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大会プログラム

■ 開催日時：　2 月 27 日（土）　13 時～19 時

■ 場所：　札幌市博物館活動センター

TEL:011-200-5002　　FAX:011-200-5003
札幌市中央区北 1 条西 9 丁目リンケージプラザ 5 階

　　　　　地下鉄東西線「西 11 丁目」駅 4 番出口から徒歩 5 分

■共催：　札幌市博物館活動センター

■大会運営事務局：

　　研究会事務局（さっぽろ自然調査館）、

　　古沢（札幌市）、山崎（札幌市）、持田（北大博物館）

■12:30～　受付

■13:00～　開会の挨拶

■13:10～　講演

　　　　　　 保田信紀 「大雪山の高山昆虫」

　　　　　　（休憩）

■14:10～　研究・事例発表会

北海道におけるイソコモリグモの生息実態

銭函海岸の昆虫相 ―小樽市総合博物館の調査から

石狩浜海浜植物保護センターの活動と課題

札幌に侵入したトノサマガエルがもたらす生物群集への影響

　　　　　　（休憩）

北海道知床半島でサケ科魚類を採食するヒグマの生態

北海道産ユキウサギの系統地理学的解析

エゾナキウサギの分布はどこまでわかったか

タンチョウと人との関係史 ―タンチョウの商品化および利用を中心に―

北海道産水鳥類から検出された線虫類の概要と その空間疫学的解析

保全医学の証憑標本は教育活動にも活用－大学博物館創設への挑戦

　　　　　　（休憩）

■17:50～　総会

役員の改選、会計報告について

来年度の大会について、今後の開催方針について

ウェブサイト設置、研究報告の発行等について

　　　　　　（移動）

■ 19:00～ 懇親会

　　　　　　会場：魚民 西 11 丁目駅前店（中央区大通西 9-3-33　キタコ-センタ-ビルディング地下 1 階）

　表紙イラスト: 松田まゆみ（イソコモリグモ）、渡辺修（ムラサキヤシオ）

　　　　　　　　※北海道の色が濃いところは、自然植生がより残っているメッシュです。
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講 演 「大雪山の高山昆虫」

保田信紀（大雪山自然史研究所）

　大雪山の高山帯は広大です。そしてそこには氷期の遺存種と呼ばれる高山性昆虫が日本でもっとも

豊かに生息しています。

　高山蝶という呼び名は、高山に自生する植物が高山植物と呼ばれたのと同じ発想から生まれてきた

ものと考えられます。しかし高山帯といっても、一つの定義された高度が存在するわけではなく、北

海道より高緯度地域では低くなり、逆に本州の山岳では高くなります。高山帯と亜高山帯との境界は

ふつう森林限界に設定されています。したがって高山蝶とは、垂直分布的には森林限界より上部の環

境(非森林的)で生活する蝶と言えるかもしれません。

　北海道には 5 種（ウスバキチョウ、アサヒヒョウモン、カラフトルリスジミ、ダイセツタカネヒカ

ゲ、クモマベニヒカゲ）の高山蝶が分布していますが、大雪山にはその全てが生息しています。その

うち本州との共通種はクモマベニヒカゲのみで、残りの 4 種は本州の高山には分布していません。し

かし不思議なことに、海を超えたシベリア大陸や北米大陸にはいずれもその共通種が分布しているの

です。この事実は、北海道の自然がいかに大陸と深く関連されていたかを物語っています。

　過去の氷期(特に最終ウルム氷期)には海水面が低下したため、日本列島は大陸の一部となっていたと

いわれています。そのため多くの生物は大陸から渡来していたものと考えられますが、地球が温暖化

に向かったとき、まず北海道は津軽海峡によって分離されました（ウルム氷期においても分離されて

いたという説もある）、しかし比較的に浅い海峡をもつ宗谷海峡や間宮海峡はなおしばらく陸橋として

存在しており、その陸橋を通して大陸－サハリン―北海道と生命の交流が続いていたものと考えられ

ます。やがて温暖化がさらに進み、北海道が現在のように大陸と完全に分離されてしまうと北方へと

帰ることのできなくなった多くの寒地性の生物は寒冷な気候条件を求めて高山へ高山へと昇りつめて

いき、今、私たちが「氷河期の落とし子」と呼んでいる高山蝶や高山植物もこのような路を辿ってき

たのでしょう。

　さらに大雪山の高山帯にはウスバキチョウやアサヒヒョウモンなどのように大雪山のみにその分布

が限られている高山昆虫が生息していますが、このような昆虫は、その後の温暖期（ヒプシ・サーマ

ル、約 5000~6000 年前、現在の気温より２℃ほど上昇していた）に重要な影響を受けていたものと考

えられます。例えば、日高山脈のような細い稜線上に高山帯を持つ高山や羊蹄山や利尻山などの孤立

した高山では、気温が上昇したとき高山帯域の分断や縮小が起こり、それに対応して高山昆虫の生息

地は分断、縮小、さらに消失が起こり、地域によっては個体群の絶滅が生じたと考えられます。しか

し比較的に標高も高く広大な連続した高山帯域を持つ大雪山では、多くの高山性昆虫の避難地

（refugia）は残されており、その後の気温の低下とともに再びその分布域を拡大することが可能であ

ったのでしょう。

　大雪山の高山蝶の生い立ちはこのような地史的背景をもとに形成されてきたものと考えられますが、

同じ大雪山系の中でもこのような類似の分布様相はみられます。また高山昆虫と高山植生との対応に

おいて、最も特徴あるのは高山風衝地群落における昆虫相です。ここでは、ウスバキチョウ、ダイセ

ツオサムシ、さらにクモ類のアシマダラコモリグモ、ダイセツカニグモなどの真正高山種からなる大

雪山特有のファウナが豊かに観察されます。
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研究事例発表

14:10～14:30 北海道におけるイソコモリグモの生息実態

松田まゆみ（日本蜘蛛学会会員）・川辺百樹（ひがし大雪博物館）

14:30～14:50 銭函海岸の昆虫相 ―小樽市総合博物館の調査から

山本亜生（小樽市総合博物館）

14:50～15:10 石狩浜海浜植物保護センターの活動と課題

内藤華子（石狩浜海浜植物保護センター）

15:10～15:30 札幌に侵入したトノサマガエルがもたらす生物群集への影響

義久侑平（酪農学園大学大学院）・澤田拓矢（財団法人札幌市公園緑化協会）・吉田剛

司（酪農学園大学）

休憩（10 分）

15:40～16:00 北海道知床半島でサケ科魚類を採食するヒグマの生態：ヒグマの社会構造と若者

組の意味

小宮山英重（野生鮭研究所）

16:00～16:20 北海道産ユキウサギの系統地理学的解析

木下豪太（北大院・環境科学）

16:20～16:40 エゾナキウサギの分布はどこまでわかったか

川辺百樹（ひがし大雪博物館）

16:40～17:00 タンチョウと人との関係史 ―タンチョウの商品化および利用を中心に―

久井貴世（北大院・文）

17:00～17:20 北海道産水鳥類から検出された線虫類の概要と その空間疫学的解析

吉野智生（酪農大院・獣医）、長 雄一・高田雅之（道環境研）、金子正美（酪農大・

環境システム）、遠藤大二・浅川満彦（酪農大獣医）

17:20～17:40 保全医学の証憑標本は教育活動にも活用－大学博物館創設への挑戦

浅川満彦（酪農大・獣医）
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北海道におけるイソコモリグモの生息実態

○松田まゆみ（日本蜘蛛学会会員）・川辺百樹（ひがし大雪博物館）

イソコモリグモとは

　イソコモリグモ Lycosa ishikariana (S. Saito 1934)は、故斎藤三郎氏が 1934 年に Tarentula ishikariana

（和名イシカリドクグモ）として新種記載したコモリグモで、記載に用いられた標本の採集地は ishikari

とされており、石狩浜がタイプロカリティ―と考えられている。

　日本固有種で、北海道と本州の青森県から島根県までの日本海沿岸および青森県から茨城県までの

太平洋沿岸の砂浜に生息する。コモリグモとしては大型で、体長は雌が 20mm 前後、雄が 17mm 前後。

海浜植物がまばらに生育する砂浜に縦穴を掘って中に潜み、夜間に巣穴付近を通る昆虫などを捕食す

る。昼間は巣穴の入り口を、砂粒を綴って閉じていることもあるが、子グモは入り口を閉じないため

に昼間でも見つけやすい。また、古巣の有無も本種の生息を調べる際のポイントとなる。

　海浜植物を伴う自然の砂浜の激減により生息地が減少しており、国のレッドデータブックで絶滅危

惧Ⅱ類（VU）とされる。

　

八幡の生息可能性浜の推定と生息の実態

　八幡（2007）は、イソコモリグモの減少についての量的評価を行なうことを目的に、本州での実地

調査のデータを利用して統計モデルを作成し、そこから全国における「生息可能性浜」と、生息域の

減少について推定を行なった。その結果、北海道においては推測生息浜長が 621.7 キロメートル、そ

のうち高レベル浜が 459.3 キロメートルとなり、北海道では広範囲にわたって本種にとって良好な生

息環境が保たれていることを示唆した。

　演者らは渡島半島、知床半島、根室地方を除く海浜の実地調査を行った結果、生息推定浜長は約 225

キロメートルとなった。八幡（2007）の推測が過大となった理由は、自然砂浜の中に本種の生息不可

能な海食崖地形が含まれているためと考えられる。

　

イソコモリグモの危機と保護の視点

　本種の生息地の減少要因としては港湾建設、海岸浸食による段丘化、浸食防止の護岸や波消ブロッ

ク、車の乗り入れや人による踏み荒らしなどが挙げられる。孤立した生息地、小規模生息地ではモニ

タリングの強化や要因分析を行い、早急に保護策を講じることが求められる。また、大規模生息地で

は護岸工事などの改変の把握と工法の検討が求められる。
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銭函海岸の昆虫相―小樽市総合博物館の調査から

