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今日の話の流れ

１．環境省生物多様性センターの概要

２．生物多様性センターの情報提供機能

３．希少種に関する情報提供について



環境省自然環境局生物多様性センター

• 生物多様性国家戦略（第1次、平
成7年10月）を受け、わが国の生
物多様性の保全を積極的に推進し、
世界の生物多様性の保全に貢献す
るための中核的拠点として設置
– 平成10(1998）年6月開所
– 職員 現在２０名

（技術専門員、事務補佐員を含む）

富士山

■
▲

山梨県
富士吉田市

標高約1000m，年平均気温約10℃



山梨県環境科学研究所

河口湖フィールドセンター

町・県・国の特色を持った
施設が隣接、連携

河口湖フィールドセンター



生物多様性センターの一般公開

○展示室・図書資料閲覧室の公開
（休日の開館は5～11月）

○“生物多様性まつり”の開催
標本収蔵庫ツアー、自然観察会など

（例年夏休み期間中の休日に開催）

展示室

図書資料閲覧室

生物多様性まつりの様子

展示ロビー



生物多様性センターの機能

• 調査
– 自然環境保全基礎調査

（緑の国勢調査）

– モニタリングサイト1000

• 標本資料
– 動植物標本及び文献等資料の
収集・保管

• 情報
– 生物多様性情報の収集・管
理・提供

• 普及啓発
– 生物多様性の保全に関する普
及啓発

調査

普及啓発

標本資料

生物多様性の保全

情報



自然環境保全基礎調査（緑の国勢調査）

• わが国の自然の姿を植物から動物、海辺から山岳まで、全国的レベ
ルで調査

• 自然環境保全法第4条に基づき、
昭和48（１９７３）年度から実施

・ 実施内容

陸域、陸水域、海域など各領域にわたり、

動植物、地形、河川・湖沼、湿地、海岸、

藻場・干潟・サンゴ礁などの国土全体の状況調査

自然環境保全法（昭和47年法律第85号）
（基礎調査の実施）

第四条 国は、おおむね五年ごとに地形、地質、
植生及び野生動物に関する調査その他自然環境
の保全のために講ずべき施策の策定に必要な基

礎調査を行うよう努めるものとする。



自然環境保全基礎調査の実施項目
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全国現存植生図



植生調査のデータ

5万分の１植生図
1,293面（全国）

2万５千分の１植生図
2,862面 （H23年度末現在）

整備率60.5%

その基となった植生調査表
（いわゆるアウフナーメ）

6,767地点（5万分の1用）

19,241地点（2万5千分の１用）

※希少種の位置情報等を含むた
め原票は公開していない



動物分布調査
調査
年度

調 査 内 容

リストアップ調査 一斉調査 分布・基礎情報収集

第1回調査 1973
「すぐれた自然調査」

野生動物6,096件

第2回調査 1978～
1979

中大型哺乳類（8種）
繁殖鳥類（205種）

両生は虫類、淡水
魚、昆虫の一部

第3回調査 1983～
1987 冬鳥（321種） 全種調査（動物）着

手（2,067種）

第4回調査 1988～
1992

コロニー性鳥類（22
種）

全種調査（動物）継
続（2,253種）

第5回調査 1993～
1998

繁殖鳥類（248種）
（第5～6回調査）

全種調査（動物）

約2,500種

第6回調査 2000～
2002 中大型哺乳類（8種）

第7回調査 2005～ 外来哺乳類の一部



標準地域メッシュの使用
（S48.7.12 行政管理庁告示第143号）

1次メッシュ
（1/20万地勢図）
約80km×80km

2次メッシュ
（1/2.5万地形図）
約10km×10km

3次メッシュ
約1km×1km

3次メッシュコード



1978年～2003年の間で
全国の生息メッシュの割合は

24% → 42% に増加

