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総説

共生関係にひそむ第三者:

花蜜を利用する酵母・細菌が変える植物一送粉者相互作用

牧野 崇司*.横山潤

山形大学理学部生物学科

j金重トー

選郭

lnvisible third-parties behind mutualism: a review on plant-pollinator interactions altered by nectar-dwelling yeasts 

and bacteria 

Takashi T. Makino* and Jun Yokoyama 

Depa凶mentofBiology， Faculty ofScience， Yamagata University 

要旨:生物問相互作用において第三者の存在がその進化的帰結を変えることが知られている。動物媒花と花粉を運ぶ送

粉者の相互作用も例外ではなく、他の開花種や植食者などの第三者の影響を受ける。本稿で着目する酵母や細菌もまた、

送粉者が得るべき蜜を横取りすることで花と送粉者の関係に変化をもたらすことが予想されるものの、彼らは肉眼では

見えないこともあってほとんど注目されてこなかった。しかし近年の分子的手法の普及にともない、蜜内の微生物に関

する興味深い知見が次々と報告され始めている。本稿の前半ではそうした成呆を整理し、送粉系への影響を考察するう

えで必要となる基礎知識をまとめ、 1)微生物が多様な植物種の蜜から検出されていること、 2)微生物のなかには様々

な植物種から検出される「常連」の種が存在すること、 3)微生物は花蜜に含まれる糖やアミノ酸を消費し、その濃度

や成分比を変えること、 4)微生物が送粉者もしくは空気を介して分布を広げる一方で¥5)蜜内への微生物の定着を制

限する要因が存在することを紹介する。そして後半では、微生物の侵入により植物の繁殖成功が低下する例のほか、現

時点で予想される、植物・送粉者・微生物聞の相互作用について私たちの見解を述べる。ここで強調したいのは、微生

物が、植物と送粉者に害をもたらすだけの盗蜜者とは異なる側面を持つという事実である。すなわち、送粉者に花粉を

運ばせたい植物と、送粉者に自らを運ばせたい微生物の思惑は送粉者の誘引という点において一致している。実際に、

両者の協力関係を示唆する事例(微生物が生み出すアルコールや熱を報酬に送粉者を誘引している可能性)も報告され

ている。蜜内微生物の研究は、花形質の進化や群集の構築過程、協力関係の進化など、様々な方面に発展する可能性を

秘めているものの、現時点では、たとえば「ある微生物がどのように花から花へと広まり、どの植物種を経由しながら

シーズンを過ごすのか」という種ごとの生活史さえ断片的にしか見えていない状況である。本総説で示すアイデアの数々

が本邦の研究者を刺激し、花と送粉者の相互作用に関する私たちの理解をさらに前進させること、ひいては見えない第

三者が介入する様々な生物間相互作用系の解明に貢献することを期待している。

キーワード:微生物、複合共生、生物間相互作用、盗蜜、送粉系

Abstract: Because they are invisible to the naked eye， nectar-dwelling microbes have been largely ignored by researchers studying 

plant-pollinator interactions， despite their potential roles as nectar robbers. However， recent progress in molecular techniques has 

allowed us to tackle these invisible microbes， and several intriguing reports are now being published. First， this review provides 

basic information on nectar microbes: 1) they are common among diverse plant species; 2) some species are generalist nectivores， 

detected in various p1ants; 3) microbes consume sugar and amino acids， altering the nectar composition; 4) they are transferred 

by pollinators or air flow; and 5) their immigration into nectar is restricted by severa1 factors. Second， based on these facts and 

2013年 9月30日受付、 2014年 6月4日受理

匂 mail:mkntkst@gmail.com 

101 



牧野崇司・横山潤

a few examples of deleterious effects on plant reproduction， we discuss possible plant-pollinator-microbe interactions and their 

evolutionary consequences， with suggestions for future investigations. We also emphasize that microbes do not necessarily act 

as robbers; there is room for cooperation to evolve because both plants and microbes depend on pollinators for their dispersal， as 

suggested by plants harboring alcohol-or heat-producing yeasts， probably to attract pollinators. We hope that our review willlead to 

a better understanding ofthe biological interactions altered by invisible third parties. 

Keywords: Microbes， multipartite symbiosis， biological interactions， nectar robbing， pollination 

はじめに

敵の目をあざむく擬態や異性の気を引くための飾りな

ど、生物聞の相互作用は、私たちの好奇心をかき立てる

様々な生態的現象を生み出してきた。こうした生物問相

互作用の研究において私たちは、たとえば雄と雌、捕食

者と被食者といったように、その焦点を主役の二者に絞

ることが多い。しかし捕食者の存在が派手な雄の生存を

危うくしたり (Endler1980 ; Godin and McDonough 2003)、

食草の毒性が強いほど植食者の病原菌に対する抵抗性が

高まったり (Lefevreet al. 2010)するように、第三者の有

無や性質が、種内や種聞の相互作用の結末を変えること

も知られている。

本稿で取り上げる動物媒花と花粉を運ぶ送粉者との種

間相互作用もまた、鮮やかな色や甘い香りをはじめとし

た多様な花形質の進化をもたらし、研究者の興味を広く

あつめてきた(石井 2008;大橋・牧野 2012;鈴木ほか

2011)。そして植物と送粉者の相互作用にも第三者が関わ

ってくる:たとえば送粉者の獲得は、より魅力的な他種

の開花によって難しくなるし (Mitchellet al. 2009)、送粉

者を呼ぶための大きなディスプレイは食害者も誘引して

しまう (Brodyand Mitchell 1997)。地域によって異なるモ

デル植物種に擬態するラン (Newmanet al. 2012)や、花

で待ち伏せる捕食者のせいで送粉者が減少し、植物の適

応度が下がる例 (Dukasand Morse 2003 ; Dukas 2005) な

ども報告されている。

花蜜にひそむ酵母や細菌といった微生物もまた、植物

と送粉者の相互作用に変化をもたらしうる第三者である

(Herrera et al. 2009)。花の中で生活する彼らは、本来なら

ば送粉者への報酬となるべき花蜜を奪って増殖する (de

Vega and Herrera 2012)。この、いわゆる「盗蜜者」とし

ての活動は、蜜の糖濃度や成分比の変化をもたらす。そ

の変化が送粉者の行動に何かしらの影響を与えるほど大

きい場合には、微生物の存在が、送粉者の行動変化を介

して植物の送受粉や繁殖成功に作用し、花の形質進化を

促進する可能性が考えられる。しかし私たちは、彼らが
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肉眼では見えないこと、さらにはその同定が困難なこと

もあり、その存在にほとんど注目してこなかった。しか

し分子的手法の普及によって見えない相手の同定が容易

になった近年、花蜜内の微生物に関する興味深い知見が

次々と報告され始めている。そこから浮かび上がるのは、

植物と送粉者に害をおよぼすだけの一般的な盗蜜者像

(Irwin 2003 ; Maloof and Inouye 2000) とは異なる、とき

として植物と送粉者に利益をもたらす可能性さえ秘めた、

研究対象として実に魅力的な微生物の姿である。本稿で

はこれまでの研究を整理し、今後の展開を面白くしそう

な視点を交えながら紹介することで、見えない第三者を

考慮した生物間相互作用の研究を喚起したい。

酵母と細菌

花の蜜に含まれる微生物は主に酵母と細菌に大別され

る。酵母は生活環のほとんどを単細胞で過ごし、一般に

出芽または分裂で増殖する菌類の総称である。生活場所

は多岐にわたり、土壌や植物体表面、樹液、果汁、動物

の体内や排植物、そして本稿で取り上げる花の蜜などに

普通に見られる。酵母のいくつかは私たちにとって非常

な身近な存在である。たとえばアルコールを生みだす

Saccharomyces cerevisiaeは酒造りに利用されているし、

Candida albicansのように日和見感染を起こす病原体とし

て知られるものもある。酵母はモデル生物としても有用

で、真核生物の基本メカニズム、たとえば細胞周期など

の解明に大きく貢献している。なお、蜜の中には原核生

物である細菌もひそんでいる。酵母と比較すると蜜内細

菌の研究の歴史はさらに浅い。これは、これまでの蜜内

微生物研究の進展に起因すると考えられる。もともと酵

母類は、自然界では樹液など糖類の多い基質で増殖する

ことがよく知られており、昆虫の腸管内にも存在してい

ることが示されていたので、蜜内微生物研究の初期過程

で酵母類にまず焦点が当てられたのは無理からぬことで

ある (Batraet al. 1973)。初期の研究でも、蜜内には期待

通り様々な酵母類をはじめとする真菌類の存在が示され
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た (Batraet al. 1973 ; Sandhu and Waraich 1985)。一方、細

