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日 時：2014 年 10 月 23 日（木）13:３0～17:35 

場 所：アルファあなぶきホール（香川県県民ホール）大会議室 

（香川県高松市玉藻町 9-10） 

瀬戸内海の島々と瀬戸大橋 
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第第第第 17171717回回回回    自然系調査研究機関連絡会議自然系調査研究機関連絡会議自然系調査研究機関連絡会議自然系調査研究機関連絡会議    調査研究調査研究調査研究調査研究・・・・活動事例発表会活動事例発表会活動事例発表会活動事例発表会プログラムプログラムプログラムプログラム    

    

日 時：2014年 10月 23日（木）13:30～17:35 

場 所：アルファあなぶきホール（香川県県民ホール）小ホール棟 大会議室 

香川県高松市玉藻町 9-10 

 

13:00～  開場・受付 

 

13:30～13:35 挨拶   環境省自然環境局生物多様性センター長 中山隆治 

 

 

●●●●    口頭発表口頭発表口頭発表口頭発表    第一部第一部第一部第一部            13:3513:3513:3513:35～～～～14:5014:5014:5014:50    

                 座長：環境省自然環境局生物多様性センター長 中山隆治 

    

13:35～13:50 O-1 香川県における特定外来生物アライグマの防除について 

香川県環境森林部みどり保全課 十川和士 

13:50～14:05 O-2 熱田神宮の生物調査 ―概要と調査センターの取り組み― 

名古屋市環境科学調査センター 榊原 靖 

14:05～14:20 O-3 福岡県 1/2.5万植生図データの利活用について 

―福岡県域統合植生図の作成とその課題― 

福岡県保健環境研究所 石間妙子 

14:20～14:35 O-4 石川県のサドクルマユリの現状 

石川県白山自然保護センター 野上達也 

14:35～14:50 O-5 ふじのくに地球環境史ミュージアムの開設準備 

静岡県ふじのくに地球環境史ミュージアム整備課 岸本年郎 

 

（休憩） 

 

●●●●    ポスターポスターポスターポスター発表発表発表発表                        15:0015:0015:0015:00～～～～16:0016:0016:0016:00（（（（コアタイムコアタイムコアタイムコアタイム））））    

 

記念展示記念展示記念展示記念展示 瀬瀬瀬瀬戸内海国立公園指定戸内海国立公園指定戸内海国立公園指定戸内海国立公園指定 80808080周年記念周年記念周年記念周年記念パネルパネルパネルパネル    

中国四国地方環境事務所中国四国地方環境事務所中国四国地方環境事務所中国四国地方環境事務所    

 

P-1 愛媛県瀬戸内海島しょ部における両生類無尾目の分布調査 

愛媛県立衛生環境研究所生物多様性センター 山内啓治 

P-2 山口湾における里海づくりについて 

山口県環境保健センター 惠本 佑 

P-3 群馬県版植物レッドデータブック改訂作業からわかったこと 

－生育地保全と植物相研究の課題－ 

群馬県立自然史博物館 大森威宏 
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P-4 岩手県の希少野生生物種とその圧迫要因の変化 

岩手県環境保健研究センター 前田 琢 

P-5 埼玉県におけるニホンジカに係わる現状の把握 

埼玉県環境科学国際センター 三輪 誠 

P-6 ブナ林の衰退と大気・土壌環境に関する実験およびモニタリング 

(独)国立環境研究所 清水英幸 

P-7 重要自然マップについて 

環境省生物多様性センター 震災委員会 

P-8 いきものログ市民参加型調査機能の活用によるしおかぜ自然環境調査の実施について 

環境省生物多様性センター 震災委員会，調査科 

P-9 モニタリングサイト 1000第 2期とりまとめについて 

環境省生物多様性センター 生態系監視科，保全科 

P-10 環境省自然環境局における GISの活用とデータ整備について 

環境省生物多様性センター 情報システム科 

P-11 県民参加型調査「ふくおか生きもの見つけ隊」の実施について 

―「いきものログ」を活用した身近な生きもの調査― 

福岡県保健環境研究所 石間妙子 

P-12 生物多様性情報の収集・提供に向けた連携可能性について 

(地独)北海道立総合研究機構        

環境・地質研究本部 環境科学研究センター 小野 理 

 

 

●●●●    口頭発表口頭発表口頭発表口頭発表    第二部第二部第二部第二部            16:0016:0016:0016:00～～～～17:317:317:317:30000    

座長：香川県環境保健研究センター 冠野禎男 

 

16:00～16:15 O-6 瀬戸内海沿岸域ため池でのユスリカ多様性調査 

－DNAバーコーディングと DNAバーコード公開－ 

(独)国立環境研究所 高村健二 

16:15～16:30 O-7 水田生物相に及ぼす冬期湛水と慣行水管理の比較検証 

千葉県立中央博物館 林 紀男 

16:30～16:45 O-8 沖縄島に定着したタイワンハブの現状と対策 

沖縄県衛生環境研究所 寺田考紀 

16:45～17:00 O-9 市民参加による温暖化影響モニタリング 

～信州・温暖化ウオッチャーズの取り組み～ 

長野県環境保全研究所 畑中健一郎 

17:00～17:15 O-10 自然再生と生態系サービスの活用で創造するスマートビレッジの未来 

～釧路川流域の事例～ 

(独)国立環境研究所 亀山 哲 

 

 



- 3 - 

17:15～17:30 O-11 県民参加型生物モニタリング調査 

「生命（いのち）のにぎわい調査団」５年間の活動の成果 

千葉県生物多様性センター 御巫由紀 

 

17:30～17:35 閉会挨拶 

香川県環境保健研究センター所長 近藤友俊 

17:35     閉会 
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口頭発表口頭発表口頭発表口頭発表    

    
第一第一第一第一部部部部    １３１３１３１３：：：：３５３５３５３５～～～～１４１４１４１４：：：：５０５０５０５０    （Ｏ（Ｏ（Ｏ（Ｏ----１１１１～Ｏ～Ｏ～Ｏ～Ｏ----５５５５））））    

第二第二第二第二部部部部    １６１６１６１６：：：：００００００００～～～～１７１７１７１７：：：：３０３０３０３０    （Ｏ（Ｏ（Ｏ（Ｏ----６６６６～Ｏ～Ｏ～Ｏ～Ｏ----11111111））））
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香川県香川県香川県香川県におけるにおけるにおけるにおける特定外来生物特定外来生物特定外来生物特定外来生物アライグマアライグマアライグマアライグマのののの防除防除防除防除についてについてについてについて    

 

十川 和士（香川県環境森林部みどり保全課） 

 

 

近年、野生化したアライグマが全国的に拡大しており、四国地域においても香川県、徳

島県を中心に生息域を拡大し、生活環境や農作物の被害が深刻化している。 

アライグマの防除については、被害が確認され始めた時期から捕獲を行う初期防除が重

要であるが、香川県の場合、アライグマに対する情報不足や捕獲方法・体制が不十分であ

ったことが原因で、捕獲が進まず、県内全域に生息範囲の拡大を許す結果となった。 

しかし、平成 21年度から実施された環境省の「四国地域におけるアライグマ防除モデル

事業」をきっかけに、県内の市町のほとんどが外来生物法に基づく「防除実施計画書」を

作成するなど、主体的に防除体制を構築する動きが活発となった。県においても、このよ

うな動きを支援するため、平成 22 年度から県内各地で「香川県アライグマ・ヌートリア防

除従事者養成講習会」を開催し、防除従事者を養成するとともに、市町に対し、捕獲個体

の処分や捕獲資機材購入に対する補助制度を新設し、本格的な対策を講じていくこととな

った。 

その結果、平成 22 年度以降、県内全域で捕獲活動が活発化することとなり、当初、農業

被害の激しかった市町では、アライグマによる被害報告件数と捕獲頭数がともに少なくな

るなど、一定の成果となって現れている。 

その一方、これまで被害が発生していなかった市街地で激しい生活環境被害が発生する

ようになった。また、捕獲の結果、低密度になったところで再びアライグマが増加したり、

アライグマの代わりにハクビシンの被害が増加するなど、新しい問題も生じるようになっ

ている。 

 

