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Abstract After the Rio conv巴ntionof biodiversity， it is gen巴rallyaccepted that the biodiversity in the 

biosphere is critically decreasing and every efforts should be paid for conservation of biodiversity. In the case 

of marine ecosystem， however， inventorying of biodiversity and basic data regarding biodiversity is not 

enough to make the effectiv己actionplan. 

NaGISA (Natural Geography In Shore Area) is one of field proj巴ctsof the Census of Marine Life that is an 

international program aiming to quantify what is known， unknown， and what may never be known about the 

world's oceans through 2010. NaGISA is the ]apanese word for the area where the ocean meets the shore; it 

implies the whole shore ecosystem. It is unique in ]apanese language and no English word corresponding to 

this巴xists.Focusing on this habitat， NaGISA aims to carry out world-wide sampling of benthic ecosyst巴m

following a standardized protocol. The data obtain巴dthrough the method will provide basic information of 

g巴ographicpattern of biodiv巴rsityin the coastal zone， and that in turn will be useful for not only sci巴ntistsbut 

also policy maker and administration offic巴rfor conservation of biodiversity 

To collect scientifically reliable information of biodiversity， it is prerequisite to build a taxonomic capacity 

throughout the world. It is also an aim of NaGISA to help establishment of taxonomic academy regarding 

marin巴 organismsthroughout the world. 

The key words of NaGISA would be “Study locally， work globally." To realize the goal of NaGISA， i.e. to 

discover， describe and record the changes in the biodiversity of the world's costal zones over areas and time， 

international collaboration throughout the world is essential. 

In the year 2001， a similar international collaboration project aiming to compare the biodiversity from 

region to region based on th巴dataobtained through the same sampling protocol was carried out. Th巴name

of the project was DIWPA (DIVERSITAS International of the Western Pacific Asia) and th巴ydefined the year 

2001 as IBOY (International Biodiversity Observation Year). The target organisms of the proj巴ctwere mainly 

forest plant and insects， and scientists from more than 10 nations of the Western Pacific Asia participated in 

the project. 
During the planning phase of IBOY， coastal zone also was selected as a target habitat， and protocol to study 

the area was provisionally designed. However， due to funding reason， the real sampling of the coastal biota 

was not done during the year of IBOY. Meanwhil巴， CoML has started from the same year， and the idea of IBOY 

was adopted in the program as on巴 offield proj巴ctsin an even larger scale. 

After then， NaGISA has grown continuously， and now it has 6 regional head quarter and two international 

head quarters as the governing body of the project. So far almost 100 sites have been sampled， and some 

synthetic activities with other CoML pr吋ectsare also running. The final special volume of the ten year 

activities is planned to be published in an巴lectronicjournai， PLoS One. 

Key words: biodiversity， coastal ecosystem， g巴ographicpattern， standardized protocoi， Census of Marine Life 

1.はじめに

生物多様性の危機とその保全の必要性が叫ばれているが，海

洋生物については多様性の実態そのものの解明が不十分で，有

効な対策を取るための基礎資料が不足している.NaGISAは統

一プロトコルによるサンプリングと分類学のキャパシティビル

デイングを通して，世界各地の沿岸生物の多様性を地域間で比
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較し，沿岸生物のモニタリングのしくみを創ろうとする研究プ

ログラムである

2. NaGISAとは

NaGISA (Natural Geography In Shore Area)フ。ロジェクト

は，世界の海洋に生息する海洋生物の多様性，分布，個体数を

評価し解明するために企画された科学研究プログラムである海

洋生物のセンサス (Censusof Marine Life， CoML， http:// 

www.coml.orgj)プロジェクトの中のひとつのフィールドプロ

ジェク卜である. 白山が PIを務め， 瀬戸臨海実験所を HQと

して北米・南米・東南アジアなどを中心に，すでに 50カ国以

上が参加している層際プロジェクトでもある (Fig.l)

3. サンプリング

このフィールドプロジェク卜は，沿岸生物の多様性の地理的

パターンを地球規模で明らかすることを目指しており，すべて

の参加者が統一された方法で海洋生物を採集・分析し，その

データを持ち寄って地域間比較をする.できるだけ多くの人が

参加できるように，その方法は専門家以外でも実施が可能な平

易なものになっており，我が国では， SCUBAダイパーの NGO

が，またアメリカのアラスカ州では多くの一般市民がサンプリ

ングに参加している. また 2004年には， 日本の文科省が支援

しているフルブライトメモリアルファンドのマスターティー

チャープログラムに基づいて， 日本の高校生(沼辺商業)とア

メリカの高校生(フロリダ州ナイスピル高校)が共同で，瀬戸

臨海実験所局辺海域と，ナイスビル市の海岸で共同サンプリン

グを実施した.この取組みは，今後継続的に進めていけるもの

と期待している.

