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日本動物行動学会 2003-2004 年度

会長・運営委員選挙開票結果報告

選挙管理委員長　近�雅博　

　2002年10月16日(水)滋賀県立大学環境科学部B3-205号室において，細馬宏通氏立ち会いのもとに，

開票を行いました。結果は以下のとおりです。

会長　投票総数 �94 票

　有効票数(含白票 4 票) �94 票

　無効票数 ���0 票

　　　長谷川眞理子 �21 票 当選

　　　粕谷英一 �14 票 次点

　　　今福道夫 ���9 票

　　　山岸　哲 ���8 票

　　　上田恵介 ���8 票

　　　長谷川寿一 ���7 票

　　　日高敏隆 ���4 票

　　　杉山幸丸 ���3 票

　　　　　　　　(他に２票４人，１票８人)

運営委員　投票総数 940 票

　有効票数(含白票 33 票) 940 票

　無効票数　 ����0 票

　　　粕谷英一 40 票 当選

　　　長谷川眞理子 37 票 当選

　　　上田恵介 36 票 当選

　　　桑村哲生 33 票 当選

　　　辻　和希 33 票 当選

　　　岡ノ谷一夫 31 票 当選

　　　河田雅圭 29 票 当選

　　　近　雅博 29 票 当選

　　　長谷川寿一 27 票 当選

　　　今福道夫 24 票 当選

　　　宮竹貴久 21 票 次点

　　　中嶋康裕 20 票

　　　浅見崇比呂 18 票

　　　小汐千春 14 票

　　　齋藤　裕 14 票

　　　　　　　　　　　　(以下省略)

長谷川眞理子さんの会長当選のため，次点の宮

竹貴久さんが繰り上げ当選となりました。

会長あいさつ

～任期を終えるにあたって～

桑村�哲生　　

　なんとか 2 期目も無事(?)終わり，通算 4 年の任期を満了して，次期会長の長谷川眞理子さんにバトン

タッチすることになりました。3 代目としていろいろと勉強させていただきましたが，4 年間は若い(？)

私にはちょっと長すぎたような気がします。では最後に，やや長めの報告とお願いを書かせていただき

ます。

○第 21 回大会と次期大会：東京から北海道へ

　11 月 2 日(土)から 4 日(月)まで立教大学池袋キャンパスにおいて第 21 回大会が開催されました。関東

では４年ぶりでしたが，参加者は 350 名を超え，発表数もポスターと映像を合わせて 150 件を超える盛
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況ぶりでした。公開シンポジウムの報告は次号に掲載される予定です。ラウンドテーブルの報告は本号

10頁に掲載されています。大会委員長の上田恵介さんをはじめ，実行委員のみなさんと協力してくださっ

た学生のみなさんに感謝します。

　次期大会は初めて関東・関西を離れ，北大(札幌)で齋藤裕さんが中心になって開催してくださることに

なりました。今のところ10月末を予定されています。遠くてお金がかかるなあという声もあるかと思い

ますが，それなら，これまで地方から関東・関西の大会に出席されてきた方々のことも考えてみてくだ

さい。地方で開催すれば，必ずその地方の参加者が増え，会員も増えます。つまり，地方回りをするこ

とによって，全国的に動物行動学を活性化することにつながっていくと思いますので，ご協力をお願い

します。

○ガイドラインを守りましょう

　動物行動研究をする際の倫理ガイドラインについて，ワーキンググループ作成の原案を運営委員会で

検討し，今大会総会で承認していただきました。全文をこのニューズレターに掲載しました(33 頁)。ま

た，学会ホームページでも読めるようにしました。これまで研究対象動物を必要以上に捕まえたり，苦

痛を与えすぎたりしたことはありませんか？今後はこのガイドラインに従って研究を進めていただきま

すようお願いします。

　ガイドライン検討ワーキンググループとして活動していただきました岡ノ谷一夫(委員長)・小山幸子・

藤平篤志・上野吉一・上田恵介・森哲・藪田慎司・荒谷邦雄の各氏に感謝します。なお，この検討ワー

キンググループは任務を終えましたので解散することとし，新たに動物行動研究倫理委員会を設置する

ことになりました。ただし，この委員は選挙で選ばれた運営委員が兼任することとしました。

○動物行動のビデオを登録しよう

　１年前に発足したデジタルアーカイブズ検討委員会から中間答申が出されました。委員のメンバーは

藪田慎司(委員長)・上田啓介・大塚公雄・川瀬裕司・辻和希・中田兼介・細馬宏通・安井行雄のみなさん

です。今回決まったおもな方針は以下の通りです。

　デジタルアーカイブズの管理・運営に関しては，行動学会が直接運営するのではなく，行動学会が中

心となって関連諸学会や博物館等に呼びかけ，学会横断的組織を作ることにしました。この準備委員会

として MOMO 委員会(仮称)が活動を開始しています。委員 10 名のうち４名はデジタルアーカイブズ検

討委員を兼ねており，学会長もオブザーバーとして参加しています。

　なお，ニューレター前号(40号：9-11頁)でも紹介されていますように，MOMOのデジタルデータベー

ス・システムを試験運用中で，http://zoo.zool.kyoto-u.ac.jp/ethol/ で閲覧・登録できます。これか

ら登録件数をどんどん増やして行く予定ですので，興味深い行動のビデオをお持ちの方は，お手元に眠

らせておかずに，積極的に登録してくださるようお願いします。

　また学会誌 Journal�of�Ethology においても，映像が主要な部分である論文の掲載を促進することに

しました。投稿の際には，まずMOMOのデータベースに登録してもらい，論文審査中はその映像は非公

開とし，受理後にJE掲載論文の映像であることを明記して公開するという手順になります。このための

JE投稿規程の改訂を編集委員会のほうで急いで検討していただくことになりました。映像論文を積極的

に投稿してくださるようお願いします。

○なんで JE に論文を書かないの？

　学会誌 Journal�of�Ethology は 2000 年に Springer 社発行になってから，順調に投稿数を伸ばしてき

ており，辻和希編集長・安井行雄編集幹事体制になってからの半年間を集計してみると前年に比べて投

稿数が倍増したそうです。ただし倍増の中味は，外国人の投稿が急増したということで，日本人の投稿
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数はこのところ年間20本前後(会員数の約1/40)で頭打ちの状態です。国際誌としては海外からの投稿が

増えることは歓迎すべきことですが，みなさんの学会費によって維持されている学会誌であることを考

えれば，非会員の外国人に「乗っ取られる」ようでは元も子もありません。

　今回の大会では 150 を超える研究発表がありましたが，それらをすみやかに生きのいい論文にして下

さるよう，とくに学生会員のみなさんにお願いしたいと思います。論文という形にしないかぎり，自分

の研究を引用してはもらえません(ついでに言えば，論文を書かないと就職もできません)。また，今回の

公開シンポジウムでは教科書問題をとりあげましたが，教科書を書くためにも，一般向けの解説書を書

くためにも，その裏付けとして原著論文が存在しなければならないことは言うまでもありません。それ

がなければサイエンスではなくなってしまいます。

○運営委員の活動頻度報告

　最近はさまざまな分野で情報公開が促進されており，選挙で選ばれた議員も活動報告をするようになっ

てきています。本学会の運営委員会の重要な議題については，これまでも「会長あいさつ」で報告する

ように努めてきましたが，最後に運営委員の過去２年間の活動頻度について報告しておきます。

　運営委員が顔を合わせて議論する機会は，年に一度の大会のときしかありません。そこで，私が会長

になってからe-mailを積極的に利用することとし，運営委員会ML(メーリングリスト)を作ってメール会

議を行ってきました。そのMLに2001年１月から2002年10月末まで(今大会直前まで)の22ヶ月間に送

信／返信された回数を集計してみました(メールソフトの検索機能を使えば簡単に集計できます)。MLに

発信したメールに対して個人的に返信してくださったケースもありますが，ここでは運営委員全員あて

に送られたメールだけを，運営委員会メール会議における発言とみなして集計してみました。

　私からの送信・返信は合計 75 回(平均 3-4 回／月)でしたが，運営委員は多い順に(敬称略)，齋藤 21，

近 17，中嶋 15，長谷川寿一 13，粕谷 10，巌佐 9，上田 8，今福 7，長谷川眞理子 6，河田 2 回でした。

みなさんお忙しいことはわかっているのですが，意見を求めてもなかなか返信がそろわないこともあり，

議長の立場としては「残りの委員も早く返信してほしいなあ」とイライラしたこともありました。メー

ル会議にはそういう限界もありますが，委員が一同に会するには旅費や日程の調整が必要ですから，そ

れを補う手段だと割り切ればメールの利用価値は高いと思います。

○事務局の業務と運営委員の任期の見直し

　行動学会が設立されてから20年が経過しましたので，そろそろ運営委員の任期や事務局のあり方につ

いて再検討してはどうかという声があがりました。具体的には，運営委員の連続3選を認めないことにし

てはどうか，事務局の日常的な業務(入退会手続き・会計など)を業者に委託してはどうか，などという件

です。

　これらについて，大会後も新旧運営委員の合同メール会議で検討を重ねてきました。その結果，2003

年１月から事務局の業務の一部を業者に委託することに決めました。先の大会で承認された2003年度予

算のうち人件費(48 万円)ほかを業務委託費に振り替える形になります。これにともない，入退会手続き

等の連絡先が変わりますので，本号の事務局からのお知らせ(5 頁)をごらんください。

　また，運営委員の任期については，連続３選を認めない方向で意見がまとまってきました。これにつ

いては会則の改正が必要ですので，改正案を長谷川新会長にバトンタッチし，来年の総会にむけて引き

続き運営委員会で検討していただくことにしました。

　では最後になりましたが，会員のみなさん，この 4 年間ご協力ありがとうございました。これからも

「楽しい」学会として発展し続けますように，長谷川新体制にご協力してくださるようお願いします。
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次期会長あいさつ

長谷川眞理子　　

　私は，日本動物行動学会設立のときからずっと会員であった。博士号も取得していなかったあのころ

から 20 年を経て，このたび会長に就任することになり，いまさらのように時の流れを感じている。

　私は，この学会が大好きである。なぜなら，他の学会に比べて若い人たちの人数が多く活発で，年上

の人たちが威張っていないからだ。大会でのみんなの服装もラフだし，上の世代の人間たちも，（私も含

めて）まだまだ院生だったときと変わらない感じで若い人たちと議論している。世の中には，とてもこ

んな雰囲気ではない学会も多々あるのだ。

　今回の学習指導要領により，高校生物の教科書から進化の記述がなくなり，動物の行動に関する記述

も大幅に削減されることになった。生き物とは何か，何をしているのか，なぜこうなっているのかを学

ぶ生物学という学問に，進化の概念はもちろん欠かせない。また，生き物に対する興味の出発点として，

動物の行動は，目に見えない消化酵素や細胞分裂の話よりも適しているのではないだろうか（このこと

以外にも，動物の行動について学ぶことの意義はたくさんあるが）。それが両方とも教科書から，無残と

言えるほどに欠落してしまった。これは，なんとかしなくてはと考えている。

　学術的な学会がなすべき第一の任務は，その分野で優れた研究を行い，それを公表し，次世代の研究

者を養成して学問水準を維持することに貢献することである。高校教科書に対してどのような対処をす

るか，やり方はいろいろあるだろうが，まずもっとも正当な手段としてやるべきことは，学会本来の任

務と目的をまっとうすることにある。さらに，より広く，専門家集団を越えて，この学問の価値を一般

に伝え，学問の成果を世の中に還元するという広報活動も行なわねばならない。会長は，学会の「顔」と

して，意義ある広報活動をになう必要があると考えている。

　私は，これまで，ニホンザル，チンパンジー，ダマジカ，ソイ・シープ，クジャクなどの動物を研究

してきた。ここ数年は，クジャクの研究を継続するとともに，人間の研究も始めている。人間は複雑だ

が非常におもしろい。複雑であるだけに論争に満ちている。また，どんな研究方法がよいのか，どんな

研究の枠組みが適切なのかについても，研究者間で合意が得られているとは言いがたい。こんな，海千

山千の領域には近寄らない方がよいという人もいる。しかし，私は，前人未到の領域というのがおもし

ろくてたまらないので，人間を，一生の研究対象としてくつもりである。そして，そのような人間の進

化的考察にあたっては，動物行動の進化と生態に関する確固とした知識が基礎になければならないと思っ

ているので，他の動物の研究者たちが，さらに優れた研究を積み重ねていってくれることを期待してい

る。

　これから任期満了まで，どれだけ責務を十分に果たせるか，はなはだ心もとないのだが，みなさんの

協力を得て，なんとかこの学会をさらに発展させていけたらと思っている。ご支援をお願いいたします。

事務局からのお知らせ

●これまで学会事務局で行っていた会員や会費の

管理を，下記の業者に依託することにしました。

これからは住所の変更などは，そちらに連絡して

下さい。なお，会費の納入方法などはとくに変更

ありません。また，事務局もこれまでどおり残っ

ています。

〒 603-8148

京都市北区小山西花池町 1-8

土倉事務所内　日本動物行動学会

Tel.�075-451-4844��Fax.�075-441-0436

E-mail:�JDE07707@nifty.ne.jp
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● Newsletter は 39 号から学会ホームページ

(http://wwwsoc.nii.ac.jp/jes2/index.html)か

らPDFファイルをダウンロードして閲覧できるよ

うになっています。印刷費ならびに郵送費の節約

のため，冊子体は不要という方がいらっしゃいま

したら，E メールで事務局にご連絡くださいます

ようお願いします。すでに連絡をいただいた会員

には冊子体はお送りしておりません。

● Newsletter では会員の皆様からの投稿を受け

付けています。また，Newsletterに対するご意見・

ご要望などありましたら事務局までご連絡くださ

い。

●以下のシンポジウムの案内掲載依頼がありまし

たのでお知らせします。

国際シンポジウムBIO-LOGGING�SCIENCEの開

催について(案内)