キーワード：特定外来生物、アライグマ、防除体制、防除従事者養成講習会 

ＯＯＯＯ----１１１１    
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熱田神宮熱田神宮熱田神宮熱田神宮のののの生物調査生物調査生物調査生物調査    ――――概要概要概要概要とととと調査調査調査調査セセセセンターンターンターンターのののの取取取取りりりり組組組組みみみみ――――    

 

榊原 靖（名古屋市環境科学調査センター） 

 

 

 平成 22(2010)年に愛知県・名古屋市で開催された生物多様性条約第 10 回締約国会議

（COP10）を機に、名古屋市は「生物多様性 2050 なごや戦略」を策定し、その理念を「多

様な生物と生態系に支えられた豊かな暮らしが持続していく都市なごやを目指す」とした。

この戦略を着実に推し進めるために、なごや生物多様性センターとなごや生物多様性保全

活動協議会（以下「協議会」という）が平成 23(2011)年に設立された。この協議会の活動

の一環として「熱田神宮の生物調査と外来生物対策」が取り組まれた。 

熱田神宮は名古屋市の南部市街地に位置し、鬱蒼とした社叢林を擁し、都心部における

貴重な緑地となっている。この熱田神宮の杜については、昭和 48(1973)年から約３年をか

けて森林植生や林床植物、コケ類、キノコ、変形菌などから昆虫、野鳥、貝類などの動物、

さらに土壌調査や気象観測にいたる総合的な調査が行われた（熱田神宮林苑保護委員会調

査報告書(1978)）。 

今回熱田神宮側の多大な協力を得て、普段は神域として人の出入りを厳しく制限してい

る区域を含めてこの杜についての総合的な調査を実施する機会が得られた。前回の調査か

ら 40年近くを経て、棲息・生育する動植物はどのような変化を遂げているのか、また、神

宮の杜は動植物の棲息・生育環境としてどう評価できるのか、さらに周辺に暮らす人々に

とってどんな効能があるのかなどを考えるうえで格好の情報がもたらされると期待された。

調査には協議会を構成する団体・個人から多数の人員が参加した。調査内容は、 

水文環境 修景池等の水質・プランクトン 大気（気温、大気浄化能、テルペン類） 

維管束植物フロラ 植生（毎木調査、植生調査、シードトラップ調査） 昆虫 

クモ類 多足類 陸生貝類 魚類 

と多岐にわたった。 

このうち当センターは修景池等の水質・プランクトン調査と大気調査に携わった。神宮

にある３つの修景池の水質は水循環の悪さや多数飼養されているコイなどの影響でかなり

富栄養化しており時折植物プランクトンの大増殖が見られた。また、熱田の杜には夏季・

冬季における高温・低温時にそれを緩和する効果があること、テルペン類の濃度は杜の外

と比べて杜の中で高いことなどが明らかになった。 

なおこの調査は協議会が行った「都市部における生物多様性の保全と外来生物対策事業」

（平成 23～25(2011～2013)年度 環境省生物多様性保全推進支援事業）の一環として行わ

れた。 

 

キーワード：熱田神宮、社叢林、生物相、大気、水質、プランクトン 

ＯＯＯＯ----２２２２    
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福岡県福岡県福岡県福岡県 1/2.51/2.51/2.51/2.5万植生図万植生図万植生図万植生図データデータデータデータのののの利活用利活用利活用利活用についてについてについてについて    

――――福岡県域統合植生図福岡県域統合植生図福岡県域統合植生図福岡県域統合植生図のののの作成作成作成作成とそのとそのとそのとその課題課題課題課題――――    

 

石間妙子・須田隆一（福岡県保健環境研究所）、 

松本健太郎・則行雅臣（中外テクノス株式会社） 

 

 

 福岡県では、県内の植生等の分布状況を明らかにし、生物多様性保全施策の基礎資料と

するため、環境省実施の第 6回･第 7回自然環境保全基礎調査で作成された 1/2.5 万植生図

のシェープファイル（以下、環境省版植生図という）を基に、1/2.5 万県域統合植生図を

作成した。 

県域統合植生図の作成に当たっては、まず、環境省版植生図の凡例適用の誤認を修正し

た。誤認の内容としては、ツルヨシ群集にヨシクラスの凡例が適用されている場合や、タ

ブノキ・ヤブニッケイ二次林にクスノキ植林の凡例が適用されている場合などが見られた。

次に、県全域で区分レベルが統一されていない植生について、凡例を統一した。例えば、

中区分（優占種的な区分）のマダケ・ハチク林やモウソクチク林については、大区分（相

観的な区分）の竹林に統一し、細区分（種組成による区分）のミゾソバ－ヨシ群落につい

ては中区分のヨシクラスに統一した。これらの誤認や統一により凡例を修正した面積は、

県土面積（海域を除く）の 0.28％だった。この他にも、自然林と二次林の判別や、開放水

域とヒルムシロクラスの判別が曖昧な例などが見られたが、これらの多くは継続検討とし

て修正を行わなかった。修正後の県内の植生凡例数は、全部で 93 となった。本県では、福

岡県生物多様性戦略に植生図と植生面積の概況を掲載するため、県域を対象とした A3判植

生図（縮尺 1/45 万）の作成を試みた。A3 判では、凡例数が 93のままでは複雑であるため、

大区分レベルに基づく 28凡例に統合した地図を作成した。さらに、一般県民向けとしては、

ヤブツバキクラスやブナクラスなどの区分が理解しにくい点などから、クラス区分や常緑

樹林・落葉樹林・針葉樹林などを統合し、16凡例の地図を作成した。16 凡例の地図につい

ては、県内の植生面積の概況を評価する際には有用であるが、植生図ではなく土地利用区

分図のレベルとなってしまうという問題が残された。利活用の目的に応じて、植生図の縮

尺や統合凡例数を選定することが望ましいと考えられる。 

この他の課題としては、環境省版植生図に描かれている植生ポリゴンの形状と、特定植

物群落の範囲に整合性がとれていないため、重ね合わせて使用できない点が挙げられる。

また、環境省版植生図から算出した森林面積や農地面積が、農林業センサス等の統計値と

若干異なるため、利用にあたり説明を要する点も課題として残されている。 

今回は、凡例の修正や統一に多大な労力を割いたが、修正された植生ポリゴンの面積は

県土面積の 0.3％未満であり、また、凡例を大区分レベルに統合する場合には、修正箇所

が地図上にほとんど反映されないレベルであった。このことから、環境省版植生図の県域

統合においては、利活用の内容によって、凡例修正の必要性や修正の程度を判断すべきで

あると考えられる。 

 

キーワード：1/2.5 万植生図、県域統合、凡例統合、GIS、生物多様性戦略 

ＯＯＯＯ ---- ３３３３
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石川県石川県石川県石川県ののののサドクルマユリサドクルマユリサドクルマユリサドクルマユリのののの現状現状現状現状    

  

野上達也（石川県白山自然保護センター）  

  

  

