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Abstract

In recent years, there has been widespread interest in environments and ecosystems around the world.  The environments and

ecosystems found on the modern Earth represent an evolving continuum with those of the past and the future.  Consequently, it is

useful to reconstruct past environments and ecosystems in order to better understand those of the present-day world, and to help

predict those of the future.  This example demonstrates the contributions of geology and paleontology to interpreting such continua.

As ecosystems are controlled by energy-flow, they can be reconstructed using energy-flow.  The sun’s energy is converted to

carbohydrates by plants, the primary consumers, and it then moves up through the food-web from these primary consumers.

Finally, it is emitted into the air as heat.

There are three kinds of transform efficiencies: consumption, assimilation, and production.  Each of these can be determined by

the types of animals involved when energy from one trophic level to the next.  Our model allows transferred energy to be

distributed to each animal species in a trophic level in a proportional manner, according to ratios of energy intake of each species.

The number of animals can be estimated by dividing the distributed energy by the inferred energy intake. The energy intake is then

calculated from animal weights.  This model was checked by applying it to the current Serengeti ecosystem of East Africa.

Estimated animal populations were consistent with real populations in the area and the realibility of the model was confirmed.

Based on this methodology, we developed an energy for the ecosystem of the Tokyo Gakugei University, utilizing research of

zoological and botanical taxa on the campus.  Biomass and individual flows for the ecosystem in the Tokyo Gakugei University

show abnormal ecological pyramid, with superior consumers exceeding inferior consumers.  The ecosystem is shown to have

unnatural influence, due to the presence of many crows and cats on the campus. (in Japanese)

Key words: Tokyo Gakugei University, terrestrial ecosystem, food web, energy flow, population density

* Department of Environmental Sciences, Tokyo Gakugei University, Koganei, Tokyo 184-8501, Japan

** Graduete School of Education, Department of Science Education, Tokyo Gakugei University, Koganei, Tokyo 184-8501, Japan

*** Department of Biology, Tokyo Gakugei University, Koganei, Tokyo 184-8501, Japan

**** Keio Gijyuku Yôchisha, Shibuya, Tokyo 150-0013, Japan

＊　東京学芸大学・教育学部・自然科学系・環境科学分野（184_8501 小金井市貫井北町 4–1–1）
＊＊　東京学芸大学・教育学研究科・理科教育専攻・理科教育分野
＊＊＊　東京学芸大学・教育学部・自然科学系・生命科学分野
＊＊＊＊　慶應義塾幼稚舎



1 ．はじめに

近年，環境汚染や生態系の破壊が進行し，環境保護

の観点から生態系や環境が注目されている。現在の環

境や生態系は過去から引き継がれてきた結果であるの

で，それらの理解のためには過去の環境や生態系を解

析し，復元することは重要である。そして，過去と現

在の比較を通して将来の環境や生態系に関する推測も

可能となる。

生態系とは，生物群集と非生物的環境をエネルギー

と物質の流れにより関連づけた一つのシステムである

（Begon et al., 1999）。物質は生物に消費・放出されても

他の生物により再利用され，生態系の中を循環し続け

るが，熱として放出されたエネルギーは二度と生物に

利用されることはない。従って，生態系を正確に把握

するために，エネルギー流という観点をもちいること

は，非常に重要である。これにより，時間と共に変化

する生態系の動態を定量的に捉えることができ，生態

系内の構成種やその個体数動態を具体的に見積もるこ

とが可能となる。そのためには，生態系内の構成種，

個体数の比率や体重と食物網の構造などを把握する必

要がある。

しかし，これまでの古生態系の研究では，化石記録か

らそこに生息していた生物種を列挙することにとどま

ることが多く（例えば，Jacobs and Murry, 1980; Anderson

et al., 1997; Foster, 2003），具体的な生物種の個体数の比

率や食物網関係について触れられることはあまり無か

った。エネルギー流に注目した古生態系の研究として，

Bakker（1972，1974，1980）や Farlow（1976，1980，1990）

が上げられるが，恐竜の代謝，内温性や外温性に関し

て議論されたにすぎない。これらは過去の脊椎動物社

会の研究に対して新たな試みの方法を示唆する画期的

なものであったが，Farlow（1980）自身が指摘してい

たように復元の過程に様々な不確定要素を含むため，

不完全なものであった。そのため，Matsukawa et al.

