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特集 生物の空間分布・動態と生態的特性との関係:マクロ生態学からの視点

マクロ生態学をめざすナチュラリストへの 3つのアドバイス

矢原徹一

九州大学大学院理学研究院生物科学部門

Three recommendations for natura1ists who will work in macroeco1ogy 

Tetsukazu Yahara 

D巴partmentofBio1ogy， Facu1ty of Sci巴nces，Kyushu University 

要旨:マクロ生態学の歴史は 18世紀の博物学にさかのぼる。当時の博物学はまさに地球規模の科学であった。そして

当時の博物学者(ナチュラリスト)は、地理学、地質学、分類学を広く学んでいた。しかし 20世紀に入って発展した

生態学は、これらの博物学的諸分野と距離をおいてしまった。最近になって、生態学はマクロ生態学にたどりついた。

しかしマクロ生態学はまだ、地理学、地質学、分類学との十分な復縁を果たしていない。マクロ生態学のこれからの発

展においては、地理学、地質学、分類学との連携が大きな駆動力を生み出すだろう。また、過去 5万年間に人類が生態系・

生物多様性にどのような影響を与えてきたかを問うことが重要である。

キーワード:地球規模、博物学、形質データベース、人間活動、絶滅

はじめに

マクロ生態学の創設者を一人あげるとすれば、誰が適

切だろうか。この間いは、マクロ生態学の歴史を特徴づ

けるうえで重要であるだけでなく、そのこれからの発展

を展望するうえでも、重要な示唆を与えてくれる。この

聞いへの私の答えは、この記事の最後で述べる。この答

えについて考えをめぐらせながら、以下のコメントを読

んでいただきたい。

マクロ生態学 (Macroeco1ogy) という領域を提唱し、

この分野の開拓してきたリーダーの一人は、 JamesBrown 

である (Brownand Maurer 1989 ; Brown 1995， 1999)。し

かし、本特集において Brownの論文を引用しているのは

総括論文(山浦・天野 2010) と大谷ほか (2010) だけで

ある。この事実が象徴するように、マクロ生態学は James

Brownが提唱した枠組みをこえて、大きな空間スケール

を扱う生態学諸分野を包括する用語となっている。

総括論文において、山浦・天野 (2010) は、「マクロ生

2009年 10月23日受付、 2010年 5月24日受理
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態学は基礎的には古くから取り組まれ、応用的には最近

になって注目されるようになった、古くて新しい学問で

ある」と述べている。では、マクロ生態学につながる研

究は、どれくらい古くまでさかのぼることができるだろ

うか。それは、 18世紀の博物学までさかのぼると考える

のが妥当だろう。航海技術の発展にともない、 15世紀中

ごろから 17世紀中ごろまで続いた大航海時代(ヨーロッ

パ人による世界各地への進出)を経て、 18世紀には、地

球規模での博物学の研究が開始された。地理学が地球規

模での博物学の先陣を切り、アレクサンダー・フォン・

フンボルトは 1799年から 1804年にかけて、南米調査を

実施した。フンボルトの旅行記『新大陸赤道地方紀行』は、

ヨーロッパの博物学者たちを海外調査の夢にかりたてた。

彼は 1845年に『コスモスj(Kosmos) をあらわして、近

代地理学の基礎を築いた。フンボルトは、近代地理学の

創設者である。一方で、世界各地で行われた地質調査の

成果は、ライエルの『地質学原理J全3巻 (1830~ 1833 

年)へと体系化された。ライエルは近代地質学の創設者

である。そして、世界各地から集められた生物標本をも

とに分類学が大きく発展した。当時は、博物学の黄金時
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代だった。当時はまだ、「生態学」という学問領域は誕生

