日本動物学会九州支部（第 68 回）
九州沖縄植物学会（第 65 回）
日本生態学会九州地区（第 60 回）

三学会合同福岡大会
2015
〒814-0180 福岡市城南区七隈 8-19-1
福岡大学理学部 18 号館 2 階

【スケジュール】
5 月 23 日（土）
11:00～11:30

動物学会九州支部委員会

A 会場

九州沖縄植物学会委員会

B 会場

11:30～12:00

生態学会九州地区委員会

C 会場

12:00～

受付

玄関ロビー

ポスター掲示

P01～P12

D 会場

P13～P25

E 会場

H01～H16

高校生ポスター会場

13:00～14:00

合同ポスター発表・高校生ポスター発表（奇数番号）

14:00～15:00

合同ポスター発表・高校生ポスター発表（偶数番号）

15:10～15:40

動物学会九州支部総会

A 会場

九州沖縄植物学会総会

B 会場

15:40～16:10

生態学会九州地区総会

C 会場

16:20～17:50

特別講演

中央図書館 1 階 多目的ホール

「ツチカメムシ類における振動音コミュニケーション」
野間口 眞太郎（佐賀大学農学部）
「ツマアカスズメバチの対馬への侵入を含めた外来生物の現状」
上野 高敏（九州大学農学研究院）
18:00～20:00

懇親会

文系センター16 階 スカイラウンジ

5 月 24 日（日）
8:30～

受付

9:00～12:30

動物学会口頭発表

A 会場

9:00～11:15

植物学会口頭発表

B 会場

9:00～11:00

生態学会口頭発表

C 会場

玄関ロビー
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【受付】
(1)

受付は，23 日（土）は 12:00～17:00，24 日（日）は 8:30 から 18 号館 2 階玄関ロビー内に置きます。
受付では，名札および要旨集をお受け取りください。会場では，名札の着用をお願いします。

(2)

当日参加の方は，参加費（一般 4,000 円，学生 2,000 円）を受付で納入してください。また，懇親会に
当日参加される方は，懇親会費（一般 5,000 円，学生 2,500 円）を納入してください。

(3)

要旨集のみ必要な方は受付でお求めください。一部 1,000 円です。

【クローク】
クロークは 1827 教室で以下の時間帯に利用可能です。荷物の引き取りは，必ず時間内にお願いします。
23 日（土） 12:00～18:00
24 日（日）

8:30～13:00

【ポスター発表】
(1)

ポスターは 23 日（土）の 13:00 までに所定の位置に掲示してください。ポスター掲示用のピンは会場
に準備していますので，ご自由にお使いください。

(2)

ポスターの最大サイズは縦 150 ㎝×横 90 ㎝です。23 日（土）のポスター発表では，奇数番号は 13:00
〜14:00 に，偶数番号は 14:00〜15:00 に発表者はポスターの前で説明を行なってください。

(3)

掲示したポスターは 24 日（日）の 12:00 までに撤収してください。

【口頭発表】
(1)

24 日（日）の口頭発表の時間は，質疑応答を含めて 15 分間です。終了時刻の 5 分前に 1 鈴，3 分前に
2 鈴，終了時に 3 鈴を鳴らします。時間厳守でお願いします。

(2)

口頭発表は，パソコン用液晶プロジェクターを用いて行います。発表用パソコンを各自ご持参下さい。
プロジェクターへの接続は VGA 端子（ミニ D-sub 15 ピン）ですので，Apple 社製品など特殊な接続ア
ダプターが必要な場合にはご持参下さい。次演者は次演者席に座り，パワーポイント等の発表データを
開いた状態で待機してください。本大会では切り替え器は用いませんので，前演者の発表が終わり次第，
パソコンを直接接続してください。

(3)

発表が終わった方には，次の発表の座長をお願いします。

(4)

レーザーポインタ，ピン型マイクロフォンを会場に準備しますので，お使いください。

【休憩室・試写・大会本部】
(1)

1821 教室を休憩室としてご利用ください。

(2)

