
  

令和元年度 森林総合研究所関西支所 

公開講演会要旨集 

森林
も り

の小さな生き物たち  

日  時：令和元年 10 月 30 日（水） 13：30～16：30 

会  場：龍谷大学響都ホール校友会館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会場ロビーにて、 

・「論文スケッチ原画展」を展示しています。ぜひご覧く

ださい。 

・さまざまなパンフレットや広報誌を設置しています。

ご自由にお取りください。 

主催：国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所関西支所 



【挨拶】 

 
私達の周りにある森林は日本の国土面積の約７割を占めており、その

割合からすると、日本は世界有数の森林国といえるでしょう。 森林には

樹木や草などの多くの植物が生育しています。さらに、その植物の葉や実

を餌としたり、幹や土の中などを住処にしている多くの動物が生息してい

ます。その数は、陸地にすむ動植物の 2/3 以上にもなるとも言われてい

ます。これらの生物は森林という空間で密接で複雑な関係を築き上げて

います。 

森林内の生物として思い浮かべるのはどのようなものでしょうか？ 

体の大きさからクマ、イノシシ、サルの他、近年森林に対し被害を及ぼ

しているシカなどが思い浮かぶ方が多いのではないかと思います。 

しかし、森林内を“じっくり”観察してみるとカミキリなどの昆虫や蜂やア

リなどもおり、土の中をみるとミミズやダンゴムシの存在も確認できます。

それらの大きさは決して大きくはありませんが、森林を構成している立派

な住人であり、またその働きも健全な森林を育む上で重要なものとなっ

ています。 

 

本講演会では、このような「森林の小さな生き物たち」に焦点を当て、そ

の形態や実にユニークな生態を紹介させていただくことにしました。 

これを機会に「森林の小さな生き物たち」のことを知っていただければ

幸いです。 

最後までゆっくりお楽しみください。 

 

 

                国立研究開発法人 森林研究・整備機構 

                    森林総合研究所関西支所長 大平辰朗 

 

 

 

  



2mm 以上は大型です〜小さいけど多様な土の中の動物たち〜 

  同志社大学理工学部教授 長谷川元洋 

 

1.あなたの足下に数千匹 

 

こんなタイトルでお話をさせていただいたのは、2008年の講演会でした。その言葉の通り、森の土の中には、

人知れずたくさんの動物たちが暮らしています。土の中の動物というと、ミミズやモグラ、あるいはダンゴムシと

いったものを思い浮かべるかもしれません。でもこうした動物はいずれも、大型土壌動物とされるものです。一

方、森の中には体の幅が 2mm 以下の中型土壌動物や、0.1mm 以下の小型湿性動物がたくさん暮らしていま

す。中型土壌動物にはトビムシや、ダニなどが含まれ、1 平方メートルに数万個体生息しているとされています。

これに小型湿性動物であるアメーバなどの原生生物や線虫などを加えると、森の土の中は動物がひしめき合っ

ているということになります。またこうした動物たちは、きわめて小さな面積に、多様な種を持つ集まり（群集）を

形作ることが知られており、微生物と共同して、森に落ちる葉っぱや枝などを分解し、含まれている養分を土壌

に戻し、再び植物に吸収できるようにする大事な働きを持っています。 

  

2.土壌動物群集の構造と攪乱に対する対応 

 

京都のマツ林の土を 100ml採集すれば、その中に住む、トビムシとダニは数十種類にも上ります。このような

森の土壌に住む動物たちの多様な群集はどのように形作られているのでしょうか？カナダから、熱帯にかけて

様々な地域で行った研究を下にその群集構造の変化のパターンとその要因を考察してきました。一方こうした

土壌動物群集に、樹木の伐採や間伐、人口林化、外来種の侵入、シカやイノシシなどの大型哺乳類の攪乱が働

くとどのようなことがおこるのでしょうか？この講演では、こうした森林への攪乱に対して，土壌動物群集はどの

ように反応しているのかを、本州、沖縄、小笠原、ボルネオなどの研究の例をあげて解説します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ベソッカキトビムシ 

