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I  五福キャンパス内に見られるセミたち 
 
このニューズレターが発行される頃には、セミが

鳴く季節も終わっているでしょうか？気象庁がこれ

まで実施してきた生物季節観測の大幅な見直しと動

物を対象とした観測の廃止に伴い、私が所属してい

る研究室では、セミ類の初鳴日観測を継続できない

かどうか、モニタリング手法も含めて検討していま

す。現在、この研究課題に取り組んでいるのは、理

学部生物圏環境科学科に所属する堀中将大君です。

堀中君は、将来は教員として教壇に立つことを目指

し、環境教育の一環としてもこの研究課題に卒業研

究として向き合っています。気象庁がこれまで 68年
間にわたり実施してきた動物季節観測は、気象台か

ら半径 5km圏内、高低差 50m以内という定義があ
ります。富山大学五福キャンパスは、富山市石坂に

ある富山地方気象台から直線距離で約 1.5km の距

離にあり、この条件を満たしています。もし本キャ

ンパス内でセミ類の初鳴日観測が継続できれば、こ

れまで観測されてきた結果との連続性も保たれるか

もしれません。では、果たして何種類のセミが本キ

ャンパスに分布しているのでしょうか？ 
富山地方気象台でこれまで記録されてきたセミ類

は、ニイニイゼミ、ヒグラシ、アブラゼミ、ミンミ

ンゼミ、ツクツクボウシの５種です。これまでの堀

中君をはじめとする研究室メンバーの観測から、本

キャンパス内にて５種全ての鳴き声を確認していま

す。また、学内には音声記録装置を１台野外に設置

していますので、このデータ解析からも初鳴日の特

定が可能であり、今後の解析が楽しみです。堀中君

は７月初旬から本キャンパス内でセミの抜け殻を採

集していますが、中央図書館と人文学部の間にある

ケヤキ等の樹林周辺に抜け殻が多いことも分かって

きました。呉羽丘陵にある森林からも近い距離にあ

ることから、呉羽の森から飛来するセミ類も相当数

いる可能性があり、本キャンパスにはセミの暮らし

やすい環境がまだ多く残っていると言えそうです。 

 
 

（文責：和田直也） 

 

Ⅱ セミの抜け殻収集から見えた世界 

 

極東地域研究センターの事務室で仕事をしている

と、知的好奇心をくすぐられる出会いがあります。

この夏は、和田先生によるセミのお話に興味をそそ

られ、セミの抜け殻収集を始めました。セミについ

て知る過程で、環境問題について考えさせられまし

たので、僭越ながらご紹介させていただきます。 

まず、セミの抜け殻は美味しいとのことです。鳥

が好んで食べるそうですが、人間が食べても美味し

いそうです。そんなセミの抜け殻を、昼休みに近場

の木から採取し、種類の判別に挑戦しました。多く

の種類が欲しかったのですが、採取したものは全て

アブラゼミで、なぜアブラゼミしか見つからないの

かと疑問が沸きました。私のセミ師匠である和田先

生の学生さんの堀中君によると、セミの生息地は土

の環境に左右されるため、大学の硬い土壌では、力

の強いアブラゼミが多くなるとのことです。力の弱

いセミを守るためには、土壌環境を含めた環境保全

が大切なようです。そのとき、何となく不思議に思

っていた我が家の庭木にセミの抜け殻が見当たらな

い理由が分かりました。庭には防草シートが敷き詰

めてあり、幼虫が土に出入りできる環境ではありま

せん。地中で何年もじっと待っていた幼虫が地上に

出る際、防草シートに阻まれた時の絶望感を想像し

てしまい、大変申し訳ない気持ちになりました。せ

めて木の根元はシートをはがし、土の柔らかい環境

に作りかえようと思います。また、私が夏の終わり

を告げる声と認識しているツクツクボウシの出現時

期が気温の上昇によって早まっていることや、温暖

なところに生息するクマゼミの北限が北上している

ことも知りました。クマゼミ生息の北陸側の北限が

石川県だそうですが、全国でも石川県金沢市にだけ

外来種のスジアカクマゼミが生息しているそうです。

温暖化だけでなく、外来生物の影響や水際対策も考

えさせられました。 

そんなセミたち

の抜け殻でセミ戦

隊を結成し机上に

飾っていたところ、

アブラゼミしかい

ないセミ戦隊を見

かねた堀中君が、ニ

イニイゼミとツク

ツクボウシを仲間入りさせてくれました。知識や気

づきだけでなく、心遣いまで与えてくれる彼は、き

っといい教員になると思います。セミには日本教育

界の明るい未来も見せていただいた気分です。 

（文責：山本千尋） 
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写真）キャンパス内で堀中君が採集したアブラゼミの抜け殻 

写真）ニイニイゼミとツクツクボウシを加えたセミの抜け殻コレクション 
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Ⅲ 着任のご挨拶 
 