休憩室に備付けの液晶プロジェクターを試写用として利用できます。事前の動作確認をお願いします。

(3)

大会本部は 1827 教室です。

【懇親会】
懇親会は，5 月 23 日（土）18:00 から，福岡大学文系センター16 階 スカイラウンジで行います。当日参
加される方は，懇親会費（一般 5,000 円，学生 2,500 円）を大会受付で納入してください。
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【会場までの交通案内】

(1) その他のアクセス方法やバスの時刻は「福岡大学交通アクセス」でご確認ください。
福岡大学交通アクセス：http://www.fukuoka-u.ac.jp/help/map/
(2) 地下鉄七隈線福大前駅やバス停の位置は「福岡大学 七隈キャンパス案内図」をご参考ください。
(3) 地下鉄天神駅と天神南駅の乗り換えでは，一旦改札を出て乗り換えます。福大前駅までの切符をお持ち
の場合は，緑色の改札機をご利用ください。その際，切符の取り忘れにご注意ください。
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【自家用車をご利用の方へ】
できるだけ公共交通機関をご利用ください。自家用車で来られる場合は，案内図の「正門」から入構して
ください。正門脇の「正門案内所」で用向きを伝え，警備員の指示にそって所定の場所に駐車してください。

【昼食】
23 日（土）は大学構内の 4 つの食堂が開いています。食堂の場所と営業時間は案内図をご覧ください。24
日（日）は大学構内の全食堂が休業で，利用できません。大学近辺のコンビニエンスストアや飲食店につい
ては大会受付でお尋ねください。

【宿泊】
宿泊の斡旋はしません。

【高校生ポスター発表について】
本大会では，高校生ポスター発表を合同ポスター発表と同じ時間帯に行いますので，こちらでも活発なご
討論をお願いします。表彰を企画していますので，ポスター発表の間に投票をお願いします。投票用紙を当
日受付でお渡ししますので，14:40 までに受付の投票箱に投票してください。表彰式は 23 日（土）15:10 か
ら 9 号館 1 階 理学部会議室で行います。

【問い合わせ先】
三学会合同福岡大会 実行委員会
実行委員長

伊東 綱男

sangakkai@fukuoka-u.ac.jp（庶務

渡邉 英博）
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【大会会場案内図】
福岡大学 七隈キャンパス案内図

(1)

地下鉄七隈線福大前駅から大会会場に至る最短のルートを破線で示しています。

(2)

福岡大学キャンパス内は所定の場所を除いて禁煙です。

(3)

託児室，保育室等はありません。

(4)

大学構内の詳細な情報は，
「福岡大学キャンパスマップ」をご確認ください。
福岡大学キャンパスマップ：http://www.fukuoka-u.ac.jp/aboutus/facilities/map.html

(5)

23 日（土）は以下の食堂を利用できます。
食堂 1

第一食堂（学而会館 1 階）

9:00 ~ 20:00

食堂 2

レストラン陽だまり（中央図書館 1 階）

11:00 ~ 15:00

食堂 3

第三食堂（工学部三号館別館 1 階）

10:00 ~ 13:30

食堂 4

モスバーガー（60 周年記念館 1 階）

11:00 ~ 15:00
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大会会場：理学部 18 号館 2 階

A 会場（1824 教室）
日本動物学会九州支部

委員会，総会，口頭発表

B 会場（1822 教室）
九州沖縄植物学会

委員会，総会，口頭発表

C 会場（1823 教室）
日本生態学会九州地区

委員会，総会，口頭発表

D 会場（1825 教室）
三学会合同ポスター発表

P-01 ~ P-12

E 会場（1826 教室）
三学会合同ポスター発表

P-13 ~ P-25

高校生ポスター会場
高校生ポスター発表

H-01 ~ H-16

特別講演会場：中央図書館 1 階

多目的ホール
特別講演
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プログラム
1 日目 合同ポスター発表 D 会場
13:00～14:00