第6回調査－ニホンジカ

哺乳類分布調査生息メッシュ数

1978年のみ生息（292）

2003年のみ生息（3,416）

1978年及び2003年生息
（3,928）



鳥類繁殖分布調査 （第6回調査－ウズラ）

1978年～2002年の間で

繁殖可能性を示す全国の

総メッシュ数が 46 → 5 に減少



モニタリングサイト1000

 重要生態系監視地域モニタリング推進事
業（平成15年度～）

 同じ場所で長期間継続して調査し、自然
環境の質的・量的な変化を把握する

 森林、里地里山、湖沼、湿地、干潟、藻場
、サンゴ礁などの生態系ごとに調査サイト
を配置

 研究者や地域の専門家、NPO等の協力
を得て長期にわたりデータを収集

1963年

1997年

2004年

長期の定点での観測の例：
大台ヶ原での森林の変化を撮
影したもの（写真：菅沼孝之
他）



モニタリングサイト1000



モニタリングサイト1000の調査項目
分野 調査サイト 主要調査項目 調査主体

陸
域

高山帯
①物理環境調査（気温、地温）
②植生調査（植生、ハイマツ節間成長、開花フェノロジー）
③昆虫調査（チョウ類、地表性甲虫）

研究者

森林・草原

コアサイト
（毎年調査）

①植生概況調査 ②毎木調査 ③落葉落枝調査 ④地上徘徊性
甲虫類調査 ⑤陸生鳥類調査

研究者

準コアサイト
（５年毎に調査）

①植生概況調査 ②毎木調査 ③陸生鳥類調査 研究者

陸生鳥類サイト
（５年毎に調査）

①植生概況調査 ②陸生鳥類調査 市民調査員

里地
コアサイト ①人為的インパクト調査 ②草本植物調査 ③水環境調査 ④指標

動物調査（6項目）
市民調査員

一般サイト コアサイトの9調査中から１調査以上 市民調査員

陸水域
湖沼
湿原

①植生概況調査 ②プランクトン調査 研究者

ガンカモ類サイト ①湖沼概況調査 ②ガンカモ類調査 市民調査員

海域

沿
岸
・浅
海
域

砂浜 ウミガメサイト ①海浜概況調査（面積、植生） ②ウミガメ産卵上陸状況調査 市民調査員

磯 ①底生生物調査 研究者

干潟
①底生生物調査 等 研究者

シギ・チドリ類サイト ①干潟概況調査 ②シギ・チドリ調査 市民調査員

アマモ場 ①海草調査 等 研究者

藻場 ①海藻調査 等 研究者

サンゴ礁
①物理環境調査（底質、底質中懸濁物含有量） ②生物生息把握
（サンゴ被度、オニヒトデ調査等）

研究者

海
域

島嶼のうち
小島嶼

海鳥サイト ①植生概況調査 ②全生息鳥種調査 ③対象種調査 研究者



毎木調査、落葉落枝調査、
徘徊性甲虫調査

鳥類センサス調査

毎木調査等のための方形区（1ha）と
鳥類センサススポット（1kmに5箇所）

モニタリングサイトにおける調査の事例（森林総合研究所小川試験地）

●

●

●

●

●



生物多様性センターの情報システム

• ）
http://www.biodic.go.jp/J-IBIS.html

自然環境保全基礎調査の成果等を収集・管理・提供

•
http://www.sizenken.biodic.go.jp/

全国各地の自然情報や環境学習のための情報を提供

• 生物多様性情報クリアリングハウスメカニズム

http://www.biodic.go.jp/chm/index.html

多様な主体が所有する生物多様性情報の情報源情報

http://www.biodic.go.jp/J-IBIS.html
http://www.sizenken.biodic.go.jp/
http://www.biodic.go.jp/chm/index.html


 http://www.biodic.go.jp/

http://www.biodic.go.jp/


J-IBIS トップページ





植生図（概要）の表示
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県アイコン 「植生図（概要）」を選択した例

