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２．本年度の実績概要 

本プロジェクトは、 “進化生態学的ビッグデータ”を駆使し、陸海域の生物多様性パター

ン形成に関する一般理論の探求を目標にしている。このような包括的な大テーマをメタプ

ロジェクトと定義し、以下のようなサブテーマを国際共同研究として実施した。１）全球

スケールの植物種分布情報を元にした樹木種の多様性推定、２）森林群集の分類学的系統

学的ベータ多様性に基づいた森林バイオームの歴史的多様化、３）全球スケールの種プー

ルからの階層的フィルターリングプロセスに基づいた局所森林群集の形成機構、４）系統

フィールドアプローチに基づいた植物種の侵入機構の解明、５）多分類群の種アバンダン

ス分布の統計分布の比較解析、６）樹木の化石情報と現生フロラ情報を統合した生物多様

性の緯度勾配の歴史的動態、７）空間的保全優先度の順位づけアルゴリズムの比較分析に

基づいた生物多様性保全計画の分析、８）熱帯アンデスの緯度・標高勾配プロットを用い

た植物群集の機能的・系統的多様性パターン分析、９）日本産維管束植物種の保全重要度

評価に関する研究、１０）地表観測情報と衛星・空中画像データを統合した広域スケール

での生物多様性観測手法の開発、１１）日本産樹木種の種子発芽・機能特性および貯蔵可

能性の地理的パターン分析、１２）森林撹乱様式の全球パターン解析、１３）東南アジア

島嶼環境における植物多様性地図化。これらのサブテーマの具体的な進捗の概要を以下に

述べる。 

全球スケールの樹木分布情報を用いた樹木多様性推定では、前年度までに構築した樹木分

布データセットを用いて、全球レベルでの樹木種多様性推定の解析を進めた。海外連携研

究者らと議論し論文執筆を進め、国際生物地理学会（スペイン・マラガ）、熱帯生物学・

保全協会学会（マレーシア・クチン）、国際マメ科会議（仙台）において発表した。全球ス

ケールのサンゴ分布情報を用いたサンゴ多様性推定では、データの充足度および多様性の

推定誤差の地理的パターン、空間スケール依存性や追加採集努力の最適配分を分析した。

これらの解析結果は、琉球大学にて海外共同研究者らと議論し、琉球大学で開催した国際

シンポジウムにおいて発表し、国際学術誌の特集号への寄稿としての投稿準備を進めた。

森林群集の分類学的系統学的ベータ多様性に基づいた森林バイオームの歴史的多様化では、全

球森林群集プロットデータによる樹木種組成の非類似度分析の結果をもとに、連携研究者

と議論し、国際植生学会（米国・モンタナ）において発表した。全球スケールの種プール

からの階層的フィルタリングに基づいた局所森林群集の形成機構では、前年度の計画に沿

って解析と共著論文の執筆を進め、ヨーロッパ保全生物学会（フィンランド・ユバスキュ

ラ）において発表した。系統フィールドアプローチに基づいた植物種の侵入機構の解明では、

日本の外来植物の定着成功メカニズムについて海外連携者とオンライン上で議論を進め、

投稿論文をまとめた。熱帯アンデスの植物群集の機能的・系統的多様性パターン分析につ

いては、投稿論文を準備した。このほか、Kew 植物園の研究者らによる、気候変動と植物利

用に関する総説論文に共著者として加わり、有用植物利用の将来リスクに関する生物地理

学的考察について執筆した。東南アジア島嶼における植物多様性地図化では、植物多様性

地図の構築を目的として、フィリピンにおける木本種の分布情報の収集を行い、共著論文

を準備した。 
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３．到達目標に対する本年度の達成度及び進捗状況 

