短寿命生物による環境化学物質の監視
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摘

要

汚染物質の監視にかかわる生物モニタリングとは，野生生物を捕集・濃縮装置，あ
るいは鋭敏なセンサーとして利用しながら，環境中に存在する化学物質や重金属類等
の汚染物質の濃度とその変化を監視するものである。ムラサキイガイ等の二枚貝，巻
貝，魚，ミミズ，ネズミ，植物の葉，さらには昆虫等の短寿命生物を使った生物モニ
タリングが世界のさまざまな国で実施され，化学物質適正管理のための基礎情報を提
供している。本稿では，実際の例を含めて生物モニタリングの概要を紹介したあと，
筆者らが試みているトンボを使った市民参加型環境モニタリング手法について紹介す
る。さらに化学物質の一斉分析手法や毒性研究，バイオロギング研究などの急速な進
歩を背景に，生物モニタリング手法の将来展望についてもまとめる。
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1．はじめに
化学物質や重金属は人間社会にさまざまな利便性
をもたらし，産業界においても日常生活においても
欠かすことのできない役割を演じている。その一方
で，これらの中には人や生物に対する毒性をもつも
のも含まれており，これらが人間活動の結果として
過剰に環境中に放出されると，巡り巡って人や野生
生物に蓄積し，その代謝系やホルモン，脳神経や免
疫の働きを阻害したり，形態異常やがん，生殖阻害
を引き起こすなど，さまざまな悪影響をもたらすこ
とが懸念される。こうした事態を未然に防ぐため
に，自然界に生息する野生の生物を利用して環境の
状 態 を 監 視 す る 手 法 を 一 般 に 生 物 モ ニ タ リン グ
1）
，2）
。なお，biomonitoring と
（biomonitoring）
と呼ぶ
いう言葉は人の化学物質等へのばく露モニタリング
にも使われるが，本稿では対象を人以外の野生生物
に限定して，以下議論を進めたい。
一般に生物の分野で生物モニタリングというと，
水質等の環境条件とそこに生きる生物種との間に一
定の関係が認められることを利用して，その場の生
物，特に環境の状態に感受性の高い生物，あるいは
その場の生態系を代表する生物（指標生物と呼ぶ）の
種類や数で自然環境の状態や人間活動の影響を評価
1）
する作業をさすことが多い 。一方，化学物質など
による環境汚染に関する分野では，食物網をつうじ

