塩を減少させ、植物プランクトンを減少させて水質が改善すると報告した。しかし、魚がい

る場合にも水質改善がおきるかはよく分かっていない。Timms & Moss（1984）によれば、水草は

魚からの捕食回避場所として機能することで、動物プランクトンを増やし、その結果、植物プラン

クトンが減って水質が改善するという。鈴木(2008)も同様の結果を報告したが、その実験では動物

プランクトン食でない魚が使われたこと、水塊のサイズが小さいことなど問題がある。そこで動物

プランクトン食の魚が存在する大きな水塊において、水草が水質を改善するか再検討した。 

実験の結果、魚は大型の動物プランクトンを選択的に捕食して減らした。しかし、小型の動物プ

ランクトンは、水草の存在によって捕食を免れた。捕食を免れた小型の動物プランクトンは植物プ

ランクトンを減らし、水質を改善した。以上の結果から、水草の水質改善効果は、動物プランクト

ンのサイズによって変わることが示唆された。 

[P38] 寄主植物ウマノスズクサを共有する 2 種のチョウの共存機構 

○橋本洸哉（京大生態研）・大串隆之（京大生態研） 

植物の再成長は、時間的に離れた植食者間の相互作用に大きく影響し、植食者の共存しやすさを

左右すると考えられる。我々は寄主植物ウマノスズクサを利用するホソオチョウとジャコウアゲハ

を材料に「両種の発生時期が同調しておらず、その間に植物が再成長することで資源量が回復し、

両種が共存しやすくなる」という仮説を立てた。実験の結果、ホソオ食害とジャコウ食害どちらで

も、植物の成長量は食害のない場合と差がなかった。ホソオの食害量はジャコウに比べて少なく、

野外ではホソオ幼虫が植物量に与える影響はみられなかった。また、両種の発生時期は 5 月から 7

月にかけては同調していなかった。今回の結果から、ホソオ食害はジャコウが利用する植物量にほ

とんど影響を及ぼさず、このことがホソオによるジャコウの排除を妨げていると考えられた。いっ

ぽう、ホソオの生涯餌要求量のデータから、ジャコウによるホソオの排除は起こりにくいと考えら

れた。 

[P39] トノサマガエルとナゴヤダルマガエルの琵琶湖周辺における分布様式と種間関係 

○中西康介（名大・院・環境／滋賀県大・環境）・本間淳（琉球産経／滋賀県大・環

境）・古川真莉子・高倉耕一・藤井暢之・森井清仁・寺澤祐貴・羽田野遥平・西田

隆義（滋賀県大・環境） 
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トノサマガエルとナゴヤダルマガエルは同属近縁種で、広域的な分布域は重複し、主な繁殖場所

や繁殖時期も重なる。近縁種はふつう同所的に共存しにくいといわれているため、局所的には両種

にすみ分けが生じている可能性が考えられた。そこで、琵琶湖周辺の 381 地点において、繁殖期の

オスの鳴き声をもとに両種の分布を調査し、両種の分布様式と種間関係について検討した。その結

果、84 地点で両種が、86 地点でトノサマのみ、144 地点でダルマのみが確認された。絶滅危惧 IB

類（環境省）のダルマのほうが圧倒的に分布地点と個体数が多かった。両種の密度には標高が有意

な効果（トノサマ：＋、ダルマ：－）をあたえており、土地利用は両種の分布の違いを説明できな

かった。さらに、両種の密度とも、相手種の生息密度が標高よりも強い負の効果を示したことから、

両種は排他的な分布様式であると考えられた。 

[P40] Effect of trophic subsidy on plant-pollinator dynamics 

Gaku Takimoto (Univ. of Tokyo) 