英国の Kew 植物園とフィンランドのヘルシンキ大学を拠点として、生物多様性ビッグデー

タを用いた複数のサブプロジェクトを推進した。なお、若手研究者養成の観点から、派遣

研究者と海外共同研究者およびプロジェクトリーダーとの連携を戦略的な形式に洗練させ

た。具体的には定期的なミーテイング、さらにプロジェクトリーダーを含めたスカイプミ

ーテイングなどを実施して、共著論文の作成を効率的に進めるようにした。さらに、海外

派遣研究者の研究ニーズに応じて、各派遣者のサブプロジェクトを後方支援する観点から、

日本国内で生物多様性ビッグデータの構築も推進した。サブプロジェクト毎の目的に応じ

て、各派遣研究者は、英国の Kew 植物園、米国のスミソニアン博物館、ニューヨーク市立

大学、台湾大学、デンマークのオーフス大学、フィンランドのヘルシンキ大学、英国のバ

ーミンガム大学に滞在して、連携研究者と共同してデータ解析や論文執筆を行って、共同

研究の国際的ネットワーク形成を推進した。また生物多様性情報の情報不足地域である東

南アジア地域の熱帯林の植物分布情報を充足するための現地調査を、フィリピンやマレー

シアなどで実施した。同時に、英国のバーミンガム大学、Kew 植物園、香港大学、台湾大

学、台湾清華大学、ニュージーランドのオークランド大学、カンタベリー大学、フィンラ

ンドのヘルシンキ大学、など、海外の連携研究者を日本に招聘した。海外連携機関の研究

者の招聘は合計 10 名に上った。派遣研究者と協働してワークショップや国際シンポジウム

（沖縄とニューヨークで合計 2 件）を開催した。以上のような海外派遣や日本招聘など双

方向的な研究者交流を通した研究活動の成果は、国際学会や学術雑誌に論文発表した。国

際学会で口頭あるいはポスター発表した論文数は 14 編、国際シンポジウムで発表した論文

数は 6 編、原著論文の発表数は 18 編に上った。 

今年度において、２名の派遣研究者が海外派遣の１０ヶ月以上の条件を達成した。このよ

うな数値目標の達成にとどまることなく、海外研究者との人的交流を通じた国際研究ネッ

トワークの構築・強化の観点から、派遣研究者にワークショップや国際シンポジウムを企

画させ、ネットワーキングの拡張を推進できた。また、海外連携者を組織化した学術雑誌

の特集号のエデイターを派遣研究者に担わせて、若手養成を推進できた。さらに、本事業

終了後の後継プロジェクトについても海外共同研究者と議論を開始し、予算獲得の準備を

進めた。具体的には、王立キュー植物園との共同プロジェクトは海外の民間財団の助成を

受け、本事業から派生したプロジェクト（種子保存を通した植物多様性の生息域外保全の

関する研究）を立ち上げることができた。また、香港大学、ポーランドのニコラスコペル

ニクス大学、フィンランドのヘルシンキ大学との共同研究も、それぞれの共同研究者の研

究プロジェクトのグラントに参画することで、継続の目処を立てようとしている。派遣研

究者が持参している生物多様性ビッグデータを研究資産として海外研究者を戦略的に巻き

込み、派遣研究者が派遣先でもハブ研究者として機能することで、国際的ネットワーキン

グや共同研究を展開しており、飛躍的な人材育成効果を上げることができた。組織支援型

の国際共同研究推進事業のメリットを最大限に生かして、大規模なメタプロジェクトの元

に多数のサブプロジェクトを展開して、個人レベルではできない共同研究や国際ネットワ

ークを構築し、同時的に若手研究者養成を十分に達成できた。 
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４．日本側研究グループ（実施主体）の研究成果発表状況（本年度分） 

①学術雑誌等（紀要・論文集等も含む）に発表した論文又は著書 

論文名・著書名 等 
（論文名・著書名、著者名、掲載誌名、査読の有無、巻、最初と最後の頁、発表年（西暦）について記入してくだ

さい。）（以上の各項目が記載されていれば、項目の順序を入れ替えても可。）  
・査読がある場合、印刷済及び採録決定済のものに限って記載して下さい。査読中・投稿中のものは除きます。 

・さらに数がある場合は、欄を追加して下さい。  

・著者名について、責任著者に「※」印を付してください。また、主担当研究者には二重下線、担当研究者については下  線、

若手研究者については 波  線  を付してください。 

・海外の連携機関の研究者との国際共著論文等には、番号の前に「◎」印を、また、それ以外の国際共著論文等については

番号の前に「○」印を付してください。また、主要連携研究者については斜体・太下線、連携研究者については斜体・破線と

してください。 

○

１ 
Lehtomäki, J., ※Kusumoto, B., Shiono, T., Tanaka, T., Kubota, Y., & 
Moilanen, A. (2018). Spatial conservation prioritization for the East 
Asian islands: A balanced representation of multitaxon biogeography in a 
protected area network. Diversity and Distributions, 25(3), 414-429. （査
読有） 

◎

２ 
Matthews T. Borregaard M. Gillespie . Rigal F. Ugland K. Krger R. Marques 
R. Sadler J. Borges P. Kubota Y. Whittaker R.Extension of the gambin model 
to multimodal species abundance distributions.  Methods in Ecology and 
Evolution. 査読有 . 2018. 

◎

３ 
Nakadai R. Matthews T. Kubota Y. The two-parameter Weibull distribution as 
a universal tool to model the variation in species relative abundances. 
Ulrich W. Ecological Complexity. 査読有 . 36:110-116.2018. 

○

４ 
※Takashina N. Kusumoto B.Kubota Y. Economo EP. A geometric approach to 
scaling individual distributions to macroecological patterns.  Journal of 
theoretical biology. 査読有 . 461:170-188.2018. 

５  Nagahama A. Kubota Y. Satake A. Climate warming shortens flowering 
duration: a comprehensive assessment of plant phenological responses based 
on gene expression analyses and mathematical modeling.  ECOLOGICAL 
RESEARCH. 査読有 . 33(5):1059-1068.2018 

○

６ 
Saihanna S. Tanaka T. Okamura Y. Kusumoto B. Shiono T. Hirao T. Kubota Y. 
Murakami M. A paradox of latitudinal leaf defense strategies in deciduous 
and evergreen broadleaved trees. ECOLOGICAL RESEARCH. 査読有 . 33(5):1011-
1017.2018. 

○

７ 
※Kubota Y. Kusumoto B. Shiono T. Ulrich W.Environmental filters shaping 
angiosperm tree assembly along climatic and geographic gradients.  JOURNAL 
OF VEGETATION SCIENCE. 査読有 . 29(4):607-618.2018. 

○

８ 
※Kubota Y. Kusumoto B. Shiono T. Ulrich W. Multiple filters affect tree 
species assembly in mid-latitude forest communities. Oecologia. 査読有 . 
187:245-253.2018. 

○

９ 
Ulrich W. Kubota Y. Piernik A. Gotelli NJ. Functional traits and 
environmental characteristics drive the degree of competitive 
intransitivity in European saltmarsh plant communities.  JOURNAL OF 
ECOLOGY. 査読有 . 106(3):865-876.2018. 