山本亜生（小樽市総合博物館）

　石狩川河口を中心に約 25 ㎞にわたって広がる「石狩砂丘」は、都市近郊にありながら、砂浜海岸特

有の景観、生態系が良好な状態で残る、貴重な自然海岸である。小樽市銭函 3–5 丁目の海岸は、その

中でも特に自然度の高い場所の一つであるが、これまで生物相に関するまとまった調査・研究はほと

んど行われてこなかった。演者が勤務する小樽市総合博物館では、小樽市内に生息する動植物のイン

ベントリー調査を続けているが、2004 年からはこの銭函海岸を調査地に設定し、主に昆虫相の調査を

実施している。

調査地について

　本調査は新川河口右岸から樽川埠頭までの約 5 ㎞の海岸を調査範囲とし、生息する全昆虫のリスト

作成を目指している。調査地は汀線に沿って幅 30～200m ほどの砂丘が帯状に続いているが、近年は

浸食が進み、海側の段丘化が著しい。砂丘にはハマニンニク・コウボウムギ・ハマナスなどを主体と

した海浜植生が広がり、内陸に向かってススキ等が優先する自然草原、カシワ海岸林と段階的に植生

が変化する。また、砂丘の凹地には小規模な湿地が点在し、新川河口右岸の小樽内川跡にはやや大き

い開放水面とヨシ群落がある。

これまでの成果

　これまでにトンボ目、鞘翅目、半翅目に関する 3 本の報告を発表し、約 250 種を記録した。未発表、

未同定の標本は多数あり、未発見のものを合わせると、おそらく 1000 種ほどの昆虫が本地域に生息し

ていると思われる。

　海岸性、草原性、湿地性、カシワ依存の特徴的な種が数多く確認され、レッドリスト掲載種も 17 種

に及んだ。また、北海道でほとんど記録のないものや、既知種と形態・生態が異なっている不明種な

どもいくつか発見されており、今後の興味深い検討課題になっている。

　これまでに確認された鞘翅目・半翅目を生息環境ごとに整理すると、海岸 18 種、草原 65 種、湿地

48 種、森林 71 種となり、異なる環境に依存する種がまんべんなく得られていることが判る。それほ

ど広くない調査範囲からこのような結果が得られたことは、本地域の昆虫相の高い多様性を示してい

ると言える。また、汀線から内陸に向けて変化する砂浜海岸特有の環境構造が、良好に残存している

ことも示している。

今後の課題

　汀線付近で採集された昆虫については未同定のものが多い。海岸環境を検討する上で重要な要素で

あるので、専門家と協力して解明度を上げる必要がある。また、昆虫の種数で大きな割合を占める鱗

翅目、膜翅目についての調査が遅れている。これらは訪花昆虫としても重要であり、海浜植生、カシ

ワ林など各環境で状況の把握を進めたい。

　本地域は砂丘の浸食、車輌乗り入れによる植生の破壊、不法投棄、開発などにより、環境の悪化が

近年著しい。しかし市域のはずれにあることからこの地域に関する小樽市民の関心、認知度は決して

高くない。今後も情報の収集、公開を続け、多くの人にこの場所と、置かれる状況について知ってい

ただくことが重要だと考えている。
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石狩浜海浜植物保護センターの活動と課題

内藤華子（石狩市市民生活部石狩浜海浜植物保護センター）

◇石狩浜の自然と海浜植物保護センター

　石狩砂丘は、小樽市銭函から石狩市厚田区無煙浜まで約２５ｋｍに及ぶ海岸砂丘です。汀線から砂

浜、海浜植物に被われた海岸草原、海岸林と、海岸砂丘特有の植生の帯状構造が見られ、そこには砂

丘植生に依存する生き物が数多く生息し、猛禽類や中型哺乳類を頂点とする生態系が維持されている、

全国的にも貴重な自然海岸です。このうち、石狩湾新港から石狩川河口までの約７ｋｍの部分が石狩

浜です。

　1970 年代以降、過剰なレジャー利用やハマボウフウ等山菜採りなどにより、海浜植生の破壊が進み、

これを危惧した地元市民や自然愛好者の後押しにより、石狩浜海浜植物保護センターは、2000 年にオ

ープンしました。石狩浜の豊かな自然を守り回復させ、みんなの財産として次の世代へ残していくた

めの活動拠点として、石狩浜の自然環境保全に関する普及啓発活動や調査研究に、市、市民、研究機

関が協働で取り組んでいます。

◇おもな活動

・普及啓発：自然観察会、こども自然教室、ボランティア育成講座、学校等学習指導

　　　　　　情報誌、HP、展示物等での情報発信、

・調査研究：植生回復試験、定期観察による開花状況調査、植生モニタリング、動植物リスト作成等

・保全対策：海浜植物等保護地区の管理・監視、

　　　　　　一般海岸・海岸保全区域等のロープ柵の設置・管理等、海岸管理者との調整による保全

◇課題

レジャー利用者のマナー不足・一般的な海浜環境への認識不足

　　　　アピールすべき海辺環境保全の必要性

・ 海浜生態系の有益性：緩衝機能、飛砂防止、等

・ 自然海浜の希少性：全国の砂浜海岸の７％（全国 1300 箇所の砂浜海岸のうち人工物な

く 6 種以上の海浜植物生育する海岸の割合、日本自然保護協会調査より）

・ 希少種絶滅危惧種の生息地（植物 10 種、野鳥 17 種、菌類 1 種）

・ 海浜特有の生物の生息地（海浜植物、昆虫類、菌類など）

・ 多様な生物相の生育生息地（植物 300 種、野鳥 142 種、菌類 29 種記録）

・ 自然海浜に関する環境学習の場
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札幌に侵入したトノサマガエルがもたらす生物群集への影響

○義久侑平（酪農大院）・澤田拓矢（財団法人札幌市公園緑化協会）・吉田剛司（酪農大）

はじめに

　トノサマガエル（Rana nigromaculata）は本州ではレッドリストに記載される地域があるほど希少な

種となっているが，北海道では 1990 年頃に初めて北広島の水田で発見され，2004 年に制定された「北

海道ブルーリスト」において，国内外来生物に指定された．近年になってもトノサマガエルの分布は

拡大し，現在では札幌市，江別市，恵庭市，南幌町でも確認されている．

　本研究の調査地である平岡公園の人工湿地では，2000 年の完成当初からトノサマガエルの生息が確

認されていた．人工湿地ではゲンゴロウ（Cybister chinensis）やオオコオイムシ（Appasus major）な

どの希少種の生息も確認されているが，現在ではトノサマガエルが繁殖場所として利用している．外

来生物による生態系への影響の種類は様々であるが，カエル類では生きた動物を採餌する種が多く，

捕食による被害が懸念される．

　そこで，本研究では在来生物群集への影響を把握するため，札幌市において外来生物であるトノサ

マガエルの食性調査を実施した．

方法

2008 年に調査地内で捕獲した 324 個体のうち，空胃であった 194 個体を除く 130 個体から摘出さ

れた胃内容物は 743 となった．

結果・考察

　胃内容物の解析結果で，4 門 8 綱 18 目という多種多様な動物種をトノサマガエルが捕食しているこ

とが判明した．そのうち 79.1%が節足動物であり，昆虫綱，ヤスデ綱，ムカデ綱，クモ綱，甲殻綱の 5

綱を含んでいた．特に昆虫綱は総数の 66.8%を占めており，最も多く捕食されていた．節足動物以外

では，淡水産・陸産の貝類が 19.5%，ミミズ類が 1.2%，ハリガネムシ類が 0.1%であった．

　昆虫類においては，少なくとも 65 種の昆虫が捕食されていることが判明した．捕食された昆虫のな

かには，希少種であるオオコオイムシも含まれていた．なお，ゲンゴロウについては摘出された胃内

容物には含まれていなかったが，幼虫が蛹化場所を探すために陸地に上がったところを数匹のトノサ

マガエルに襲われ，捕食される現場を目視により確認した．摘出された胃内容物の季節消長を調べた

結果，各餌種の出現頻度が季節によって変化していることも判明した．

　本研究では，札幌市内におけるトノサマガエルは特定の餌動物に依存せず，身の回りの動くものを

非選択的に捕食する「何でも屋的捕食者」であることが判明し，在来の生物群集に少なからず影響を

与えていることが示唆された．
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北海道知床半島でサケ科魚類を採食するヒグマの生態：

