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サンゴ礁における多種共存機構と物質循環の多様性：海草生態系におけるｱﾌﾟﾛｰﾁ

ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ中野義勝・土屋誠（生態系の多様性研究グループ）
◆COE教員の研究紹介

・潮間帯に見られる昆虫類の潮汐への適応機構一一------------－佐藤綾（生態系の多様性研究グループ）
、チョウの色模様形成と種分化を表現型可塑性から観る－－－－－－－－－大瀧丈二（遺伝子の多様性研究グループ）

◆琉球大学２１世紀COEプログラム「サンゴ礁島岻系の生物多様性の総合解析」平成18年度成果発表会
一一---------－日高道雄（広報担当）

◆故川口四郎博士造礁サンゴコレクション（川口コレクション）の公開----－日高道雄（遺伝子の多様性研究グループリーダー）
◆2007年開催プログラム

◆平成18年度COE宿泊研修会実施報告、日本植物分類学会大会発表賞の受賞



琉球大学２１世紀ＣＯＥプログラムの課題

平啓介（琉球大学研究推進担当副学長）

ヌ1z成１６年度に採択された琉球大学２１世紀Ｃ

ＯＥプログラム「サンゴ礁,鳥|M1系の生物多様

性の総合解析」は５ｲ'三計iIliiの２年を残す段階

になった。2006年度は１０回のＣＯＥセミナー

や、成果報告会、国際サマープログラム、宿

泊研修会、５回のシンポジウムなど活発な活

動があった。研究成果は多くの学会ｉｉｉやポス

ター発表蛍を受賞した。数多くの原持論文の

発表に加えて、2006年７月に本プログラムに

参加している研究者がそれぞれの専'''１分脚を

解説した『美ら島のＥ１然史一サンゴ礁島lllll1系

の生物多様性』が東海大学出版会から刊行さ

れた。Newsletternq4（March2007）に記

述されているように「この本を読んで、１Ｍi熱

構域における生物学研究に興味をもつ高校生、

大学生、さらには研究者が増えればこのｋな

い喜びである。」は満たされたと思う。

卓越した教育研究拠点の形成をI-1的とする

ＣＯＥプログラムは個人やグループが優れた

研究成果を上げることだけでなく、事業終了

後のＣＯＥ拠点の維持が'衝視されている。そ

のために研究機関代表者である学長が研究期

間|ﾉﾘの支援に加えて、その後の拠点維持の意

思表明が璽視された。各大学とも学長のリー

ダーシップのもとで拠点形成と維持の決意を

表明したので学長の顔が見えるプログラムで

ある。

琉球大学は111〔熱帯島ＩＩＬＩｉＬ科学超域ｌｉｌ１究推進機

構とサンゴ礁島lIllIiL科｛学研究所（仮称）の設置

を取り上げた。前者は平成１６年度後期に設置

され、重点課題を選定して文理融合型の研究

が推進されている。後者は理｣二学研究科改組

計iHJiの一環として議論が進められている。

本プログラムはフィールド科学である。イ

リオモテヤマネコやヤンバルクイナが絶滅す

ると研究拠点の維持継続は困難である。サン

ゴ礁の海洋生物の多様性も危機に瀕している。

私は1950年代に小学校から高校まで沖純本島

の海に親しんで過ごした。海底にサンゴやガ

ンガゼ、シヤコガイ、そして海中は色とりど

りの魚で満ちていた。１９８０年ごろフィリピン

のセブ島で見た貧弱な海底に対して沖細の海

を、慢したが、沖縄の海にも潜ったことのあ

る同僚から最近の沖縄を知らないと怒られた。

43年ぶりに沖細に住むことになり、中城村の

海辺に住むことにした。最初の体|=|にイノー

に入ったが、サンゴは土に種われウニも居な

かった。１，１jに向かって１ｋｍも歩いたが、ナ

マコと数匹のトビハゼとカニを見かけただけ

であった。後Ｕカヤックを出してi''１の岩礁で

なつかしいコバルトブルーのスズメダイに会

うことができた。海岸近くは生活排水、農業

PMO墨窒allerylホヤ群騨の色彩溌異？：
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１ (ホヤ綱、ジデムニ科）

ドームノi1の鮮体をつくるチャツボポヤ

はサンゴ礁でも比較的目立つホヤである。

聯体内部は共′kする藻類のために抹茶の
ような色をしている。写兵のように群体

の色にはIL1、茶、黒などの変異があるが、
これらのW1F体IMIで生理や生殖にも違いの

あることがわかってきた。これは本ｗｉに

同じ種なのだろうか？

撮影場所：LizardL#(a,ｂ)，
大度(c)、備瀬((1)
広瀬裕一（理学部）
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所だけでなく大学の近くのサンゴ礁が復活し、

１９３４年から１９４３年まで１１本学術振興会が設

世していたパラオ熱帯生物研究所のようにフ

ィールドに面した研究が遂行できる日を望み

たい。

平成１９年６月１１１に発足した岩政輝ｿ)学長

のもとでIIHx究推進を担当する副学長に就・任した。

卓j越した研究拠点の構築とその継続に尽力し

排水、そして赤土流出の影響を受けているこ

とは明らかである.知り合いになった漁師から、

テイラピアがイノーに出没し、海草に産み付

けられていたコウイカの卵が最近は見られな

いのはティラピアの害の1jJ能性があることを

伺う。ケアンズにあるオーストラリア第１次

化産研究所でティラピアが沿岸生態系を乱す

ので同額の罰金を科して移動を規制している

ことを知った。海洋環境を改善して瀬底実験 たい。

Photo-gallery2全アルカリ度/全炭酸自動滴定装置

海水中の炭酸成分を精密に

連続分析する測定システム

このシステムでは蛎位差滴定法により

１１Ｍ<｢１１の全アルカリ度と全炭酸を|ﾖ動的

に連続iiM1llする。３０分毎の観測データは

入学のコンピュータへ転送され、全アル

カリ度と全炭酸からサンゴ礁の石灰化や

光合成の群集代謝星を凡積もることがで
きる。これにより白化現象などの代謝変
化を化学的に検'1)する。

藤村弘行（理学部）

Photo-gallerv3待ち伏せ

ヒトミハゼ

ＰｓａｍｍｏｇｏｂｉＬＪｓｂｉｏｃｅﾉﾉａｍｓ

（スズキ目ハゼ科）

琉球列島の河川汽水域には`様々なハゼ

'１１個魚類が生息する。ヒトミハゼはその

うちのl1iI1iで、砂泥底にiii独でじっとして

いることが多い。あまり動かないが、目
の前に独物が来ると大きな｜|で素早く捕
食する。汽水域で細奨い独特の形をした
卵を産み、仔魚は浮遊期を海で過ごした後、
体膿約5～６ｍ111で再びilil川に川1入し、着
底する。