していなかったが、その頃の博物学者の中には、生態学

的な考え方を発展させた研究者たちがいた。その中に、「マ

クロ生態学の創設者」がいたと考えるのが自然だろう O

なお、大航海時代の博物学から発展した地理学・地質学・

分類学は、列強の植民地政策に寄与する側面を持つ、す

ぐれて応用的な研究分野だった。地図の作成、鉱物資源・

生物資源の探索は、ヨーロッパ列強の政府にとって戦略

的に重要な課題だったのである。この点で、山浦・天野

(2010)が「マクロ生態学は基礎的には古くから取り組ま

れ、応用的には最近になって注目されるようになった」

と述べているのは、必ずしも正確ではない。今日の地球

規模生態学は、地球環境変動に対応するための使命をお

びているが、大航海時代の博物学はもっと政治的な使命

をおびていた。

生態学 (ecology) という用語は、 1866年にへッケルに

よって提唱された。その初期には自然地理学のように今

日のマクロ生態学につながる博物学的領域を内包してい

た。しかし、ロトカ・ボルテラモデルに代表される数理

的アプローチが採用され、個体群生態学、群集生態学な

どの体系化が進むとともに、生態学は博物学(とくにそ

の象般的存在である分類学)と距離を置き、一般原理を

探求する科学として発展した。また、タンズレイによる

生態系概念の提唱 (1935年)は、システム的な見方を生

態学に導入した。 1950-60年代にオダムによって体系化さ

れた生態系生態学は、生態学から博物学的知識をそぎ落

とし、生態系を物質循環系としてとらえることで、大き

な発展を遂げた (Odum1959， 1963) 0 1970年代に本格化

した進化生態学の隆盛は、このようなシステム理論的ア

プローチに対するアンチテーゼであり、生物の行動や生

活史の多様性に関心が深いナチュラリストによる博物学

的生態学復興の試みという側面があった。しかし、進化

生態学は大きな空間的スケールを扱う学問ではなかった。

ナチュラリスト的素養を持つ生態学者を、大きな空間

的スケールを扱う研究へと導いたのは、保全生態学の発

展である。保全生態学は、「生物多様性保全」という社会

目標に寄与することを使命として発展した新しい科学で

ある(鷲谷・矢原 1996)0その発展に貢献したのは、生

息地の消失や種の絶滅に危機感を募らせたナチュラリス

ト的素養を持つ生態学者・分類学者・集団遺伝学者だった。

このため、その発展初期には、個体群や種レベルの保全

に関する研究の比重が大きかった。しかし、個体群や種

レベルの保全は、生態系や景観というより大きなスケー

ルでの対策ぬきには達成できない場合が多い。このため、
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保全生態学が分布モデリングなどより大きな空間スケー

ルを扱う方法論を活用するようになったのは必然的帰結

と言えるだろう O やがて地球温暖化などグローパルな環

境変動が顕在化するとともに、地球規模での植生帯変動

などに関する研究が発展し、保全生態学が扱う空間スケ

ールは地球規模まで拡大した。本特集の記事-の大部分が

保全に関連するテーマを扱っているのは、このような研

究の歴史を反映している。

しかし、今なお多くの生態学者の視野は、地球規模に

は及んでいない。本特集にも、地球規模で研究を展開し

た事例はほとんど紹介されていない。「マクロ生態学Jの

特集でありながら、 5大陸の地図がどの記事にも使われ

ていない。もちろん、生態学者全員が地球規模で研究す

る必要はない。しかし、温暖化、富栄養化、越境大気汚染、

海洋の酸性化、外来種の増大、白生種の絶滅など、多く

の深刻な変化が地球規模で進行している。地球規模で、

生態系・種・遺伝子レベルの多様性がどのように変化し

つつあるかを観測し、モデル化し、予測することは、生

態学に対ーする大きな社会的要請となっている。この要請

に応えることは、生態学に課せられた歴史的使命といえ

るだろう。

一方で、地球規模での生態学は、ナチュラリストにと

って魅力のつきない課題でもある O 大航海時代と違って

調査がまったく及んでいない場所は少なくなってしまっ

たが、それでも世界各地の生物を現地で調査し、比較研

究することは、ナチュラリストにとっては興奮に満ちた

経験である。私は大学院時代以来、タイ、北米東部、オ

ーストラリア、コスタリカ、メキシコ、ベネズエラ、ブ

ラジルの順に長期の野外調査を経験した。最近になって

ケープタウンを 2度訪れる機会があり、ついに 5大陸の

植物を現地で観察することができた。 5大陸での調査経

験は、 DIVERSITAS(生物多様性研究国際プログラム;

