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植物は動けない。

どうやって身を守るのか？

か



植物性だから、体に優しい
トリカブト ドクゼリ ドクウツギ

（子どもが食べて中毒を起こしやすい）

ヒガンバナ
ハシリドコロ

（フキノトウなどと間違われやすい） キョウチクトウ
スズラン

（これを活けた水でも中毒）

チョウセンアサガオ
（別名：エンジェルトランペット）

オナモミ
（別名：くっつきむし）

オトギリソウ



植物は主に毒で身を守っている

Precursor of a toxin A toxin

Biosynthesis and store Kill

Degrade upon eating



葉っぱを食べるのは幼虫（イモムシ）ですが、
苦手な方のために自主規制します。

Precursor of a toxin A toxin

Biosynthesis and store Kill

Degrade upon eating



植物毒を防御できる者だけがそれを食える

Precursor of a toxin A toxin

Biosynthesis and store

Degrade upon eating

Prevent to degrade

Able to eat



植物毒の進化と、その防御機構の進化が
食草選択の原動力かも？



InsectInDB x KNApSAcK

KNApSAcK

InsectInDB

（論文投稿中）
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代表的な日本の蝶

Hesperiidae 
セセリチョウ科

Papilionidae 
アゲハチョウ科

Pieridae 
シロチョウ科

Lycaenidae
シジミチョウ科

Nymphalidae 
タテハチョウ科

コチャバネセセリ 
Thoressa varia

ナミアゲハ 
Papilio xuthus

モンシロチョウ 
Pieris rapae

ベニシジミ 
Lycaena phlaeas

アサギマダラ 
Parantica sita



代表的な食草関係

←イネ科植物

←スミレ科植物

←マメ科植物

←ミカン科植物
←アブラナ科植物

Hesperiidae 
セセリチョウ科

Papilionidae 
アゲハチョウ科

Pieridae 
シロチョウ科

Lycaenidae
シジミチョウ科

Nymphalidae 
タテハチョウ科



広食性の蝶ファミリー、狭食性の蝶ファミリー
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• チョウ 545 種
• Hesperiidae セセリチョウ科
• Papilionidae アゲハチョウ科
• Pieridae シロチョウ科
• Lycaenidae シジミチョウ科
• Nymphalidae タテハチョウ科

• 食草・食樹 1922 種
• Poaceae イネ科
• Rutaceae ミカン科
• Brassicaceae アブラナ科
• Fabaceae マメ科
• Violaceae スミレ科
• etc. など

• 3435 捕食・被食関係を収集

おおよそ、同じような蝶は同じような植物を食べる

InsectInDB



Feed-on-family hypothesis: 
蝶はその種ごとに、同じファミリー
に属する植物を食べるという仮説
を立て、帰無仮説を棄却

family plants 
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蝶ファミリー(左図)、蝶サブファミリー(右図)が特
定の植物ファミリーを有意に選択するかZ検定。

1. 進化的に離れた蝶（サブ）ファミリーが同じ植物ファミ
リーを食している。

2. イネ科植物とマメ科植物はともに広く食されるが、Z
値のパターンが全く異なる。

何が原因か？

イネ科→
マメ科→

←イネ科

←マメ科



蝶ファミリー（上図）、蝶
サブファミリー（下図）が
食草中の化合物とどの
ような関係にあるのか

• 丸の大きさ：食草の種の数

• 縦軸：食草選択性のZ値 （
負に大きいほど選択性が高い）

• 横軸：食草中の共通化合物数のZ値
（正に大きいほど共通化合物が多い）

Feed-on-compound hypothesis
(食草選択に対する共通化合物仮説)：

“同じ化合物を共有する植物を
好んで食べる？”



植物種（上図）、植物ファ
ミリー（下図）中の化合
物が食草選択にどう影
響しているか

• 丸の大きさ：化合物数
• 縦軸（上）：捕食する蝶の種数
• 縦軸（下）：捕食する蝶ファミリー数の平均
• 横軸：Compound contribution  （
共通化合物仮説への貢献度）

Feed-on-compound hypothesis
 (食草選択に対する共通化合物仮説)：

“同じ化合物を共有する植物を
好んで食べる？” 

1. Compound contribution の大きい植物
種のいくつかは、広く食されている。

2. Compound contribution の小さな植物
種・植物ファミリーのいくつかは、広く食さ
れている。



科レベルの捕
食・被食関係に
特徴的な植物化
合物の抽出

ミカン科植物

アブラナ科植物

マメ科植物

辛子油配糖体 フラボノイド

シロチョウ科食草特異的化合物

シジミチョウ科食草特異的 アゲハチョウ科食草特異的

シロチョウ科 シジミ
チョウ科

アゲハ
チョウ科

マメ科・アブラナ科・ミカ
ン科において、特定の
種に対してのみ誘引的
に、その他の種に対し
て忌避的に働く物質で
あることが確認されてい
る化合物であった。また
、広く食されている植物
でもイネ科やブナ科か
らは見つからなかった。



KNApSAcK

Pherobase

KNApSAcK x InsectInDB x  
Pherobase x E-zyme で、
植物化合物の昆虫代謝予測

InsectInDB

（植物化合物情報）

（昆虫化合物情報）

（昆虫・食草関係） （化合物間代謝予測）

被食・捕食関係にある昆虫・植物の化
合物間で反応予測を行い、実際に知
られている忌避物質（先ほどの図）の
解毒反応に加えて、それに類似の反
応を見出した。

植物化合物 → 昆虫化合物

E-zyme



化合物DBとSRA、種間関係DBを活用した生態学へ
・昆虫代謝予測
・昆虫の食性とその分子メカニズム予測
・生物間相互作用とその分子メカニズム予測



この場を借りまして、御礼申し上げます。

統合データベースプロジェクトのデータベー
ス群、およびその構成員の皆様には日頃
から大変お世話になっております。