菌類に注目した初期研究である Gilliamet al. (1983)では、

細菌類が得られた種やサンプルが総じて少なく、このた

め、蜜内微生物相における細菌類の重要性が一旦は過小

評価される結果になったかもしれない。現在では蜜内に

多くの細菌類が存在していることが示されており

(Fridman et al. 2012)、酵母類と並んで蜜内微生物相の重

要な構成要素となっていると考えられている。

多様な植物にひそむ微生物

様々な地域で行われているスクリーニング調査から、

多様な植物の蜜に、微生物が普遍的に存在している様子

が明らかになりつつある。 Herreraet al. (2009) は、スペ

インのイベリア半島の 2箇所とメキシコのユカタン半島

の l箇所で、合計 44科 130種の植物における酵母の有無

を調べ、それぞれの地域において 62.5% (25/40)、76.2%

(48/63)、94.6% (35/37) の植物種の花蜜に酵母が存在し

たと報告している。同じくユカタン半島の植物種を調査

した Cantoand Herrera (2012)でも、22種中 21種 (95.5%)

という非常に高い割合で酵母が見つかっている。同じく

細菌も様々な植物種の花蜜に入り込んでいる。南アフリ

カで、調査を行った Alvarez-Perezet al. (2012) は、 13科 27

種の植物のうち 21種(77.8%) の花蜜で細菌を検出して

いる。地中海の植物 22科 44種を対象に行われた調査

(Alvarez-Perez and Herrera 2013) でも、酵母・細菌ともに

高い割合で確認されている[酵母も細菌も 31種の植物

(70.5%) で見っかり、 27種の植物 (61.4%) で酵母と細

菌の両方が記録されている]。以上のデータをまとめると、

酵母は 77.7% (160/206)、細菌は 73.2% (52171) の植物

種の蜜から発見されていることになる。正確な割合はわ

からないものの、花に穴を聞けて蜜を奪うような形の盗

蜜を受けやすい、深い花筒や長い距を備えた植物種はこ

れほどまでに多くない。 7割を越える微生物の存在は、

これまで考えられてきたよりもず、っと多くの植物が微生

物による盗蜜のリスクと対峠している可能性を示唆して

いる。

微生物の種多様性

微生物は多様な植物種の蜜に入り込んでいた。では、

微生物自体はどれほど多様なのだろうか。これまでに微

生物の種を同定して行われた 17の調査結果を集計したと

ころ、 38科 99種の植物の花蜜から、 33科 122種の細菌、
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そして 20科 128種の菌類(酵母および糸状菌)が記録さ

れている (Alvar回目Perezet al. 2012 ; Alvarez-Perez and 

Herrera 2013 ; Belisle et al. 2012 ; Canto and Herrera 2012 ; 

Fridman et al. 2012 ; Golonka and Vilgalys 2013 ; Herrera et 

al. 2010， 2013 ; Jacquemyn et al. 2013 ; Manson et al. 2007 ; 

Peay et al. 2012 ; Pozo et al. 2012 ; Rosa et al. 2007 ; Sandhu 

and Waraich 1985 ; Vannette et al. 2013 ; de Vega and Herrera 

2012 ; Wiens et al. 2008)。

微生物がどの植物種と関係を持つのか、その対応を図

laに示す。図 lb，c は、微生物の種ごとにリンクの数(関

連を持つ植物種の数)を集計した度数分布である。これ

らの図から、細菌・菌類ともに 6割を越える種が単一の

植物種でしか検出されていない一方で、、残りは複数の植

物種から見つかっていることがわかる。とくに多くの植

物種と関連を持つ微生物種を挙げると、細菌では

Acinetobacter nactaris (または boissieri) カ{8手ヰ 13干重

(Alvarez-Perez and Herrera 2013)、Pantoeaspp.が6科 7f重

(Alvarez-Perez et al. 2012)の植物で検出されている。酵母

では、 Aureobasidiumpullulansが 11科 13種 (Alvarez-P己rez

and Herrera 2013 ; Belisle et al. 2012 ; Golonka and Vilgalys 

2013 ; Pozo et al. 2012 ; de Vega and Herrera 2012)、

Metschnikowia reukm仰が 12科 19種 (Alvarez-Perezand 

Herrera 2013 ; Belisle et al. 2012 ; Herrera et al. 2010， 2013 ; 

Jacquemyn et al. 2013 ; Peay et al. 2012 ; Vannette et al. 

2013 ; de Vega and Herrera 2012)、M.koreensisが 8科 14

種 (Belisleet al. 2012 ; Canto and Herrera 2012 ; Golonka 

and Vilgalys 2013 ; Peay et al. 2012) と、それぞれ高い頻度

で出現している。

植物側から見ると、 1種の微生物しか検出されない植

物種は 25種で、これは全体の約 25%にあたる(図 ld)。

残り 74の植物種は複数の微生物種と関係を持っていた。

多くの微生物種が検出された植物を挙げると、たとえば

Pulmonaria ojJicinalisでは 23手ヰ 50干重 (Jacquemyn et al. 

2013)、Convolvulus althaeoidesでは 14科 23干重 (Alvarez-

Perez and Herrera 2013)、Mimulsaurantiacusでは 13科.19 

干重 (Belisle et al. 2012 ; Peay et al. 2012 ; Vannette et al. 

2013) と、それぞれに数多くの微生物が記録されている。

一種の植物としか関係を持たない微生物が大半である

という図 lの構図は今後大きく変わるかもしれない。図

lの作成に用いた 17の文献のうち、既知の微生物種を扱

った Herreraet al. (2013) を除くと、微生物の検出は、採

取した花蜜を培地にまき、殖えてきた微生物を確認する

ことで行われている。微生物種の同定は、 Sandhuand 

Waraich (1985) を除いて、すべて塩基配列に基づくもの
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である。したがって文献間で検出や同定の手法に大きな