 石川県のクルマユリ（Lilium medeoloides）には、白山の亜高山帯・高山帯に分布する

ものと、能登半島の外浦区に隔離分布するものがある。後者はいわゆる佐渡島の金北山な

どに分布するサドクルマユリ（L.medeoloides var. sadoinsulae）とされている。白山の

亜高山帯・高山帯に分布するクルマユリが高茎草原やハイマツ林縁などに生育しているの

に対し、サドクルマユリは、相対的に明るい場所である林床、ギャップ、林縁、伐採跡な

どに生育している。 

 サドクルマユリは、環境の変化や園芸目的の採取により個体数が激減していることから、

石川県では、サドクルマユリを石川県 RDB 絶滅危惧Ⅰ類に選定しているほか、「ふるさと環

境条例」に基づく希少野生動植物種に指定している。 

 石川県では「石川の種の保存事業」の中で、平成 22年度より本種の保護に取り組み、生

育個体数などの基礎調査等を進めている。 

 平成 24～25 年度に生育地の輪島市、珠洲市の住民等にサドクルマユリの分布情報の提供

をお願いするチラシを配布した結果、新たな分布地点が明らかになり、これまでの調査で

確認された生育地点、生育個体数は、輪島市（H24.7 確認）で１地点、１個体、珠洲市（H26.7

確認）で５地点、43 個体（それぞれ 24 個体、１個体、７個体、９個体、２個体）となっ

た。 

 現地での調査は、金沢大学と連携して行い、生育個体数、開花・結実状況調査を実施し

たほか、白山の亜高山帯・高山帯に分布するものと形態を比較した。その結果、開花個体

では茎に輪生する葉の位置に、両者で違いが見られた。 

 また、珠洲市の最も大きな集団のある地区の住民を対象に行ったアンケート調査結果で

は、地主以外の住民は、サドクルマユリを全く認知しておらず、自宅での栽培も行ってい

ないことから、現在では園芸目的での採集は、ほとんどないと思われる。かつては塩田の

燃料として林が伐採されていた所に、サドクルマユリは広範に生育していたと言われてい

るが、産業としての塩田業の衰退や薪炭林としての利用されなくなったことに加え、地区

の高齢化が進み、林の手入れがほとんど行われなくなったことによる林床の藪化といった

生育環境の悪化が、サドクルマユリの個体数減少の主な要因であると考えられる。 

 現在、サドクルマユリの生育地域外での保全策としては、石川県立大学と連携し、現地

で採集した種子を用いた無菌播種による栽培を行っているが、現地での保全を図るために

は、今後、いかに森林の再整備や手入れをすすめて行くかが重要であると考える。 

  

キーワード：サドクルマユリ、希少種、藪化、域外保全 

ＯＯＯＯ----４４４４    



- 9 - 

ふじのくにふじのくにふじのくにふじのくに地球環境史地球環境史地球環境史地球環境史ミュージアムミュージアムミュージアムミュージアムのののの開設準備開設準備開設準備開設準備    

 

岸本年郎（静岡県ふじのくに地球環境史ミュージアム整備課） 

  

  

“ふじのくに”静岡県は日本列島に結節する３つのプレートの接点に位置し、南北に分

断する大断層が貫いている。4 つの大河川が南北に流れ、歴史の異なる富士山、南アルプ

スという山岳域をはじめとし、様々な標高別に多様な気候的条件が存在する。また海では、

最深部で 2,500m に達する駿河湾、延長が 506km を超える海岸線には、砂浜、岩礁、サンゴ

礁、汽水湖等多様な環境を擁している。このような地理的条件が生み出す多様な自然環境

は、多くの動植物の生息・生育の場を提供している。また、静岡県では古くから多くの自

然史研究家による、地域の動植物や化石、地質の研究が行われ、成果が公表されてきたが、

それらの元となった標本をはじめとする資料を管理する施設も望まれていた。 

一方で、人類の文明は、さまざまな環境問題を誘発し、生物多様性の危機を引き起こし

ている。いまこそ、過去から現在にかけての人と地球上の生態環境の関わりについて調査

研究を行うとともに、過去から現在を見通し、人と自然の共生を目指した未来の地域のあ

り方に示唆を与えることも必要となっている。このような地域・時代の要請に応えるため、

実践の学問を追及する全国初の地球環境史の博物館として、ふじのくに地球環境史ミュー

ジアムの整備を進めているところである。             

                                

 現在、8 名体制（うち研究員 2 名：昆虫、

環境史）で整備を進めており、現在新たに 4

名の研究員（脊椎動物、植物、古生物・古生

態、地質・岩石・地震）の採用選考を行って

いる。施設は統廃合された高校校舎を再利用

し、改修工事を終えたところである。ミュー

ジアムは平成 27 年 4 月に開設し、アウトリー

チ等で活動を展開することを予定している。

展示を完成させ来館者を迎える開館（一般公

開）は平成 28 年 3 月下旬を予定している。当

ミュージアムは調査研究及び教育普及等のソ

フトパワー重視の活動を展開していくことと

しており、県内をはじめとする地域の自然環

境・環境史・災害研究の拠点づくりを目指し

ている。また、県の自然環境保全担当部局と

の連携を図り、県のレッドデータブック作成

の事務局としての機能を果たすことも予定し

ている。 

 

キーワード：博物館、研究機関、レッドリスト作成 

ＯＯＯＯ----５５５５    
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瀬戸内海沿岸域瀬戸内海沿岸域瀬戸内海沿岸域瀬戸内海沿岸域ためためためため池池池池でのでのでのでのユスリカユスリカユスリカユスリカ多様性調査多様性調査多様性調査多様性調査    

－－－－DNADNADNADNAバーバーバーバーコーディングコーディングコーディングコーディングとととと DNADNADNADNAバーコードバーコードバーコードバーコード公開公開公開公開－－－－    

 

高村健二・上野隆平・今藤夏子（国立環境研究所）  

 

 

１．ユスリカ標本 DNA データベースの公開 

 ユスリカ科昆虫は淡水域で最も多様性に富み、しばしば優占する昆虫であるため、生態

系機能、環境指標性の上で注目されるが、形態的な種判別が容易ではないため、詳細な種

組成の調査が少なかった。近年発展した DNA バーコーディングを適用すれば、種判別が容

易になるため、その基礎となる種固有 DNA 塩基配列（DNA バーコード）を収集しユスリカ

標本 DNA データベースとして公開した。 

２．データベース作成と概要 

 データベース作成には、まず、ユスリカの主としてオス成虫標本を採集した。つぎに、

形態学的基準に基づいて標本を種に同定し、同じ標本から DNA を抽出して、DNA バーコー

ドを決定した。対象遺伝子は、ミトコンドリア DNA の COI（チトクローム cオキシダーゼ 1）

領域である。DNA 抽出の際、形態再観察に備えて、非破壊的抽出手法を採用した。種名、

DNA 塩基配列、場所・月日等の採集情報、標本写真を合せて、標本毎の掲載情報とした。

採集情報を付けることによって、利用者による他の標本との比較に便宜を図った。  

 データベース URL は http://www.nies.go.jp/yusurika/index.html である。検索システ

ムから種名・アクセッション番号（国際データベースへの塩基配列登録番号）・採集地等の

項目を選んで標本情報を抽出できる。現在、43種 267 標本のデータが掲載されている。 

３．DNA バーコードによる分類群の見直し 

 DNA バーコード収集にあわせて、同定標本の分子系統解析を行った。その結果、形態同

定によって同種と見なされた個体の間に著しい DNA バーコード塩基配列の違いが認められ

る場合があった。代表的なものはヤマトユスリカ Chironomus nipponensis、ウスイロユス

リカ Chironomus kiiensis、カスリモンユスリカ Tanypus kraatzi である。ヤマトユスリ

カでは従来から生息高度や成虫オス交尾器の違いが指摘されていたが、ウスイロユスリカ

では生態・形態上の判別が困難である。 

４．DNA バーコーディングによる多様性評価 

 瀬戸内海沿岸域はため池が豊富であり、これらのため池は水生生物多様性の宝庫として

注目されている。ため池の生物多様性評価の一環として DNA バーコーディングによるユス

リカ多様性評価を行っている。ため池から定量採集したユスリカ幼虫標本を用いている。

標本の分子時計モデル系統樹を作成した上で、GMYC 法（Pons et al., 2006, Syst Biol）

に従って種分化（speciation）と(種内)合祖（coalescent）の過程とを尤度法にて区分し

た。  

 

キーワード：環境指標、ミトコンドリア DNA、COI、隠蔽種、合祖過程 

ＯＯＯＯ----６６６６    
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水田生物相水田生物相水田生物相水田生物相にににに及及及及ぼすぼすぼすぼす冬期湛水冬期湛水冬期湛水冬期湛水とととと慣行水管理慣行水管理慣行水管理慣行水管理のののの比較検証比較検証比較検証比較検証    

  

林 紀男（千葉県立中央博物館） 

  

  