（2005）は，これらの先行研究の問題点を指摘し，それ

らを解決した新しい生態系復元モデルを構築し，東ア

ジアの白亜紀前期の河川－湖沼生態系に適用して，生

態系の物質循環とエネルギー流を復元し，考察した。

さらに，柊原ほか（2004）は，Matsukawa et al.（2005）

の基となったモデルを現世のセレンゲティ生態系に適

用し，その信頼度や方法論について議論した。その結

果，ある環境に住む動物の存在数比と所要エネルギー

量の推定及びその環境の生産量から各栄養段階の動物

の存在数を推定するモデルを作成することができ，そ

の誤差は実在数の10倍未満（肉食動物では7.8倍，草食

動物では2.8倍）に抑えられた。そして，その誤差の原

因として，エネルギー以外の水などの資源的制約，動

物ごとの活動性の違いやなわばり行動・環境の好みな

どが挙げられることが述べられた。いずれも化石記録

からは確認することが困難な要因であるのでこの誤差

を解決することは難しいが，その誤差を織り込んでも

誤差は10倍未満に抑えられるので，Matsukawa et al.

（2005）のモデルで古生態系を復元し，議論することは

可能であることが示された。従って，このモデルを地

質時代や環境の異なる生態系に適用すると，エネルギ

ーの観点から直接の比較が可能になり，生態系の置換

に関しての議論が可能になる。

東京都小金井市の東京学芸大学構内には多くの動植

物種が生存し，都市の中では豊かな生態系を有してい

る。構内の生態系をモデル化し，物質循環とエネルギ

ー流を復元すると，他の生態系との比較や将来への動

態が予測可能となる。そのためには，大学構内に生息

する動植物の構成種とそれらの個体数についての定量

的な調査・研究が必要である。しかし，戦後，大学が

小金井に開設されて以来，構内の動物および一部の植

物の分類群を除いて組織的な調査は無く，生態系もモ

デル化された試しがない。

そこで，本論文では，Matsukawa et al.（2005）のモデ

ルを東京学芸大学構内の生態系復元に適用し，食物網

構造とエネルギー流の観点から生態系を議論する。こ

の調査・研究により，構内の生態系の理解のための基

礎が示されるが，これは自然の豊かさを保ち，癒しの空

間としての構内を維持していくための議論の資料に，ま

た，児童・生徒による各小中高校構内での生態系の解析

とモデル化の学習の比較材料に成り得るものである。

2 ．食物網とエネルギー流に基づく生態系復元の方法

(1) 生態系復元について

生態系の復元は，単位時間の空間に存在する生物の

種類と個体数に基づくため，復元しようとする生態系

の環境や構成種，個体数を求める必要がある。そのた

め，生態系の復元では，種々の生息範囲を持つ生物種

のオーバーラップにより形成されている空間のエネル

ギー流を考察することになり，対象とする地域で認め

られる動植物種を全てリストアップし，それらの個体

数を計数する必要がある。

(2) 純一次生産力と変換効率

純一次生産力（NPP = Net Primary Productivity）とは，

植物が生産した有機物量から植物自身が呼吸などで消
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費した有機物量を除いた量を表す。NPPは植物から見

