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Abstract The current status of databases， samples and studies related to biodiversity in the Fisheries 

Research Agency is shown. The Fisheries Research Agency has conducted many researches on fish resources， 

marine plankters， and environmental factors in fisheries grounds around Japan. The data sets and samples 

collected in thes巴 researchesare often exp巴ctedto be disclosed. The data sets collected in the researches 

funded by the Fisheries Agency are controlled under the Fisheries Agency. Whether the data set collected in 

the researches by the fund of the Fish巴riesResearch Agency or other research funds is disclosed depends on 

individual r巴searcher'sor research group's d巴cision.As a result， much of the data sets have not been disclosed. 

To solve the problem， it is necessary to set the period when researchers who took data can use the data by 

priority， to巴stablishthe data policy that clari自己sbelonging， management method， and us巴ofthe data， and to 

construct the evaluation systems for making and maintenance of the database. On the other hand， the 

bio司samplescollected in these researches are now being put in order， and rules for the 1巴ndingservice of the 

samples are under construction. As a biodiversity research， the Fisheries R巴searchAgency now works on the 

developm巴ntof biodiversity indices to巴valuatethe fisheries grounds， and of techniques for identifying 

vanous manne orgamsms. 

Key words: database， data policy， bio-samples， biodiversity index 

1.はじめに

独立行政法人水産総合研究センター(以下水研センターとい

う)では， I水産物の安定供給確保」と「水産業の健全な発展と

安全・安心な水産物供給」を目的とした調査・研究を研究の柱

としている.この中で， I生物多様性研究Jには，赤潮・貧酸素

対策，藻場・干潟造成技術の開発，沿岸生態系管理手法の開発

等が含まれ，水産物の安定供給確保のための持続的な生産を目

的とする漁場環境保全研究として位置づけられている.

一方，生物多様性に興味を持つ研究者から水研センターにし

ばしば期待されることとして，様々な調査で蓄積された水産資

源をはじめとする海洋生物の分布・出現データや標本を研究者

に供給することがある.

このように，水研センターが「生物多様性」研究として実施

してきたことと外から求められることの聞には，微妙なずれが

ある.ここでは，水研センターにおける海洋生物の分布・出現

データベースの現状と問題点ならびにその打開に向けた方向性

について述べるとともに，近年開始した「漁場環境生物多様性

指標の開発」研究について紹介したい.
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2. 水研センターの生物関係データベース

平成 19年に海洋基本法が施行され，これを受けて平成 20

年 3月に海洋基本計画が策定された 海洋基本計画には， I政

府が講ずべき施策のひとつとして海洋に関する情報を一元的に

管理・提供する体制を整備する」と書き込まれている.このた

め，海上保安庁に，今年度，海洋情報の所在等に関する情報を

適切に管理・掲載するためのクリアリングハウスが立ち上がる

ことになっている.当然，この中に生物多様性研究に関係する

偲々の生物種の分布・出現データのメタデータを登録すること

が期待されている.これに対し，水研センターの問題は，水研

センターが独自に構築し，一般に公開している水産資源あるい

は海洋生物関係の分布出現を扱ったデータベースがことのほか

少ないという現状にある.

このように書くと， I水産庁の委託事業として実施されてき

た， r我が国周辺水域の重要魚穫の資源評価Jの基礎とするため

に漁獲情報や海洋情報を取得しつづ、けているではないか」と言

われるかもしれない.確かに，水研センターは地方自治体の試

験研究機関と連携し，こうしたデータを取得して資源評価情報

システム(略称 fresco)に入れることになっている.しかし，

そのデータポリシーは水産庁にあり， frescoシステムに入った

データへのアクセスは参画機関に限られていることから，すぐ

に水研センターの一存で一般公開に踏み切ることは不可能であ

る.ちなみに，地方自治体の試験研究機関が沿岸域の赤潮や栄

養塩データを取得する浅海定線，沿岸定線調査は，固からの補

助金が出ているものの，主として自治体が独自に実施している

との位置づけであり，データポリシーは各地方自治体にある.