差はない。異なるのは、解析した蜜のサンプル数である。

大まかな傾向だが、多数の植物種を対象にしたスクリー

ニング的な調査では植物種あたりのサンプル数は小さく、

少数の植物種を相手にする研究ではサンプル数は大きい。

一般に種の多様度はサンプリングを繰り返すほど高くな

る。現時点では稀なケースでも、研究がふえるにつれ、

実は多様な種と関係を持つことが判明する可能性は高そ

うだ。しかしなかには、特定の微生物しか住めないよう

な蜜を出すなどの特殊化の進んでいるケースが混じって

いるかもしれない。一種の植物としか関係を持たない微

生物が一般的か否かについて結論を出すには、さらなる

サンプリングが必要である。単離した微生物を様々な植

物種の蜜に添加し、その後の成長を調べる実験も、種間

関係の解明に貢献するだろう。

単一の植物種からしか検出されない微生物種が大半を

占めるなか、様々な植物種の蜜に共通して出現する微生

物種も存在した。とくに Aureobasidiumpullulansや

Metschnikowia属の 2種 (M.reukat{βi， M. gn間 sii) は複数

の論文にその名を連ねる花蜜、界の「常連」である。稀に

しか検出されない他種と違って、彼らを常連たらしめて

いるのはどんな要因なのだろう。たとえばAureobasidium

属の酵母は極地の海水や深海といった過酷な環境から検

出されており (Zalaret al. 2008)、そうした環境での生存

を可能にする特性が、同じく高い浸透庄のかかる蜜内へ

の適応を容易にしているのかもしれない。また、 A

pullulansは典型的な葉面菌であるため、葉や茎から雨滴

などによって容易に花蜜に混入しうること、そして、極

めて多種の糖類・糖アルコール等を利用可能であるため

花蜜内で優占しやすい可能性があることも、同種が花蜜

において頻出する理由としてあげられる。 A.pullulansが

花蜜におよほす生態学的な影響を論じるには、彼らがど

れほど積極的に花蜜を利用するのかを検討する必要があ

る。また、競争能力の差も常連か否かを左右しそうである。

同じ植物種から複数の微生物種が検出される(図 1)と

いうことはつまり、同じ資源、をめぐる微生物種聞の競争

が示唆される。稀にしか見つからない微生物は競争に弱

く、常連の微生物は競争に強いのかもしれない。彼らに

共通する特性を探索したり、近縁種聞の比較を行うこと

で、蜜内環境に適した形質やその形質のコストとベネフ

ィット、そして蜜への適応進化について様々なことが明

らかになるだろう。なお Herreraet al. (2012) は、 DNA

のメチル化によるエピジェネティックな変異のおかげで、

M. reu仰がlが様々な糖濃度や組成に対応できることを示

しているー彼らは、高濃度の糖に晒すほどメチル化が進

むこと、また、メチル化を阻害すると高濃度の糖で増殖

できなくなることを明らかにしている。表現型の可塑性

の有無が常連とそれ以外をわける鍵のひとつになるかも

しれない。

ただし、常連といえど全ての植物種にまんべんなく出

現するわけではないようだ。 22科 44種の植物を対象に

行われた Alvarez-Perezand Herrera (2013) の調査では、

酵母 2種 (M.reukau)守iと M.gruessii) と細菌 l種

(Acinetobacter)が主要な微生物であったが、この 3者の

構成が植物種間で大きく異なること、さらには常連以外

の微生物のみで占められる植物も記録されている。花の

蜜ならととの植物種でも構わないというわけではなく、微

生物の種ごとに、ある程度の向き不向きが存在するのか

もしれない。

この節で集計した 17件の調査では、 38科 99植物種の

花蜜から少なくとも l種の微生物が検出されている一方

で、 10科 16植物種の花蜜からは微生物が見つかってい

ない (16/115= 13.9%)。たまたま微生物が検出されない

可能性を考えると実際の割合はもっと低くなりそうだが、

一部の植物の蜜は高い抗菌性を持ち、微生物の増殖を許

さないのではないだろうか。

微生物による蜜成分の改変

蜜の主要な成分は糖である。蜜に含まれる糖は主とし

てショ糖(スクロース)・果糖(フルクトース)・ブドウ

糖(グルコース)の三つであり、その構成比は植物種に

図1.微生物と植物の種間関係。 (a)関係が報告されている微生物と植物を線で結ぶ。 B、F、Pから始まる番号はそれぞれ細菌、菌類、

植物を表す。微生物の学名や分類群名は文献中からそのまま転記した。分類体系の整備により、現在では学名が変更されている微

生物や、同種の可能性のある物が別種として記されている微生物が含まれる。種名につづく括弧内にその種が記録された文献の番

号を示す[(1)Sandhu and Waraich 1985 ; (2) Manson et al. 2007 ; (3) Rosa et al. 2007 ; (4) Wiens et al. 2008 ; (5) Herrera巴tal. 2010 ; (6) 

Alvarez-Perez et al. 2012 ; (7) Belisle et al. 2012 ; (8) Canto and Herrera 2012 ; (9) de Vega and Herrera 2012 ; (10) Fridman et al. 2012 ; (11) 

Peay et al. 2012; (12) Pozo et al. 2012; (13) Alvarez-Perez and Herrera 2013 ; (14) Golonka and Vilgalys 2013 ; (15) Herrera et al. 2013 ; (16) 

Jacquemyn et al. 2013 ; (17) Vannette et al. 2013Jo (b) と (c) はそれぞれ、関係が報告されている植物種の数を横軸にとった (b)

細菌種と (c)菌類種の度数分布図。 (d) は、関係が報告されている微生物種の数を横軸にとった植物種の度数分布図。
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よって変わる。 Bakerand Baker (1983) は765種の蜜を

調べ、うち 649種が3種類すべての糖を含む一方で、、単

糖のみで構成される種が78種存在したことを報告してい

る。 3種の糖を含む種においては、ショ糖が多い種から

単糖(果糖・ブドウ糖)が多い種まで、その構成比に著

しい違いがある。蜜には糖の他にも少量ではあるが、ア

ミノ酸や、アルカロイドなどの二次代謝産物、脂質、抗

酸化物質などが含まれている。

この花蜜の成分を微生物が変える。 Hellebm・usfoetidus 

(クリスマスローズの仲間)の花蜜にハナパチの口器を触

れさせ、 48時間後にショ糖・ブドウ糖・果糖の割合を測

定すると、それぞれ 70.0%. 5.1 %・ 24.3%となる (Canto

et al. 2008)。一方、ハナパチの操作を行わない(すなわ

ち微生物の混入が起こらない)コントロールの花蜜にお

ける各糖の割合は 93.8%. 2.8%・3.8%だ、った。いずれの

糖においてもその差は統計的に有意であり、微生物の混

入によってショ糖が減少する一方で、、ブドウ糖は微増し、

果糖が大幅に増えた。オダマキ属 2種 (Aquilegiavulgaris， 

A. pyrenaicα)の調査でも、微生物が入りにくい温室内の

花ではショ糖が優占するが、野外ではショ糖のみの蜜か

ら果糖が優占する蜜まで、その組成が大きくばらついた

(Canto et al. 2007)。この系ではさらに、酵母の密度が高

いほど糖濃度が低下すること、このときショ糖の割合が

減り、果糖の割合が増すことも示されている (Herreraet 

al. 2008)。糖濃度と酵母密度の負の相関は Cytinus

hypocistisの花の蜜で生活する Metschnikowiareukaufiiにお

いても見つかっている (deVega and Herrera 2012) 0 Canto 

and Herrera (2012) は22種の植物から 498の蜜サンプル

を解析し、ショ糖優占のものから果糖優占のものまで、

蜜の組成は様々であることを明らかにした。しかしここ

でも、ブドウ糖が優占するサンプルは見つかっていない。

「果糖の優占」が微生物の存在の目印のひとつかもしれな

しミ。

糖濃度の変わり方は植物や微生物の種によって異なる。

たとえば Cytinushypocistisの花蜜の糖濃度 (22.8%) は、

Metschnikowia reukaufiiが入ると 9.2%まで、その他の酵母

の場合には 15.0%まで下がる (deVega and Herrera 2012)。

Canto and Herrera (2012) は複数の植物種を調べ、酵母の

密度が高いほど、ショ糖・ブドウ糖・果糖のいずれもが

急激に減少する植物種がある一方で、、その減少がゆるや

かな種、さらにはほとんど変わらない植物種を報告して

いる。ただし、彼らの研究では酵母の種を同定していな

いため、この違いが植物と酵母、どちらの差異に起因し

ているのかは不明で、ある。
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微生物は糖以外の成分も変化させる。たとえば Mimuls