積もられており（Whittaker, 1975），単位面積，単位時

間当たりに生産される植物量の乾燥重量で表される。

しかし，生産力をエネルギーの単位として扱うため，

本研究では植物の乾燥重量 1 g 当たり 4.25 kcal の熱量

を乗じた（Whittaker, 1975）。

これにより，生態系のNPPがもつエネルギー量が

（あるいはNPPのエネルギー量が）推定される。生産さ

れたエネルギーの全てが利用できるわけではなく，あ

る栄養段階を通過する際には，必ずエネルギーの損失

が生じる。一部は遺骸や排泄物として分解者の系に入

り，一部は呼吸熱や活動エネルギーとなる。このエネ

ルギー流の損失は，3 つの変換効率により見積もられ

る。それは，消費効率（CE = Consumption efficiency），

同化効率（AE = Assimilation efficiency）と生産効率

（PE = Production Efficiency）である（図 1 ）。従って，

ある栄養段階から次の栄養段階への総体としてのエネ

ルギー変換効率はCE×AE×PEで求められる。本研究

では Begon et al.（1999）と Heal and MacLean.（1975）が

示した変換効率に基づいた。生物の生産力の大部分は

消費されることなく分解者の系に入る。分解者の系は

草原群集の二次生産力の98%を担うと解釈されている

が（Begon et al., 1999），その生産力は植食者の系（生

きている植物を消費している動物群集）にほとんど影

響しない。そのため，本研究では植食者の系のみを対

象に解析する。

(3) 動物の体重と所要エネルギー量

所要エネルギー量とは生物が生活するために要する

エネルギーのことであり，エネルギー流に注目して生

態系を復元することが本研究で最も重要なことである。

所要エネルギー量を見積もる公式が示されてきた。本

研究では動物の代謝や活動性に応じて柔軟に対応する

ことができるMatsukawa et al.（2005）及び柊原ほか

（2004）の式を用いる（表 1）。

これらの式では，動物の体重や食性から所要エネル

ギー量を求めることができる。

図 1 栄養段階の一つの生体を通過するエネルギー流のパターン．Begon et al.（1999）を改変

表 1 動物の所要エネルギー量要求式

動物の種類� 式�（単位，kcal / day） 

草食哺乳類 2×�(70×�W0.75
)×�(1/0.5)

肉食哺乳類 2×�(70×�W0.75
)×�(1/0.8)

鳥類 2×�(78.3×�W0.723
)×�(1/0.5)

外温性肉食動物 2×�(70×�W0.75
)×�(1/0.8)×�0.15
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(4) エネルギーの分配と個体数の推定

エネルギーの分配比は動植物種の確認個体数と個体

の所要エネルギー量の積を求め，それらの比により見

積もることができる（Matsukawa et al., 2005）。例えば，

ある栄養段階にA種とB種が存在するとし，それぞれの

個体数が aと b，所要エネルギー量がαとβ，この栄養

段階で利用できるエネルギー量をεと仮定すると，A

種の利用できるエネルギー量はε×（aα/（aα＋bβ））で

求められる。これより，各分類群に分配される年間の

総エネルギー量が見積もられる。この値を各分類群の

個体の所要エネルギー量で除すれば，仮定した面積に

存在可能な動物の個体数が見積もられ，上位の栄養段

階へ移行したエネルギー量についても同様の計算を繰

り返すことで個体数が算出できる。

3 ．東京学芸大学構内の生態系の復元

(1) 調査地について

東京学芸大学は東京都小金井市にあり，敷地面積は

約310,000m2である（図 2 ）。東京学芸大学は周辺地域

に比べ緑が多く朝夕は人も少ないため動物相の調査を

行うのに大変適している。

(2) 生物相

東京学芸大学構内に生息する植物，無脊椎動物・脊

椎動物を対象とする。観測により脊椎動物は32属37種，

無脊椎動物は200種を確認した。脊椎動物に関しては，

日中に活動し最も目に留まる鳥類を中心に調査した。

両生類，爬虫類，哺乳類に関しては目撃情報を中心に

調査し，個体数を観測できない種については，斎藤

（2000）や唐沢（2002）を参考にセンサスを推定した。

鳥類は季節により観測した個体数が異なるので平均観

測数を存在個体数とした。図 3 にセンサスおよび個体

群密度を示す。

（⁄）植生

東京学芸大学管財係（2002）は，中高木を対象に調

査し，およそ213種，4,500本の樹木を確認し，東京学

芸大学樹木地図を示した。しかし，確認された樹木の

全てが生育しているわけではなく，枯死しているもの

や伐採されている樹木も多く存在する。そのため，東

京学芸大学管財係（2002）を基に，現在の樹木の生息

地や種類，本数を調査した。その結果，樹木地図に示

された樹木の 1 割が枯死もしくは伐採されていること

を確認した。 1 m2あたり樹木の生育本数は岐阜県荘川

村の広葉樹総合実験林では 1 本（横井，2003）で，東

濃地域のヒノキ林では0.02～0.2本（茂木，2004）であ

る。東京学芸大学に生育している樹木は針葉樹と広葉

樹の混合林であることから，1 m2あたりの生育本数を

0.4本として，樹木の被食面積を約10,250m2と推定した。

図 2 東京学芸大学構内地図
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また，構内に生育する草本の生育範囲を調査・計測し