Mathematical models of pollination mutualism usually assume that pollinators subsist solely on the floral 

resources of their partner plants. In nature, however, there are many pollinator species that also utilize 

non-floral resources. For example, a recent field study in southwest Alaska found that salmon carcasses 

provided substantial food resources with blowfly pollinators, and suggested that spatial variation in the 

timing of salmon’s spawning runs affected the blooming phenology of a riparian plant species pollinated by 

the blowflies. Here I formulated a population dynamic model of plant-pollinator mutualism, in which 

juvenile pollinators subsist on non-floral resources and adult pollinators receive floral resources in exchange 

for their pollination services. The model analysis found that the amount of juvenile resources affected the 

equilibrium abundances of pollinators and plants and their stability. The increase of juvenile resources 

increased the abundances of both juvenile and adult pollinators linearly, and also caused a degressive 

increase in the plant abundance. Moreover, a sufficient amount of juvenile resources could turn a 

globally-unstable coexistence equilibrium of plants and pollinators to globally stable. These results suggest 

that explicit consideration of trophic ecology in mutualistic interactions may be important for better 

understanding of the dynamics of plant-pollinator mutualism. 

[P41] Genome-wide SNP analysis reveals local evolution of feeding preference in the 

leaf beetle Plagiodera versicolora 

○Hirono Onodera(Hokkaido Univ.), Masaki Yasugi(NIBB), Hiroshi Kudoh(CER, Kyoto 

Univ.), Atsushi Nagano(Ryukoku Univ.), Shunsuke Utsumi(FSC, Hokkaido Univ.) 

Toward an understanding of the mechanism and the process of adaptive evolution, taking genome-wide 

approaches is fruitful to elucidate the genetic basis of traits, which are subject to natural selection. Previous 

studies have found that Plagiodera leaf beetles have variation in feeding preference among populations as 

local adaptation to host plant traits. Our purpose here is to explore a genetic signature of local evolution of 

feeding preference in the leaf beetle in Hokkaido, using a genome-wide analysis. We performed a 

restriction-site associated DNA sequence and used 736 SNPs for further analyses. Our results suggested 

geographically close four populations were genetically distinct and some SNPs associated with feeding 

preference were under selection. These markers would be candidates for tracking real-time evolutionary 

dynamics of the leaf beetle. 

[P42] 昨日の敵は今日の友？：捕食圧と競争相手がもたらす希釈効果の相互作用 

○小楠なつき（北大）・長谷川英祐（北大） 
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生物にとって、競争排除を引き起こす可能性のある同一資源をめぐる競争はできることならない

方がよいように思われる。しかし、同一資源をめぐり競争をしている他の生物種が存在することで、

感染症の流行が抑えられるという希釈効果が生じている例が報告されている。これらの効果が同時

に存在するとき、つまり、競争相手の存在がマイナスになる場合とプラスになる場合、共存が達成

されるにはどのような条件が必要だろうか。感染症の流行によって間引かれる個体数が個体群の密

度に比例するが、競合する種が環境中に存在することでその感染症の影響が小さくなると仮定した

シミュレーションでは、競合する種が存在しない場合よりも個体群が絶滅しにくくなった。さらに、

感染症の流行によって間引かれる個体数が、個体数の密度に対して指数的に増加する場合には、「競

合する種がいることで感染症の影響が小さくなる」と仮定しなくとも、競合する種と競争し密度が

抑えられるだけで、個体群が絶滅しにくくなった。今回のシミュレーションによって、ランダムに

発生する感染症の流行は競争を緩和し、さらに競争があることが個体群の長期的な存続を可能にす

る場合があることが示唆された。 

[P43] Herbivore-mediated interaction promotes the local coexistence of trichome 

dimorphism in a plant population 

○Yasuhiro Sato (CER, Kyoto Univ.)・Hiroshi Kudoh (CER, Kyoto Univ.) 

Despite growing evidence for herbivore-mediated selection on plant defenses, we still know little about 

how genetic polymorphism can persist in anti-herbivore defense traits. Here, we provide field and 

experimental evidence to indicate that a herbivorous insect promotes the maintenance of trichome-producing 

(hairy) and trichomeless (glabrous) morphs of Arabidopsis halleri subsp. gemmifera through negative 

frequency-dependent selection. First, in a natural population where the specialist beetle Phaedon brassicae 

was prevailing, hairy plants received less damage as the frequency of neighboring glabrous plants increased. 