ヒグマの社会構造と若者組の意味

小宮山英重（野生鮭研究所）

　2004～2009 年までの 6 年間、毎年 8～11 月に北海道知床半島ルシャ地区でサケ科魚類(カラフトマ

ス・シロザケ)の生魚や死魚を採食するヒグマの行動を記録した。観察は、日の出前から日没後までの

間の日中、目視可能な光条件下で自動車の中から実施した。観察域を出入りする人とヒグマの相互関

係を観察すると人の形（「素の姿」の人間）を目視したヒグマは緊張し、戸惑い、退避行動をとること

が観察されたので、ヒグマが観察車の動作範囲を予測して観察域内で不安感なく生活することを期待

して、観察には同一の自動車を使用し、線状に固定した経路を移動して行った。言い換えるなら、面

状に広がるヒグマの領域に人が乗った車の縄張りが線状に存在する状態をクマたちと共有するという

ルールを私が一方的に設定し、それを維持するよう努めた。ルシャ地区外に出たヒグマは素の人間に

近づけば捕殺される運命にあるので、現在ヒグマたちが保持している人には近づかないという知恵を

壊さないための苦肉の策と考えている。調査域内にはサケ科魚類が海から遡上し、自然産卵で再生産

している川が３本流れている。これらの河川は、河口部からサケ科魚類の産卵域となっている。その

ため当調査域では産卵前の脂の乗った個体から完熟卵を抱えたメス、産卵後の自然死間近の個体など

が混在して遊泳しているという特長がある。また、産卵最盛期経過後は大量の自然死個体が出現する

場所にもなっている。ヒグマの食材の対象となったのはこれらすべての状態のサケ科魚類で、河川中

や海中、およびその周辺で捕獲・拾得した生魚、死魚およびその破片(斃死魚、動物が捕食後の死骸、

発酵・腐敗したもの、乾燥したもの)など多様であった。204 日間で(年平均 34 日)、のべ約 80 頭を個

体識別して行動を記録した。ルシャ地区で観察したヒグマは、人との距離に一定の線を引きながら採

食にかかわる行動を観察させてくれる個体と採食行動の観察をさせずに人の目から遠ざかることを最

優先する個体、すなわち日常生活を観察させてくれない個体に分けられた。これらの人や車と出会っ

た後の行動の違いから前者をＡ型（Actor type）のヒグマ、後者をＮ型(Normal type)のヒグマとして

区別して記録した。この報告は、Ａ型のヒグマの行動の記録である。

　ヒグマは母と子で構成された親子熊以外は単独生活者といわれている。観察した結果、基本的には

単独生活者であるが、一定のルールで集団を形成することが判明した。個体識別をしてこれらの集団

の構成員を分析すると、２から４頭で構成された親子組（母１頭と年齢は０歳～２歳の同年生まれの

子の集団）、母熊から独立した兄弟組（同じ母熊から生まれた同腹の同年齢の１歳、または２歳の 2 個

体の集団）、若者組（兄弟組を含めた異なる母熊から生まれた主に同年齢の２～４個体で構成された１

歳～３歳の集団）、大人組（子連れの母熊を含めた４歳以上の大人個体の集団）の４グループに分けら

れた。兄弟組は日中および夜間も行動を共にしていると推定された。しかしながら、若者組は、朝ま

たは日中に出会い日中のみ不定期な時間帯を一緒に過ごす集団で、夕方までには集団を解消する点が

兄弟組とは異なる点であった。また、大人組は、過去に若者組を構成した個体の組み合わせの団体が

観察され、若者組ほど密着した行動様式は示さないが、排除する行動をおこなわず、採餌場所や休憩

場所に一緒にいることを許容する程度の絆が継続している集団と推定された。

　大人は単独生活者であることが基本であるヒグマが若者組を形成する意味は、クマ社会では弱者に

位置づけられる母親から独立したばかりの発育段階の時期に個体の生存率を高める役割を担う生存戦

略のひとつと推定される。
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北海道産ユキウサギの系統地理学的解析

木下豪太（北大院・環境科学）

北海道にはユーラシア大陸北部に広く分布するユキウサギ（Lepus timidus）の固有亜種エゾユキウサ

ギ（L. t. ainu）が生息している。エゾユキウサギは形態的特徴により亜種に分類されているが、北海道

産ユキウサギと他地域集団との遺伝子情報に基づく系統関係は十分に調べられていなかった。また、

現在いくつかの哺乳類で北海道内での遺伝的多様性が調べられており、それぞれの種が特異的な集団

遺伝構造を持ち、各々の歩んできた集団史を反映していると思われる。そこで本研究では北海道産ユ

キウサギの遺伝子解析を行うことで大陸集団との系統関係が明らかにし、また北海道内での遺伝的集

団構造を調べることで北海道産ユキウサギの集団史について考察を行った。

本研究では 2009～2010 年に北海道 84 地点で採集したユキウサギの糞を材料に、DNA 抽出の成功

した 63 地点（72 個体分）について mtDNA の解析を行った。

先行研究により大陸の集団についてはスカンディナビアなどのヨーロッパ北部の地域個体群と、沿

海州やカムチャツカなどロシア極東といった非常に距離の離れた地域間でも遺伝的な差はほとんど見

られないことが知られており、大陸の集団は最終間氷期以前（およそ 16 万年前）に多様化して以降、

個体群間で遺伝的な交流が続いていると考えられている。しかし本研究によって北海道のユキウサギ

は大陸集団とは遺伝的にも独立した系統集団であり、その起源も比較的古いことが明らかになった。

また今回、北海道のユキウサギと朝鮮半島の固有種 L. coreanus が近縁関係であることが示された。

これは過去に北海道産ユキウサギの祖先集団と L. coreanus の間で種間交配が起こったためであると推

測される。

一方、ユキウサギの北海道内における遺伝的多様性を調べたところ、北海道には集団構造の異なる

２つの mtDNA グループ（Gp1，Gp2）に分けられることが判明した。さらに Gp1 は北海道全域に分

布しているが、Gp2 は石狩低地帯より東の地域でのみ確認され Gp1 に比べ遺伝的多様度も低く、比較

的若い集団であることが分かった。このような遺伝的集団構造のことなる２つの mtDNA グループの

存在は、北海道内で過去に大きな集団サイズの縮小や生息域の分断化が起きたか、または北海道への

移入が複数回あったことを示唆していると考えられる。

以上のように本研究によってこれまで未解明であった北海道産ユキウサギと大陸集団との系統関係

や北海道内での特異な遺伝的集団構造が明らかになった。今後この集団構造の形成要因について北海

道内で起きたイベントや大陸との交流をより詳しく検証することで、北海道の生物相全体の構造や歴

史の理解に役立つと期待される。
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エゾナキウサギの分布はどこまでわかったか

川辺百樹（ひがし大雪博物館）

　近年刊行された著作物（例えば“The Wild Mammals of Japan ”，「日本の哺乳類改訂版」）におい

ても，エゾナキウサギ Ochotona hyperborea yesoensis の生態的分布や地理的分布に関して不正確な，

あるいは曖昧な記述がみられる．そこで，本種の分布に関して得られている情報を整理し，知見の共

有化をはかる機会としたい．また，今後の本種の分布研究の課題についても明らかにしたい．

生態的分布に関する知見の整理

　Inukai and Shimakura（1930）以来これまでに得られた知見から，本種の分布が岩の積み重なった

空間（以下「岩塊堆積地」）の存在によって支配されていることは疑いない．演者は，本種の生息可能

な岩塊堆積地が主に崖錐（talus）と自破砕溶岩(autobrecciaed lava)に由来することを明らかにした（川

辺 2008）． この岩塊堆積地の出現要因を理解することは重要である．これにより未調査地域での生息

地の予測精度を高めることができるからである．本種の生息空間の記載は，これまで岩場・岩礫地・

岩石地・ガレ場・露岩地など著者の好みで行われてきた．これからは，地形の由来を考慮した記載を

すべきである．因みに米国の“The Smithsonian Book of North American Mammals”では，Ochotona

collaris の生息地を areas of talus slope or broken rock としている．

地理的分布に関する知見の整理と分布を制限する要因

　本種は，1929 年に北海道中央部の置戸町の森林地帯で確認され (Inukai and Simakura 1930) ，

1930 年代初頭までに大雪山系の高山部(Inukai 1931)，夕張山地・日高山脈での生息が判明した（Inukai

1932）．その後，北見山地の広い範囲から生息が確認された(内田 1960)． 1988 年には北海道環境部自

然保護課によってアンケート調査が行われ，これにより本種の北海道における地理的分布がほぼ明ら

かになった（小野山・宮崎 1991）．すなわち，本種は，北海道中軸部の山岳地帯である北見山地・大

雪山系・日高山脈・夕張山地に生息し，垂直分布は幌満の標高 50ｍから大雪山系白雲岳の標高 2230ｍ

に及ぶ．

　北海道東部の阿寒や知床の火山群・北海道西部の暑寒別火山や石狩低地帯以西の山岳等にも岩塊堆

積地はあるが生息していない．これには，現在の分布域からの距離とこれらの地域における岩塊堆積

地の規模が関わっていると考えられる．また，本種が「高山のような涼しい場所でのみ生きていける」

（石黒 2007）との見解は，分布実態から否定される．つまり北海道における本種の地理的分布は，気

温や高度ではなく岩塊堆積地の集中度合いによって制限されている．

今後の課題

　本種の生息地が極めて少ないといわれてきた夕張山地に少なくない生息地がある（川辺 2009）こと

を，そして夕張山地と日高山脈を繋ぐ生息地が存在することを今後明らかにしたい．また，本種が生

息していた，あるいは生息していたと推測される低標高地の生息地破壊の実態を明らかにし，レッド

リストに本種を登載すべきであることを示したい．

　付記　ここで述べたことの多くは，演者の論文「北海道におけるエゾナキウサギの分布」と「夕張

山地におけるエゾナキウサギ生息地」に基づいている．
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タンチョウと人との関係史―タンチョウの商品化および利用を中心に―

