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新年あけましておめでとうございます。日本では

政権交代により新しい国のシステムがスタートす

る年であります。ところが我々をとりまく条件は厳

しく、金融問題が世界経済に重くのしかかる状況で

す。一時の危機的状況は脱したようですが根本的に

は何ら解決しておらず、数年は全く気を許せないと

いわれています。一方で中国・インドその他の途上

国の経済発展は著しく、それによる環境問題・資源

問題が深刻になりつつあります。どれも今まで経験

したことのない事態で、如何にこれらに対処すべき

か戸惑っているようにみえます。 
 どうすれば良いか。何かうまい解決法があれば良

いが、世の常としてそう都合の良いものは見つかり

ません。ただ、昔読んだ本に印象に残った言葉があ

りました。それは、河口という僧侶がチベットを旅

行した記録にあります。地図もガイドもない、当時

（明治時代）のチベットは鎖国状態ですから、人と

接触すれば国籍がばれて処刑されかねない。そのよ

うな中で未知の地で無事旅行を続け、仏教のもとを

さぐるという目的を達するのですが、困ったとき、

迷ったときにどうしたか。すべての雑念を捨て、瞑

想座禅に入る。これを「断事観三昧」といっていま

すが、それで誤りなき判断ができたと記しています。

我々は科学的でなければなりませんから、この言葉

そのままを信じるわけにはいきません。しかし重要

なことは、複雑で判断困難のときには、本質は何か

を徹底的につめてみるということです。 
 さて、昨今の経済は大変厳しく、環境対策をとろ

うにもスタート時点の CO2 削減の目標値さえ合意

ができない。しかし絶望することはありません。た

とえば、日本において「何が可能か」を徹底的に検

討する研究があって良い。省

エネルギーに関していえば、

熱力学の法則に反するよう

なものは別ですが、それ以外

なら徹底的に可能性を追求

してみる。車を例にとると、

乗 用 車 で は 実 用 的 に は

10km/ℓ 程度の燃費しかない。さて、エコカーレー

スの記録は燃費数百 km/ℓ で、数十倍の差がありま

す。この巨大な差をどう考えるべきか、その差をど

う克服していくかに大きな研究課題があるといえ

ましょう。一方では現実と理想（理論）の差があま

りない分野もあります。要は、それらを明らかにし

て社会に提示していくということでしょう。 
 ことは環境技術にとどまりません。経済について

は、問題は一層複雑で、解決困難です。しかし考え

てみると、地球上には多くの国があります。その中

で、日本は世界の人口の 2％を占めるにすぎないの

に、経済規模は世界 2～3 位です。この国が困難に

直面しているとは、もし宇宙人が日本を観察したと

したら、「全く信じられない」でしょう。あらゆる

リソースを考慮し、日本において「現在何が可能か」

を検討・研究し、それを日本国民に、世界の人々に

提示すべきでしょう。そして、現状の冷厳な解明・

検討を公にすべきでしょう。それによって、何がギ

ャップを引き起こしているかを明らかにしていく

ことが研究者やアナリストの重要な使命だと思わ

れます。 
本協会はこのようなアクティビティを支援した

いと心より願うものです。 
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新年明けましておめでとうございます。本年もよ

