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陸地の75％が人間活動で大幅改変
約100万種の動植物が絶滅危機にある・・・

現在の絶滅速度は、過去1000万年間の平均に比べて
10～100倍以上

世界中の研究者が集まり生物多様性の現状を評価



自然共生社会の実現に向けて！

国立環境研・生物多様性保全プロジェクト
Conservation of Biodiversity



生物多様性は、なぜ保全する必要があるのか？

我々、人間は生物多様性が生み出す様々な生態系サービスを享受して
生きており、生物多様性があるからこそ人間は生きていけるのです。

だから、生物多様性を大切にするということは、可愛い動物を守る、

きれいな植物を守る、という単なる愛護の意味ではありません。

生物多様性の大切にするということは、安心で、安全で、豊かな
人間の社会を持続するため。



生物多様性の撹乱が人間社会にリスクをもたらす・・・

生物多様性の逆襲!?



身近な自然が外来生物にどんどん置換されている・・・

外来生物 Alien Species
人間活動に伴い本来の生息地から
違う土地へと移動させられた生物たち

そして彼らは
人間にとっても危険な存在となり始めている・・・



アライグマ分布状況
（1990-2017）

環境省



アライグマの分布拡大がもたらすリスク

農業被害
○トウモロコシ、メロン、スイカ、
イチゴなど農作物の食害

○養殖場の魚の食害

○牧草ロールパックの破壊

○乳牛の乳首を噛み切る

人獣共通感染症
○アライグマ回虫

○狂犬病

在来種との競合
○キタキツネやエゾタヌキの減少

○アオサギコロニーの営巣放棄

○鳥インフルエンザ



世界の狂犬病発生地域（2016）

2635人

WHO



2017年・・・毒アリが来た夏



ヒアリの分布域
The geographic distribution of Solenopsis invicta

Origin

Wetterer (2013) Sociobiology



広州市内におけるヒアリ・スーパーコロニー営巣状況

矢印の下にアリ塚（巣の本体）が存在し、全てが地下トンネルでつながっている・・・





刺された時の対処法・心得を知っておくことが重要

アリに刺されて痛かった時は
ヒアリを疑う・・・

一人にならず
様子をみる・・・

蕁麻疹

動悸

呼吸困難

アレルギー体質の場合アナフィラキシー・ショックを起こす

病院でアドレナリン薬を
打ってもらえばもう安心！

10〜20分以内に
次のアレルギー反応が出たら
すぐに救急車を呼んでもらう



Future climatic data were sourced from the 4th IPCC assessment report (GIEC 2007).

Bertelsmeier (2014) Biodivers Conserv

現在および将来の気候モデルに基づくヒアリ分布拡大予測
Prediction of distribution of the Fire ant in 2080

果たして熱帯産のヒアリは日本に定着できるのか？
Can the fire ant be naturalized in Japan ?



土地開発・ヒートアイランドによる生息適地拡大・・・
urbanization accelerate spreading of alien species 

従来の生物学的概念で外来種の分布拡大は予測不能
The naturalization of alien species cannot be predicted by the traditional biogeography

2010年までに確認された都道府県
Distributed area until 2010

2011年以降に確認された都道府県
Distributed area since 2011

原産地 Origin：
オーストラリア亜熱帯地域
Subtropical area in Australia

1995年大阪港で初確認

セアカゴケグモ The red-back spider



資料提供：兵庫県立大・橋本佳明博士

2017年〜2018年にかけて32回の侵入（持ち込み）を確認



2019年2月18日
愛知県愛西市

フランス発

シンガポール経由

ダラス空港発

2018年7月29日
成田空港

中国以外からも侵入



p 红火蚁入侵危害现状

日本のヒアリ侵入の大部分は

中国南部から輸出されるコンテナ
による・・・

華南農業大学提供

侵入確率を下げるためには
もとから絶たなきゃダメ・・・



ヒアリ防除に関する情報共有・防除技術共同開発を推進

2018年度のヒアリ持ち込み事例は2017年度より半減！

2018年4月 日中ヒアリ防除合同会議



❶

❸

輸入前のコンテナ内
Control fire ants in the container under transporting

内陸移送コンテナ
および周辺
Control fire ant in and around 
the containers transported inland

日本におけるヒアリ侵入防除戦略
The strategy against the fire ant invasion in Japan

❷
陸揚げされたコンテナ内
およびストックヤード内外
Control fire ants in and around  the containers after landing 

同定確認
identification

薬剤防除
Pesticide spray

時間がかかり
すぎる!!



Transfluthrin Metofluthrin
コンテナ内のピレスロイド系殺虫剤一発処理法

ヒアリ以外の
外来昆虫類にも
有効！

佐々木・五箇ら（2019）

家庭用
一発処理型
殺虫剤



❹営巣確認
Control naturalized colony

❶

❸

輸入前のコンテナ内
Control fire ants in the container under transporting

内陸移送コンテナ
および周辺
Control fire ant in and around 
the containers transported inland

❷
陸揚げされたコンテナ内
およびストックヤード内外
Control fire ants in and around  the containers after landing 

日本におけるヒアリ侵入防除戦略
The strategy against the fire ant invasion in Japan



2014年 世界初のアルゼンチンアリ根絶宣言！

我々には輝かしい実績がある！
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ベイト剤（餌剤）殺虫成分



より有効なベイト剤開発
Development of more effective bait

ヒアリ嗜好性が高い剤型を開発
We are developing more attractive bait formulation for fire ants collaborating 

コーン・スナック風味
になっております・・・
Flavor of corn-snack food…



ヒアリ防除成功の鍵は早期発見

うちの庭に見慣
れないアリが・・・
ヒアリだったら
どうしよう・・？

ヒアリは日本全国のどこで
営巣を始めるかわからない・・・

全国レベル・
市民レベルの
監視が必要



実物のヒアリをパッと見で分けることは難しい・・・

大きくして見れば、ヒアリと見分けられても・・・

ヒアリ アルゼンチンアリ

小さすぎて
見えない!!



