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©日本哺乳類学会

獣と寄生者の歩んできた道

―対応，共進化と宿主転換

大舘　智志 1，新井　　智 2，川北　　篤 3，

吉澤　和徳 4，倉持　利明 5，横畑　泰志 6

1北海道大学低温科学研究所
2国立感染症研究所感染症疫学センター
3京都大学生態学研究センター
4北海道大学農学研究科
5国立科学博物館動物研究部
6富山大学大学院理工学研究部

は　じ　め　に

共同企画者の大舘は，最近，新井と哺乳類に感染するウ

イルス（主にハンタウイルス）の共同研究を行っており，寄

主である哺乳類とのウイルスの間での寄主転換や共進化な

どの複雑な進化関係を明らかにしつつある．そして今回は，

共進化や寄主転換の分析の理論的背景を検討し，対象は異

なるが似たようなテーマを研究している研究者間の研究交

流を図るために，当集会を企画した．また横畑以外の演者

は哺乳類の研究者ではなく，また多くの演者は哺乳類学会

の会員ではないにも関わらず，今回の集会開催に快く賛同

していただいた．

本報告は，大舘が全体的な構成とコメントを執筆し，執

筆内容の文責の大部分を負うものとする．ただし，各演者

の要旨の文責は基本的にそれぞれの演者に帰すものである

ことを最初に明記する．

趣旨と発表内容概況

哺乳類の寄生生物には，外部寄生虫（ダニ類，昆虫類）と

内部寄生虫（蠕虫，原生動物），細菌，ウイルスなどがある．

宿主と寄生生物は不可分であり，これらの対象生物の研究

者は両者の進化や生態について熟知していることが理想的

であるが，必ずしもそれが実現しているとは言い難い．多

くの寄生虫研究者は，寄生虫の種多様性に魅了され，その

分類や記載に多くの時間を費やし，宿主である哺乳類との

進化的・生態的関係について軽視する傾向にある．一方，ほ

とんどの哺乳類研究者にとっては，寄生虫は対象動物に「付

いている」，いささか不気味な生き物以上のものではなく，

あまり興味をはらっていない．さらに潜在的に病原性をも

つウイルスに至っては，厄介者以外のなにものでもない．本

来，深く結びついているはずのこれらの生物の研究は，研

究者の都合により，お互いが相補的に持っている重要な情

報を用いないまま進行している場合が多い．これは研究上，

非常にモッタイナイことである．そこで本集会では，普段

交流する機会などほとんど期待できない，異分野での気鋭

の演者を一堂に会し，哺乳類と寄生生物の関係に関する研

究についての議論を行った．

さて，寄生生物には宿主特異性の高いものもいれば，広

範囲の宿主を持つものもいる．前者では，宿主の種分化や

個体群の分断に従い同じような分化パターンを示すと期待

される．後者では，最近のインフルエンザ騒動の例のよう

に宿主を転換することによって，寄生者は「乗物」を乗り

換え，そこでまた新たな進化を遂げる．いずれの場合にせ

よ，宿主と寄生者の両方の進化過程を見ることにより，そ

の関係史の全体像が明らかにされるだろう．

さらにこれら二者の進化過程を比較するだけでなく，共

進化と宿主転換のプロセスについても理論的に明らかにし

なくてはならない．しかし日本では哺乳類と寄生者の共進

化についての研究者は皆無に近い．そこでアナロジーとし

て，昆虫と植物の共進化についての研究例と理論の解説を

川北が行い，今後の哺乳類と寄生者の共進化・宿主転換の

研究の参考としたい．また共同企画者で，ウイルス学が専

門の新井は，哺乳類とウイルスの寄主転換と共進化の例の

発表をおこなった．次いで昆虫体系学者の吉澤は，最近明

らかになったシカハジラミ（Damalinia sika）の系統地理的

研究と既に発表されているニホンジカ（Cervus nippon）の系

統地理との齟齬とその解釈を論じた．最後に寄生虫学者の

倉持は，主に鯨類と寄生性蠕虫との対応関係を解説し，鯨

類の蠕虫類での寄主特異性と一般性についての解説をおこ

なった．これらの基調講演を受けて，今まで哺乳類の寄生

動物についてのデータベースを作成してきた横畑がコメン

トをした．最後に，哺乳類と寄生者の関係の研究の今後の

展開についての総合討論を集会の参加者を交えて行った．

プログラム及び発表要旨

【発表の進行】

1．「趣旨説明」　大舘 5分　以降司会兼任

2．「2 本の系統樹から読み解く種間関係の歴史：植物と昆

虫を例に」　川北20分

3．「ウイルスの宿主転換と哺乳類との共進化」　新井 20分

4.「シカとシカハジラミの（非 ?）共種分化」　吉澤20分

5.「鯨類寄生蠕虫における宿主―寄生体関係」　倉持 20分

6．コメント「宿主―寄生体関係と保全」　横畑 10分

7．「質問および総合討論」　司会，大舘 25分

【4題の講演の要旨】

演題1　2本の系統樹から種間関係の歴史を読み解く：

植物と昆虫を例に

川北　篤（京都大学生態学研究センター）

寄生者と総称される生物の多くは，限られた種の宿主生

物の上でなければ生きていくことができない．そのため，寄

生者の移動分散や種分化の歴史は，宿主のそれに強く依存

すると考えられる．「近縁な宿主ほど，そこに寄生している
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寄生者も近縁である」という分類学者の古くからの観察は，