た生物濃縮を利用して生物試料の分析から周囲の環
境中の化学物質などの存在状態を明らかにすること
を生物モニタリングと呼び，その対象となる生物種
2）
を指標生物と呼んでいる 。また，野生生物に対す
る化学物質などの毒性は生態毒性と総称され，さま
ざまな生態毒性試験法が開発，確立されるととも
に，毒性研究の成果が野生生物における影響やばく
露状態の評価にも利用されている。
汚染物質の監視にかかわる生物モニタリングは，
単純化していえば自然に生きる野生生物を捕集・濃
縮装置，あるいは鋭敏なセンサーとして，環境中に
存在する化学物質や重金属類等の汚染物質の濃度と
その変化を監視しようとするものである。餌等をつ
うじて能動的に生物体内へ取り込み，濃縮していく
現象を利用するもののほかに，生物の表面に沈着，
付着した汚染物質を測定対象とする受動的な生物モ
ニタリングもある。現実には場合により，これら二
つの機構の寄与がさまざまに異なった割合で入り混
じった状態となる。例えば，動物組織を使った化学
物質の監視は前者が中心なのに対し，コケや地衣
類，植物の葉等を使った重金属類の大気経由の輸
送，沈降状況の監視は後者の寄与が大きいと考えら
れる。
一般の環境媒体（大気・水・土壌・底質）を対象と
する環境モニタリングと比較して，生物モニタリン
グにはいくつかのメリット，デメリットがある。食
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物網をつうじた濃縮，蓄積により環境媒体より生体
中の方が一般に濃度が高く，より少ない試料量で測
定できるほか，残留性が高い物質では長い期間の摂
取量が積分され，時間変化が平均化されて，一度の
測定で代表性の高い結果が得られる。一般に動物は
それ自体が動き回る
（他の生物を捕食する場合は餌
も動くことが期待される）ため，分析値はある程度
の広がりをもった空間の濃度の平均値として捉える
ことができる。さらに，毒性研究の進展，情報の蓄
積にともない，例えば特定の酵素の誘導や遺伝子の
発現状態の変化，あるいは形態や行動の変化（異常）
等をばく露や毒性の指標
（生物指標：biomarker）と
して利用する研究も進められている。適切に試料を
採取，前処理，冷凍保存しておけば
（環境スペシメン
バンキング：environmental specimen banking），過
去の測定結果の検証や，新たな汚染物質あるいはば
く露や影響の指標の探索，ばく露影響評価などにも
利用できる可能性が広がる。現場に行きそこに生息
する生物を採取して分析すればよい，という簡便性
の一方で，化学物質等の取り込み，代謝，排せつに
は生物種差・性差・年齢差・季節変動等さまざまな
変動要因が考えられ，モニタリングに当たっては対
象生物の生物学的・生態学的特徴を把握したうえ
で，こうした変動要因をできるだけコントロールし
た条件でのサンプリングが求められる。本稿では，
特に化学物質環境存在実態の年変化の追跡に適した
寿命の短い生物を利用した環境モニタリングについ
て，具体的な例を交えながら現状と将来展望をまと
めたい。
2．生物モニタリングに利用される短寿命生物
毒性を有する化学物質の中でも，環境残留性，生
物蓄積性が高い物質
（残留性有機汚染物質，POPs;
Persistent organic pollutants）ほど人や野生生物への
影響が懸念され，国内では化学物質審査規制法（化
審法）の第一種特定化学物質として，また国際的に
は残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約
のもとで，製造・輸入・使用の禁止等の強い規制が
かけられている。これらの物質の大半は水より油に
溶けやすい脂溶性化合物で，餌や水等をつうじて取
り込み，濃縮が起こり，動物食や雑食など，比較的
栄養段階が高く脂質含有量の高めの生物がモニタリ