aurantiacusの花蜜から単離した 6種類の酵母の活性を調

べた Peayet al. (2012)は、酵母が混じることで花蜜のア

ミノ酸濃度が減少すること、さらには、 M aurantiacusの

花蜜に含まれる 13種類のアミノ酸のうち 7種類の減少量

が、酵母の種間で異なることを明らかにしている。同じ

くM aurantiacusの花の蜜を材料に行われた実験からは、

Metschnikowia reukaufiiとGluconobαcterspが、それぞれ

蜜の過酸化水素濃度と pHを低下させることが明らかに

なっている (Vannetteet al. 2013)。なおこの研究では細菌

と酵母の違いも報告されている :pHが酵母よりも細菌で

大きく下がったほか、グルコースとフルクトースは酵母

では変化しなかったが、細菌ではそれぞれ減少、増加し

ていた。

微生物が糖やアミノ酸といった蜜成分の組成を変える

こと、その効果が植物・微生物の種によって様々である

ことを示す以上の結果は、蜜の改変を介した送粉者の行動

変化や、その結果もたらされる植物の繁殖成功が、種の組

み合わせによって様々に変わる可能性を示唆している。

分散様式

分布の拡大を図るため、また、花の寿命とともに自ら

が尽きてしまうことを防ぐため、微生物は新たな花に移

動する必要に迫られている。しかしもちろん、彼らは自

力では移動できない。この節では微生物がいかなる経路

で新たな花に入り込むのかについて概説する。

微生物が花を訪れる動物に付着して運ばれることを示

す例はいくつもある。 Cantoet al. (2008) は、野外で捕獲

したハナパチの舌を Helleborusfoetidusの蜜に触れさせる

と、その 48時間後には蜜の組成が変化していることを報

告し、ハナパチが何らかの微生物を運んで、いる可能性を

示唆した。送粉者の体表上の微生物を直接調べた例をあ

~j' ると、たとえば Belisle et al. (2012) は、 Mimulus

auranticusの蜜から見つかった 9種の酵母のうち、 6種を

主要な訪花者であるハチドリ (Calypteanna)の鳴からも

f食出している。また、 deVega and Herrera (2012) は、

Cytinus hypocistisの蜜、から見つかった 18種の酵母のうち、

6種を送粉者であるアリの体表から単離している(この

系では送粉者を排除すると蜜に酵母が生じないことも示

されている)。そして Pozoet al. (2012) は、 Digitalis

abscuraの蜜に出現する 2種の酵母 (Aureobasidium

pullulans， Metschnikowia gruessii) をハナパチの口吻から

検出している。なお、どちらの酵母も口吻だけではなく
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花粉からも見つかっており、ハナパチの体表だけではな

く、花粉を介して間接的に次の花まで運ばれている可能

性もある。

空気中を漂って花に入り込む経路も示唆されている。

さきほど紹介した植物 (Digitalisabscura)の系において、

蜜から検出された 2種の酵母のうち一方の種

(Aureobasidium pullulans) は、ハナパチの口吻だけではな

く空気中からも検出されている (Pozoet al. 2012)。この

酵母は、網袋をかけて送粉者を排除した花からも見つか

ったことを合わせて考えると、動物を介するだけではな

く、空気中を漂うことで分布を広げていることが示唆さ

れる。一方で、、風のみに頼る微生物もいるかもしれない。

Pozo et al. (2012) は、 Atropabaeticaの蜜から酵母

(Rhodotorula mucilaginosa) と糸状菌 (Coniochaeta

leucoplaca) を見つけている。しかしどちらも送粉者であ

るハナパチの口吻からは見つかっていない。送粉者を排

除した花から検出されることから、空気中を漂っている

可能性が示唆されている(ただし今のところどちらも空

気中からは未検出である)。ほかにも、 Mimulusauranticus 

の花蜜から見つかった酵母 (Metschnikowiareu仰がi)は、

蜜からもっとも頻繁に検出される種であるにもかかわら

ず、主要な送粉者であるハチドリの鳴からは見つかって

いない (Belisleet al. 2012)。こちらはハチドリ以外の送

粉者に加えて、空気を介した分散が示唆されている。こ

の酵母 (M.reukmゲii) は、別の系において、たとえばア

リの体表からは検出されている (deVega and Herrera 

2012)。微生物が何に運ばれるのかは、植物種、送粉者種、

そして微生物種の組み合わせによって変わるのかもしれ

ない。

なお、植物集団において、株の位置が近いほど酵母の

感染率(酵母を含む花の割合)が似ることが示されてい

る (Belisleet al. 2012)。この空間的な相聞は、送粉者、

もしくは風を介して酵母が近くの株へと分布を広げてい

く様子を反映していると考えられる。この研究では、花

の密度が高い場所ほど酵母の感染率が高くなる傾向も示

されている。その説明として Belisleet al. (2012) は、花

が集中して咲いている場所ほどまんべんなく花を訪れる

ハチドリの採餌行動を挙げている。 Herreraet al. (2009)は、

マルハナパチによる訪問の割合が高い植物種ほど、酵母

の出現頻度や量がふえることを示している。このように

微生物の分散は、送粉者の採餌行動や、風の流れの影響

を強く受ける。

微生物は空間的な分散だけではなく、時間的な分散の

問題も抱えている。すなわち、冬期に花がなくなる温帯
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域などでで、は、 f微数生物は花以外の場所でで、冬を越さなければ

ならない。 Brηyschト-Herロzber砲g(包20∞04幻)は冬眠明けのマルハ

ナパチの女王のイ体本表や消化管から 3種の 酵母

(λM.ε的t白schni此iko知owi，ωα ku州F

bωomη1b釘ωi) を検出している。いずれも花カか、らも検出される種

であり (He町rr閃巴raet a剖1.201叩0，2013 ; Jacquemyn et al. 2013 ; 

Peay et al. 2012 ; de Vega and Herrera 2012)、彼らは冬眠す

るマルハナパチに付着することで翌シーズンに備えてい

ると推察される。その一方で、蜜における常連酵母の 2

種 (M.reu加がiとM.gruessii) は、冬越しできない働き

パチからは高頻度で検出されるものの、冬眠明けの女王

からは見つかっていない (Brysch-Herzberg 2004)。女王以

外の越冬場所の候補として、他の訪花見虫、あるいは土

壌などが議論されている (Brysch-Herzberg2004)。しかし

M. reu加がiとM gruessiiをふくめ、微生物の大半がどこ

で冬を越しているのかは謎に包まれている。 Brysch-

Herzberg (2004) は開花シーズンに沿った酵母量の変動

も調べており、酵母が早春に極端に少ないことを示して

いる。この傾向は、早春の低温が増殖に適さないことに

加え、冬越しの厳しさや、シーズン最初の花に侵入する

ことの難しさを物語っているのではないだろうか。しか

し一方で、早春の植物との深い結びつきを示唆する特殊

な例 (Herreraand Pozo 2010) も報告されている(詳しく

は後述)。冬越しの謎を解く鍵は、そうした特殊な植物種

から見つかるかもしれない。

微生物の定着を制限する要因

送粉者の体表には、蜜からは検出されない微生物も多

数付着している。たとえばDigiωlisobscurαの蜜からはた

った 2種の酵母しか検出されなかったが、本種の花を訪

れるハナパチの口吻に付着する微生物を培養した結果、

その 2種以外にも 6種の酵母が見つかっている (Pozoet 

al. 2012)。また、 Atropabaeticaの花を訪れるハナパチの

口吻に付いていた 5種の酵母はいずれも蜜からは検出さ

れておらず (Pozoet al. 2012)、Mimulusauranticusの花を

訪れるハチドリの瞬に付着していた 19種の酵母のうち、

13種は花蜜からは検出されていない (Belisleet al. 2012)。

他にも、。tinushypocistisの花を訪れるアリに付着する 9

種の酵母のうち 3種は蜜からは検出されていない (de

Vega and Herrera 2012)。また、送粉者の体表だけではな

く花の表面から採取し、培養したサンプルからも、蜜か

らは検出されない酵母が見つかっている (Pozoet al. 