奇数番号

14:00～15:00

偶数番号

P01

刺胞動物の散在神経系からみる神経系の起源と進化

P02

ヒドラと緑藻の共生について

P03

ヒドラ単離神経細胞の形態的特徴付け

P04

ナメクジ嗅覚中枢におけるヒスタミン性神経投射

P05

ゴミムシダマシの脛節の新規弾性器官の微細構造

P06

筋電位記録によるカマキリ捕獲行動の調節機構の解析

P07

Sensory systems of appendices in praying mantis （Tenodera aridifolia）

*小泉 修（福女大）
−共生藻の垂直伝播と水平伝播−

山口 淳也（九大・システム生命学府）・*小早川 義尚（九大・基幹教育院）

越智 裕也・松下 康平・小川 未緒・*中川 裕之（福岡大・理）

*松尾 亮太（福女大・環境科学）

*市川 敏夫・藤 義博（九大・院理・生物科学）

吉田 成希（九州大・院システム生命）・*山脇 兆史（九州大・院理・生物科学）

*Carle T・Yamawaki Y（Kyushu Univ.）・Watanabe H・Yokohari F（Fukuoka
Univ.）

P08

成長の著しく遅いコオロギは長寿命である

P09

カフェインの慢性的および急性的経口投与がコオロギの嗅覚学習へ及ぼす効果

P10

ミツバチにおける学習した匂いによって誘発される歩行の経時変化と音刺激による影響

*嬉 正勝・坂口 知美（佐賀大・文教）

杉町 誓児・*岡田 二郎（長崎大・環境）

山下 俊也（福大・理）・Haupt S Shuichi（Dept. Biol. Cybernetics, Bielefeld
Univ.）・池野 英利（兵庫県立大・環境人間）・伊東 綱男・*藍 浩之（福大・理）

P11

膜翅目有剣類昆虫の脳構造の比較解析

P12

ゴンズイにおける味蕾の分布と神経支配に関する組織化学的研究

*原口 貴寛・渡邉 英博・横張 文男（福岡大・理・地球圏）

*中村 達史・松山 直輝・笠井 聖仙・清原 貞夫・池永 隆徳（鹿児島大・院理工）
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1 日目 合同ポスター発表 E 会場
13:00～14:00

P13

奇数番号

14:00～15:00

偶数番号

ノコギリカメムシのメスの後脚に共生する菌類と産卵時の行動
*細川 貴弘（九大・理）・向井 裕美（森林総研）・棚橋 薫彦（産総研）・立川 周二
（NPO 法人自然環境復元協会）・深津 武馬（産総研）

P14

奄美大島屋入干潟における底生生物相の変化
*緒方 沙帆（鹿児島大・水産）・上田 浩平（鹿児島大・理）・上野 綾子・山本 智子（鹿
児島大・水産）・佐藤 正典（鹿児島大・理）

P15

奄美大島と九州南部における干潟底生生物相の比較；多毛類を中心に
*上野 綾子（鹿児島連大・農）・緒方 沙帆（鹿児島大院・水産）・山本 智子（鹿児島
大・水産）

P16

移動速度が速いと眼が大きい: Leuckart’s Law の成立条件

P17

五島列島沖に出現するマッコウクジラ

P18

英彦山ブナ林におけるシカ防護ネット設置の効果(1)－設置 1 年目における林床植生の変化－

P19

英彦山ブナ林におけるシカ防護ネット設置の効果(2)－設置 1 年目における節足動物類の反応－

P20

宮崎の里山地域におけるイノシシ痕跡被度の年・月・調査地間の変動

P21

ススキ属植物の系統進化における種間交雑の影響

P22

ススキ属植物における DNA 量と気孔サイズとの関係の系統間変異

P23

外来樹木アブラギリの屋久島での分布拡大状況と定着要因

*里居 伸祐（九大・シス生）・巌佐 庸（九大・理学部）
*小林 駿・天野 雅男（ 長崎大学院・水・環 ）
*金子 洋平・須田 隆一・石間 妙子（福岡県保環研）
*石間 妙子・須田 隆一・金子 洋平・中島 淳（福岡県保環研）
*杉延 健・西脇 亜也（宮崎大院・農）
*石黒 美穂・西脇 亜也（宮崎大院・農）
*黒木 健吾・西脇 亜也（宮崎大院・農）
*池本 翔（九州大学）・黒江 美紗子（長野県環境保全研究所）・田川 哲（ヤクニク屋）・
金光 浩伸（九州大学）・斉藤 俊浩（屋久島ヤクタネゴヨウ調査隊）・布施 健吾・矢原 徹
一（九州大学）