ングに適当と考えられる。分析対象組織としては脂
肪のほか，量的に多くとりやすい筋肉，あるいは肝
臓などが使われてきた。小さい生物では丸ごとの分
析もよく行われる。また，生物を生かしたまま採取
できる試料として，血液や海棲哺乳類の皮脂等も利
用されている。一方，代謝されやすい物質や脂溶性
でない物質は一般に生体内に濃縮されにくく，体内
の蓄積を見る代わりに，尿など排泄物中の代謝物等
を調べる研究がしばしば行われている。また，元素
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についても報告例は多い。特にイオウに親和性の高
い水銀やヒ素等の元素は羽根や毛，爪などに多く排
泄され，野生生物を生かしたまま採取できるこれら
の試料によるモニタリングも多く行われてきた。た
だし，元素は生物種差などの変動要因が大きく，さ
らに生体内での元素間の相互作用で濃度が変動する
ケースも見られ，解釈には注意を要する。
生物モニタリングに適した野生生物とはどのよう
なものであろうか。対象となる生物種がその場にい
ることが，モニタリング実施の大前提となる。例え
ば日本全体をカバーしようとすれば，日本全国に数
多く普遍的に生息していて，採取も容易で絶滅等の
危険性もなく，かつモニタリング対象物質の濃縮性
も高めの生物が好ましい。化学分析を行うためには
ある程度の試料量が必要である。また個体差を平均
化してその地域での代表値を得るために，複数の試
料をあわせて測定することが望ましい。例えば数～
数十個体，あわせて数十～数百グラム程度の量が簡
単に採取できる生物が適当といえる。何を食べてい
るか，どのような場所でどのように生活している
か，行動範囲はどのくらいかなど，生物学的・生態
学的情報が多いほど，分析結果の解析も行いやす
い。先述のように，種差・性差等のバイアス要因を
できるだけ避けるため，できれば同性・同程度のサ
イズ（その場での生育期間が同程度のもの）で同一
種，あるいは生物学的に近縁の種で構成された生物
モニタリングのデザインが求められる。こうした観
点をまとめると，小型の肉食／雑食生物として，い
ずれも無脊椎動物に属する環形動物
（多毛類
（ゴカイ）
や貧毛類（ミミズ）），節足動物（甲殻類や昆虫類），
軟体動物（二枚貝，イカなど），魚類等が浮かび上が
ってくる。また，ネズミ等の小型哺乳類や鳥類
（あ
るいはその卵）等も場合により対象に含まれるであ
ろう。いずれも比較的寿命が短いなど，年単位の環
境変化を読み取るのに適した生物試料と考えられ
る。自然保護の観点からは，絶滅危惧種など保護対
象となっている生物を避けることはもちろんのこ
と，少数試料の採取によりその地域の生態系に影響
を及ぼしうるような生物種（頂点捕食者等）はできる
だけ避けることが望ましい。採取の容易さも含め，
上記のように比較的小型で一か所に数多く生息して
いるような生物種の中から適当なものを選んでいく
ことが求められる。
以下，主な環境媒体ごとに，短寿命生物の利用例
をまとめる。
2.1 水質，底質
移動性が少なく，プランクトンや有機物を含む懸
濁粒子をフィルターでこしとって餌とする，フィル
3）
ターフィーダーと呼ばれる生物（二枚貝 ，フジツ
4）
が，沿岸海洋環境や河口域の監視に数多く使
ボ 等）
われてきた。二枚貝の中でも，岩礁域に生息するム
ラサキイガイ（Mytilus galloprovincialis）等のイガイ
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科，あるいはオハグロガキ（Saccostrea mordax）等の
イタボガキ科の二枚貝の報告例が多い。これらは
1，2 年から数年程度と短寿命で基本的に固着性が強
く，採取地点の環境を代表するものと考えられる。
特にムラサキイガイの仲間は先進工業国が集中する