LAMP法によるヒアリ簡易検出キット

パッケージ化

全国
配備

全国モニタリング体制構築

白濁反応が出たら
専門家が出動！

Nakajima et al. 2019



ヒアリは中国南部からアジア各国に「輸出」され続けている
Fire ants are spreading from China to every Asian countries



目に見えない生物学的侵入リスクの増大！

Invisible Invasive Species

残された課題

感染症 病原体
Infectious disease



2006カエルツボカビ上陸!!
Chytridiomycosis coming to Japan!



1980年代〜両生類新興感染症カエルツボカビ感染拡大

両生類の皮膚に寄生する真菌の１種

The infectious disease specific to amphibians
Caused by Batrachovhytrium dendrobatidis

Pandemic of the chytrid fungus since 1980s

2006年
日本でも発症例確認！
（ペットの外来種）

カエルツボカビ菌



What to do for conserving the Japanese amphibians

検査体制の確立
Check-up system

リスク評価
Risk assessment

日本の両生類保全のための緊急対策



国立環境研究所
日本全国カエルツボカビDNA検査

綿棒でカエル体表面
をぬぐう（Swab）

DNA 抽出 DNA 溶液

国立環境研 Standard方式
（Goka.et al. 2001）

Lysis Buffer + Protenase K
50℃120min
95℃20min

PCR法により
カエルツボカビの
DNAを増幅する



侵入ルート解明のため日本全国・世界各地より
カエルツボカビDNAサンプル・情報を収集



南米原産ベルツノガエル
Latin American Frog

カエルツボカビHost-switch実験
Bd Host-Switch Experiment

沖縄産シリケンイモリ
Sward tailed newt

カエルツボカビ多様性
ナンバーワン！

Bd diversity No. 1 !カエルツボカビに弱い！
Bd susceptibility No. 1 !



Control newt Infected newt

Control 7pairs Infection 0/7 Infection 7pairs infection7/7

Control skin sample of alien frog Infected skin samples of alien frog

無菌シリケンイモリ 感染シリケンイモリ

Control区ベルツノガエル皮膚 感染区ベルツノガエル皮膚

Control群7区 感染率0/7 感染群7区 感染率7/7



在来種ヌマガエルに対する
感染実験

Infection from newt to Japanese native frog

感染はするが、発症はしない
No infection and 

the fungus finally eradicated

在来種は抵抗性を有する？
Native frogs possess resistance

オレはかびない！
I cannot get moldy!



Global Pandemic Lineage

Brazil Lineage

Global Pandemic Lineage

Global Pandemic Lineage

Brazil Lineage

Giant Salamander Lineage

Global Pandemic Lineage
Brazil Lineage

Swiss Lineage

South-Africa Lineage

カエルツボカビ・アジア起源説
Chytrid fungus Japan origin hypothesis !

Goka et al. 2009, 2010 



病原体・寄生生物にも本来の生息地がある
Each pathogen and parasite possesses original habitat

病原体・寄生生物と宿主の間には共進化の歴史
The significance of coevolution between host and parasites

感染症対策のための「感染症の生態学」の理解
Comprehension of “ecology of infection disease” for conservation



【感染源】開発が進む熱帯の
生物多様性ホットスポットエリア

【流行】人口密集都市エリア

人獣共通感染症リスクマップ
社会・経済的要因（人口動態・経済フロー）＋環境要因（温度・降水量）＋生態学的要因（野生生物多様性）

Jones et al. 2008

生物多様性の破壊とグローバル化が感染症を拡大



デング熱発症者数
Dengue occurrence area
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1960

1970s 2007

2013

2014

2016

ジカ熱ウィルスの世界的拡散

1947

国際的イベントによって開発途上国から先進国へ・・・

五箇（2017）



野生動物の進出とマダニ媒介性感染症の拡大
Spread of wildlife and pandemic of tick-born disease



新型ダニ媒介性感染症の拡がり

2009年中国で大流行
2011年ウィルス発見
2012年日本国内初発症例

重症熱性血小板減少症候群

SFTS

報告数：401名
死亡例： 65名 （2019年4月3日時点）

2018年までの患者数

国立感染症研究所



飽血・産卵

幼虫

待機
小型獣類

中型獣類

大型獣類

飽血

脱皮

若ダニ待機

飽血

脱皮

成ダニ

待機

卵



和歌山県アライグマにおけるSFTS抗体陽性率の増加
田辺市「ふるさと自然公園センター」

鈴木和男先生

前田（2018）

SF
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体
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イヌのSFTS抗体陽性率 ネコは・・？

そもそも
ネコはマダニに寄生される割合低い？

身近な愛玩動物の感染履歴は？

抗体陽性率 0%

山口県感染症情報センター
http://kanpoken.pref.yamaguchi.lg.jp/jyoho/page9/sfts_2.html



2017年4月西日本某県で飼い猫のSFTS感染死亡事例報告

検査した山口大学・前田健教授

人間以外の動物での
死亡例はこれが世界
初事例

ネコ科動物はSFTSに
弱い可能性あり・・・
感染したネコは危険
かも・・・



山

里

街



目に見える美しい
生き物だけが

生物多様性ではない！

ダニにも愛の手を！

わー
い

わー
い