寄生者の種分化が宿主の種分化と連動して起こる可能性を

示唆しているが，寄生者と宿主の共進化の歴史は系統樹か

らどこまで読み解くことができるのだろうか．

本講演ではまず，寄生者と宿主の 2本の系統樹から共進化

の過去を復元するための理論的な枠組みについて解説し

た．2本の系統樹を比較することは，1本の系統樹を描く場

合とは大きく異なるさまざまな考え方を必要とすることを

紹介し，現在この分野で一般的に使われているソフトウェ

アについて解説した．

後半では，こうした手法を用いた実際の分析例として，コ

ミカンソウ科（Phyllanthaceae）とハナホソガ属（Epicephala）

の絶対送粉共生における共進化パターンを紹介した．ハナ

ホソガ属のガは，コミカンソウ科植物の種特異的な送粉者

であり，送粉した雌のハナホソガが雌花に産卵し，幼虫が

種子の一部を食害する．コミカンソウ科植物とハナホソガ

の間にはほぼ1対 1の高い種特異性があり，こうした関係が

旧熱帯を中心に 500種近くのコミカンソウ科植物で見られ

ることが分かりつつある．共進化解析の結果，ハナホソガ

の系統樹は，おおむね寄主植物の系統樹と似たようなパ

ターンを示したが，一方で，系統的に大きく離れた寄主植

物の間でまれに起こる寄主転換が，植物と送粉者の多様性

を生みだす上で重要な役割を果たしていることが明らかに

なった．

地球上で記載されている生物の約3分の1が植食性昆虫で

あることが示すように，寄生者の多様化は生物多様性を生

みだす大きな原動力である．寄生者の多様化が宿主との関

わりの中でどのように起こったかを系統樹から読み解くこ

とは，生物多様性の成り立ちを考える上でも重要であろう．

演題2　ウイルスの宿主転換と哺乳類との共進化

新井　智（国立感染症研究所感染症疫学センター）

これまでトガリネズミ型目小型哺乳類のハンタウイルス

は，1960年代にインドのジャコウネズミ（Suncus murinus）か

ら乳のみマウスの脳継代によって分離された Thottapalayam

virus（TPMV）のみと考えられてきた．しかしながら，最

近，世界各地のトガリネズミ型目小型哺乳類から新しい

ハンタウイルスが検出され，齧歯類だけでなくトガリネズ

ミ型目小型哺乳類もハンタウイルスの典型的な自然宿主で

あることが明らかになってきた．興味深いことに，これら

トガリネズミ型目由来ハンタウイルスは，齧歯目由来ハン

タウイルス同様，宿主 Cyt-b遺伝子配列の系統樹と近似した

系統樹を形成し，宿主と同じような位置にプロットされる

ことが明らかになった．

一方日本では，2007 年に新しいハンタウイルスが三重県

のヒミズ（Urotrichus talpoides）から検出され，日本のトガ

リネズミ型目小型哺乳類にも未知のハンタウイルスが感染

している事実が明らかになってきた．その後の解析により，

このヒミズから検出されたAsama virus（ASAV）は，トガリ

ネズミ科動物のハンタウイルスがモグラ科動物に感染し，

そのウイルスがヒミズの中で維持・継代されたウイルスで

あることが明らかになってきた．これらの知見は，ハンタ

ウイルスと宿主哺乳類の関係がこれまで考えられてきた以

