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毎年同じ書き出しですが、もう師走です。今

年は本当にもう師走かという感じです。例年に

ない仕事を2件確保しましたので、それらの業

務をこなしているうちに、あっという間に師走

の声が聞こえてきたという感じです。12月に会

議が2件あり、それをこなすと一段落ですが、

クリスマス、年末、お正月が目の前ということ

になります。 

11月は、急に寒くなってコートが登場という

日がありましたが、昼間の気温は概して高かっ

たように思います。朝晩はそれなりに冷えまし

たので、例年並みの時期に紅葉が見られたよう

に思います。例年並みと言っても、2005年の

異常気象レポートにあったようにカエデの紅

葉の時期は50年で15.2日も遅くなっています。 

テニスの錦織選手は、ATPファイナルの予選

リーグを突破して、準決勝まで進みました。ジ

ョコビッチ選手に対して1セットはとりました

が、最終セットの第1ゲームのブレークチャン

スをものにできず、敗退しました。やはり、チ

ャンスについ力が入ってしまったのでしょう

ね。本当にちょっとしたことで流れが変わって

しまいますので、不思議なものです。来年の錦

織選手がさらにランクをあげることができる

か楽しみです。 

大相撲では、白鵬が32回目の優勝を遂げ、大

鵬の記録と並びました。大鵬が自分と似ている

と言ってかわいがっていたということですが、

モンゴル力士の歴代・現役の横綱の中では人格

的にも最もしっかりし

た力士のように見受け

られ、好感を持てます。

白鵬の力が衰えないか

ぎり、まだまだ優勝回数

を積み上げそうですね。 

11月の業務報告で、男

子フィギュアスケート

では、羽生選手の独断場

ではないかと書きましたが、中国大会での予想

もしていなかった練習中の衝突事故がありま

した。無理して滑り、それでも2位に入りまし

た。羽生選手自身が、一つ間違えば大けがか死

亡事故になったと語っていますので、滑走はも

のすごいスピードなのでしょうね。NHK杯も

無理を押しての出場でしたが、4位にとどまり、

どうにかグランプリ・ファイナルに出場できる

ことになりました。体調を整えて、精神面も克

服して、活躍してほしいものです。 

グランプリ・ファイナルには、町田選手、無

良選手も出場しますので、男子は3選手の出場

ということになります。これにNHK杯で優勝

した村上選手が浮上してきましたので、今後の

出場枠をめぐって激戦が繰り広げられそうで

すね。一方、女子は、グランプリ・ファイナル

には出場者なしになってしまいましたので、浅

田選手や鈴木選手が抜けた穴が埋められない

ようですね。 

12月1日から、ペルーのリマでCOP20／

CMP9が開催されます。北京で開催された

APECの際の米中首脳会談で温室効果ガスの

削減目標を設定することが合意されましたの

で、COP20では大きな進展が見られるのでは

ないかと期待されます。一方、日本は、エネル

ギーミックスが決まらないために低い目標値

しか出せずにいますので、またまた乗り遅れる

のかと心配になります。 

11月6日に、環境研究総合推進費の平成27年

度新規課題の公募が締め切られました。それと

同時に事前評価のプロセスが始まり、現在書面

審査をお願いしているところです。来年の1月

中旬から2月上旬にかけて新規課題採択のため

の研究部会などが開催されます。 

CO2排出削減対策強化誘導型技術開発・実証

事業は、11月に評価委員会が開かれ、重点課題

等が検討されました。平成27年度新規課題の公

募は、年明けです。 
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制度評価支援業務は、12月中旬に開催予定の

専門部会に向けて制度評価のための各種情報

のとりまとめを行っているところです。 

追跡評価業務は、12月上旬に第1回委員会を開

催する予定で、アンケート調査が始まります。 

引き続き、みなさまのご指導・ご支援のほど、

よろしくお願いいたします。

 

 

 

 

 

 

