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1.はじめに 

 BVOC（Biogenic Volatile Organic Compounds）とは、植物が大気中に放出する揮発性有機化合

物のことである。BVOC は、昆虫の様な植物を利用する生物に対してシグナル物質として機能

することで、生物間相互作用の橋渡しをしている（塩尻 2020，2021）。一般的には“香り”と言

い換えれば馴染みが深いだろう。最近の研究によって、大気中濃度の増大が懸念される対流圏

（地表付近）オゾンは、BVOC を介した生物間相互作用を妨げる環境攪乱物質としての作用を

持つことが指摘された（Fuentus ら 2013；Masui ら 2020；小池・増井 2021）。同時期に造成さ

れたシラカンバの街路樹の虫害が都心で目立ってきたが、その虫害の原因が大気環境を介する

ことに気づいた。そこでこれら一連の流れを踏まえ（増井ら 2019）、ハンノキハムシの応答を

中心に紹介する。 

街路樹にも多用されるシラカンバは、北海道大学構内においても緑を提供する重要な緑資源

である。6 月初めには緑が保たれていたが、7 月中旬までに樹冠が茶色に変わった。樹冠下を見

ると糞があり、恐らく虫害が原因であることが推測できた。発生の理由を森林病理学で言う発

 
図 1．発病(虫害発生)のトライアングル(小池ら

2021) 

誘因(⼤気環境)

素因(樹体応答) 原因（ハムシ類）

⾷害

 
図 2. ハンノキハムシの生活史とオゾン付
加環境と対照におけるシラカンバの落葉 
(Sakikawa ら 2016 から改作) 
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病（＝虫害の発生）のトライアングルから考える（図 1）と、虫害の原因はハンノキハムシを

中心とした食害である。その誘因は、都市内の交通量増加による汚染物質の増加をはじめとす

る大気環境の変化である。 

そして、素因は 1) 樹体の汚染物質による防御能力の低下と 2) 植食者（＝害虫：ハンノキハ

ムシ）の嗜好性に依存すると考えられてきた。1）に関しては、高オゾン（約 70 ppb）区と対照

区（通常大気；約 30 ppb）で生育したシラカンバ葉を供試し、強制摂食試験（特定の処理区の

葉のみを供試する）と選択摂食試験（複数の処理区の葉から選択させる）を行った（Agathkleous

ら 2017）。これらの試験において成虫による葉の食害量を調査した結果、高オゾン区の葉がよ

り好まれることが明らかとなった。さらに、ハンノキハムシの成長を阻害すると考えられる葉

の防御物質量を調べた結果、高オゾン区で生育した葉は、その葉内含有量が対照区と比較して

著しく低下していた。研究室で 11 年間行っていた CO2 付加実験では植物への正負の影響が各

種で確認されたのに対し（Koike ら 2015）、オゾン付加による影響は光合成機能の抑制（伊豆田

2020）以外は特になく、比較的単純であることを予測していた。しかし、落葉のタイミングが

対照区の 7 月中旬からオゾン区では 10 月以降まで鈍化するなど（図 2；Sakikawa ら 2016）、葉

自体の被食防衛能力だけでは、虫害の評価は出来なかった。もちろん、早期落葉は虫害拡大を

回避するため自ら傷害を受けた葉を落葉させることは知られている（小池ら 2021)。 

さらに素因からは、葉の炭素骨格の防御物質量は低下しているため、オゾン区の食害量が増

えるはずである。このため、検討事項の 2）ハンノキハムシはカバノキ科を主に食害する狹食

者なので、“餌の魅力”を植食者が認識できているか、を調べる必要がある。政府の進めるグリ

ーンインフラへの貢献として、大都市周辺での緑地の機能を高めるために、多種の餌資源の“魅

力”を BVOC の視点から評価した。本稿では、BVOC と虫害との関連を Masui ら(2021a,b)、望

月・谷(2020)と Tani･Mochizuki(2021)を基礎に考察する。 

 