10 楠本聞太郎，南木大祐，久保田康裕（2019）外来種駆除の生物多様性保全効果：保
全優先地域と脅威動態の関係．統計数理 66 巻（査読有；採録決定済） 

11 ※Takashina, N., Kusumoto, B., Kubota, Y., & Economo, E. P. (2019). A 
geometric approach to scaling individual distributions to macroecological 
patterns. Journal of Theoretical Biology, 461, 170-188.（査読有） 
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12 ※Takashina, N., Kusumoto, B., Beger, M., Rathnayake, S., & Possingham, 
H. P. (2018). Spatially explicit approach to estimation of total population 
abundance in field surveys. Journal of Theoretical Biology, 453, 88-95.
（査読有） 
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②学会等における発表 

発表題名 等 
（発表題名、発表者名、発表した学会等の名称、開催場所、口頭発表・ポスター発表の別、審査の有無、発表年月

（西暦）について記入してください。）（以上の各項目が記載されていれば、項目の順序を入れ替えても可。） 
・発表者名は参加研究者を含む全員の氏名を、論文等と同一の順番で記載すること。共同発表者がいる場合は、全

ての発表者名を記載し、責任発表者名は「※」印を付して下さい。発表者名について主担当研究者には二重下線、

担当研究者については  下  線  、若手研究者については  波  線  を付してください。  
・口頭・ポスターの別、発表者決定のための審査の有無を区分して記載して下さい。  
・さらに数がある場合は、欄を追加して下さい。  
・海外の連携機関の研究者との国際共同発表には、番号の前に「◎」印を、また、それ以外の国際共同発表については番号

の前に○印を付してください。また、主要連携研究者については斜体・太下線、連携研究者については斜体・破線としてくだ

さい。 

１  ※ Kubota Y. Global-scale analysis of woody plant fossils through the 
Cenozoic: a contrasting biodiversity loss between tropical and temperate 
biomes under a changing climate. Symposium on Asian Biodiversity Data and 
Research, City College Center for Discovery and Innovation (CDI), New 
York, 28th January 2019. (審査無；口頭発表) 

２  Kusumoto B. Macroecology and systematic conservation planning with species 
occurrence records: from the East Asian islands to the world .Symposium 
on Asian Biodiversity Data and Research, City College Center for Discovery 
and Innovation (CDI), New York, 28th January 2019. (審査無；口頭発表) 

３  Fujinuma J. Compiling plant diversity data in Southeast Asia: a symbiotic 
partnership between research projects and local herbaria. Symposium on 
Asian Biodiversity Data and Research, City College Center for Discovery 
and Innovation (CDI), New York, 28th January 2019. (審査無；口頭発表) 

４  Shiono T. Biodiversity gradients of vascular plants along latitude and 
elevation on the east Asian continental islands. Symposium on Asian 
Biodiversity Data and Research, City College Center for Discovery and 
Innovation (CDI), New York, 28th January 2019. (審査無；口頭発表) 

５  Kusumoto B.Macroecology and systematic conservation planning with species 
occurrence records: from the East Asian islands to the world.  Symposium on 
Asian Biodiversity Data and Research.  City College Center for Discovery 
and Innovation (CDI), New York. 28th January 2019. (審査無；口頭発表) 

◎

６  

※Kubota Y, Shiono T, Kusumoto B, Yasuhara M. Global-scale analysis of 
woody plant fossil records: a test of regional extinction and range 
dynamics of angiosperm woody genera through the Cenozoic. The 9th Biennial 
Conference of the International Biogeography Society. 8-12 January 2019. 
Malaga, Spain. (審査有；口頭発表) 
 

◎

７  

Kusumoto B. Shiono T. Chao L. Eiserhardt W. Fujinuma J. & Kubota Y. 
Environmental and socio-economic drivers of insufficiency and uncertainty 
in biodiversity estimates: a comparison of wood plant diversity among 
biogeographical regions. The 9th Biennial Conference of the International 
Biogeography Society. 8-12 January 2019. Malaga, Spain. (審査有；口頭発
表) 

８  ※Fujinuma F, Kusumoto B, Shiono T, Kubota Y . Compiling plant diversity 
data in Southeast Asia: a symbiotic partnership between research projects 
and local herbaria、. The 9th Biennial Conference of the International 
Biogeography Society. 8-12 January 2019. Malaga, Spain. (審査有；口頭発
表) 

９ ※ Kubota Y. Large-scale species diversity pattern of stony coral 
assemblage: understanding biodiversity shortfalls.  6th Taiwan-Japan 
Ecology Workshop.  November 23-24, 2018. Taiwan. (審査有；招待講演) 
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10 ※Kubota Y. Biodiversity estimation in space and time.  国際シンポジウム 
Biodiversity estimation in time and space: a macroecological perspective of 
community assembly and diversity patterns. 24th October 2018. University of 
the Ryukyus, Okinawa（本事業の企画シンポジウム；審査無；口頭発表） 

11 Kusumoto, B. Biodiversity estimates of stony coral species: regional and 
global-scale analysis. 国際シンポジウム Biodiversity estimation in time and 
space: a macroecological perspective of community assembly and diversity 
patterns. 24th October 2018. University of the Ryukyus, Okinawa（本事業の企画
シンポジウム；審査無；口頭発表） 

12 ※Kubota Y. Global-scale diversity estimate of woody Leguminosae species: 
disentangling taxonomic data bias and macroecological patterns.  7th 
International Legume Conference - Legume Systematics for Next Generation 
-. 29 Aug - 2 Sept 2018 Sendai City, Japan. (審査有；招待講演) 