撮影場所：名,穫市汀111]川
前n1雌・近藤'［（理工学研究科）
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一研究活動紹介一

｢見過ごされてきた穂」に取り組む

広瀬裕一（種の多様性研究グループ）

「ここに何/１Wi類の生物がいるだろう？」と

いう問いは、生物多様I性を考える上で大きな

問題の一つだが、なかなか手強い'１M題でもある。

例えば1''１縄島に生息する鳥類の極のリストを

作るならほぼ全ての穂を網羅できると期待さ

れるが、クモやゴカイで'１１じことを試みても

完成度はかなり低いだろう。なぜなら、多く
の種に“名前がついていない”からだ。

Wilson（1992)の推計ではこれまでに世界で

約140万種の生物が記載されて（＝名前が付

けられて）おり、地球ｋに存在する全生物の

種数を1000万種以上としている。つまり、全

休の８５％以上は末記載（＝まだ名前が付いて

いない）のままということになる。もちろん、

この見横は研究者によってかなり異なるが、

名前のついている種よりも遥かに多い種（数

倍～数十倍）が名無しのままであることはＩｌ１１

違いない。すなわち、我々は無数の未記載種

に取りljllまれながら、生物の極多様性を論じ

ているのである。とりわけ海の中には「名前

のない生き物」が無数に存在する。それも、

稀にしか見つからない生物だけではなく、身

近で普通に見つかるにもかかわらず「小さい

から・地味だから」という理I='1で見過ごされ

てきたものも多い。もちろん、目立たないこ

とが生態系の構成員として重要ではないこと

を意味しない。

「ホヤの仲間の生き方」を形（形態）から

探るのが本業である私が、種分類に関わる話

題を取り上げるのは偕越であるかも知れない。

しかし、ユニークな研究対･象を求めれば「見

過ごされてきた種」にぶつかることは避けら

れない。ここでは私の研究室で扱っている動

物を例に、我々がたくさんの種・分類群を見

過ごしている現状を紹介したい。

では本緬はもとよりＰ/i`”`Ｗ属の記録がなか

ったので、これは属の日本初記録となる。脊

椎動物や,高等植物なら少しは話題になったか

も知れないが、ホヤではそうはいかない。大

きい個体は10ｃｍを越え、桟橋から手を伸ばせ

ば胴く所にもいるので、本種はホヤとしては

かなり「目立つ種」なのだが、誰も気に留め
ていなかったのである。
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P/zα//“jα/zi8w7は血球中に高濃度のバナジウム
を濃縮することでも有名だが、１０年前までは