中緯度地帯の沿岸に広く分布しており，同一種ない
し非常に近い種類で世界の主な工業地帯，人口密集
地の沿岸を監視可能であること，群生するため数多
く採取することが容易であることなどから，これら
を使った沿岸環境監視プログラム Mussel Watch が
1975 年に提唱されて，米国，フランス，ドイツ，日
5）
本等世界のさまざまな国で実施されている 。その
ほか多毛類
（ゴカイ）の生息種と環境汚染状況との関
係，あるいは特定物質へのばく露によるゴカイ中の
酵素活性の変化等を指標としたモニタリングが行わ
6）
れている 。一方，貝殻やサンゴなど，層状構造を
作りながら年々生長する硬組織
（炭酸カルシウム主
体）中の微量元素や同位体比等を使って，重金属汚
7）
染などの歴史を読み取る研究も報告されている 。
一方，移動性をもつ生物として，いろいろな種類
の魚や遊泳性の軟体動物を使ったモニタリングも幅
8）
広く行われている 。魚は種類によって生息域，生
息深度，行動範囲，餌（栄養段階）などに大きな違い
があり，その生物・生態学的な特徴を利用して，さ
まざまに異なるモニタリングがデザインされ実施さ
れている。その一方で，異なる環境には一般に異な
る種類の魚が生息しており，地点間の相互比較は必
ずしも容易ではない。同一種の比較例として，日韓
の異なる地域の河川で同じ種類で同サイズの魚
（ギン
ブナ
（Carassius auratus langsdorfii））を採取し，その
分析から汚染状況の比較を行った結果が報告されて
9），10）
。また，世界の外洋に広く分布し食物網の
いる
比較的上位にいて 1 年の寿命をもつアカイカ科のイ
カ
（Ommastrephes bartramii）の肝臓を使ったモニタ
11）
，12）
。
リング
（squid watch）
のアイデアも注目される
一方，淡水系では，自然保護の分野で河川の生物モ
ニタリングの対象種としてしばしば使われるカワゲ
ラ等の水生昆虫の幼虫を，化学物質や重金属等のモ
13）
ニタリングに利用する研究なども報告されている 。
2.2 土壌等陸域の監視
陸域でも河川や湖沼では魚や貝を使ったモニタリ
ングが各地で実施されているが，陸上や土壌の生物
モニタリングには広く世界中で使われている手法は
少ない。ミミズを使った土壌環境モニタリングがド
14）
イツなどいくつかの国で行われている 。これらを
餌とするアカネズミが，日本ではダイオキシン類や
15）
内分泌かく乱化学物質のモニタリングに使われた 。
土壌そのもののモニタリングではないが，雑食性の
タヌキ，地衣類を食べるトナカイなどを使った陸域
モニタリングが，限定された目的，地域で実施され
15）
，16）
。人間活動の影響の大きい都市域等の環
ている
境を総合的に評価する目的で，カラスやトビ，捕獲
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された犬，猫等を使ったモニタリングの試みも行わ
15），17）
。
れている
2.3 大気
大気経由で運ばれた重金属類や多環芳香族炭化水
素
（PAHs; Polycyclic Aromatic Hydrocarbons）
等が地衣
類やコケ，植物の葉等の表面に沈着する現象を利用
した受動的なモニタリングは長い歴史をもってい
2），18）
。同様に，原子炉事故の際の放射性核種の大
る
気経由の飛散状況が，地衣類，コケ，キノコ等，あ
るいはこれらを食する野生動物を用いて調べられ
19）
た 。植物を利用した巧妙な受動的モニタリングと
して，樹皮が幹の内部に取り残されて作られる入皮
（bark pocket）
を使った過去の大気汚染状況の調査方
20）
法があげられる 。一方，松葉を使ったダイオキシ
ン類等のモニタリングは，表面への沈着に加えて脂
溶性化合物の脂質への濃縮現象をともに利用してい