 水田は、里山の貴重な水辺環境として重要な位置を占めている。水田では稲の耕作に向

けた水管理がなされており、秋の収穫期から春先の田起こし後までの非灌漑期には長期に

わたり落水され乾燥状態が続く。こうした攪乱をともなう特殊な水環境が水田の特徴であ

る。近年は、溜池や谷津の絞り水に頼った田越し灌漑は廃れ、圃場整備事業による大規模

な暗渠灌漑体系が構築される田が多い。排水弁の操作により速やかに水田表土を乾燥状態

に移行できる仕組みは、大型農機の運用を容易にし、耕作者の負担軽減に大きく貢献して

きた。こうした農地改変は、非灌漑期にも湿地状態が続いていた谷津奥の小区画の湿田に

まで及び、水田生態系の底辺を担う原生生物や藍藻類など湛水や土壌湿潤条件に生活史が

影響を受ける生物群の季節的変遷に大きな変化をもたらしてきた。こうした背景のもと、

稲刈り後、再び湛水し冬期にも田に水を張る冬期湛水田（ふゆみずたんぼ）が近年注目を

集めている。ここでは稲刈り後に春まで乾燥状態に置かれる通常水管理の慣行水田（対照

区）と、稲刈り後から田面に水を張る冬期湛水（試験区）の田において、プランクトンを

はじめとした各種生物の種多様性および生物現存量を比較検討した。 

 調査地は千葉県佐倉市萩山新田、調査期間は 2005 年 6月から 2014 年 8月とした。耕作

者の協力下、近接した同面積（100ｍ×90ｍ）の水田において水管理以外の耕作条件を同一

とした環境で試験区と対照区を設定した。調査は湛水初期：1〜2 回/日、他期：1〜4 回/

週とした。 

 両田ともに湛水期中の田面水中の原生生物・藍藻類細胞数は 1ml あたり 1,000 から

100,000 細胞の範囲で増減を繰り返す事象は共通であった。しかしながら、湛水期間にお

ける単位田面水あたりの原生生物や藍藻類の平均細胞数を比較すると、試験区では 1ml あ

たり 36,700 細胞、対照区では 1ml あたり 13,800 細胞と 2.6 倍以上の差異が認められた。

この浮遊生物の生物現存量の差異に起因し、これらを捕食する水生昆虫類、オタマジャク

シ等、さらに底生性のユスリカ幼虫やミミズ、地上のバッタやクモなどの生息密度にも有

意な差が認められた。 

 5 月期における水田水尻からの流出水中の浮遊生物現存量を比較すると試験区では平均

49,000 細胞、対照区では平均 18,000 細胞と大きな差が確認できた。これが水田に遡上す

るドジョウやヨシノボリなど小型魚類の現存量の差異を生む要因と推察された。小動物を

捕食する鳥類の参集も試験区が対照区に比較し顕著に高い事実が認められた。これらの事

実は、原生生物等の現存量の差異が高次捕食者へと波及することを裏づける結果と考えら

れた。 

 水田生態系ピラミッド構造の底辺を担う原生生物類現存量が大きいと、食物網を通じ積

み上がるピラミッドを高層化することが可能となり、高次捕食者の出現（種多様性の高さ）

を促すこと。また底辺の大きさはピラミッドの総容積を大きくする効果を生み、生きもの

たち総現存量を高め、結果として生きものたちのにぎわいを生む結果につながることが明

らかとなった。 

 

キーワード：冬期湛水、ふゆみずたんぼ、水田、慣行水管理、多様性、原生生物 

ＯＯＯＯ----７７７７    
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沖縄島沖縄島沖縄島沖縄島にににに定着定着定着定着したしたしたしたタイワンハブタイワンハブタイワンハブタイワンハブのののの現状現状現状現状とととと対策対策対策対策    

 

寺田考紀（沖縄県衛生環境研究所） 

 

 

沖縄島に定着している外来ヘビは、大陸東部と台湾が原産のタイワンハブ 

Protobothlops mucrosquamatus と八重山諸島が原産のサキシマハブ Protobothlops 

elegans、中国南部から東南アジアが原産のスジオナメラ Elaphe taeniura の亜種である

タイワンスジオ E. t. friesi の３種がいる。タイワンハブとタイワンスジオは、外来生

物法に基づく特定外来生物に指定されている。また、タイワンハブとサキシマハブは有毒

で人的危険性を有し、サキシマハブでは年に数件、タイワンハブでも近年では毎年のよう

に沖縄島内での咬傷事故が発生している。県や市町村では通常より取り組まれているハブ

対策の一環として、ハブ捕獲器（トラップ）を用いた防除作業等が行われている。しかし、

各市町村役場によってタイワンハブ対策に関する考え方が異なるためか、捕獲器の保有数

や運用数、担当職員の数や経験なども市町村により様々で、捕獲数にも差が生じている。

とはいえ、これまでに多くの個体数が捕獲されており、その捕獲情報から生息状況が少し

ずつ明らかになっている。 

沖縄島におけるタイワンハブの分布状況の詳細を把握するため、主にベイトトラップを

用いた分布調査を行った。名護集団では、2007 年の推定分布範囲よりも全周囲的に外側で

の生息を確認し、これまでにも懸念されていた国道 58 号線の南側への広がりも確認した。

恩納集団の周辺部でも、隣接する米軍基地（嘉手納弾薬庫）内、あるいはうるま市との境

界付近でタイワンハブが捕獲されている。また、名護市喜瀬から恩納村名嘉真にかけた地

域に小集団が存在することを新たに確認した。結果、沖縄島内の離れた３つの地域にタイ

ワンハブが生息していることになる。 

現在、市町村役場を中心にタイワンハブ捕獲の努力をしているが、生息密度減少の気配

は見られない。効率的な駆除を行うためには、野外で実際に駆除を目指した捕獲努力を行

い、その努力量や駆除効果を検証し、駆除手法を確立する必要がある。2013 年度からモデ

ル地域５地区にて、ハブ捕獲器を用いてタ

イワンハブ駆除実験を開始した。2013 年度

の駆除実験で各モデル地域におけるハブ捕

獲器運用台数とタイワンハブ捕獲数は、名

護市大北では 97台で 56個体、名護市為又

では 75 台で 49個体、名護市古我知（我部

祖河と内原を含む）では 15 台で 11個体、

名護市喜瀬～恩納村名嘉真では111台で59

個体、本部町伊豆味では 123 台で 174 個体

を捕獲した。今後も駆除実験を継続して行

い、捕獲数及び捕獲効率の変動を調査し、

駆除効果の検証を行う予定である。 

 

キーワード：タイワンハブ、特定外来生物、外来ヘビ、駆除実験 

写真１．名護市で捕獲したタイワンハブ 

ＯＯＯＯ----８８８８    
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市民参加市民参加市民参加市民参加によるによるによるによる温暖化影響温暖化影響温暖化影響温暖化影響モニタリングモニタリングモニタリングモニタリング    

～～～～信州信州信州信州・・・・温暖化温暖化温暖化温暖化ウオッチャーズウオッチャーズウオッチャーズウオッチャーズのののの取取取取りりりり組組組組みみみみ～～～～    

 

畑中健一郎・長谷川曜・浜田 崇・田中博春・陸  斉（長野県環境保全研究所） 

 

 

長野県環境保全研究所では、地球温暖化による身近な自然への影響を把握するために、

市民参加によるモニタリングの仕組み作りに取り組んでいる。温暖化の進行に伴って分布

を変化させる種や、開花時期を早める種などの出現が想定されるが、それらをモニタリン

グするためには広範な県内で経年的にデータを蓄積する必要があり、多くの市民の協力が

不可欠である。また、市民がモニタリングに参加することで、地球温暖化や身近な自然へ

の理解を深め、対策へも主体的に関わるようになることを期待している。平成 22 年度から

検討を始め、「信州・温暖化ウオッチャーズ」と名称を定め、試行期間を経て平成 25 年か

ら現システムでの運用を開始した。 

モニタリングの対象種は、鳥・虫・草木・田畑・雪や氷の 5つのカテゴリー別に、それ

ぞれ季節ごとに数種、合計 39種を選定した。春季はウグイス・キアゲハ・ソメイヨシノ・

田植えなど、夏季はナガサキアゲハ・ヤナギランなど、秋季はアサギマダラ・イロハカエ

デ・初雪など、冬季はジョウビタキ・池や湖の氷などである。選定にあたっては、温暖化

の影響が現れそうな種や、一般の市民でも誤認が少ない種を中心に選定した。モニタリン

グの参加者は、観察対象種を見かけた場合や、鳴き声を聞いた場合に、観察日・観察場所

をコメントや写真とともに専用 Web サイトに登録する。登録した情報は WebGIS のマップ上

で公開される。FAX や E-mail でも観察情報を受け付けており、その場合は担当者が入力す

ることで、他のデータと同様に WebGIS のマップに集約している。 

現在のところ登録メンバーは百数十名で、平成 26 年春季のモニタリングでは合計 215

件の観察情報が寄せられた。今後温暖化の傾向を分析していくためには、この「信州・温

暖化ウオッチャーズ」の認知度を高め、参加メンバーを飛躍的に増加させる必要がある。

その試みの一つとして、平成 26 年 7 月～9月の期間に、特別企画として「セミの分布一斉

調査」を実施した。長野県内には 12種のセミが確認されているが、このうち主な 6種を指

定し、鳴き声を聞いた場合や、成虫や抜け殻を見つけた場合に報告を求め、セミの分布図

を作成する。セミを取り上げることで、子どもを含め、これまであまり関心がなかった層

への浸透を意図している。今後も継続的に実施し、セミの分布変化を捉える予定である。 

今回の発表では、これらのモニタリングの結果や今後の課題について報告する。  

 