た結果，草本の被植面積は約3,000m2である。

（¤）無脊椎動物

（¤_ 1 ）調査地と方法

昆虫は季節により出現する種が異なる。そのため

2004年の春から秋にかけて計10回，延べ15日間にわた

り植物が比較的多く生育している農場，人文棟，武道

場周辺を中心に調査した。調査方法は馬場・平嶋

（1992）に従い，以下の調査方法を用いた。

q見採り法（ネッティング）

採集地域を歩き回り，目についた昆虫を採集する方

法で，捕虫網で採集する方法がネッティングである。

チョウ，トンボ，大型のコウチュウ，ハチやカメムシ

などが対象となる。採集した昆虫は毒瓶や三角紙に移

して殺虫し，保存する。

wベイトトラップ

およそ 2 m間隔でプラスチックの容器の縁が地面と

同じ高さになるように埋め込み，容器内にベイト（罠

の餌）を入れる。そして，容器の中におちた昆虫を翌

朝以降に回収する。仕掛けるトラップが多いと回収時

に解らなくなることがあるので設置した場所を地図上

に記し，全て回収する。設置したトラップを回収せず

そのままにしておくと次々に昆虫が落ち込み，無意味

に昆虫を殺すことになるため注意が必要である。採集

した昆虫はベイトが付着しているため，水で洗浄した

後に毒瓶に移して殺虫し，保存する。

eライトトラップ（カーテン法）

夜間，1.5～ 2 m程度の白布のスクリーン（カーテン）

を見通しのよい場所に張り，その前に蛍光管（ブラッ

クライト等）を吊して点灯し，光に誘引される昆虫を

採集する。採集した昆虫は毒瓶や三角紙に移して殺虫

し，保存する。

（¤_ 2 ）結果

肉食性昆虫，草食性昆虫，真正蜘蛛類，甲殻類など

これまでに48科119種を同定した（表 2 _ 1，2 _ 2）。こ

の調査以外にも敷地内で偶然採集した昆虫は多く，そ

れらの種も含めた。しかし，採集した昆虫の多くが未

同定であり，特に双翅目の分類・同定ができていない。

（‹）脊椎動物

（‹_ 1 ）鳥類

(1) 調査地と方法

季節毎に構成種が変化し，種により活動時間も異な

る。そのため，春は早朝（07：30～08：30）と夕方

（16：30～17：30）に，夏は早朝（05：30～08：00）と

夕方（16：30～18：30）に，秋は早朝（06：30～08：

30）と夕方（15：45～16：45）に観測した。観測は延

図 3 東京学芸大学構内における構成種の個体群密度
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べ15日間実施した。観測時間が異なるのは日の出・日

