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生物多様性情報は
保全の役に立つのか？
データベースは



淡水魚の保全

淡水魚 ・・・生活史の少なくとも一時期
淡水域に現れる魚類
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淡水魚の保全

・・・ 日本列島＋琉球列島
約４００種

汽水・淡水魚レッドデータリスト (2007) 掲載種 (絶滅危惧 IA類, IB類のみ)
赤：本州〜九州の純淡水魚

絶滅危惧IA類（61種／18種）
コゲウツボ ナミダカワウツボ ミヤコタナゴ イチモンジタナゴ イタセンパラ セボシタビラ ゼニタナゴ ニッポンバラタナゴ スイゲンゼニタナゴ ヒナモロコ シナイモツゴ ウシモツ

ゴ アブラヒガイ ホンモロコ スジシマドジョウ小型種山陽型 アユモドキ リュウキュウアユ アリアケシラウオ アリアケヒメシラウオ ベニザケ（ヒメマス） ハリヨ ムサシトミヨ トミヨ

属雄物型 ホシイッセンヨウジ タニヨウジ ヒメテングヨウジ カワボラ アゴヒゲオコゼ ヒゲソリオコゼ カガミテンジクダイ ウラウチフエダイ アオギス ヨコシマイサキ ニセシマイサ

キ シミズシマイサキ ウラウチヘビギンポ ヒルギギンポ カワギンポ ツバサハゼ トカゲハゼ ヨロイボウズハゼ カエルハゼ アカボウズハゼ ハヤセボウズハゼ コンテリボウズ

ハゼ ドウクツミミズハゼ ミスジハゼ ウラウチイソハゼ シマサルハゼ ヒメトサカハゼ クロトサカハゼ イサザ キセルハゼ アゴヒゲハゼ コンジキハゼ カワクモハゼ ホホグロ

ハゼ オガサワラヨシノボリ コマチハゼ ヒメサツキハゼ タイワンキンギョ

絶滅危惧IB類（48種／21種）
ドロクイ ゲンゴロウブナ ニゴロブナ タナゴ シロヒレタビラ アカヒレタビラ カゼトゲタナゴ ワタカ カワバタモロコ ウケクチウグイ イシドジョウ ヒナイシドジョウ スジシマドジョウ

大型種 スジシマドジョウ小型種東海型 スジシマドジョウ小型種琵琶湖型（淀川個体群を含む） スジシマドジョウ小型種山陰型 スジシマドジョウ小型種九州型 エゾホトケドジョウ

ホトケドジョウ ナガレホトケドジョウ ネコギギ イトウ タウナギ アミメカワヨウジ ナガレフウライボラ ヤマノカミ カジカ小卵型 カジカ中卵型 アカメ アトクギス トゲナガユゴイ

ヤエヤマノコギリハゼ ジャノメハゼ タナゴモドキ タメトモハゼ タビラクチ ムツゴロウ チワラスボ ルリボウズハゼ トサカハゼ クボハゼ ウキゴリ属の１種（ジュズカケハゼ関東

型） シマエソハゼ エソハゼ マングローブゴマハゼ アオバラヨシノボリ キバラヨシノボリ コビトハゼ

淡水魚





淡水魚の保全

危機要因

生息地破壊

過剰採取

外来種

減少プロセス

遺伝的劣化

人口学的衰退

地域多様性の低下



生物多様性情報と
淡水魚の保全

１．生物多様性情報データベースの概観

２．保全における活用：現状と今後

３．データベースの積極的な保全活用の

可能性



１．生物多様性情報データベースの概観

情報の種類

・遺伝的多様性

・種多様性・分布

・生物学特性・外来種

・群集・生態系

主なデータベース

・DDBJ, BOLD, GEDIMAP

・G(J)BIF, J-IBIS, S-Net, ...

・FishBase, 侵入生物DB, ...

・日本の重要湿地500, ...