久井貴世（北大院・文学研究科）

はじめに

タンチョウ Grus japonensis は，絶滅の危機にあったことから，1952 年に国の特別天然記念物に指定

された鳥類である．かつては本州方面でも見ることができた渡り鳥であったが，現在は主に北海道東

部でしか見ることができない．北海道においては，明治中期頃まで北海道内各地に広く分布していた

ことが様々な資料から推測できる．

北海道のタンチョウは，明治の混乱期における乱獲や湿地の開発による生息地の減少などが原因で，

明治後期には絶滅したとまでいわれていた．しかし，その実態については未だ十分に解明されている

とはいえず，今後のタンチョウの保護管理を適切に行うためにも，これまでのタンチョウと人との関

わりを再確認する必要がある．本発表では，タンチョウを減少させた要因のひとつとして考えられる

「商品化および利用」に焦点をあて，その利用実態について文献調査を中心にまとめた．

Ⅰ．日本におけるタンチョウ

古来よりタンチョウは縁起の良い瑞鳥とされ，かつては本州方面でも見ることができた鳥であった

ことから，タンチョウと人は様々な場面で関わり合ってきた．

青森県や鳥取県などでは，古代の遺跡からタンチョウの骨が出土し，骨器の素材や食料としてタン

チョウを利用していたことが推測できる．奈良時代には，貴族の屋敷でタンチョウが飼養され，平安

時代には，ツルを食材とした料理が見られるようになる．ツルを最上位の食材・贈答品として頻繁に

用いるようになるのは室町後期以降であり，これは，織田信長や豊臣秀吉らが，己の権威の象徴とし

てツルを利用しはじめたことによる．そして江戸時代には，ツルは将軍や有力大名など位の高い者の

鳥とされ，庶民による捕獲や売買は厳禁，違反者には罰が科せられた．食材・贈答・飼養など様々な

場面でタンチョウが利用され，鷹狩における最上の獲物としても位置付けられていた．

Ⅱ．蝦夷地・北海道におけるタンチョウ

各種資料により，タンチョウは，明治中期頃まで北海道内各地に広く分布していたと推測できる．

アイヌの人々はタンチョウを“湿原の鳥”と呼び，タンチョウにまつわる口承文芸なども伝えられて

いる．また，アイヌの人々が捕えたタンチョウは，交易や儀式を通じて和人へももたらされた．

蝦夷地では，タンチョウを塩漬けにして他国へ輸出したなど，「鶴」は蝦夷地の産物として様々な文

献に記されており，このことから，蝦夷地のタンチョウは重要な商品として利用されてきたと考えら

れる．贈答品としての利用も多く，徳川光圀へタンチョウを贈ったとの記録も残されている．

タンチョウの商品化と利用は，明治時代の北海道においても続けられてきた．この時代では，庶民

による利用のほか，1894 年には，現在の北広島市で捕獲したタンチョウを明治天皇へ献納した記録な

ども残されている．しかし，『開拓使事業報告』によると，1873 年～1881 年の 9 年間での産出数は 60

羽程度であり，その数はさほど多いとはいえない．

おわりに

古来よりタンチョウは，道具や料理の素材，商品や贈答品，あるいは愛玩動物などとして，様々な

場面で人間に利用されてきた．特に江戸時代以降は活発な利用が行われ，かつて蝦夷地に数多く生息

していたタンチョウも，蝦夷地の重要な産物として位置付けられた．蝦夷地では，本州方面への輸出

が活発に行われていたと考えられ，江戸期を通じて利用の記録がある．さらに，ツルは明治期の北海

道においても産物として利用されていたものの，その産出量はさほど多いとはいえない．

このことから，北海道におけるタンチョウは，明治に入る頃にはすでに相当数捕獲され，その生息

数も減少していたと考えられる．したがって，タンチョウ減少の要因は「明治の混乱期における乱獲」

だけでなく，江戸期から続く活発な利用も影響していたと推測される．
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北海道産水鳥類から検出された線虫類の概要と その空間疫学的解析

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　○吉野智生（酪農大院・獣医）、長 雄一・高田雅之（道環境研）、

　　　　　　　　　　　　　金子正美（酪農大・環境システム）、遠藤大二・浅川満彦（酪農大・獣医）

北海道は東アジア産水鳥類の中継地や越冬地として重要な役割を果たしている。しかし、近年は生

息地の減少や環境悪化などにより、限られた生息地への一極集中とそれに伴う感染症、寄生虫症の発

生リスクの上昇が指摘されている。演者らは 2003 年以降、酪農学園大学野生動物医学センター

（WAMC）に収容された水鳥類について、寄生線虫類の保有状況の記録およびその分布特性を明らか

にする試みを行っており、今回はその概要について報告する。検査対象としたのは計 4 目 7 科 38 種 324

個体に属する水鳥類であり、それぞれ道内各地で死体回収或いは傷病鳥として保護収容後に死亡した

ものであった。検査個体は計測、解剖後に全臓器を実体顕微鏡下で精査し、寄生虫を検索した。得ら

れた線虫類は 70%エタノールにて固定後、ラクトフェノール液を用いて透徹し、形態および計測値に

基づいて種を決定した。検査個体の 64.2%から計 27 種の線虫類が検出され、多くを新宿主、新産地と

して記録した。検出された種のうち Cyathostoma lari, C. microspiculum, Amidostomum fulicae,

Epomidiostomum crami, E. uncinatum, Porrocaecum semiteres, Inglisonema sp., Madelinema sp.および

Skrjabinoclava horrida は国内初記録であった。また検出された種の中には、家禽および野生個体での

致死症例や若齢個体の大量死の報告があるAmidostomum, Epomidiostomum, Cyathostoma, Contracaecum,

Streptocara, Echinuria, Sarconema の各属線虫が含まれており、国内の水鳥類の保全を考える上でこれ

らの高病原性線虫類の保有状況を把握しておくことは重要であると考えられた。そのため、収容位置

情報が明確であった個体の緯度経度情報を基に、空間配置パターン分析の手法の一つであるＫ関数法

を用い、線虫の地理的分布特性について予備的に検討を行い線虫症の発生予測モデルの構築を試みた。

その結果、寄生虫種によって形成するクラスタが異なり、広域分散型、凝集型、ランダム分布型等の

傾向が認められ、この手法は寄生虫症の発生や分布状況の把握に有効であることを示した。現在、こ

れら寄生線虫の分子生物学的解析手法を組み合わせ、より簡便な手法を検討中である（Yoshino et al., in

submitted）。

本研究の主眼は（獣医学の主対象である）個体レベルではなく、（進化学的な単位である）個体群レ

ベルであり、その健康管理の応用に向けての初めての模索である。そのためには、線虫以外の寄生虫

や他の病原体あるいは他の動植物の地理的分布状況や生息地の人為的な影響などの情報も重要であり、

当然ながら、生態・進化など自然史的な側面は不可欠である。本研究会諸兄との今後の実りある連携

を期待したい。

本研究は文科省戦略的研究拠点事業（酪農学園大学大学院獣医学研究科）および同・科研費基盤研

究 (18510205, 20380163)の助成を受けた。
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保全医学の証憑標本は教育活動にも活用－大学博物館創設への挑戦

浅川満彦（酪農大・獣医 感染・病理教育群 / 野生動物医学センター WAMC）

自然生態系や生物多様性の保全は世界的な潮流で、獣医学、医学および保全生態学との学際領域と

して保全医学が新興し、新興感染症や生態系への脅威として外来寄生虫などの調査が急増している。

また、一般家庭では確実に飼育不適で、外来種問題の源ともなるエキゾチック・ペットの輸入数も急

増している。さらに、希少動物の保護拠点として動物園や地方産業の振興のための特用家畜飼育など、

人間社会に近接して存在する動物の多様化傾向は著しい。その傾向に比例するかのように、獣医学や

応用動物分野の研究分野にあっても、多様な動物を対象する傾向を強め、たとえば酪農学園大学にあ

っても、動物学データベースでヒットする論文の七割強が、陸上脊椎動物（爬虫類、鳥類、哺乳類）

を宿主とした微生物（ウイルス・細菌）・寄生虫学領域あるいは衛生動物・昆虫学領域などの保全医学

に関わる。また、保全医学にあって、感染症・寄生虫症対策や宿主－寄生体関係の把握といった分野

の比率は、世界的な関連学会や専門職大学院の教育課程を眺めても非常に高い。

しかし、このような詳細な寄生体の保有状況調査が実行されても、宿主グループの分類が現在論議

中である場合（例：トガリネズミ類、ヤチネズミ類、イタチ・テン類など）、近縁亜種が人為的に野外

に放逐される場合（例：シマリス、キタリス、メジロ、オオタカなど）、野生下で雑種化が稀ではない

場合（例：野生カモ類間、アイガモとマガモ間など）などでは、あやふやな宿主情報では、宿主－寄

生体関係の生態・進化・生物地理などの研究遂行で、誤った結論に達する危険性を孕んでいる。また、

疫学調査では宿主の年齢・季節や分布域など時空間に関する宿主個体の情報が不可欠である。たとえ、

調査結果の公表時点であやふやな宿主情報ではあっても、宿主標本が完備しておればある程度の再検

討が可能となる。

そこである宿主－寄生体関係が、特定の時・空間に分布したことを示す証憑が標本化される必要が

ある（voucher specimen(s)）。通常、寄生虫学や野生動物の疾病分野における証憑標本とは、寄生虫/

病原体自体の標本化についてのみ用いられる。疫学調査や宿主－寄生体関係の生態研究では、調べた

動物に目的とする寄生虫あるいは病原体が「不在」であるという情報も重要であるが、不在証明され

た動物は、当然、宿主とは見なされず、記録すら残らないことがある。可能ならば、これら「調査対

象動物」も同じく証憑標本化すべきである。疫学調査で対象とされる宿主あるいは対象動物の標本化

などは皆無に近い。研究費、スペース、労力などが非常に限られた研究環境では、現実的に困難であ

ることは想像に難くないが、2004 年、酪農学園大学に保全医学研究拠点、野生動物医学センター Wild

Animal Medical Center (WAMC)が開設されたのを機に、この証憑標本を残す試みを継続している。

この試みは困難の連続である。が、大学とは「研究を基盤にした教育」をする組織であることを明

確化すれば、このような標本も有効な教育（啓発）に還元されれば、いつの日か大学博物館の創設な

どに繋がるものと信じている。今回はその挑戦の概要を紹介したい。
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参加者プロフィール（自己紹介）2010 あいうえお順

浅川満彦
酪農学園大学獣医学部感染・病理部門（教授）

野生動物医学センター WAMC（施設担当）

■自己紹介・近況

 　研究分野は寄生虫学を基盤に置いた野生動物医学（特に、野生動物とその寄生蠕虫類の宿主－寄生体関

係の進化・生態学・生物地理学的研究、野生・動物園・エキゾチック・特用家畜などの寄生蠕虫症診断・疫

学に関する研究、寄生虫感染に関わる野生動物の生態、日本およびアジアにおける保全医学教育の枠組み構

築等）について実施しています。そのために、獣医大教員の定番である獣医師免許や博士号のほか、40 歳

を超えて日本野生動物医学会認定専門医（感染症分野）と野生動物医学修士(Master of Science in Wild

Animal Health, Royal Veterinary College)の資格を得ました。近い将来は、勤務先で学芸員課程も担当

していることから、学芸員の資格も取得せねばと思っていましたが、その前に、大学附属博物館が先だろ、

とも感じています。それが今回の発表の切っ掛けとなります。なお、散文的ではありますが、下記も追記し

ておきますので、よろしくお願いします。

■外部委員

文部科学省科学研究費委員会審査委員（生物資源保全）、日本野生動物医学会理事（感染症対策担当）・同学

会認定専門医委員会副委員長、日本寄生虫学会評議員、日本生物地理学会評議員、北海道アライグマ対策検

討専門委員など

■著書

「いま、野生動物たちは」（丸善,共著）、「日本における寄生虫学の研究」（目黒寄生虫館,共著）、「獣医寄生

虫学検査マニュアル」（文永堂，共著）、「安曇村誌」（安曇村,共著）、「小田深山の自然」（小田町，共著）、「動

物の衛生」（文永堂、共著）、「外来種ハンドブック」（地人書館、共著）、Progress of Medical Parasitology

in Japan （目黒寄生虫館,共著）, 「森の野鳥に学ぶ１０１のヒント」（日本林業技術協会、共著）、「動物

地理の自然史」（北海道大学図書館刊行会、共著）、「新明解 獣医学辞典」（チクサン出版社、共著）

Ecotourism: Management, Development and Impact　（Nova Science Publishers, Inc., New York、