の入りが異なるためで，早朝は日の出からおよそ30分

後，夕方は日の入りまでを目安として実施した。観測

者の多くは今回が初めての観測である。観察のポイン

トを共通認識するため，観測前にレクチャーした。ま

た，観測誤差を減少させるため複数人で観測をした。

観測方法は，唐沢（1973），大迫（1989）に従い，鳥種

の確認に蛇行法と定点観測法を，個体数の推定には蛇

行法を用いた。調査方法を以下に示す。

q蛇行（ラインセンサス）法

この方法は調査地全域の全個体数を調べることがで

き，調査地全域でラインセンサスを行い，出現したあ

らゆる種類と個体数を記録する。ラインセンサスとは

一定のルートに従って時速 1 ～1.5km（約20m/分）で

歩き，観測者から25～50m圏内で観測した鳥類を記録

する方法である。今回の調査では観測者から50m圏内

に観測できた鳥類の種類・数・場所・飛んでいる方

向・時間を記録した。飛んでいる鳥類の方向と時間を

記したのは観測地域が隣接しているので重複して記録

する可能性があるためで，集計時に補正する。判別で

きない鳥類については，大きさを 7 段階で記し，鳴き

声や模様も合わせて記し，観測後に図鑑などで同定す

る。ラインセンサスのルートを図 4に示す。

設定範囲に生息する鳥類の個体数は，（観測個体数 /

観測範囲）×設定範囲で推定できる。

w定点観測法

この方法は，調査地域に生息する鳥類の種類や出現

率を求める方法である。構内の各地点で，50m圏内に出

現した鳥種，個体数，鳴き声，飛んでいる方向と時間を

記録した。記録の重複と判別不明の鳥類については蛇

行法と同様にして行う。図 5に定点観測の地点を示す。

(2) 結果

調査の結果，24属29種の鳥類を確認した（表 3）。ま

た，各季節の観測結果を表 4 に示す。各季節ともに朝

の観測総数が夕方の観測総数を大きく上回り，夏と秋

ではその差は160羽以上である。

（‹_ 2 ）両生類・爬虫類

今回の調査で確認できた種は，アズマヒキガエル

（Bufo japonicus formosus），ウシガエル（Rana catesbeiana），

ヤモリ（Gekko japonicus），アオダイショウ（Elaphe

climacophora）である。ウシガエル（Rana catesbeiana）

は自然館周辺で数匹観測されたのみで，アオダイショ

ウ（Elaphe climacophora）は人文棟前で一度のみ 1 匹

を確認した。アズマヒキガエル（Bufo japonicus

formosus）は個体数が多く至る所で観測した。

（‹_ 3 ）哺乳類

哺乳類はハクビシン（Paguma larvata），ネコ（Felis

catus），ネズミ（Mus sp.），アブラコウモリ（Pilistrellus

abramus）を確認した。ハクビシン（Paguma larvata）

は夜行性ということもあり直接確認したのは 1 度のみ

図 4 ラインセンサスルート
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表 2 _ 1 昆虫確認リスト
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表 2 _ 2 昆虫確認リスト
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図 5 定点観測地点

表 3 野鳥確認種
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である。また，夜行性であるタヌキ（Nyctereutes