Furthermore, we observed a temporal recovery of frequencies of rarer morphs in a series of field plots. Then, 

our mesocosm experiment demonstrated a rarity advantage of leaf damage and fecundity for hairy and 

glabrous plants only in the presence of P. brassicae. Based on the temporal recovery and fitness advantage of 

rare-morphs, our study provides strong evidence for negative frequency-dependent selection on a plant 

defense polymorphism. This type of apparent interaction may be more important for the maintenance of 

genetic diversity in plant defenses than previously believed. 

[P44] 新芽が赤いのは植食者に対する警告信号か 

平野正樹・○井出純哉（久留米工大・工・教育創造工） 

植物の中には新芽が緑色ではなく赤や紫色をしている種類がある。これは新芽を普通の葉の緑色

とは異なる色にすることで、新芽に有毒物質を含むなどの防御手段を講じていることを植食者に向

けて宣伝するためのものであるとする説がある（警告信号説）。そこで、この仮説を検証するため

に、オンブバッタを用いて実験を行った。 

まず、オンブバッタにアカジソとアオジソの葉を与えてどちらを選ぶか調べたところ、多くの個

体がアオジソを多く摂食した。しかし、色が分からない暗黒条件や単色の光条件の下で同じ実験を

行ったところ、アカジソとアオジソをほぼ同量摂食した。従って、オンブバッタは紫の葉よりも緑

の葉を選んで食べていることが確かめられた。次に、新芽が餌として質が劣っているかどうかを調

べるために、新芽が茶色ないし紫色を呈する安納芋の新芽と成熟葉をオンブバッタに与えて成長を

比較した。その結果、餌によってオンブバッタの成長速度に違いが見られなかった。従って、紫色

の新芽は餌として劣っているわけではないことがわかった。以上の結果から、警告信号説は否定さ

れた。 
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[P45] 外来種ヒロヘリアオイラガの衰退をまゆの捕食痕からさぐる 