○

13 

※Kubota Y and Forest F. Workshop on Big-Data Based Natural History Science 
Organizers: 7th International Legume Conference - Legume Systematics for 
Next Generation -. 29 Aug - 2 Sept 2018 Sendai City, Japan. (審査有；口頭
発表) 

14 ※ Kubota Y.Species pool properties tell historical diversification 
processes: species abundance, phylogenetic and functional structure of 
woody plants on East Asian archipelago. The 61th IAVS Annual Symposium. 
July 22-27 2018. Montana, USA. (審査有；招待講演) 

15 Kusumoto B. Nakadai R. Shiono T. & Kubota Y. Beta diversity of angiosperm 
tree communities: roles of climate and geography.  The 61th IAVS Annual 
Symposium. July 22-27 2018. Montana, USA. (審査有；口頭発表) 

16 Shiono, T., Kusumoto, B., Fujinuma, J., Nakadai, R. & Kubota, Y. 
Biodiversity gradients of woody plants along latitude and elevation: the 
role of functional group-specific cold tolerance. The 61th IAVS Annual 
Symposium. July 22-27 2018. Montana, USA. (審査有；口頭発表) 

17 ※Fujinuma J. Kubota Y et al. Taxonomic diversity pattern of tropical 
woody plant species across the globe. the 55th Annual Meeting of the 
Association for Tropical Biology and Conservation.  2018.07. Malaysia.(審査
有；口頭発表) 

◎

18 
※ Fujinuma J. Kuuluvainen T. Kusumoto B. Shiono T. & ※ Kubota Y. 
Environmental drivers of canopy gap geometry: a meta-analysis of gap 
disturbance regimes across forest biomes. The 5th European Congress of 
Conservation Biology. June 12-15 2018. Jyväskylä, Finland. (審査有；ポス
ター発表) 

◎

19 

※Kusumoto B. Aakala T. Kuuluvainen T. Shiono T. & Kubota Y. Global-scale 
assessment of forest management impacts on biodiversity patterns. The 5th 
European Congress of Conservation Biology. June 12-15 2018. Jyväskylä, 
Finland. (審査有；口頭発表) 
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５．若手研究者の派遣実績（計画） 

【海外派遣実績（計画）】 

年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 合計 

 

派遣人数 

         

     ３人    

 

   

       ２  人  

（     ２人）  

 

      ４  人  

（    ２   人）  

 

４人  

   

※当該年度は実績、次年度以降は計画している人数を記載 

 

【本年度の海外派遣実績】 

 派遣者①の氏名・職名：楠本聞太郎・博士研究員 

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

平成３０年度は、イギリスの Kew 植物園を拠点とし、現地研究者と共同して全球スケ

ールの樹木種多様性の空間分布データの解析を進めた。ヘルシンキ大学（フィンランド）

の海外連携研究者を訪問し、潜在的な群集集合プロセスを捕捉した森林生態系管理に関

する研究について、解析結果をもとに論文の執筆計画について議論した。ニューヨーク

市立大学を訪問し、生物分布モデリングによる、中期的（数十年）時間スケールでの生

物多様性の空間動態に関する共同プロジェクトについて議論した。また、スミソニアン

博物館を訪問し、全球の植物化石情報を用いた長期的（数万年～）時間スケールでの生

物多様性動態解析に関する共同プロジェクトについて議論し、非電子媒体情報の電子化

計画を立案した。このほか、個別の研究課題について、海外連携研究者らと電子メール

上で議論を進め、データ解析及び論文執筆を進めた。 

 

（具体的な成果） 

＜個別課題の進捗＞ 

１）全球スケールの樹木分布情報を用いた樹木多様性推定 

前年度までに構築した樹木分布データセットを用いて、全球レベルでの樹木種多様性推

定の解析を進めた。海外連携研究者ら（ Katherine Willis 博士・ Kew 植物園、 Wolf 

Eiserhardt 准教授・オーフス大学、Lienju Chao 教授・台湾精華大学）と面談し、論文

執筆を進めた。この成果は、2019 年 1 月にスペインのマラガで開催された国際生物地理

学会において発表した。 

２）全球スケールのサンゴ分布情報を用いたサンゴ多様性推定 

樹木種と同様のアプローチを全球の石サンゴに適用し、全球スケールでのサンゴ多様性

の推定を行った。サンゴの場合、分布情報の空間的バイアスや情報不足が樹木種よりも

深刻であるため、データの充足度および多様性の推定誤差の地理的パターン及び空間ス

ケール依存性に焦点を当てて解析を行った。また、データ不足を効果的に解消するため

に、シミュレーションによって追加採集努力の最適配分を分析し、採集優先地域を特定

した。これらの解析結果は、琉球大学にて海外共同研究者ら（安原盛明准教授・香港大

学、Lienju Chao 教授・台湾精華大学、Chih-Lin Wei 准教授・台湾国際大学、Mark Costello

教授・オークランド大学）と議論し、共著論文としての執筆計画を検討した。この研究

成果については、2018 年 10 月に琉球大学で開催した国際シンポジウムにおいて発表し

た。現在は、Ecological Research 誌の特集号への寄稿論文として、投稿準備を進めてい
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る。 