21）
る可能性が考えられる 。ほかに，都会の大気汚染
（特に重金属類）の監視方法として，都会に住むハト
等の鳥類の肺に沈着した重金属類等の分析例が報告
22）
されている 。
2.4 特異的な事例
特定の化学物質等に感受性が高い，あるいは特異
的な影響を受ける生物種を選んで，その物質の汚染
状況を調べた事例がいくつか報告されている。例え
ばトリブチルスズ等の有機スズによる海洋汚染で
は，イボニシ
（Thais clavigera）
等いくつかの巻貝にイ
ンポセックスと呼ばれる，オスの生殖器がメスにで
きる特異的な形態異常が生起することが知られ，そ
23）
の影響を調べるための全国調査が行われた 。爬虫
類の生殖器サイズへの化学物質の影響に関連して，
24）
有機汚染物質のワニ体内濃度を調べた事例もある 。
殺虫剤の一般環境への放出を監視する目的で，感受
性の高い昆虫あるいは甲殻類が指標生物としてしば
しば利用される。一方，食用となる生物（例えば魚
類やイカ等）の可食部を使うモニタリングも，人へ
の化学物質等のばく露評価のための基礎情報取得な
どの目的を兼ねて実施されている。さらに，自然環
境保全や農業，水産業等の保護，事故（飛行場周辺
でのバードストライク等）の防止などの目的で駆除
の対象となる生物がいる場合に，駆除された生物を
積極的に利用する環境モニタリングも行われてい
る。年齢査定の難しい鳥類等でも，誕生後 1，2 年
の間は羽毛の色等から識別が可能で，駆除個体の中
の若鳥，あるいは間引きされた卵を対象として環境
の年変化を追跡する生物モニタリングも実施されて
25）
いる 。
3．生物モニタリングの具体例：
トンボを使った環境モニタリング
生物モニタリングについては上記のようにさまざ
まな報告が出されており，それぞれの例については
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引用文献等を参考にされたい。ここでは一つの具体
例として，著者らのトンボを使った陸域モニタリン
グ手法確立の試みについて紹介する。
国立環境研究所では，生物モニタリングと試料の
長期保存
（環境スペシメンバンク）を組み合わせた環
境試料タイムカプセル化事業と呼ばれる活動を行っ
26）
ている が，沿岸など水環境の生物モニタリングに
比較して，陸域環境汚染を面的に調べるために適当
な生物モニタリング手法が少ないことがこの研究を
行った背景にある。POPs の全球での廃絶，削減を
目指すストックホルム条約に 2009 年に追加が決ま
った PFOS
（Perfluorooctanesulfonate，ペルフルオロ
オクタンスルホン酸）は極めて安定で水も油もはじ
くという特異的な性質をもち，衣類や靴，じゅうた
んなどの表面加工のみならず，金属メッキ溶液や電
子部品製造工程における界面活性剤，航空機や石油
タンク火災等につかう泡消火剤の成分，航空機用作
動油の成分，さらにはハキリアリの駆除剤等，さま
ざまな用途に使われてきた。末端にスルホン酸をも
つ PFOS の類縁物質として，カルボン酸をもつ PFOA
（Perfluorooctanoate，ペルフルオロオクタン酸）
をは
じめ，さまざまな炭素数のペルフルオロ化合物が知
られている。図 1 に代表例を示す。これらによる日
本の環境汚染実態を把握するために，国立環境研究
所では 2003 年から二枚貝を使った沿岸調査を進め，
27）
いくつかの相対濃度の高い地域を見いだしてきた 。
これらの発生源を突き止めるには，さらに内陸部の
調査が必要となる。
たまたまいくつかの昆虫並びに昆虫を捕食する小
動物の PFOS 等の濃度を測定したところ，食物網の
より上位に位置する肉食系の生物
（トンボ，カマキリ，
ジョロウグモ，カナヘビ）
に，これらのフッ素系界面
活性剤がより多く蓄積されていることを見いだし，

