植物の香気成分が媒介する生物間相互作用ネットワークの解明
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これまでに植物が何らかの加害を受けたときに放出する誘導性の香気成分について研究を行ってきた。
特にその生態的機能について注目し、１）香気成分が媒介する生物間相互作用ネットワークが多種共存を
促がすこと。２）香気成分を利用した有機農業へ向けた応用技術の開発。３）香気成分が植食性昆虫の夜
行性を決定する主要因であること。４）香気成分による植物間のコミュニケーションを研究してきた。

はじめに
植物は静的なものではなく、病気や食害に対して動的に反応する。この反応は誘導反応と呼ばれており、
例えば食害を受けた場合に葉を硬くする、棘や繊毛密度を高める、毒物質を生産するといったような防衛
反応を示す。また、植食者の天敵を誘引するような香気成分を生産し放出することも知られている。本講
演ではこの香気成分が天敵以外の生物種に影響を及ぼし、それにより生物間相互作用のネットワークが構
築され、多種多様な生物が共存できる要因の一つであることを述べたい上述した１）の研究内容である。

生物間相互作用ネットワーク
捕食性内部寄生蜂（以下寄生蜂）は、寄主幼虫（たいていは植食者幼虫）の体内に卵を産みつけ寄主幼
虫体内で成長し、蛹化直前に寄主体表を破り外にでてきて蛹になる。そのときに、寄主幼虫は死んでしま
うので、捕食性内部寄生蜂と呼ばれている。それら寄生蜂は寄主が食害した植物が誘導的に生産する香気
成分を手がかりにして寄主探索を行うことが知られる。このような植物−寄生蜂間の香気成分を介した相互
作用の研究は、これまで植物が単一種の植食者に食害された場合にのみ着目していた。しかし、野外では
複数種の植食者が同時に同じ植物株を食害している場合がある。そこで本研究では複数種の植食者が同時
に食害したとき、誘導性香気成分によって媒介される植物と寄生蜂の相互作用が、単一種食害の場合と比
べてどのように変化するかに注目した。実験対象とした植物−植食者−スペシャリスト寄生蜂の系は、アブ
ラナ科−コナガ（Plutella xylostella）−コナガコマユバチ（Cotesia plutellae）
、およびアブラナ科−モンシロチ
ョウ（Pieris rapae）−アオムシコマユバチ（C. glomerata）の二つの三者系である。さらに、そのような植物
と寄生蜂の相互作用の変化が、同じ株上に生息する、寄生蜂の寄主幼虫と非寄主幼虫（ともに植食者）間
の相互作用に影響を及ぼす可能性についても検討した。
コナガコマユバチおよびアオムシコマユバチはともにそれぞれの寄主（コナガおよびモンシロチョウ）
食害株と健全株を、それぞれの株から放出される香気成分によって識別し、寄主食害株を選択して飛翔定
位した。コナガコマユバチはコナガ幼虫が食害した株（以下コナガ食害株）とそれ以外の被害株（モンシ
ロチョウ幼虫による食害株やパンチを用いて機械的に傷をつけた株）とを識別しコナガ食害株に定位した。
一方、アオムシコマユバチはモンシロチョウ幼虫食害株（以下モンシロ食害株）とそれ以外の被害株（コ
ナガ食害株や機械傷株）とを識別しなかった。食害によって生じた香気成分の化学分析の結果、各被害株
で放出されている成分の量やそれらの比率が異なった。２種寄生蜂の各被害株に対する選好性の結果と化
学分析の結果より、コナガコマユバチはコナガ食害株に特異的な匂いのブレンド比を手がかりに寄主食害
株に定位し、一方、アオムシコマユバチでは傷をもつ植物株に特徴的な「緑の香り」
（傷害で誘導的に不飽
和脂肪酸より生産される炭素数６の揮発性成分）を手がかりにして寄主の存在する株に定位すると考えら

れた。
（この結果は、上述した２）
「香気成分を利用した有機農業へ向けた応用技術の開発」へつながるものとなる。
）
コナガとモンシロチョウ幼虫が同時に食害した株と単独食害株に対する両寄生蜂の定位選好性を調べた
結果、コナガコマユバチでは寄主単独の食害株を選好したが、アオムシコマユバチは両種食害株を選好し
た。さらにコナガコマユバチの両植食者食害株上での探索行動は寄主食害株に比べ有意に短くなった。人
工気象室内で行った寄生率実験でも寄生蜂の両種食害株に対する選好性や探索時間の変化を反映し、コナ
ガコマユバチの寄生率は両種存在株で寄主単独株より低く、逆にアオムシコマユバチの寄生率は高かった。
これらの結果より、両植食者存在株はコナガにとっては天敵低密度空間（天敵の少ない空間）であり、モ
ンシロチョウにとっては天敵高密度空間であることが明かになった。さらに、コナガおよびモンシロチョ
ウの雌成虫は、このような他種植食者によってもたらされた天敵低密度空間や天敵高密度空間を認知して
産卵場所を選択しており、コナガとモンシロチョウ間に植食者誘導性化学物質を介した間接的な相互作用
があることが示された。
以上の結果をまとめる（図１：コナガの３者系を中心に）
。各植食者単独の食害による誘導性の植物香気
成分は２種が同時に食害する際にその香気成分のブレンドが変化する。その変化は両種寄生蜂の株選好性
に影響をあたえ、両種株上での寄生率を有意に減少あるいは増加させた。このような非寄主による間接的
な効果が寄生蜂に作用している。これをコナガ幼虫とモンシロチョウ幼虫の関係に注目してみると、香気
成分の変化を介してモンシロチョウ幼虫はコナガ幼虫にコナガコマユバチ低密度空間（enemy-free space）
を提供し、逆にコナガ幼虫はモンシロチョウ幼虫にアオムシコマユバチ高密度空間（enemy-dense space）を
提供したといえる。一見、無関係な生物間に植物の誘導性香気成分の変化を介した間接的な相互作用が存
在していることが明らかになった。さらに、それらがコナガ幼虫やモンシロチョウ幼虫の分布を決定する
産卵選好性の違いに反映されていることを示した。
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おわりに
これまでの群集生態学は「被食−捕食」という目に見える現象（食物網）の枠組みの中で研究が進められ
てきており、生物間の相互作用構造のごく一部しか見えてこなかったと言える。本研究では化学生態学的
な操作実験による解析によって、目に見えない香気成分により結ばれている生物間相互作用を明らかにす
ることができた（図２）
。この結果から、これまでの生態学の視点を書き換え、見えない糸で複雑に繋がる
生態系構造の概念を構築する必要性を示唆した。

植物香気成分を介した作用
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