共著）

東　豊土 　 ※今回不参加 日高山脈館

■自己紹介

　専門は地質学，岩石学（特にかんらん岩や蛇紋岩）です。

■近況

 大学・大学院時代は，研究船に乗り，海底の岩石を採取して研究していました。北大大学院博士課程に籍

を残しつつ，日高山脈館に勤務して３年目です。博士号の取得はどうなるか分かりませんが，学芸員資格は

取得できました。

 日高の地質は大変興味深く，フィールドワークも行ないたいのですが，なかなか外に出られない上に，岩

石薄片も満足に作れない状況です。何とか打破したいです。

 何かととっつきにくい地質を，どのようにして知ってもらうかなども考えながら，研究活動・普及活動に

もがんばっていきたいと思っています。
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安細元啓 　 野生生物総合研究所

■自己紹介・近況

　動植物調査を仕事にしています。専門は一応昆虫ですが、広く浅くなので特別な専門は持っていません。

そろそろ、データを整理しなければと思っていますが、重い腰が益々重くなり、なかなか持ち上がりません。

　こんな私ですが、色々勉強させて頂きたいと思い参加させていただきました。宜しくお願いいたします。

石田愛子 （札幌市）

■興味のある分野

　植物全般に興味があります。

■近況

　学生の時から興味は酪農から自然や野生動植物に移行しました。仕事は全然違いますが、休日を利用して、

札幌近郊の山々を探索していきたいです。今年は南区に引っ越したので藻岩．定山渓辺りで写真を撮りたい

と思っています。

石田裕一 野生生物総合研究所

■興味のある分野

　主に鳥と昆虫、クモに関心があります。

■近況（最近力を入れていること、関心があること、やってみたいこと、活動地域の様子など）

　ずっとくすぶっていたクモ類に対する興味に再点火し、今年から札幌をメインフィールドにしてファウナ

を中心に調べていけたらと思っています。札幌で、その他の地域で、もしクモの研究をされいる方がいたら

是非教えてください。色々とご教授頂けたら幸いです。

内田暁友 斜里町立知床博物館 学芸員

■興味のある分野

　コケ植物、シダ植物、スゲ属、イネ科、変形菌

■近況（最近力を入れていること、関心があること、やってみたいこと、活動地域の様子など）

 最近ときどきコケ植物の仕事を頼まれます。明らかに増えてきており、いよいよコケの時代がくるのかと

見当違いな期待に胸があつくなります。なかなか時間がとれませんが、じわじわとコケに割く時間も増やし

ていきたいものです。また苦手意識があって学生時代に全く手をださなかったイネ科にもとりかかりまし

た。なかでもイネ科水草はなかなか面白そうです。

大久保智子 上川自然保護官事務所　アクティブレンジャー

■自己紹介・近況

　山好きが高じて、大雪山のアクティブレンジャーになりました。３月でまる４年がたち任期満了です。

主としてやってきたことは、大雪山の登山道調査や、近自然工法での登山道整備後の登山者の動きと、その

効果の調査も行っていました。以前にガイド業もかじったことがあるので、登山口で簡単なレクチャーなど

普及啓発活動も楽しんでやっていました。今とても関心があるのは、高山にいる鳥です。
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大沼弘樹
酪農学園大学　環境システム学部　生命環境学科３

年　生物多様性保全研究室　（赤坂ゼミ）

■自己紹介・近況

　「エゾシカ食害による森林植生の変化」を卒論テーマとして２００９年春から研究しています。

　主なフィールドは野幌森林公園ですが、道内の他地域とも比較しつつ植生の変遷を追っています。また、

食害に伴なう希少植物への影響についても、今後更に力を入れていきたいと考えています。

 　得意分野は、植物やきのこ類の同定です。（生物分類技能検定２級　植物部門）

小畑淳毅 空知支庁地域振興部環境生活課

■自己紹介

　趣味：天体観察、自然観察など

　ほそぼそとバンディング（鳥類標識調査）

■近況

 　仕事では、雨竜沼湿原、夕張岳、崕山、宮島沼などの環境保全に取り組んでいます。

　プライベートでは、礼文島におけるバンディングを１５年以上継続しています。

加藤ゆき恵 北海道大学大学院農学院博士課程

■自己紹介

　植物社会学・植生地理学（主に湿原植生）が専門です。

　北大総合博物館に所蔵されている秋山茂雄スゲ属植物コレクションの調査も行っています。

■近況

 　北大総合博物館で行っているパラタクソノミスト養成講座・植物初級のテキストを作りました。やって

みたいことがいろいろありますが、目の前の論文執筆に追われています。

菊田　融 札幌科学技術専門学校

■自己紹介・近況

　奈良県の吉野地方出身です。学部は、琉球大学理学部生物学科の出身で、「アリの同巣内での情報伝達」

をテーマにしていました。

　その後、奈良県にもどり中学校の教師を１４年間しました。その間、１９９２年から３年間青年海外協力

隊員として、マレーシア・ボルネオ島北部サバ州のキナバルパークのＨＱに建設されていたキナバル自然保

護センター（Kinabalu Conservation Center）昆虫部の基盤整備を行いました。なにせ、それまで博物

館等で働いた経験がなかったので、この活動を進めるにあたっては、わからないことだらけで、日本の各地

の大学や自然史博物館の研究者の助言や協力を得て進めることを得ることができました。しかし、この協力

隊の活動をきっかけとして、環境教育の必要性とさまざまな施設や研究者の連携を考えるようになり教師を

退職して、その後そのような活動をしております。

その活動のひとつとして、昨年１２月６日に設立した日本環境教育学会北海道支部の事務局を引き受けて

おります。できれば、今後、北海道内にある自然史博物館や動物園などの施設との連携を進めていきたいと

考えておりますので、ご協力をよろしくお願いいたします。
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川辺百樹 ひがし大雪博物館

■興味のある分野

　専門は一応、鳥類学。関心を持っていることは北海道の自然史、特に北海道の生物相の歴史的形成過程に

ついて、現生の動植物の分布から迫りたいと夢見ています。

■近況

 　4月からは自由業となるので、調査活動・自然保護運動・北方針葉樹林復元作業に専念します。

　1976 年にセグロセキレイとハクセキレイの種間つがいを発見してから、セキレイ類の調査がライフワ

ークになってしまいました。セグロセキレイが日本列島固有種であることについて、2004 年に仮説を提

案しましたが、これを裏付けるための調査を北海道全域で 2012 年までおこないます。今年は渡島半島部

へ通います。ただしこれは相棒のイソコモリグモ生息地調査を兼ねています。夏は、メボソムシクイ・コマ

ドリなど鳥類の分布要因解明のための調査で道内各地の山に登ります。秋は、夕張山地のナキウサギ生息地

探しです。これは沢登とヤブ漕ぎになりますので、元気な共同研究者を探しています。冬はミユビゲラを探

して山歩きです。

　バブル崩壊後の財政出動で、公共事業による自然破壊があとを絶ちません。これへ対応するためにしばら

く自然保護運動に追われそうです。

　北方針葉樹林復元作業は、ミユビゲラの生息環境を復活させるための作業です。関心のある方は参加して

ください。

木下豪太
北海道大学理学部 4 年

環境科学院生態遺伝学講座

■自己紹介・近況

 北海道北見市出身。趣味は虫採り。小さい頃から特に蝶が好きで、週末には北海道各地に出かけます。こ

の時期は早くヒメギフチョウに出合えないかとそわそわしています。蝶の鮮やかさやバリエーションの多様

さに惹かれ、その進化の歴史や個体や地域間の変異について興味を持ちました。

　昨年から大学でユキウサギの系統地理について研究していますが、北海道の動物の多様性や大陸との関係

性を明らかにしてゆくことで、現在の北海道の自然を少しでも理解できたらいいなと考えています。

最近の夢はサハリンに行くことです。

小宮山英重 野生鮭研究所

■近況

 春はイトウの繁殖行動を観察、夏は畑と果樹園芸の作業、８月～１２月は サケ科魚類とヒグマを観察す

る日々の繰り返しです。
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小玉愛子 苫小牧市博物館（苫小牧市役所）