P24

光照射によるマメ科植物の根および根粒菌への影響
*下村 彩（鹿児島大・連農, 佐賀大・農）・森内 沙矢香（佐賀大・農）・平川 英樹（かず
さ DNA 研）・佐藤 修正（東北大学）・田畑 哲之（かずさ DNA 研）・有馬 進・鈴木 章
弘（鹿児島大・連農, 佐賀大・農）

P25

共生器官特異的な宿主由来システインリッチペプチドの生理活性
*内 奈保子（鹿児島大・院理工）・重信 秀治（基生研・生物機能解析センター）・九町
健一・阿部 美紀子・東 四郎・内海 俊樹（鹿児島大・院理工）
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1 日目 高校生ポスター発表
13:00～14:00

奇数番号

14:00～15:00

偶数番号

H01

過湿土壌による根こぶ病発病リスクについての研究

H02

ショウジョウバエを用いた校内環境調査

H03

アルテミア卵の発生，温度耐性と HSP の可能性Ⅲ

H04

トビムシの初期発生について

H05

ミジンコの生存と環境

H06

福高土壌菌の耐性について

H07

コダカラベンケイソウの不定芽形成

H08

酵母のアルコール発酵について

H09

カイコのホルモン移動実験・早期人工孵化法への挑戦

H10

最終収量一定の法則を検証する

H11

透明標本製作

H12

プラナリアの電気刺激に対する反応条件と学習成立

H13

ミドリムシ大量培養作戦

H14

コオロギは超音波を聴いているのか ～幻の音を求めて～

H15

テーマは有明海 高校生による聞き書き ～有明海産貝類の漁獲盛衰からみえてくる漁法の変化

*長澤 宗亮（糸島農業・根っこ部）
*斉藤 比呂人（糸島農業・生物部）
*塚本 要（筑紫丘高校）
*長野 咲（自由ケ丘高等学校・生物部）
*北原 ミチル（福岡高校・生物部）
*山下 大祐・高橋 諒（福岡高校・生物部）
*吉野 優希（修猷館高校・生物部）
*二木 沙映（修猷館高校・生物部）
*渋田 直樹（大濠高校・生物部）
*島崎 梨香子（大濠高校・生物部）
*山北 未命（大濠高校・生物部）
*吉岡 端希・小松 華子（大濠高校・生物部）
*岡本 覚（福岡工業大学附属城東高等高校・科学部）
*坂本 翼（東筑高校・生物部）
と柳川気質の変遷：西海缶詰株式会社～
*諸富 風薫・福島 颯（伝習館高校）

H16

植物群落名が分かればその土地の環境がわかる
*山崎 心（九国大付高校・生物研究部）
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2 日目 口頭発表 A 会場（動物）

9:00

A01

原生動物ミドリゾウリムシのオートファジー様システムによる細胞内共生藻の品質管理

9:15

A02

ケンサキイカの色素胞の収縮リズムの温度依存性

9:30

A03

魚類の三叉神経系ニューロンについて

9:45

A04

X 線イメージングを用いた真骨魚類咽頭歯の形態と動作の解析

10:00

A05

アミノ酸欠乏時におけるショウジョウバエの匂い嗜好性の変化

10:15

A06

ショウジョウバエ自然集団内における糖味覚感度の遺伝的多型の解析

10:30

A07

ウシ精子頭部における Tektin（テクチン）分子の局在

10:45

A08

哺乳類の精子鞭毛構成分子 Tektin1 と相互作用する分子 Tcte3 について

11:00

A09

ラット精巣における Armc3 の局在解析

11:15

A10

マウス精巣における接着分子 Ceacam2S の解析

11:30

A11

成熟期トラフグ下垂体全ホルモン分泌細胞の分布と特徴

11:45

A12

ヌタウナギ補体系で働くパターン認識分子の同定

*高橋 利幸（都城高専・物質工）・細谷 夏実（大妻女子大・社会情報）

*上妻 多紀子・伊藤 浩史（九州大・院・芸術工）

*清原 貞夫・野田 彩加・宝満 元・池永 隆徳（鹿児島大・院理工）

*池永 隆徳・鈴 あゆみ (鹿児島大・院理工)・八田 公平 (兵庫県立大・院生命理学)