PFOS
（Perflurooctane sulfonate，ペルフルオロオクタンスルホン酸）
PFOA（Perfluorooctanoate，ペルフルオロオクタン酸）
PFNA（Perfluorononanoate，ペルフルオロノナン酸）
PFDA（Perfluorodecanoate，ペルフルオロデカン酸）
PFuDA（Perfluoroundecanoate，ペルフルオロウンデカン酸）
PFdDA（Perfluorododecanoate，ペルフルオロドデカン酸）

図1
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主要なフッ素系界面活性剤の名称と構造．

それらの中から全国的に広く分布し，一か所で複数
の試料を捕集しやすいトンボに着目し，さらに研究
を進めた。同一地点（つくば市の研究所内）で異なる
種類のトンボのオス・メスの比較を行った結果，サ
イズ的に近いシオカラトンボ（Orthetrum albistylum
speciosum）
，ショウジョウトンボ
（Crocothemis servilia
mariannae）
，コシアキトンボ
（Pseudothemis zonata）
，
ノシメトンボ（Sympetrum infuscatum），ナツアカネ
（S. darwinianum）のオス（図 2）は互いによく似た濃
度，組成のフッ素系界面活性剤を蓄積していること
が明らかとなった。前三者のオスはいずれも所内の
池になわばりをもって生活しており，長い夏の未成
熟期間を所内の木陰で過ごす後二者のオスとともに
生活空間を共有すると考えられる。一方，あちこち
を飛び回りながら産卵適地を探す成熟メス，広い行
動範囲をもつオオヤマトンボ
（Epophthalmia elegans）
やギンヤンマ
（Anax parthenope）
等の大型種，さらに
は極めて長距離飛行性が強いとされるウスバキトン
ボ（Pantala flavescens）は上記五種のオスとは明らか
に組成や濃度に違いがあり，生活空間の違いが蓄積
するフッ素系化合物の違いに現れる様子が明らかと
28）
なった 。さらに，つくば市周辺で数 km 間隔で同
一種（ノシメトンボ）を採取し濃度を比較した結果，
一か所で他より高濃度のフッ素系界面活性剤が見つ
かり，すぐ脇にある工業団地の池の水の中にこれら
の物質が桁違いに高い濃度で含まれていることが明
らかとなった。この池から距離を変えてノシメトン
ボとシオカラトンボの二種類を捕まえ濃度を調べた
ところ，いずれも 1 km 離れたところでほぼ 1/3～
1/4 に減り，直径 2 km 程度の範囲を飛び回ってい
る様子が見えてきた。
こうした結果を踏まえ，ギンヤンマやオオヤマト
ンボ等の大型種並びにウスバキトンボやアキアカネ
（S. frequens）等の移動性の高いトンボを除いて，ト
ンボ科の普通種の成熟オスを対象にトンボを使った
フッ素系界面活性剤の全国調査を提案，採択され
29）
（環境研究総合推進費サブ課題 ），各地の研究者，
さらにはホームページ等をつうじて一般市民に呼び
かけて全国調査を行った。結果は極めて興味深く，
フッ素系化合物濃度が高めの地域がいくつか見つか
ったほか（図 3），関東と近畿で地域ごとの汚染傾向
に違いがあることも見えてきた。以前の二枚貝調査
で濃度の高かった地域の近くで，トンボでも高めの
地点が見つかっているが，貝では主として工場排水
による沿岸汚染が見えたのに対し，トンボ調査では
山際や田園地帯など意外な場所で高い濃度が認めら
れた。不思議に思ってこうした地点を調べると，近
くに廃棄物埋立処分場や焼却炉などが認められるこ
とが多い。製品利用や廃棄物処理をつうじた汚染の
広がりの様子が見て取れるとともに，化学物質汚染
監視の呼びかけに参加してこのような場所を選んで
試料採取をしてくださった一般市民の問題意識のあ
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（a）