ろしくお願いいたします。 
1 年前とは打って変わって大変短い年末年始の休

みでしたが、いかがお過ごしでしたでしょうか。私

は、休暇をとってかなり長めの年末年始の休みにし

ましたが、歯科や眼科に行ったり、運転免許証の書

き換えを行ったり、我が家では恒例のもちつきや大

掃除をしたりで年末は大変忙しかったように思いま

す。それに加えて、7 年ぶりにパソコンを買い換えた

ので、そのセットアップや古いパソコンからの移行

に四苦八苦したことも忙しさに輪をかけました。 
年末から正月にかけて日々は連続していて、ただ

ただ流れていくだけなのに、12 月 31 日と 1 月 1 日

では気持ちの持ち方が変わってしまうのは不思議で

すね。昨年苦労したいろいろな出来事がすべて清算

されて、新たな出発となるかのような（実際には何

も清算されていないのですが）、何か新鮮な気持ちに

なります。このような気持ちの切り替えが精神衛生

上、大事なのかもしれません。その儀式として年末

年始という知恵が生まれたのでしょうか。 
その新たな年の 初の洗礼が公益法人の事業仕分

けとなるかもしれません。具体的にどのようなこと

が行われるのかよくわかりませんが、一つには公益

法人が受託している事業に目が向けられているよう

です。我われ公益法人の立場からは、随意契約や補

助金、交付金の類であればまだしも、企画競争や総

合評価方式入札、一般競争入札などの競争的な環境

で確保した事業までが、公益法人が受託しているが

ゆえに問題視されるのは割り切れない感じがします。

昨年の事業仕分けその他も含めてですが、世の中が

萎縮し不安定化するような方向

ばかりで、目指すべき新しい

「夢」が見えてこないというの

が実感ではないでしょうか。今

年は、世の中全般が元気を取り

戻すような政策を期待したいと

思います。 
さて、当協会の事業は順調に

進んでいます。正月明け早々には、「平成 21 年度地

方における環境調査研究機能強化調査業務」の入札

があります。総合評価方式の入札ですので、すでに

年末に企画書を提出済みです。この事業は、地方環

境研究所の活性化のための調査・検討を行うもので

す。当協会としては、この入札で 21 年度の応札の打

ち止めです。 
21 年度はさまざまな事業が確保できましたので、

おかげさまで赤字にはならない見込みです。ただ、

実施しなければならない事業内容が 1～3月に集中し

ていますので、大変忙しい年度末になりそうです。 
さらに前回もご報告しましたが、一般社団法人の

申請について、3 月の理事会を経て、5 月の総会で承

認を得ることができるよう準備を進めていきたいと

思います。何故そんなに申請を急ぐのか、いぶかし

む声もありましたが、公益法人を取り巻く情勢が大

変厳しくなっている現状では、早期に一般社団法人

となった方が得策のようですので、早期申請の判断

は間違っていないのではないかと思っています。 
本年も、みなさまのご指導・ご支援のほど、よろ

しくお願いします。 
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今回は、第 3 研究分科会の担当する研究分野およ

び研究課題について紹介します。この分科会の担当

する研究分野は「広域的な生態系保全・再生」です。

気候変動や人間活動により生物多様性や熱帯林が減

少し、砂漠が拡大すると、地球温暖化や気候変動に

つながるとともに、安定した生態系が撹乱されます。

また、生物多様性減少の一因に、外来種の問題など

もあります。 
この第３研究分科会では、地域レベル（東アジア

など）で広範囲に見られる生態系の撹乱、生物多様

性の減少、熱帯林の減少、砂漠の拡大などの原因と

対策に関する研究を対象としています。 
平成 21 年度に第 3 研究分科会で行われている研

究を表－1 に示します。今回は、このうち平成 21
年度から開始された問題対応型研究（E-091、092、
F-091、092、093、094、095）について、その概要

を 2 回に分けて紹介します。ここでの記述は、環境

省の地球環境研究総合推進費ホームページ中の「平

成 21 年度新規採択研究課題の概要」

（http://www.env.go.jp/earth/suishinhi/）をもとに

作成しています。なお、新規革新型研究については、

紙面の都合で別の機会に紹介します。

 
表１ 第 3 研究分科会で実施中の課題 

研究の種別* 課題番号 研究題目
研究代表者
（所属機関）

研究期間 備考

問題対応 E-091
熱帯林の減少に伴う森林劣化の評
価手法の確立と多様性維持

原田　光
愛媛大学農学部

H21～H23 新規

問題対応 E-092
地域住民による生態資源の持続的
利用を通じた湿地林保全手法に関
する研究

田淵　隆一
(独)森林総合研究所

H21～H23 新規

問題対応
F-051
(延長)