上に複雑に相互に影響していることを示している．今回は，

このようなハンタウイルスの知見についてインフルエンザ

ウイルスや他のウイルスと比較しながら紹介し，宿主・寄

生体（ウイルス）の関係について参加者と共に考察した．

演題3　シカとシカハジラミの（非？）共種分化

吉澤和徳（北海道大学農学研究科）

シラミは宿主上で全生活環を完了させる特異な昆虫で，

その特性から宿主―寄生者の共進化，共種分化研究のモデ

ル生物となっている．過去の研究では，特に哺乳類で，宿

主とシラミの種分化パターンの高い一致が認められてい

る．演者らはミトコンドリア CO1から推定した系統樹に基

づき，ニホンジカとシカハジラミの分化パターンを比較し

た．その結果以下のことが明らかとなった：シカハジラミ

は，遺伝的に約12％異なる［北海道，本州，福岡，鹿児島］

の第 1系統と，［熊本，屋久島，台湾］の第 2系統に大きく

分けられる；シカの遺伝集団を超えたハジラミの分散が起

こっており，ハジラミの分化パターンとシカのそれとの有

意な一致は見られない；特に第1系統群の北海道と本州の集

団は，ごく最近，九州の集団からの宿主転換によって形成

された．以上のようなパターンが生じた原因として，雄ジ

カを介したシラミの分散が考えられる．つまり，ミトコン

ドリアで認められてきたニホンジカの南北2集団間でも，雄

による遺伝的交流が頻繁に起こっていることが示唆され

る．両性を通じて感染し，かつ塩基置換速度の早いシラミ

の集団構造の解析は，有効な核遺伝マーカーが存在しない

宿主動物の集団構造を推定する上で一助となりうる．

演題4　鯨類寄生蠕虫における宿主―寄生体関係

倉持利明（国立科学博物館動物研究部）

全世界の海洋には，合わせて 120種類以上の海棲哺乳類

（鯨類・鰭脚類・海牛類）が生息しているが，日本近海には

その半数に近い 14 科 36 属 53種が分布あるいは来遊するこ

とが知られている．日本近海産海棲哺乳類の寄生蠕虫が調

査され，何らかの記録として残されているものは多くない

が，それでも各地で捕獲・混獲された動物や，海岸に漂着

した動物，水族館等で死亡した動物などを材料として研究

が蓄積され，これまでに 28種の海棲哺乳類から 19 科 36 属

66種の寄生蠕虫が記録されている．

寄生蠕虫相を明らかにすることは，寄生蠕虫類の種多様

性や宿主―寄生体関係を把握する上で最も基本的なことで

あるうえ，宿主の自然史研究においても重要な要素の一つ

である．しかし，鯨類ほか海生哺乳類の多くは体が大型で

あることや，材料を入手することの困難さから情報が散発

的になることが多く，寄生蠕虫相の把握には困難が伴うの

が通常である．本講演では鯨類の寄生蠕虫をテーマに，長

期にわたる標本と情報の蓄積によってようやく見えてきた

宿主―寄生体関係の一部を紹介し，共進化を含めた寄生蠕

虫の種分化を考える．

鯨類には吸虫類・条虫類（いずれも扁形動物），線虫類

（線形動物），鉤頭虫類（輪形動物）などの蠕虫が寄生して

おり，これは陸上の哺乳類と何ら変わりないが，双方に共
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通する種は知られる限りきわめて稀である．吸虫類の Cam-