さらに，京都大学では新入生向けの少人数セミナーという授

業があるが，筆者はこのセミナーにおいて NaGISAのサンプ

リングを気仙沼周辺で実施している.これは実溜形式なので，

継続することができれば，長期データを取得することもできる

と期待している (Fig.2).

Fig. 2. NaGISA sampling carried out during pocket 

seminar of Kyoto University. 
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Fig. 1. Distribution map of NaGISA participating countries. 
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4. 分類学の振興

NaGISAでは採集したサンフ。ルの研究を支援するため，タイ

のプーケット海洋生物学センターにソーティングセンターを設

立し訓練した現地の若手研究者を雇用して，生物の分目立と標

本の作成作業を行った.このセンターは現在バンコクのカセ

サート大学に移転して活動を続けていたが，残念ながら資金的

な理由から現在は閉鎖されている.

NaGISAの活動で高く評価されているのが，各国に，自力で

分類同定を行うことができる，いわゆるパラタクソノミストを

養成することをめざして開設している，分類学の教育コースで

ある.第 l屈の訓練コースを， タイのプーケットで 2003年 9

月に開講した.この時のテーマは多毛類であった.また第 2田

を2004年 9月にベトナムのニャチャンで，端脚類を対象とし

て開催した.その後も様々な場所でいろいろな分類群を対象と

して開催してきた.最新のものは， 2009年 6月に開催した海

綿類に関するものである (Fig.3). 従来は講師以外に参加者の

旅費も大部分は NaGISAが負担してきたが，この取組みはた

いへん好評で，手弁当で参加する学生もいるようになった.最

近のこの活動は主に， 日本財団からの助成金をもとに開催され

ている.

各国で参加者が出したデータは，トJaGISAのポータルサイ

トに納められ，参加者は自由にデータにアクセスして，ポータ

ルに実装された GISなどの支援プログラムを利用して，結果の

Fig. 3. Sponge taxonomy training workshop carried 

in Thailand in June 2010. 

解析をすることができるようになる.このポータルサイトは現

在まだ構築中である.

5. 今後の展開

2004年度までこのプロジェクトは， CoML計額全体をサ

ポートするスローン財臼からの奨学寄付金を中心として活動

し，日本および東アジアについてはさらに日本学術振興会や環

境省の地球推進費などからも，部分的な資金援助を受けてき

た. しかし参加者の増大が予想を上回るベースで進んでいるた

め， 2005年度から階層的な組織化を図り， 全フ。ロジェクトを

掌握する国際センターを瀬戸臨海実験所に設置し，その下に北

アメリカセンター，ヨーロッパセンターといった，地域セン

ターをおくことにした.そして国際センターはスローン財団が

支援するが，地域センターの活動資金は各センターで調達する

ことにした.我が国を含めた西太平洋センターについては，

2005年度から日本財団の財政支援をうけている.

NaGISA は2010年までの期間限定の研究プログラムである

が，その究極の目的は，気象庁が気視や水温を測定しているよ

うに，海洋生物の多様性を世界規模で政府機関がルーチンワー

クとして観測するような態勢を整えることである. 50年いや

それ以上にわたって世界中でこのようなモニタリングが行われ

れば，地球環境の変化にともなう海洋生物相の地理的変化を検

知し，その保全に有効な対策を，科学的データに基づいて議論

できるだろうと期待している.その一端として， NaGISAは環

境省のモニタリングサイト 1000事業に我が国の国内では引き

継がれることになった.この事業では， 21世紀中はモニタリン

グを継続することを予定しており， NaGISAの目指したもの

が，実現した例だといえるだろう.世界的に見ると， GEO-BON 

というプログラムとの相性が非常によく，今後十分な連携を取

ることによって，継続的な沿岸海域の生物多様性モニタリング

がグローパルスケールて、継続されることも夢ではなくなってき

ている.

なお NaGISA計画に関する情報は，http:j jwww.nagisa. 

coml.org/からf尋ることができる.
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