沖縄島に分布することは知られていなかった。

現在、私は共生藻を持つ群,体性ホヤを材料

に共生様式の多様性と進化を主要なテーマと

して研究を進めている。日本では1954年に宝

島（トカラ列島）より新種記載されたミドリ

ネンエキボヤとシトネボヤをはじめ計4種が記

録されていたが、我々のスノーケリングによ

る,洲査によって、琉球列,libでは新たに１０種以

上の共生ホヤが記録された。そのほとんどが

既に熱,ｌＩｆ海域で記載されている種であるが、２

穂の共生性ホヤのliP/OSO/77ａＯＯ/ｗとＤＪ//77jIggル
wα）を新種記戦することができた(ＯｋａｅｔａＬ，

2005)。この２種は水深1ｍ以浅で薄いシート

状の群体をつくり、共生藻のために鮮やかな

緑色を呈する。沖純島をはじめ琉球列島の各

地で確認され、さらにヘロン島（グレートバ

リアリーフ）やパラオからも見つかっている

ので、かなり分布は広いようだ。これまでに、

誰かが記載していてもよさそうなものだが、

SCUBA潜水で見つけるには生息域が浅すぎる

ことがこれまで見逃されてきた理由かもしれ

ない。

＜ホヤは見過ごされている＞

１９９７年に琉球大学に着任した私がはじめに

扱ったのは、宜野湾港マリーナの桟橋でごく

普通に見られる真っ黒なホヤで、いろいろ文

献をあたったところ、このホヤはＰ/､/liZ(Siqi/Tj-

gmであることがわかった。これまで||本近海

－４－



魚の休表からlhlを1吸う。lL1ご界で約１８０樋のウ

ミクワガタが記減されているが、これもまた

琉球列島からの記録が全くなかった。ところが、

私が111当する学生実習でたまにウミクワガタ

の幼生らしいものが採れるのである。，標本を

ウミクワガタの生態を研究している田中克彦

博士に送ったことを契機に、mrll博士が7'１１純島・

石頃肪へ採集に訪れることとなり、これまで

に2新種が記救されている。実は私が送った「幼

生らしい標本」は大顎が極端に小さな雄成体

であることがわかり、本種をもとに新属冗"c/差

０８/7(｢ﾉﾉﾉ、属がつくられることになった（Tana-
ka，2005)。現在私の研究室の太田君が、田中

博士と協力して沖縄産ウミクワガタ類の探索

を進めている。

DlipmlDJ7zaooﾉｚｚは鮮やかな緑色の群休性ホヤ
で、沖縄島のサンゴ礁で普通に見られる。（万

座、水深約30ｃｍで撮影）

＜内肛動物を見たことありますか？＞ 新`種が生まれるのは、「誰も採ったことが

なかった珍しい種を発見した場合」や「これ

まで1種と考えられていた種が、２種以ｋで構

成されているとわかった場合」だけではない。

今lLI|取り上げた「見過ごされてきた種を認識

する」ことは生物多様性を理解する上で極め

て重要である。しかし、「小さい.地味な」

生き物は人の関心を集めることが難しく、経

済活動と直接結びつくことも稀である。従って、

現役の研究者も新たな人材育成の場も少ない

のが実情である。木ＣＯＥプログラムを基盤に、

琉球大学が生物多様性の研究・教育拠点を志

向する中で、私の研究室は「見過ごされてき

た種に取り組む」場と機会を提供してゆきたい。

私の研究室で学位を取得したｲﾘﾄ勢戸徹博士

の専門は単,体性内肛動物の分類である。この

付着性動物は長さ数ミリしかないので、野外

で肉眼によって見つけることは難しい。彼が

研究を始めた時点では、琉球列島からの記録

は全くなかった。字義通りに解釈すれば、琉

球列島では内肛動物門（PhylumEntoprocta）

のいかなる種も発見されたことがないという

ことだ。伊勢戸博士によって、これまで１０種

の単体性内肛動物が沖縄から記録されている。

驚くべきことに、この１０種全てが未記栽極だ

ったので、いずれも彼の手で新jlili記載される

ことになった。これには１新属Loxoco/Ｄ/ICも

含まれている。確かに内肛動物は小さくて見

つけにくい動物である。しかし撤野湾漁港や

北谷INJ水釜の海岸に２ヶ月間設樋したガラス板

上では、単体性内肛動物が最も僅占する付着

動物である(IsetoetaL2007)。つまり、内肛

動物は決して稀な動物ではなく、見過ごされ

てきた動物なのである。極端に研究者が少な

い生き物の種数や分布は、しばしば研究者の

分布に対応すると言われることがあるが、こ

れはその典型的な例である。現役の内肛動物

研究者はl此界でも数人しかいないので、伊勢
戸|専士も孤軍奮闘を余儀なくされている。

鱸1..

鍵 訳

hb･‘堵ＷＷＩ・週
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＜吸血動物ウミクワガタ＞ 左：海綿の上に群生する単体性内肛動物の未

記載種Loxmo"?cﾉﾉZIsp．（写真提供：伊勢戸徹）

右：2004年に田中克彦博士が新種記載したウ

ミクワガタＧ/7〔lr/Ｉｍｃｑ/71L"ZPe/7【ｓ
（写真提供：太田悠造）

ウミクワガタは体長数ミリから１センチ程度

の小型Wl殻類で、雄はクワガタムシのような

大顎を持つが、幼生はむしろヤゴに似た姿で

－５－



一研究活動紹介一

サンゴ礁における多種共存機構と物質循環の多様』陸：
海草生態系におけるアプローチ

中野義勝。士屋誠（生態系の多様性研究グループ）

１．備瀬の海草帯
生態系の多様性研究は研究対象のスケール

の違いによって研:究方法も多様である。水稲

では沖縄島北部の備瀬の海岸で進めている海

草生態系の研:究について紹介する。

サンゴ礁礁池は陸域からの影響を強く受け

やすく、沖純においては)縦史的にも人間活動

と密接な関係を持っている空間である。本部

''1Jの備瀬では、現在の集落形成地が弥化に|ﾆﾘﾘｌ

初頭に比定できる貝塚（備瀬貝塚）と重複し

ている（本部'111教委，１９８６)。Illi瀬貝塚が見つ

かった場所は同時代の貝塚との共通の特徴と

して、海岸砂丘地に位置し、前11Tにリーフが

発達し、背後にl｣｣林をひかえ、大型貝類のIIj

-kが著しいことが茶げられる゜このことは、

集落前面に存在するサンゴ礁が少なくとも

2,000年に豆って人間活動との関わりを持ちな

がら維持されてきたことを意味している。

このような環境特性のもとで形成されるサ

ンゴ礁礁池の生物群集は、いわば「ｆ111｣｣」的

な特徴(最近は｢里海｣という語も使われる)も併

せ持つことが推察され、礁池の多様性理解の

ためには進化的時間概念ばかりでなく、生態

学的時間概念を包含した全体論的な考え方が

求められる。このような視座から礁池におけ

る群集を捉えるためには、地下水を含めた陸

水と外洋から供給される海水の物質!'iii送と化

学過程の中で、礁池に生息する個々の生物種

がどのように振る舞い、どのようにｲ;11互に１息

渉し合いながら群集が成立しているのかを、

ヒトの存在を含めて理Ⅲ財ることが肝要である。

海草ｲﾋ態系は通常独立した生態系として扱

われるが、サンゴ礁の場合、その－部として

役割を果たしていることも多い。生産者として、

あるいは魚類のゆりかごとしての役割は言う

までもないが、その他、多くの小動物の生息

場所として種の多様性を高め、また独特の景

観を作り上げて、景iiiMの多様性を,薊めている。

しかしながら琉球列島における海草生態系の
研究は著しくYfち混れている。

備瀬の海岸では、海草とサンゴとの共存が見

られる（写真提供：矢野優佳）。

２．造礁サンゴとリュウキュウス
ガモの共生的共存

中野は二宮らとの共同研究において、サン

ゴ礁礁池において造礁サンゴとリュウキュウ

スガモが共生的関係を形成することを見いだ

した（Ｎｉｎｏｍｉｙａｅｌａ1.,2006)。これはサン

ゴと海'1,1[の関係について、従来:考えられてい

たような競争の結果によって群集が決定され

ると説Ⅲ|するよりも、類似したニッチを有す

る複数種の共存がさらに多様な関係性の基に

成立していることを示唆しているものと考え

られる。そこで、この共生的共存`機構を解明

することで関,係の実証を行うとともにその成

立に必要な物理化学環境を含めた諸条件を探

るための研究を開始した。最初に海草の分布

調査を行い、夏期および冬期の海水水質の物

1111化学的調査、冬期における礁池内の流況観

測を行った。同時に海草が多産するサンゴ礁

生態系における構成要素の役割に注ｐした物

質循環過程を解明し、生物多様性の関連性に

ついて議論しようとしている。

凶吟－F￣①－－百

表ｎ国便

篝議鑿議i蕊篝F薑！
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驫蕊iiii篝篝篝i議篝霧讓i篝i篝譲議篝篝鑿篝鑿薑蕊
備瀬の海岸から伊江島を望む。やや色が濃い

部分が海草帯。
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備瀬では、底質は砂礫底が多くを,｣Tめている。