３）森林群集の分類学的系統学的ベータ多様性に基づいた森林バイオームの歴史的多様

化 

前年度に行った全球森林樹木プロットデータによる樹木種組成の非類似度分析の結果を

もとに、連携研究者である Tom Matthews 博士（バーミンガム大学）と相談し、解析枠組

みと結果の解釈を再検討した。現在は、Matthews 博士を共著者として加え、データの最

終解析と投稿論文の準備を進めている。この成果は 2018 年 7 月に米国のモンタナで開催

された国際植生学会において発表した。 

４）全球スケールの種プールからの階層的フィルターリングプロセスに基づいた局所森

林群集の形成機構 

樹木種集合における人為攪乱（森林伐採）フィルターの大陸間比較に関する研究につい

て、前年度にヘルシンキ大学の Timo Kuuluvainen 教授と Tuomas Aakala 博士と議論した

計画に沿って解析を進めた。今年度は、両博士と再び面談し、解析結果に基づいて共著

論文の執筆を進めた。この成果は、2018 年 7 月にフィンランドのユバスキュラで行われ

たヨーロッパ保全生物学会において発表した。 

５）系統フィールドアプローチも基づいた植物種の侵入機構の解明 

前年度から引き続き、日本の外来植物（約 1000 種）について、系統フィールドによる在

来植物との共存分析を行い、外来種の定着成功メカニズムについて検証した。解析結果

について、Fabricio Villalobos 博士（Instituto de Ecología，メキシコ）とオンライ

ン上で議論を進め、投稿論文としてまとめた。現在は、Journal of Biogeography 誌にお

いて、審査中である。 

 

前年度に Kew 植物園の Carolina Tovar 博士との共同研究として開始した「熱帯アンデス

の植物群集の機能的・系統的多様性パターン分析」については、データ解析がほぼ完了

し、現在、投稿論文の仕上げを行っている。このほか、Kew 植物園の研究者らによる、気

候変動と植物利用に関する総説論文（Environment and Experimental Botany 誌）に共

著者として加わり、有用植物利用の将来リスクに関する生物地理学的考察について執筆

した。 

 

派遣先  

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者） 

派遣期間   

合計  
平成 29 年度  平成 30 年度  平成 31 年度  

フィンランド、ヘルシンキ大学、森林

科学科、Timo Kuuluvainen 教授  
12 日 10 日 10 日 32 日 

イ ギリス 、 Kew 植物 園、 Katherine 
Willis 博 士 お よ び Jonas Mueller 
Senior Research Leader 

80 日 265 日 200 日 545 日 

デ ン マ ー ク 、 オ ー フ ス 大 学 、 Wolf 

Eiserhardt 教授  

 5 日 14 日 19 日 

City University of New York、 Lohman 准

教授および Hickerson 准教授  

 10 日 7 日 17 日 
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米 国 、 ス ミ ソ ニ ア ン 博 物 館 、 Nancy 

Knowlton 教授  

 4 日 14 日 18 日 

ポーランド、ニコラス・コペルニクス大学、

Werner Ulrich 教授  

  14 日 14 日 

メキシコ、 Instituto de Ecología, A.C.、

Fabricio Villalobos 博士  

  14 日 14 日 

 

  



 

12 
 

 派遣者②の氏名・職名：藤沼潤一・博士研究員 

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

 平成３０年度は、前年度に立案した森林撹乱様式の全球パターンおよびマクロスケー

ルの生物多様性保全計画に関するサブプロジェクトを進めて、連携研究者とデータベー

ス構築およびデータ解析を行い、解析結果をもとに論文執筆を行った。さらに、生物多

様性ホットスポットで生物分布情報の不足している東南アジア地域における植物多様性

地図化のサブプロジェクト（非電子媒体情報のデータベース化）も開始した。これに関

連して、熱帯生物学保全協会の国際学会にて成果を発表し、海外研究者との共同するた

めのネットワーク形成を推進した。また、ニューヨーク市立大学を訪問し、東南アジア

の生物多様性に関する共同プロジェクトについて議論し、データ解析及び論文執筆を進

めた。このほか、地域スケールの生物多様性保全計画に関するサブプロジェクトも開始

し、国際学会などで今後共同する可能性のある海外研究者らと討議を行い、予察的な結

果を得た。 

  

（具体的な成果） 

＜個別課題の進捗＞ 

１）森林撹乱様式の全球パターン 

全球スケールで森林のギャップ形成パターンに関する基礎情報を収集してデータベース

化した。このデータを分析して、森林撹乱に関わる林冠ギャップの幾何学的特性とその

地理変異を定量した。海外連携研究者ら（Timo Kuuluvainen 博士・ヘルシンキ大学、

Tuomas Aakala 博士・ヘルシンキ大学）と議論し、論文執筆を進めた。この成果は、2018

年 6 月にヘルシンキのユバスキュラで開催されたヨーロッパ保全生物学会において発表

した。 

 

２）生物多様性保全計画に関する研究 

日本の維管束植物と脊椎動物を対象として、保全地域の優先順位付けの基準となる複数

の指標を比較し、生物多様性の保全管理の実践において指標利用のガイドラインとなる

情報を整理し、論文執筆を進めた。現在は、Ecological Research 誌の特集号への寄稿論

文として、主担当研究者らと投稿準備を進めている。 

 

３）東南アジア島嶼における植物多様性情報の電子化と木本種多様性パターン形成に関

する研究 

植物多様性地図の構築を目的として、海外研究者のネットワーク形成を行い、フィリピ

ンにおける木本種の分布情報の収集を行った。これらデータを用いて、東・東南アジア

島嶼環境における多様性パターンの形成プロセスを明らかし、海外連携者（Jer-Ming Hu

博士・国立台湾大学、Petrus B. Pelser 博士・カンタベリー大学、Jullie F. Barcelona

博士・カンタベリー大学）や日本サイドの主担当研究者と共著論文化の準備を行った。

また、植物多様性情報の電子化の成果は、2018 年 7 月にマレーシアのクチンで開催され

た熱帯生物学保全協会において発表した。また、ニューヨーク市立大学で行われた国際

シンポジウムにおいて、非電子媒体情報のデータベース化のための協働体制構築のスキ

ームに関して発表した。 
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４）島嶼地域における行政区界を考慮した空間的保全優先地域分析 