県アイコン



Google Earth での植生図表示例

凡例

斜め視して３次元表示した例

背景を透過した例１

背景を透過した例２（市街地付近）

透過指示バー

透過指示バーを用いて、
背景等を透かして表示。









GISによる分布図の表示（メッシュによる表示、動物分布：ニホンジカ）



日本の動物分布図集（2010年発行）
1978年から約30年に
およぶ自然環境保全
基礎調査の動物分布
調査の集大成として、
3304種の分布図を掲
載

哺乳類 116
鳥類 364
爬虫類 96
両生類 64
淡水魚類 326
昆虫類 1,184
陸産・淡水産貝類 1,154

Biodicウェブページでpdf
版をダウンロード可能。



生物多様性センターの標本・資料

標本資料の収集・保管
◆希少野生動植物（トキやイリオモテヤマ
ネコなど）の標本、散逸のおそれのある動
植物標本等を収集し保管
◆現在の標本数：約65,000点

図書資料の収集・保管
◆自然環境保全基礎調査の報告書等の成
果物、生物多様性に関連する各種文献を
収集・図書閲覧室で公開
◆蔵書：約25,000点





市民参加による身近な動植物の調査

• オフィシャルサイト http://www.mikke.go.jp
（携帯サイト http://m.mikke.go.jp）

いきものみっけ ～100万人の温暖化しらべ～

広く一般の方々の参加を得て、対象とする生きものの確認
情報を集め、地球温暖化による身近な生きものや自然への
影響を調べる「市民参加の温暖化影響調べ」

http://www.mikke.go.jp
http://m.mikke.go.jp


トップページ
『みつける』の
対象種紹介のページ

週１コラム『今週のみっけ』

『データを見る』の
いきもの地図のページ

いきものみっけホームページ

いきものみっけの情報発信地。いきものの投稿や、図鑑、いきもの地図、いきものコラム・トリビアなど
ホームページでは、楽しいコンテンツが盛りだくさんです。（www.mikke.go.jp）
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●「いきものみっけ地図」

全国から集まったデータを⾒てみよう

送っていただいたデータは、すぐにホームページの
「いきもの地図」で⾒られます。FAXと郵便で送っていただく
データも、事務局からホームページにのせます。

●いきもの写真集

集まった情報は、ホームページで全国各地の方といっしょに楽しめます！また、「コメント」を投稿することで、
「みっけにん」の方々と交流を深めたり、情報交換することもできます！

34

全国から送っていただいた、いきものの
写真は、ホームページの
「いきもの写真集」で⾒られます。



ウェブサイトを活用した生物多様性情報の新システムを制作中



外部のネットワークや
共有機構が整備する
データベース

データの公開・提供

生物多様性センターウェブサイト

情報の検索
閲覧・利用

データ公開

収蔵標本 ・GBIF
・OBIS
・BISMaL
・JaLTER
など

自然環境保全基礎調査、モニタ
リングサイト1000、収蔵標本
等の生物多様性データ

提供

連携

ユーザー

www.biodic.go.jp



【公開のリスク】

・当該種の乱獲を誘発するなど生態系への悪影響のおそれ

希少種データの公開について

【情報公開の意義】

・データの適正な活用により、開発計画や工事等の際に生息・

生育地の回避・保全措置を講ずるなど、種の保存の促進に資す

る。



希少種データの公開について

【生物多様性センターの情報取扱分類】

・保護情報：原則として非公開

甲種 限定的な省内使用のみ

乙種 学術研究等のための使用等を個別に審査、承認

・一般情報：原則として公開

未公開 出所の明示等を条件に承認、複製頒布も可

公開済 自由に使用可能（複製頒布は承認対象）



J-IBIS トップページ







調査と情報提供に関する国際協力
JICA 生物多様性情報システム研修



2. 保全のための能力向上

ESABII
東・東南アジア生物多様性情報イニシアティブ

１．生物多様性情報の整備・提供

生物多様性の保全と持続可能な利用のた
めの各国の施策に必要な生物多様性情報
の整備と提供

研修プログラム実施、識別マニュアルの作成
等による生物多様性保全と持続可能な利用の
ための分類学の能力構築

-保全のための基盤情報収集
-法執行(密輸入対策, 外来種管理 etc. )
-保全のための基盤情報収集
-法執行(密輸入対策, 外来種管理 etc. )

レッドデータブック 渡り性水鳥類の情報



ESABII
東・東南アジア生物多様性情報イニシアティブ



ESABII
東・東南アジア生物多様性情報イニシアティブ



http://www.biodic.go.jp/

http://www.biodic.go.jp/