procyonoides）は今回の調査では確認することができず

目撃証言による。ただし，無脊椎動物の調査で使用し

たベイトトラップが，仕掛けるたびに荒らされベイト

（罠の餌）が無くなっていた。容器に残されていた歯形

や周りの土を掘り起こした形跡から，ハクビシン

（ Paguma larvata）もしくはタヌキ（Nyctereutes

procyonoides）によるものと考えられる。構内には多数

のネコ（Felis catus）が生息している。大学の事務職員

や早朝に大学を訪れた人が多くの餌を与えており，飼

い猫に近い状態である。コウモリに関しては，夜行性

のうえ飛翔しているため，種の確認まではできなかっ

た。そのため，東京都高尾自然科学博物館の観測記録と

本研究の調査で確認したコウモリの大きさを目安に東

京に最も多く生息しているアブラコウモリ（Pipistrellus

abramus）とした。ネズミは糞のみを確認し，その大き

さからハツカネズミの仲間であるとした。

(3) 食物網構造

今回の調査では，カラス（Corvus cyana , Corvus

macrothynchos）がゴミを漁っている姿やセミなどの昆

虫を捕食している姿を観測した。カラス（Corvus cyana,

Corvus macrothynchos）を除く鳥類は，果実や昆虫類を

捕食している姿を確認した。これらを基に食物網構造

を推定すると，多くの雑食動物と肉食動物とに分けら

れる。ネズミ（Mus sp.），モグラ（Mogera sp.），カラ

ス（Corvus cyana, Corvus macrothynchos）を除く鳥類，

アブラコウモリ（Pipistrellus abramus），ハクビシン

（Paguma larvata），タヌキ（Nyctereutes procyonoides）

を雑食動物とした。カラス（Corvus cyana , Corvus

macrothynchos）を除く鳥類は，植物と動物から得る食

べ物の摂取率が種によって異なるが全て雑食であるた

め鳥類として一つの分類にまとめた。肉食動物とした

のは，昆虫と腐食者系の餌（ダンゴムシやミミズなど）

のみを捕食するアズマヒキガエル（Bufo japonicus

formosus）とウシガエル（Rana catesbeiana），ネズミ

（Mus sp.）や鳥類を主食とするアオダイショウ（Elaphe

climacophra），ネコ（Felis catus）である。また，現在

の都市に生息しているカラス（Corvus cyana, Corvus

macrothynchos）はそのほとんどを人間が出す生ゴミか

ら得ており，肉類を好み植物性の食べ物をさけること

からカラス（Corvus cyana, Corvus macrothynchos）を肉

食動物とした（矢野，2004）。

昆虫は草食性昆虫と肉食性昆虫が存在している。肉

食性昆虫は主に死骸を餌としているため全ての動物種

を食料としている。また，モグラはミミズを主食とし

ているため食物網にミミズを加えた。ミミズは土中の

有機物からエネルギーを得る腐食者である。以上のこ

とから推定される食物網を図 6に示した。

(4) 復元モデルの適用

動物各種の所要エネルギー量を求め，食物網モデル

を元にエネルギー流を計算した。ただし，ミミズは腐

食者であるため計算から除外した。現世の生態系には

ネズミ（Mus sp.）やモグラ（Mogera sp.）のような数

多くの雑食動物が存在しており，植物と動物から得る

エネルギー比率が，それぞれの種により異なる。例え

ば，一次消費者のネズミが動物（昆虫）と植物から得

るエネルギー比率が 6 ： 4 の場合，一次消費者が利用

できる動物と植物のエネルギー量のうち，動物から 6

割，植物から 4割のエネルギーを得ていることになる。

その為，雑食動物のエネルギー分配は動物と植物から

得るエネルギー比率に応じて変更して計算した。計算

に用いた諸々の数値と結果を表 5 と表 6 に示す。図 7

に推定された個体数に基づくセンサスおよび個体群密

度を示す。

(5) 生態系の構成と構造

（⁄）観測個体数と推定個体数

推定個体数と観測個体数の誤差は，鳥類（カラス

（Corvus cyana, Corvus macrothynchos）を除く）で1.113

倍～1.125倍，ネズミ（Mus sp.）が0.930倍，タヌキ

（Nyctereutes procyonoides）が1.000倍，ハクビシン

（Paguma larvata）が1.500倍で近い値である。多少の誤

差が出たのは，モグラ（Mogera sp.）の0.600倍とアオ

ダイショウ（Elaphe climacophoa）の2.000倍である。ま

た，ネコ（Felis catus）が0.095倍，アズマヒキガエル

（Bufo japonicus formosus）が0.010倍で，アブラコウモ

リ（Pipistrellus abramus）は0.033倍，カラス（Corvus

cyana, Corvus macrothynchos）が0.018倍と観測個体数を

大きく下回った。ウシガエル（Rana catesbeiana）の推

定個体数は0.200倍である。

モグラは推定個体数が観測数の約半数を示す。これ

は，モグラの主食が土中の養分からエネルギーを得る

表 4 構内の観測結果（ /羽）
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図 6 東京学芸大学構内の食物網モデル