○古川真莉子・沢田裕一・中西康介・高倉耕一・西田隆義（滋賀県大・環境） 

侵略的外来種ヒロヘリアオイラガは、1980 年以降に関西都市圏を中心に大発生したが、現在で

は大阪や京都など多くの都市圏で衰退した。この衰退は、都市圏で近年急速に増えた野鳥が、本種

を好んで捕食したためと推定される。しかし、衰退の過程をリアルタイムで実証した研究はない。

そこで、周辺の衰退状況から近い将来に衰退がおきると予測した滋賀県立大学構内において、ヒロ

ヘリの個体群動態を衰退前の 2003 年から衰退後の 2014 年まで調べた。繭に残された痕跡から捕食

者や羽化成功を識別し、繭期生存率と次世代の増加率を求めた。その結果、2010 年ころまでは、

鳥による繭捕食が高まっても、次世代の増加率が密度補償的に高まり、越冬世代の密度は安定して

いた。しかし、2010 年ころに生存率は著しく落ち込み、それ以降は越冬世代での密度補償が機能

しなくなった。そのため、2010 年以降は、衰退がみられた他の地域と同様に、野鳥の捕食により

ヒロヘリは衰退したと考えられる。 

[P46] 呑み込み方向で食べやすさが決まる？～在来魚駆逐メカニズムの解明～ 

○平藪直樹（滋賀県大院・環境）・西田隆義（滋賀県大・環境） 

オオクチバスは在来魚を衰退させたが、外来魚のブルーギルは衰退していない。その理由を、フ

ナとブルーギルの形態と呑みこみ方向が、バスの呑み込み成功に与える影響を比較することで調べ

た。バスのような丸呑み型捕食者（gape-limited predators）は魚を頭から呑みこむのが原則である。

これは、尾から呑みこむと鰭や鱗が逆立ち呑み込みにくいためと仮説を立てた。胃内容物調査より、

バスは、在来魚を頭尾方向関係なく呑み込み、ブルーギルは頭から呑み込んでいた（p<0.05）。さ

まざまなサイズのバスの口腔部とフナ・ブルーギルを用い，呑み込むのに必要な嚥下力を実験的に

測定した。頭から呑み込むと、ブルーギルもフナも呑み込みに成功した場合が多かった。しかし、

尾方向から呑み込むと、ブルーギルでは鰭が引っかかり呑み込めなかったが、フナはかなり呑み込

めた。さらに、ブルーギルは体高が高いので同じ体長であってもフナよりも呑み込みにくいと考え

られた。このような違いが、在来魚の被食率を高める結果となり、在来魚の駆逐に至ったものと推

定できた。 
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List of Attendants  大会参加者名簿 

 (P??: Poster, Sp? and So?: Plenary and Organized Sympo, BQ: banquet) 

Name Affiliation Talk BQ 

David Wheatcroft  Uppsala Univ. SpA-1 ○ 

Evan P. Economo OIST SpB-5 ○ 

Juanita Choo OIST 
  Magne Friberg Uppsala Univ. SpA-2 ○ 

秋元 信一 北海道大学院・農 SpB-3 ○ 

浅見 崇比呂 信州大・学術研究院  
○ 

池川 雄亮 大阪府大院・理 P17 ○ 

石原 道博 大阪府大・理  
○ 

井出 純哉 久工大・工・教育 P44 ○ 

伊東 啓 静岡大・創造院 P23 ○ 

入谷 亮介 九州大院・理・生物 So2-2 
 

巖 圭介 桃山学院大・社会   

内海 俊介 北大・FSC  
○ 

江副 日出夫 大阪府大・院・理 P13 ○ 

遠藤 耕平 滋賀県大・資源  
○ 

遠藤 千晴 京大院理  
○ 

大串 隆之 京大生態研  
○ 

小楠 なつき 北大・農 P42 ○ 

小野寺 裕乃 北大・環境科学院 P41 
 

香川 幸太郎 東大・農   

鍵谷 進乃介 北大・院・環境科学 P03 ○ 

笠田 実 東大院・農  
○ 

金森 由妃 北大・院・環境科学 P02 
 

河上 康子 大阪市博・外来研   

岸 茂樹 矢作川研究所 P06 ○ 

岸田 治 北大・北方圏 FSC  
○ 

北野 大輔 滋賀県大・環境  
○ 

京極 大助 京都大・理 SpA-4 ○ 

桐谷 圭治 農環研（元）  
○ 

金城 聖良 沖縄県防除センター   

小林 卓也 京大・理   

古俣 慎也 京都大・理・動物生態 P35 
 

近藤 倫生 龍谷大・理工  
○ 
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Name Affiliation Talk BQ 