一般に固着生活を送る造礁サンゴ（以卜サンゴ）

は、砂礫底では分布が制限されている。ただし

エダコモンサンゴをはじめとする樹枝状の生

活形を示すサンゴの一部は～砂礫底に浮きイｉ

状に群体を形成することも知られている。一方、

リュウキュウスガモをはじめとする海草は、

もっぱらこのような礁池の砂礫底に生息し群

然を形成している。トチカガミ科のリュウキ

ュウスガモとシオニラ科に属するリュウキュ

ウアマモあるいはベニアマモでは、解剖学的

特徴から成俊生態に違いが見られる。シオニ

ラ科･の２者では嫌気的底質環境においても成

長に支障を来さないが、リュウキュウスガモ

はより好気的底質環境を必要としている。好

気的底質環境は礫成分の多い底磁を意味し、

礫の供給は樹枝状サンゴに負っていると考え

られる。リュウキュウスガモとエダコモンサ

ンゴの共存群落では、海草の単一群落に比べ、

海草の高い化物量も確認された。また、礫分

の多い底質にはリュウキュウスガモの競争者

でもあるシオニラ科の海草の侵入がllllまれる。

海1;iｴによって安定化した底質では、海草に比

べ成長の遅いサンゴにとって撹乱の少ない化

息空間が提･供されたことになる。このような

空間でエダコモンサンゴは群･体の成長形を枝

が細長く繊細な形に変化させ、効率的な受光

と破片分散の機会の増進をしているものと類

推された。

は生物の活動の結果、あるいは地下水の`侵入

に伴って栄謹聴量を瑠大させる働きがある。

海草類の成長速度がサンゴに比べｲ11対的にか

なり速いことを考えると、海草の存在はサン

ゴ礁の物質術環の短・'1.期的には周期の要に

なるであろう。サンゴ礁域における海草は、

陸域からの流入栄養塩を含めた養分を貯蔵し、

ｲIﾐ廠者として大きな役割を担っている。｜司時

に切断された葉や枯死体がサンゴ礁生物に対

する養分,供給者としての役割も１１]っている。

結果として海草は養分の生産と供給を調節し

ているサンゴ礁池生物群集の酒養者であると

いうとらえ刀が出来る。有機物や栄養塩の動

態の実態や、生物の活動による影響などに関

する情報については今後進められる実験研究

の結果の集械を待たなければならない。

海底に唯職した有機物はナマコ類等の堆枇

物音によって消費される。ニセクロナマコが

10.60ｍｇ/gの炭素と２５１ｍｇ/gの有機物を含

有している｣１t積物中を摂食した場合、排泄さ

れた糞の有機物含有量は約３分の１に減少し

たという測定結果がある。ナマコ類は生物1,ｔ

が多いため、このサンゴ礁域における有機物

の動態に大きな影響を及ぼしている可能性が

ある。現在サンゴ礁域全･体におけるナマコ類

の活動の'Lk態的機能や景観の多様性に対する

定地的評llIiに努めている。

３．サンゴ礁における物質の循環
と海草の役割

清澄で美しいサンゴ礁に多くの化物がとl言息

'１１能になっている背景には、それぞれの生物

に対する食物や養分が十分に供給されている

という事実があるはずである。サンゴ礁の栄

養脱濃度はどの程度であろうか？栄養塩堕の

干満に伴う贈減は明瞭であった。満潮時には

外海から栄養塩濃度が低い海水が流入し、礁

池の栄養塩雄を減少させる。一方で砿池内で

触手で食物を摂取中のニセクロナマコ（左）とその糞佑）

４．今後の方針
海草一サンゴ共存群集は、競争・共生など

の多様な繩llll関,係の結果として成立している

ことが予想され、これらの成立過程の詳細な

研究は上述の概念構築に寄与するものと期待

される。｜=11Ｗ遂行のために学際的な研究チー

ムを組織し、参加する院生などが学術的知見

を深化させ、フィールド科学における広い視

ULFを持ったＩＮＩ題意識の展開能力を育成できる

よう努力する。

今後は野外・室内実験や、比較のための海

外での調査を実施し、海草生態系の特徴を生

物多様性をキーワードとして解｢川する予定で
ある。
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サンゴ礁礁池における栄養塩の動態。いずれの月も

満潮時に|直が低くなっている（'|爵､提供：弓場千絵）。

－７－

震=三富毒司T､～～＝…雲_艤人、’三親’