2012) : D. obscuraの花の表面から見つかった 15種の酵
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母のうち、蜜から検出されたのは 2種にとどまり、 A.

baeticaの花の表面から見つかった 15種の酵母は、いず

れも蜜では検出されていない。このように、送粉者や花

の表面には様々な微生物が生きた状態で付着しているが、

その全てが蜜に移り、定着するわけではないようだ。

では、いったいどのような要因が微生物の定着を制限

しているのだろうか。以下の 3つのメカニズムが考えら

れている。

1)高い浸透圧:蜜の糖濃度は、植物種や湿度、土壌水分

などによって大きくばらつくが、たとえば温帯では 20%

-50%というのが標準的な数値である (Willmer2011)。

500m1の水に大さじ 5-6杯の砂糖を溶かしてようやく

10%の砂糖水ができあがることを考えると、かなり豊富

な糖を含むことがわかる。この多量に溶けた糖が生みだ

す高い浸透圧は、微生物にとって大きなストレスとなり、

耐性のない微生物は蜜の中では生活できない。 Pozoet 

al. (2012) は、ハチの口吻や植物上で、見つかった 29種の

酵母のうち 16種の成長が、 40%以上のグルコースによっ

て阻害されることを示している。グルコース濃度の上昇

にともない成長の鈍る種は増え、 Metschnikowia属の酵母

でも 50%を越えると成長が鈍る。 55%でも明らかな成長

を示したのは Debarアomycesnepalensisのみだ、った。なお、

酵母の中には Zygosaccharomycesrouxiiのように、 70%の

グルコース濃度でも成長可能な種も存在する (Brysch-

Herzberg 2004)。この種はマルハナパチの巣に蓄えられた

蜜から検出されること、他の酵母が問題なく成長する低

濃度 (2%)のグルコースでは成長が鈍ることから、高浸

透圧に適応していることが伺える。 Alvarez-Perezet al 

(2012)は、南アフリカの植物 27種の蜜からとれた 24種

の細菌を 10%-30%のショ糖で育て、 10%ではほぼ全種

が良好に成長するが、 20%では 2種、 30%ではさらに 2

種の細菌の成長が回害されることを示した。つまりこの

系でも、蜜の浸透圧が高まるほどに成長可能な微生物の

種類が減少している。冒頭で述べたように蜜の糖濃度は

植物の種によってばらつく。濃度の高い蜜を生産する植

物ほど検出される微生物の種数が少なくなりそうだが、

この相関の検証は行われていない。

2)二次代謝産物・花の蜜には糖以外にも、アルカロイド

やフェノールといった、ときとして人にも毒性を示すよ

うな二次代謝産物を含むことがあり、その機能のひとつ

に、蜜の劣化を防ぐ抗菌剤としての役割があげられてい

る (Adler2000)。この二次代謝産物もまた、微生物の定

着を制限しているかもしれない。 Fridmanet aL (2012)は、
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それぞれに特徴的な三次代謝産物を生産する 3種の植物

[アーモンド (Amygdaluscommunis，アミグダリンを生産)・

グレープフルーツ (Citrusparadisi，カフェイン)・キダチ

タバコ (Nicotianaglauca，ニコチン)]の花蜜を調べ、含

まれる細菌群集が植物種間で異なることを明らかにして

いる:見つかった全31種の細菌のうち、植物 3種に共通

して検出されたのはたった 1種、植物 2種聞に広げても

わずか 5種であった。この結果は、二次代謝産物への耐

性が細菌種間で異なる可能性を示唆するものである。た

だし、蜜に入り込む以前の過程で細菌群集が異なってい

る可能性も否定できない。細菌の種ごとにバイオアッセ

イを行い、耐性の違いについて慎重に検討していく必要

があるだろう。

蜜から頻繁に検出される Metschnikowia属のような微生

物が、輩、からは検出されない微生物よりも高い二次代謝

産物耐性を備えている可能性はあるのだろうか。 Pozoet 

al. (2012) は、 Digitalisの花蜜に含まれるカルデノライ

ド3干重(ジギ、トキシン・ジギトキシゲニン・ギトシキゲ

ニン)と Atropaの花蜜に含まれるアルカロイド 3種(ア

トロピン・トロビン・スコポラミン)に着目し、花蜜や

植物上などから採れた酵母 12種の耐性を調べている。す

ると、すべての酵母がカルデノライドに耐性を示す一方

で、どの酵母も一定濃度 (150μg/g) を越えるアトロピン

とトロピンに阻害された。つまり、蜜から検出される酵

母が、蜜からは検出されない酵母よりも特に高い耐性を

示すわけではなかった。そればかりか、高い耐性が予想

された Metschnikowia属の酵母 2種 (MkunwensisとM

reukaufii) のみが 150μg/gを越えるスコポラミンに阻害

されるという、予想とは逆の傾向すら見つかっている。

また、 Mansonet aL (2007)は有毒なゲルセミンを蜜に含

むカロライナジャスミン (Gelsemiumsempervirens)から

Candida属の酵母2種(c.gelsemiiとC.rancensis) を検

出している。しかし、この 2種のみがゲルセミン耐性を

持つ特別な酵母というわけではなく、他種の花の蜜から

採れた酵母 4種 (Metschnikowiapulcherrima， M reukaufii， 

Debαηomyces melissophilus， Starmerella bombicola) もゲル

セミンに耐性を示した。したがって、これら 4種の酵母

がカロライナジャスミンから検出されていない理由をゲ

ルセミン耐性に求めることは難しい。どちらの研究も、

対象植物種からは検出されない微生物でも二次代謝産物

耐性を持ちうることを示しており、二次代謝産物の抗菌

剤としての機能については慎重な議論が求められる。

3)種間競争.狭い花の中では、限られた資源をめぐる微

生物聞の競争が予想される。このとき競争に強い種が、
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弱い種の定着を制限するだろう。 Peayet al. (2012) は、