齊藤 隆 北海道大学 FSC P01 ○ 

坂田 ゆず 京大・生態研  
○ 

崎山 朋子 早稲田・基幹理工 P30 ○ 

佐藤 一憲 静大・数理システム P11 ○ 

佐藤 安弘 京大・生態研 P43 ○ 

沢田 裕一 滋賀県大・環境  
○ 

嶋田 正和 東大・総合文化・広域 P15 ○ 

城川 祐香 東大総合文化 P18 ○ 

須川 恒 龍谷大学深草学舎 So1-3 
 

菅原 有真 九大院・生資環・天昆 P22 ○ 

鈴木 紀之 立正大 P27 ○ 

須藤 明子 イーグレット・オフィス So1-2 
 

世古 智一 近中四農研 P28 
 

高倉 耕一 滋賀県大・環境 SpB-2 ○ 

高島 瑠伊 京大・農・昆虫生態 P33 ○ 

高津 邦夫 北大・環境 P07 ○ 

髙柳 春希 滋賀県大院・環境 P05 ○ 

瀧本 岳 東大・農 P40 
 

谷川 真弓子 Editorial Coordinator  
○ 

辻 和希 琉球大 SpB-4 ○ 

津田 みどり 九大・農・生防研 P34 ○ 

椿 宜高 京大生態研 P26 ○ 

鶴井 香織 琉大・戦略的研究セ  
○ 

徳永 幸彦 筑波大学・生物科学  
○ 

土畑 重人 京大院・農・昆虫生態 So2-3 
 

永田 隼平 大阪府大・生物   

中西 康介 名古屋大・院・環境 P39 ○ 

西口 泰平 大阪府大院・理・生物 P25 ○ 

西田 佐知子 名大・博  
○ 

西田 隆義 滋賀県大・環境 SpB-1 ○ 

西森 克浩 滋賀県水産課 So1-1 
 

野田 隆史 北大・地球環境 P04 ○ 

橋本 洸哉 京大生態研 P38 ○ 

服部 充 玉川大・農 P32 ○ 

原口 大 沖縄農研セ So3-3 
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Name Affiliation Talk BQ 

平野 滋章 京大・生態研 
 

○ 

平藪 直樹 滋賀県大院・環境 P46 ○ 

平山 寛之 WMO P10 ○ 

福井 眞 早稲田大・人間科学 P20 ○ 

藤井 暢之 滋賀県大・院・環境 So3-4 ○ 

古川 真莉子 滋賀県大・環境 P45 ○ 

細田 一史 阪大・未来  
○ 

堀 寛 名古屋大・生命理   

本間 淳 琉球産経 So3-5 ○ 

前川 侑子 阪大・工 P16 
 

益子 美由希 農環研 P09 ○ 

松浦 健二 京大院・農・昆虫生態 P31 ○ 

松下 通也 森林総研・林育セ P12 
 

松田 裕之 横浜国立大学 So1 
 

松山 隆志 沖縄防技セ So3-1 
 

丸野 慎也 滋賀県大・環境 P37 
 

水元 惟暁 京大院・農・昆虫生態 P29 ○ 

宮竹 貴久 岡山大学・院環境生命 So3-2 ○ 

森本 祥子 大阪府立大・自然科学  
○ 

山内 淳 京大・生態研センター  
○ 

山尾 僚 弘前大・農学生命科学 So2-1 ○ 

山岸 栄大 京大・生態研   

山口 諒 九大院・シス生 SpA-3 ○ 

山中 武彦 農環研 P14 ○ 

渡邊 江 早稲田大・人間科学 P08 ○ 

渡部 俊太郎 滋賀県大・環境 P19 ○ 
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Bus timetable バス時刻表 

県立大学 県立大学南口  

(Kenritsu-daigaku) (Kenritsu-daigaku-minamiguchi) 

 

 

 

*県立大学発南彦根行き 18:15の便は 10月 12日のみ運行します。 

 

Amount of time required and bus fare 所要時間と料金 

県立大学—南彦根駅（15分） 210円 Kenritsu-daigaku – Minamihikone Stat. (15 minutes) 210 yen 

県立大学—彦根駅（25分） 210円 Kenritsu-daigaku – Hikone Stat. (25 minutes) 210 yen 

県立大学南口—彦根駅（30分） 310円 Kenritsu-daigaku-minamiguchi – Hikone Stat. (30 minutes) 310 yen 

 

Courtesy bus bound for Hikone Station will be available after the banquet.  

懇親会会場からは臨時で彦根駅行のバスをご用意しております。ご利用ください。 

 

Phone number of Taxi タクシー会社電話番号 

近江タクシー（株） 0749-22-0106 

ひこねタクシー（株） 0749-22-4500 

 

  

行先 南彦根駅 彦根駅 

Destination Minamihikone Sta. Hikone Sta. 

5     

6     

7 04  41 35 

8 21 24 

9 12  50 40 

10 50 23  55 

11 50 20 

12 50 58 

13     

14 10 20  50 

15 10 50 

16 10  45   

17 45 24  55 

18 15*(12
th
 only) 45   

19     

20   02 

21     

行先 彦根駅 

Destination Hikone Sta. 

5   

6 42 

7 21 

8 19 

9 38 

10   

11   

12   

13 59 

14   

15   

16 00 

17   

18 43 

19   

20   

21   
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