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～証拠に基づく生物多様性のトレン ドの予想～ 

山野博哉 

（国立環境研究所） 

フォーカスエリアの概要は大澤剛士さん作成 



フォーカスエリア: 理解 

• 収集したデータを以下の課題に適用します 
– データを空間明示モデル（地図）に取り込みます 

– 時系列解析を高度化します 

– モデルを複雑な生物多様性の現実に近づけます 

– 生物多様性の理解に関する明確な根拠を示します 

– 将来行うべき調査を最適化します 

 

• GBIFは上記の取り組みを支援します 

• 調査および解析ツールを広く共有します 

• 多くの利害関係者に対する利益を担保します 
大澤さん作成 



D1. マルチスケールの空間モデリング 
D2. トレンド解析と予測 
D3. 生物学的システムの包括モデリング 
D4. 可視化と普及 
D5. 捕捉すべき新規データの 
   優先順位付け 

フォーカスエリア: 理解の中核要素 

大澤さん作成 



フォーカスエリア: 理解の概観 

○ 最も遅れているフォーカスエリア 
○ 特にD3は手つかず 
○ A, B, C全てに関係している 
○ フォーカスエリア内の相互依存も 
  極めて強い 
○ 特にD1,2,3およびD4,5はそれぞれ 
  強い依存関係を持っている 

D1. マルチスケールの空間モデリング 
D2. トレンド解析と予測 
D3. 生物学的システムのモデリング 
D4. 可視化と普及 
D5. 新規データ捕捉の優先化 大澤さん作成 



沿岸生態系への
応用例を紹介 

河口域 
干潟・藻場 

塩性湿地 

サンゴ礁 

マングローブ 

・高い生物多様性（サンゴ礁では9万種が生息） 
・漁業・観光資源 
・自然の防波堤、砂浜や州島の形成 
・水質浄化機能、炭素固定機能（マングローブ、藻場） 

図作成：井上智美 



D1. マルチスケールの空間モデリング 

○ 生物多様性は階層構造を持つ 
 （主に空間スケールの階層） 
○ それらを包括するためにモデル化が必要 
○ モデル化手法そのものも標準化が必要 
 
短期：モデリング手法の検討および 
    データ整備（精度等、質の向上） 
中期：データとモデル結果両方のリポジトリ整備 
長期：モデルをより現実的に（D3と強く関連） 

キーワード：空間、地図化 

大澤さん作成 

ある程度の進展 



海洋生物の分布情報をOBIS (Ocean Biogeographic Information System)に集積 

データ数：約2800万 



日本近海には全海洋生物種数
約25万種の13.5%が出現 

 

地形、水深帯、水温、潮流、
気候区分など環境が多様 Fujikura et al. (2010) 

日本近海は海洋生物多様性のホットスポット 
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CoML成果 



水温は、すべての海洋生物の分類群の分布を説明する要因 

Tittensor et al. (2010) Nature 



生息に適している地域の予測 
• Ecological niche modeling 

–ある地域での種のいる／いないの情報 

 から、その種が必要とする環境をモデル 

 により推定し、生息に適している地域を 

 予測する。 
Maxent (Maximum entropy)  

model 

GARP  

(Genetic Algorithm for Rule-set  

Production)  

赤い部分はキノド 

モズモドキの生息 

に適している地域 

Phillips et al. (2004) 

キノドモズモドキ 

（大野ゆかり氏作成） 



D2. トレンド解析と予測 

○ 将来予測のため、過去の変化を分析 
○ そのためのツールが必要 
○ このトピックについて、IPCC的な 
 政策決定に寄与する専門グループが必要 
 
短期：モデリング手法の高度化 
中期：結果の可視化と駆動因の特定 
長期：シナリオ分析による包括的な 
    将来予測ツールの確立 

キーワード：時間、動態（ダイナミクス） 

大澤さん作成 

限定的 



分布記録のデータベース化 
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造礁サンゴ 
データ数：31036 
種数：510 

（発行年度） 
 

0 

5 

10 

1920 1940 1960 1980 2000 2020 

資
料
数

 

(1
6
3
) 

【 注意点 】 
 ・種名のスペルミス 
 ・観測地点のミス 
 ・分類の変更 



サンゴの分布北上 
4種が北上、速度は最大14km/年 
（他の生物より2桁大きい） 

Yamano et al. (2011) 

エンタクミドリイシ＠館山 スギノキミドリイシ＠五島 

館山 

伊豆 
串本 土佐

清水 
天草 

対馬 
壱岐 

五島 
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赤土の影響の少ないサンゴ礁 
（沖縄県瀬底島） 

赤土の影響のあるサンゴ礁 
（沖縄本島） 

白化 

van Woesik et al. (2011) 

Hongo and Yamano (2013) 

沖縄県衛生環境研究所提供 

回復！ 



ショウガサンゴ、ミドリイシが激減 

ショウガサンゴ 

1998年大規模白化 

コユビミドリイシ 

ハナヤサイサンゴ 

コブハマサンゴ 

減少 

減少 
変化なし 

減少→増加 

出
現
地
点
数
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地
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Hongo and Yamano (2013) 