pulidae，Nasitrematidaeは鯨類に特異的な科で，Notocotylidae，

Opisthorchiidaeにも鯨類寄生の種が知られている．条虫類

では，Tetrabothriidaeとヒト寄生種を含む Diphyllobothriidae

（裂頭条虫科）がある．線虫類では，ヒトアニサキス症で

知られる Anisakidae（アニサキス科）に加え，鯨類特異

的な Pseudaliidae，Crassicaudidae が知られる．鉤頭虫類の

Polymorphydaeには Bolbosoma，Corynosomaなどの属が知ら

れ，前者は鯨類，後者は鯨類と鰭脚類に寄生がみられる．

このように鯨類には，分類群としてかなり限られた蠕虫

類が寄生しており，同時に特異性が高いものが多いことか

ら，蠕虫類の詳細な系統関係を明らかにすることによって，

宿主と寄生体の共進化を示唆する事例は多く見いだされる

ものと考えている．

集会当日の概況とコメント

発表当日は，大会事務局やメイン会場のある建物からは

るかに遠方の部屋をあてがわれた．発表開始 5分前になって

も，集まっている人は関係者のみ．100名は入れる部屋はむ

なしく広かった．果たしてこれで集会ができるのかと，皆，

危惧し始めた．企画者としては，哺乳類学会員以外の演者

に参加料と旅費を払ってまで来ていただいたからには，で

きるだけ多くの学会員に参加をしてもらいたかった．多く

の学会参加者からも，この集会は興味深い企画なので参加

したいけど，他の集会とバッティングしているので参加で

きない，との不満を何度私にぶつけられたことか．せめて

会場がメイン会場と近ければ掛け持ち参加で，より多くの

人が参加できたことであったろう．今回のような，普段，哺

乳類学会では聞けないような集会の企画があった場合は，

哺乳類学の周辺拡大と異分野交流の促進の面から，今後自

由集会の開催方法は再考すべきであろう．

以上のように，当初一般参加者はほとんどいないのでは

と憂いたものの，大舘が趣旨説明をしているあたりから人

が入り始め，結果的に二十数名（延にするとこれよりも若

干多い）が参加した．会場がメイン会場から遠いため，た

どり着くのに時間がかかったものと思われた．数ある自由

集会の中で哺乳類学とは直接関係のないような当集会にわ

ざわざ参加された方は，当集会の趣旨と重要性を理解して

いただいた方々で，結果的に少数精鋭の内容の濃い集会と

なった．

次に共同企画者の大舘のコメントを行いたい．まずは生

態学者の川北の講演であるが，講演内容は植物とそれを食

べる植食者との種分化のパターンの実例とその解析の理論

的な解説を行った．この二者関係は，哺乳類と寄生者との

関係のアナロジーであり同じパラダイムで理解できる．具

体的にはコミカンソウ科植物の種子を食べるハナホソガと

いう蛾の仲間と食木の 2本の系統樹を作製し，その対応関係

がランダムなのか，共種分化を行ったのか，それとも寄主転

換を行った結果なのかを，調べるためのいくつかのアルゴ

リズムと計算ソフトを紹介し，それぞれの利点，欠点などを

解説した．2つの系統樹の対応を調べるには，どの計算方法

を取るかによって結果と解釈が全く異なることがあり得る．

2つの系統樹は単に並べて比較すればよいのでなく，対応関

係推定についての基準を明確化し，統計的に比較しなけれ

ばその進化の過程は理解できない，ということが十分に理

解できた．これは今回の集会の中心的課題であり，参加者

の多くは植物と昆虫という哺乳類学会らしからぬ組み合わ

せではあるが，その重要性と意図を理解したようである．

2題目の発表は，今回の共同企画者の 1人でウイルス学者

の新井のウイルスと寄主の哺乳類との関係についての発表

であった．内容は，出血熱を起こすことがあるハンタウイ

ルスの進化が中心であった．ウイルスにはインフルエンザ

のように寄主とウイルスに多対多の関係があるものがある

が，ハンタウイルスのように宿主とウイルスがほぼ一対一

の対応があるものもあり，後者の場合，ウイルスと哺乳類

との関係が共進化によって生じたのか，それともウイルス