ニルスの不思議な旅というお話をご存じの方

は多いと思う。スウェーデンの女性作家セルマ・

ラーゲルレーヴという人が書いた、児童文学の傑

作である。怠け者で乱暴なニルス少年は、たまた

ま見つけて捕まえようとした妖精に逆に小人に

変えられてしまい、ガチョウのモルテンとともに、

ガンの群れに混じって、北欧を旅しながら、様々

な試練を乗り越え、成長をして我が家に戻るとい

うお話である。ここで登場するガンの群れの隊長

はアッカというメスである。メスを隊長にしたこ

とは、作家が女性だったからかも知れないが、な

かなかうまい設定だと思う。ニルスといういたず

ら者を育てて行くには、むしろ母親的女性の視点

が重要なのかも知れない。ニルスの相棒は、モル

テンというガチョウ、家禽である。ガチョウのモ

ルテンは、上空を飛ぶガンの群れに憧れるが、ガ

ンたちは、ガチョウなどは、人に飼われたナマケ

モノであるとして、馬鹿にするわけである。悔し

かったら俺たちみたいに飛んでみろとはやされ、

モルテンはついに牧場から飛び立ってしまう。こ

れを止めようとした、ニルスも一緒に上空に…。

ということで、長い旅が始まるわけである。 

ガチョウというのは、ヨーロッパではハイイロ

ガン、中国ではシナガンを改良して家禽化したも

のだそうだ。ニルスの世界はスウェーデンなので、

おそらくここに登場するガンの群れはハイイロ

ガンということになるのだろう。 

ガンの仲間は、温帯地域では、北方から冬に飛

来し、春には北に帰って行く渡り鳥として古くか

ら知られ、文学などにも数多く取り上げられてい

る。鈎になり棹になり、群れをなして渡っていく

ガンを眺めて、人々は遠い国を夢見たのかも知れ

ない。 

渡り鳥は、なぜあんなに苦労して、遠くまで渡

っていくのだろうか。これには、大きな理由があ

るといわれている。それは、北の国は、冬は大変

に厳しい世界であるが、夏の間は、日も長く、自

然界の生産力が非常に高くなることにある。それ

も、非常に短期間に集中するのである。私は一度、

夏のシベリアにいったことがあるが、そこは、猛

烈な暑さと蚊などの虫がそれこそ雲霞のごとく

群れ飛んでいる世界である。7月から 8月にかけ

て、昼間は 37℃近くになり、雨はほとんど降ら

ない。蚊よけのネットをかぶらなかったら、蚊に

邪魔されてメモもとれないほどである。それに対

して、マレーシアやインドネシアなどの熱帯林で

は、確かに多くの種類の植物や昆虫が住んでいる

のだが、それは、1年中少しずつ生まれているた

め、一度に沢山捕らえるのは大変なのである。 

多くの小鳥類は、子育ての間は、ほとんど昆虫

をエサとして与えている。そのため、ツンドラや

ラップランドなどは、非常にエサを集めやすい場

所になるのである。しかも、冬が厳しいので、鳥

たちにとって恐ろしい天敵である捕食性のキツ

ネなどもそれほど多くない。ガンなどの水鳥も水

草や小魚などをエサにしているが、これらも夏の

間は集中的に成長するのである。 

鳥は、羽を持っており、大空を飛ぶことができ

るため、長距離を移動することができる。その利

点を生かす方法として、渡りというものが生まれ

たのであろう。 

最近、国際ダニ学会というものに参加してきた。 
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「なんだって、そんな冗談みたいな学会があるわ