１．生物多様性情報データベースの概観

遺伝的多様性

塩基配列全般・・・国際DNAデータベース

 DNA barcoding (mtDNA COI)・・・BOLD

http://www.ddbj.nig.ac.jp

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/
http://www.ebi.ac.uk/embl/

http://www.barcodinglife.com http://www.fishbol.org

http://www.ddbj.nig.ac.jp
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/
http://www.ebi.ac.uk/embl/
http://www.barcodinglife.com
http://www.fishbol.org


１．生物多様性情報データベースの概観

遺伝的多様性

魚類のmtゲノム ・・・mitoFish （東大大気海洋研）

地域集団遺伝データ（mtDNA）
・・・ GEDIMAP（京都大学）

http://mitofish.aori.u-tokyo.ac.jp

http://gedimap.zool.kyoto-u.ac.jp

http://mitofish.aori.u-tokyo.ac.jp
http://gedimap.zool.kyoto-u.ac.jp


地域集団遺伝データ（mtDNA）
・・・ GEDIMAP（京都大学）



地域集団遺伝データ（mtDNA）
・・・ GEDIMAP（京都大学）

関連文献データベース

BLAST検索
（→ DDBJ/GEDIMAP）

vs.配列
集団

簡易解析
データファイル作成



１．生物多様性情報データベースの概観

種多様性・分布
生物学特性・外来種

全般・・・GBIF，FishBase, ...
http://www.gbif.org http://www.fishbase.org/

http://www.gbif.org
http://www.fishbase.org/


１．生物多様性情報データベースの概観

種多様性・分布
生物学特性・外来種

自然史標本情報 S-Net，UODASほか

http://science-net.kahaku.go.jp

http://research.kahaku.go.jp/zoology/uodas/

http://science-net.kahaku.go.jp
http://research.kahaku.go.jp/zoology/uodas/


１．生物多様性情報データベースの概観

種多様性・分布
生物学特性・外来種

国交省：河川環境データベース

環境省：生物多様性情報システム J-IBIS
http://mizukoku.nilim.go.jp/ksnkankyo/

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

http://mizukoku.nilim.go.jp/ksnkankyo/
http://www.biodic.go.jp/J-IBIS.html


１．生物多様性情報データベースの概観

種多様性・分布
生物学特性・外来種

国環研：侵入生物データベース
https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/

https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/


１．生物多様性情報データベースの概観

群集・生態系

水環境・・・日本の重要湿地500
http://www.sizenken.biodic.go.jp/wetland/

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


１．生物多様性情報データベースの概観

ポータル・サイト

 GBIF (JBIF) http://www.gbif.jp/links/

http://www.gbif.jp/links/


生物多様性情報と
淡水魚の保全

１．生物多様性情報データベースの概観

２．保全における活用：現状と今後
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２．保全における活用：現状と今後