小笠原の土壌 100ml から採集された土壌動物 



森林
も り

はアリとともに 
  生物被害研究グループ 濱口京子 

 

アリ。とても身近な生き物。小さな子がはじめて捕まえようとする虫。今日も誰かの家で、お菓子のかけらを運

んでいるかもしれないアリ。アリは日本には 300 種近く住んでいます。地球全体では、22,000 種ほどはいる

のではないかと予想されています。世界にはとても奇妙なアリが山ほどいて、それらはまさに憧れの観察・研究

対象です。でも、アリのよいところは、近所の雑木林、あるいは庭先ですら、その面白さに充分に触れることがで

き、研究対象にもできる点です。今日は、すぐにでも観察できるような、身近なアリを例にとりながら、アリとそれ

をとりまく生き物たちの世界を散歩気分で訪ね歩きます。 

１．アリの社会 

アリの特徴。それは何といっても、その社会性です。巣の中をのぞいてみると、そこにはとても長寿な女王、労

働に特殊化するあまり不思議な姿形に進化した働きアリ、巣の中に居場所をもらえなかったオスアリが、それぞ

れの役割分担に沿って巣の運営に携わっていることがわかります。その社会生活は実に巧みです。では、なぜア

リは、チョウやトンボといった他の多くの昆虫とは大きく異なった社会生活という生き方を選んだのでしょうか。そ

の理論的背景にも少し触れながら、アリの社会の一端を紹介します。 

２．アリをとりまく生き物たち 

アリは、多くの生き物たちにとっては捕食者として非常に恐れるべき相手です。しかしひとたびアリを味方につ

けたならば、アリが持つ社会性ゆえの特徴、すなわち優れたコミュニケーション力、防衛力、攻撃力や餌探索力

などは、生き物たちが生き残るための格好の道具になります。 

蝶や蛾の幼虫は、捕食者から逃れるために、毒を持ったり、トゲを持ったり、葉っぱのかげに身を隠したりしま

すが、一部の幼虫は、甘い蜜でアリを誘い、アリの防衛力・攻撃力によって、自らを護ってもらいます。種子を遠

くに散布したい植物は、いろんな戦術を使います。動物にくっついたり、風に飛ばされたり、はじけとんだり。そう

いった手段の一つとしてアリの餌探索行動を上手に利用し、アリに種子を運搬してもらう植物もあります。例え

ば、早春の雑木林に可憐に咲くカタクリをはじめ、道端のスミレや秋に実るアケビの種子がそれにあたります。 

こうしたアリとアリをとりまく生き物たちとの関係は、アリが地球上に出現して以来、長い時間をかけて影響し

あい、進化してきた結果と考えられます。私たちが研究対象とする森林生態系においても、アリはなくてはならな

い存在です。 
                        

 
 
 
 
 