ＣＯＥ教員の研究紹介

琉球大学は本COEプログラムの教育・研究体制充実を支援するため、ＣＯＥ特別枠として2005年度末に

教員２名を採用している。ここでは着任後一年あまりを経たCOE教員の佐藤綾助教（動物生態学）と

大瀧丈＝准教授（分子生理学）がそれぞれの研究と展望を紹介する。

潮間帯に見られる昆虫類の潮汐への適応機構

佐藤 綾（生態系の多様性研究グループ）

潮間帯とは、潮の満ち引き（潮汐）の影響

を受ける海岸領域のことで、満潮（水位が最

も高い時）と干潮（最も低い時）が－１二'二回

交互に訪れる（約124時間サイクル）。１二潮

時には地面が露ＩＩＬ、満潮時には一面海となる。

このように定期的に海面下に沈む環境は、も

ともと陸上を生活の場とする昆虫とっては住

みにくい環境であり、潮'''1帯に見られる昆虫は、

潮汐に対応した生理的特性、生態や行動を進

化させていると考えられる。私は、琉球列島

のサンゴ礁潮ＩＩｌｌ帯やマングローブ林（河1~]潮

間帯に広がる森林）に生息する昆虫を対象に、

潮汐への適応機構を研究している。特に、潮

汐の影騨を直接受ける地表面で活動する地表

性昆虫を対鬘象とした研究を行っている。

マングローブスズ（バッタ目：ヤチスズＪｌｌｉ科）

は、マングローブ林に特異的に見られる地表

性昆虫である。マングローブスズは、干潮時

に地表lWiiを排ｲIulして活動し、満１１|ﾘ1時には幹の

上などで休止しているのが観察される。マン

グローブスズは、昼夜問わずに活動している

のが観察されるため、本種の活動リズムは昼

夜サイクルよりも潮汐サイクルに大きく影響

を受けていると考えられた。野外よりマング

ローブスズを採集し、今暗25℃の一定条件「

で活動リズムを記録・解析したところ、活動

期と体１k期が交互に見られ、平均１２．８時1111周

期（〃＝１５）の活動サイクルを示した。さら

に、休止期は野外の満潮と一致した。ただし、

恒常条件Ｆでの活動の|'|由継続１１『i１期が、l1iF外

の潮汐サイクルよりも少し長めであるため、

実験開始から日が経つにつれて、野外の満潮

と実験個体の休止期がずれていった。これら

のことから、マングローブスズは、潮汐サイ

クルに合わせた体内時計（生活リズムを作る

生理的な仕組み）を持っていることがⅢＩらか

となった。昆虫において、約24時間サイクル

の慨日時計ではなく、約12.4時'１(1サイクルの

慨潮汐時計が明らかになった例はほとんどない。

今後は、マングローブスズが慨潮汐時計を

使って、どのように野外の干満に同調してい

るのか明らかにしていく.また、慨潮汐時計

の所ｲi當や、分子的基盤についても明らかにし

ていきたい。

ウスモンナギサスズ（バッタ目：ヤチスズ

亜科）も、｜両1じく潮間帯の地表性昆虫であるが、

マングローブ林ではなく、サンゴ礁潮間帯に

見られる。ウスモンナギサスズは夜行性で、

昼Ⅱ１１は|隆起サンゴ礁にできた洞くつの｢Ｉ'に潜

マングローブスズ（Ａｐｒｅ'℃"e"IobiL`s“ﾛﾉ'i"αｉ）
の雌。体長は5～6ｍｍほど。
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１）
誹ＩＨＩ４Ｈ

全暗・２５℃条Ｉ牛下でのマングローブスズの活

動の一例を時系列で示す（ダブルプロット表

示）。横軸は48時間。１日２回活動期と休止難

が繰り返される。黒い矢印は、野外における

満潮時刻を示す。
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んでいるが、夜になると潮が引いた潮間帯に

でてくる。観察の結果、本種はコケモドキと

いう紅藻に産卵することが明らかになった。

コケモドキは、潮間帯上部の飛沫帯に見られ、

マット状の芥のように質がかなりIij1iい。ウス

モンナギサスズは、水分が保たれた卵のベッ

ドとしてコケモドキを利)flしていると考えら

れるが、満潮になると海水を被ることになる。

内陸性のフタホシコオロギの卯は、海水で11,,Ｉ

らせた場合には萎んで死んでしまう。これは、

卵内の浸透濃度が海水よりも低いためである

と考えられる。海水が常にかかるウスモンナ

ギサスズの卵は、卯内の浸透濃度が海水と''１

じであるか、能動的なイオン排(｣｣機構や吸水

機構を進化させていると推測される。これら

の機構は、今後の研究で明らかにしていく。

さらに、コケモドキには、それを餌とするキ

オビハラナガノメイガ（チョウ［｜：ノメイガ

'11i科）の幼虫が見られる。この幼虫も満潮時

には海水を被ることになり、何らかの塩分１１Ｎ

性機構を持つと考えられる。

潮間帯の生物は、潮汐に対する多様な適応

機織を進化させてきた。しかし、昆虫につい

てはほとんど研究されてこなかった。今後も、

生態学や行動学的視点からだけではなく、Ｌｋ

ｆＩ１１学や分-Ｆ生物学的視点からも、潮間帯性昆

虫に興味がつきないであろう。

潰したカニを食べに来たウスモンナギサスズ

（C“。',cJ7i1(ＷＬｌｓｔａﾉﾋ印画ｉ）。体長は10～13ｍｍ

ほど。

～■可二用ｉ

:

１３熟J，鴎山

蝋轆蝿徽“
■

コケモドキの上にいるキオビハラナガノメイ

ガ（nrtr/o6oOﾉｗＩｚ"zz'7"αﾉﾉs）の幼虫

Photo-gallery4毒餌としての脅威

蕊議『
オオヒキガエル

Ｂｕｆｂｍａｒｍｕｓ

（両生綱ヒキガエル科）

本来中南米に分布するオオヒキガエル
だが、サトウキビの需虫駆除を目的に世

界中の熱ｲｌｆ・ｌ１Ｉｉ熱帯地域に導入され、｜玉１
１人]においては小笠原,洲ｌｆｌｌ/や人東諸Ｈ１)、八

'1rlll諸島の石炳島に定論している。水腫
は眼の後方に位置する耳下腺に多),との輝
を有する。そのため、在来生物に対する

l11i食者。競〈例背としての影響にﾉﾉⅡえ、在

米捕食杵に対する“毒餌”としての影響
が}懸念される。

ｈ

収

Ｐ

搬影場所：イ｢凪防

水寺法１忽（理工学研究科）
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チョウの色模様形成と種分化を表現型可塑`１ftから観る