キーワード：温暖化影響、モニタリング、市民参加 

ＯＯＯＯ----９９９９    
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自然再生自然再生自然再生自然再生とととと生態系生態系生態系生態系サービスサービスサービスサービスのののの活用活用活用活用でででで創造創造創造創造するするするするスマートビレッジスマートビレッジスマートビレッジスマートビレッジのののの未来未来未来未来    

～～～～釧路川流域釧路川流域釧路川流域釧路川流域のののの事例事例事例事例～～～～    

    

亀山 哲・山形与志樹・野原精一（国立環境研究所） 

  

 

 2003 年の自然再生推進法の施行以後、日本各地では様々な事業が行われ、自然環境施策

は保全から再生へと認識の変化を迎えている。つまり、人為開発から貴重な自然を守ると

いう姿勢から、一度失われた自然を取り戻すという、より積極的な活動が現在求められて

いる。自然再生の本来の目的は「豊かな自然環境を回復もしくは修復し、それが継続的に

維持管理される事」である。しかし、法施行後 10数年を経た現在、地域コミュニティには

自然と人間社会の共生に関するより複雑な課題が現れている。 

 今回取り上げる北海道の釧路川流域（釧路湿原）では、2003 年 11 月「釧路湿原自然再

生協議会」が発足した。その後、釧路川の再蛇行化をはじめ湿原生態系を再生するための

多くの事業が実施され、現在も進行中である。ここでは大規模な河川の再修復や湿地再生

事業が行われ、その前後を含む長期的な生態系モニタリングデータも蓄積されている。し

かし、生態系のサービスが実際に向上し、地域の人々の認識としてどれほど有効活用され

ているかについて、定量的な評価や議論がほとんどなされていないのが実情である。さら

に将来を見据えれば、北海道のみならず地域が過疎・高齢化社会を迎える事はほぼ間違い

ない。その将来像を踏まえ、地域が求めている自然共生型社会のニーズに具体的なモデル

を示せているかという点についても検証は十分とは言えない。 

今回我々は、釧路湿原の多くの部分を自治体に占める北海道鶴居村を具体的なモデル地

域とした。そして、生態系サービスの利用実態を把握すると共に、将来的な社会構造の変

化を考慮し、より効率的な利用方法を検討し試算を行った。特に、地域特性を重視した自

然再生エネルギーの有効活用を一つのキーワードとし、森林バイオマス・水力発電・畜産

系バイオマス等の不遜量を計算した。 

特に、我々が一連の生態系サービスの活用について着目した点は次の 3点である。 

1. 空間利用の最適化；森林資源利用ポテンシャルについて収集・運搬・管理コストの

削減を目指し、GIS を用いて将来的な土地利用計画のシナリオを基に試算を行った。 

2. 地域資源の有効活用；太陽光発電、水資源および畜産系バイオマス資源の有効活用

に関し、それぞれ太陽エネルギー・小水力発電ポテンシャルおよびバイオガス発電に関し

てコストベネフィットを検討した。 

3. 情報発信と共有化；地域内に集められた情報についてインターネットを通じて利用

者に発信すると共に、現地情報をユーザーから登録可能な双方向型のシステムを構築した。 

1.～3.を通じた一連の検討を進める中で、特に重要視した点は、「人口動態を見据えたエ

ネルギー需要の将来予測」と「未利用地の有効活用」である。また、北海道東部という地

域特性（産業構造）を活かすために、基幹産業間の連携を如何に構築するのかが重要であ

ると再認識された。 

  

キーワード：釧路湿原、生態系サービス、自然再生エネルギー、GIS 

ＯＯＯＯ----１０１０１０１０    
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県民参加型生物県民参加型生物県民参加型生物県民参加型生物モニタリングモニタリングモニタリングモニタリング調査調査調査調査    

「「「「生命生命生命生命（（（（いのちいのちいのちいのち））））のにぎわいのにぎわいのにぎわいのにぎわい調査団調査団調査団調査団」」」」５５５５年間年間年間年間のののの活動活動活動活動のののの成果成果成果成果    

  

御巫由紀（千葉県生物多様性センター）  

   

   

 平成 20年７月以来、当センターでは「生命のにぎわい調査団」事業を実施している。団

員数は 954 名、県内の生物に関する団員からの報告件数は 35,385 件に達した（平成 26年

７月末現在）。活動の概要については、平成 21年 11 月の NORNAC 調査研究・事例発表会に

て報告したが、現在の状況とこの５年間で蓄積した情報から明らかになった事例をいくつ

かご紹介したい。 

◯調査団の目的と活動： 県内全域を対象として、生物の生息分布や季節報告を集め、在

来生物の分布や経年変化、外来生物の分布拡大など、生物多様性の状態を把握することを

目的としている。調査団員の入団時には調査団マニュアルを配布し、技術向上のために毎

年２回の現地研修会、および年度末に生命のにぎわい調査フォーラムを開催している。 

◯調査対象生物： 身近な生き物の中から生態系の指標となる生物 57 種を選び、調査対象

としている。在来種のうち減少が心配される 25 種と他地域や海外から県内に入ってきた移

入種や外来種 14 種については「発見報告」、季節の変化を感じさせる生物（鳥やセミの初

鳴き、飛来、産卵、植物の開花）18 種については「季節報告」を受けている。 

◯報告方法： 調査団のウェブサイトで団員専用ページの「報告フォーム」に情報を入力

して送信、または「報告用紙」に地図を添付して郵送またはＦＡＸ送付する。 

◯報告の活用： 団員からの調査報告は、毎週１回集計して調査団のウェブサイトにおい

て更新し、生き物ごとの発見マップとしても公開している。また地理情報システム（ＧＩ

Ｓ）により、県内の開発計画等審査への情報提供に活用している。 

◯団員報告から明らかになった事例： アライグマとイノシシの発見地点（平成 21〜25

年）と周辺の土地利用・土地被覆との関係を東京情報大学との連携のもと、自然環境保全

基礎調査植生図 GIS データを用いて解析すると下図のような結果になった。これにより、

アライグマは都市域、イノシシは森林と農地に現れていることがわかった。 

 

  

キーワード：モニタリング、生命（いのち）のにぎわい調査団、生息分布、季節報告 

 

ＯＯＯＯ----１１１１１１１１    
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ポスターポスターポスターポスター発表発表発表発表    

    
１５１５１５１５：：：：００００００００～～～～１６１６１６１６：：：：００００００００    （（（（ＰＰＰＰ----１１１１～Ｐ～Ｐ～Ｐ～Ｐ----12121212））））    
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愛媛県瀬戸内海島愛媛県瀬戸内海島愛媛県瀬戸内海島愛媛県瀬戸内海島しょしょしょしょ部部部部におけるにおけるにおけるにおける両生類無尾目両生類無尾目両生類無尾目両生類無尾目のののの分布調査分布調査分布調査分布調査    

 

山内啓治・長尾文尊・山中省子・山中悟（愛媛県立衛生環境研究所生物多様性センター）、

畑中満政(愛媛県農林水産研究所) 