Hendry et al. 2010) や GEOBON (Group on Earth 

Observation Biodiversity Observation Network地球観測に関

する政府開会合生物多様性観測ネットワーク;Scholes 

et al. 2008) などの、生物多様性研究に関する国際プログ

ラムの委員として仕事をするうえで、かけがえのない財

産となっている。これらのプログラムの事業として、地

球規模での共同研究計画を具体化しつつある。いまや私

が大学院時代に比べ、世界各地を訪問することが格段に

容易になり、世界各国の研究者と共同研究を行うことが

可能になった。若手研究者であっても地球規模での研究

計画を実行することが、その気になれば可能な時代を迎

えている。この特集をきっかけに、地球規模での生態学
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を志す若手研究者が育ってくれることを期待している。

そのような志向性を持つ次世代の研究者に対して、以

下の 3つのアドバイスを送りたい。これらは、これから

の私自身に向けたアドバイスでもある。

(1)地球規模の博物学を学ぼう。

大航海時代の博物学は、地理学・地質学・分類学とい

う3つの分野を発展させた。この 3つの分野は、地球規

模での生態系・生物多様性を研究するうえで、いまなお

その重要性を失っていない。しかしながら、上記のとおり、

生態学は博物学的諸分野と距離を置いて発展してきたと

いう歴史を持っており、地理学・地質学・分類学との連

携はいまなお不十分である。

地理学は、その発展当初から、自然科学(自然地理学)

と社会科学(人文地理学)の学際領域として発展してき

たユニークな科学である。地図は地理学における基本的

ツールだが、最近では地理情報システム (GIS)の確立に

よって、さまざまな情報を地図上に集約し、解析する研

究分野(地理情報学)が発展した。生態学においても、

GISを利用し、分布モデル(ニッチモデル)を構築する

研究がさかんになってきたが、 GISや地理情報学的モデ

ルの活用範囲は生物の地理分布にとどまるものではない。

土地利用、家計収入、人口動態、産業動態、衛生環境など、

多くの地理情報を扱うことが可能である。土地利用の変

化が生物種の絶滅を促進する主要な要因であり、土地利

用を駆動するのが家計、人口、経済などの社会的諸要因

であることを考えれば、これらを取りこんだモデル化が

生物多様性研究においても必須であることは疑う余地が

ない。この方向で研究を発展させることは、生態学と地

理学を連結することにほかならない。

一方で自然地理学は、気候や地質、植生などの地理的

変化を扱う分野として、フンボルト以来の長い歴史を持

っている。生物地理学は古くからの自然地理学の一分野

だが、分子系統学的方法の発展と、温暖化研究の発展と

いう 2つの駆動力の下で、きわめて活発な研究分野へと

成長した。生物地理学は生態学との接点が拡大している

分野だが、生態学者は生物地理学の背景にある自然地理

学の研究の蓄積を、まだ十分に活用してはいない。

たとえば地質は、植生の分布に大きな影響を与える要

因として、古くから知られている。しかし、土壌や地質

について豊富な知識を持つ生態学者は、きわめて少ない。

このため、土壌や地質と植生帯の関係は、地球規模での

植生帯変動モデル (DGVM:Dynamic Global Vegetation 
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Mod巴1)ではほとんど考慮されていない。しかし、泥炭地