■興味のある分野　研究テーマ・課題

　苫小牧の植物の変遷・・・目をつけているのは、ウトナイ南東部古砂丘および苫小 牧東部の地域です。 外

来種の進入や環境の移り変わりが激しく、証拠として標本を採集・収蔵しておく必要性を強く感じます。

 また「身近に見られる植物のまとめ方、調べ方」についても興味を持っている市民の方へ、どのように簡

単な調べ方・まとめ方を分かりやすく提示するか、懸念中です。

 ※具体的な調査内容およびフィールドについては、恥ずかしながら、現在模索中です。

■近況（最近力を入れていること、目指していること）

　「何気なくそこにあるもの、生きているものに意味を持たせ、魅了させる」 「地元に興味を持ち、『街を

元気にしたい！』という心を人（特に子供と、その親）の心に育てられる」　そのような学芸員（人間）に

なりたいです。

　『ここに花が咲いている→その花が、どのような過去を語り、今を過ごし、これからどうなっていくのか』

端的に語ることの難しさと、奥の深さを感じています。

 また、今まで収集してきた標本がたまっているので、ラベリングとまとめをはやく行なってしまいます。

斎藤和範
旭川大学地域研究所/フリーランスキュレーター

ざりがに探偵団主宰

■自己紹介

　生物学／生態学（水生昆虫、ざりがに類、カエル類、外来生物、頭足類の分類）

　博物学（産業遺産／アイヌ語地名）

■近況

　北海道各地において水生昆虫相を調べています。ここ 10 年ぐらい、釧路湿原近辺でタンチョウの餌生物

としての水生生物相の調査を行って来ました。また、ざりがに探偵団としては、小樽や旭川などでニホンザ

リガニの生息とその生息環境との関わりを調べ、また、石狩川水系の江丹別川・天塩川水系などにおいて、

特定外来生物ウチダザリガニの分布調査およびその防除に、一般市民と共に取り組みんでいます。その成果

の一部は NHK の番組「ダーウィンが来た!!」でも取り上げられました。今年も引き続き、江丹別川と天塩

川においてウチダ防除に取り組む予定です。

　外来生物が生態系に及ぼす悪影響など、普及教育活動にも力を入れており、昨年7月には巡回企画展「在

来生物展」を富良野市博物館にて開催しました。現在、道北地区の博物館などを開催中で、次回は増毛町総

合交流促進施設元陣屋で 3 月 13 日(土)～3 月 28 日(日)まで、そのあとは名寄市北国博物館で 5 月中旬か

ら開催予定です。お近くの方は、是非ご来場下さい。
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櫻井和彦 むかわ町立穂別博物館学芸員

■専門／参加学会

　脊椎動物化石／日本古生物学会、日本地質学会ほか

■自己紹介・近況

　むかわ町立穂別博物館は、穂別地区で発見される化石（特に白亜紀）を通じて一億年の歴史を紹介する博

物館です。町の名前は 2006 年 3 月から「むかわ町」になりました。北海道の中軸部には白亜紀の海でで

きた地層が露出しており、当館の他にも、三笠市、沼田町、中川町などに、化石を紹介する博物館が作られ

ています。

　北海道教育大学で脊椎動物化石について学び、穂別へ来てからはモササウルス（白亜紀の海トカゲ）を勉

強中です。化石（過去の生物）はもちろん、現生生物についての問い合わせがあると、図鑑を開いたり、詳

しい方に教えてもらったりしています。もともと生物、特に動物には興味があるので、色々教えて頂ければ

幸いです。

佐々木美香 小樽市総合博物館

■自己紹介

　植物社会学

■近況

　あまりに地元の自然を知らないので、ただいま勉強中です。最近はコケに惹かれています。同定が難しく

苦戦していますが、小さな姿が可愛らしく見ているだけで幸せになります。あとは講座で使えるネタを探し

ています。ジャンルを問わず何でもテーマにするのですが、目指すのは、外に出るのが苦手な人でも自然に

触れることができるようなテーマです。

志賀健司　 ※今回不参加 いしかり砂丘の風資料館・学芸員

■自己紹介

　・地質学、特に古海洋学、古気候学

　・漂着物学

　もともとは、第四紀の高緯度域（オホーツク海など海氷域）の古海洋学をやってました。

　現職についてからは、石狩低地帯、古石狩湾の古環境の変遷などを調べています。

■近況

　ここ数年は漂着物学にハマってしまい、アオイガイなど暖流起源の漂着物の研究に力を注いでいます。そ

れらの長期的な変動と海洋環境の変動との関係を解明したい、と思ってます。

　この自然史研究会は、さまざまな分野の人が集まっているのだから、生物だけでなく大気・海洋・地圏な

ど広い目で自然を見て、究極的な目標は、“生物環境と物理環境（いわゆる地学的な対象）との相互作用と

その変遷の解明”と、大きく掲げたいです。

　また、近年、あらためて大事だな、と思っているのは、観測の継続と記録の公開です。それこそ自然史研

究者の役目なので、これから力を入れて長く続けていきたいと思っています。

　もうひとつ。最近は、骨にもハマっています。肉を削ぐのもだいぶ抵抗がなくなってきました。
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志田祐一郎 野生生物総合研究所

■自己紹介・近況

 動植物の調査などを仕事にしています。専門は植物です。個人的にデータを取ったりもしています。あま

り多くの情報が頭の中で処理できないので、構造が単純で種数も少ない森林あるいは草原が主なフィールド

となっています。場所は道内各地ですが、道東の太平洋側が比較的多いです。このような場所では逆に蘚苔

類が多かったりするので、数年前「蘚苔類が同定できるようになるぞ！」と決心したのですが、実際にはミ

ズゴケ以外はほとんど手をつけていません．．．。今後は、これまでとったデータを整理して発表していきた

いです。またこれまであまり扱ってこなかった蘚苔類や動物についても、少しずつ勉強していきたいです。

よろしくお願いします！

鈴木　仁
北海道大学大学院地球環境科学研究院

生態遺伝学分野　准教授

■自己紹介・近況

 長らく、日本の在来哺乳類の起源について研究してきました。最近は環境適応にも興味を持っています。

特に北海道産クロテンの毛色多型の遺伝的変異と生態学的意義について興味を持っています。ネズミ類はな

かなか毛色変異は示さず、例えばアカネズミやヒメネズミは道内はおろか広く日本をみてみてもなかなか毛

色変異を観察することはありませんが（時には目にしますが）、一方で、食肉類クロテンは、容易に毛色多

型を目にすることができます。北海道産のものは、ロシア産に比べ、冬季の毛皮が全体的に白色あるいは黄

色味が強いですし、さらに道内には黄色の個体もいれば、濃い茶色の個体もいるといったように顕著な個体

差も観察されています。また夏期に通常は黒茶系ですが希に黄色系のものも観察（自動撮影装置）されてい

るようです。このような北海道産クロテンの毛色は多様で興味深いのですが、１）道内の毛色関連遺伝子の

アレル頻度の把握、２）各アレルグループの起源、３）毛色多型の生態学的意義（なぜ、そのような多型性

が維持されているのか）、などについて一学生が他の研究者や学芸員の方と共同研究で解析を行っています。

その得られた結果や考察を脇で見させてもらい楽しんでいるところです。その学生によると、北海道のクロ

テンは大陸のものとは異なる「別枠」の血も混じっている（！）とのことで、北海道のクロテンの起源を知

るうえでも役に立ちそうです。

ネズミ類には毛色多型がない、と言っておきながら変ですが、実は小樽産のクマネズミには黒と茶の毛色

多型がみられます。これまた大学院生の仕事なのですが、小樽検疫所の方との共同研究を行った結果、小樽

にはどうも「外来種」のクマネズミが生息しているようで（クマネズミはみんな外来種のようなところもあ

り、問題のある表現かもしれませんが）、本州の在来のクマネズミとは系統が異なっていることが分かって

きました。小樽の外来性のクマネズミには、背中の色が黒と茶のものがあり、現在、毛色関連遺伝子 Mc1r

の塩基配列多型の関係を探っているところです。そして、もっかの最大の関心事は、なぜ黒と茶が一つの集

団にいるのか？といったところです（ちょっと唐突な問題設定だとお思いでしょうが）。ダーウィンが提示

した自然選択や性選択を目の前の動物たちの中に見いだして楽しもうという流れの中にいます。
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鈴木芳房 ㈱海洋探査

■自己紹介

　専門：潜水調査、水中撮影など

　関心：水辺の生き物全般、特に魚類、海生哺乳類

■近況

　海域の潜水調査を本業にしていますが、縁あってここ数年はウチダザリガニの調査も行っています。実際

に数年間現場を見て感じるのは、駆除を続けても増え続けるウチダの恐ろしさと、一般によく言われる悪影

響の把握の難しさ・・・。結局、ウチダの侵入前の状況が分からないので、喰われた減ったという具体的な

数字が出ないのが悩ましいところです。

　水中の外来生物問題はとにかく調査が難しく、状況の一端が明らかになった時点ではもう完全に手遅れだ

ということを、身をもって感じる経験になりました。このところじっくり水中撮影をする機会が少ないので、

今後は少し身近な生き物をしっかり撮りたいと思っています。

内藤華子 石狩市市民生活部石狩浜海浜植物保護センター

■自己紹介

　北大北方生物圏フィールド科学センターで森林生態学（樹木の繁殖）分野修士課程修了後、石狩浜海浜植

物保護センター勤務。勤続 10 年。自宅は手稲区金山。二人の子どもの子育ての傍ら地域の自然観察もして

います。石狩自然誌研究会にも所属、石狩の自然に広い視野で向き合って行きたいと思っています。

■近況

　最近は、海岸砂丘の生き物のつながりに視点を当てて石狩浜の自然を見ていますが、海浜植物群落は実に

多様な生物を育んでいることがわかってきました。また、漂着物などからも海の環境が読み取れ、石狩浜は、

海・海辺について知識を深めていくことができる大切な場所でもあります。もっともっと海辺・海への関心

が浸透し、石狩浜の保全を石狩市だけでなく札幌圏の課題として考えるようになっていけばと思います。

中川博之 エコニクス　契約社員

■自己紹介・近況

　学生時代にはまった登山で社会のレールから外れ、10 数年登山とクライミングに明け暮れる生活。5 年

前からエコニクスの契約社員として植物現場メインで現在勉強中。今年度から調査員をやっているが、まだ

まだ実力不足で現場ではお持ち帰りが多く、毎晩図鑑をめくる日々。フォルクロ－レとケーナをこよなく愛

し、現場のお昼休みにはケーナを吹くのも楽しみ。昨年江別市大麻に引っ越したので、春から野幌森林公園

を歩くのを楽しみにしている。クライミングに行く岩場の植物相もしっかり見てみたい。どちらかというと

イネ、スゲ、シダのようなマイナーな植物に心引かれる。
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中岡利泰 えりも町郷土資料館