けない」という声が聞こえそうであるが、実際に

国際ダニ学会というものが4年に1度開催されて

いる。今年は我が国で初めて開催され、世界から

300人以上のダニ研究者が訪れた。実は、ダニと

いうのは、農業害虫として重要であり、人間の病

気を媒介したり、アレルゲンとなったり、畜産に

害を与えたりと様々なことで人間界と関わって

おり、世界中に多くの研究者がいるのである。も

ちろん、そのうちの多くはただダニが大好きで研

究しているというのは、どの世界でも同じである。 

さて、その中で、大変おもしろい発表があった

ので、ここで紹介しよう。 

それは、ロシアから参加したナタリア・レヴェ

ドワという女性研究者の発表であった。現在、世

界的に温暖化が進行しており、北極海の氷がどん

どん溶けて、小さくなっていることは、このニュ

ースの読者ならご存じだろう。そのため、これま

で氷の閉ざされていた北極海の島に、夏の間、土

が現れるようになったのである。つまり、火山で

新しく島ができたのと同じように、氷の下から、

新しい島が出現したわけである。 

ニルスが旅したスウェーデンの北、400キロ付

近に、スバールバル諸島というのがあり、一番大

きなスピッツベルゲン島を除くと、人が住んでい

ない氷の世界であった。この状態は、少なくとも

数万年は続いていただろうといわれている。ここ

が近年、温暖化によって、次々に姿を現してきた

わけである。そこで、その新しく出現した土地に、

どのような生き物が移住してくるのかを調べた

わけである。羽がある昆虫や鳥などは、早くやっ

てくることは予想できたが、空を飛べないはずの

ダニやトビ

ムシなど、

小さな羽の

ない虫たち

も、どんど

ん増えてき

たのである。 

これは、

どうしたわけであろうかと、研究者は首をかしげ、

人間が運んだのでないとしたら、何か生き物にく

っついて運ばれてきたものではないか、という仮

説が生まれた。 

そこで、スバールバル諸島に渡ってくる、渡り

鳥の体を調べることにしたのである。この島に渡

ってくる主要な渡り鳥としては、ユキホオジロと

カオジロガンである。そこで、春先に、渡ってき

たユキホオジロとカオジロガンを捕まえ、首だけ

出して袋に入れ、落ちてくる虫を調べたのである。 

その結果や如何に。なんと、予想より遙かに多

くの種類と数のササラダニやトビムシが採れた

のである。これは、どう考えても、偶然に付着し

たという可能性を遙かに凌駕しており、明らかに、

意図的に乗り移ったとしか思えないのである。そ

のなかでも、土の中に生息しているササラダニの

仲間が多く 10種も採れたのである。 

今回の調査で対象にした、カオジロガンとユキ

ホオジロは、南西ヨーロッパやスコットランドで

越冬し、スバールバル諸島に早秋に渡ってきて、

繁殖をしているそうである。つまり、ヨーロッパ

やスコットランドから、ガンやホオジロをヒッチ

ハイクして、延々1,000キロあまりを旅している

可能性があるわけである。風で飛ばされる場合は、

上空の冷気や乾燥によって死滅してしまう確率

が高いが、暖かい羽毛に包まれておれば、まこと

に快適な旅行といわねばなるまい。 

ところで、こうやって無事に新天地にたどり着

いたとしても、一度にそれほど多数の同じ種類の

ササラダニが移動するわけではないので、もしも

行った先に結婚する相手がまだいなかったら、困

ってしまわないのだろうか。実は、そういうこと

もあろうかと、ササラダニの多くの種類はメスし

かいなくて、交尾をせずに単為生殖で子孫を残す

ユキホオジロ 

ニルスのようにササラダニを運ぶカオジロガン（もちろ

んダニは、実際は 1 ミリ以下なので目には見えない） 
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ことができるのである。これなら、新天地に移動

しても、たった１匹から、数を増やしていけるわ

けだ。 

最近の新聞記事に、渡り鳥からインフルエンザ

が検出されたとのニュースがあったが、北の国か

ら冬のたよりを持ってくるガンやカモなどの渡

り鳥たちは、様々な生き物も背負ってやってきて

いることを忘れてはならない。ニルスは、最後に

はよい子になって家に帰ってきたが、さてダニた

ちは・・・・・。 

 

 

 

 

 

 

＜自然共生型社会部会（第 4部会）＞ 

 

自然共生型社会部会は、生物多様性の確保、国土・

水・自然資源の持続的な保全と利用に係わる研究開

発等を対象とする分野で、今回、新規研究課題 6課

題を紹介します。これらの研究内容の詳細について

は、環境省の環境研究・情報総合サイト

（http://www.env.go.jp/policy/kenkyu/suishin/kad

ai/new_project/h26_new_project.htm）に掲載され

ていますので、そちらもぜひご参照ください。

 

◎4-1401：特定外来生物の重点的防除対策のための手法開発（H26～28年度）  

研究代表者：五箇 公一（(独)国立環境研究所）  
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アルゼンチンアリ等の非意図的外来生物の分布が

拡大傾向にあり、移送資材の検疫強化および検疫処

理体制の構築や、重点的に防除すべき特定外来生物

では根絶のための新規防除手法の開発が急務とされ

る。本研究では、ヒアリなどの非意図的外来生物の

侵入を水際で阻止するための検疫防除手法を開発す

るとともに、知床半島や小笠原諸島などの重要自然

保護地域から緊急に外来生物（グリーンアノール、

マングース）を駆除するために、特に化学的手法を

駆使した革新的防除技術を開発する。得られた情報

をもとに、防除効果・成功確率をモデル推定し、効

率的な防除戦略を立案する。  

得られた成果より優先的に防除すべき外来生物を

確実に根絶もしくは封じ込めする実践的・革新的手

法を完成させ、成功事例を作り出すことにより生物

多様性条約愛知目標 Target9 の目標達成に貢献する。

 

 