　国立極地研究所ではマイクロデータロガー等の

小型計測機器を用いて海洋生物研究を進めていま

『Journal�of�Ethology�Vol.�20�No.2』目次

小田亮・松本晶子・倉島治：日本人児童とその両親のあいだでの顔の類似について�…………………  81

嶋田哲郎・桑原和之・山越沙織・志知友美：高密度繁殖条件下におけるカルガモの子殺しの例� …… 87

C.�Brouwn：レインボーフィッシュのメスは捕食圧の下ではよく知った個体と群れることを好むか…89

W.E.�Cooper�Jr・A.M.�Al-johany：草食性のエジプトトゲオアガマの食物に対する化学覚反応……… 95

坂井陽一・狩野賢司・中嶋康裕・桑村哲生：一夫多妻魚カザリキュウセンは社会地位に応じて　　　

性行動を変化させる……………………………………………………………………………………101

M.�Werneyer・B.�Kramer：自由遊泳下のモルミルス科魚ブルドッグ(南アフリカ型)にみられる　　　

同種間の敵対的相互作用………………………………………………………………………………107

C.E.�Scheich・C.�Busch：単居・地中性の齧歯類ツカツコツコの音声信号　　　　　　　　　　　　

　：物理的特性と行動の関係…………………………………………………………………………123

北村淳一・多留聖典・須之部友基：イソハゼのオスにおける第一背鰭棘状の伸長と　　　　　　　　

メスの選択性について�………………………………………………………………………………   133

F.J.�Diego-Rasilla・R.M.�Luengo：マダライモリの天体による定位�…………………………………… 137

短報

L.A.�Ebensperger・C.�Veloso・P.K.�Wallem：メスのデグーは共同営巣して子を養育するか�………  143

す。この分野の研究は近年急速に発展しており，

多様なセンサーにより，動物の行動，生理，環境

等の情報を得ることが可能になってきました。本

シンポジウムでは国内外の研究者による最先端の

技術を用いた動物研究の発表が行われます。多数

の参加をお待ちしています。

日時：2003 年 3 月 17-21 日

場所：国立極地研究所　講堂

〒 173-8515�東京都板橋区加賀 1-9-10

　JR 埼京線「板橋」駅より徒歩 15 分または

　都営三田線「板橋区役所前」駅より徒歩 10 分

問い合わせ先：

　〒 173-8515　東京都板橋区加賀 1-9-10

　国立極地研究所

　BIO-LOGGING�SCIENCEシンポジウム事務局

　Tel:�03-3962-4569��Fax:�03-3962-5743

　http://www.isc.nipr.ac.jp/̃penguin/

oogataHP/
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レインボーフィッシュのメスは捕食圧の下ではよ

く知った個体と群れることを好むか

C.�Brouwn

　よく知った個体と群れることは，敏感な逃走反

応や採食効率の向上などの利益があるだろう。こ

の研究では2つの相補的な実験の結果を記載する。

第 1 の実験では単純な 2 択実験を使って，レイン

ボーフィッシュ(Melanotaenia�spp)がよく知った

個体と見知らぬ個体とどちらと群れることを選ぶ

か明らかにした。第 2 の実験では「自由空間」状

態を使って，よく知った個体と見知らぬ個体とが

混じり合えるようにして，それを捕食の危険にさ

らした。他の多くの小魚と同様に，レインボー

フィッシュは個体同士を識別でき，見知らぬ個体

ではなくてよく知った個体と選択的にいっしょに

なった。けれども，期待に反して，動かない捕食

者のモデルがあるときによく知った個体をより選

ぶということはなかった。Griffiths�(1997)は半自

然条件下でウグイの仲間が群れるときの選好性に

ついての同様の実験を行ない，同様の結果を示し

ている。本研究とGriffithsの研究は，捕食者に対

して用心深い魚の集団を用いている。捕食者がお

なじ水中にいる集団では，捕食者に攻撃される確

率が小さいときでも，よく知った個体と群れるこ

との利益が大きいので，そういう個体の近くにい

ることはつねに引きあうだろうと示唆される。　

　　　　　　　　　　　　　　　　［訳：事務局］

草食性のエジプトトゲオアガマの食物に対する化

学覚反応

W.E.�Cooper�Jr・A.M.�Al-johany

　探索して餌を捕まえるトカゲは，舌－鋤鼻器官

系を用いて，化学的な手がかりによって餌を識別

するが，昆虫食の待伏せ型採食者はそれを用いな

い。主要な分岐群であるイグアナ下目は多くの草

食者，雑食者を含んでいるが，そのなかで，イグ

アナ科の 2 種とアガマ亜科の 1 種は舌出しによっ

て植物性の食物と動物性の食物を区別し，また，

日本人児童とその両親のあいだでの顔の類似につ

いて

小田亮・松本晶子・倉島治

　親子のあいだでの顔の類似は遺伝的な関係があ

ることを示す指標になるが，淘汰圧が働けばそこ

に偏りがみられる可能性がある。日本では子供は

反対の性の親に似ていると言われる傾向があるよ

うだ。そこで我々は 38 人の日本人児童(3-6 歳)が

父親と母親のそれぞれとどれくらい顔が似ている

のか，画像処理をした白黒写真を使って調べた。

対象となった親子を全く知らない第三者にそれぞ

れの児童が父親と母親のどちらに似ているのか判

別してもらったが，その際に児童の性別の教示を

操作してその影響を調べた。親子が似ている度合

いの分散は非常に大きく，それぞれの児童はそれ

ぞれの親に半分ずつ似ているとは限らないことが

明らかになった。また児童の性別やその教示の有

無は判別結果に影響しなかった。反対の性に似て

いるという言説は実際の類似を反映しているもの

ではなく，何らかの文化・社会的な理由によるも

のではないかということが示唆された。

高密度繁殖条件下におけるカルガモの子殺しの例

嶋田哲郎・桑原和之・山越沙織・志知友美

　鳥類における子殺しは，晩成性鳥類において多

くの報告があるが，早成性鳥類においてはまだ発

見されていない。この論文では，早成性鳥類にお

ける子殺しの最初の例となる，カルガモの子殺し

について報告する。カルガモの子殺しは2000年5

月から 6 月，千葉県谷津干潟ネイチャーセンター

に隣接した池で観察された。この池ではカルガモ

6 家族とオカヨシガモ 1 家族がみられた。このう

ち，11羽の雛をつれたカルガモの雌親が他のカル

ガモの家族とオカヨシガモの家族を攻撃し，計 8

羽のカルガモの雛と 3 羽のオカヨシガモの雛を殺

した。子殺しは高密度な繁殖条件下(15.0 家族 /

ha)でなわばりを確保するために，この雌親の攻撃

性が高まった結果なのかもしれない。

『Journal�of�Ethology�Vol.�20�No.2』和文抄録
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資料が示唆することによれば，バタフライアガマ

亜科のサバクトゲオアガマ（U r o m a s t y x

acanthinurus）もおそらく同様である。われわれ

は，草食性のエジプトトゲオアガマ U.�aegytius

の食物に対する化学覚反応について実験した。実

験 1 で化学刺激物質を綿球に付けて提示したとこ

ろ，コオロギ由来と好みの餌植物(タンポポの花)

由来の化学刺激物質に対しては蒸留水に比べて大

きな反応性(舌出し攻撃スコア)を示した。実験2で

化学刺激物質をセラミックのタイル上に付けて提

示したところ，コオロギ刺激に対してもっとも多

く舌出しを行ない，タンポポ刺激に対しても蒸留

水よりも多くの舌出しを行なった。また，コオロ

ギとタンポポ刺激に対しては，好まない植物(ニン

ジン)と蒸留水に対してよりもより頻繁にかみつい

た。コオロギとタンポポの刺激に対しての舌出し

攻撃スコアは，ニンジンや水刺激に対してよりも

大きかった。これらの結果は，草食者は，その祖

先が待伏せ型採食者であっても，潜在的な食物を

識別するのに化学的な手がかりを用いるという仮

説と合致している。さらにこれらの結果は，化学

覚反応は食性と対応するという仮説を支持する。

ほとんどのトカゲはジェネラリスト採食者なので，

草食性の種についての研究は，食性が変化するこ

とに対する化学覚反応の進化的な調整について重

要な知見を与える。　　　　　　　［訳：事務局］

一夫多妻魚カザリキュウセンは社会地位に応じて

性行動を変化させる

坂井陽一・狩野賢司・中嶋康裕・桑村哲生

　社会地位の変化が性行動にどのような影響を与

えるかを調査する目的で，一夫多妻魚カザリキュ

ウセンの“雄の除去・戻し”実験をサンゴ礁で実

施した。本種はなわばり雄の消失後2-3週間で，残

された最大雌が雄に性転換する。本実験では，日

没 1 時間前より始まる繁殖時間帯の直前になわば

り雄を除去し，残された雌の性行動を観察した。

30 例の実験のうち 12 例で，雄除去後 21-98 分の

うちに，最大雌が雄役で小雌を産卵させることを

確認した。別種のベラを用いた先行研究において

も，将来の繁殖相手となる小雌を確保しておくた

めに，最大雌が速やかに雄の性行動を開始すると

報告されている。しかし，本研究のカザリキュウ

センの場合，なわばり内最大であっても，絶対的

な体サイズの小さい雌は雄の性行動をすぐに開始

しない傾向が認められた。これは，より大きな雄

を好むという雌の配偶者選択が強く反映されたも

のと考えられた。絶対サイズの小さな最大雌は，

雄の性行動を開始し，性転換を進行・完了させて

繁殖なわばりを維持したとしても，雌に配偶者と

して好まれないと予想される。さらに最大雌と小

雌の産卵直後に，元の雄をなわばりに戻す操作を

行ったところ，最大雌が再び雌役で雄と産卵を行

うことを12実験例中6例で確認した。最大雌がよ

り大きな雄との闘争を避け，その雄を繁殖相手と

して受け入れることは適応的と考えられる。この

ようにカザリキュウセンの性行動は，社会地位に

応じて速やかに，かつ可逆的に変化しうることが

明らかとなった。

自由遊泳下のモルミルス科魚ブルドッグ(南アフリ

カ型)にみられる同種間の敵対的相互作用

M.�Werneyer・B.�Kramer

　南アフリカのモルミルス科の魚ブルドッグ

(Marcusenius�macrolepidotus)は，いろいろな長

さのインターバル(IDI)で，1 ミリ秒以下の短い放

電(EOD)を行なう。日中と夜間の行動と電気的な

活動について，さまざまな条件下で調べた。調べ

た条件は，隔離した個体，ペアにした個体，4個体

の集団で，大型の水槽で「自然な」状態で飼育し

た。最大4個体からEODを同時に記録して，識別

した。日中の休息下では，隔離した個体の IDI の

パターンは大きな個体差を示し，頻度分布のレン

ジは 85.7-325.8 ミリ秒だった。日中の採餌下で

は，IDIは短く，個体差も小さかった(36.3-48.3ミ

リ秒)。夜間でみられた敵対的な遭遇における行動

パターンは，退却，平行泳ぎ，逆向き平行ディス

プレイ，攻撃，逃走 / 追跡だった。高放電率(HD)

ディスプレイがこれらの遭遇の何回かにおいて，

たとえば逆向き平行ディスプレイ(の動きがあまり

みられない間)やその後の攻撃などで，観察され

た。11 ミリ秒程度の短い IDI が HD ディスプレイ

のあいだにみられ，それはほとんど過渡期なしに

低放電率の HD ディスプレイ間期に移行した。夜

間で敵対的でない相互作用での逆向き平行ディス

プレイでみられたIDIのモードは15.4，24.8，30.0
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ミリ秒だった。いちど優劣関係が確立すると，あ

きらかな闘争はみられなかった。大きな水槽内で

は，優位な個体の接近は，集団の劣位の 3 個体の

放電の同時停止を引きおこした。　［訳：事務局］

単居性で地中性の齧歯類ツカツコツコの音声信

号：物理的特性と行動の関係

C.E.�Scheich・C.�Busch

　本研究の目的は，単居・地中性の齧歯類ツカツ

コツコ(Ctenomys�talarum)の発声について分析

し記載することである。成体のツカツコツコで 5

種類の音(うち4種は真の音声で1種は機械的な音)