や石灰岩地は、同じ気候帯にある森林の組成やバイオマ

スを大きく異なるものにする O このことは、自然地理学

の研究において古くから知られているが、このような古

い知識が最先端の植生帯変動モデルに十分に生かされて

いないのが現状である。

分類学は、大航海時代以来、世界各地において膨大な

数の標本を集め、博物館などに蓄積するとともに、標本

にもとづく生物種の形質の記載を続けてきた。分類学が

蓄積した形質データと分布データは、これからの地球規

模生態学において、欠かすことのできない情報源である。

GBIFはこれらの情報をデジタル化する国際連携事業であ

り、これまで分布データの入力が先行しているが、今後

形質データについても入力が進むことが期待される。

形質データは、田中 (2010)が指摘しているように、

生物多様性と生態系機能の関係を解明し、地球規模での

生態系・生物多様性の変化を予測するうえで、必須の情

報である。 TRYinitiative (http://www.町r-db.org人 2010年

6月26日確認)は、地球規模での植生帝変動を予測する

ことを目標に、植物の形質データベースを構築するプロ

ジェクトである。 TRYデータベースには、これまでに 99

のデータセット (25ファイル)が登録され、このうち約

50%が緯度・経度'情報を持っている (Kattge私信)。この

形質データベースをもとに、地球規模での形質の分布を

解析する共同研究が進んでいる。この形質データベース

は、生理生態学者主導で構築されてきたので、 Specific

Leaf Weight， Leaf Nitrogen Contentsなど、分類学の文献で

は得られない機能形質情報を収集している点に大きな特

色がある。しかし、収集されている情報量は、分類学者

が長年にわたって記載した情報に比べれば、微々たるも

のである。今後は GBIFの形質データが蓄積されるとと

もに、分類学の記載データがマクロ生態学の研究に大き

く活用されることになるだろう。

(2)過去 5万年の歴史を学ぼう

地球規模での生態学を研究するうえでは、歴史的視点

も欠かすことができない。ヒトは、約 5万5千年前にア

フリカから西アジアに移住し、 4万 5千年前までには中

国やニューギニア、オーストラリアに移住した (Mel1ars

2006)。オーストラリアに移住したヒトは、オーストラリ

ア大陸に生育していた 21種の大型晴乳類を絶滅させた。

これらの大型晴乳類の絶滅は、気候の寒冷化 (4万年前

以降)に先立つて起きたので、ヒトの移住以外に大量絶
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滅の原因を考えることは困難である (Barnoskyet a1. 