クロオオアリの働きアリ アミメアリに随伴されるムラサキシジミの幼虫 



線虫という生き物～森林昆虫を利用する線虫～ 
  生物多様性研究グループ  神崎菜摘 

1.線虫という生物 

 「線虫」とは、「線形動物門」に属する無脊椎動物の総称で、いくつかの例外はあるものの、概ね、ほぼすべてが

軟組織でできた細長い糸状の体を持つ生物群です。人間生活に関係するものとしては、カイチュウ、ギョウチュ

ウ、アニサキスといった人畜寄生虫、ネコブセンチュウ、シストセンチュウ、マツノザイセンチュウなどの植物寄生

性線虫、生物防除資材として、害虫防除に用いられる昆虫病原性線虫、また、生物学のモデル的研究材料とし

て欠かすことのできないエレガンスセンチュウなどが居ます。 

線虫類は、最も成功した動物群の一つと言われ、現在までに知られているものは、25,000 ～ 30,000 種

程度ですが、実際には、数百万か、それ以上の種数が存在するといわれています。また、その生息域も非常に広

く、おおよそ生命の存在するところならどこにでも、その場所に適応した種が存在しているといわれています。当

然、森林に適応した線虫もたくさん居ます。 

このような線虫類ですが、翅も足もないため、移動能力が非常に低く、また軟組織でできた体は、乾燥に非常

に弱いという、共通した弱点、を持っています。このため、移動のための乗り物、乾燥からのシェルターとして、他

の動植物を利用することが多くなります。このとき、最も一般的に利用されるのが節足動物、中でも多様性の高

さ、分布域の広さから、昆虫を利用する種類が多く知られています。このように、昆虫を乗り物として、また、宿主

として利用する線虫類を昆虫嗜好性線虫と総称します。 

2.昆虫嗜好性線虫とその利用 

 昆虫を利用する線虫は多く、利用する昆虫の生息環境（湿度や栄養分）、生活史（成長、羽化のタイミング）に

適応した様々な種類が知られています。昆虫類とかかわることにより、これら昆虫を効率的に利用するため、線

虫類の生理的、生態的多様化が加速し、他の線虫類では見られないような特徴を持つこともあります。例えば、

イチジクコバチに運ばれる線虫類は、その祖先種とは異なり、イチジク属植物の果実内部に生息するのに特化し

た栄養生理的特徴を持つようで、人工培養はほとんどできません。また、栄養条件の変わりやすい場所に生息

する昆虫に運ばれるものは、微生物食性と捕食性を同時に持つなど、環境条件の変化に素早く対応できるよう

な可変性を持つようになっています。 

 現在、我々は、それぞれの線虫種の特徴を明らかにし、分類学的（新種）記載、室内培養をすることで、現在、

将来における遺伝資源として保存するとともに、遺伝子進化や遺伝子機能の解析といった基礎研究、生物防除

資材としての応用研究の材料としての利用に取り組んでいます。 

捕食性線虫の一種、Seinura caverna 線虫の口器の多様化（近縁種でも大きく異なる） 



プログラム 
 

司会・進行：森林総合研究所関西支所地域研究監 齊藤 哲 

 

   開会挨拶：森林総合研究所関西支所長 大平 辰朗 

[テーマ]  森林
も り

の小さな生き物たち 

【講演】 

    2 ミリ以上は大型です～小さいけど多様な土の中の動物たち～ 

同志社大学理工学部教授 長谷川 元洋 

 

    森林
も り

はアリとともに 

関西支所生物被害研究グループ主任研究員 濱口 京子 

 

    線虫という生き物～森林昆虫を利用する線虫～ 

                         関西支所生物多様性研究グループ主任研究員 神崎 菜摘 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

休憩／質問用紙回収 
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【質疑応答】 

    質問への回答 
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問い合わせ先 

国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所関西支所 地域連携推進室 

〒612-0855 京都府京都市伏見区桃山町永井久太郎 68 番地 

TEL 075-611-1201（代表） FAX 075-611-1207 

URL http://www.ffpri.affrc.go.jp/fsm/ 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【小さな生き物クイズ】 

アリクイズ 1 

サハラ砂漠に住むウマアリの仲間

は、餌探しに出た後、いくつかの方

法を使って自分の巣まで戻ります。

その方法の一つとして使われてい

るのは何でしょうか？ 

 

1） 自分の歩数を覚えている 

2） 巣の見える近場までしか行か

ない 

3） 糸を吐きながら歩くので、たど

れば帰れる 

アリクイズ 2 

敵に襲われた時、アリがしないこと

はどれでしょう? 

 

１） 破裂してしまう。 

２） 大あごをつかってぴょんと飛

ぶ。 

３） 風に乗って遠くへ飛び去る。 

アリクイズ 3 

下の三つの中で、アリが全く住ん

でいない（いなかった）とされてい

るのはどこでしょうか? 