■自己紹介

　地域の自然・歴史・文化と人々の暮らしの繋がりに関心が移ってきました。アザラシも忘れないように！

最近は木造磯舟の記録に忙しくならないといけないのに、仕事が停滞中！

■近況

　今までも、最近も、きっとこれからも、まともな調査ができない状況（個人の能力の問題ですが・・・）

にありますが、せっかく資料館という職場で働かせているので、自分がいるということは、何かを記録し、

残し、再発見し、活用しと地域が地域であり続けるために、自然史や文化財的な視点で、ふるさとを見直せ

るようなお仕事をしていきです。これから小さな地域はますます小さく元気がなくなるでしょうから、その

地域に暮らす私たちが、小さいながらも元気で、その地域を大切にして、楽しく暮らせる地域になればと思

います。

　子どもたちが自然の中で楽しくひと時を過す体験事業も実施しています。今年は 8 月 4～6 日に予定し

ています。小さな川が流れ、山に囲まれた焚火満喫のキャンプサイトです。朽木には・・・・・　ほぼ自由

時間で子どもたちは勝手に遊んでいます。やりたいことをやれ！！という感じのキャンプです。ぜひ、遊び

に来て子どもたちと楽しいひと時を過ごしましょう！

　歴史ある道、江戸時代末、1799 年に作られた猿留山道（さるるさんどう）を、ぜひ歩きに来てくださ

い！ハート型の沼「カムイトー（豊似湖・馬蹄湖）」が美しく見えます。美味しい「えりも短角牛」と「海

の幸」、海岸林緑化で名高い百人浜の緑化事業もあります（自然植生無視の部分もありますが・・・）。ゼニ

ガタアザラシも 900 頭を越えて、サケを食されるサケ定置網漁業者が悲鳴を上げています。エゾシカも増

加中で、林下にはオオサクラソウ・クリンソウなどシカが食さない植物がはびこり始めています。もち、あ

のイエローインベーダーも増加しています。ただ、ウチダザリガニは未確認、アライグマはぼつぼつ、そう

そうメダカに金魚（フナ）もなぜかいます。美味しいものもあるし、とてもいいところだから、みなさん来

てね！って伝えたっかたのに・・・・自然と人間の関係はいろいろとありますね～～

　WEB サイト：http://www2.ocn.ne.jp/~horoizum/または「えりも町郷土資料館」で検索、Blog もあ

ります。

丹羽真一 さっぽろ自然調査館

■自己紹介

　植物全般、訪花昆虫、特にマルハナバチに興味あり。

■近況

　自宅や職場周りをはじめ、道内各地に出掛けた際に、マルハナバチの観察メモを取っています。メモ帳と

ペンをいつもポケットにしのばせていて、マルハナバチを見かけたら、種類とカスト、行動（訪花や飛翔な

ど）のほか、場所、日時、標高などを記録しています。基本的に目視によるので、ニセハイイロとハイイロ

など区別できないとか、同定ミスが混じるとか、限界もあります。まだ 2 年やっただけですが、年間数百

～千数百件程度は集められます。将来的にはこれをもとに各種の分布図を作ったり、解析したりしてみたい

ですね。例えば、各種の標高分布、種ごとの花の好みのほか、セイヨウの分布（の変遷）などです。そのう

ち、自然史研究会で発表したいと思います。
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沼田絵美 居住地：倶知安町

■自己紹介

　北大大学院文学研究科（博士）中退　専門は都市地理学、GIS でした。以前、札幌市博物館活動センター

解説員でしたが、現在は後志教育研修センターというところの事務員をしています。活動センターを中心に

ボランティアをしている科学絵本よみきかせの会じゅごん太、また倶知安町風土館町民学芸員制度に参加し

ています。

■近況

　活動センター在職中、カタツムリの魅力に気づき、以来カタツムリに夢中になっています。１番好きな陸

貝はサッポロマイマイです。

久井貴世 北海道大学大学院 文学研究科 北方文化論講座 修士課程

■自己紹介・近況

　昨年度まで酪農学園大学に在籍し、現在は、北海道大学大学院の文学研究科で研究を続けております。歴

史的・文化的な面における動物と人との関わりに興味があり、卒業論文は「タンチョウと人との関係史」を

テーマに執筆いたしました。タンチョウが、かつて人間によってどのように利用されてきたのか、和風文化

やアイヌ文化においてはどのように扱われてきたのか等、タンチョウと人との関わりを様々な視点から明ら

かにしたいと考えております。卒業論文では、明治初～中期頃までを扱い、現在は、明治以降のタンチョウ

の実態を明らかにするため、調査を続けているところです。

福岡イト子 日本文化人類学会

■自己紹介　　専門分野：アイヌ文化教育　アイヌと植物

　最近関心を持っていること：アイヌ口承文芸にあらわれる植物神

　履歴：1967年、旭川竜谷高等学校教諭・郷土部顧問として生徒たちと「上川アイヌの研究」に着手。

　アイヌの古老から、ササの家屋づくりなど自然とともに生きる知恵を学び、上川地方独自の伝統文化を受

け継ぐ。

　　1990年、（財）日本私学教育研究所客員研究員、北大非常勤講師、アイヌ文化環境保全対策調査委員、

等を経て、現在、小学校から大学までアイヌ文化教育に携わっている。自然史研究会設立当初からの会員。

　　主な著書・編著：1993『アイヌと植物』旭川叢書第 21 巻　旭川振興公社、1995『アイヌ植物誌』

草風館３刷、2008『上川アイヌの研究ⅠⅡ』　旭川竜谷高等学校郷土部 40 年記念復刻印影本　福岡イト

子・本間愛之編

■近況

　「アイヌの薬用植物」について、北海道薬科大学「薬草園」で市内小学校教師対象に講義。高文連後志支

部図書局大会において「アイヌ口承文芸にあらわれるトリカブト・ギョウジャニンニク・オオウバユリの植

物神」を講演。旭教大院生・学生にアイヌ文化全般についてレクチャー。小・中学校教育地図研フィールド

ワークで「羊蹄・ニセコの山々の アイヌ語地名」を、今夏は全道大会の講師を依頼されている。
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藤田　玲 草花堂

■自己紹介

　とくに植物関係に興味あります。2007年 4月まで（株）エコニクス所属。

■近況

　この度、入会いたしました。個人で植物の調査業をしております。道内のあちこちへ行って、あれこれ植

物を見たいと思いつつも、無積雪期のほとんどは業務の日々で行きたいところへは行けないのが悩みのタ

ネ。仕事があってありがたいことではあるのですが。

　コケや地衣類がわかったら、もっと山歩きが楽しくなるのではと思い、勉強したいと思っていますが、興

味レベルにとどまっております・・・。また、自然全体をみる力、特に自然史の「史」を現場で汲み取る力

を少しでも向上させたいと思っております。

古沢　仁 札幌市博物館活動センター学芸員

■自己紹介・近況

　専門は古生物学．特に，人魚に間違えられた動物として有名なカイギュウ類の化石を研究しています．こ

れまで，滝川市で体長 8mに達する大きなタキカワカイギュウを，沼田町で体長 5m（中型）のヌマタカイ

ギュウを，そして，札幌でその両者をつなぐ，中型から大型へ移行した最古の大型カイギュウ（サッポロカ

イギュウ）を研究しました．2008 年には札幌の豊平川から大きなクジラの化石が発見され，現在は人魚

たちには内緒でクジラを解明すべく，浮気中です．

　皆さんの職場には人知れず眠っている化石はありませんか？研究は今かかえている資料を片付けるだけで

精一杯ですが，鑑定ならいつでもお引き受けします．

古舘大樹 北海道大学・生命科学院・修士 2 年

■自己紹介

　専門は、薬学・生物学。脊椎動物の排卵のしくみについて、メダカを用いて研究しています。

■近況

　豊平川さけ科学館にてボランティア活動中。今月(2月)は、サケたちへ餌やり体験がありました。

環境科学・博物館活動・科学コミュニケーションに関心を持ち始めました。

本研究会には初参加です。宜しくお願いします。

堀　繁久 北海道開拓記念館学芸員

■自己紹介・近況

　藻岩山の南斜面に生息。フィールドは野幌森林公園、北海道あちこち、琉球列島など。

地表性甲虫を中心に、昆虫類を広く浅くやっています。数年前より、カタツムリも面白いなぁと思いはじめ

た。今年の夏から秋にかけて、『ドングリと繋がる生き物の特別展』を開拓記念館でやるので、是非見にい

らしてください。
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松田まゆみ 日本蜘蛛学会会員

■自己紹介

　小学生のときは昆虫が大好きで、中学生のころから野鳥にも関心を持つようになり、大学時代にはとりわ

けシギ・チドリの観察にはまっていました。大学時代にクモにも興味を持つようになり、現在もっとも関心

がある分野はクモ。

■近況

　北海道に生息しているクモの分類や分布の解明をライフワークにと思っているのですが、前途多難の状況

です。とりわけ興味を持っているのは、小型のサラグモ類。

　2年ほど前から、北海道のイソコモリグモの生息地を調べています。

丸山まさみ 松籟庵（ただの屋号

■自己紹介

　植物相、針葉樹林、東大雪の自然

■近況

　一応、フリーで細々と植物調査の仕事をしています。近年は諸々の事情により、活動が少し停滞気味です。

なんとかなるか…。

　十勝の然別湖を中心とした東大雪の自然にひかれています。学生の頃からの縁で、然別湖周辺に通い続け

ています。フロラ等々をだらだら調べています。まるで中毒です。やめられません。

　スゲ、コケなど「地味」な植物についつい手が伸びます。手が伸びるだけで、次がなかなか見えません。

なんとかしよう…。　　　北広島市在住。

水島未記 北海道開拓記念館学芸員

■自己紹介

　専門は植物（特に生態）。副業でクジラやってます。

　他に好きなもの：爬虫・両生類、魚（特に淡水魚）、水もの全般

■近況

　植物が専門といいながら、実のところ、ここしばらくは民族植物学ばかりです。

　ほぼ毎年サハリンに行って先住民の植物利用を調査しています。

　その合間に観察会や子供向けの講座などやってます。イベント企画・運営も好きです。

　この夏は、堀繁久チーフのしもべとしてミズナラ展（どんぐり展）に関わります。

　開拓記念館はじまって以来の楽しい展示になりそうです。
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水田一彦 士別市立博物館　館長　学芸員