が異なる行動の文脈で記録された。実験による

デ ー タ と 文 献 を 用 い て ， こ れ ら の 発 声 を

territorial�call，distress�call，mating�call に分

類した。ツカツコツコの音声のレンジは低周波数

のほうへとシフトしていたが，これは地下で掘っ

た穴の中ではよく伝わる。また，他種の地中性齧

歯類で記載されている聴取範囲とよく合致してい

た。ほかの近縁でない地中性齧歯類にもみられる

これらの低周波数音声は，その棲息場所での音響

条件に対する適応を反映しているのだろう。

　　　　　　　　　　　　　　　　［訳：事務局］

イソハゼのオスにおける第一背鰭棘状の伸長とメ

スの選択性について

北村淳一・多留聖典・須之部友基

　潮間帯に生息するイソハゼでは，産卵期になる

と性的二型として第一背鰭第一棘状が伸長する．

本論文ではこれに対するメスの選択性を検証した。

本種の繁殖行動は 1)オスがメスに接近する，2)オ

スがメスを巣に導く，3)オスが巣の中で求愛しメ

スが巣の中に入る，の 3 つの段階に分かれる。そ

れぞれの段階で，メスはオスに従うか，逃げるか

の行動をとる。第1・2段階における，背鰭棘状の

伸長した部分を除去前と後でオスの求愛に対する

メスの好意的な反応の割合を水槽実験で比較した。

最初に接触した時に，第一棘状の長い時の方が短

い時よりメスが逃げずにとどまっていた割合が高

かった。第 1 段階では第一棘状の長い時の方が短

い時よりメスがとどまっていた割合が高かったが，

第 2 段階では差がなかった。つまり長い背鰭棘条

は，求愛の前半部でメスの選択性を増幅させるこ

とがわかった．野外において，メスは求愛中にオ

スの目立つ求愛行動のために捕食者にさらされる

危険がより増加するので，第 1 段階でオスを選択

することで捕食圧を減少していると考えられた。

マダライモリの天体による定位

F.J.�Diego-Rasilla・R.M.�Luengo

　繁殖池への定位は両生類の季節移動において重

要な役割を果たす。本研究では，円形のアリーナ

内で成体のマダライモリを調べ，繁殖池の位置確

認に用いる感覚的な手がかりを明らかにした。実

験個体はスペイン北部の一時的な池から採集され，

340m 離れた実験場所へ持ち込まれ，いろいろな

条件下での定位行動を調べた。条件は，よく晴れ

た夜空，曇った夜空，地磁気を変化させたよく晴

れた夜空である。これらの結果から，マダライモ

リは天体の手がかりを用いて定位できることが示

された。実験個体は天体の手がかりを用いられる

ときにだけ自分の繁殖池への方向を選択した。天

体の手がかりがないときには地磁気の磁場を用い

て定位することができないことから，周囲の地磁

気の磁場はマダライモリには重要ではないらしい。

　　　　　　　　　　　　　　　　［訳：事務局］

短報

メスのデグーは共同営巣して子を養育するか

L.A.�Ebensperger・C.�Veloso・P.K.�Wallem

　テンジクネズミの1種デグー(Octodon�degus)

の営巣行動と養育行動について調べた。われわれ

は飼育下においた授乳期間中の 3 個体からなる 2

つのメス集団の行動を記録し，それを単独で営巣

している授乳期間中のメスの行動と比較した。集

団中のメスは自発的に共同営巣を行なった。6 個

体中 5 個体のメスで，自分の子ではない個体が乳

首をくわえていた。このことは，自分の子ではな

い個体に対して授乳が行われていた可能性を示唆

している。自分の子が戻ると，母親は養育行動を

増加させた。親としての世話をする時間の配分は，

共同営巣をしたメスと単独で授乳したメスとで違

いはなかったが，共同営巣のリターの子は単独で

過ごす時間が短く，1 匹の母親から世話を受ける

時間が単独営巣の母親の子よりも長かった。

　　　　　　　　　　　　　　　　［訳：事務局］
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－第 21 回大会ラウンドテーブル報告－

ラウンドテーブル「応用動物行動学への招待」を終えて

小山幸子(東京大学)・上野吉一(京都大学)　

　2002年度日本動物行動学会も無事終わった。今

回の大会では，恐らくこれまでの動物行動学会史

上初の試みとして，応用動物行動学，すなわち動

物の行動に関わる現実的な問題への応用を考える

ことをラウンドテーブル企画として，また，応用

動物行動学会との共催として登場させた。私たち

は，これを新しい時代の幕開けと呼びたいと思う。

応用動物行動学は，動物行動学における基礎研究

の成果をいかに社会あるいは地球環境に還元する

ことができるかに関する新しい研究分野である。

また，こうした研究は具体的問題解決としてのみ

意味があるのではなく，動物の理解という動物行

動学本来の目的へもフィードバックされるもので

あり，新たな視点を提示できるものと言える。諸

外国では20世紀後半に畜産学・獣医学系の分野に

台頭し，すでに学会も設立されて久しい。そして

今年，わが国にも応用動物行動学会が設立された。

家畜・伴侶動物だけでなく，人と関係するあらゆ

る動物が関係し，内容的にもそれらの動物と人と

の関わり，つまり被害対策や保全，家畜管理や実

験動物管理，動物園動物の管理，動物福祉，そし

て伴侶動物と人との関わりなど多方向の問題が関

係している。

　今回のラウンドテーブルでは，第1部として3名

の方々に話題を提供していただき，第 2 部ではパ

ネルディスカッション形式をとり，さらにコメン

テーターの方 3 名にコメントを頂戴して討議を進

めた。第1部の話題の内容は，害獣の被害対策(江

口祐輔)，家畜管理システムの開発(森田茂)，そし

て動物園動物(森村成樹)の行動研究と展示への応

用というテーマで各20分ずつ講演をしていただい

た。また，第 2 部では，アジア諸国の動物園にお

ける展示工夫の紹介(上野吉一)や，プロセス解明

と技術開発としての基礎研究と応用研究について

(椿宜高)，そして野生動物の保全へ行動学が果た

しうる可能性について(藤田剛)コメンテーターか

らのコメントがあった。

　ここに各話題提供者の講演内容を列挙しておこ

う。まず，江口祐輔氏(近畿中国四国農業研究セン

ター)は「イノシシの行動と農作物被害対策」とい

う演題で近年のイノシシによる農作物被害問題に

ついて紹介し，イノシシによる農作物被害を防止

するための行動学的・生態学的研究とそれに基づ

いた新しい防除技術の開発や，共存・共生に基づ

く総合対策の展開について講演された。また森田

茂氏(酪農学園大学)は「管理施設の自動化と乳牛

の行動」という演題で講演され，畜産における管

理作業の自動化のなかで，現在，酪農現場で注目

を集めている搾乳の自動化(無人搾乳の技術)につ

いてとりあげ，自動化による乳牛行動の変化，お

よび行動研究の結果から応用された新たな技術に

ついて紹介された。最後に，森村成樹氏(林原自然

博物館類人猿研究センター)は，「動物園における

行動研究と展示への応用」という演題で講演され，

林原類人猿研究センターにおける「環境エンリッ

チメント」の試みについて紹介され，こうした研

究の成果を飼育・展示に応用し，豊かな環境で生

活する動物の行動さらに認知能力までをも展示す

ることで，動物園を新しい総合教育の場とする可

能性について提言された。また，コメンテーター

の方々からのコメントは，上野吉一氏(京都大学)

により「動物園の展示手法：行動学の応用」とい

う題で，アジア諸国の動物園での事例が紹介され，

動物園での飼育や展示手法への行動学の応用可能

性について述べられたほか，椿宜高氏(独立行政法

人国立環境研究所)は「行動学の基礎と応用：相互

リンクが新しい展開をうむ」という題で「基礎」と

「応用」という従来の分類を廃止し，「プロセス解

明」と「技術開発」という呼び方をすることを提

言された。そして，最後に藤田剛氏(東京大学)は
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「保全生態学への行動学の応用可能性」という題

で，自然環境保全への行動学の応用可能性につい

て提言をされた(以上，３氏の要旨から抜粋し，加

筆)。

　限られた時間ではあまりにも盛りだくさんの内

容で，司会を務めた私たちとしては時間構成の不

備を何よりも反省しており，またこのように内容

が盛りだくさんにならざるを得ないこの分野の可

能性の大きさを感じている。

　動物行動学の中で培われてきた数多くの知見は，

さまざまな社会問題や産業動物の管理問題，そし

て地球環境問題の解決等への提言をするのに重要

な役割を果たしうる。そして，コメンテーターの

椿宜高氏からの意見にもあったように，応用的な

研究過程の中で，新たな基礎的研究の方向性が発

見されることも多い。基礎は応用を生み，応用は

新たな基礎研究を生んでいく可能性を持っている

のである。

　私たち動物行動学者は，私たちが行なっている

行動学の基礎研究がいかに有用であり，さまざま

な社会問題の解決，地球環境問題の解決にいかに

応用可能かを社会にアピールすることができる。

より多くの提言をし続けていくことは，何ができ

るかということだけでなく，私たちが果たしうる

役割の大きさそのものを社会へ向けてアピールし

ていくことでもある。つまり，行動学の重要性は，

その成果が基礎科学の中で持っている重要性を知

らせ続けるという方法以外にも，いかに行動学が

“有用”かをアピールすることによっても社会的に

知られていくことになるであろう。科学者の社会

的責任が求められる時代となったこれからは，こ

のような活動の方向性も必要なのではないであろ

うか。それが，家畜，実験動物，野生動物，そし

て地球環境全体への私たち人間の態度をより配慮

あるものとさせていくことになるに違いない。人

間は地球上に住む唯一の生き物どころか多大な動

物種のわずか一種類に過ぎない。そして，わずか

一種類に過ぎないにもかかわらず，他のあらゆる

動物に対して多大な影響力を及ぼす立場にある。

他の生き物を利用し，保護し，防除し，管理する

ために，双方にとってより良いあり方を模索する

試みを私たち人間は続ける必要があり，またその

より良いあり方を社会に提言する“義務”を行動

学者は持っていると言えるであろう。

　ラウンドテーブルの終了後は，会場前のロビー

でミニ懇親会も開催した。恐らく，これも動物行

動学会史上初めての試みではないであろうか。ミ

ニ懇親会は，久々に動物行動学会に集結した家畜

行動研究者と動物行動学会関係者との間の交流の

場となった。これから毎年このような交流の場が

当然のように見られる動物行動学会となっていっ

て欲しいと思う。動物行動学を愛するあらゆる人

たちのホームとして動物行動学会が存続・発展し，

基礎的な内容の研究発表は動物行動学会で，応用

的な内容の研究発表は応用動物行動学会で発表す

るような形で共に連携して歩み続ける関係を築き

上げていって欲しいと思う。来年はどのような

テーマで応用のラウンドを企画しようかとすでに

心楽しみに今から構想を練っている今日この頃で

ある。

行動と遺伝
(以下は大会前に用意された開催趣旨と講演要旨の再掲です)

主催者：高橋亮(理化学研)・立田晴紀(遺伝学研)・柴尾晴信(産業技術総合研)

開催趣旨

　遺伝子解析技術の発展に伴い，動物行動をはじ

めとする複雑な表現型の多様性を塩基配列の違い

に即して理解することも不可能ではなくなりつつ

ある。本集会では，学会外からの若手研究者によ

る研究紹介を基に，行動形質の遺伝基盤を探究す

ることの意義を考えたい。講演は，QTL解析理論，

植物発生研究を含む以下の 4 題を予定している。

話題提供

量的形質の分子遺伝解析の理論と実践

　　　　　　　　　　　　中道礼一郎(東京大学)

　動物の行動形質には，長さや回数などを単位に

測定され，連続的に変異する量的形質がしばしば



12

No. 41 NEWSLETTER

見られる。量的形質は環境によって値が変化する

上に，多くの場合，1つの形質に対して複数の遺伝

子座が関与しているため，伝統的な連鎖解析で遺

伝基盤を解明するのは困難であり，統計遺伝学的

手法が必要となる。代表的なものは，2つの純系親

由来の分離世代を用いて，最尤法によってQTLの

位置や遺伝効果を推定する手法である。最尤法は

その簡便さから広く用いられているが，純系親作

成の必要から自殖性植物を中心に適用されている。

他殖性生物では純系親の作成が困難であるため，

交配による組換価の代わりに連鎖不平衡の情報を

用いる手法や，マーカーと形質との連関に着目し

て検定を行う手法が用いられている。講演ではこ

れらの代表的な手法を紹介すると共に，現在われ

われが開発中の，自然集団を対象とした遺伝的ア

ルゴリズムによる解析手法についても報告する。

交尾前隔離行動の遺伝学

　　　　　　　　　　　　高橋文(遺伝学研究所)

　動物の行動の背景にある遺伝的基盤は，複雑で

あることが多いと考えられるが，それを明らかに

する試みの一つとして，キイロショウジョウバエ

の交尾前行動の遺伝学的解析について紹介する。

このような解析に用いたのは，他の地域の個体群

との間に交尾前隔離が見られるアフリカ中央部ジ

ンバブエ周辺の個体群である。この行動に関わる

雌と雄の遺伝子を染色体の部分組み換え系統をつ

くりマッピングした結果，3つの染色体上に10以

上の遺伝的要素が関与していることが明らかと

なった(Hollocher�et�al..�1997;�Ting�et�al..�2001;

Takahashi,�Ting�and�Wu,�submitted�ms)。更

に，Takahashi�et�al.(2001)は，この交尾前隔離機

構に関与する可能性があると考えられるクチクラ

炭化水素成分構成の多型についてより詳細な分子

レベルの解析を行い，遺伝子を特定することに成

功した。

真社会性アブラムシにおいて兵隊特異的に発現す

るカテプシンＢ様プロテアーゼ

　　　　　　　沓掛磨也子(産業技術総合研究所)

　真社会性アブラムシにおける兵隊は，外敵に対

する攻撃行動や巣内の清掃行動といった利他行動

を示すほか，普通個体とは異なる妊性，形態を示

す。同じコロニー内の兵隊と普通個体は，一匹の

母虫から単為生殖により生まれる遺伝的クローン

であることから，このような兵隊アブラムシの階

級分化および機能の違いは，両階級間における遺

伝子発現パターンの違いに起因すると考えられる。

そこで，2 齢幼虫で兵隊が出現するハクウンボク

ハナフシアブラムシの兵隊と普通個体の間で

cDNA サブトラクションを行い，兵隊特異的発現

遺伝子群を探索したところ，カテプシン B プロテ

アーゼに高い相同性を示す遺伝子が，兵隊の消化

管において特異的かつ大量に発現していることが

わかった。このプロテアーゼが，攻撃行動を示す

兵隊においてどのような役割を果たしているのか，

現在検討している仮説を紹介する。なお，本研究

は柴尾晴信，深津武馬との共同研究であることを

記しておく。

適応進化の分子的検証：花形態形成遺伝子の分子

進化

　　　　　　　　　　　　青木誠志郎(東京大学)