 

１） 海の中 

２） 洞窟の中 

３） 昔のハワイ 

線虫クイズ 2 

ほとんどの線虫には、やや茶色くな

る以外に、はっきりした色はありま

せんが、色のついているものも少

しだけいます。何色だと思います

か？ 

線虫クイズ 1 

一番小さい線虫はどのくらいの大

きさでしょうか？ 

線虫クイズ 3 

一番大きい線虫はどのくらいの大

きさでしょうか？ 

トビムシクイズ 

トビムシはどうやってとぶでしょ

う？ 

 

1） 背中の羽でとぶ 

2） おなかのバネでとぶ 

3） 脚のバネでとぶ 

ダニクイズ 

ササラダニの‘ささら’とは何を意

味する言葉でしょうか？ 

 

1） 動物に突き刺さることを意味す

る 

2） 台所道具を意味する 

3） 笹をよく食べることを意味する 

ミミズクイズ 

日本最長のミミズ「ハッタミミズ」の

最長記録（2015 年）は以下のうち

どれでしょう？ 

 

1） 56 cm 

2） 96 cm 

3） 560 cm 



 

【びわ湖の森の小径木や間伐材をムダなく有効利用】 
本冊子は、森林整備と資源の循環利用を目的とし、間伐材や小径木などを有効利用してつくられた 「びわ湖の森」
を元気にする紙を使用して印刷しています。 

【小さな生き物クイズの答え】 

アリクイズ 1 

1） 自分の歩数を覚えている 

過酷な砂漠の地表面を歩くウマア

リの仲間は、歩数から距離を測り、

太陽光から角度を知るなどして、

帰り道を割り出すことが知られて

います。 

アリクイズ 2 

3） 風に乗って遠くへ飛び去る。 

飛び降りるくらいはしますが、さす

がに飛び去りません。 

一方、オオアリの仲間には、敵に襲

われると自ら破裂して汁を出し、敵

を困らせるとともに仲間に敵の存

在を知らせる種類があります。 

また、アギトアリの仲間は素晴らし

く速く大あごを閉じることができま

す。餌を捕えるのにも使いますし、

閉じる時の反動を利用してぴょん

と跳んで逃げるのにも使います。 

アリクイズ 3 

３） 昔のハワイ 

海洋島のハワイには、人間に持ち

込まれるまでは土着のアリはいな

かったといわれています。 

一方、トゲアリの仲間には、マング

ローブの生える潮間帯に生息する

種類があります。（「海の中」は言い

過ぎかもしれませんが。） 

また、完全に洞窟内で生活するア

リが、これまでに世界で二種知られ

ています。そのうちの一種は 2018

年に日本から発見・報告されたも

のです。 

線虫クイズ 2 

緑の線虫と青い線虫とは知られて

います。緑の方は蛾に寄生し、その

蛾の血液の色が反映されます。青

い方は海洋性です。宿主や周囲 

の色が反映されているようです。 

線虫クイズ 1 

理論的には、0.2 mm 程度と言わ

れていましたが、0.15 mm 程度

のものも見つかっています。どうも

このくらいが、生殖器官や消化器

官を収納し、線虫の体機能を維持

する限界のようです。 

線虫クイズ 3 

マッコウクジラの胎盤に寄生する寄

生虫は、8m に達します。「巨大な

胎盤線虫」という意味の、プラセン

タネマ・ギガンティアという学名が

ついています。しかし、線虫には肺

や鰓といった呼吸器官はないの

で、酸素は自然拡散によって、取り

込まれます。このため、太さは、2 

cm 程度で、呼吸器官をもたない

動物の厚みの限界はこのくらいだ

と考えられます。 

トビムシクイズ 

2） おなかのバネでとぶ 

トビムシは跳躍器という器官を腹

部にもち、これを普段は腹側におり

まげて、把握器というとめがねでと

めています。外敵などにおそわれ

そうになったとき把握器が外れて

跳躍器が地面をたたき体をはねあ

げてとびます。 

ダニクイズ 

２） 台所道具を意味する 

ササラダニの‘ささら‘は、ササラダ

ニの体にある、胴感毛という毛の

形が中華料理の鍋などを洗浄する

たわしのような道具である簓（ささ

ら）に似ていることに由来します。 

ミミズクイズ 

2） 96cm 

ハッタミミズは、琵琶湖や三方五湖

周辺の湿地に生息するミミズで、

非常に細長いミミズです。海外に

は 6ｍ以上のミミズもいます。 