■自己紹介

　専門　地質、博物館の教育普及活動。昭和31年生まれ。博物館勤務年数23年。

■近況

　天塩川の自然を常設展示に取り入れるための情報収集

水田裕希 北海道大学農学院　修士 1 年植物生態・体系学講座　植物園

■自己紹介

　現在、北海道大学の修士1年生です。植物園にある植物生態・体系学研究室に所属しています。

研究分野は、研究室の名の通り、植物生態・体系学です。研究内容は、サロベツ湿原の西側に位置する稚咲

内砂丘林で植生や周辺環境から湿原・湖沼群の類型化をするという内容です。学部時代は、酪農学園大学で

GIS について勉強しておりました。

■近況

　最近は、就活でぐったりしています。今日は、就活就活…となっている自分の視野を広げ、なんとか元気

にしたいと思って参加させていただきました。将来は、環境、できれば植物のことと関わりながら、その大

切さや専門的なことなどを誰かに伝えていけるようなことをやれたらと思っております。

持田　誠 北海道大学総合博物館

■自己紹介

　　大学院での専攻は植生学を柱とする植物地理学。特に農村・都市などの二次植生に関心があります。生

物学的な興味もありますが、地域誌の一環として、植物相や植生をどう記録していくか？に関心を持ってい

ます。また、同様の理由で、地域の記録者としての博物館の役割に惹かれています。標本や資料などのモノ

を遺し伝え、ヒトとモノをつなぐための博物館の仕事と学芸員の専門性について考え、研鑽を積んでいると

ころです。

■近況

　　北大の総合博物館で標本整理や展示作成などの仕事をしてきました。この３月で任期を終えますが、現

在、植物標本や博物館図書室での業務を中心に、３年間の仕事のまとめをしているところです。この１年間

で標本目録などをいくつかまとめ、博物館資料の有効活用に貢献したいと考えています。また、昨年から、

銭函の防風林で植生調査をしており、今年度は本調査を計画しています。

　一方、北大での３年間は労働組合運動の３年間でもありました。大学での非正規雇用の問題点を追求して

きましたが、指定管理者制度などで学芸員をとりまく環境が大きく変化していることから、今後は博物館労

働という視点での調査研究を進めていきたいと考えています。
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村野紀雄 酪農学園大学（特任）

■自己紹介

　北海道の自然環境保全関係を広く歩いてきました。植物、動物好きです。

■近況

　酪農学園大学の環境フィールド実習や学芸員資格講座などのお手伝いをしながら動植物相調査などをして

います。

村山良子 野鳥の会 道北支部・名寄野鳥の会

■自己紹介

　日本海は小樽で生まれ、太平洋をみて育ち、今は流氷の如くオホーツク海に流れて来ました。

　関心事は人に非ず。

■近況

　島の学芸員と蝙蝠探索です。枝幸では文化財保護委員として博物館ボランティアを。

山崎真実 札幌市博物館活動センター

■自己紹介

　専門＞＞植物分類（形態）

　興味関心＞＞植物全般、特に水草。（まだまだ修行中）　　＆生き物全般（幼虫以外）

　履歴？＞＞学部時代は山登りばかりで、勉強しませんでした。

　　　　　　　修論「北海道に分布するコウホネ属の形態分類学的検討」

　　　　　　　2001年 10月現在の職場に就職し、「骸骨」ではなく「頭骨」と言えるようになりました。

■近況

　　札幌市内の水草フロラを少しずつ調査中です。これはやりたいことというより、仕事上やるべきことで

すが、標本の同定・整理ができる時間を作りたい・・・です。これも仕事ですが、札幌市内の高山帯の植物

調査をしておきたい、と考え始めています。皆様のお知恵拝借するかもしれません。趣味半分で、漂着物学

会なんてのにも入っています。

　自然史研究会には就職と同時に自動的に入会していたらしいのですが、この会が具体的にどんな活動をし

ているのかわからないうちに、何故か会計監査担当を引き受けており・・・。　よろしくおねがいします。

山本亜生 小樽市総合博物館

■自己紹介

　昆虫、特に半翅類が専門です。植物の写真を撮るのが好きですが、昆虫は難しいのであまり撮りません。

■近況

　日本原色カメムシ図鑑第 3 巻が年内に刊行される予定です。私はツノカメムシ科の執筆を担当していま

す。日本の陸生カメムシを全て同定可能にしようという壮大な取り組みで、参加することができてうれしい

です。
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吉野智生
酪農学園大学大学院獣医学研究科感染病理教育群

寄生虫学ユニット/野生動物医学センター

■自己紹介／近況

　野幌森林公園などをフィールドとして鳥類を中心に観察をしています．寄生虫あるいは鳥に関係がある全

ての事に興味があります．研究としては寄生虫の形態分類を中心に行っていますが，疫学や生活史などをも

う少し深く進めて行きたいと考えています．種々の標本作製も行っており，色々活用できないか考えていま

す．

義久侑平
酪農学園大学大学院　酪農学研究科　野生動物保

護管理学研究室

■自己紹介／近況

　野生動物に興味があり、それについて学びたい！と関西からやってきました。現在は専ら昆虫に愛情を注

いでおります。と言っても、昆虫は研究室に所属してから始めたので、まだまだ右も左もわからない状態で

すが…。皆様の温かいご指導、よろしくお願い致します。

渡辺　修 さっぽろ自然調査館代表／北海道自然史研究会事務局長

■ 自己紹介

　大学時代は、森林生態学と環境社会学の二足のわらじでやってました。2000 年に学生仲間で動植物の

調査･研究と自然紹介展示の製作をする会社を立ち上げ、10 年目を迎えました。元々山登りをやっていま

したが、イラスト描いたりプログラム組んだりといったインドアも好きです。

■近況

　現在、自然史研究会として博物館などの自然展示施設のデータベース化・ポータルサイト作成、自然史の

報告のデータベース化･発表の場作りをやっていきたいと思っています。しかし、近年物覚えが悪くなった

にもかかわらず、これらの取り組み全てを 5 年前に挫折したことがしばしば思い出され、欝な気分に。皆

さんの情報をお待ちしています。やらざるを得ないよう、尻押ししてください。また、今回は弊社で製作し

ている小冊子の配布や展示サンプルの紹介など会場でやる予定ですので、よろしく。

渡辺展之 さっぽろ自然調査館

■自己紹介／近況

　学生時代は、森林生態学を専門にしていて、修士（もう 10 年前）ではニセコをフィールドにダケカンバ

林について研究していました。調査館としてからは、何でも屋で、歩行性昆虫、水生昆虫、GIS やイラスト

描き、封入標本作りなど薄く広くやってきてます。最近は市民団体を手伝って小冊子やパンフを作る機会が

増えてきていますが、自然史研究会でもそうしたものを作る機会があれば面白いなと思っています。

  以上、46 名
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1994 年度総会（沼田町） 1995 年度巡検（アポイ岳）

北海道自然史研究会の歴史

日時 行事 開催地 講演・シンポジウム 発表 担当 事務局

1993年02月 設立集会 札幌・雪印会館 伊藤浩司「サハリンと北海道-植生からみた特異性と共通性-」

1993年09月 野外研修会 上川町　層雲峡 巡検（保田信紀） 保田

1994年01月 第1回研究会 札幌・開拓記念館 福岡イト子「アイヌ民俗と植物」 10

1994年10月 第2回研究会 沼田町 古澤 仁「沼田町の海獣化石」 8 古沢

1995年10月 第3回研究会 様似町
大原昌宏「中部千島の自然」
矢野牧夫「自然史と分化史の接点から」 6 芥川

1996年05月 第4回研究会 黒松内町
矢野牧夫「ブナはいつ黒松内にやってきたか」
大原昌宏「渡島半島の昆虫」 7 高橋

1997年05月 第5回研究会 美幌町
シンポジウム「野生生物との共存を考える」
　小林聡史／中川元／宇野裕之 6 鬼丸

1998年05月 第6回研究会 倶知安町
シンポジウム「羊蹄山の自然史」
　藤田郁男／五十嵐博／保田信紀 3 岡崎

1999年10月 第7回研究会 標津・サーモンパーク
シンポジウム「自然と遊ぶ」
　岡崎克則／鬼丸和幸

- 小宮山

2000年04月 第8回研究会 旭川・旭川市博物館

大原 雅「春植物の繁殖戦略」
小野有五「嵐山のカタクリについて」
シンポジウム「春植物と里山の自然」
　出羽 寛／大原昌宏／鬼丸和幸

- 齋藤

2001年08月 第9回研究会 平取・二風谷博物館
萱野志朗「アイヌ語からアイヌ民族のくらしを考える」
五十嵐博「植物人との関わり～帰化植物を例に」 1 鬼丸 美幌

2004年03月 臨時集会・総会 札幌・博物館センター
「自然史研究会の今後の体制について」
齋藤和範「淡水生態系を脅かす国内最大級の外来底生生物」 3 調査館

2004年12月
2004年度
研究会

札幌・北大総合博物館 「自然史研究会の今後 －研究集会・ポータルサイト・絵本出版」 3 調査館

2005年10月
2005年度
研究会

札幌・北大総合博物館
シンポジウム「博物館と分類学ー市民と社会の分類学へのニー
ズー」　久保田正秀／丹羽真一／大原昌宏 4 大原

2006年07月
2006年度
研究会

遠軽・丸瀬布昆虫生態館 五十嵐博「網走地方などに分布の偏る植物たち」 3 喜田

2007年09月
2007年度
研究会

登別・ヒグマ博物館 「登別市ネイチャーセンターの活動紹介」 4 前田

2010年02月
2009年度
研究会

札幌・博物館センター 保田信紀「大雪山の高山昆虫」 10 山崎/持田

調査
館

ひがし
大雪

倶知安

2001 年度巡検（平取町） 2006 年度巡検（遠軽町）