太平洋東アジア島嶼の地域ごとの生物多様性保全戦略策定に貢献することを目的とし

て、生物標本などの地理分布情報をデータベース化した。その他の派遣研究者（楠本）

および日本の研究担当者（久保田）と連携して生物多様性分布データを活用した空間的

保全優先地域の順位付け解析のための解析指針を考案した。さらに、ヨーロッパ保全生

物学会においてヘルシンキ大学の保全計画研究者と共同研究の可能性を日本サイドの研

究チームと合同で討議し、東アジア島嶼（日本列島や琉球諸島）をモデルとして、行政

区画毎に階層的な保全計画と保全パフォーマンスの分析を行った。 

派遣先  

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者） 

派遣期間   

合計  
平成 29 年度  平成 30 年度  平成 31 年度  

フィンランド、ヘルシンキ大学、森林科学

科、 Timo Kuuluvainen 教授  

81 日 

 

329 日 

 

69 日 

 
479 日 

City University of New York、 Lohman 准

教授および Hickerson 准教授  
 6 日  6 日 

イギリス、 Kew 植物園、 Katherine Willis 

博 士 お よ び Jonas Mueller Senior 

Research Leader 

11 日   11 日 

米 国 、 ス ミ ソ ニ ア ン 博 物 館 、 Nancy 

Knowlton 教授  
  20 日 20 日 

 

※本年度の派遣者毎に作成すること。 
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６．研究者の招へい実績（計画） 

【招へい実績（計画）】 

年度 平成 29 年度  平成 30 年度  平成 31 年度  合計 

 

招へい人数 

         

     ９  人    

 

   

   １０    人  

（   １  人）  

 

    ６   人  

（   ０    人）  

 

２４人  

   

※当該年度は実績、次年度以降は計画している人数を記載 

 

【本年度の招へい実績】 

 招へい者⑦の氏名・職名：Chih-Lin Wei・ 准教授 

（当該研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

日本（琉球大学）に招聘してワークショップを開催し、生物群集の種組成データを用

いて群集集合プロセスを定量する分析手法について、日本サイドの研究担当者および派

遣研究者と討議した。また、香港大学の安原准教授と進めている、生物多様性の緯度勾

配パターンの歴史的動態に関する共同データ解析を行い、その予察結果を派遣研究者を

含めて討議した。さらに、琉球大学で開催した生物多様性推定と群集集合に関する国際

シンポジウムにおいて講演を行った。国際シンポジウムの講演を基にした、国際学術雑

誌（Ecological Research）の特集号出版について、共著論文のスコープについて、派遣

研究者および研究担当者と討議した。 

 

（具体的な成果） 

以上より、当初の予定を上回る研究の進捗があった。派遣研究者と連携した合計３つ

以上のプロジェクトを推進し、これらの成果論文を発表する見通しが立ち、派遣研究者

の養成に対しても大きな貢献があった。 

招へい元（機関名、部局名、国名）及び  

日本側受入研究者（機関名）  

招へい期間   

合計  
平成 29 年度  平成 30 年度  平成 31 年度  

（National Taiwan University、海

洋学研究所、台湾）久保田康裕、酒井

一彦（琉球大） 

6 日 9 日   0 日 15 日 

 

 招へい者⑧の氏名・職名：Timo Kuuluvainen ・ 講師 

（当該研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

ヘルシンキ大学に派遣した若手研究者と共同して、全球スケールで森林の自然撹乱（ギ

ャップ形成）の特性を定量し、ギャップ形成のマクロ生態学的パターンのメタ解析を行

い、派遣研究者を指導した。また、研究分担者もヘルシンキ大学に渡航して、派遣研究

者と共著論文の執筆方針を議論した。そして、その成果をフィンランドで開催されたヨ

ーロッパ保全生物学会において共同発表した。その後、日本（琉球大学）に招聘した際

に共著論文の執筆に関するワークショップを行った。同時に、森林の生物多様性を考慮

した森林生態系管理に関する総説についても討議し、その初稿を執筆した。これに関連

して、日本の古典的な森林管理について関西方面で野外調査と情報収集を行った。さら

に、学部生向けのセミナーとして、北欧の森林生態系管理に関する講演を行なった。 



 

15 
 

 

（具体的な成果） 

以上より、当初計画を上回る研究の進捗があった。若手派遣研究者や日本の研究分担

者と連携した合計２つのプロジェクトを推進し、これらの研究成果論文を発表する見通

しが立ち、派遣研究者の養成に対しても大きな貢献があった。 

招へい元（機関名、部局名、国名）及び  

日本側受入研究者（機関名）  

招へい期間   

合計  
平成 29 年度  平成 30 年度  平成 31 年度  

ヘルシンキ大学、フィンランド、久保田康

裕（琉球大）  

 

0 日 

 

18 日 

     

0 日 

    

18 日 

 