一方，7.k研センターにも，独自に交付金や外部の競争的資金

を得て取得した生物データがある.ただし，公表するかどうか

は，担当する研究者の考え方によって異なっている.この部分

は大学等の研究者が研究で得たデータの扱いに似ているかもし

れない.例えば， A-ライン調査と呼ばれる北海道霊水産研究所

と東北区水産研究所が厚岸沖の観測線で実施している低次生態

系モニタリングのデータは，公開することが基本となってい

る.ただし，モニタリングで取得された生物データはクロロ

フィルやプランクトンネットで採集された採築物の現存最まで

で，プランクトンの種組成はモニタリング項目となっていな

い.これに対し，東北水研が中心となって進めた環境省地球環

境研究総合推進費による通称オダテプロジェクト (http:jj 

www.pices.int/publications/pices_press/Volume14/v14 

n1/pp_12_15_0date%20collection.pdf)では，約半世紀にわ

たる親潮域の詳総なカイアシ類の種組成データが取得されてい

る.このプロジェクトは，オダテコレクション(後述〉と呼ばれ

る長期にわたって蓄積された動物プランクトン標本を用い，親

潮域における動物プランクトンの群集構造と気候の長期変動の

関係解明を目的として実施されたものである.これにより，毅

潮域の動物フ。ランクトン群集には大まかに 10年ごとの種組成

変動があること，出現量の長期変動パターンが穏によって異な

り，生物議が 1970年代と 1990年代に多く 1980年代に低い

種と，逆に 1980年代に生物量水準が高くなる積が見られるこ

と(Chibaet札， 2008)，などの多くの成果が得られた.オダテ

プロジェクトで得られたデータは，海洋の低次生態系における

多様性の長期変動を明らかにする上で重要で、はあるが，関係者

による解析途中にあることから，未だ公開には至っていない.

データ公開に関する対応が研究グループによって異なる要因

のひとつは，水研センターにおけるデータポリシーが確立され

ていないことにある.7.k研センターでは，モニタリングなどの

弱査を行うのは研究者であり，同時に研究成果を出すことも求

められている.ただでさえモニタリング予算が削られる中で，

成果の出にくいモニタリングの実施とデータベースの構築・維

持を行うことに，研究者のモチベーションをあげるのは徐々に

臨難になりつつある.データをとった研究者たちが優先的にそ

のデータを使用できる期間の設定とそのデータ帰属と管理主

体，利用方法を明確化するデータポリシーの整備とデータベー

スの構築・維持を評価するしくみがなければ，ことに手謂のか

かる生物モニタリングの継続とデータベース化ならびにその公

開は難しい.

水研センターが運用する数少ない生物関係のデータベースと

して水産海洋データベースがある (http://jfodb.dc.a仔rc.go.jp/

kaiyodb_pub/). JSTの研究情報データベース化事業の一環と

して， 100年以上にわたって継続的に取得されてきた日本周辺

の海洋環境データや過去にとられた卵稚仔プランクトン，浮魚

類の魚体測定データなどを掘り起こしてデータベース化したも

ので， 2004年から公開されている. このデータベースに掲載

されているプランクトン関係のデータとしては，中央水産研究

所(旧東海区水研)が行った調査で得られた 1950年年代から

1980年代半ばまでの動物プランクトン現存量や種紐成データ

があり，実際にこのデータを取得された元水産研究所の研究員

の木立孝さんが三年以上にわたって精度のチェックなどのデー

タベース化に必要な作業に専念されて公開にこぎつけることが

できた.水産海洋データベースのように過去に取得したデータ

を新たにデータベース化するためには，多大なエネルギーと相

応の資金的な裏付けがなければ不可能である.

3. 7l<研センターの生物標本の現状

生物標本は，いつどこで採集されたかなどの氏素性がはっき

りしていれば，生物多様性の長期変動に関する情報を過去に

遜って取得できる重要な研究資源である.水研センターでは，

プランクトン標本，魚体標本や卵稚仔標本，胃内容物標本など，

これまで様々な調査研究で採集された生物標本を大震に蓄積し

ている.ただし，研究室などで組織的に管理されている場合も
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あるが，個人レベルの管理にゆだねられている標本も少なくな

く，その研究者の異動や退職により散逸したり記録が整備され

ていない為に標本としての価値が失われる恐れがつきまとう.