　 近 年 の 分 子 遺 伝 学 お よ び 進 化 発 生 生 物 学

(EvoDevo)における成果は，形態形成遺伝子と呼

ばれる一連の遺伝子群の重複や変異の中には形質

進化と関わってきたものがある可能性を示唆して

いる。我々は花器官のidentityを司るMADS遺伝

子群をその一例とし研究を進めている。MADS遺

伝子群への突然変異は雌蕊，雄蕊，花弁，萼といっ

た花器官に homeotic な変形を引き起こすことが

知られている。一方，生物学的な機能変化を伴う

変異が起こる際，多様性を高めるような選択が働

くか，変異に対する機能的制約が緩和されるため

に進化速度が加速することが分子進化学において

理論的に示されつつある。

　そこで適応的形質進化の過程の分子的検証を目

標に(A)計算による進化速度促進の推定(B)実験に

よる祖先分子機能(およびそれに伴う祖先形質の復

元)の 2 つの解析を我々は開始した。方法(A)にお

いて形態形成遺伝子における分子進化速度の加速

を計算により推定し(B)により突然変異をアミノ酸

置換レベルで求め実際にそのアミノ酸変化を人工

的に復元した祖先配列を作成する。真実に近くア

ミノ酸置換を復元し祖先配列が合成できれば祖先

の機能を呼び起こすことが可能と考えられる。新
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しい形質の生まれる直前と直後の祖先生体分子を

合成しその機能を比較することにより機能創出型

の分子進化を再現したい。現在 MADS 遺伝子

family のうち花弁と雄蕊形成に重要な B�class 遺

伝子に注目し祖先配列合成を行った。MADS遺伝

子の示す蛋白質相互作用の解析を行ったところ予

測していた祖先機能が再現できた可能性があるこ

とがわかった。植物への遺伝子導入により形質レ

ベルの解析を行おうとしているところである。

－第 21 回大会ポスター賞発表－

日本動物行動学会第 21 回大会ポスター賞報告

藤原宏子(日本女子大・理)　

　「今年の行動学会ではポスター賞を設けよう！」，

大会実行委員会の初めての集まりでポスター賞を

企画していこうということになった。これをうけ

て実行委員会の間で議論した結果，「大会の活性化

を図る」という趣旨のもと大会参加者の投票によ

るポスターコンテストを行うことになった。有効

投票者 51 名，投票率(投票者数 / 大会参加者数)

14%，の投票結果に基づき，得票数上位10につい

て，以下のとおりポスター賞と決定した。なお，最

多得票数のポスターを最優秀ポスター賞と決定し

た。

●最優秀ポスター賞

逆さまに網にとまるクモの逆さまの網

　○中田兼介(長崎総科大)・Samuel� Zshokke

(Univ.�Basel)

●ポスター賞(プログラムの番号順)

トビイロシワアリコロニーの血縁構成と生息地環

境 - 攪乱の多い地域の場合 -

　真田幸代(岡山大)

アシナガバチにおける母巣の放棄とワーカーの他

巣への移動

　○熊野了州(北大)・粕谷英一(九大)

オサムシの精包置換とP2値-マイクロサテライト

による解析 -

　○高見泰興(京大)

ミツボシツチカメムシの雌親は産卵前の餌環境に

よって栄養卵投資を調節する

　○工藤慎一(鳴門教育大)・仲平太一(北大)

ナンヨウミドリハゼの野外における社会行動

　○関家友子・狩野賢司(東京学芸大)

ジュウシマツの歌の要素音は脳内でどのように符

号化されているのか？

　○中村耕司(千葉大)・岡ノ谷一夫(千葉大)

キンカチョウの求愛歌とメスの“あいづち”

　○田村純(千葉大)・池渕万季(東大)・岡ノ谷一夫

(千葉大)

カラス探餌方略の実験的分析 - 室内視覚課題 -

　○草山太一(慶応大)・森下英美子(東大)松原始(京

大)・樋口広芳(東大)・山岸哲(山階鳥研)・渡辺茂

(慶応大)

ポケットベルの振動で牛を餌場に誘導可能か？

　○瀬尾哲也・高橋悟・辻歓子・柏村文郎(帯広畜

産大)

　私は学会の実行委員というものを今回初めて経

験した。実行委員の仕事の一つ，ポスター賞の企

画・実行をとおして貴重な経験をすることができ

たので，ごく簡単にポスター賞てん末記を書いて

みたい。ポスター賞を企画するからには，まず初

めに「趣旨」をはっきりさせなければならなかっ

た。日本動物行動学会では第12回大会に初めての

試みとして「プレゼンテーションコンテスト」が

行われ，投票の上位のポスターが表彰された(竹

内，1994)。このときの趣旨は「プレゼンテーショ

ンを改善しようという試み(発表の内容や発表者の

伝えたい論点がよく伝わるプレゼンテーションを

作っていくこと)」であったそうだ。第 12 回大会

のコンテストのおかげなのか，ここ数年の行動学
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会大会におけるプレゼンテーションのレベルは比

較的良いと私個人は感じており，また実行委員の

間でも「プレゼンテーションの改善」を趣旨にお

こうという意見は出なかった。「若手の研究奨励」

を趣旨においてはどうか？最近は「履歴書」にポ

スター賞受賞と書くこともあるそうだ。第 25 回

IEC(ウィーン)の poster�competition では若手の

研究奨励が趣旨だったと記憶している。しかし，

この趣旨案については「若手をどう考えたらよい

のか？」，「若手＝学生で良いのか？」という問題

で行き詰まって，結局「大会の活性化」案に落ち

着いた。選考方法としては，まず３つの選考基準

を決めた(a：研究内容が「独創性とインパクト」を

もつポスター；　b：研究内容をわかりやすく示し

たポスター；　c：魅力的なポスター)。大会参加

者には，3 つの選考基準それぞれにつき一つのポ

スターを選び投票用紙に記入してもらった。投票

締切後，各ポスターについて，ａ，ｂ，ｃ，３つ

の選考基準の得票を合計した値を得票数とした。

なお，最優秀ポスター賞「逆さまに網にとまるク

モの逆さまの網」の得票内訳はａが３票，ｂが６

票，ｃが１票だった。

　ポスター賞の選考・発表を終えて３つのことを

感じている。まず，投票率が低かったと思う。実

行委員としては，懇親会で投票を呼びかけたり，

投票箱の位置を工夫したりと努力したつもりだっ

たが力不足だったのかもしれない。次に，「研究材

料の分類群によらず，ethologyの良い研究に投票

してください。」と今回の投票で呼びかけたことに

ついてだ。私が行動学会に参加する大きな楽しみ

のひとつは，絶妙な動物を対象に選び成果をあげ

ている研究に出会えることだ。また，日本におけ

る行動研究について，研究対象に偏りがなくバラ

ンスのとれた研究の発展が望まれている( 木村

1995，小山 2002)。今回の選考結果が日本動物行

動学会の現状を反映しているのかどうかは皆さん

のご判断におまかせしつつ，研究材料の多様性を

日本動物行動学会が持ち続けてほしいと願ってい

る。最後に，最優秀賞のポスターが大会ホーム

ページ上に掲載されたことについて，本当に便利

な世の中になったなあと感じている。一つの見本

として，ポスター作りの参考になることを願って

いる。まだごらんになっていない方は大会ホーム

ページ上でぜひ御覧になってください(http://

www.rikkyo.ne.jp/grp/jec2002/)。
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－国際学会参加報告－

『First�European�Conference�on�Behavioural�Biology』見聞記

と２つの提言

小山幸子(東京大・総合文化)　　

　2002 年 7 月 31 日から 8 月 4 日にかけて，ドイ

ツ北部にある Muenster 市において Muenster 大

学を会場として第 1 回ヨーロッパ行動生物学会議

が開催された。ほとんど体温並みの酷暑の続く東

京を後にして，この新しい会議がどのようなもの

かを見てきたので報告をしておこうと思う。

　そもそもこの会議のコンセプトは何か。会場で

お会いした Tuebingen 大学の Apfelbach 教授に

お尋ねしてみた。国際動物行動学会議(IEC)が隔年

で開催されるので，その間の年にヨーロッパを中
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心としてIECよりは小規模で会議を開催しようと

いうのがその主旨とのことであった。結果として，

どのような参加者によってどのような発表が行わ

れたかをまとめてみよう。発表要旨集に掲載され

ている名前から参加登録者数を数えてみると 417

名，参加を取りやめたり，当日参加した人もいる

であろうことを考えてもほぼ400人規模の会議と

なったといえよう。

数と発表者数は，ドイツとイギリスを筆頭として

フランス，イタリア，オランダ，オーストリア，ス

イスと，ヨーロッパの主だった国々が数多く参加

し，その周辺国として北欧，ロシア・旧ソビエト

連邦，中近東，アフリカとわずかながらずつが参

加する結果となったと言えよう。はるか遠方から

の参加と発表は，南北アメリカ，オーストラリア

とニュージーランド，そして日本が挙げられ，中

ではアメリカが多少多い。

　こうした参加・発表者数の内訳を見ると，開催

国ドイツが多いのは当然のこととして，周辺から

の参加を比較した場合にはイギリスの多さが非常

に印象的な気がする。参加者数，発表者数ともに

3番手をはるかに引き離して多い。言い換えれば，

互いに開催国の周辺国でありながら，フランスや

オランダ，オーストリアからは意外に参加発表者

が少なかったとも言える。イギリスにおける研究

者層の厚さ，研究の盛んさがここに感じられる。

日本から，否，アジアからは私しかいなかったの

は少々驚きであったが，アジア系の風貌すら私し

かいなかったということが思いがけない功を奏し

て，ポスターのそばに立っていなくても私のポス

表 2　発表者数

　No.　 国名　　　 　　発表者数

�　1 Germany ��77

　�2 UK ��43

　�3 France ��16

　�4 Italy ��15

　�5 The�Netherlands ��13

　�6 Austria ��12

　�7 Switzerland ����9

　�8 Belgium ����8

　�9 Portugal ����7

　10 USA�,�Hungary ����6

　12 Spain,�Sweden,�Finland ����5

　15 South�Africa,�Russia ����4

　17 Denmark,�Mexico ����3

　19 Poland,�Czech�Republic,�Norway ����2

　23 New�Zealand,�Israel,�Latvia, ����1

Estonia,�Ireland,�Slowakia,

Australia,�Brasil,�Chile,�Japan,

Madagascar,�Sri�Lanka

表 1　参加登録者数

　No.　 国名　　　 参加登録者数

�　1 Germany 163

　�2 UK ��53

　�3 Ghana�(West�Africa) ��25

　�4 The�Netherlands ��22

　�5 Italy ��21

　�6 France ��18

　�7 Switzerland,�Austria ��14

　�9 USA,�Sweden ��10

　11 Portugal,�Finland ���7

　13 Spain,�Belgium,�Hungary ���6

　16 Mexico,�Russia ���5

　18 Denmark ���4

　19 Poland,�South�Africa ���3

　21 Czech�Republic,�Nigeria,�Greece, ���2

Israel,�Norway,�New�Zealand

　27 Slowakia,�Latvia,�Estonia,�Ireland ���1

Australia,�Brasil,�Chile,�Japan

　その内訳を見てみよう。開催国ドイツからの参

加者は当然ながら他よりはるかに多く，163 名で

参加登録者数の約 4 割を占めていた。これに続く

国とそれぞれの国の参加登録者数を列挙すると表

1 のようになる。恐らくだれでもが驚くのはガー

ナではないであろうか。ただ，実際には，会場で

果たしてこの方々に会ったであろうかとちょっと

疑問もある。発表題目内にガーナからの発表は

まったくなく(表2)，会場でもそれらしき人，ある

いは人々を見かけなかったからである。所属は

ケープコースト大学などいくつかに分かれていた

が，25名全員が参加を直前に取り消してしまった

のか，何か不都合があったのか??かなり不思議な

気がする。このガーナ問題を除けば，参加登録者
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ターに興味を持ってくださった方が会場のかなり