*小松 大起 (九大・院・システム生命科学府)・谷村 禎一 (九大・院・理学・生物)

*内園 駿（九大・院・シス生）・谷村 禎一（九大・院・理・生物）

*飯田 弘・肥山 恵理奈（九大院・農・動物学）

*下條 光・飯田 弘（九州大院・農・動物学）

*齋木 星一・飯田 弘（九大院・農・動物学）

*片山 達也・飯田 弘（九大院・農・動物学）

*山口 明彦・中野 里美・通山 香奈子・元嶋 克宏・松山 倫也 (九大・農・海洋生物)

*有村 憲哉・山口 智和・高宗 和史 (熊大・自然科学)・近藤 昌和・高橋 幸則 (水
産大・生物)・鵜木 (加藤) 陽子・中尾 実樹 (九大・農・生命機能)・加藤 眞一・吉
国 通庸 (九大・農・資源生物)・大野 薫 (基礎生物研・多様性生物)・藤井 保 (県
立広島大・人間文化)

12:00

A13

アオダイショウにおけるアルビノ変異の原因遺伝子の解析
*財津 将平（九大・院・シス生）・柴田 弘紀（九大・生医研）・仁田坂 英二（九
大・院理）

12:15

A14

アフリカツメガエル右半胚における対称発現遺伝子の時空間的発現調節
*古賀 正明・島袋 誠也・景浦 宏（福岡大・理）
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9:00

B01

2 日目 口頭発表 B 会場（植物）

新規 CO2 非感受性変異体 cdi4 の原因遺伝子の解析

*岡部 誠・袮冝 淳太郎・中野 利彬 (九州大院・理)・田畑 亮 (熊本大院・自然科
学)・山口 勝司・重信 秀治 (基生研)・山田 昌史 (Duke 大)・長谷部 光泰 (基生研,
総研大・生命科学)・澤 進一郎 (熊本大院・理)・射場 厚 (九州大院・理)

9:15

B02

シロイヌナズナ高温変異体 ht1-2 の葉面温度を低下させる二重変異体の単離

9:30

B03

膜交通による新規気孔開閉メカニズムの探索

9:45

B04

植物の CO2 応答に関わる short open reading frame の解析

*齋藤 早希子・祢冝 淳太郎・射場 厚（九州大・理・生物科学）

*高橋 將・門田 慧奈・祢冝 淳太郎・射場 厚（九州大・理・生物科学）

*山口 剛史（九大・院理・生物）・山本 あゆ（九大・理・生物）・花田 耕介
（九工大・生命情報工学）・射場 厚・楠見 健介（九大・院理・生物）

10:00

B05

赤外狭帯域画像を利用した針葉樹における効率的な選種法の開発
*松田 修（九大・院・理）・原 真司（住友林業・筑波研）・飛田 博順・矢崎 健
一（森林総研）・中川 敏法・清水 邦義（九大・院・農）・上村 章（森林総研・
北海道）・宇都木 玄（森林総研）

10:15

B06

根端分裂組織の CLE シグナリング経路の解明および茎頂分裂組織での温度による
CLE シグナリングへの影響
*元満 文音・石田 高志・澤 進一郎（熊本大学）

10:30

B07

植物ヘモグロビンが変異したミヤコグサの共生表現型
角 友博・福留 光挙・小薄 健一・九町 健一・阿部 美紀子・東 四郎・*内海 俊樹
（鹿児島大・院理工）

10:45

B08

レーザー光によるアサガオの発芽処理

11:00

B09

緑藻クラミドモナスにおける脱性分化機構

*仁田坂 英二（九大・院理）

中西 純代・大坪 繭子・*田村 典明（福岡女子大・人間環境科学）
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9:00