Mimulus aurantiacusの花蜜からとれた 3属 6種の酵母を

総当たりで組み合わせ、ベアにした 2種の成長をくらべ

ている。その結果、片方の増殖が抑制されたり、存在そ

のものが排除されるケースが現れた。地中海の 22科 44

植物種の蜜を調べた Alvarez-Perezand Herrera (2013)では、

ひとつの花あたりに検出される酵母は1.13種、細菌は1.36

種となっており、個花内で共存する種数が非常に低く抑

えられている。ここでも競争が、微生物の定着を制限し

ているのかもしれない。

なお Peayet al. (2012) の競争実験は、「先住効果jを

証明したという点でさらに興味深い.彼らは 2種の酵母

の導入に 2日の時間差をつけ、後から蜜に移入した種が、

先にいる種から強い負の影響をうけることを示している。

つまり、 A種が先に入ると後から入る B種が排除される

が、順序が逆だと A種がB種に排除される、というよう

に「早い者勝ち」の状態になっているのだ。なお、この

系では酵母のベア同士が系統的に近いほど先住効果が強

まることもわかっている。その理由として、種が近縁な

ほど糖やアミノ酸の利用様式が似ていることがデータと

ともに議論されている (Peayet a1. 2012)。

ここで紹介したメカニズムは排他的で、はなく、いくつ

かが(もしくは全てが)組み合わさって、蜜内への微生

物の定着を制限していると考えられる。その組み合わせ

や各効果の大きさ、その結果生じる多様性の程度もまた、

植物・送粉者・微生物の組み合わせによって変わりそうだ。

送粉者の行動変化を介した植物の繁殖への影響

蜜の糖濃度や成分は送粉者の花選びと密接に関連して

いる (Wil1mer2011)。たとえばWaddington(2001) は、 2

色の人工花の片方の色に 10%、もう一方に 20%のショ糖

溶液を入れてマルハナパチ (Bombusimpatiens)に選ばせ、

20%の花が 10%の花の約 4倍も多く訪問されることを示

した。同様に、ミツバチ (Apismellifera) やハチドリ

(Selasphorus nグ加など)、コウモリ (Leptonycteris

curasoa) なども糖濃度の高い蜜を好むことが実験的に示

されている (Hainsworthand Wolf 1976 ; Roberts 1996 ; 

Rodiguez-Pena et a1. 2007 ; Wells et a1. 1992)。また濃度だ

けではなく、糖の種類に対する好みも存在する。たとえ

ばハチドリ類は単糖よりもショ糖を好む傾向にある一方

で (Lotzand Schondube 2006)、ズグロウロコハタオリ

(Ploceus cucullatus) は、比較的低い糖濃度 (5%， 10%) 
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の場合、ショ糖よりも単糖で構成された蜜を好む

(Odendaal et a1. 2010)。ほかにも、アミノ酸入りの蜜を好

むチョウやミツバチの例が報告されている (Almet al. 

1990 ; Carter et al. 2006 ; Erhardt and Rusterholz 1998 ; 

MevトSchutzand Erhardt 2003)。こうした様々な好みが報

告される一方で、たとえばミツバチやコウモリが糖の種

類に拘ることなく花を訪れたり (Rodiguez-Penaet al. 

2007 ; Wells et a1. 1992)、ハチドリがアミノ酸に関係なく

花を選んだりするように (Hainsworthand Wolf 1976)、蜜

の好みは送粉者によって異なる。蜜内微生物の活動は本

来あるべき蜜の組成を変えてしまう。このことは多くの

場合、植物にとって望ましい送粉者を遠ざけ、植物の送

受粉に悪影響をおよぼすことが予想される。

ところがそうした効果を調べた研究例はごくわずかで

ある。 Vannetteet al. (2013) は、 Mimulsaurantiacusの花

に酵母 (Metschnikowiareukaufii)または細菌(Gluconobacter 

sp.) を付加し、 M aurantiacusの繁殖成功(受粉により閉

じた柱頭の割合と果実あたりの種子数)が、コントロー

ルと比較して細菌処理で有意に減少することを示してい

る(酵母処理でも減少傾向を示すが有意で、はない)。この

研究では、微生物による糖濃度の減少や、ハチドリによ

る蜜の持ち去りの減少なども示されている。ただし、ハ

チドリの訪問頻度や花における滞在時間といった、送粉

者の具体的な行動を記録していないため、いかにして繁

殖成功が低下したのか、また、なぜ酵母と細菌の効果に

差が生じたのかについては不明で、ある。しかし本研究は、

微生物が植物の繁殖成功に影響すること、また、その効

果が微生物の種類によって変わることを示す貴重な例で

ある。

Vannette et al. (2013) の結果からは、ハチドリが微生

物入りの蜜を好まないことが示唆されるが、別の研究か

ら微生物は送粉者の好みに影響しないという実験結呆も

報告されている。 Kevanet a1. (1988)はトウワタ (Asclepias

syriacα) を訪れるミツバチに、酵母の入りの花と入って

いない花を選ばせ、彼らが酵母の有無を区別しないこと

を示している。なお同様の傾向は、花の蜜のかわりに砂

糖水を用いた実験でも確認されている。

そして最近、送粉者が微生物入りの花を好むという、

予想、に反する結果も報告されている。 Herreraet al. (2013) 

は、 Helleborusfoetidusの花を訪れる野外のマルハナパチ

に、酵母入りの花と入っていない花をまぜた集団を提示

し、彼らが酵母入りの花をより多く選ぶことを示した。

同様の傾向は、飼育条件下のマルハナバチと人工花を用

いた実験でも確認されている。ただし好みの強さは酵母
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の種によって異なり、 Metschnikowiareukautiiでは好みが

顕著だ、ったが、 M gruessiiでは有意ではなかった。なお、

この実験では酵母の有無に関わらず蜜の糖濃度をそろえ

ており、マルハナパチの好みが糖濃度を基準にしたもの

ではないことには注意が必要で、ある。

酵母入りの蜜を好むマルハナパチの行動から、酵母の

入った花における繁殖成功の増加が期待される。しかし

結果はその逆であった。すなわち結果率・結実率・種子

重のいずれもが酵母の混入によって減少したのである

(Herrera et al. 2013)。実は、マルハナパチは酵母入りの花

を好むだけではなく、そうした花において蜜の飲み残し

が少なかった。つまりより多くの蜜を飲んでおり、花で

の滞在が長百|いたと推察される。これによりマルハナパ

チの体表が蔚や柱頭に必要以上に何度も接触し、同花内

の自家受粉が促進された結果、近交弱勢をもっこの植物

種 (Helleborusfoetidus)の繁殖成功が低下したと Herrera

etal. (2013)は考察している。

微生物が送粉者を介して植物に与える影響を、送粉者

の行動観察を含めて評価した例は現時点では Herreraet 

al. (2013) のみである。この唯一の研究は、 Vannetteet 

al. (2013) と同様、微生物による植物の繁殖成功の低下

という予想通りの結果を示したが、その過程(酵母入り

の蜜を好む送粉者と自殖率の増加)は予想外のものであ

り、三者の相互作用は想像よりもず、っと複雑で、ある可能

性を予感させる。

微生物を交えた相互作用 1: 

植物と送粉者の視点から

それぞれに生存と繁殖を目指す植物・送粉者・微生物

の利害は互いに異なっており、その結果生じる対立から

様々な相互作用が予想される。現時点で考えられる可能

性について、彼らの利害関係を整理しながら、私たちの

見解を述べていきたい。

植物はできるかぎり多くの佐珠の花粉親になれるよう、

より多くの花粉を、より多くの同種他個体に届けたい。

そのため送粉者に向けて報酬となる蜜を生産したり、目

立つ花弁や甘い香りで存在を目立たせ送粉者を誘引する。

一方の送粉者は活動のエネルギーを得るため、もしく

は巣でエサを待つ仲間や子供のために効率よく報酬を集

めて回りたい。送粉者はたいていの場合、様々な種類の

植物から花をえらぶ。このとき餌集めの効率しだいで、

複数種をまたいで花をまわる場合もあれば、 l種のみに

対象を絞る(いわゆる「定花性jを示す)場合もある
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(Gou1son and Cory 1993 ; Gou1son et al. 1997 ; Gou1son and 