淡水魚の保全

危機要因

生息地破壊

過剰採取

外来種

減少プロセス

遺伝的劣化

人口学的衰退

地域多様性の低下



２．保全における活用：現状と今後
危機要因

生息地破壊
過剰採取

外来種

減少プロセス

遺伝的劣化

人口学的衰退

地域多様性の低下

・破壊・改変主体

・保全主体

・保全対象種・地域
の認識

・影響回避，軽減

◯既存の魚類相情報

◎レッドリスト
法令関連種・重要地域

△種の基礎生物学特性

△/×遺伝的特性

△/×保全策事例

利用者 目的 関連データベース

効率的に対象を認識するのには役立つ

but見過ごされないとは限らない



２．保全における活用：現状と今後
危機要因

生息地破壊

過剰採取
外来種

減少プロセス

遺伝的劣化

人口学的衰退

地域多様性の低下

・漁業者
・保全主体
・鑑賞用販売関連者

・個体群状態の把握

利用者 目的 関連データベース

△漁業統計等

△種の基礎生物学特性

◎レッドリスト
法令関連種
重要地域

漁業統計対象種以外では
「権威付け」(?) 程度

過剰採取のインセンティブにも？



２．保全における活用：現状と今後
危機要因

生息地破壊

過剰採取

外来種

減少プロセス

遺伝的劣化

人口学的衰退

地域多様性の低下

・保全主体 ・外来性の特定

・侵略性の評価

在来種への影響評価

・防除・抑制

利用者 目的 関連データベース

◯既存の魚類相情報

◎レッドリスト
法令関連種・重要地域

△種の基礎生物学特性

△/×遺伝的特性

△防除策等の事例

データベースに搭載する知見自体が不
足（特に国内外来種）



２．保全における活用：現状と今後

現状

・地域生物相リスト
・希少種リスト
・図鑑

があれば事足りる程度の活用 . . .？



２．保全における活用：現状と今後

今後の活用へ (1)積極的保全のツールとしての
生態ニッチモデリング

積極的保全：守るだけではなく，攻めるべし
保全の目的は，多数の環境下，多数の個体による

進化可能性を守ること

生態ニッチモデリング：潜在生息場所の探索と利用
緯度・経度情報と環境レイヤーを準備できれば容易

ニッポンバラタナゴ ゼゼラ カワバタモロコ ヒガイ類



２．保全における活用：現状と今後

今後の活用へ (1)積極的保全のツールとしての
生態ニッチモデリング

積極的保全：守るだけではなく，攻めるべし
保全の目的は，多数の環境下，多数の個体による

進化可能性を守ること

生態ニッチモデリング：潜在生息場所の探索と利用
緯度・経度情報と環境レイヤーを準備できれば容易

ニッポンバラタナゴ ゼゼラ カワバタモロコ ヒガイ類

緯度・経度情報の集約不足

特に保全対象種：

「利用と秘匿のジレンマ」



２．保全における活用：現状と今後

今後の活用へ (2) 国内外来種問題
外来性の検出：遺伝系統地理情報の活用
効果的で低コストなデータ収集と比較

個体群に対する
BLAST検索



２．保全における活用：現状と今後

今後の活用へ (2) 国内外来種問題
外来性の検出：遺伝系統地理情報の活用
効果的で低コストなデータ収集と比較

基礎データの不足・偏り
(183種，1,581個体群，2,776ハプロタイプ)

mtDNAの限界

個体群に対する
BLAST検索



生物多様性情報と
淡水魚の保全

１．生物多様性情報データベースの概観

２．保全における活用：現状と今後

３．データベースの積極的な保全活用の

可能性



３．データベースの積極的な保全活用の
可能性

データベース（英: database, DB）は、特定のテーマに
沿ったデータを集めて管理し、容易に検索・抽出など
の再利用をできるようにしたもの。(Wikipedia)

淡水魚の保全のために，
「情報収集の効率化」という以上の
データベースの活用方法はないのか？



３．データベースの積極的な保全活用の
可能性

淡水魚保全における一般的問題点

 脅威を取り除くのが困難
開発，水産業・農業や個人活動との対立
防除技術，交雑の不可逆性

 監視者，責任者，保全主体が

不在である傾向（資金的裏付けを含む）

 問題の局所性による活動の孤立傾向



 脅威を取り除くのが困難

 監視者，責任者，保全主体が

不在である傾向（資金的裏付けを含む）

 問題の局所性による活動の孤立傾向

データベース・ネットワークに

保全のインセンティブを組み込む

つながる保全
主体 遺伝・分布・

生物学特性
DB

保全事例
DB

特定希少種の
全生息地
監視情報

保全主体
DB

つなげる



 脅威を取り除くのが困難

 監視者，責任者，保全主体が

不在である傾向（資金的裏付けを含む）

 問題の局所性による活動の孤立傾向

データベース・ネットワークに

保全のインセンティブを組み込む

つながる保全
主体 遺伝・分布・

生物学特性
DB

保全事例
DB

特定希少種の
全生息地
監視情報

保全主体
DB

つなげる

データベースを基盤とした

保全のSNSコミュニケーション化



データベースを基盤とした
保全のSNSコミュニケーション化

必要要件

(1) システムの構築
既存ツールも利用可能？

Twitter, Facebook...



データベースを基盤とした
保全のSNSコミュニケーション化

必要要件

(2) 責任と信頼あるコーディネーター（SNSマスター）

 情報の「仕分け」 と 「公開の階層化」

 「プッシュ型」情報発信

 「利用と秘匿のジレンマ」の解消

 「保全現場の今」を常時監視
・コミュニケーション・アップデート

誰が?・・・研究者(学会)? NPO?? 環境省???



データベースを基盤とした
保全のSNSコミュニケーション化

(3) オフ会・・・保全シンポジウム／ワークショップ



つながる保全
主体 遺伝・分布・

生物学特性
DB

保全事例
DB

特定希少種の
全生息地
監視情報

保全主体
DB

つなげる

データベースを基盤とした
保全のSNSコミュニケーション化