2．材料と方法 

本試験では、食害対象の樹種群（樹種群 A）と非対象樹種群（樹種群 B）の 2 グループを設定し

た。樹種群 A にはカバノキ科のシラカンバ（Betula platyphylla var. japonica）、ヤマハンノキ(Alnus 

hirsuta var. sibirica)、ハンノキ(Alnus japonica)の 3 樹種を選

定した。一方、野外のシラカンバ群落内においてすらハン

ノキハムシによる食害が発生していないことから、クワ科

ヤマグワ(Morus australis)、バラ科ナナカマド(Sorbus 

commixta)の 2 樹種を非食害対象樹種（樹種群 B）として選

定した。各樹種サンプル数は 5 個体とした。 

なお、食害による誘導防御としての BVOC 放出を避ける

ため（塩尻 2021，Masui ら 2021b）、特に樹種群 A は食害

影響の少ない無加温のガラス温室内で管理した。各樹種の

陽樹冠の尖端から 60～80 cm 長のシュートを採取し、脱気

水を満たしたボトルへ漬け、水中で 2 度切りして水分状態

を保持した（Koike 1986)。その後、農学研究院の人工気象

図 3．Y 字菅試験装置 
（Masui ら 2020 から作成） 
検体の資格情報を遮るため、目隠し布
を用意して、香りの含まれる空気の流
れを与えた．
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室へ搬入した。 

 

2.1. BVOC の誘因性検定：Y字管試験 

自作の Y 字管試験装置（図 3）によって、各樹種の BVOC に関してハンノキハムシに対する誘因

性を検定した（増井ら 2019, Masui ら 2021b）。実験に供試するため、ハンノキハムシ成虫を北海道

大学北方生物圏フィールド科学センター札幌研究林の実験苗畑のシラカンバから採集した。また、

試験個体は 2 時間以上の絶食時間を設けてから Y 字菅試験に供した。検定完了個体数は各試験で

30 個体とし、詳細は先行研究（Masui ら 2020）に習った。本研究では、ハンノキハムシの生活史

から、5 月頃に出現する越冬した成虫（第一世代）と、8 月頃から現れる成虫（第二世代）（図 2）

を対象として各樹種の BVOC に対する嗜好性を調べた。また、統計解析には二項検定（理論分布

0.5：0.5）を用いた（Masui ら 2020、2021b）。 

 

2.2．BVOC の測定と解析 

BVOC 測定は枝チャンバー法（図 4）を採用し、各個体 30 分間

測定×2 サンプル捕集した。サンプルは熱脱着装置（Turbo Matrix 

ATD 650, Perkin Elmer Instruments, USA）付きガスクロマトグ

ラフィー質量分析計（GCMS-QP2010、島津、京都）を用いて定性

及び定量分析を行い、各樹種における各成分の放出比率を算出し

た。各樹種における BVOC の季節間差と樹種間の BVOC の類似

性に関して、ノンパラメトリックの多変量解析（PERM-ANOVA）

及び非計量多次元尺度法（NMDS）によって解析した（Masui ら

2021b）。 

 

結果と考察 

Y 字管を用いた BVOC 選好性試験の結果、6 月、9 月ともにハンノキハムシは樹種群 A（ハン

ノキ類 2 樹種とシラカンバ）からの BVOC を選好する傾向が明らかになった（誘因；図 1）。こ

れに対して、樹種群 B（ヤマグワ、ナナカマド）では、6、9 月ともに誘因性も忌避性も見られな

かった（図 5）。 

図 4．枝チャンバー法 
（Masui ら 2020 から作成）
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各樹種の季節間の類似度を検定（PERM･ANOVA）した結果、いずれの樹種においても BVOC