（b）

（c）

（d）

（e）

図2

陸域モニタリングの対象となるトンボ．

（a）シオカラトンボ，（b）ショウジョウトンボ，（c）コシアキトンボ，（d）ノシメトンボ，
（e）ナツアカネのオス．

図3

トンボの中のフッ素系界面活性剤 PFOS 濃度の分布 29）．
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り方もうかがえて興味深い。今後さらに詳細な調査
を進めるとともに，他の化学物質等に関するトンボ
の適用性の評価，あるいはトンボと組み合わせてよ
り広く陸域の化学物質等の汚染実態の把握を進めら
れる生物種の探索などの研究が重要と考えられる。
4．生物モニタリングの将来展望
地球の表層に広がる自然環境は野生生物ばかりで
なく人間の生存を支える基盤であり，その持続的な
保全を図っていくために継続的・定常的な努力が必
要となる。そこに生活する野生生物を利用した生物
モニタリングは，持続的な社会経済活動を営みなが
ら環境保全を図り人類の生存基盤を維持していくう
えで，極めて有効なツールと考えられる。
これまでの生物モニタリングの延長上に将来像を
探ると，大きく二つの面での進展が期待できるよう
に思われる。分析手法の高感度化，多成分一斉分析
の進歩にともない，より少ない試料での分析が可能
になってきている。人を対象とする生物モニタリン
グでは，尿や血液，母乳，毛髪等を使って化学物質
や重金属類へのばく露状態を把握しているが，野生
生物に対しても，例えば体外への排泄物，あるいは
血液採取などによって化学物質等へのばく露状態を
把握する手法が今後より広く使われていくのではな
いかと思われる。こうした手法であれば，より食物
網の上位に位置する哺乳類や鳥類等の長寿命生物，
さらには絶滅危惧種等に対象を広げていくことも可
能となるであろう。その一方で，分子生物学，分子
毒性学の進歩にともなう毒性メカニズムの理解の推
進，情報の蓄積にあわせて，組織レベル・細胞レベ
ルの変化や，代謝や遺伝子発現状態の変化など，毒
性発現の経路に沿ってより微細かつ早期の影響を捉
える方法が開発されてきている。特に遺伝子発現等
の状態を一斉に捉えることのできる，いわゆるオミ
クス研究の進展にともない，網羅的にさまざまな化
学物質の影響を捉える Toxicogenomics
（トキシコゲ
ノミクス）
や，毒性の分子メカニズムの理解に基づく
30）
人への毒性試験法の研究なども進められており ，
野生生物に関する研究への拡大と生物モニタリング
への応用による研究の今後の展開が期待される。当
面は，さまざまな化学物質等に関する情報が蓄積し
ている生態毒性試験法の対象生物と同じ種，あるい
は生物学的近縁種を野外で調べ，生体中化学物質レ
ベルと毒性試験結果との比較，あるいは特定の条件
下での行動等の試験項目の比較などにより，自然界
でのリスクをより的確に評価する試みが実行可能性
の高い方法として注目される。化学物質や重金属類
の各種生物に対する毒性情報の蓄積とともに，その
結果を生かしたより鋭敏で的確な生物モニタリング
手法の開発，適用が進むものと期待される。
野生生物については，生物にモニターやセンサー
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をつけてその行動を探るバイオロギング研究が近年
急速に進みはじめ，その生態が明らかにされてきて
31）
いる 。こうした技術的進歩と生態学的情報の蓄積
を背景に，さらに分析技術の進歩，捕集方法の進歩
等により，野生生物に分析システムあるいは捕集シ
ステムを取り付けて，その行動監視とともに環境の
モニタリングを行う手法もそう遠くない将来に実現
されるのではないかと期待される。さらには生理学
的な変化や血液中のバイオマーカー等を同時に監視
し，環境からのストレスの程度を評価できるような
時代もやがて来るかもしれない。野生生物を捕集材
としてではなく観測装置の運搬手段，さらにはセン
サーそのものとして用いるこうした生物モニタリン
グについては，長寿命で行動範囲も広い，生態系上
位の哺乳類，海棲哺乳類，猛禽類や海鳥などが適当
な対象生物となると考えられる。
生物の個体レベルの毒性評価が進む一方で，極め
て複雑なシステムとしての生態系への影響評価は依
然として困難な課題である。一般に生態学的に用い
られる調査方法は，必ずしも化学物質や重金属に選
択的，鋭敏な方法ではない。有機スズによるインポ
セックスの場合では，感受性の高い生物を用いるこ
とで影響を高感度かつ選択的に捉えられたが，いつ
もこうした手法が使えるわけではない。さらに，個
体レベルの影響と集団レベルの影響が異なることが
ありうる点にも注目すべきであろう。同じくインポ