遠方からでも直進してきて名札で名前を確かめて

説明を求めてくるということが度々あっておかし

かった。

　一方，発表の内容や研究対象動物の種類に関し

てはどのような特徴が見られるであろうか。発表

内容の分類は，国名の分類ほど明確には難しいが，

行動生態学系と行動生理学系，応用動物行動学系

とに分けてみると，行動生態学系が 90 題目以上，

行動生理学系が約50，応用動物行動学系が13，そ

の他となる。これは，私から見た場合，行動生理

学系が非常に多いことに驚かされる数であった。

日本の動物行動学会の発表内容を比較すれば，お

そらくもっとかなり行動生態学系に偏るのではな

いであろうか。行動生態学の面白さをもちろん承

知していても自分は行動生理学系と自認する私と

しては，これはかなり嬉しい体験であった。また，

研究対象動物においても日本の現状とかなり特徴

の違いが見られ，鳥が約60，げっ歯類が37，霊長

類が37(このうちヒトは11)，昆虫が32，理論・総

説その他が30，魚が18，奇偶蹄類約10(家畜を含

む)，食肉類が約 6(イヌ・ネコを含む)，その他(ク

ジラ，コウモリ，カエル，クモ，カニ，カタツム

リ，エビ，線虫(！))となる。昆虫の発表が非常に

多い日本の動物行動学会とは非常に傾向が異なる

ことがおわかりいただけるであろう。特に，げっ

歯類の発表件数の多さは特筆すべきものがある。

再び私自身のことを言えば，ネズミの発表を日本

動物行動学会で続けていると，自分以外にはネズ

ミの発表が 1 つか 2 つ存在するかしないかという

のが当然の状況として毎年繰り広げられている。

ヨーロッパにおけるげっ歯類研究の層の厚さは，

私にとっては感嘆と賛美すべきものがある。

　会期中には，Association�for�the�Study�of

Animal�Behaviour�(ASAB)による授賞式も行なわ

れ，リバプール大学(イギリス)のGeoff�Parkerが

受賞した。ASAB 事務局から紹介とメダルの受賞

を受けた G.�Parker は，いつもの超シャイな語り

口で延々とあらゆる関係者に謝辞と謙遜の言葉を

述べた後，一変して雄弁に自分の研究の紹介を一

気に行ない，最後にまた超シャイな語り口でこん

なに研究年数(30年以上)が経ってしまったと言っ

て笑いを誘いながら壇上を降りていった。

　ヨーロッパ行動生物学会議は，これから隔年で

この Muenster 大学をおそらく引き続き会場とし

て行われることになるらしい。この新しい会議が

どのような形に定着していくのか，非常に楽しみ

にしている。これからもさまざまな分野，さまざ

まな動物種の研究がさらにバランス良く，活発に

発表されていくことを期待したいと思う。そして，

この会議に参加して感じたこととして，2 つの点

について日本の動物行動学会にも将来問題として

提起したい。それは，1)よりバランスの取れた動

物行動学会をめざしていこうではないかという点，

そして2)アジアの中心としての日本で同様の会議

があっても良いのではないかという点の 2 つであ

る。

　前者に関して：現在の動物行動学会が行動生態

学に偏っていることは，多くの会員が承知してい

ることである。そして，このために，会員ではあっ

てもほとんど大会には参加されない方々がかなり

いることも現状である。参加してもマイノリティ

であることで興味を失って参加しなくなり，これ

によってマイノリティはさらに一段とマイノリ

ティ化する。この悪循環をぜひどこかで改善する

ことはできないであろうか？学会を作っていくの

は会員一人一人であることを改めてみんなが認識

して声を掛け合って再び参加する方向へ持ってい

くことはできないであろうか？行動生態学と行動

生理学，そしてその応用としての応用動物行動学，

これらのそのどれもが重要な役割とテーマを担っ

ており，それぞれが相互に活発に意見交換をする

ことがそれぞれの分野の発展に貢献するであろう。

また，これらのそれぞれの分野は，おそらくどれ

かひとつ欠けても動物行動学全体としての大きな

発展は望めないであろうと思っている。それぞれ

の分野に属する会員が積極的に参加して活発に意

見交換のできる近未来を期待したいと思う。分類

が際立ってくればくるほど，かなり意図的に互い

のより強い協力関係をこれから築いていこうとす

る姿勢と必要性が高まってくるのではないであろ

うか。この認識が十分でないと，分類が際立って

くれば来るほど分家志向が生じ，それぞれが小型

化してしまうことになりかねないと思う。「トータ

ルにバランスの取れた動物行動学を会員の皆さん

一人一人で築いていこうではありませんか！」
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　一方，第 2 点目のアジアにおける動物行動学会

議に関して：欧米での動物行動学関係の会議に参

加してその動向に敏感であることも重要なことで

あるが，アジアを中心舞台としてそのような研究

発表を行なう会議があっても良いのではないであ

ろうか?世界の中における日本の位置づけや役割を

考えた場合，アジア区域の統括役，発展促進役が

あっても良いのではないか，それによって国際会

議における日本の位置づけも，アジア区域を統括

する役割を担った存在としてより責任の確かなも

のとなるのではないかという発想である。日本人

の多くには欧米志向がいまだ強くある。国際会議

に参加したことだけで満足する人も多い気がする。

けれども，真に世界レベルに日本の動物行動学を

達成させるには日本がアジアの一国であり，それ

を背負って立つ自信と姿勢，そして責任を持って

いることを世界に向けて示すことが重要ではない

であろうか。個人レベルでは優れた研究が日本人

によって数多くすでに行なわれ，世界的にも多く

の日本人が知られている。これを国レベルで優れ

たものにイメージ転換するにはこのような大きな

一歩があると良いと思う。そして，優れた研究国

としてのイメージは，優れた研究者を国外からさ

らに日本に集める元にもなる。これは，長期的に

は，日本における動物行動学の発展にも必ずやつ

ながるのではないかと思う。アジアをリードする

体制を作り出していくことで日本の位置づけを追

う側から導く側へと転換させ，この転換を機会と

して欧米を含めた世界の中での日本の存在を確か

なものにしたらどうかという長期的将来問題提起

である。「日本人としての自信と自覚をもって活動

をしようではありませんか！」

　と，なにやら言ってどれだけ何ができるのか，

どれだけ誰が賛同するのか…と言われそうである。

でも，動物行動学を愛しながらも幽霊会員となっ

ているマイノリティの皆様，「どうせ…」と言って

離れる前にこの学会を良くするにはどうしたらよ

いのか長期的展望に立った草の根的努力をしてみ

るのはどうであろうか？また，毎回積極的に学会

に参加しているすべての分野の皆様，さらに広く

世界を視野に入れた長期的展望に立った草の根的

努力をしてみるのはどうであろうか?と，行動学を

愛する人間の一人として，私は思う。

『第 9 回国際行動生態学会議』参加報告

依田�憲�(京都大・動物行動)　

　日高敏隆著「ぼくにとっての学校～教育という

幻想～(講談社)」の中に，京都で開催された国際動

物行動学会議(IEC)についてのコラムがある。著者

が古い国際規定に反発したり，自腹で一千万円支

払ったりしながらも，学会を大成功に導いて行く

過程は，とても刺戟的だ。これを読んで，国際学

会に参加しようと迷わず決めた(なんだか飛躍して

いるけど)。そんな訳で，1999 年(当時 M1)，イン

ド・バンガロールで開催されたIECで発表するこ

とになる。

　さすがに国際学会，発表数が多い。研究テーマ・

対象種も，偏りはあるにしても，国内学会に比べ

ると，実に多種多様である。マイナーな研究も，山

ほどある。マイナーであることが，メジャーであ

るかのようだ。粘性の高い液体が染み出るように，

ジワジワと世界中で研究が進められている様子に，

少し感動を覚えた(インドには充分驚愕した)。

　さて，すっかり国際学会に味を占めた私は，フ

ランス南極基地でのフィールドから帰るやいなや

(私はペンギンで行動生態学している)，国際行動

生態学会議(ISBE)に申し込んだ。知らぬ間に(知っ

てるけど)，D3 になっていたので，目標を立てる

ことにする。一昨年，「Cognitive�Ecology�(The

University�of�Chicago�Press)」を読んで，少な

からず触発されていたので，編者の R.�Dukas と

著者の一人であるR.�Ydenbergに自分の研究を売

り込むことにしよう。

　今回の ISBE はカナダ，モントリオールでの開

催である。深夜着にも関わらず，宿の予約を入れ
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ていなかった。運の悪いことに(事前に調べれば分

かることだ)，ジャズフェスティバルが開催されて

いて，どのホテルにも空き部屋が無い。祭りだけ

あって，街はなんだか物騒な雰囲気だ。仕方無い

ので，深夜も開いている長距離バス停(一応屋内)

に泊まることにした。しかし，客じゃないのにた

だ寝ている人(つまり私みたいな人)は，警備員に

続々と叩き出されている。寝ていると追い出され

るので，一晩中起きていた。学会参加者でこんな

思いをしているのは，私だけだろう，と思ってい

たら，他にもポスターの入った筒を持っている人

がいた。意気投合する。

　モントリオールは都会である。地域によって，

フランス文化とイギリス文化圏に分かれている。

これに規模の大きい中華街も合わさって，三食パ

ンのような味わいのある街である。名物はモント

リオールベーグルというパン(食べてないけど)。

バイオドームという動物園はお勧め観光スポット。

　今回のISBEの発表総数は，約600。北米，ヨー

ロッパからの参加者がほとんどだった。日本から

の発表者は，五人ほど。少ない！日本の行動生態

学が心配で，夜も眠れないと言っても過言では無

い(という時はだいたい過言だ)。

　口頭発表は 12 セッション(各セッション 5 つの

テーマ，各テーマに4-5の発表)，ポスター発表は

3セッション(各セッション7-9 のテーマ，各テー

マに 3-23 の発表)。発表のスタイルとして，仮説

演繹型のものが多く(この辺は実に行動生態学っぽ

い)，また，(おそらく)自分で組んだ数理モデルを，

野外データに適用する人がとても多かった。IEC

とはちょっと違う指向性である。

　さて，プレナリーについて説明しておけば，現

在の行動生態学をぼんやりと眺めることができる

だろう(と信じたい)。プレナリー演者は，6人。一

日 2 人の発表だった。

　初日は，N.�BurleyとF.�Cézilly。Burleyは，性

的刷り込みの起源と，その機能についての発表。

学習と性的刷り込みによって，交配前隔離機構の

強化が起こっていそうな例をいくつか挙げていた。

エソロジストだけでなく，行動生態学者も，性的

刷り込みに注目してみると面白いとのこと。

　Cézillyは，延長された表現型の例としてよく挙

げられる，操作寄生についての発表。操作寄生者

は，自分にとって適切な固有寄主に向かうように，

中間寄主の行動を変化させる。両者が同じ中間寄

主に寄生した時は，闘争や協力が起こることもあ

るようだ。操作寄生の起源が実は，寄生されるこ

とによる，単なる病的な副作用かもしれないとい

う仮説を提示していた。

　次の日は，S.�Creel と D.�Cheney。社会性哺乳

類の日。Creel は，順位性のある社会動物におけ

る，優位であることにかかるコストについて発表

していた。優位個体は，社会的なストレス(グルコ

コルチコイドのレベルで測定)に晒され，適応度に

影響を与えるコストを被っている可能性を指摘し

ていた。

　Cheney は，霊長類を例として，第三者の社会

関係を認識する能力について講演した。ヒヒのメ

スは，自分と血縁関係にない二個体間の関係を認

識しているようだ。もちろん遺伝的な関係を把握

しているわけでなく，他個体同士の干渉を観察す

る事によって得られた「social�knowledge」に基

づくようだ。

　最後は，H.�KokkoとJ.L.�Deneubourgのペア。

数理モデルの日( 睡眠をとる聴衆数は最大) 。

Kokkoは，生活史のトレードオフを積極的に数理

モデルに導入することの重要性を力説した。たと

えば，選り好みすることによるコストをモデルに

組み込むことで，「good�gene」と「runaway」と

いう配偶者選択の仮説は，対立仮説ではなく，連

続したものとして認識することが可能となる。

　Deneubourgは，社会性昆虫の集団意思決定に

ついての発表。動物の加入や集合のような行動は，

正のフィードバック(出力の一部を入力に加算する

ような回路)によって，生成される。例えば順番に

どこかに移出する社会性のクモの集団意思決定は，

自分より前の個体が張ったしおり糸(近道みたいな

もの)をある確率で選択するという簡単なルールで

説明できる。集団レベルで観察される意思決定も，

実は個体の単純なルールによることがある。
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　以上のように，プレナリーは本当にバラエティ

に富んでいた。まさに，現在の行動生態学の多様

性を象徴しているかのようだ(纏められない時はこ

う言うに限る)。プレナリーの後には，認知生態学

のシンポジウムが開かれた。R . �D u k a s ，L .

Lefebvre，T.�deVoogd，S.�Healy ら，行動生態

学者，神経生理学者が，動物の認知についての最

新の研究成果を報告していた。

　Dukasは，一連の行動実験から，認知にかかる

制約を明らかにしていた。L e f e b v r e は，

Innovation�rate(新しい餌や採餌テクニックを獲

得する速度)を認知能力の量的な尺度として使うこ

との有用性について述べていた。DeVoogdは，鳴

禽類の歌の複雑さと，それにかかる制約について，

神経生理研究の結果を披露していた。Healyは，種

間比較により明らかにされた，認知能力の分類と，

それに関係する脳部位の進化についてレビューし

ていた。

　彼らは，共同研究も行っているようだ。最近で

はしばしば見るようになったが，神経行動学者と

行動生態学者が，自然な形で成果を共有している

様子は面白い。仕事を分担するというよりは，「認

知生態学」のような広い場を設定し(実際，意思決

定に関わることなら何でも良い)，その中で各自の

専門を深めている。そして，たまに議論を行い，視

点の切り替えをしているようだ。このような，言

わばオブジェクト指向タイプの共同研究は今後広

まるかもしれない。

　ところで，自分の発表だが，シンポジウムで多

忙なDukasと，サッカー大会の主催で忙しそうな

Ydenberg を自分のポスターの前に連れてきて，

説明することができた(ほとんど押し売り)。喜ば

しいことに反応は良かった。満更でも無い，と

思ったりして。

　因みに，旅行から帰ると，今回発表したネタが，

Animal�Behaviour からリジェクトされて帰って

きた。人生壗ならない。

　さて，京都のIECから干支が一周した今年は，ブ

ラジルのフロリアノポリスで IEC が開催される。

国際学会は，特に若い人に参加を薦めたい。今や

世界中のコンピュータと，ネットワークで繋がれ

てはいるが，まだまだ，レトロなコミュニケー

ションからも得るものはある(可能性はある)。ま

た，マイナーなことを研究している人が世界中に

いて，その成果がジワジワと広がっている様を，

肌でピリリと認識することも，たまには良いと思

う。ブラジルで会いましょう。

『第 8 回国際生態学会議（INTECOL2002,�Korea）』観察記

立澤史郎（京都大・動物生態）　　

　2002年8月11日から18日まで，韓国ソウル市

で第 8 回国際生態学会議（I n t e r n a t i o n a l

Congress�of�Ecology）が開かれた。同会議は，国

際生態学会（the�International�Association�for

Ecology;�http://www.intecol.org/）とホスト

国の生態学会（今回は韓国生態学会; � t h e

Ecological� Society� of� Korea;� http://

ecosk.com/）の共催で，4年に一度開かれる生態

学の「国際見本市」（もしくはオリンピック）であ

る。よりによってワールドカップと同じ年まわり

であることを準備不足の口実にしつつ，前回

（1998 年，イタリア）に続き参加した。

　今回の私の研究上の目論みは，メインゲストで

あるあのGrant夫妻それぞれのスピーチ，韓国お

よびノルウェイのシカ類研究者との議論，そして

最近の関心事である「ニホンジカの広域分布に人

間が与えた歴史的影響」に関する情報収集，の 3

点だった。しかしここでは，むしろ研究以外の関

心事である，「仕掛け人」たる国際生態学会，およ

び韓国の生態学事情に関する「観察」結果を報告
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したい。よって行動学も，生態学研究の内容さえ