脆弱な海洋島をモデルとした外来
種の生物多様性への影響とその緩
和に関する研究

大河内　勇
(独)森林総合研究所

H17～H21

問題対応 F-071
炭素貯留と生物多様性保護の経済
効果を取り込んだ熱帯生産林の持
続的管理に関する研究

北山　兼弘
京都大学生態学研究

センター
H19～H21

問題対応 F-072
トキの野生復帰のための持続可能
な自然再生計画の立案とその社会
的手続き

島谷　幸宏
九州大学工学研究院

H19～H21

問題対応 F-073
土壌生物の多様性と生態系機能に
関する研究

金子　信博
横浜国立大学大学院

H19～H21

問題対応 F-081
非意図的な随伴侵入生物の生態リ
スク評価と対策に関する研究

五箇　公一
（独）国立環境研究所
環境リスク研究セン

ター

H20～H22

問題対応 F-082
SEA-WP海域における広域沿岸生
態系ネットワークと環境負荷評価に
基づく保全戦略

灘岡　和夫
東京工業大学大学院

H20～H22
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研究の種別* 課題番号 研究題目
研究代表者
（所属機関）

研究期間 備考

問題対応 F-083
海洋酸性化の実態把握と微生物構
造・機能への影響評価に関する研
究

濱 健夫
筑波大学生命環境科

学研究科
H20～H22

問題対応 Fa-084
温暖化が大型淡水湖の循環と生態
系に及ぼす影響評価に関する研究

永田 　俊
京都大学生態学研究

センター
H20～H22

問題対応 F-091
絶滅危惧植物の全個体ジェノタイピ
ングに基づく生物多様性保全に関
する研究

井鷺 裕司
京都大学大学院農学

研究科
H21～H23 新規

問題対応 F-092
気候変動に対する森林帯-高山帯
エコトーンの多様性消失の実態とメ
カニズムの解明

工藤　岳
北海道大学大学院

H21～H23 新規

問題対応 F-093
アオコの分布拡大に関する生態・分
子系統地理学的研究

中野 伸一
京都大学生態学研究

センター
H21～H23 新規

問題対応 F-094
水田地帯の生物多様性再生に向け
た自然資本・社会資本の評価と再
生シナリオの提案

夏原　由博
京都大学地球環境学

堂
H21～H23 新規

問題対応 F-095
渡り鳥による希少鳥類に対する新
興感染症リスク評価に関する研究

桑名 貴
(独)国立環境研究所
環境研究基盤技術ラ

ボラトリー

H21～H23 新規

問題対応 G-071
北東アジアの草原地域における砂
漠化防止と生態系サービスの回復
に関する研究

大黒　俊哉
東京大学大学院

H19～H21

革新 RF-086
葉圏菌類の多様性プロファイルに
基づく環境変動評価・予測手法の
開発

升屋　勇人
(独)森林総合研究所
森林微生物研究領域

H20～H21

革新 RF-097
藻場の生態系サービスの経済的価
値評価：魚類生産の「原単位」から
「日本一」をさぐる

小路　淳
広島大学大学院

H21～H22 新規

革新 RF-098
南西諸島のマングースの水銀濃縮
解明に関する研究

渡邉　泉
東京農工大学大学院

H21～H22 新規

 

*・戦略（戦略的研究開発領域）：わが国が国際的に先駆けて重点化して進める大規模な研究プロジェクト。環

境省が大枠を示して応募された課題によりプロジェクトを構成するもので、研究期間は第Ｉ期 3 年、（審査通

過後）第II期 2年。予算は年間1～数億円。 

・問題対応（地球環境問題対応型研究領域）：地球環境問題の解決に資する研究課題。研究期間は3年であり、各

年度数千万円規模の予算。 

・革新（地球環境研究革新型研究領域）：若手研究者を対象とした募集枠であり、研究期間は 1～2 年、予算の上

限は年間1千万円。 

◎ Ｅ-091：熱帯林の減少に伴う森林劣化の評価手法の確立と多様性維持 

研究代表者：原田 光（愛媛大学） 

 
生物多様性のホットスポットの多くは熱帯域に存

在します。これらの地域では、森林の減少率が著し

く、多様性の減少からくる地球環境への悪影響が懸

念されています。 

本研究課題では、これまで研究されることの少な

かった遺伝的多様性と生態系の多様性、およびその

関連性に焦点をあて、これをべ－スとした森林劣化

指標を見出し、その実効性を検証することによって
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地球環境の改善に役立てようとするものです。 