セックスの調査から，イボニシのメスが有機スズの
影響で「完全不妊」の海域でも集団としては存続し
ていることがわかった。これらは幼生の一定期間を
浮遊性プランクトンの状態で過ごし，この期間に海
流の流れに乗って移動，拡散する。そのため，汚染
のひどい海域（例えばドックや港周辺）にも周囲の低
汚染海域から定常的に幼生が加入し，集団としては
存続しうると理解される。一方，浮遊性プランクト
ンの期間がないヨーロッパチヂミボラ
（Nucella lapillus）
では，汚染のひどい海域への再加入ができずに集団
32）
が絶えてしまう 。インポセックス自体，個体の生
死には影響しないレベルで生殖不能を引き起こし集
団の存続を危うくする点でユニークな事例である
が，実際の環境での化学物質の生態影響はさらに複
雑であることをこの事例は改めて教えてくれる。
餌のありかを探り，敵の存在をいち早く察知し，
生殖活動のための情報交換を行い，さらには夫婦・
集団での子育て，分業体制での社会生活の営みな
ど，生物は周囲の環境やそこに生活する他の生物個
体とさまざまな情報交換を行って生活している。こ
うした物理的（視覚・聴覚・触覚），化学的（嗅覚・
味覚・そのほかの化学情報伝達）情報の授受が遮断
／かく乱されると，種の存続，生態系の維持に大き
な影響がでる可能性がある。実際，神経伝達やホル
モン等生体内の情報伝達を遮断する従来からの農薬
のほかに，フェロモンなどの生物間の情報伝達物質
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（semiochemicals）を遮断，あるいはかく乱する化学
物質を農薬として，有害虫等の制御に利用する事例
33）
も増えてきている 。これらは種特異性の高い選択
的な農薬として，高いポテンシャルを有すると思わ
れる。その一方で，ガとアジアゾウが同じ物質をフ
ェロモンとして使うなど，異なる生物種が同一化学
物質を利用している例も少なからず見つかってお
34）
（作物と駆除対象種）のみならず，そ
り ，対象生物
れ以外の生態系を構成する生物や人等への影響も視
野に入れた，十分な基礎研究が必要と考えられる。
生態系という複雑なシステムを，その構成生物種
やその中での物質やエネルギーの流れのみならず，
こうした情報の流れの観点も含めた形で総合的に捉
え，その健全性や化学物質の影響を評価していくこ
とは，今後に残された大きな課題であろう。生態
系，さらには環境という複雑な系を機能的なシステ
ムとして捉え，その健全性を評価するためにどのよ
うな計測手法を作り，組み合わせ，体系化していく
か，それらをいかに体系的に運用していくか，その
ためには環境化学，環境毒性学，生態学等の既存学
問分野の垣根を越えた幅広い分野の研究者の交流と
連携，共同作業が必要となるであろう。また，環境
問題への取り組みに当たっては，地元を良く知る一
般市民の関心，問題意識を生かす形で協力を求めて
いくことも重要な課題だと思われる。身近な野生生
物の利用は，こうした市民連携の推進によい機会を
与えてくれるだろう。野生生物を利用した生物モニ
タリングの将来の開発，運用に当たっては，こうし
た観点を念頭においての推進が期待される。
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柴田

康行

Yasuyuki SHIBATA

国立環境研究所環境計測研究センター
上級主席研究員。2015 年 4 月より同フェ
ロー，並びに先導研究プログラム総括。
もともと生化学の出身で，環境中におけ
る元素の化学形態変化やその環境動態へ
の影響，生体中での元素の役割と生物進化との関連，化学物
質の毒性発現機構や体内動態，環境動態などに関心をもちつ
つ，環境分析手法の開発を中心に研究を行ってきた。また，
モニタリングを進めつつ，集めた試料の一部を将来に残す環
境スペシメンバンキング事業（環境タイムカプセル化事業）
に
も長くかかわっている。現在，アジア太平洋地域委員並びに
全球調整委員として，ストックホルム条約の有効性評価のた
めの環境モニタリングデータの集約作業にあたっている。
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Yoshikatsu TAKAZAWA

国立環境研究所環境計測研究センター
主任研究員。現在，大気・水質を中心に
環境媒体に含まれる POPs 等化学物質の
網羅的検索手法の開発・体系化に加えて，
災害時における汚染物質の探索的・迅速
分析手法の構築，地方環境研究所との共同研究（国内におけ
る化審法関連物質の排出源及び動態の解明）
などに携わる。
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