◎4-1402:小笠原諸島の自然再生における絶滅危惧種の域内域外統合的保全手法の開発（H26～H28年度）  

研究代表者：川上和人（森林総合研究所）  

 

小笠原諸島は、多数の固有種が進化する生態系の

価値に基づき世界自然遺産に登録された。しかし、

同時に日本で最も多くの絶滅が生じている地域でも

あり、現在も多くの種が絶滅の危機にある。この問

題を解決し、世界遺産の価値を維持するには、適正

な生息地管理を要する。そのためには植栽を含む植

生回復が必要だが、植栽種の遺伝的攪乱への配慮が

必要である。海洋島は独自の進化を遂げた生物相を

持つため、動物についてもそれぞれの種の進化過程

と種間相互作用に応じた手法を適用しなければ、有

効な保全はできない。以上の背景から、特に危機的

な状況にある絶滅危惧種の生息地の維持と管理、域

内保全、域外保全手法を開発・統合し、世界自然遺

産としての価値の保存に寄与する。
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◎4-1403：希少植物・絶滅危惧植物の持続可能な域外保全 ネットワークの構築 （H26～28年度） 

研究代表者： 瀬戸口 浩彰（京都大学）  

 

日本の絶滅危惧種・希少種には、自生地は１カ所

のみ、個体数も一ケタまで減少した種もあり、その

持続的な維持・保全には、自生地集団の保護だけで

なく、域外保全も必要となっている。本研究では、

絶滅危惧植物イスミスズカケ、チチブイワザクラや、

すでに野生絶滅植物アマミアセビなど絶滅危惧Ⅰ

A・ⅠB を対象にして、国内外の域外保全株の個体

情報（遺伝子型や由来、分譲の履歴など）を統合す

るデータベースを構築し、それを元にして全国の「植

物園」を中核にして、域外保全株を施設横断的に管

理するネットワークを構築する。この研究の実施に

よって、環境省や植物園、大学、地方自治体の保全

関係者が用いることが出来るような管理システムを

構築する。そして、将来にわたって、我が国の絶滅

危惧植物が遺伝的多様性の維持と野生復帰を行える

「しくみ」の定着を目指す。

 

 

 

 

◎4-1404:途上国での生物多様性と地域社会の相乗便益を目指したセーフガード策定に関する研究（H26～H28

年度）  

研究代表者：奥田 敏統（広島大学）  

 

本研究では、熱帯林を抱える途上国の農村社会の

地域便益と生物多様性に着目し、両者の相乗効果（便

益）を醸成するためにはどのような施策が必要か－

という問いに対して、定量的評価が可能な「基準・

指標」を抽出し「循環型社会形成のための独自のセ

ーフガード」を提案することを目的とする。研究対

象は、未だ森林減少が緩和しないミャンマーとし、

同国内のガバナンスの異なる幾つかのサイトを選定

する。その上でこれらサイトでの要因（森林面積減

少率、世帯収入、住民による生態系再生活動、土地

生産力等）とガバナンスとの関係を明らかにし、生

物多様性保全による自律的再生能力が地域社会の長

期的な便益に対してどのような影響力を持ちうるか

について調査・分析を行うことを目標としている。
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◎4-1405： 釧路湿原にて超高密度化状態となったシカの管理を成功させる 戦略と戦術 （H26～28年度） 

研究代表者： 吉田 剛司（酪農学園大学）  

  

国内各地で超高密度化（Hyper Abundant）した

ニホンジカによる生物多様性への影響が懸念され、

個体数管理の取り組みが進んでいる。しかし、シカ

は希少種保全の目的で設置された鳥獣保護区や個体

数管理が困難な生態系に集中し、釧路湿原でも年間

を通じて国立公園内外にシカが超高密度に分布して

いる。湿原でのシカの超高密度化は植生のみならず

生態系物質循環への影響が予測され、

適切な管理下で湿地の機能、資源、

価値を持続的に確保する必要がある。

しかし、湿原でのシカの捕獲は難し

く、タンチョウ等の希少種に影響を

与えない捕獲のための時空間的な要

因解明も課題である。さらに公園利

用者との調整や地域協働によるシカ

管理も緊急を有す。 

本研究では、Iridium 通信型 GPS

発信機によりシカの季節移動と日周

行動を地図化し、シカ‐植生‐土壌

の物質循環に対する生態系影響をシ

カ排除柵によって明確にする。また、

広域のシカ分布・密度構造と植生への影響把握手法

を確立し、北海道庁と周辺市町村による希少種保全

に配慮したシカ管理について提案する。そして、社

会科学の観点から地域協働での湿原の自然再生を目

指す。 終了時には、これらを総括して、釧路湿原に

おいて超高密度化状態となったシカの管理を成功さ

せる戦略と戦術を提案する。
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◎4RF-1402:種内競争を用いた特定外来生物（オオヒキガエル）の駆除法の開発（H26～H28年度）  