 遺伝的多様性に関しては東南アジア一帯の地域集

団、広域集団および希少種、絶滅危慎種について遺

伝的多様性の有り様を明らかにします。また、生態

系多様性に関してはサラワク州ランピル国立公園の

天然林と周辺残存林のフタバガキ科樹木個体群を対

象に、繁殖構造の違いがどのように遺伝的な脆弱性

と関連するのかを明らかにするとともに、土壌微生

物を用いた森林劣化指標の開発を行います。さらに、

造林樹種と希少種・絶滅危倶種について多様性維持

のための造林手法の開発を行います。 

これにより生物多様性の維持、創出機構に関する

理解が深まり、熱帯域の森林を保全に資する技術改

革に役立てることができます。 

本研究の研究フローを図－1 に示します。 

 

 

図 1 研究のフロー図（Ｅ-091）
 

◎ Ｅ-092：地域住民による生態資源の持続的利用を通じた湿地林保全手法に関する研究 

研究代表者：田淵 隆一（(独)森林総合研究所） 

 
各地で熱帯林の減少が進んでいます。このような

深刻な減少傾向の中でもわずかながら地域住民によ

り保全されている森林が随所に残されています。特

にマングローブ林や河畔湿地林など、奥地の森では

なく、住民が持続的に資源を利用している身近な湿

地林にそのような保全例が多くみられます。 

本研究では、森林破壊が進んだ東南アジア、中で

もこの半世紀の間に、国土面積に占める森林の割合
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が50％台から20％弱にまで激減したタイを中心に、

その減少傾向の中で、地域住民により管理・保全さ

れている身近な湿地林に着目し、湿地林がどのよう

な生態資源をどれだけ住民に提供し、住民はそれを

どのように利用することで林を保全してきたのかを

明らかにします。さらに、ここ約半世紀間の激しい

社会・経済変化下での農地、養魚池や村落等への転

換などにより減少しつつある湿地林と住民との動的

な関係を理解することで、行政機関が地域住民によ

る森林管理・保全を政策化する際の問題点と解決策、

導入などに必要な条件の提示を試みます。 

湿地林の「恵み」とその「賢い利用」に関する自

然科学、社会科学両面の具体的データを提供し、住

民による湿地林管理の具体的利点と必要な行政機関

の役割を提示することは、近年重要な国際的議題と

なってきた「森林減少抑止による温暖化ガス排出削

減（REDD）」が求める森林破壊の抑制を促進する

うえでも、熱帯林保全をすすめる我が国からの国際

貢献に寄与します。 

本研究の研究フローを図－2 に示します。 

 

 

図 2 研究のフロー図(Ｅ-092) 
 

◎ Ｆ-091：絶滅危惧植物の全固体ジェノタイピングに基づく生物多様性保全に関する研究 

研究代表者：井鷲 裕司（京都大学） 

 
自然環境に対する人為的インパクトの増大によっ

て、多くの生態系で生物多様性が低下しつつあり、

日本列島に生育する維管束植物（維管束を持つ植物、

シダ植物や種子植物など）のうち 2 割を超える種が、

何らかの形で絶滅の危機にさらされています。絶滅

危倶種の保全に関しては、その努力が実り、個体数
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が維持・回復している事例もあります。しかし、詳