大瀧丈二（遺伝子の多様`性研究グループ）

鞭物多様性という言葉を「種の数」という

視点からとらえると、すべての生物の中で昆

虫は群を抜いて大きな多様性を持つ。その昆

虫の中でも最も繁栄しているのは完全変態を

行う昆虫類で、その｢'１でも鞘翅'三lColeoptera

と鱗翅FlLepidoplemの多様性が著しい。鞘翅

１１とは、甲虫目とも言われ、いわゆるカブト

ムシのように硬い'''１１（さや）に覆われている

昆虫である。－力、鱗翅日とは、チョウ・ガ

のことである。

亜熱帯域の琉球列島は世界的に見ても大き

な生物多様』性を持ち、多様な昆虫類が生息し

ている。独特の色模様を持つチョウも多く棲

息しており、私たちはそれらのチョウを脱な

研究対象としている。特に、チョウの環境変

化に対する生理的・迫･伝的適応機構について

研究している。環境変化に対する生理的・形

態的適応は「表現型11J塑性」の現れである。

私たちの研究は、いくつかのチョウの繩の

表現型可塑性を検,;'１:することに基盤をiFtき、

霞色模様形成と種分化について発４ＭK理学的な

アプローチを展開している。」雀本的理念は、「発

生学的な表現型模写を作ることがパターン形

成の分子メカニズムの探索につながる」およ

び「表現型可塑性を引き出す外部要因が|吉I然

選択と種分化の基礎を与える」というﾆﾊﾄ〔に

集約される。つまり、チョウの翅の色棋様の

発生学的側面と進化学的側面を表現ﾉ'il1i1I塑Ifl：

という観点から捉えるのである。

このような視点、特に「表現型ijJ塑性」と

いうキーワードを強調しつつ研究を進めてい

るが、具･体的には、それぞれの種の特性を生

かしたテーマを幅広く展開している。私たち

が1芒に仇川している生物極は、夕テハモドキ

ルノ10"/(Ｍﾉﾉ77〔"7口、アオタテハモドキルノ?O7ZjaOJ告

i[ﾉﾘα、アカタテハリノlr"e&”iﾉ7cﾉﾉαハヤマトシジ

ミZizecﾉ、/77α/ｚｑである。少し例外的であるが、

カブトムシ刃ypaIyJzls‘ｉｃ/,oro/Ｍｓにも研究対･象
を広げたところである。この場合は色模様で

はなく、jflの可塑性に関するｲﾘﾄ究となる。また、

優美な金属)'6沢を持つトリバネアゲハの構造

色と進化の研究や哺乳類嗅覚系の可塑性の研

究も継続している。

大きな眼状紋（目玉模様）を持ち、色模様

が比較的シンプルなタテハモドキル"o"iqnﾉｰ

ﾉﾌ,α/,〔Ｉは色模様修飾実験のjWWの対･象となる。

他の極では|'kI難な･修飾(lIil体の作}l:|にも本種で

Ｍｅ鋤nUnUhl Ａｉｒ

茸

ililliliiiiliilillllillil
I

トリバネアゲハおよびモルフォチョウの翅断片をメタ／－

ルに浸すと、波長の長い色に変化する。これは、翅の色が

色素ではなく、微細構造から成り立つものであり、メタ／

-ルの屈折率が空気よりも大きいために起こる現象である。

そのため、変色は可逆的である（写真提供：風間真）。

剣一一 聯
拙

ｌ《い､Cl･sedノVｲﾉｗｲｨﾉﾉ"e"'TIII1gsMle

実験的に誘導されたタテハモドキの色模様修飾

トリバネアゲハの鱗粉断面の走査電子顕微鏡写真。特

殊な微細構造が「色」を作り出す（写真提供:風間真)。
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|ま成功した。少なくとも本種では、ほぼすべ

ての色模様単位が眼状紋焦点からのシグナル

に影響されることがわかった。ただし、タテ

ハモドキの累代飼育は容易ではなく、今後の

課題として残されている。

｜可じく眼状紋を持つアオタテハモドキル"０－

"ｉａｏｒｉｊ１１ｗの鱗粉サイズ111'|定結果から、翅上の
位侭によって鱗粉細胞の成長開始時期あるい

は成長速度に違いがあることが示唆された。

これらの結果をもとに、色模様形成のヘテロ

クロニー・モデルを提唱している。「ヘテロ

クロニー」とは、発生学の言葉で、「発生段

階の時間差によって多様な形態を唯じること」

である。

さらに、アカタテハＩ/１J"aFsaﾉﾉ!〔/jcaの,修飾Ｉｌｌ１ｉｌ

体が同属,他極IliM体と類釧似していることから、

アカタテハ偶の進化についても考察している。

アカタテハ鵬は微妙だが明確に異なるいくつ

かの種からWｉ成されている。その色模様は少

なくともエクジソンおよびコールドショック・

ホルモンという２種類のホルモンの活性に大き

く影響されていると思われる。

コールドショック･ホルモンの実体は未だ|川

らかではないが、そのホルモンに対するＦ１然

選択が偶発的な「副作川」として色模様修飾

を助長し、新種の色模様の基礎を作ったとす

る「ｌｉｉｌ作N]モデル」を提唱している。このモ

デルによると、チョウの色模様は必ずしもｉＩＴ

接的な自然選択の対象として進化してきたの

ではない。アカタテハllLjij祖先種にとって進化

の選択肢は表現型可塑性の及ぶ範Mil内に|堰ら

れていたのではないか。色模様が面接自然選

択されてきたのではなく、寒暖の差が激しい

環境に適応するためのホルモンの分泌効率が

自然選択の対･象となり、その副作川として色

模様が変化したのではないかと考えられる。

この剛作ハリモデルでは、微妙なチョウの色棋

様などを含めた「生態的に意味のない形質」

が種に固定されることになる。つまり、チョ

ウの色模様の多様性には一種の「遊び」も含

まれているということである。

一方、ヒメアカタテハ1′h/zcssacq/`[(jにスト

レスを与えるとその近縁穂オーストラリアヒ

メアカタテハリノizI"eswMEemAawiに類似した．色模

様を示す。オーストラリアの厳しい環境が共

皿の祖先種の表現型可塑性を引き出した結果

として異所的極分化が進行したことが伺える。

さらに、ヤマトシジミＺ吃Ceﾉｾﾞ【【〃､｢/Znにおい

て隠された表現型が表出される事例が野外で

得られた。この例は、表現型可塑性が自然選

択の対象となる形質にll1Kiを与えることで種分

化が促進されるという説を支持する実例とし

て注目される。

並行して、環境変化に対して第一線の感知

システムとして機能する嗅覚系を対象として

分子レベルの研究も進めている。特に、生物

雌大の遺伝子ファミリーを構成している匂い

受容体をはじめとして、そのタンパク質のア

ミノ酸配列から立,体構造を予測するシステム

の開発にも取り組んでいる。多様性と可塑性

を持つ嗅党系の研究は、それらを分子レベル

で理解するための拠り所となるであろう。

このように、私たちの研究室では、生態・

進化レベルから個体・分子レベルの生理学ま

でを対･象としているが、表現型可塑性の分]翁

的基盤を解明するには至っていない。今後とも、

１''１純の自然環境を生かしつつ、その'三1標に向

かって努力していきたい。
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アカタテハ属の翅の輝度・色彩をグラフ化したも

の。それぞれの種はそれぞれの輝度・色彩を持つ。

アカタテハヘのエクジソンの過剰投与により、輝

度・色彩を大きく変化させることができる。

オワンクラゲ由来の緑色蛍光蛋白質（GFP）を導

入されたタテハモドキの鱗粉細胞。左は可視光、

右はGFP励起光による同一視野の写真。いくつか

の鱗粉細胞が緑色蛍光を発している。
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琉琉球大学２１世紀ＣＯＥプログラムグラム「サンゴ礁島喚系の
平成１８年度成果発表会生物多様』魅の総合解析」