表 5 現世生態系復元の計算に用いた既定値と計算値

タ�ー�デ�値�位�単�
積�面�総� m

2 675,413 果�結�査�調�
積�面�木�樹�被� m

2 521,01 果�結�査�調�
積�面�本�草�被� m

2 000,3 果�結�査�調�
の�木�樹� PPN m/lack

2
y/ 5791,rekattihW313,5

の�本�草� PPN m/lack
2
y/ 5791,rekattihW055,2

量�産�生�次�一�る�け�お�に�域�全�学�大�芸�学� 360,934,16y/lack

率�効�費�消�次�一�の�木�樹� 5791,rekattihW50.0oitar

率�効�費�消�次�一�の�本�草� 5791,rekattihW52.0oitar

（�量�費�消�次�一�の�木�樹� A）� 354,986,2y/lack

（�量�費�消�次�一�の�本�草� B）� 005,219,1y/lack

（�量�費�消�次�一�の�物�動�食�草� A＋�B）� 359,106,4y/lack

率�効�化�同�の�物�動�食�草� 5791,naelcaM&laeH05.0oitar

率�効�産�生�の�物�動�食�草� 5791,naelcaM&laeH20.0oitar

量�産�生�次�二�の�物�動�食�草� 020,64y/lack

率�効�費�消�次�二�の�類�乳�哺�食�肉� 9991,.la.tenogeB57.0oitar

量�費�消�次�二�の�類�乳�哺�食�肉� 515,43y/lack

率�効�費�消�の�虫�昆� 9991,.la.tenogeB50.0oitar

量�費�消�の�虫�昆� 359,170,3y/lack

率�効�化�同�の�虫�昆� 5791,naelcaMandlaeH04.0oitar

率�効�産�生�の�虫�昆� 5791,naelcaMandlaeH04.0oitar

量�産�生�の�虫�昆� 315,194y/lack

率�効�費�消�る�す�対�に�虫�昆�の�者�費�消�位�上� 5791,naelcaMandlaeH50.0oitar

量�費�消�る�す�対�に�虫�昆�の�者�費�消�位�上� 675,42y/lack

表 6 現世生態系における観測個体数と計算結果および誤差率



東 京 学 芸 大 学 紀 要　自然科学系　第57集（2005）

－ 170－

ミミズで，そのミミズは腐食者なので，ミミズのエネ

ルギー量が計算されていないためである。従って，ミ

ミズを主食とするモグラの個体数は少なく見積もられ

ることになる。また，カラス（Corvus cyana, Corvus

macrothynchos）やネコ（Felis catus）はゴミと人間から

エネルギーを大量に得ている。カラス（Corvus cyana,

Corvus macrothynchos）やネコ（Felis catus）は自然界

以外からエネルギーを得ているため，利用できるエネ

ルギー量が大幅に増加する。従って，観測個体数が推

定個体数を大きく上回る。以上のことから誤差が発生

する要因は，q腐食者からエネルギーを得ている動物

種の存在，w人為的影響があげられる。しかし，この

要因では説明できない動物種が存在する。アズマヒキ

ガエル（Bufo japonicus formosus）とウシガエル（Rana

catesbeiana）が摂食するのは昆虫と腐食者系の餌（ダ

ンゴムシやミミズなど）のみであるため，qとwの影

響はあまり受けないと思われる。他の可能性として，

危険を察知すると体表面から毒を分泌するため捕食さ

れることがほとんど無い。従って，捕食圧がかからない

ことから個体数が増加したとも考えられる。ただし，カ

エル（Bufo japonicus formosus, Rana catesbeiana）が摂食

するのは昆虫と腐食者系の餌（ダンゴムシやミミズな

ど）のみであるため自然界から得るエネルギー量も限

られる。アズマヒキガエル（Bufo japonicus formosus）

とウシガエル（Rana catesbeiana）の増加要因は腐食者

系の餌（ダンゴムシやミミズなど）をエネルギー計算

に含めていなかったことによると思われる。

（¤）生態ピラミッド

観測値と推定値に基づき，エネルギー（kcal/y/m2），

個体数（個体数/m2），生体量（g/m2）の 3 つの生態ピ

ラミッドを作成した。観測値に基づく生態ピラミッド

は，高次消費者が下位の消費者を上回る異常なピラミ

ッドが示される（図 8）。しかし，推定値を基に作成し

た生態ピラミッドは頂点が上を向いたピラミッドであ

る（図 9）。これは，観測個体数と推定個体数の誤差が

特に大きいカラス（Corvus cyana, Corvus macrothynchos），

ネコ（Felis catus），アズマヒキガエル（Bufo japonicus

formosus）とウシガエル（Rana catesbeiana）が高次消

費者を上まわる異常なピラミッドを形成する原因であ

ると考えられる。そのため，カラス（Corvus cyana,

Corvus macrothynchos），ネコ（Felis catus），アズマヒ

キガエル（Bufo japonicus formosus）とウシガエル

（Rana catesbeiana）の観測個体数を除いた生態ピラミ

図 7 東京学芸大学構内における構成種の個体群密度（観測個体数→推定個体数）
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ッドを作成した（図10）。観測値と推定値に基づき形成