2021年 7月より極東地域研

究センター・研究員に着任し

ました甲山哲生と申します。

私の専門は進化生態学および

群集生態学で、これまで様々

な生物種を対象として、主に、

生物の環境への適応と多様性

創出の機構についての研究を

進めてきました。現在は、当セ

ンターの和田直也先生らと共

同で、高山帯に設置

した定点カメラの画

像データをもとに、

AI 画像認識を使っ

て植物の開花フェノ

ロジー（生物季節）を

定量化し、気象要因

との関係を解明する

研究に取り組んでい

ます。 
27 年間住んだ札幌を離れて富山へ移り早１ヶ月

半が経ち、ようやくこちらでの生活にも慣れてきま

した。大学の居室で机に向かっていると、外からは

絶え間なくセミの大合唱が聞こえてきます。梅雨が

明けて夏も本番となり、一層勢いを増すセミの鳴き

声に耳を傾けていると、日がな一日昆虫を追いかけ

ていた少年時代を思い出し、懐かしい気持ちになり

ます。というのも、札幌の市街地でセミの鳴き声を

耳にすることはほとんどありません（都市化が進む

以前は、札幌でもよくセミが鳴いていたそうです）。

私が札幌に移り住んだのは小学 4年生の頃で、それ

以前は、親の仕事の都合で、鹿児島、兵庫、滋賀と

転々としていました。当時は、夏が来れば虫カゴが

一杯になるまでセミを捕まえたものです。 
日常から離れて自然に触れると、どこか懐かしい

気持ちになるという経験は誰しもあるのではないで

しょうか。目まぐるしく変化する現代社会にあって、

自然の生態系は昔から変わらないものであるという

認識があるかもしれません。しかし、自然生態系も

ゆっくりではあっても着実に変化しています。現在

起こっている生態系の変化には、地球温暖化をはじ

めとする人間活動による環境変化が大きく影響して

います。例えば、日本の長期森林観測データでは、

樹木や地表徘徊性昆虫において、多くの地点で温暖

な気候を好む種の割合が増加する傾向にあることが

わかってきています*1。つい先日公表された IPCC
（気候変動に関する政府間パネル）の最新の報告書
*2 では、温暖化が人間活動によって引き起こされて

いることは「疑う余地がない」とした上で、温室効

果ガスの大幅な削減がなければ、産業革命以降の気

温上昇が今後 20年以内（！）に 1.5℃に達する可能
性が極めて高いと警告しています。このまま温暖化

が進めば、自然生態系もまたかつてないスピードで

変化していくことでしょう。変化していく地球環境

の中で、自然生態系をどのように保全していくかは、

国際社会が共に取り組むべき課題であり、生物学だ

けでなく、社会学や経済学など、様々な分野が連携

して進めていくことが重要です。当センターは各分

野の研究者が集まる良い環境にありますので、この

機会に知見を深め、幅広い視点に立った保全研究を

展開していきたいと思います。 
 
*1 環境省自然環境局生物多様性センター (2020) モニタ
リングサイト 1000 森林・草原調査 2004–2017 年度取り
まとめ報告書 
*2 IPCC (2021) Climate Change 2021: The Physical 
Science Basis. Contribution of Working Group I to the 
Sixth Assessment Report of the Intergovernmental 
Panel on Climate Change [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, 
A. Pirani, S. L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. 
Chen, L. Goldfarb, M. I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, 
E. Lonnoy, J. B. R. Matthews, T. K. Maycock, T. 
Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu and B. Zhou (eds.)]. 
Cambridge University Press. In Press. 

（文責：甲山哲生） 

 
Ⅳ COVID-19 により長城化する陸上国境 
 

7月 23日に開幕した東京オリンピックでしたが､

海外からの選手や関係者が入国する成田空港や羽田

空港では､五輪モードになりました。五輪に合わせた

入国審査および検疫に変わったということです。航

空機を降りれば､一般乗客と五輪関係者とは導線を

別として､一般乗客は到着時の抗原検査の結果が出

てから入国審査に進みますが､五輪関係者は抗原検

査の結果を待たずに入国審査を行い､スムーズに入

国ができました。五輪関係者が大挙して到着する検

疫所において密になることを防ぎ､ストレスなしに

入国を可能にする「おもてなし」です。空港という

インフラは､国境であると同時に､海外からの感染症

流入を防ぐ防波堤の役割を持っています。 
COVID-19 の経験は､空港の感染症流入の防波堤

の役割を際立たせました。日本には､陸上国境がない

ために､出入国は海港か空港に限られています。世界

の多くの国は､陸上国境を他国と共有しています。空

港に比べ到着地の検疫体制が十分に整備できない陸

上国境は､多くの国で閉鎖されるか､自国の帰国者の

みに入国を認めています。IOM（国際移住機関）は

コロナ下の入国地点の運用状況調査を行っています

が､多数の国家が陸上国境を接する欧州を見れば､シ

ェンゲン協定に

支えられた欧州

経済領域（EEA）

においては､陸上

国境を越える人

の移動はなんと

か保たれている

ものの､ロシアとその影響下にある周辺諸国では､陸

上国境が厳しく規制され､長城化していることがわ

かります（青点：完全運用､赤点：閉鎖､黄点：条件

付運用）。陸上国境の往来が盛んなロシアと周辺諸国

ですが､しばらくは海に囲まれた日本と同様に､空港

を出入国地点とする日が続きます。 
（文責：堀江典生） 

写真）北海道大雪山のエゾコザクラ開花個体の自動抽出（水色の矩形） 

図）入国地点運用状況（IOM	COVID-19	Mobility	impacts より） 