C01

2 日目 口頭発表 C 会場（生態）

クモハゼの精子競争 －スニーカー雄の父性獲得に影響する要因－
*金谷 洋佑・川瀬 翔馬（長崎大・院水環）・佐藤 成祥（Aberystwyth Univ.
IBERS）・竹垣 毅（長崎大・院水環）

9:15

C02

クモハゼの雄はなぜ他の雄の卵保護を引き継ぐのか？
*永瀬 翔一・川瀬 翔馬（長崎大・院水環）・佐藤 成祥（Aberystwyth Univ.
IBERS）・竹垣 毅（長崎大・院水環）

9:30

C03

北部九州におけるカササギの分布拡大と営巣数の変遷

9:45

C04

掘削した代替横坑におけるコキクガシラコウモリの利用

*江口 和洋（九大院・理・生物：現国東市）

*藤井 暁彦・林田 創（九環協）・荒井 秋晴（九歯大・総合教育）・中川 順野・
上本 耕輔（福岡県伊良原ダム建設事務所）

10:00

C05

ハサミモデルを使ったチゴガニの waving 機能の解析

10:15

C06

百見は一行にしかず？：マルハナバチの花選びにおける観察と経験の影響

*河野 容子（熊本大・院・自然）・逸見 泰久（熊本大・沿岸域センター）

*崎田 愛音（九大院・システム生命）・川口 利奈（兵庫県大・自然環境研）・大
橋 一晴（筑波大・生命）・粕谷 英一（九大・理・生物）

10:30

C07

新燃岳 2011 年噴火は特異な植生変化をもたらすか？

10:45

C08

福岡県筑後地域における特定外来生物ブラジルチドメグサの分布拡大

*安部 哲人・山川 博美（森林総研・九州）

*須田 隆一・金子 洋平・石間 妙子・中島 淳（福岡県保環研）
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特別講演
5 月 23 日（土） 16:20～17:50
福岡大学 中央図書館 1 階 多目的ホール