の放出組成の変化が認められた。植物種―昆虫種間の研究事例においては、「特有成分の放出が宿

主探索を決定づける」ことは極めて少なく、複数の成分から成る組成全体の差異が重要であること

が示唆されている (Bolter ら 1997, Šimpraga ら 2016) 。本試験における各樹種の BVOC 組成に

関する類似度の比較（Pairwise-PERM･ANOVA）からは、樹種群 A 内でシラカンバが他樹種と明

らかに異なる組成を示したものの、ハンノキ属内では、いずれの季節においても BVOC の組成に

類似性が認められた（図 6）。一方、樹種群Ｂは樹種群Ａのいずれの樹種とも BVOC の組成に類

似性は認められなかった。したがって、ハンノキハムシは樹種群Ａを明らかに選好しているもの

の、樹種群Ａ内でも複数の BVOC 組成に対する選好性を持っていると考えられた。例えば、本試

験の結果からは、ハンノキハムシはシラカンバとハンノキ類（ハンノキ、ヤマハンノキ）の、最低

でも 2 グループの BVOC 組成に対して選好性を示した。今後、同属内（ハンノキ属など）の測定

樹種を増やすことによって、共通する放出比率の絞り込みを進めていくことが期待される。 

最後に、虫害の発生に伴う害虫誘引の二次効果に関して述べる。本研究では食害影響を排除した

虫害開始段階での誘因性を検証したが、野外では食害後応答としての BVOC 放出が想定される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5. 6 月と 9 月の Y 字管試験による宿主と非宿主樹における誘引効果 
BVOC は樹木葉の香りを意味し、対照は通常の空気を表す（Masui ら 2021b） 

 
図 6．ノンパラメトリック(n-)・多次元尺度法の 6 月と 9 月のデータに基づく分布図 
s2: s2: cis-3-hexen-1-ol, s5: camphene. s6: sabinene, s7: β-pinene, s8: (3E)-3-hexenyl acetate, s14: β-phellandrenes, 
s16: cis-β-ocimene, s20: β-linalool, s21: geranyl nitrile, s23: methyl salicylate, s26: β-bourbonene. s27: β-
caryophyllene. 太い文字は 6月と 9月に共通する．ストレス値（6月 0.074、9 月 0．064）．（Masui ら 2012b から作成） 
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(Copolovici ら 2010)。実際に特定のハムシが食害後の同一植物種への応答頻度が高くなる事例が

報告されている(Copolovici ら 2010)。9 月の調査では、樹種群 A の食害前後で(Z)-ocimene, β-

linalool 等の O3と反応性の高い成分の放出が絶対量・比率ともに増加していた（Masui ら, 未発

表）。これら O3反応性の高い成分群が鍵となっている場合、食害の継続する対照区と O3区で食

害差が拡大していく可能性がある。したがって、今後、食害影響や季節的変化も含めた BVOC 放

出と、これらの変化に対するハンノキハムシの応答を見ていくことが必要である。 

 また、BVOC は人為起源の揮発性有機化合物（AVOC）と同様にオゾンの前駆物質の 1 つとし

て機能する。したがって、特に都心での樹林地造成樹種においては、その放出量がわずかであ

っても、樹種ごとの BVOC の放出の多寡（望月･谷 2020；Tani･Mochizuki 2021）を考慮したう

えで、その土地に適した樹種を選定する必要がある。 

 

５. まとめ 

 樹種特有と思われる BVOC のハンノキハムシの誘引効果を Y 字管試験で調べた結果、少な

くとも狹食者であるハンノキハムシが、主な餌（＝宿主）であるカバノキ科樹木（シラカンバ

とハンノキ類２種）から放出される BVOC を手がかりにしている事は明確になった。一方で、

宿主ではないヤマグワとナナカマドには誘因性は認められなかった。本研究で行った BVOC の

類似性の解析からは、ハンノキ類２種では極めて類似した傾向があったが、6 月、9 月ともにシ

ラカンバは明らかに異なる組成を示した。このように、BVOC を介する昆虫―宿主直物の関係

は、放出される BVOC の季節性、類似性、オゾンへの感受性に大きく依存することが推察され

る（塩尻 2020，2021）。したがって、緑地造成において虫害による被害を抑えたい場合、今後

は、特に、これらの要因を考慮に入れておくことが望まれる。 
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