 招へい者⑨の氏名・職名：Mark Costello・准教授 

（当該研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

 日本（琉球大学）に招聘して、複数の研究プロジェクトを実施し、国際シンポジウム

で話題提供した。特に、香港大学の安原准教授や台湾大学の Wei 准教授と共同して進め

ている生物多様性の緯度勾配パターンの歴史的動態について予察結果の解釈を行い、論

文原稿を共同執筆した。さらに、台湾清華大学の Chao 教授と共同した生物多様性推定に

関するワークショップを行って、派遣研究者および研究担当者と議論し、この成果を研

究グループとしての総説論文として、国際学術雑誌（Ecological Research）の特集号に

おいて発表することを討議した。 

 

（具体的な成果） 

以上より、当初計画を上回る研究の進捗があった。若手派遣研究者や日本の研究分担

者と連携した合計２つのプロジェクトを推進し、これらの研究成果論文を発表する見通

しが立ち、派遣研究者の養成に対しても大きな貢献があった。 

招へい元（機関名、部局名、国名）及び  

日本側受入研究者（機関名）  

招へい期間   

合計  
平成 29 年度  平成 30 年度  平成 31 年度  

オークランド大学、ニュージーランド、久

保田康裕、酒井一彦（琉球大）  

 

0 日 

    

17 日 

     

0 日 

    

17 日 

 

 招へい者⑩の氏名・職名：Moriaki Yasuhara・准教授 

（当該研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

 日本（琉球大学）に招聘して、有孔虫の化石情報を用いて全球スケールで多様性の歴

史的動態を定量するワークショップを行った。このワークショップには、派遣研究者や

研究分担者および、海外連携者（台湾大学の Wei 准教授、オークランド大学の Mark 

Costello 教授）も参画し、結果の解釈に関する討議から論文原稿の執筆まで行った。さ

らに、琉球大学で開催した生物多様性推定と群集集合に関する国際シンポジウムにおい

て、古生物情報を用いたマクロ生態学研究に関する講演を行い、生物多様性パターンの

形成メカニズムを化石データも含めて統合的に分析するアプローチを紹介し討議した。

国際シンポジウムの講演を基にした、国際学術雑誌（Ecological Research）の特集号出

版についても派遣研究者および研究担当者と議論し、その準備を開始した。国際生物地
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理学会において、派遣研究者と研究分担者と共著の成果論文を発表した。 

 

（具体的な成果） 

以上より、派遣研究者と連携した２つのプロジェクトを推進し、これらの研究成果論

文を発表する見通しが立ち、派遣研究者の養成に対しても大きな貢献があった。 

招へい元（機関名、部局名、国名）及び  

日本側受入研究者（機関名）  

招へい期間   

合計  
平成 29 年度  平成 30 年度  平成 31 年度  

香港大学、Moriaki Yasuhara、久保田康裕、

酒井一彦（琉球大）  

 

0 日 

    

7 日 

     

0 日 

    

7 日 

 

 招へい者㉔の氏名・職名：Sharon Balding・MSB Seed Conservation Project Officer 

（当該研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

 王立キュー植物園に派遣されている若手研究者が企画した国際ワークショップ（琉球

大学開催）に招聘し、植物多様性の域外保全に関する種子保存に関する講演と実習（ミ

レニアムシードバンクで実施している野外調査や実験など）を包括的に行った。 

 

（具体的な成果） 

 この国際ワークショップには、日本各地および海外からも参加者があり、植物多様性

の域外保全に関する研究者ネットワークを発展させた。このワークショップの様子は、

地元メデイアにも取り上げられ、地域の生物多様性保全研究の重要性を社会的にもアピ

ールした。ワークショップ開催後、派遣研究者と連携して、日本各地で木本種の種子採

集と種子発芽実験を指導し、研究プロジェクトを推進した。 

招へい元（機関名、部局名、国名）及び  

日本側受入研究者（機関名）  

招へい期間   

合計  
平成 29 年度  平成 30 年度  平成 31 年度  

（ Kew 植物園、保全科学部門、イギリス）

久保田康裕（琉球大）  

 

0 日 

 

9 日 

     

0 日 

    

9 日 

 

 招へい者㉕の氏名・職名：Bobbi (Roberta) Hope・Science Administrator 

（当該研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

王立キュー植物園に派遣されている若手研究者が企画した国際ワークショップ（琉球

大学開催）に招聘し、植物多様性の域外保全に関する種子保存に関する講演と実習（ミ

レニアムシードバンクで実施している野外調査や実験など）を行った。Hope 氏は、特に

実習（ミレニアムシードバンクで実施している野外調査や実験など）を指導した。 

 

（具体的な成果） 

この国際ワークショップには、日本各地および海外からも参加者があり、植物多様性

の域外保全に関する研究者ネットワークが大きく発展できた。このワークショップの様

子は、地元メデイアにも取り上げられ、地域の生物多様性保全研究の重要性を社会的に

もアピールすることができた。ワークショップの後、派遣研究者と連携して、日本各地

で木本種の種子採集、特に種子発芽実験を指導し、研究プロジェクトを推進した。 
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招へい元（機関名、部局名、国名）及び  

日本側受入研究者（機関名）  

招へい期間   

合計  
平成 29 年度  平成 30 年度  平成 31 年度  

（ Kew 植物園、保全科学部門、イギリス）

久保田康裕（琉球大）  

 

0 日 

 

9 日 

     

0 日 

    

9 日 

 