ツチカメムシ類における振動音コミュニケーション
野間口 眞太郎（佐賀大学農学部）
昆虫における情報交換には様々な媒体が使われるが，人間にとって知覚することが比較的困難であ
るにもかかわらず，昆虫の世界ではかなり普遍的で必須のコミュニケーション手段となっているのが
振動音である。最近，様々な昆虫種の個体間相互作用において，振動音が情報伝達の重要な役割を果
たしている実例が明らかになりつつある。今回紹介するのは，亜社会性ツチカメムシ類の親子間のコ
ミュニケーションに利用されている振動音である。モンツチカメムシ亜科に属するフタボシツチカメ
ムシなど５種とベニツチカメムシ科のベニツチカメムシでは，雌親が産卵後も卵塊や幼虫を警護した
り，孵化幼虫に栄養卵を与えたり，幼虫の餌である寄主植物の種子を連続的に給餌したりする複雑な
保育行動を示す。我々の研究では，このような保育行動の少なくとも２つの過程，つまり胚の孵化と
幼虫への給餌のときに，親が振動（音）による情報を子に与えてその行動を制御することが分かった 。
１つ目は，当研究室で博士課程までの研究を行った向井裕美氏が明らかにした「胚の一斉孵化を促す
振動」である。母親が孵化間近な卵塊を抱えて警護しているとき，種特異的なリズムで体を震わせる
ことによって発生させた振動を卵塊に伝える。すると間もなく幼虫達が一斉に孵化を始める。つまり
雌親は各幼虫に孵化時期を同調させるためのシグナルとして振動を用いているのである。２つ目は，
演者らが観察したベニツチカメムシの「給餌時の振動音」である。本種の雌親は，幼虫達の餌である
寄主植物の実を外から巣に持ち込むときに，特徴的な振動音を発生させる。親は振動音を使って幼虫
達を呼び集め，餌を集団摂食させるようにしているのである。発表では，これらの例を中心に，親子
間コミュニケーションにおける振動音の利用について機能的側面から議論する。
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ツマアカスズメバチの対馬への侵入を含めた外来生物の現状
上野 高敏（九州大学農学研究院 生物的防除研究施設）
いわゆる「外来種問題」は，マスコミに大きく取り上げられることも多くなり，一般の関心が以前
よりも増しているようである。一方，外来種に対する一般のイメージは，現実に見られる外来種とは
ずいぶんかけ離れているようで，これは研究や行政に関わる人間においても同様であるようだ。まず
この点について指摘したい。続いて，九州において最近確認された外来種，特に一般の関心の高い種，
について紹介する。
東南アジアに広く分布するツマアカスズメバチ Vespa velutina は，2000 年代初頭に韓国や西ヨー
ロッパへ侵入・定着し問題となり，「侵略的外来種」として広く認知されるようになった。飛翔能力
が高く俊敏であると同時に繁殖力が高いという特徴を持つ。生態系への悪影響，人への刺傷，養蜂業
への打撃などを引き起こすことが危惧されているが有効な防除法はまだ確立されていない。元々はわ
が国に分布していなかったが，2013 年夏に長崎県対馬においてその発生が確認された。対馬におい
てはもちろん，本土に侵入した場合は，韓国やヨーロッパ同様の問題が起こることになるだろう。早
期に根絶するか，それが不可能な場合はこれ以上個体数が増えないような手立てを打つと同時に本土
への侵入を阻止する方策を急ぎ立てる必要がある。
本講演では，現在までに得られた対馬におけるツマアカスズメバチの発生状況や生態的知見につい
て紹介する。まず，対馬に侵入した本種は中国南部産と同一で亜種 nigrithorax に該当するもので
あった。2013 年秋の時点で既に対馬北部の海岸部を中心に広く分布しており，中部域においても確
認された。2014 年においてはさらに分布が拡大し，対馬最南端部に達していた。また北部において
は，前年に確認されていなかった場所においても採集され，さらに既産地においても個体密度が増加
していた。
ミツバチを好むことが知られていたが，対馬においてもそのことが確認され，土着他種よりもミツ
バチに対して強い選好性を持つことが示された。ミツバチの巣内を攻撃することはなく，巣上や帰巣
個体を獲物としていた。対馬にはニホンミツバチのみが産するが，ツマアカスズメバチの存在を認識
し，速やかに防衛行動を取ることが明らかになった。しかしながら，ツマアカスズメバチはミツバチ
の防衛行動に対応し，捕食行動を柔軟にかえることも判明した。このこととミツバチへの選好性の強
さから，本種は同属他種のスズメバチに比べ，ミツバチにかなり特化した捕食者であるといえる。一
方，ミツバチの巣内へは侵入せず，ミツバチに対する直接的な打撃はかなり小さいと判断された。た
だしミツバチの防衛の程度によっては，採蜜効率が低下するなど，間接的な悪影響がある可能性があ
り，この点については今後明らかにする必要がある。他方，最も近縁のキイロスズメバチに比べ，狩
りの効率が高いことが明らかとなった。これは本種が俊敏であることと関係していると考えられる。
他のスズメバチ同様に花や甘露，そして発酵した果実に来集することを確認したが，樹液には誘引
されないようであった。この特性は系統的に最も近縁とされるキイロスズメバチ同様であった。また ，
他のスズメバチ同様にトラップによる誘引が可能であった。トラップによる誘引と捕殺は容易であっ
たが，土着のスズメバチも同時に捕獲してしまうため，トラップに選択性を持たせる工夫が必要だっ
た。
ツマアカスズメバチの生態や生活史に関してはまだ不明な点が多く，引き続き本種の基礎生態に関
して明らかにしていく必要があるが，同時に対馬での駆除事業の拡大と本土への侵入阻止のためには
行政はもちろん一般市民への啓蒙や情報提供が重要となる。今後は，これらの点についてこれまで以
上に力を入れていく。
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