2004)。一方で、北米大陸におけるマンモスを含む 33種

の大型晴乳類の絶滅は、 11，500-1 0，000年前に集中的に起

きている。この時期には、ヒトの到来と気候の温暖化が

重なっている。この時期までにヒトはベーリング陸橋を

わたって北米大陸に到達していたが、氷河にはばまれて

南下できなかった。気候の温暖化によって 11，500年前ま

でに北米西部の氷床が溶け、アラスカとカリフォルニア

をつなぐ回廊が聞けた。ヒトは回廊をたどって南下し、

さらに北米東部や中南米へとひろがった。北米大陸にお

ける大型晴乳類の絶滅は、おそらくヒトによる狩猟と気

候変動の両方が影響した結果だと考えられる (Barnosky

et al. 2004)。南米大陸では、大型のアルマジロを含む 50

種の大型晴乳類が絶滅した。この大量絶滅にもヒトの移

住が影響した可能性が大きい。

このように、ヒトは移住する先々で、大型晴乳類を絶

滅させた。このことが、世界各地での農耕文明の発展に

影響を与えた可能性がある (Diamond1997)。農耕は、少

なくとも肥沃な三日月地帯(I万 l千年前)、中国 (9千

年前)、ニューギニア高地 (9千年前)、サハラ (5千年前)、

中部メキシコ (5千年前)で独立に開始された (Diamond

and Bel1wood 2003)。このうち、もっとも早く農耕が発展

した肥沃な三日月地帯では、ウシ、ウマ、ヒツジ、ヤギ、

などの家畜が利用されており、これらの絵が壁画に描か

れている。肥沃な三日月地帯と呼ばれるレパント(現在

のレバノン・イスラエル)からメソポタミアにかけての

地域は、 3000m級の山岳を擁し、地形的に複雑であった

ため、移住したヒトの狩猟によって家畜の原種が絶滅し

なかった。これに加えて、地中海性気候の下で、穀物と

して利用できる、大型の種子をもっ一年生イネ科植物(コ

ムギ、オオムギの原種)が進化していた。これらの自然

地理的条件が、他の地域に先駆けた農耕の発展を促した

とDiamond(1997) は主張している O

なぜ肥沃な三日月地帯における農耕の開始が他の地域

より早かったかについては、他の要因も考慮に入れた今

後の検証が必要だろう。しかし、肥沃な三日月地帯で先

に農耕を開始し、定住生活へと移行した集団が、狩猟採

集民よりはるかに高い農業生産力とそれにともなう余剰

食糧の貯蔵を背景に、高度な技術、社会的階層、中央集

権制、職業的軍隊を他の地域よりも先に発展させたこと

は事実である。中国、メキシコなど他の地域でも、農耕

と定住生活開始後に同様な社会的変化が並行して生じ、

巨大な建造物をともなう古代文明が生まれた。 Diamond

and Bellwood (2003) は、農耕を開始した集団から他の地
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域への移住経路が、世界各地のさまざまな言語の系統関