このため，水研センターでは，標本を重要な研究資産として位

置付け，標本の戦略的な収集と長期保存並びに内外での活用を

的確に行うことをめざしてルール作りがはじまった.ルールの

基本は，まだ研究に使用中で各研究室の管理下にある一次標本

と一定のデータがとられた後で長期保存を呂的とする二次標本

に分け，二次標本を特定の研究所の標本施設で一括管理するこ

とにある.

魚体の二次標本は，大型の標本施設がある西海区水産研究所

に集めて管理する方向で検討が進んでいる.もともと沼海区水

研には，東シナ海，黄海で網羅的に集められた数万個体の魚体

試料が蓄積されていた.学術的に非常に重要な資産であること

から，登録番号を付与し明確なルールで配列し，データベー

ス化するなど体系的に整理し，研究資産として機能するコレク

ション構築が行われつつある (http://www.fra.affrc.go.jp/

pressrelease/pr20/210119/sankou.pdf). 特lこ， 新規採集試

料については，種類ごとに魚体標本・闘像・ DNAの三点、セッ

トの保存を行い，同一の登録番号を付して管理し始めた.また，

外部からの標本借用依頼についてもルール化して対応できるよ

うにしている.

各研究所に分散してはいるが，7.1<研センターが所蔵するプラ

ンクトン標本は 70000本以上にのぼる.前出のオダテコレク

ションは， 東北・北海道の太平洋側海域で， 1950年以降浮魚

資源の餌料環境調査や環境保全のための定線調査によって8治

体及び国立の試験研究機関によって採集されてきた約2万

5000本の動物プランクトン標本であり (Fig.l)，東北水研に保

管されている.この標本群をもとに 1950年から 40年間の動

物プランクトン湿雲量変動を明らかにした小逮和子博士にちな

んでオダテコレクションと呼ばれ，広く世界に知られるように
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Fig. 1. Sampling stations of the Odate-collection. 
The collection is comprised of ca. 25，000 samples and 
still increasing by continued sampling and by 

digging up useful samples from old collections. 

なった.東北水研は，圏内のフ。ランクトンの長期変動研究の拠

点を目指して標本を整理するとともに，外部機関が襟本を使用

できるように規約を策定中である.約 30万本分の標本を保管

することが可能な標本管理施設が今年度中に建設されることに

なっており，気象庁など他機関からの標本を積極的に受け入れ

ることも行っている.

''"" 

4. 研究成果としての生物多様性研究への貢献

平成 20年度から，水産庁の委託事業「漁場環境・生物多様

性保全総合対策委託事業jが始まり，7.1<研センターはこの中で

赤潮や貧酸素水塊防止のための調査・研究とあわせて漁場環境

の生物多様性を定量的に評価し得る指標を開発することを目的

とした「漁場環境生物多様性指標の開発」を実施している.7.1<

研センターでは，干潟生態系を対象とし， I水産の見地からの干

潟の評価は生物資源が豊富であることが主要素となるが，その

ためには生物資源の生産につながる分解過程が機能している必

要があり，分解過程は，分解者(分解機能)の多様性に裏付け

られているJとの仮説を立て，研究を進めている. これを検証

するための問題は，生物の多様性や分解機能の多様性をどう把

握するかである.多様性を把握するために種なり機能なりの詞

定を行う必要があるが，簡易問定技術が開発されなければ，指

標を作っても一般に用いられるのは難しい.