の寄主転換が行われたのか，の二つの相互作用がありうる．

新井はこの中でヒミズより新規に発見したウイルスを中心

にその進化過程を調べ分子データに基づいて分岐年代など

を計算したが，化石で示唆されている哺乳類の分岐年代と

の齟齬が大きかった．これは複数の計算アルゴリズムによ

り再分析するとともに，さらに多くのウイルスを検出し，哺

乳類とウイルスの相互作用進化のプロセスについて詳しく

調べると，この問題は解決できるかもしれない．

3題目は，昆虫体系学を専門とする吉澤がニホンジカとそ

れに種特異的に寄生するシカハジラミとの対応関係につい

て発表した．先行研究としてシカのミトコンドリア遺伝子

に基づくニホンジカの系統地理的研究があり列島の南北で

2型にわかれるが，その境界線と今回発表したシカハジラミ

の地理的境界線は一致しない．その理由として吉澤は，最

近の寄主転換によって今まで寄生していたシカ個体群とは

違った個体群に乗り移ったとした．ミトコンドリアは母系

遺伝であるが，雄の移動分散とともにシラミも分散したの

で，境界線にずれが生じたのではないかと推測した．しか

し，古来よりシカは人為的に移入する例もあり，また最近

は国内の多くの場所で様々な個体群由来のシカが飼育され

ているので，その飼育個体から移った可能性もあるのでは

ないだろうか．また中国やロシア，ベトナムの孤立個体群

のニホンジカとハジラミとの系統も比較したらより正確な

進化過程がわかると思われる．

4題目の演者の倉持は，本来は魚類の寄生虫を専門として

いたが，機会をみて鯨類の蠕虫類も調査してきた．しかし

クジラ自体のサンプリングの機会は少なく，さらにそこか

ら寄生虫を採取することは難しく，長年の地道な研究を続

けた結果，最近になってようやく宿主と寄生性蠕虫との対

応関係が分かりつつある状況にある．そして鯨という大型

の宿主には多種多様な蠕虫類が寄生していることが示され

た．これから次のステップとして共進化と寄主転換などの

研究が行われることを期待したい．個人的には脳に寄生す

る吸虫類の進化と生態に特に興味を惹かれた．

基調講演の後に寄生虫学者であり哺乳類学者である横畑

がコメントを行った．最後の限られた時間内で，各論者へ

の論評を行うとともに寄生虫学者としての自分の経歴と寄

生虫学に対する自説も述べた．コメントをお願いした時，保

全との絡みでコメントを行いたいとのことであったが，保

全と寄生虫がどう関係するのか私（大舘）には全く意図が

分からなかった．しかし彼のコメントを聞くに及んでこの

謎は氷解した．要は，寄主が滅ぶと必ずそれに特異的な寄



大舘智志　ほか184

生者も滅ぶので，生物多様性の保全を考えた場合，1種の絶

滅は種特異的な種を含んだ周辺の固い相互作用のある種の

絶滅にもつながるので，種の保全問題は寄生虫とも多いに

関係があるということである．多くの保全学者は「寄生虫

など」にほとんど気に掛けないことであるが，生物多様性

の保全を考えたときに，これを無視することは論理的にお

かしいことである．さらに，寄生虫の絶滅は多様な進化過程

の実例の一つを失うことであり，基礎科学的にもその保全

は意味のあることである．なるほどと思った指摘であった．

総合討論は，実質 20分程度の限られた時間となった．全

体的に計画通りに時間配分をこなしていたが，やはり 1人

20分の持ち時間では，最新の内容を理解するにはあまりに

少なすぎたようだ．しかし，当初予定していた，異分野間

の研究者の交流ということに関しては成功したと思う．ま

た川北の講演を通じて，宿主 /寄生者，植物 /植食者の対応

関係の解析のパラダイムは，まったく系統地理学の地理的

分断と種分化，移動の対応と同じであることに多くの人に

気付いてもらえたとおもう．方法論的にも手法的にも，哲

学的にも「種分化」の歴史を調べるには，様々な視点が重

要であると再確認した．今回の集会をきっかけに今後二つ

の系統樹の対応関係の研究が理論，実例ともに進むことを

望みたい．
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