 招へい者㉖の氏名・職名：Lienju Chao・教授 

（当該研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

 日本（琉球大学）に招聘して、生物多様性研究の基盤である多様性推定の数理的手法

について、日本サイドの研究担当者および派遣研究者と討議した。また、オークランド

大学の Mark Costello 教授、香港大学の安原准教授、台湾大学の Wei 准教授も交えて、

それぞれの研究者が有する生物分布データ（古生物データ、現生生物データなど）に適

用可能な多様性推定の概念と手法について討議した。派遣研究者が進めている全球スケ

ールのイシサンゴ類の多様性推定分析の結果を共同で解釈し、共著論文のスコープを討

議した。さらに、琉球大学で開催した生物多様性推定と群集集合に関する国際シンポジ

ウムにおいて基調講演を行い、生物多様性推定の重要性を、シンポジウム参加者を含め

て討議した。 

 

（具体的な成果） 

 国際シンポジウムの講演を基にした国際学術雑誌（Ecological Research）の特集号出

版について、派遣研究者および研究担当者と多様性推定に関するグループ論文を執筆す

ることを計画した。複数の国際学会において、派遣研究者と研究分担者と共著の成果論

文を発表した。 

招へい元（機関名、部局名、国名）及び  

日本側受入研究者（機関名）  

招へい期間   

合計  
平成 29 年度  平成 30 年度  平成 31 年度  

（ 国 立 清 華 大 学 、 Institute of 

Statistics、台湾）久保田康裕（琉球大） 

 

0 日 

    

5 日 

     

0 日 

    

5 日 

 

 招へい者㉗ の氏名・職名： Petrus B. Pelser・Senior Lecturer 

（当該研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

 植物多様性情報の情報不足地域である東南アジア熱帯林における、植物分布データベ

ース構築に関して共同プロジェクトを開始した。日本（琉球大学）に招聘して、フィリ

ピンの植物多様性の地図化に関するワークショップを開催した。Pelser 博士が有する植

物分布の写真情報および植物分布の記載論文を共有し、それらの電子化を行った。さら

に派遣研究者が進めている東南アジア島嶼地域の植物多様性パターンの歴史的形成プロ

セスに関する分析の助言を行い。共著論文のスコープを討議した。さらに、学部生・院

生向けのセミナーとして、熱帯林希少種ラフレシアに関する講演を行なった。 

 

（具体的な成果） 

 以上より、当初の予定を上回る研究の進捗があった。研究分担者および派遣研究者と

連携した合計３つ以上のプロジェクトを推進し、これらの研究成果論文を発表し、今後

の派遣研究者の養成に対しても大きな貢献があった。 
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招へい元（機関名、部局名、国名）及び  

日本側受入研究者（機関名）  

招へい期間   

合計  
平成 29 年度  平成 30 年度  平成 31 年度  

(University of Canterbury、 School of 

Biological Sciences、New Zealand）久保

田康裕（琉球大）  

 

0 日 

 

10 日 

     

0 日 

    

10 日 

 

 招へい者㉘の氏名・職名：Jullie F. Barcelona・Associate Researcher 

（当該研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

 植物多様性情報の情報不足地域である東南アジア熱帯林における、植物分布データベ

ース構築に関して共同プロジェクトを開始した。日本（琉球大学）に招聘して、フィリ

ピンの植物多様性の地図化に関するワークショップを開催した。PJullie 博士が有する

植物分布の記載論文を共有し、それらの電子化を行った。さらに派遣研究者が進めてい

る東南アジア島嶼地域の植物多様性パターンの歴史的形成プロセスに関する分析の助言

を行い、共著論文のスコープを討議した。さらに、学部生・院生向けのセミナーとして、

フィリピンの熱帯林の植物多様性に関する講演を行なった。 

 

（具体的な成果） 

 以上より、当初の予定を上回る研究の進捗があった。研究分担者および派遣研究者と

連携した合計３つ以上のプロジェクトを推進し、これらの研究成果論文を発表し、今後

の派遣研究者の養成に対しても大きな貢献があった。 

 

招へい元（機関名、部局名、国名）及び  

日本側受入研究者（機関名）  

招へい期間   

合計  
平成 29 年度  平成 30 年度  平成 31 年度  

(University of Canterbury、 School of 

Biological Sciences、New Zealand）久保

田康裕（琉球大）  

 

0 日 

 

10 日 

     

0 日 

    

10 日 

 

 招へい者㉙の氏名・職名：Tom Matthews・Research Fellow 

（当該研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

 マクロ生態学的な生物多様性パターンをベータ多様性の観点から分析した。日本の研

究分担者と共同して議論を進め、その成果を２編の原著論文にまとめて発表した。また、

日本（琉球大学）に招聘してワークショップを行い、東アジア島嶼の生物群集の生物地

理学的形成プロセスに関する共同データ解析を行なった。イギリスにおいては、派遣研

究者と討議を重ねた。国際学術雑誌（Ecological Research）における特集号出版につい

ても派遣研究者および研究担当者と議論し、その準備を開始した。 
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（具体的な成果） 

 以上より、当初の予定を上回る研究の進捗があった。研究分担者および派遣研究者と

連携した合計３つ以上のプロジェクトを推進し、これらの研究成果論文を発表し、今後

の派遣研究者の養成に対しても大きな貢献があった。 

 

招へい元（機関名、部局名、国名）及び  

日本側受入研究者（機関名）  

招へい期間   

合計  
平成 29 年度  平成 30 年度  平成 31 年度  

(University of Birmingham, School of 

Geography, Earth and Environmental 

Sciences, UK）久保田康裕（琉球大）  

 

0 日 

    

22 日 

     

0 日 

    

22 日 

 

  



 

20 
 

７．翌年度の補助事業の遂行に関する計画 

 

※  補助事業が完了せずに国の会計年度が終了した場合における実績報告書には、翌年度の補助事業の

遂行に関する計画を附記すること。  