 

  

 愛媛県における両生類無尾目は、ヒキガエル科 1種、アマガエル科 1種、アカガエル科

8種、アオガエル科 2種が確認されている。このうちニホンアカガエル、トノサマガエル、

ナゴヤダルマガエルがレッドリストに選定されており、また、本県独自のカテゴリーとし

て設けている「低地減少種」にニホンヒキガエルが選定されている。 

 本県における両生類の研究は歴史が浅く、生息状況に関する情報量が不足しているのが

現状である。特に瀬戸内海島しょ部に生息しているとされているナゴヤダルマガエルにつ

いては、平成 12年に大三島で確認されて以来その個体が確認されておらず、生息状況に関

する情報が必要となっている。 

そこで、平成 24年から 26 年までの 3年間、瀬戸内海の西瀬戸自動車道（しまなみ海道）

沿いの今治市と上島町の島々の水田地帯を中心に両生類無尾目の分布状況を調査した。 

調査は大三島、伯方島、大島および岩城島の全ての水田とその周辺域において、水田の

利用形態調査を実施するとともに夏季の夜間調査や水稲収穫後の踏査、さらにはＩＣレコ

ーダーによる鳴き声調査を実施した。 

 その結果、島しょ部の水田面積は 10 年前の約 40％と大きく減少し、水路のコンクリー

ト化や夏季に落水する栽培形態の普及が進んでいることが判明した。また近年全国的に減

少傾向にあるトノサマガエル（県絶滅危惧Ⅱ類）が多数生息し、その他水田を生息場所と

する多様な種類の生物の生息も確認することができた。 

 なお、ナゴヤダルマガエルについては、本調査では個体が確認されなかったことから、

今後、減少要因の解明を図るとともに、動物園等の関係機関や地元住民などと連携し、引

き続き本種の生息に関する情報収集に努めていく予定である。 

 

キーワード：希少野生動物、両生類、生息調査 

ＰＰＰＰ----１１１１    
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山口湾山口湾山口湾山口湾におけるにおけるにおけるにおける里海里海里海里海づくりについてづくりについてづくりについてづくりについて    

 

惠本 佑（山口県環境保健センター） 

 

 

 山口県の中央部に位置する椹野川は、山口湾に注ぐその河口に広大な干潟を形成してい

る。この椹野川河口干潟には環境省レッドリストの絶滅危惧 I類（CR+EN）に指定されてい

るカブトガニや、ミドリシャミセンガイのような希少生物が多く生息していることから、

環境省の日本の重要湿地 500（2001 年）にも選定されている。 

椹野川河口干潟はかつて豊かな漁場であったが、近年では漁獲量の低下、底質の性状変

化などが問題となっており、2004 年に「里海の再生」を目標として産学民公により設立さ

れた「椹野川河口域・干潟再生協議会」を中心とした多くの地域ボランティア達による協

働によって、干潟耕耘や被覆網設置等を実施し、2009 年には約 20 年ぶりにアサリが漁獲

されるなどの成果が得られている。 

昨年度には、上記の干潟再生活動も含む、「椹野川流域地域通貨・連携促進検討協議会」

を中心とした「椹野川（ふしのがわ）もり・かわ・うみを再生し人と人をつなぐプロジェ

クト」が公益社団法人日本ユネスコ協会連盟の「プロジェクト未来遺産」に認定される等、

ますますの発展をみせている。 

 当センターは、椹野川河口域・干潟再生協議会の設立当初からの構成機関として、干潟

の環境調査や、地域住民を主体とした里海づくりに資する為の各種実証試験を行って来た

のでこれまでに得た知見と現在調査中の事例について報告する。 

 

○干潟耕耘イベント 

固く締まった地盤を人力により耕すことで、生物が棲みやすい底質環境を創出する事な

どの効果を期待し、毎年春に地域ボランティアを主体とした干潟耕耘イベントを開催して

いる。今年度も２５２名の参加があった。 

 

○流域の伐採竹を用いたアサリ育成 

徳島県の民間団体である「沖洲海浜楽しむ会」の活動事例（環境教育プログラム；あさ

り姫）を参考に、椹野川流域で竹害対策として伐採された竹を有効利用した環境啓発手法

およびアサリ生息域の拡大手法について昨年度から実証試験を行っている。 

 

○カブトガニ幼生生息状況調査 

山口湾は砂浜から泥干潟、そして沿岸海域への繋がりを有し、カブトガニの繁殖に必要

な地理条件を満たしていることから、国内有数のカブトガニの自然繁殖地として機能して

いる。希少生物であるカブトガニの生息の場を維持し、次代に伝えていく為、地域ボラン

ティアを中心としたカブトガニ幼生の観察会および生息状況調査を毎年実施している。 

 

キーワード：里海づくり、流域連携、住民参加、アサリ、カブトガニ、希少種 

ＰＰＰＰ----２２２２    
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群馬県版植物群馬県版植物群馬県版植物群馬県版植物レッドデータブックレッドデータブックレッドデータブックレッドデータブック改訂作業改訂作業改訂作業改訂作業からわかったことからわかったことからわかったことからわかったこと    

－－－－生育地保全生育地保全生育地保全生育地保全とととと植物相研究植物相研究植物相研究植物相研究のののの課題課題課題課題－－－－    

 

大森威宏（群馬県立自然史博物館）  

 

 

 2012年に群馬県レッドデータブックの植物版が改訂された（以下群馬改訂版RDBとする）。

評価種は 383 種から 633 種に増加し、湿地や池沼の開発による絶滅種が多い点、園芸採取

や土地造成に加え管理放棄が大きな減少要因である点、動物食害と外来種との競合・交雑

が深刻化しつつある点が明らかになり、平野部の湿地・池沼をもつ県南東部でより深刻で

あることが指摘された（群馬県編 2012）。今回群馬改訂版 RDB 掲載種の生育環境と垂直分

布帯、生育地の保護体制と絶滅のおそれのランクについて解析を試みた。丘陵帯に分布す

る種は絶滅と絶滅危惧ⅠA 類の、高山帯では絶滅のおそれのランクが低い種の比率が高か

った。水域、平野部の湿原、攪乱地、二次草原、水田周辺で絶滅と絶滅危惧ⅠA 類の、自

然林や自然草原、山地湿原では絶滅のおそれのランクが低い種の比率が高かった。また、

国立公園特別保護地区（及び国自然環境保全地域）ではそれ以外に比べて絶滅のおそれの

ランクが低い種の比率が高かった。これらのことから、群馬県では山岳部の自然植生域に

もともと絶滅リスクを内在する希少な種が存在するが、その自生地の多くが特別保護地区

に指定された結果、多くは絶滅リスクが低く抑えられた反面、平野や丘陵部では開発や二

次植生の管理放棄によって絶滅リスクが高い種が集中する結果になったといえる。 

 群馬改訂版 RDB では定量評価が導入されたが、それが適用された種は 306 種（全体の

48.3%）にとどまった。定量分析を行えた種の比率は垂直分布帯によって差はなく（Fischer

の正確確率検定：P=0.610）、生育環境では攪乱地（18.2%）、自然草原(28.9%)で低く、水田

及び周辺（71.9%）、湿原（山地）（63.0%）で高かった。定性分析せざるをえなかった種が

多い科はラン科(31 種)、イネ科（29 種）、カヤツリグサ科（28 種）、キク科（21 種）、キン

ポウゲ科（17 種）と絶滅危惧種の種数が多い種がであった。イネ科（27.5%）とともにユ

キノシタ科（11.1%）、マメ科（16.7%）、バラ科（20.0%）も定量評価可能であった種の比率

が低かった。一方平地性の種が多いタデ科と花が目立つ種が多いサクラソウ科では 80%以

上の種で定量評価を行うことができた。これらのことから、今回垂直分布帯については偏

りのない調査ができた反面、調査員の分類群の指向性には偏りがみられたと言わざるを得

ない。 

 

キーワード：群馬県レッドデータブック改訂版 植物編、生育環境、垂直分布、定量評価、

定性評価 
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岩手県岩手県岩手県岩手県のののの希少野生生物種希少野生生物種希少野生生物種希少野生生物種とそのとそのとそのとその圧迫要因圧迫要因圧迫要因圧迫要因のののの変化変化変化変化    