もほとんど出てこないことを先にお詫びしたい，

ごめんなさい。

1．「会議」と「学会」

　程度の差こそあれ，どんな学術会議も政治の場

だ。知己を得たり業績稼ぎという個人の政治だけ

でなく，研究の潮流作りや舵取り，それに特定の

国や問題に関する政治的装置としても機能する。

しかしそれにしてもこの国際生態学「会議」は，よ

くある生態学中堅国での「テコ入れ開催」（第2回

イスラエル，第 5 回日本 = 横浜・筑波，今回）や

保全志向の演題の多さにとどまらず，プレナリー

（全体会）の内容やシンポジウムのしつらえ方が，

国際的，もしくは国家的な環境政策と強くリンク

している。そもそも「会議」のテーマも今回が

「Ecology�in�a�changing�world」，前回が「New

Tasks�for�Ecologists�after�Rio�1992」と，社会

における生態学者の役割をストレートに問うたも

のだ。

　このような国際生態学「会議」の特徴は，その

「仕掛け人」である国際生態「学会」の性格による

ところが大きい。この「学会」は会員数5千人と，

生物学系の国際学会としては中堅だが，広範な活

動を活発に展開しており，その活動の主体はプロ

ジェクト方式（課題別）の作業部会だ。特に活発

なのは湿地と植物生態分野のグループで，例えば

湿地部会がInternational�Wetlands�Conference

を「会議」とは別に定期開催したり IUCN や国連

とタイアップしてキャンペーンをうつなど，両グ

ループは大きな国際的影響力を持っている。また

数理生態学グループも非常に活発だし，他に the

Group�for�Aquatic�Primary�Productivity，the

Plankton�Ecology�Group，the�Granivrous

Birds�Group，the�Agroecology�Group なども

あって，それぞれが独自に出版物を出したり保全

上の問題にコミットしている。

　これらの作業部会の活動の一環として，「会議」

でのシンポジウムやミーティングの多くが企画さ

れ，そういう活動を背景として毎回の「会議」の

テーマやデザインも決まる。このような「学会」と

「会議」の関係を見ると，シンポジウムや発表（今

回約1300題/69シンポ，前回約2200題/80シン

ポ）のおよそ半分が保全がらみのテーマであるこ

とも納得できる。前回は特に数理生態（特に応用

面）と景観生態のシンポが軒を連ね，今後の保全

生態学の二大分野の台頭を目の当たりにしたと興

奮したが（立澤 2000），今思えばそれは，機を一

にして教科書を出版するなどしてきた関連部会の

コーディネィトの成果だった（ちなみに前回の大

会会長は国際景観生態学会副会長のFarina,�A.さ

ん）。今回，真に「多国籍」だったシンポジウムの

中では湿地関連のものが，エクスカーションとも

リンクして最も活発だったようだが，その主体も

湿地作業部会だった。　

2．韓国政府の「主催」

　このような「学会」と「会議」の関係から見て，

今回のソウル大会では二つの例外的な事態が生じ

た。一つは主催者に韓国政府が入ったこと，もう

一つは日本からの参加者が席巻したことだ。

　前者の効果はあらゆる所に現れた。まず会場が，

国のテコ入れもあってソウル市が建設したばかり

の見本市会場（高級ホテル - モールコンプレック

ス）である COEX（Convention�and�Exhibition

Center）だった。3 フロアの大半を 1 週間近く借

り切る（おそらく数百万円 / 日）なぞ，失礼なが

ら比較的若く（1976年設立）地道に活動してきた

韓国生態学会（http://ecosk.com/）単独ででき

る技ではなかろうと思った。通常より多めの招待

講演（16 人）の費用もバカにならない。

　そしてレセプションでの環境大臣とソウル市長

の挨拶。大規模な湿地の埋め立て問題で名を馳せ

るソウル市の市長が開口一番「私は ecologist で

す」と言い放ったのは，今回一番のジョークだっ

た。もっとも彼自身は本当に環境 NGO のメン

バーだそうで，埋め立て中止や代替地整備，環境

復元事業などの例を挙げながら，環境保全に配慮

した緑の国際首都？を強調した。それだけでなく

ソウル市は，「Seoul�City�ECO�MAP」なる充実

した自然観察ガイド（パンフレット）を参加者全

員に配布したり，「Background�and�Nature�of

Restration�of�Cheong-Gye-Cheon」なるシンポ

ジウムを主宰するなどして「配慮」の意気込みを
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見せた。もっとも，高い歴史的価値がありながら

暗渠化で忘れ去られていたCheong-Gye川を，市

民の憩いの場として景観復元するという後者の話

は，鳥類の生息地になるなど断片的な予測はある

ものの，具体的な生物の生活の話がほとんどなく

緑地工学の事例発表のようだったのだが。

　また中日には，金大中大統領の講演があるとの

ことで日本人だらけの会場へ駆けつけた。これは

実は「ビデオレター」ではあったが，温暖化に始

まる地球規模の環境問題への関心と，そこへの韓

国の取り組みの決意を語ったもので，それはそれ

で格調高い出来映えだった。が，展示会場や通路

に溢れる「環境ビジネス」関連のブースを見ると，

否応なく「裏の声」が聞こえる。前回のイタリア

大会で中国が猛烈な次期開催地の誘致活動を行っ

ていた理由もわかった。生態学は地球環境問題対

策と快適な「Green�City」建設を実現するために

不可欠なツール（かつ打ち出の小槌）であり，国

際生態学会議はいみじくも本当に見本市となって

いたのだ。このことは，韓国のリーダーたちのプ

レゼンテーションや，会議を大々的に報じた地元

新 聞 の 見 出 し に ， e c o l o g y に 代 わ っ て

「Environmental�Study」の語が踊っていたこと

に象徴されていた。そこにはやはり生物主体の

「くらしの学」は見えなかったのだ。

　このような状況を現地の参加者はどう考えてい

るか。ポスター講演者も含めて 5-6 人の意見しか

聞けなかったが，韓国ではnatural�historyに関す

る情報蓄積が弱く（特に鳥学会や哺乳類学会など

材料学会の歴史が浅く，大規模な自然史系博物館

もない），動物の行動や生態の研究者が少ない（生

態学会員の大半は環境科学か植物生態の研究者だ

そうな），その結果ひたすら記録をとり続けるか，

「復元」に望みをつなぐか，影響の少ない種に乗り

換えるか，という選択肢しかない，という認識は

一致していた。このようなジレンマは，特に湿地

や水鳥の研究者にのしかかっているとも聞いた。

　このようにいわば政府が大スポンサー兼共催者

になるという珍しい「会議」だったが，場所によっ

て韓国政府の名があったり無かったりするところ

に，今後の韓国生態学会の苦労が見えた気もした。

なお，なぜ歴史ある韓国で自然誌や生態学の発展

がここまで遅かったのか，誰かに聞きたかったの

だが，「誰が遅らせたのだ？」と返されるようで，

結局聞けずじまいだった。

図：仁川国際空港からソウル市内へ向かう途中の大干

潟。もっと潮が引き水平線まで干潟となる。その大干潟

を分割するようにコンクリート堤防が延びていたのでバ

ス運転手に尋ねると，「うめたて！」と答えて遠くのダン

プカーを指さした。その脇ではおばさんたちが貝を漁っ

ていた。島を空港に，半島との間を埋め立ててソウル市

内へ続く道路にしたもので，最終的には干潟の大半を埋

め立てて新市街もできるそうだ。赤く広がっているのは

塩性湿地植物（未確認）で，空港ができてから蔓延した

外来種とのこと。

3．日本生態学会の「席巻」

　「会議」への日本人研究者の参加（事前登録）は

アジア初だった日本大会（第5回）以降毎年多く，

地球の裏側で開催された前回でも約 2 千人中の 1

割（伊・露・独に次ぐ），隣国で開催された今回は

約 1400 人中 300 人以上で開催国以外では群を抜

いていた。シンポジウムの数でも今回は80のうち

半分以上が日本人の主宰になるもので，ポスター

会場のように日本語での議論が目立つことはな

かったものの，発表者のほぼ全員が日本人という

シンポジウムも少なくなかった。

　このように影の共催者と呼べるくらいに日本の

生態学者が席巻した背景には，欧州生態学会議や

米国生態学会（ESA）の年次大会と時期が重なっ

たために欧米からの参加者が見込めず，日本生態

学会に対して大量のシンポジウム主宰を依頼した

り（巌佐2002），大会（3月，仙台）まで参加者集
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めに来られたりという努力があった（日本の韓国

ブームもあったか）。

　しかしこの日本からの参加者のほとんどは，私

も含めて単発の，もしくは個人的な参加であり，

国際生態「学会」会員である日本人研究者はまだ

少ない。前会長の宮脇昭さんをはじめ，「学会」の

メインストリームに日本人がいないわけではない。

しかし，日本流研究者の枠を出て環境政策の中で

その専門を生かしてきた彼らと，純理学的な生態

学を標榜してきた多くの研究者（生態学会員）と

の間には，いまだに「学会」や「会議」に対する

認識にギャップがあるように感じる。「会議」を

INTECOL，「学会」は Intecol と書き分けること

どころか，ひょっとしたら「学会」の活動や存在

さえ知らずに参加している人もいるかもしれない。

　時まさに，「東アジア生態学会ネットワーク」が

標榜されているそうだ（巌佐 2002）。たくさん参

加して盛り上げたが「国際政治装置」からは距離

を置いたままという状態では，これから多くの開

発問題や行政的課題を背負い込むであろう「ネッ

トワーク」の幹事役は難しい。また，欧米の保全

生物学の主流にある Society�for�Conservation

Biology（SCB）のアジアセクションも設立され

ようとしているが（http://conbio.org/），これ

らの関係はどうあるべきだろうか。

　もちろん生態学研究者の全てが保全や政治を意

識する必要は全くないが，今後の生態学や生態学

会が生態学者だけのものでないことも，今回の例

を見るまでもなく明らかだ。委員会や地区会を

オープンにしたり，そういう体制や予算をフレキ

シブルに運用して学会の壁を低くすることは最低

限必要だろう。また「国際装置」やそこへの関わ

り方をガラス張りにする努力も。そして何より，

こういうグローバルな流れに生物の生活史をどれ

だけ入れ込んでいけるかが問われる。次回の

INTECOL（6-10�August,�2006@Canada；ESA

共催予定）までには流れも見えてくるだろうか。

ところで，動物の生活が主題で，保全行動学を標

榜する会員も増えてきた日本動物行動学会はどう

します？

　最後に自分のネタで恐縮だが，シンポジウム

「Ecology�of�Asian�Mammals」での私の発表は，

馬毛島のニホンジカ個体群を例に島嶼での個体群

動態の特徴を考察し（表ネタ），この話を一般化す

るためにもまず人間（特にオランダと日本）が貿

易を通じてニホンジカの分布に与えた影響を明ら

かにする必要があること（裏ネタ）を述べた（つ

もりだった）。そして日本の生態学者としては，人

間社会だけでなく生物群集に与えた先人の影響を

明らかにすることも「責任」の取り方の一つだろ

うというメッセージを発したかった。しかしそれ

は「ワールドカップのせい」で10分の1も表現で

きなかった（やはり準備は必要だ）。

　ところが驚いたことにシンポ終了後，韓国，中

国，台湾，ベトナム，インドネシア（そしてなぜ

かノルウェイ）の研究者にコンタクトされた。彼

らは必ずしもシカ研究者ではなかったが，ニホン

ジカがいなくなったのは日本が取り尽くしたから

だ（ベトナム）とか，釜山にある日中友好碑には

なぜかシカが刻まれている（韓国）とか，思いが

けずに大情報交換会となった。ほかにも，比較研

究に適した島嶼個体群の紹介，行動レベルの個体

群間変異，それらが本当にニホンジカかどうかを

確認するための共同研究の段取りや互いの研究費

の実状，はたまた日本がシカを大量に貿易してい

た証拠となる施設の保存戦略とか，話題は尽きな

かった。何のことはない，東アジアネットワーク

にしろアジアセクションにしろ，実体はもうス

タートしているのだった。

引用文献

巌佐庸（2002）第８回国際生態学会（ソウル）の

報告と東アジア生態学会ネットワー�ク（案）に

つ�いて[http://wwwsoc.nii.ac.jp/esj/

J_AsiaNet.html]

立澤史郎（2000）�「第 7 回国際生態学会議と第 4
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のすすめ－」�哺乳類科学,�40:�207-210
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－書　評－

『これからの鳥類学』

山岸�哲・樋口広芳�共編

裳華房(2002)