係とよく一致することを指摘し、農耕開始後の人類の文

明史は、農耕民の移住史を基礎においた系統発生的な観

点で統一的に説明できると主張している O この視点は、

地球規模で、のマクロ生態学研究において、今後重要性を

増すのではないかと考える。

ヒトは、狩猟採集生活時代に大型晴乳類の絶滅をひき

おこし、農耕開始後はさらに大きな生態系・生物多様性

への影響を与え続けてきた。世界各地に草原を拡大し、

森林にさまざまなかく乱を与え、河川形状を変更してき

た。このようなヒトの営為は、最終氷期最盛期(約 2万

年前)よりも古くから開始されたこと、農耕が開始され

た約 l万年前以後に限っても、ヒトによって改変された

環境に他の生物が適応進化するのに十分な時聞が経過し

ていることに注意を払う必要がある。最近まで、生態学

は人間活動の影響を受けない原生的自然を研究すること

で、一般則を発見しようとしてきた。しかし、「人間活動

の影響を受けない原生的自然」など、この地球上にほと

んどないのが現実だろう O したがって、現在の地球上に

見られる生態系・生物多様性は、自然地理的条件に加えて、

人間活動の影響を考慮してはじめて正確な理解ができる

に違いない。この視点にたてば、地球規模でのマクロ生

態学のひとつの重要な課題は、過去 5万年間に人類が生

態系・生物多様性にどのような影響を与えてきたかを理

解することである。

(3)適切な間いをたてよう

マクロ生態学は、大きな空間スケールを扱う技術の進

歩によって急速な発展を遂げた。すなわち、地球規模で

の衛星画像、数値地図、気象データなどが容易に利用で

きるようになり、それらを解析するモデルやソフトが開

発されたことにより、これまで直接観察することができ

なかった大きな空間スケールでの生態系・生物多様性の

変化を研究する領域が急速に発展した。この発展と対を

なすのが、大きな時間スケールの研究を可能にした分子

系統学の進歩である。分子系統学の進歩はさらに、分子

系統地理学の発展へとつながり、地球規模での生物分布

の時間変化を過去にさかのぼって研究する道を聞いた。

これからマクロ生態学を学ぶ大学院生が直面するのは、

これらの研究の進歩によってもたらされたさまざまな解

析手段を学ぶ必要性だろう。各種の衛星が搭載している

センサーの特性を知る必要があるし、さまざまな分光指

標についての知識も必要だ。画像処理ソフトだけでなく、

畑町聖



マクロ生態学をめざすナチュラリストへの 3つのアドバイス

ArcGISなどのGISソフトを使いこなす必要にも迫られる O

気象などさまざまな環境因子に関するグローパルデータ

セットの知識も要求される。統計解析のためには Rを使

いこなす必要があり、ベイズ統計解析のためには

WinBUGSを手なづけなければならない。さらに、種間比

較を行うためには、大谷ほか (2010) のように分子系統

解析についての知識が必要となる。ひとたび分子系統学

の足を踏み入れれば、さまざまな分子進化モデルやさま

ざまな系統推定法に関する膨大な研究の蓄積が待ち受け

ている。

しかし、これらはあくまで解析の手段である。手段に

ばかり目を奪われて、目標を見失ってはいけない。手段

とともに重要なのは、目標、すなわち解決すべき問題を

適切に設定することだ。問題を適切に設定したうえで、

どんな解析手段が有効かを考える態度が、マクロ生態学

の発展のためには大切だ、ろう。もちろん、適切に問題を

設定するうえでは、解析手段についてのある程度の知識

が必要だ。また、いずれかの解析技術をきわめれば、そ

れを武器に未解決の問題にとりくむことができる。職人

芸を磨いて、技術の発展に貢献する研究者も、マクロ生

態学の発展には欠かせない。目標が大切か、手段が大切

かを二律背反的に考えるべきではない。

とはいえ、マクロ生態学のように解析技術が急速に発

展している分野では、技術の進歩をキャッチアップする

ことに目を奪われがちである。ナチュラリストがマクロ

生態学に取り組む場合には、まず自分が解決したい問題

を適切に設定することから始めるのが良いと思う。

私個人の関心を例にあげてみる。私は、植物レッドデ

ータブック編集のための絶滅リスク評価や、『保全生態学

入門j(鷲谷・矢原 1996) の執筆、九大新キャンパスの

生物多様性保全事業などを通じて、圏内での生物多様性

保全への関わりを深めてきた。その一方で、タイでの海

外調査を最初として、世界各地のフィールドを経験する

中で、地球規模での研究に次第に関心を持つようになっ

た。このような経験を経て、「世界各地での植物種の絶滅

速度はどれくらいか」という問題に関心を持つようにな

った。種の絶滅速度に関しては、『保全生態学入門』にい

くつかの文献を紹介しているが、いずれもきわめて粗い

推定である。また、地域差は推定されていない。国際的

に合意された生物多様性に関する 12010年目標jでは、

12010年までに生物多様性損失の速度を有意に減少させ

る」こととしているが、そもそも種の消失速度に関して

信頼のおける推定値がない以上、この目標が達成された

かどうかを評価することは難しい。
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では、どうすれば世界各地での種(とりあえず植物種)