細な遺伝解析に基づく保全活動が展開されている例

は少なく、不適切な保全活動がかえって集団の健全

性を損なう問題も懸念されています。 

本研究では、多様な絶滅危倶種を対象に、遺伝子

科学における技術革新を活用することで、野生の全

個体をジュノタイピング（遺伝子型を決定すること）

するという、野生生物保全策としてはこれまで行わ

れたことのない方法で、詳細な遺伝情報を獲得しま

す。そして、得られた遺伝情報や生育地情報をもと

に、適切な保全策の構築や、個体群持続可能性の評

価を行うことで、生物多様性保全に寄与することを

目指します。生物多様性保全の重要性は世界的に認

知されつつあり、生物多様性条約の発効（1993 年）

以降、多くの社会的取り組みが行われています。こ

れら各種の生物保全活動に対して、遺伝情報に基づ

く適切な管理指針を供与することにより、活動の意

義やパフォーマンスを著しく上げることが期待され

ています。 

 本研究の研究フローを図－3 に示します。

 

 

図 3 研究のフロー図（Ｆ-091） 
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◎ Ｆ-092：気候変動に対する森林帯－高山帯エコトーンの多様性消失の実態とメカニズムの解明 

研究代表者：工藤 岳（北海道大学） 

 
山岳生態系は、多くの固有種により生物群集が構

成されている多様性のホットスポットであり、地球

温暖化の影響が も顕著な生態系でもあります。近

年、我が国の高山域において急速な植生変化が進行

している事実が明らかになりました。 

本研究は、気候変動に伴う土壌の乾燥化や温度上

昇は、植物の生理機能を変化させ、山岳生態系にお

ける急速な植生変化と生物多様性の消失を引き起こ

しているのではないかという仮説の検証を行ない、

山岳地域での広域的な植生変化の実態を定量化し、

そのメカニズムを解明し、将来予測を行うことを目

的としています。主要山岳地域で進行している植生

変化を、衛星データを利用したリモートセンシング

と地理情報システム（GIS）により定量化し、変化

を引き起こしている環境要因、ならびに植生変化の

現状を定量化します。そして、森林帯から高山帯に

かけてのエコトーン（生態系連続体）に着目した種

多様性の形成様式を明らかにし、生物多様性維持メ

カニズムの解明と脆弱性評価を行います。また、亜

高山帯の高層湿原が持つ多様性維持機能に着日し、

気候変動に対する高層湿原連続体の生態系機能を物

質循環系に着目して解明します。さらに、高山植物

群集の遺伝的多様性に着目し、群集の種多様性と構

成種の遺伝的多様性の関連性を明らかにします。 

 景観レベルから遺伝子レベルまでの分野横断的な

研究アプローチの構築により、我が国の山岳生態系

の温暖化影響診断を行い、変動気候環境下における

生態系保全ならびに生物多様性保全政策への提言を

行います。 

本研究の研究フローを図－4 に示します。 

 

 

図 4 研究のフロー図(Ｆ-092)
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12/1(火)：第 1 回追跡評価委員会開催（都道府県会館） 

12/3(木)：地球推進費担当課題のアドバイザリーボード 

会合に出席（東京）  

12/4(金)：技術推進費 現地調査ヒアリング（千葉） 

12/7(月)：技術推進費 現地調査ヒアリング（東京） 

12/8(火)：技術推進費 現地調査ヒアリング（つくば） 

12/10(木)：技術推進費 現地調査ヒアリング（東京） 

12/14(月)，15(火)：室内環境学会に出席 

12/15(火)：地球温暖化対策課技術開発成果発表会打合

せ（アルカディア市ヶ谷） 

技術推進費 現地ヒアリング（東京） 

 

12/16(水):感覚環境検討会 開催支援（東京国際フォー

ラム） 

12/17(木): 大気環境学会幹事会に出席 

12/21(月)：技術推進費 現地調査ヒアリング（東京） 

12/24(木)：ERSDAC 次期衛星委員会に出席 

12/25(金)：技術推進費 現地調査ヒアリング（神戸） 

12/28(月): 日本学術会議化学委員会に出席 

 

* 地球推進費：地球環境研究総合推進費 

技術推進費：環境研究・技術開発推進費 
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