高橋晃周(British�Antarctic�Survey)

　本書は，日本鳥学会の創立90周年を記念して出

版された，鳥類についての研究の総説集である。

トピックスは鳥類の生態・行動・生理・保全・進

化と，多少偏りがあるものの，広くカバーされて

いる。18 名の著者による全 17 章が７編にまとめ

られいる。どの章も最初にそれぞれの分野での鍵

となる概念・仮説・研究の簡単なレビューがおこ

なわれた後，それぞれの筆者自身の研究を中心と

して具体的な研究例が豊富な図表を用いて掘り下

げて紹介されている。本文だけでも453 ページの

大著で通して読むのはちょっとつらいが，各章は

独立しているので，自分の関心のある章について

拾い読みすることもできる。本書がどのような読

者を想定して編まれたのか定かではないが，これ

から鳥類を材料として研究をはじめようとする学

生や，異なる研究材料を使っている，あるいは，異

なる分野で研究している研究者が鳥類でどのよう

な視点にたってどのような研究がおこなわれてい

るのかを知るには絶好の入門書といえるだろう。

以下，各編の内容について簡単に紹介していく。

I.�鳥類のコミュニケーション

　「鳥のコミュニケーションと信号」と題した1章

からなり，信号の伝達についての基礎概念とその

進化についての仮説を解説し，鳥類における視覚

次元・聴覚次元でのコミュニケーションの研究の

実際が紹介されている。

II.�鳥類の生活戦略

　本編は 3 章からなる。「鳥類の生活史戦略」は，

種間比較を中心に鳥類の一腹卵数や繁殖開始年齢

といった生活史パラメータのセットがどのような

環境条件の下で進化してきたか，解説している。

「オオセグロカモメはなぜ３卵しか産まないのか」

はカモメ類における一腹卵数の決定要因について，

卵や雛を付加することによって抱卵・育雛のコス

ト，親のコンディションへのコストを測定した実

験を紹介し，子への投資と親の生存のトレードオ

フの基盤となる生理的メカニズムについて論じて

いる。「海鳥の採食戦略」は，いかに効率よくエネ

ルギーを獲得するかという観点から，動物の採食

行動におけるさまざまな問題について，海鳥を題

材に考察している。

III.�鳥類の繁殖と社会

　本編は４章からなる。「鳥類の繁殖とホルモン」

は，繁殖に関わる内分泌器官について概説し，繁

殖のサイクルがホルモンによってどのように制御

されるか述べている。「鳥類の営巣様式の多様性」

は，単独営巣から集団営巣まで鳥類の巣の空間分

布パターン形成についての様々な仮説が紹介され

ている。「鳥類における乱婚の意義」は，一夫一妻

の繁殖様式が主とみられていた鳥類に，つがい外

交尾・受精が見られることとその形態的・行動的

背景を解説し，これを雌の戦略としてみる立場か

ら検討している。「数理生態学と鳥類学」は，托卵

における寄生者と宿主との関係を数理モデルを用

いて検討した研究例がくわしく紹介されている。

IV.�鳥類の群集

　本編は２章からなり，「森林性鳥類群集の多様

性」は森林における鳥類の種多様度がどのように

決まるのかについての研究を，群集生態学の歴史

的な流れについての解説を交えながら紹介してい

る。「景観の多様性と鳥類群集」は河畔林を例に，

森と川という異なる景観が隣接していることが，

鳥類群集の維持に大きな役割を果たしていること

を紹介している。

V.�鳥類学への物理・化学的手法の導入

　本編は２章からなり，「鳥類の食性解析と安定同

位体測定法」は安定同位体を用いた食性解析の理
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論的背景と研究例について紹介し，対象となる生

物が生息する生態系の構造について理解すること

が同位体分析を有効に行うために重要であること

を指摘している。「鳥類学における分子手法の適

用」は，主にDNAの塩基配列の解析という分子手

法が，親子判定や性判別をつうじて鳥類の繁殖生

態学にもたらした進展と，系統解析によって種・

亜種レベルでの進化学にもたらした進展について，

オオヨシキリを例に紹介している。

VI.�鳥類の系統と進化

　本編は２章からなり，「鳥類と系統学」は DNA

塩基配列をもちいた系統解析とその進化生物学へ

の応用について，解析法のかなり詳しい説明も交

えて述べている。「島の鳥類の適応放散」は，島の

鳥類の科レベルでの多様な適応進化について，マ

ダガスカル島のオオハシモズ類，ガラパゴス群島

のダーウィンフィンチ類，ハワイ群島のハワイミ

ツスイ類を例に紹介している。

VII.�鳥類の保全

　「農業生態系における鳥類多様性の保全」は，従

来，生物の保全という観点からはあまり注目され

てこなかった農地が，その面積の広さと農作業に

よる生息地の攪乱という２つの側面からみて鳥類

の保全にとって重要であることを論じている。「移

入鳥類による鳥類群集の攪乱」は，外来性鳥類の

移入の実態，問題点，対策についてハワイ・ニュー

ジーランド・日本での例を挙げつつ紹介している。

「渡り鳥の衛星追跡と保全への利用」は，近年大型

鳥類において盛んに行われている衛星追跡の仕組

みについての解説と，日本に生息するナベツルの

追跡調査の紹介，および，この様な手法によって

生息地利用を定量化して把握することの保全上の

重要性について述べている。また，衛星追跡技術

の今後の展開についても触れられている。

　すべての章のタイトルに「鳥類の」，「鳥の」と

いう言葉があって，鳥類の研究者ばかりではない

本学会の会員の方には，「鳥の話だから自分には関

係がない」と思われる向きもあるかもしれない。

しかし，執筆者の多くの方は，自身の鳥類の研究

を，より大きな学問の枠組みのなかに位置づける

ことの必要性を意識されている。たとえば，筆者

の一人の日野輝明氏は，「もはや森林だとか，鳥類

だとか，群集生態学だとかいったような一つの環

境，一つの分類群，一つの学問分野だけに固執し

て研究ができる時代ではなくなってきている」と

述べている。上にみたように行動について書かれ

た章も多数含まれている。本書が鳥類の調査・研

究にかかわる方以外にも広く読まれることを願う。

　本書で一つ残念だった点は，各章ごとの連関が

乏しく，鳥類学という学問のまとまりが全体とし

てどのように発展していくのか，あるいは発展し

てきたのか，いまひとつ見えてこない点である。

日本の鳥類学のこれまでの流れを振り返って，ど

のような研究が世界にインパクトを与えてきたか，

そしてこれからインパクトのある研究を生み出し

ていくにはどのようなスタンスが重要か，研究の

方向性を示すような章があれば良かったのではな

いかと思う。鳥類学というまとまりをあえて意識

するなら，生態学，行動学，あるいは生理学など

それぞれ独立した分野での研究を，鳥類を材料と

して行っている人々の寄せ集めであってはならな

いだろう。生物の様々な側面の相互の連関を明ら

かにする研究にこそ，一つの分類群に固執するこ

との意味があるのではないか。例えば，餌環境の

変化に伴う嘴の形態の進化で有名なダーウィン

フィンチでは，嘴の形態の変化が副産物としてさ

えずりを変化させ，交配前隔離の進化をもたらし

ているという研究が最近発表された(Podos�2001

Nature409:185-188)。嘴の形態とリンクした交

配前隔離出現の仕組みが，ダーウィンフィンチの

急速な種分化と適応放散をもたらした一つの要因

ではないかと議論されている。この研究は本書の

中でいうなら，４から５つの章の内容にまたがっ

た広い視野を示している。生物と環境の関係につ

いての様々な学問が，一羽の鳥にどのように統合

されるのか示すことで生物の新しい認識に至る。

このような視点が，『これからの鳥類学』がとるべ

き一つの方向性なのではないか。

　ともあれ，鳥類における様々な視点での研究を

わかりやすく紹介している本書が，鳥類以外の生

物を研究の対象としている方々にも読まれ，活用

されればすばらしいことだと思う。
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■運営委員会(新旧合同)議事録

日時：2002 年 11 月 2 日(土)14:30-15:30

場所：立教大学 7 号館 3F

出席者：桑村哲生・中嶋康裕・上田恵介・長谷川

寿一・粕谷英一・辻和希・齋藤裕・宮竹貴久・岡

ノ谷一夫・河田雅圭・今福道夫・森哲(事務局)・

安井行雄(編集事務局)

議事

○選挙結果

　同記事参照，副会長は後日，新委員で決定する

○ 2001 年度決算案について

　同決算参照

○ 2003 年度予算案について

　同予算参照

○編集委員会報告

　同議事録参照

○倫理ガイドラインについて

　会長記事参照

○デジタルアーカイブスについて

　会長記事参照

○次期大会について

　総会議事録参照

○その他

　名簿は 3 年に一度くらい作る。委員の制度を多

少検討する。

［今福］

■ 2002 年度編集会議議事録

場所：立教大学池袋キャンパス

日時：2002 年 11 月 2 日(土)12：30-14：00

出席者：岡ノ谷一夫・藤田剛・小山幸子・狩野賢

司・工藤慎一・藪田慎司・中田兼介・桑村哲生・

今福道夫・辻和希・安井行雄・齋藤裕・長谷川

英祐・平口愛子(Springer)・山田泰子(Springer)

議題

○報告事項

1. 新編集体制以降後の編集方法の改訂点(安井)

　(1)編集プロセスの全てにおいて極力電子メール

を活用する方針に切り替えたことにより，コスト

－各種委員会・会計報告－
ダウンと編集速度の迅速化につながった。

　(2)レフェリー情報のデータベース化と関連し，

外国人査読者数が増加したこと(現在約 3 割)。

　(3)出版時期の変更(2003年度から1月，7月)と，

20 巻 2 号を 9 月に前倒し出版したこと。

　(4)投稿数が前年のペースと比較してほぼ倍増し

たこと。内訳は外国人の著者による投稿数の増加

であること。ただ，投稿増はそのまま却下率の増

加に繋がっており，アクセプト数は増加していな

いこと。従って，増頁が必要かどうかは今後の動

向の観察が暫く必要であること。

2.旧編集体制による編集作業完了の報告(長谷川)。

3.Springer-Verlag 社の編集状況(平口)

　(1)On�line�firstの利用により出版までの時間が

大幅短縮されたこと。

　(2)電子媒体(HP.�On�line�paper 等)のヒット数

が大幅増加していること。

　(3)2001年のImpact�factorだけは0.4台とわず

かに下がったが，今後の見通しは楽観的であるこ

と。

　(4)21 巻(2003)は２号分まで原稿が集まってい

ること(紙上印刷版の前倒し出版を提案)。

○審議事項

4.JEでの掲載が議論されている映像付き論文に関

して議論した。

　デジタルアーカイブス(MOMO;� Make� Our

Movies�Open)検討委員会の薮田氏と中田氏によ

る，現在想定しているJEに投稿される映像付き論

文の MOMO への登録と審査の一連の流れ，およ

び MOMO 上に登録された映像の閲覧方法につい

てサンプル映像を用いて解説。議論の結果，映像

付き論文(仮カテゴリー名：Video�Article)をJEに

採用する方針を決定。ただし以下の点を早急に解

決する必要あり。

　(1)具体的投稿規定を早急に作成し，論文の位置

付け(映像そのものの希少性を重んじるのか，映像

を含む論文全体の価値を重んじるのかなど)を明確

化すること。投稿規定にのせる以外にも，最初の
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号で編集長がJEに巻頭言を記す必要があると委員

から指摘。

　(2)著作権に関する理解に出版者と編集委員会の

間で一部誤解があった。公開性，恒久性を保った

まま著作権についてどう折り合いをつけるか，上

限バイト数などの点で今後 Springer 社と編集部

／ MOMO�project のあいだで調整が必要(現在調

整中)。

　(3)静止画のカラー写真や Video�Article に該当

しない論文での映像を公開するため，Springer社

が現在サービスを行っている E l e c t r o n i c

Supplmentaryシステムの利用を前向きに進める

ことで合意した。

5. その他，21 巻(2003)２号の前倒し出版の是非。

欠席者も多かったので編集委員に追って意見聴取

することになった。

［辻和希］

■総会議事録

日時：2002 年 11 月 3 日(日)16:30-17:30

場所：立教大学理学部７号館

議長：長谷川寿一

議事

○学会会長あいさつ(桑村哲生)

○大会委員長あいさつ(上田恵介)

○選挙結果報告(森哲)

　別記参照

○ 2001 年度決算案の承認(森哲)

　会計報告参照

○ 2003 年度予算案の承認(森哲)

　会計報告参照。

○編集委員会報告(辻和希)

　同議事録参照。

○デジタルアーカイブズ検討委員会報告(桑村哲

生)

　会長記事参照。

○動物行動研究のためのガイドライン作成につい

て(桑村哲生)

　会長記事参照。

○次期大会について(桑村哲生)

　北海道大学に決定。

○その他

　新会員名簿は 2003 年初めに発行予定。(森哲)

［今福］

■日本動物行動学会 2001 年度会計決算

収入

　　　　　　　　　　予算　　　　　決算

繰越金 　　5,000,000 5,422,712

会費 　　3,456,000 3,669,0001)

　2001 年度会費　　　　　　　　�3,284,000

　旧年度会費 　385,000

文部省出版助成金 0 　0

売上金 0 　101,200

　シュプリンガー 　��99,200

　BN(要旨集) 　　�　　　2,000

その他 0 　694,3512)

　利子 　694,351

大会関係 1,594,8633)

　大会余剰金 1,594,863

計 　　�8,456,000　　��11,482,126

支出

　　　　　　　　　　予算　　　　　決算

JE 印刷費 2,210,000 2,205,000

JE 編集費 　320,000 　320,000

印刷費 　500,000 　508,565

　NL38 　166,3204)