研究代表者：原村隆司（京都大学）  

 

生物多様性を脅かす外来種問題は、早急に解決し

なければならない課題の一つである。2010年に採択

された愛知目標では、より実効的な生物多様性の保

全策を実現することが目標とされた。しかし、外来

種をどのように駆除していくのかという具体的な対

策案はまだ少ない。本研究では、石垣島のオオヒキ

ガエルを対象とし、種内競争等を利用した新たな外

来種の駆除法を開発することを目標としている。進

化学的・生態学的手法を利用する本駆除法は、外来

種のみを効率的に集め、しかも在来種に悪影響を与

えることもない。本駆除法の開発により、我が国の

生物多様性国家戦略に寄与するとともに、日本発新

規駆除法として世界の外来種対策にも貢献できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協会ニュースに会員からの投稿を募集中！ 

 

協会会員相互の交流の場として、会員の皆様からご執筆頂いた文章を掲載する「AIRIES 随筆」コーナ

ーを設けております。内容は近況報告、趣味、雑感、研究状況、協会業務の改善の提案等、また、法人会

員の場合には活動の紹介も含め、協会ニュースの１頁程度（約 1,300字程度）を想定しています。 

なお、本協会ニュースは、会員の皆様に配布されると同時に協会のホームページに公開されますので、

ご承知おき下さい。 
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1(土）：環境推進費 アドバイザリーボード（アド）会合に出

席（石巻） 

2(日)：環境推進費 現地視察（気仙沼） 

4(火)：環境推進費 アド会合に出席（仙台）  

温対事業 打合せ（環境省） 

5(水)：温対事業 検討会（EV バス関連） に出席（協会） 

6(木)：環境推進費 アド会合に出席(東京) 

7(金)：森林遺伝育種学会第 3 回大会に参加（東京大学 

弥生講堂アネックス・セイホクギャラリー） 

    温対事業 検討会（2 軸 EtOH）に出席（大阪） 

    会誌編集委員会を開催 

10(月),11(火)：環境推進費 H27新規課題に関する打合せ

（環境省） 

11(火)：環境推進費 アド会合に出席（札幌） 

12(水)：環境推進費 アド会合に出席（埼玉） 

温対事業 第 2 回評価委員会に出席及び開催支

援（アルカディア市ヶ谷） 

13(木)：ブループラネット賞受賞講演会に参加（国連大学） 

     温対事業 検討会（DC グリッド関連）に出席 

     制度評価 打合せ（環境省） 

14(金)：環境推進費 アド会合に出席（東京）,(福岡) 

15(土)：環境推進費 シンポジウム「科学と持続可能な開

発目標」に出席（六本木アカデミーヒルズ） 

17（月)：環境推進費 現地調査（横浜）  

温対事業 検討会（2 段発酵関連）に出席（東京） 

18(火)：環境推進費 H27 新規課題に関する打合せ 

（環境省） 

19（水）：環境推進費 アド会合に出席（東京） 

20（木）：環境推進費 現地調査（札幌） 

21(金)：環境推進費 アド会合に出席（鹿児島） 

 温対事業 検討会（高温消化関連）に出席（大阪） 

21(金),22(土)：環境推進費 公開成果発表会及びアド会

合に出席（三宮研修センター） 

25(火)：環境推進費 アド会合に出席（札幌） 

26(水)：温対事業 検討会（管路水車関連）に出席（滋賀） 

27(木)：環境推進費 アド会合に出席（奈良） 

     環境推進費 テーマリーダー会合に出席（東京） 

     環境推進費 現地調査（松本） 

     温対事業 検討会（WL 充電関連）に出席（川崎） 

28(金)：環境推進費 アド会合に出席（東京） 

     温対事業 検討会（温泉発電関連）に出席（新潟） 

29(土)：日本学術会議講演会に参加（日本学術会議講堂） 

*環境推進費：環境研究総合推進費研究管理・検討事業 

温対事業：CO2 排出削減対策強化誘導型技術開発・実

証事業 

制度評価：環境研究総合推進費制度評価支援（調査分

析）委託業務 
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