されたピラミッドは，それぞれの栄養段階の値がほぼ

同じとなった。ただし，全ての生態ピラミッドにおい

て推定値がわずかに観測値を上回る。これは，各生態

ピラミッドを作成するときに，異常の原因と推定した

動物種の値を全て除いたが，推定された生態系にもこ

の 4 種の個体がわずかに生息することは可能である。

従って，その個体数分だけ推定値が上回ったと考えら

れる。

以上のことから現世生態系でエネルギー流に基づい

た生態系復元を行った場合，観測個体数と推定個体数

の誤差が大きく示された。また，誤差率の大きい種を

除いた生態系がその地域のほぼ正常な生態系であると

考えられる。

4 ．教材化に向けて

本研究では，現世の生態系を定量的に復元した。

「生態系」という用語は小学校では扱われない。し

かし，他の生物からエネルギーを得ることで動物は生

存することは学習する。「生態系」についての本格的な

学習が始まるのは中学校からである。中学校第二分野

「大地の変化」の単元では，地層をつくる岩石とその中

の化石を手掛かりとして過去の環境と年代を推定する。

また，「植物の生活と種類」と「動物の生活と種類」の

単元では，植物と動物について学習する。そして「自

然と人間」の単元で，これまでの学習を基に生態系中

の基本的な食物連鎖を理解する。さらに，高等学校理

科総合Bの「生命と地球の移り変わり」と「多様な生

物と自然の釣り合い」の単元で発展的な学習を行う。

図 8 観測値に基づく生態ピラミッド．左：エネルギーに基づくピラミッド（kcal /m2/y），中央：個体数に基づくピ
ラミッド（/km2），右：生体量に基づくピラミッド（g/m2）

図 9 推定値に基づく生態ピラミッド．左：エネルギーに基づくピラミッド（kcal /m2/y），中央：個体数に基づくピ
ラミッド（/km2），右：生体量に基づくピラミッド（g/m2）

図10 観測値よりカラス，ネコ，カエルの観測個体数を除いたエネルギーピラミッド（kcal/m2/y）．左：エネルギー
に基づくピラミッド（kcal /m2/y），中央：個体数に基づくピラミッド（/km2），右：生体量に基づくピラミッ
ド（g/m2）



これらの単元では，過去から現在，そして未来におけ

る生物とそれを取り巻く環境の変遷や人間活動とのか

かわりを中心に，自然の事物・現象を理解させる。し

かし，これらで扱う生態系は定性的なもので，理屈と

しては理解できるが，確かめる作業を伴わない（ただ

し，教科書によっては，土中の動物を調べる実験もあ

る）。そのため，いわゆる「お話」の単元とされている。

本研究では生態系を定量的にモデル化できることを

示したため，生態系内に存在する生物種の個体数や生

態系の構成種の入れ替えに伴う生態系の置換について

の考察が可能になる。例えば，児童・生徒が通学する

学校内の生物種や個体数を調査し，生態系をモデル化

し，定量化することは可能である。しかし，小・中学

校では生態系復元の方法を理解するのは困難である。

そのため，今後の課題として，学校で利用できるため

に，児童・生徒が生物種の分類やサイズ測定など，モ

デル化に必要な図鑑，マニュアルや計算プログラムな

どの作成が必要である。各地域により生息する生物種

が異なるため，地域の生物種を網羅した図鑑を作成し

なければならない。

5 ．結　　論

a 東京学芸大学構内の動植物種を調査・研究し，食

物網とエネルギー流に基づいて定量的にモデル化

した。

s 生態系は，裾野の広い生産者とわずかな高次消費

者からなる生態ピラミッドを形成する。しかし，

東京学芸大学構内の生態系では，アブラコウモリ

（Pipistrellus abramus），カラス（Corvus cyana,

Corvus macrothynchos），ネコ（Felis catus），や二種

のカエル（Bufo japonicus formosus, Rana catesbeiana）

の存在により高次消費者が下位の消費者を上回る

「異常」なピラミッドを形成する。これは，生態系

が人為的影響を受けた場合の例を示す。

d これまで，学校では，生態系が定性的に扱われて

いるため，理屈としては理解されているが，確か

める作業がない為，いわゆる「お話」として終わ

る単元とされてきた。しかし，ここで示した方法

を用いれば学校内の生態系の構成種を自身で調べ，

定量的に復元することが可能である。ただし，こ

の操作を理解するのは非常に困難なため，この操

作を簡便化するため，生物種の分類などに必要な

図鑑，マニュアルや計算プログラムの作成が必要

である。
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