航空機観測 
・空中写真 

海中でのサンゴ分布調査 

衛星観測 
・衛星画像 

分布図作成 

スケールアップ 

空中写真：1940年代〜 
人工衛星の画像：1980年代〜 



Landsat ETM+: Spatial resolution = 30 m, Accuracy = 64 % 

IKONOS: Spatial resolution = 4 m, Accuracy = 81 % 

サンゴ 

海草・海藻 

岩 

砂地 

砂浜 

Land 
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リモートセンシングによるサンゴ礁のハビタットマップ 

衛星データごとに特性は異な
るが、底質の分布（ハビタッ
ト）はある程度（60-80%）の
精度で把握が可能 
 

サンゴやサンゴ礁に棲む生物
の多様性は直接にはわからな
い Yamano (2013) 



Yamano (2013) Coral Reef Remote Sensing, Springer 

衛星データのコスト（価格）ーベネフィット（分類精度）評価 

50 km2 
500 km2 
5000 km2 

価格（US$） 

分
類
精
度
（

%
） 

IKONOS (1999~) 

QuickBird (2001~) 
ALOS AVNIR2 (2007~2011) 
Landsat TM/ETM+ (1984~) 
Terra ASTER (1999~) 
SPOT HRV (1986~) 

Landsat MSS (1972~) 

サンゴ礁底質の分類（4-6項目）の場合 

範囲 

環境省サンゴ礁分布図作成 
http://coralmap.coremoc.go.jp/sangomap_jpn/ 



2003（環境省, 2003） 2008（環境省, 2009） 

2007年の白化 

石西礁湖内のサンゴが1/3に減少 

緑：50-100 % 
黄：5-50 % 
ピンク：<5 % 

水温 

データ：環境省国際サンゴ礁研究・モニタリングセンター 
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水温上昇によって日本で起こっていること 
北：サンゴの分布北上、南：サンゴの白化 
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D3. 生物学的システムの包括モデリング 

○ 生物多様性は階層構造を持つ 
 （遺伝子-種生態系-的な階層） 
○ さらに種間、系間の相互作用も持つ 
○ 個別的には分かっていても、包括的には 
  ほとんど理解が進んでいない 
 
短期：相互作用系の解析 
中期：形質等、包括要因（候補）の標準化 
長期：種モデルと群集モデルの統合 

キーワード：包括 

大澤さん作成 

最小 



魚類 

競争 

摂食、ハビタット利用 
景観構造 

・相互作用 

景観ー群集動態統合 水温上昇 
 ⇒生活史変化 
   ・分布変化 
 ⇒相互作用変化 
   ・ハビタット利用 
   ・摂食活性 
   ・競争関係 

群集動態 

サンゴ 藻類 

・生活史 

生息環境（サンゴ礁・藻場）利用や種間関係を考慮 



水温上昇による分布変化と食害を考慮した 

カジメ磯焼けの将来予測 

藻類分布データの収集 

Takao et al. (in press) 



Takao et al. (in press) 

シナリオによる予
測結果の違い 

藻類生息可能 

生息可能だが食害あり 

（対策必要） 

水温不適 

水温不適かつ食害あり 

排出シナリオに対応した、 

適応策が必要な地域を特定 



D4. 可視化と普及 

○ 視覚化は普及の上で極めて重要 
○ デザイナーら、視覚化の専門家と共同が必要 
○ より包括的で理解しやすい表現方法が必要 
 
短期：専門デザイナーとの共同 
中期：可視化技法の標準化 
長期：手法やツールの社会実装 

キーワード：見える化 

大澤さん作成 

限定的 



BISMaL: Biological Information System for Marine Life 
海洋の生物多様性情報、特に生物地理情報を扱うデータシステム 

OBIS (Ocean Biogeographic 
Information System)の日本ノード 
 
BISMaL→OBIS→GBIFという流れで
データ提供 

分布情報の可視化ツール 



OCEANADAPT 
http://www.st.nmfs.noaa.gov/ecosystems/climate/activities/oceanadap
t 



D5. 新規データ捕捉の優先化 

○ 迅速な対応のため、多様性の変化をいち早く 
  把握する必要がある 
○ 変化に対し、労力の再配分が必要 
○ その実現に向けた「仕組み」が必要 
 
短期：データのギャップと実現可能範囲の特定 
中期：ギャップを埋めるための努力 
長期：科学も市民科学も同じ焦点 
   （重点化に関する視点）を持つこと 

キーワード：効率化 

大澤さん作成 

限定的 



生物多様性観測のネットワーク化 

Japanese Biodiversity Observation Network (J-BON) 

Asia-Pacific Biodiversity Observation Network 



http://ikilog.biodic.go.jp/ 

ネットワークの拡大：市民科学 



日本全国みんなでつくるサンゴマップページ 

http://www.sangomap.jp 



データの即時公開 

足りない地点の情報提供を依頼し、提供して
もらうという双方向のやりとりが可能 
 
サンゴ分布北上の検出 
白化しやすいところ／しにくいところ 
保護区候補地の抽出 



フォーカスエリアＤ雑感 

• 最も遅れているフォーカスエリアとされている・・・
とはいえ、各構成要素に対し、進展できる体制
は整ってきた 

• 現状把握のみならず、将来予測、保護区設定な
ど魅力的なアプリケーションが多数ある 

• 社会との生物多様性科学のCo-designの可能性 