 

前田 琢（岩手県環境保健研究センター） 

 

 

 絶滅危惧種を記載したレッドデータブックは、刊行から一定期間が過ぎると現状に合わ

せて改訂が行なわれる。この際、新旧のレッドリストを比較すれば、その期間に地域の希

少野生生物にどのような変化が生じてきたかを伺い知ることができ、今後増大しうる危機

を予測したり保全方針を考えるうえで重要となる。 

 岩手県では 2001 年に「いわてレッドデータブック」を発行したが、その初めての改訂版

が 2014 年に発行となった。そこで、両レッドデータブックより、記載種のカテゴリーや解

説文に記された「生存に対する脅威」（種を圧迫している要因）を分類群ごとに集計して、

変化の特徴を明らかにした。なお、ここで絶滅危惧種とは、環境省カテゴリーの「準絶滅

危惧種」の基準に相当する「C ランク」以上のものを対象とした。また、昆虫以外の節足

動物と軟体動物は記載種数が少ないこと等の理由により、今回の集計から省いた。 

 植物は 2001 年には 469 種が記載されていたが、改訂により 543 種と約 16％増加した。

IUCN のレッドリストインデックス（RLI）に従い、絶滅の危険性の指標となる数値を求め

たところ、0.583（2001 年）から 0.512（2014 年）へと悪化していた（カテゴリーが上昇

する種が多いほど数値が小さくなる）。圧迫要因では、開発（とくに森林・湿地開発）や採

集・攪乱（とくに盗掘や踏み付け）の影響を受ける種が増加していた。植生遷移が進むこ

とにより消滅が危惧される種も増えていた。緩和の傾向を示した圧迫要因はなかった。 

 哺乳類は 21 種から 20 種へと記載種は 1 種減少したが、RLI は悪化していた（0.512→

0.477）。採集・攪乱の影響がやや小さくなった一方、開発の影響が目立っていた。 

 鳥類の記載種は 53 種から 66 種へと増加し、RLI は 0.576 から 0.526 へ低下した。農林

業（森林伐採など）や他種（カラス増加、餌動物減少）による圧迫が増える傾向にあった。 

 爬虫類と両生類は 2001 年には絶滅危惧種がいなかったが、改訂によりそれぞれ 3種及び

4種が記載された。池沼の開発や農林業（伐採・圃場整備）による圧迫が主であった。 

 淡水魚類も 9種から 12種に記載種が増え、RLI は 0.563 から 0.479 へと低下した。農業

による圧迫はやや緩和された一方、河川開発や水質汚染、他種との交雑などの問題が拡大

する傾向にあった。 

 昆虫類は 110 種から 106 種へと絶滅危惧種が減ったうえ、カテゴリーが下がった種も目

立ったことから、RLI は分類群の中で唯一増加を示した（0.659→0.674）。採集・攪乱や林

業による圧迫が低下したことが背景とみられるが、一方、草地の管理不足や放棄など、農

業に関する圧迫は増える傾向にあった。 

 以上のように、岩手県の絶滅危惧種は全体として増加傾向にあり、今後、森林や湿地の

乱開発や水質汚染を抑えるとともに、盗掘・踏圧を防止したり、農林業のあり方や捕食種・

交雑種の侵入などに留意していく必要がある。 

 

キーワード：岩手県、絶滅危惧種、レッドデータブック、レッドリスト指標 
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埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県におけるにおけるにおけるにおけるニホンジカニホンジカニホンジカニホンジカにににに係係係係わるわるわるわる現状現状現状現状のののの把握把握把握把握    

 

三輪 誠・嶋田知英（埼玉県環境科学国際センター） 

 

 

近年、全国各地でニホンジカが急増し、その生息域が拡大している。それにともない、

ニホンジカによる生態系や農林業などに対する被害が深刻さを増している。一方で、個体

数調整による管理を実施する上で重要な役割を果たす狩猟者が減少・高齢化し、捕獲を実

施する担い手不足が問題となっている。 

埼玉県に生息するニホンジカは、江戸時代までは平野部にまで広く分布していたが、明

治時代以降の乱獲により生息域を狭め、昭和 30 年代までは、埼玉県西部秩父地方の限られ

た地域にしか生息しない状況にあった。しかしながら、その後、徐々に生息域を拡大し、

昭和 50 年代になると秩父地方全域で生息が確認され、平成 10 年代には丘陵部においても

確認されるようになった。これにともない、農林業被害や生態系への影響が顕在化するに

至っている。 

このような状況から、ニホンジカが生態系や農林業に及ぼす影響を軽減し、人間とニホ

ンジカとの共生を図るために、その生息状況と、農林業被害や生態系影響の発生状況を把

握することが急務となっている。また、個体数の調整、被害防除、生息環境の整備などの

対策を総合的に講じることにより、計画的な保護管理を実施する必要もある。 

埼玉県では、平成 18 年度から特定鳥獣保護管理計画（ニホンジカ）を策定し、被害対策

や、狩猟、有害鳥獣捕獲などを実施してきた。これにより、農林業被害はある程度抑制さ

れてきたものの、天然林を中心とした生態系影響は、依然として大きな問題となっている。

例えば、我々は、平成 12年から現在に至るまで、埼玉県奥秩父にある雁坂峠周辺で、シラ

ビソやオオシラビソなどから構成される亜高山帯森林の環境調査を実施してきたが、シカ

の食害による樹皮剥ぎにより、被害を受けた樹木が数年後には立ち枯れしてしまう状況を

目の当たりにしてきた。また、林床植生が、ハシリドコロやトリカブトといったニホンジ

カの好まない草本だけになってしまった状況も確認している。 

このポスター発表では、埼玉県におけるニホンジカの生息範囲、生息密度および捕獲状

況と、ニホンジカによる森林被害の状況、狩猟者数の状況などについて、現在までに把握

している現状を報告する。また、これと併せて、ニホンジカの食害によって実際に生じた

生態系影響の写真を例示する。 

 

キーワード：ニホンジカ、食害、生態系影響、生息状況、捕獲状況、狩猟者 
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ブナブナブナブナ林林林林のののの衰退衰退衰退衰退とととと大気大気大気大気・・・・土壌環境土壌環境土壌環境土壌環境にににに関関関関するするするする実験実験実験実験およびおよびおよびおよびモニタリングモニタリングモニタリングモニタリング    

 

清水英幸・伊藤祥子（国立環境研究所）、相原敬次（神奈川県自然環境保全センター）、 

須田隆一・濱村研吾（福岡県保健環境研究所）、家合浩明（新潟県保健環境科学研究所） 

 

 