Wright 1998 ; Heinrich 1976， 1979 ;石井 2006;Lewis 

1989)。前者は言わば「浮気者」であり、別種に花粉を届

けてしてしまうため植物にとって都合が悪い。逆に一途

に同種をめぐる後者は理想的な送粉者である。豊富かっ

糖濃度の高い蜜の生産は、他の植物種よりも魅力的な報

酬で何度も送粉者を誘引し、さらには送粉者の注意を同

種のみに引きつけるのに有効な手段の一つである。

その蜜を横取りしてしまうのが微生物である。前述の

通り、微生物による蜜の消費は植物の魅力を下げ、送粉

者不足を引き起こすだろう。この予想、に反し、 Herreraet 

al. (2013) の実験ではマルハナパチが酵母入りの花を好

んだが、これは彼らが実験で糖濃度をそろえていたため

かもしれない。したがって未だ確証はないものの、蜜の

濃度や成分に応じて花を選り好む送粉者の行動を考えれ

ば、微生物による蜜の改変が、訪問頻度を低下させる可

能性は高い。このとき送受粉量の減少を通して、植物の

繁殖にも悪影響が出るだろう。このように、微生物は植

物にとって、また、利用可能な報酬量を減らされてしま

う送粉者にとって迷惑な存在だろう。

では、微生物を排除するために、植物はどんな手を講

じるのだろう。前述のように、高濃度の糖や三次代謝産

物の分泌は、耐性を持たない微生物の排除に有効である。

それ以外にも、たとえば送粉者がこない時間帯は蜜を再

吸収し、花を空にしておくことも、一時的ではあるが、

微生物の感染や増殖の抑制につながるだろう。ほかにも、

アミノ酸の分泌を抑えることが増殖の抑制に効果的かど

うかも検討に値する。ただしこの手段は、アミノ酸入り

の蜜を好む送粉者 (A1met al. 1990 ; Carter et al. 2006 ; 

Erhardt and Rusterho1z 1998 ; Mevi-Schutz and Erhardt 2003) 

にそっぽを向かれる可能性があるため、諸刃の剣と言え

そうだ。また、花の寿命を短くすることも有効だろう:

すなわち、ひとつの花を長期間咲かせるより、大量に用

意した花を次々と咲かせては落とすことで微生物に増え

る隙を与えない、という作戦である。実際に古い花ほど

酵母を含んでいる確率が高い (Herreraet al. 2008 ; Peay et 

al. 2012)。古くなる前に花を落とせば、微生物の増殖や

拡大の抑制につながるだろう。今のところ、こうした観

点で蜜の分泌スケジュールやアミノ酸、花の寿命を解析

した研究は報告されていない。

微生物を運ばない送粉者と手を組むのも感染の防止に

役立つだろう。 Cantoet al. (2008) は野外で捕獲したハナ

パチ 5種の口吻を Helleborus戸etidusの蜜に触れさせ、そ

のうち 2種のみで糖濃度が有意に減少したと報じている。
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種間で差が現れた原因は不明だが、送粉者の穫によって の微生物への対抗策として機能しうることにも留意すべ

微生物の運ばれやすさが異なることを示唆する結果であ きである。

る。微生物の混入を望まないとすれば、成分を変えない

残り 3種のハナパチが植物にとって好ましい送粉者と言

えるだろう。

蜜線が露出しないような花形態にも、ある程度の効果

が期待できるかもしれない (WiIlmer2011)。たとえば、

長い花筒や距の奥に蜜線を配置することで外気との接触

を少なくすれば、空気を介した微生物の移入をある程度

防げそうである。同様に、花の入り口を狭めたり、花を

下向きに咲かせることにも、それなりの効果があるので

はないだろうか。なお、花筒や距の長さは送粉者の口吻

とのマッチングの観点から (Oohzonoand Suzuki 2000 ; 

Inoue et al. 2007 ; Suzuki 1992 ; Whittall and Hodges 2007)、

花の向きについては送粉者の好み・行動の観点から

(Makino and Thomson 2012 ; Ushimaru et al. 2009)議論さ

れることが一般的である。花筒や距の長さに限らず、微

生物による花の形質進化の議論においては、先行研究を

ふまえて、送粉者による選択と同じ方向なのか、相反す

るのか、またどちらがより強い選択圧として機能しうる

のかといった点に留意する必要があるだろう。

微生物の抑制にコストがかかる場合、そこにはズルを

して利益をせしめる株が現れそうだ。微生物は近くの花

から届きやすい (Belisleet al. 2012)ため、ある株が背負

う感染のリスクは、周りの株が微生物の排除に資源を投

資するほど減少しそうである。また、同種他個体の感染

率が低いほどその種の評価が高まり、自身が訪問される

確率も高まるだろう。このとき微生物対策は他の株に任

せ、浮いた資源を繁殖にまわせば自分だけ適応度を高め

ることができる。この「公衆衛生へのただ乗り」が、植

物種内で、あるいは植物種間で存在するのかどうかは不

明だが、裏切り者の進化を考える上で新たな系を提供す

るかもしれない。

送粉者としても、将来の餌資源の目減を防ぐためには、

微生物の拡大に荷担すべきではない。微生物入りの花の

回避、頻繁なグルーミング、抗菌物質の分泌、などが、微

生物への対抗策として考えられる。ただしこうした行動

や形質が進化するかどうかは、微生物の影響の大きさに

依存して変化するだろう。たとえば植物が寿命の短い花

を次々と咲かせるような、微生物の拡大を気にしなくて

もよい状況では、微生物対策に時間や資源を投資するこ

とが逆にコストになるかもしれない。なお、社会生活を

営むマルハナパチなどの送粉者において、グルーミング

や抗菌物質は、蜜内の微生物だけではなく、コロニー内

微生物を交えた相互作用 2:微生物の視点から

さて、対する微生物はどのようにふるまうべきだろう。

花に穴を聞けて蜜を得るタイプの盗蜜者ならば、資源を

奪えば奪うほど適応度を高めることができる。ところが

微生物には、そうとは言い切れない重要な制約が存在す

る.花粉の分散を送粉者にたよる植物と同じく、微生物

もまた、自らの分散を送粉者にたよっているのだ。もち

ろん空気中を漂って次の花に移ることもできるが、花に

辿り着く確率は、送粉者に任せた方が段違いに高まるは

ずである。蜜の横取りで送粉者の訪問が減るとすれば困

るのは植物だけではない。度が過ぎれば、微生物自身も

次の花に移りにくくなるのだ。このジレンマこそが、三

者間の相互作用を興味深いものにしている最大の特徴で

あり、このジレンマの克服のために微生物が講じている

対策の解明は、この系の研究における醍醐味のひとつで

ある。

送粉者に訪問される確率を高める手段のひとつに、自

らの存在を隠すことがあげられよう。たとえば微生物が

特有の匂いを放っとすれば、送粉者は花にi替ることなく、

匂いを手がかりに質の悪い花を避けることができる。

Herrera et al. (2013)のマルハナパチは、おそらく匂いを

手がかりに花を選んでいたと推察される。訪花者に存在

を悟られたくない微生物は、その代謝において揮発性物

質の合成をできるだけ控える必要がある。ただしこの方

法は、匂い以外の手がかりを用いた回避までは防げない:

たとえば空間学習に優れたハチドリやマルハナパチは、

質の低い株の位置を徐々に覚えることで、微生物入りの

キ朱を避けることができるだろうし (Cartar2004 ; Hurly 

1996 ; Makino and Sakai 2007 ;牧野 2009)、空間学習が得

意ではない送粉者も、採餌している植物種に微生物が広

まっている(質が低下している)ことを学習すれば、採

餌対象を他の花種に切りかえるだろう。匂いの抑制が効

果を発揮するのは、経験の浅い送粉者個体が次々と供給

されるような場面に限られるのかもしれない。

微生物を交えた相互作用 3:

利害の一致がもたらす協力関係の進化

通常の盗蜜者とは異なり、植物と微生物の思惑は送粉

者の誘引という点において一致している。そのためであ

1
 

1
 

1
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ろう、両者の対立ではなく「協力」を強く示唆する例が

ふたつ知られている。ひとつはアルコール発酵による送

粉者の誘引である。 Wienset al. (2008) は、ブルタゴヤ

シ (Eugeissonatristis)の花蜜が、平均で 0.6%、最大で 3.8%

のアルコールを含むことを報告している。ブルタゴヤシ

の花からは酵母が見つかっており、アルコールはその発

酵によるものと推察される。このアルコール入りの蜜を

目当てに花を訪れるのは、ハネオツパイ (Ptilocercus

lowii) をはじめとする小型晴乳類だった。彼らが酔った

素振りを見せないこと、体毛から高濃度のアルコール代

謝産物が見つかっていることから、すみやかにアルコー

ルを分解していることが示唆される。彼らが飲酒の心地

よさを目的としているのか、中毒を起こしているのか、

それともアルコールを分解できる動物のみに利用を許さ

れた、競争率の低い資源を目当てにしているのかは不明

だが、いずれにしても酵母と植物が協力して送粉者を誘

引している例だと考えられる。

協力関係を示唆するもうひとつの例は熱の生産である。

低温は送粉者の動きを制限することから、熱を報酬とし

て送粉者を誘引する植物の存在が、とくに早春の植物で

知られている。たとえばフクジュソウ (Adonisramosa) 

などは、つやのある花弁がパラボラアンテナの役目を果

たして日光を集め、花の中心を温めているし (Kevan

1975 ; Kudo 1995)、ザゼンソウ (Symplocarpusfoetidus) 

はミトコンドリアの活動により雪を溶かすほどの膨大な

熱を発する (Ito-Inabaet al. 2009 ; Seymour 2004)。この集

光と発熱につづく第三のメカニズムとして微生物による

代謝を提示したのが Herreraand Pozo (2010)である。彼

らは Helleborusfoetidusの花蜜に酵母を付加すると蜜線の

温度が外気よりも最大で 6
0

Cも上昇することを明らかに

した。この温度上昇が送粉者の訪問を本当に促進するの

かどうかは今後の課題として残されているが、たとえば

マルハナパチは花の温度を色と関連づけて学習し、温度

の高い花を好んで訪れることがわかっており (Oyeret al. 

2006)、酵母による熱も送粉者に向けた重要な報酬として

機能している可能性は高い。なお、熱の生産には減数分

裂の安定的な進行の保障や、花粉管の伸長促進などの、

送粉者の誘引とは別の機能も提案されている (Thi巴net al. 

2009)。微生物はこうした面でも植物を助けているかもし

れない。

協力関係を強く示唆する例は現時点では以上である。

しかしこの他にも、たとえば酵母が生産する揮発性物質

(Goodrich et al. 2006 ; Pozo et al. 2009)が送粉者の誘引に

貢献する可能性がしばしば言及されているし、微生物が
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送粉者にとって有用な栄養素を生産している可能性や、

微生物自体が送粉者の栄養になる可能性も否定できない。

また、 Mansonet al. (2007) は、毒を含む蜜 (Adler2000) 

を利用するために、送粉者が微生物の代謝能力を蜜の「毒

消し」として用いている可能性について触れている。酵

母入りの花を好んだマルハナパチ (Herreraet al. 2013)の

背景には、そうした理由が隠されているかもしれない。

協力の進化はどのような条件で起こるのだろうか。こ

の問題を解く鍵のひとつは「誘引したい送粉者種」をめ

ぐる植物と微生物の対立かもしれない。送粉者の種類に

よって微生物の運ばれやすさが変わることが Cantoet 

al. (2008) の結果から示唆されている。微生物にとって

は当然、自分を運んでくれる送粉者を誘引したいが、そ

うした送粉者が必ずしも効率よく花粉を運ぶとは限らな

い。事実、送受粉への貢献度は送粉者の種によって異な

ることがある (Sakamotoet al. 2012 ; Wilson and Thomson 

1991)。好ましい送粉者が異なる状況では、協力関係の進

化は起こりにくそうだ。

送粉者の専攻性や定花性も重要なポイントとなるだろ

う。植物は同じ植物種と花粉をやりとりする必要がある・

異種に花粉が届けば無駄になるし、異種の花粉を受け取

ると、柱頭が塞がれた面積だけ同種の花粉を受け取れな

くなってしまう。ゆえに確実に同種と交配できるよう、

誠実な送粉者を確保しつつ、浮気者の訪問はお断りした

いのが一般的な植物の立場である。この事情が微生物で

は少々異なる。本総説で、常連と称した、多様な植物種で

生活できるタイプの微生物からすれば、同種だけではな

く、様々な植物種にも運ばれたいのではないだろうか。

花から得られる報酬が少ないと他種の花に浮気する送粉

者の行動 (Chittkaet al. 1997) を考えると、微生物による

蜜の消費は、他種の花に運ばれるという目的の達成に効

果的だろう。他にも、たとえば蜜の成分や香りを浮気者

の好みに合うよう改変する、といった手段も考えられる。

多くの微生物種が単一の植物種でしか検出されていな

いことや、植物の種によって微生物群集が異なる例

(Alvarez-Perez and Herrera 2013 ; Fridman et al. 2012) につ

いては先に述べた。植物種に固有の三次代謝産物などに

それぞれの微生物が適応しているのであれば、微生物と

しても植物と同様に、同種の花に運んで、もらうのが好ま

しい。このとき、たとえばほほウツギ (Deutziacrenata) 

の花しか利用しないウツギノヒメハナパチ (Andrena

prostomias)のように高い専攻性をもっ送粉者にたよれば、

確実に同種の蜜に辿り着くことができる。協力関係の進化

は、種間関係が緊密な系で、起こりやすいのかもしれない。



蜜内微生物が変える植物一送粉者相互作用

おわりに

近年報告が相次ぐ蜜内微生物に関する研究を整理し、

彼らが植物と送粉者の相互作用に与える影響について私

たちの見解を交えながら解説してきた。様々な可能性に

言及してきたことからもわかるように、魅力的な事柄を

ふんだんに紹介しでもなお、蜜内の微生物についてはわ

からないことばかりである。たとえば、微生物の存在が

送粉者の訪問頻度を本当に下げるのかという、肝心な部

分については未だに確証が得られていない。また、基礎

的な情報のひとつである「ある微生物種がどのように花

から花へと広まり、どの植物種を経由しながらシーズン

を過ごし、どの冬眠場所に落ち着くのか」という種ごと

の生活史をとっても、断片的にしか見えていない状況で

ある。植物の種によって微生物群集が異なる例や、常連

とそうではない微生物の存在から、微生物がその生活史

や生理学的性質において、種ごとに異なる特性を持って

いることが示唆される。今後その詳細が明らかになる過

程で、先住効果や協力関係の進化のように興味深く、かつ、

私たちが思いもしないような相互作用が姿を現すかもし

れない。そうした可能性だけではなく、微生物を起点と

して研究を様々な方面(花の形態・寿命・蜜分泌スケジ

ュールといった植物形質の進化、訪花者すら害する毒入

りの蜜の謎、群集の構築過程、裏切り者や協力関係の進

化など)に展開できることも、蜜内微生物の魅力にあげ

られる。微生物を交えた植物一送粉者相互作用を、一般

的な盗蜜者が介入する系や、菌根菌をはじめとする他の

植物一微生物系など、この世に存在する様々な相互作用

系と比較し、共通点や差異を検討ーすることで私たちは、

第三者が介入する生物間相互作用と、その結果もたらさ

れる進化的・生態的な現象について、より深く理解するこ

とができるだろう。拙稿がその一助となれば幸いで、ある。
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