口高道雄（広報担当）

平成１９年３)１１０日（上）、琉球大学２１世紀

Ｃ○Ｅプログラム「サンゴ礁,島'１m系の生物多

様性の総合解析」平成１８年度成果発表会が本

学大学会館で開かれ、８３題のポスター講演が

行われた。ポスター発表に先立って、「サン

ゴの進化機構とサンゴの感染Ⅲｉｆ」に関する特
別招待講演会が琉球大学研究者交流施設・５０

周年記念館1階ホールにおいて行われた。サン

ゴの進化機榊とサンゴの病気は、現柾サンゴ

礁科学の最先端のトピックであるが、今回こ

の2つのテーマについて、サンゴの分類および

進化に関する'１１且界的権威であるベロン博士（オ
ーストラリア海洋科学研究所）およびサンゴ

の感染症に関する新進気鋭の研究者へイズ博

士（コーネル大学）のお二人に講演をしてい
ただいた。

され、熱心に議論に参jjllされていた。発表会

終了後の懇親会には６１名が参加し、招待講演

i齢のベロン博上、ヘイズ博士から、多彩な研

究成果に感銘を受けたというコメントをいた

だいた。また川口先生からは、若い研究者が

アクティブに研究している印象を受けたこと、

'lIIil広い研究テーマをどのように統合していく

かが今後の課題であるというコメントをいた
だいた。

。｜騒・・罰｡で 1露邇

鱒…二ｓ壼而

１
１
Ｉ

活気が満ち溢れた成果発表会。中には座り込

んで議論する仲間も。

特別招待講演会に先立ち、土屋誠拠点リーダ

ーがＣＯＥプログラムのこれまでの活動、今後
の課題を交えて挨拶した。

成果発表会場では，ｌＹＬ１待講淡者のベロン博
士とヘイズ博士を交えて活発な議論がなされ、

残り２年間の本ＣＯＥプログラムの発展の契機

になったと思われる。参加者総数は］７８名で

あり、その内、外国人参加者が25名、学外参

加者が２１名であった。また本成果発表会と同

時に川｜｜四郎博士造礁サンゴ標本（川1ココレ

クション）が木学資料館（風樹館）で学内向

けに公開された。標本を琉球大学に寄蝋され

た川'二1昭彦先生伏学評価・学位授与機柵理事、

川口lJ1jl郎博士のご子息）も成果発表会に参加

懇親会終了後の記念写真

－１２－



故川口四郎博士造礁サンゴコレクション
（川口コレクション）の公開

上|高道雄（遺伝子の多様性研究グループリーダー）

日本のサンゴ研究の礎を築かれた故・川１１

１几l即博士により研究のため採集された造礁サ

ンゴ骨格標本が、ご子息の川口昭彦先生（大

学評価・学位授与機構理事）により、2005年

琉球大学に寄贈された。2005年３月および１２

)1に日高と学生数名が岡山の川１１先生のご｢ｌ

宅に伺い、サンゴ標本の梱包・発送を行った。

平成18年度ＣＯＥ成果発表会と同時に、川1」

ＩＪＬ１郎博士造礁サンゴ標本（川口コレクション）

が本学資料館（風樹館）で学内ＩｉＩけに公|｝Mさ

れた。成果発表会の特別招待講演会で講演さ

れたサンゴ分類学の泰斗ベロン博士には、１１１

１」昭彦先生とともに、川口コレクションの1ノリ

容を見ていただき、川Ⅱコレクションの教育

的利用や同定などに関してアドバイスをいた

だいた。

2000以上のサンゴイサ格標本は分類群ごとに

整理され、そのなかから１５０標本を選んで展

示を行った。さらに、５０種について、骨絡写

真と生態写奥によるITil定用データベースを榊

築した。

川口四郎博士の集められた骨格標本は、造

礁サンゴ類の分類群をほぼ網羅している。さ

らに同一種の複数群`体を含んでおり、造礁サ

ンゴ類の分類形質や群体型の種内変異を学ぶ

上で貴重な資料となる。貴重な展示用、・保存

１１|標本に加えて、サンゴの分類を学ぶ学生、

研究者が標本を手にとって学ぶための教育川

標本として使うことのできる骨格も多い。造

礁サンゴの多様性を理解するためには種の|ＴＩ

定技術をもった人材の育成が必要である。

今後、骨格標本の写真と生態写真のデータ

ベースを充実させることにより、川口四郎博

士「造礁サンゴ」コレクションがサンゴ分顛

教育システムとして活川されることが期待さ

れる。最後に、サンゴ標本を寄贈して下さっ

た川口昭彦先＃'三、そして梱包・発送の際に手

,伝ってくださった上品孝久先生(川’’四郎先′'2

のお弟子さん、中国学園大学教授、岡山大学

名誉教授)に感謝申し上げる。

川口コレクションを見るベロン博士

llillil
1ＭW

Ｐ

｛■Ｉ
川口四郎博士造礁サンゴ特別展をごらん

になった川口昭彦先生

.．。.■L1,日４１９二KⅡロ.
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2007年開催プログラム

【セミナー】

第23回ＣＯＥセミナー

ｊｌｆ成19年4)１２７日１３：３０－１４二３(）理系襖合棟6()9叢

発表者：ProfPeterMombaerts(LaboratoryofDevelopmentalBiology
andNeurogenetics,TheRockGfcllcrUnivcr臼ity）

減題：Molecular〔liversityofthe()lfactorysvstem

【研究集会】

琉球大学２１世紀ＣＯＥプログラム成果報告会
平成19年3)１１０日大学会鮒

特別招待講演会

平川に19年3ﾉ]１０日琉球大Ｉ学50周年ifd念館1隙'ｆ

講演者：Ｄ1-.Ｊ､ＥＮＶｅｒｏｎ(AustralianlnstiIuteolMarineScicnce）
演題：Mechanismsofcoralevoluljon

識演者：Ｄｒ､1VLHayes(CornellUniversity）
波題：Reevaluatingcoralinfectiousdisease

【シンポジウム】

公開シンポジウム

平成19年5)１２６日
「外来種法の盲点見えない脅威と琉球列島の生物多様性」
↑''１縄国際大学／共催

Photo-gallery5過酷な環境に耐えて咲く清楚な白い花
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ヒメスイカズラの生育環境（左）と花（右）