　NL39 　117,180

　大会印刷費 　125,210

　封筒 　��77,490

　振替用紙 　��22,365

通信費 　650,000 　674,955

　JE19-1 発送料 　��93,157

　JE19-2 発送料 　101,485

　NL38 発送料 　155,8095)

　NL39 発送料 　140,115

　大会発送料 　129,255

　切手代 　 　��51,694

　電話・FAX 代 　　�2,700

　荷物送料 740

事務費 　100,000 　187,765
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　消耗品 　��17,050

　コピ－代 　　�3,970

　外貨取引 　　�5,420

　振替手数料 　　�2,620

　自然史学会連合 　���20,000

　コンピューター代 　�125,7906)

　大会会議費(弁当代) 　���12,915

人件費 　520,000 　�490,000

　事務アルバイト 　�480,000

　謝金 　　10,000

予備費 　400,000 　　83,620

　大会講演者旅費 　　83,620

次年度への繰越金 3,756,000 ��7,012,221

計 �8,456,000 �11,482,126

＊註 1)会費納入率は，

会員数　納入者数 納入率

　国内一般 　638 　　556 87.10%

　　　学生 　211 　　156 73.90%

　国外一般 　　6 　　　3 50.00%

　　　学生 　　3 　　　2 66.70%

　計 　 　858 　　717 83.60%

総合納入率は 83.6％で前年度(81.4％)よりやや

増加。

＊註 2)定額貯金の満期による利子が加算された。

691,900 円

＊註 3)前年度の大会余剰金の入金が遅れ，今年

度に移行入金となったため。

2000 年度　1,053,128 円

2001 年度　　541,735 円

＊註 4)増頁により印刷費が増加した。

NewsLetter38　50pp.　880 冊印刷

　 NewsLetter39　34pp.　900 冊印刷

＊註 5)増頁により重量が増したため。

＊註 6)事務作業効率を上げるために新モデルに

買い換えた。

［今福］

■ 2001 年度 Journal�of�Ethology 編集発行費会計

収入

2000 年度繰越 3,376,317

事務局より送金 2,525,000

利息　　　　　　　　　��1,608

計 5,902,925

支出

印刷費 2,205,000

JE19-1(68pp.)　

JE19-2(70pp.)

雑誌追加購入 　��14,1751)

郵便料金 　132,930

人件費 　320,000

学生会員補助金 　��20,000

事務費 　��34,219

2002 年度へ繰越 3,176,601

計 5,902,925

＊註 1)JE18-1，2 を各 5 冊追加購入。

(在籍会員数が契約印刷冊数をやや上回っている

ため。)

［今福］

■日本動物行動学会第 20 回(2001 年)大会会計

収入

　大会参加費 　　　　　　349 名 1,272,000

　　前　納・学生 3,000 円 123 名　369,000

　　前　納・一般 4,000 円���82 名　328,000

　　締切後・学生 3,500 円�����4 名　��14,000

　　締切後・一般 4,500 円���12 名　��54,000

　　当　日・学生 3,500 円　69 名　241,500

　　当　日・一般 4,500 円　59 名　265,500

　懇親会費 　　　　　　�200 名 ���926,500

　　前　納・学生 4,000 円　78 名　312,000　

　　前　納・一般 5,000 円　63 名　315,000　

　　締切後・学生 4,500 円　��4 名　��18,000

　　締切後・一般 5,500 円　��7 名　��38,500

　　当　日・学生 4,500 円　21 名　��94,500

　　当　日・一般 5,500 円　27 名　148,500

　要旨集売上

　　1 冊 1,000 円 22 冊　　　　　　��22,000

　要旨集広告掲載・学会場展示

　　6 件　　　　　　　　　　　　　90,000

　計 　　　　　　2,310,500
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支出

　懇親会費　　　　　　　　　　 　800,000

　要旨集印刷費　　　　　　　　 　184,800

　飲物・茶菓子代　　　　　　　　　�38,316

　弁当代(実行委員アルバイト用)　�����36,854

　アルバイト代　　　　　　　　 　230,280

　事務用品費　　　　　　　　　　��118,984

　会場消耗品費　　　　　　　　 　��44,362

　会場設置・機器借用費　　　　 　128,625

　運送通信費　　　　　　　　　　����12,120

　準備反省会議費　　　　　　　　��172,170

　記念写真代 　　　　����2,254

　剰余金　　　　　　　　　　　 　541,735

　計 　　　　　　�2,310,500

［森］

■日本動物行動学会 2003 年度会計予算

収入

　繰越金 5,000,000

　会　費 3,486,0001)

　JE 売上金 　100,0002)

計 　　　�8,586,000

支出

　JE 印刷費 2,205,000

　JE 編集費 　320,000

　印刷費 　400,0003)

　通信費 　530,0004)

　事務費 　��60,000

　人件費 ��������������500,000

　次年度への繰越金 4,571,000

　計 8,586,000

＊註 1)会費は 3,186,000(2003 年度会費)

+300,000(旧年度会費)。なお，2003 年度会費

は 2002 年 9 月 30 日現在の会員数から算定(納入

率約 83%)。

　国内一般 635 5,000x527= 2,635,000

　　　学生 199 3,000x165= 　495,000

　国外一般 5 8,000x　4= 　��32,000

　　　学生 5 6,000x　4= 　��24,000

　計　　　 844 　　　�3,186,000

＊註 2)出版元のシュプリンガー・フェアラーク

東京株式会社からの売上げ(印税)を 100,000 円

と見積もった。

＊註 3)ニューズレターのオンライン化を促進し，

印刷部数の減少を見込んだ(以前は 900 冊で，オ

ンライン化した 2002 年の 40 号は 600 冊印刷)。

註 4)ニューズレターの一部をオンライン化した

ため。

［今福］

－会　則－

日本動物行動学会会則
［1982 年 12 月 9 日採択］

［1990 年 11 月 12 日改定］

［1992 年 12 月 2 日改定］

［1994 年 12 月 3 日改定］

［1998 年 11 月 22 日改定］

総　則

第１条　本会は日本動物行動学会( J a p a n

Ethological�Society)と称する。

第２条　本会は動物行動学の発展を図ることを目

的とする。

第３条　本会は前条の目的を達成するために，次

の事業を行う。

１ .�研究発表機関としての英文学会誌，連絡・情

報交換手段としての Newsletter その他の出版

物の編集・刊行。

２ .�研究発表・討論の場としての大会・研究会の

開催。

３ .�講演会の開催その他本会の目的に沿った諸事

業。

会　員

第４条　本会の会員は一般会員，学生会員とする。

第５条　会員は会誌・Newsletterの配布を受ける

とともに本会の運営と諸事業に参加することが
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できる。

第６条　会員は定められた会費を納入しなければ

ならない。納入しないときは第５条の権利は停

止される。

運　営

第７条　本会は会長１名，運営委員 10 名(副会長

１名を含む)で構成する運営委員会により運営さ

れる。会長は運営委員会の議長となる。会長と

運営委員は会員から選出され，副会長は運営委

員の互選による。事務には運営委員会により指

名された事務局員若干名があたる。

第８条　会誌の編集のため，本会に編集委員会を

おく。編集委員長と編集委員は，運営委員会の

承認を経て会長が委嘱する。任期は３年とし，

再任を妨げない。

第９条　総会は本会の議決機関であり，会則の変

更，会費の変更その他運営委員会が提案する事

項などを議決する。議決は総会出席者の過半数

による。

第10条　本会の経費は会費・寄付その他の収入を

もってあてる。

第11条　会計は運営委員会により指名された２名

の会計監査員の監査を受ける。

会計年度は毎年１月１日に始まり１２月３１日に

終わる。

第12条　会長，副会長，運営委員，会計監査の任

期は２年とする。会長の連続３選を認めない。

選挙規定
［1982 年 12 月 9 日採択］

［1983 年 12 月 10 日改定］

［1990 年 11 月 12 日改定］

第１条　会長および運営委員選挙は，選挙管理委

員会が管理して行う。

第２条　選挙管理委員長は運営委員が委嘱し，委

員長が若干名の委員を指名する。

第３条　選挙を行う年度までの会費を，その年の

６月３０日までに納入した会員が，選挙権，被

選挙権を有する。

第４条　会長選挙は単記無記名投票，運営委員選

挙は１０名連記無記名投票により，任期満了ま

でに行う。

第５条　得票数が同じ場合は，年少者を当選とす

る。

第６条　会長が運営委員としても当選した場合は，

運営委員の当選を無効とし，運営委員次点者を

繰り上げ当選とする。

第７条　当選者に任期中事故があった場合は，次

点者が残りの任期を引き継ぐ。

－動物行動研究のためのガイドライン－
［2002 年 11 月 3 日採択］

　日本動物行動学会に動物行動研究倫理委員会を

置く。会員は委員会の定めるガイドラインに準拠

して研究を行わなければならない。

１．目的

　行動学研究は，動物行動の進化，適応，メカニ

ズム，そして発達についての理解を深める重要な

意味を持っている。これらの研究は，野外および

飼育下においてなされ，手法としては，非侵襲的
注1)な行動観察以外にさまざまな実験的負荷処置を

動物に加える方法を選ばなければならない場合も

ある。また，非侵襲的な行動観察を行なう場合に

も野生動物に接近し，捕獲することでその行動や

生理的状態等に影響を及ぼす可能性がある。科学

的研究の重要性を踏まえた上で，研究者は研究に

よって動物や生態系に与える可能性のある負の影

響を考慮し，これを最小限にとどめる努力をする

必要がある。本ガイドラインは行動学研究におい

て考慮すべき事項を示し，科学的研究だけでなく

動物倫理的観点からも適正な動物行動研究の実施

を促すことを目的とする。

　注1)�侵襲的とは，機能を不可逆的に損なうこと

を指す。
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２．関連する法律等

　研究者は，研究実施に際し関連する法律や，所

属機関の定めるガイドラインに準拠して研究を行

わなければならない。

３．適用対象動物

　研究に用いるすべての動物(脊椎動物および無脊

椎動物)とする。

４．研究計画の立案

　研究者は，科学的研究計画を立案する際，これ

に適正な研究対象動物を選択し，研究方法の検討

をする必要がある。飼育を要する研究計画の場合

には，必要な飼育条件の確保を図る必要がある。

また，研究対象となる動物群の専門家などの助言

を求めることが望ましい。無脊椎動物は動物の科

学的研究に関する法律の対象とならないことが多

いが，これらの動物を研究対象とする場合にも，

苦痛やストレスの兆候を考慮してこれを最小限と

した研究計画をたてる努力をすることが望ましい。

５．動物の個体数

　研究者は，研究目的を達成するのに最小限の動

物個体数を使用するべきである。

６．動物の入手

　研究用動物は，適正な業者や研究機関などから

入手する必要がある。野生動物を野外で捕獲する

場合には，生態系に与える影響を最低限とし，な

るべく苦痛のないように捕獲を行なう必要がある。

７．動物の飼育管理

　飼育管理をともなう研究を行なう場合，研究者

は研究対象となる動物種の行動特性を配慮し，適

正な飼育環境で動物を飼育する必要がある。野生

動物を研究用に飼育する場合には飼育環境条件に

特に注意してなるべくストレスの少ない飼育環境

条件となるよう考慮することが望ましい。

８．研究方法

(１)研究に当たっては，研究対象動物に与える苦

痛の大きさと時間が最小限であるようにするべ

きである。実験的処置を施す際には日常の訓練

や順化措置と適正な麻酔等を用いて苦痛の軽減

を行なうことが望ましい。

(２)研究者は，研究の対象動物の扱いを十分習熟

する必要がある。

(３)野外研究においては，捕獲，マーキング，テレ

メトリーシステムの装着，採血や組織採取など

によって動物に与える負の影響をなるべく軽減

することが望ましい。

(４)異種あるいは同種間の攻撃行動を実験的に研

究する際には，研究の目的にもよるが，攻撃を受

けた個体用の逃走路確保や保護用柵の設置など

によって攻撃を受けることによる被攻撃対象動

物の死傷をなるべく減ずるようにすることが望

ましい。

(５)嫌悪刺激や飢餓条件は，動物の健康状態に十

分注意し，研究目的に沿う範囲で必要以上に強

い刺激や飢餓条件とならないようにする必要が

ある。

(６)隔離と過密飼育は，研究目的に沿う範囲で必

要以上に長期間課することのないように注意す

ることが望ましい。

(７)病原体や寄生虫に人為的に感染させる処置を

研究に適用する際は，動物の状態をなるべく頻

繁に観察し，健康状態の悪化が観察された場合

には適宜適切な治療処置や時にはできるだけ苦

痛を与えないような方法で殺処分を行なうこと

が望ましい。また，物理的化学的材料あるいは病

原体を扱う実験においては，人の安全の確保と

飼育環境の汚染により研究対象外の動物が障害

を受けることのないよう十分に配慮しなければ

ならない。実験施設周囲の汚染防止にも注意を

払う必要がある。

９．研究終了時の処置

　研究終了時には，(１)野外観察を行った場合に

は，対象動物および環境に施した操作は，すみや

かに可能な限りこれを復帰し，(２)野生動物を捕獲

し飼育して研究に用いた場合には，法律上可能で

あれば，他の研究者に譲渡して他の研究や繁殖に

用いる方法や，(３)放逐によってその動物およびそ

の地域に生息する生物，および生態系に悪影響が

なければ捕獲した場所に放すことも検討すべきで

あり，(４)研究対象動物の殺処分を行なう必要があ
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る場合には，できるだけ苦痛のない方法でこれを

行うことが必要である。

＊このガイドラインは2003年1月1日より施行す

る。
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