瀬戸内水研では，幼生期まで含めたベントスの同定を行うた

めのモノクローナル抗{本， DNAプローブ， PCR-RFLP， リア

ルタイム PCR，マルチプレックス PCRなど様々な分子生物学

的手法を開発してきた.特に，漁獲対象の二枚貝の幼生を同定

する為には，安価で簡便な酵素免疫抗体法による種判別方法を

開発した(演口ら，未発表).一方，主な分解者はバクテリアで

あるが，干潟域のバクテリアの分解機能特性のみならず，種類

組成についても体系的な報告はない.近年，バクテリアの炭素

源利用能をある程度網羅的に把握することが可能なキットが市

販されるようになった.この事業では，それを干潟底質中のバ

クテリアの分解機能の多様性の把握に適用し，漁場環境やベン

トス量，総成との関係を解析し，干潟域の漁場環境診断の指標

としての妥当性を検討しつつあり(内田ら，未発表)，今後，成

果が公表されることになるだろう.

5. まとめ

平成 19年 11月に制定された生物多様性国家戦略では，海

洋域でめざすべき方向のひとつとして， I水産資源はじめ海洋

全般のデータを整備し，生態系をベースとする資源管理を踏ま

えた持続可能な漁業を進めるJことが位置づけられている.こ

のことは，まさに水研センターの本来業務であり，センターと

して，その手法開発も含めて積極的に推進していくことにな

る.また，本戦略では，生物多様性の保全及び持続可能な利用
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のための基本方針の 1番目に科学的認識と予防的順応的態度

の重要性が指摘されている.特に，地域で長期間にわたり自然

環境の状況をモニタリングしたデータや標本を基にした科学的

データに慕づく正しい理解と認識をもつことが政策決定や取組

の出発点になる.モニタリングの維持や標本管理，データベー

スの構築と維持には多大な時間と労力がかかるにも関わらず，

この部分の研究者偲人の評価は明確化されておらず，先行きは

明るくない.繰り返しになるが，これらを評価するしくみと実

施する為の研究資金の注入，そしてデータを作成した人に一定

の期間の優先使用期間が設けられるといった仕組み作りが，長

自然史系博物館の GBIFへの貢献

松浦啓一

期間にわたり蓄積されたモニタリングデータや標本を基にした

科学的データを生み出す源になる.そのためにも，まず，水研

センターの中で，こうした仕組み作りを進めていきたい.
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Abstract The G10bal Biodiversity Information Facility (GBIF) is an internationa1 organization working to 

make the world's biodiversity data accessib1e anywhere in the world. GBIF's members include countries and 

international organizations who have signed a Memorandum of Understanding that they will share biodiver-

sity data and contribute to the deve10pment of increasing1y effective mechanisms for making those data 

availab1e via the Internet. A large part of the primary data on biodiv巴rsityare the 1.5-2.0 billion specimens 

he1d in natura1 history collections， as well as many geographica1 and eco1ogica1 observations recorded by 

various means and stored in various media. However， many natura1 history museums have been facing 

challenges in digitization of natura1 history collections because they have huge numbers of museum 

specimens requesting many human resource， time and money to be digitized. In addition to these prob1ems， 

there is another prob1em to make a standardized format of collection databases in the Internet because many 

museums have been using different database software and different formats for data entries. When Japanese 

natura1 history museums 1aunched in a cooperative database project“Science Museum Network (S-net)" in 

2005 to deve10p datab呂sesof natura1 history collections and build human networks of curators in Japan， it has 

been invo1ved in the prob1ems stated above. To overcome these prob1ems， S-net has deve10ped an e1ectronic 

too1 to convert different data formats into a standardized format for GBIF which is called“Darwin core". Over 

the past four years， S-net has greatly been growing in terms of data records of natura1 history collections， 

reaching beyond 1.12 million records. S-net has a1so getting a great success in deve10ping human networks 

of museum curators providing good opportunities for them to exchange and share information re1ated to 

databases and collection managements 
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はじめに

20世紀末に生物多様性の研究と保全およびその持続的利用

が全世界的な課題となり，生物多様性条約が締結された.条約

締結は生物多様性の重要性を世界の人々が広く認めた結果とい

えよう.また，最近テレビや新聞などのマスメディアにおいて

生物多様性という言葉が頻繁に登場するようになり，生物多様

性研究にとって追い風が吹いていると感じさせてくれる. しか

し，地球上に生存する全生物を考えると，生物多様性に関する
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