ヒメスイカズラＬｏ"/Ｃｅ旧/apo､にａｖａｒ・mlyagusuk/ana(スイカズラ科）
■

ヒメスイカズラは石灰岩地の断崖上にﾋﾋ肯する琉球列,Ｉ１１ｊＩｈＩ付の蔓Ｉ化植物である。自生地は極め
て少なく、沖縄県や鹿児島D,↓のレッドデータブックでは絶滅危|典繩に脂定されている。１１１:界各地
で外来ｌＫとして猛威をふるう｣,L本変『IIiのスイカズラとは対11((的に、瓜術地の過liIll1iな環境に耐えて
咲くヒメスイカズラの白い花は、見る勝に控えめで清楚なl7lj象をﾉｧえる。私たちの研究室では、
こうしたIi1iI行植物の分類学的特徴をiIi検討し、近縁種との関係を[ﾘ]らかにするための解析を進め
ている。

|(１１【Ｈ１哲郎（理学部）
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平成18年度COE宿泊研修会実施報告

研究についての自身の研究成果を説明した後、

ハマグリとシナハマグリのそれぞれの模式標

本と原記載を求めて、パリ、ジュネーブのＩＷｉ

物館を訪ね、スペインで学会発表を行った経
験を報告した。１１１崎秀雄氏（理学部教授）は、

「|Ｈ１際舞台での振る舞い力とモーレア総括」

と題して、モーレアで会ったアメリカ人女子

学生の振る舞い方や自身の外国での経験を交

えて、国際郷台での振る鈍い方について講演

を行った。太田英利氏（熱帯とk物１巻|研究セン

ター教授）は、「〆のひと言」と題して、査

読付き学術誌に論文を褐減するために知って

おくべきことを、編集者の立場から、萱読者

の立場から、そして著者の立場から講演された。

多くの学術誌での編集経験、５００編以上の論

文の査読経験、そしてＦ１身の数多くの学術論

文の著者としての経験から、カバーレターの

愈要性、majorrevisionを要求された場合に

あきらめずに注意深く改訂することの重要性

を指摘した。

平成１８年度ＣＯＥ宿１１`1研修会が2007年１)１

２６１１（金）～２７日（上）にi4l細り,(南城iIﾂ佐敷

'111のウェルサンピア↑｢|'縄で|刑かれた。教員15名、

ＣＯＥ研究員および公募研究員7名、大学院博

'二後期課礎学化７名、ＩＪＩ:究協力課より１名の３０

橘が参加した。

研修会前半では、昨年１２月にタヒチのモー

レアで開催された国際ワークショップTropi-

callslandEcosystemsandSustainableDe‐

velopmentに参力Ⅱした4ｆ,の若手1Ｊ｢究者による

報告があり、後半では、外国での体験、振る

郷い方、論文の書き方に関する３題の講演が

なされた。

本多正尚氏（教育学部助教授）は、「モー

レアの陸上動物」と題して、フレンチポリネ

シアに特徴的な動物について、｜H1身で採集し

たl1lIj生爬虫緬の標本の写真を交えて総演した。

松村.俊一氏（ＣＯＥ公募研究員）は、「モー

レアの陸上柧物」と題して、モーレアの植とl；

を1''１縄の植ﾋﾋと対比しながら識渡した。前1[｜

健氏（大学院博士後期課程）は、「モーレア

の河川と魚」と題して、採集に使える時間が

ごく短時間であったにもかかわらず、美しい

魚の生態写其および標本写真を見せながら、

新知見を得たことを発表した。’１村崇氏（Ｃ

ＯＥ研究員）は、「モーレアの海とサンゴ」

と)堕して、ＵＣバークレイのGumpStation近

くのいくつかの地点での海ＩＩＪ写真を紹介し、

サンゴ組成が地点ごとに異なること、未記載

と思われるミドリイシを発見したことなどを

発表した。

後半では、矢敷彩子氏（大学院陣･仁後期課程）

が、「貝を求めて欧州めぐり」と題して、ハ

マグリとシナハマグリの週,伝学的、形態学１１り

今回の宿ｉＩＬ１研修では、懇親会の後、大浴場

に入り、深夜まで議論し、また大部屋で;枕を

1tべて寝るということで、大いに親睦を深め

られた。またモーレアの国際ワークショップ

に参加しなかった人もモーレアの経験を共有

できたことも良かったと思われる。

Ｒ高道雄（広報担汕i）

中村剛氏、日本植物分類学会大会発表賞（口頭発表部門）受賞

｡
LlI1I2,､稚研究科．｜｜水学術振興会特別ｲﾘﾄ先負（ＤＣ１）の中村lIIlll氏iZU舗

州臆

(櫛の多様性研究グループの幟'１１昌嗣教授、博l1HI哲ＨＭＩ:教授の指導。

現在はＣＯＥ研究員）が、２００７年３月に行なわれた日本植物分類

学会第６ｌｒｌｌ大会において、入会発炎賞（||頭発表部１１１１）を受賞した。

底 受岱ルト究は、ｌＩ１琉球に固有の'f〔本アマミイナモリを材料に、Ｉｉ１Ｉ【物

Ⅱ
‐
Ｊ
Ⅱ

冊
⑤

■
▲

『
虹
●

一
Ｗ
〃
』
〃
ニ
ロ
ロ
，
‐
昼

における染色体の倍数化と繁殖様式の進化との関係について考察

を行なったもので、その学術的内容と優れた発表が評価され、今

'111の受fj【となった．
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フレンチポリネシア、モーレア島の川はとても小さいが、水''１をi1Mくと、ウナギ属、テングヨウジ、
ユゴイ属、カワアナゴ属、ポウズハゼ亜科、タネカワハゼ属など、川と海とを回遊する淡水魚の姿が
見られた。いずｵIも琉球列島を含む太平洋の熱帯から唖熱帯』白)llllil域の小河川に普遍的に分布するグル
ープで、長い浮遊仔魚期に広く分散すると考えられる。

写真はモーレア勘のボウズハゼlllI科魚緬（Ａ）Slf(p/Zodo〃c/Ｇ８("1s雄、（B）SniphoClo｝Te/qgZ7"s雌、
（C）ルリボウズハゼSjq))Opte/zzs/噂oc”/､,ﾉZ(s、（Ｄ）SiqyOprcﾉz(JM)し(971〔"１１ｓ

写1A〔・文前田健（理工学研究科）

編集・発行COE広報委員会
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