の消失速度を推定できるだろうか。日本の植物レッドデ

ータブック編集のためには、地方の植物研究家を組織し

てデータを収集したが、この方法を海外で採用すること

は難しい。対象となる空間スケールは、日本とは比較に

ならないほど大きく、しかも対象となる種数も膨大であ

る。「世界各地での植物種の消失速度はどれくらいかJと

いう問題に答えることは、一見絶望的に思われる。

しかし、問題が設定できれば、何らかの解決手段は選

べるものだ。いちどにすべての問題を解決できなくても、

部分的な解が得られれば、それを手がかりに全体の解へ

と進むことができる。まず、熱帯林の減少が著しい東南

アジアに問題を限定してみよう。「東南アジアにおける熱

帯林の減少にともなって、植物種が年に何種滅んで、いる

か」という問題をたててみる。東南アジアを適当な大き

さ(たとえばlOkmx lOkm)のグリッドに区分し、グリ

ッド iにおける森林の消失速度Riと、そのグリッドにお

ける種jの分布確率九が求められたとしよう。グリッド

iでの種jの絶滅確率Eijは、森林消失に対する種の感度

をS として、 Eij=sPυRiとあらわせるだろう。東南アジア

全域での種jの絶滅確率は、 Ej=1-I1μ-1ら)として計算

できる。

次の間題は、 S，Pij， Riをどうすれば推定できるか、とい

うことだ。九は衛星画像から推定可能だろう。 Pijを推定

するには、種jの分布データ(標本などから得られる分

布の有無のデータ)をもとに、数値地図から得られる標高、

傾斜などの因子や気象データを利用して、分布確率を推

定するロジスチック回帰モデルを作れば良い。感度 Sに

関しては、現地調査を行う必要がある。保護区の周囲で

森林が大規模に消失している場所は東南アジアでは少な

くない。このような場所で、どのような種が消失してい

るかを調査することで、感度 Sを推定することが可能だ

ろう。多様性の高い熱帯地域で、種の同定をどうするか

が次の問題となるが、いまやこの問題は、証拠標本を残

しつつ DNA配列を決定することで、解決可能である。

このような方法で、「東南アジアにおける熱帯林の減少

にともなって、植物種が年に何種滅んでいるか」という

問題に答えることができそうだ。この結果にもとづいて、

「どの地域が絶滅のホットスポットか」という問題に答え、

保全対策の優先順位をつけることもできる。次の問題は、

このような種の消失が、生態系や私たちにどんな結果を

もたらすか、ということだ。種の多様性と生態系サービ

スの関係についてはすでに多くの研究が行われている。

しかし私は、種の価値をいわゆる生態系サービスだけで



矢原徹一

測る考え方に疑問を抱いている O そこで、「熱帯林の減少

にとも植物種の消失によって、どれだけの機能的遺伝子

が毎年失われているか」という問題に答えてみたいと考

えている o I毎年 50種が滅んで、いる」というよりも、「毎

年 50のユニークな遺伝子が地球上から消えている」とい

うほうが、社会に対してアピールするだろうと考えてい

るO この問題に答えることは、衛星画像による研究と機

能ゲノミクスをつなぐ新しい研究分野を生み出すことに

なるかもしれない。

このように、問題をたてて、その問題を解決するため

に最適の手段を考える、というアプローチが、これから

のマクロ生態学ではますます重要になるだろう。これま

でのマクロ生態学の発展は、大きな空間スケールを扱う

技術の進歩に負うところが大きかった。しかし、すでに

述べたように、地理学・地質学・分類学などの博物学的

諸分野が蓄積してきた知識は、マクロ生態学にまだ十分

生かされてはいない。生態学分野における博物学的知識

が生かされていないことは言うまでもない。その意味で、

いまマクロ生態学は、ナチュラリストの活躍を求めてい

るO

結ぴ

さて、マクロ生態学の創設者を一人あげるとすれば、

誰が適切だろうか。アレクサンダー・フォン・フンボル

トはその有力な候補者のひとりである。彼は、植生の分

布が気候などの要因によって決まっているという考え方

に到達していた。彼の研究の中に、生態学的思考は確か

にある。しかしそれは、彼を生態学の一分野の創設者と

みなすには、まだ萌芽的な段階にとどまっていた。フン

ボルトの旅行記を読んで南米探検にあこがれ、ライエル

の『地質学原理Jをたずさえて南米の動植物や化石を調

査し、生態学の基礎となる自然淘汰の理論を提唱し、地

球規模の生物地理について進化的な説明を与えた人物、

そう、チャールズ・ダーウインこそ、マクロ生態学の創

設者にふさわしい。彼は生態学の創設者であり、同時に、

マクロ生態学の創設者でもあった。マクロ生態学の研究

を志す若手研究者には、『種の起源』を一読することを薦

めたい。地理学・地質学・分類学などの博物学的諸分野

が蓄積してきた知識をマクロ生態学の発展に生かすうえ

で、きっと思いがけないヒントが得られることだろう。
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