近年、神奈川県の丹沢山地や福岡県の英彦山をはじめ、日本各地で原因が特定されない

ブナ林の衰退が報告されている。これまで、現地における様々な調査研究からオゾンや水

欠乏の影響が指摘されているが、これらの要因がブナの生育阻害等に及ぼす影響の程度や

複合影響を含めた機作については未だ明らかではない。そこで、ブナに及ぼすオゾンと水

欠乏の複合影響について環境制御室を用いた長期実験を実施した。また、ブナ林衰退の現

況とその要因との関係を把握するため、ブナの衰退度や生理活性、また影響要因と考えら

れるオゾンや土壌水分等について、長期継続モニタリングについて検討した。 

１．ブナの生長に及ぼすオゾンと水ストレスの長期複合影響実験 

ブナ林衰退が報告されている丹沢山地のブナ苗を用い、展葉完了後から 22週間を実験期

間とした。気温 25/15℃（昼/夜）、相対湿度 65/70%（昼/夜）に設定した自然光型環境制御

室を用い、オゾン濃度を日平均 70ppb（昼 120ppb、夜 40ppb）、50ppb（昼 100ppb、夜 20ppb）、

0ppb の 3 段階に設定した。また、水欠乏処理は灌水量を変化させ、3日毎に 250ml 灌水す

る処理区（降水量換算で総計 1,300mm）を基準（100%）とし、200ml（80%）、150ml（60%）、

100ml（40%）の処理区を設定した。可視傷害の発現程度、光合成速度等の生理活性、葉面

積、乾重等を計測し、相対生長率（RGR）や純同化率（NAR）等を算出し、比較解析した。 

オゾンに曝露されたブナ葉には白緑色、褐色、茶褐色の斑点が認められ、可視傷害が激

しい葉は枯死し落葉した。オゾン濃度が高いほどその傷害は激しくなり、また水ストレス

が強いほどその影響は促進された。最もストレスの少ないオゾン 0 ppb＋灌水量 100%区の

植物を基準とすると、オゾン濃度や水欠乏が増加するほどブナ苗の乾重生長は抑制された。

生長解析の結果、オゾン濃度や水欠乏の増加に伴い RGR や NAR は減少し、また、純光合成

速度や蒸散速度も減少していた。２元配置の分散分析で解析したところ、オゾンと水欠乏

は各々有意にブナの生長を抑制し、また相加的に影響していた。 

２．ブナ林域の生物・環境モニタリング 

日本各地のブナ林域において、ブナ樹木の目視衰退度、SPAD によるブナ葉の葉緑素含量、

パッシブ法によるオゾン濃度等について、継続的なモニタリングを実施した。神奈川県や

福岡県英彦山では他所に比べ、目視衰退度が大きく、またオゾン濃度が高いことが抽出さ

れた（現在、地方公共団体環境研究機関等と国立環境研究所とのⅡ型共同研究で実施中）。 

環境制御実験からオゾン曝露と水欠乏がブナに慢性的かつ相加的な影響を及ぼすことが

示された。一方、環境要因に係る現地モニタリングではオゾン濃度計測だけを実施してい

るが、土壌水分に係る調査も重要であり、現在一部地域で実施（検討）中である。 

 

キーワード：オゾン、生長抑制、ブナ林衰退、水欠乏、モニタリング 
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重要自然重要自然重要自然重要自然マップマップマップマップについてについてについてについて    

  

環境省生物多様性センター震災委員会 

  

  

 環境省では、東日本大震災が沿岸地域の自然環境に及ぼした影響を把握するための調査

を実施しており、これまでの調査結果からは、海岸林の大規模な消失や干潟の大規模な攪

乱、新たな湿地の出現等を確認している。これらの調査結果を地域の復興事業等に役立て

てもらうために、主に東北地方の津波浸水域における自然環境保全上重要な「生物が生息・

生育する環境（ハビタット）」を示したマップ「重要自然マップ」を作成し、関係行政機関、

団体に配布するとともに、ウェブサイト「しおかぜ自然環境ログ」にそのデータを掲載し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キーワード：東日本大震災、津波、復興、海岸林、植生、湿地、砂丘、砂浜、アマモ場、

藻場、海鳥繁殖地、特定植物群落 

 

 

 

 

 

 

 

「「「「重要自然重要自然重要自然重要自然マップマップマップマップ」」」」 
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いきものいきものいきものいきものログログログログ市民参加型調査機能市民参加型調査機能市民参加型調査機能市民参加型調査機能のののの活用活用活用活用によるによるによるによる    

しおかぜしおかぜしおかぜしおかぜ自然環境調査自然環境調査自然環境調査自然環境調査のののの実施実施実施実施にににについてついてついてついて    

 

環境省生物多様性センター震災委員会及び調査科 

 

 

環境省生物多様性センターでは、全国の生物情報を統合的に共有化して提供するインタ

ーネット上のシステムである「いきものログ」を構築し運用を行っている。いきものログ

の市民参加型調査の機能を活用すれば、環境省だけでなく、さまざまな主体が独自に市民

参加型調査を計画、実施することができ、実施者は独自にカスタマイズできる調査ページ

をいきものログ内に設置することができる。いきものログでは、生物情報の報告時に便利

なスマートフォンやタブレット端末で利用できるいきものログ専用アプリも提供している。

このアプリには、写真の Exif 情報を読み取り、生きものを確認した場所を記録する機能や、

事前に地図をダウンロードすることで電波の届かない調査地でも生物情報の記録を可能に

する機能が実装されている。 

 ここでは、生物多様性センターが行っている市民参加型調査について報告する。生物多

様性センターでは、東日本大震災後の生物への影響を把握するため、いきものログの市民

参加型調査機能を利用してしおかぜ自然環境調査を実施している。しおかぜ自然環境調査

では、震災影響を見るための対象種 20種を選定し、これらの生きものの情報を投稿しても

らい、情報を集めることで震災影響を把握することを目指している。 

しおかぜ自然環境調査は、調査対象種を見つけたユーザが、写真と名前、見つけた日付

と場所をいきものログに投稿することで、ウェブ上に生きもの地図が作られる。投稿に必

要な情報がそろっていれば震災前の生物情報の投稿も受け付けており、震災影響があった

と考えられる地域を中心に、調査範囲を広く全国とすることで、調査対象種の全国的な変

化状況についても情報の蓄積を目指している。 

蓄積された情報は、しおかぜ自然環境調査の調査ページで検索・閲覧することができ、

生物情報の確認年月を絞り込むことで震災前後の生物情報を比較することが可能である。

調査終了後は、生きものの種類ごとに、すんでいる場所の特徴や環境の変化などについて

とりまとめ、調査結果について報告を行う予定である。 

さまざまな主体による生物調査の実施を促進し、全国各地の生物多様性データの充実を

図るためにも、いきものログの市民参加型調査機能を活用した調査の実施についてご検討

いただくとともに、しおかぜ自然環境調査への参加もお願いしたい。 

 

しおかぜ自然環境調査 URL  http://www.biodic.go.jp/shiokaze_chosa/ 

いきものログ URL  http://ikilog.biodic.go.jp/ 

 

キーワード：生物多様性、生物情報収集・提供システム、いきものログ、しおかぜ自然環

境調査、しおかぜ学習帳、東日本大震災、津波、復興、地球温暖化、外来種 
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モニタリングサイトモニタリングサイトモニタリングサイトモニタリングサイト 1000100010001000第第第第２２２２期期期期とりまとめについてとりまとめについてとりまとめについてとりまとめについて    

  

環境省生物多様性センター生態系監視科及び保全科 

  

  

 重要生態系監視地域モニタリング推進事業（以下、「モニタリングサイト 1000」という）

は、平成 14 年３月に閣議決定された生物多様性国家戦略に基づき平成 15 年度から開始し

た事業で、我が国の代表的な生態系の状態を長期的かつ定量的にモニタリングすることに

より、種の増減、種組成の変化等を検出し、適切な自然環境保全施策に資することを目的

としている。 

モニタリングサイト 1000 では５年ごとを調査期間の区切りとして調査成果をとりまと

めている。すでに事業開始から 10年を経過しており、各生態系の調査で得られたこれまで

の成果を生態系ごとにとりまとめ、第２期とりまとめ報告書を順次公表しているところで

ある。 

とりまとめに際しては、愛知目標の進捗状況の評価やラムサール条約湿地の登録要件の

評価として活用する等の新たな取り組みを行った。 

調査開始から 10 年間で得られた生態系の変化を、とりまとめ結果の事例に基づき紹介す

る。 

  

キーワード：生物多様性、モニタリングサイト 1000、高山帯、森林・草原、里地里山、沿

岸域、陸水域、地球温暖化、外来種 

ＰＰＰＰ----９９９９    
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環境省自然環境局環境省自然環境局環境省自然環境局環境省自然環境局におけるにおけるにおけるにおける GISGISGISGISのののの活用活用活用活用ととととデータデータデータデータ整備整備整備整備についてについてについてについて    

 

環境省生物多様性センター情報システム科 

 

 

 環境省生物多様性センターでは、自然環境保全における基礎情報の整備・活用を目的と

して自然環境情報の GIS データの整備を行っており、当センターが運用する「自然環境情

報 GIS 提供システム」において、自然環境保全基礎調査によって得られた成果の一部を GIS

化したデータと、国立公園・国指定鳥獣保護区の区域・区分線の GIS データを提供してい

る。 

また、環境省自然環境局及び地方環境事務所等において、科学的かつ効率的な自然環境

行政が実現されるよう、自然環境系技術職員ならば誰もが各自の職員用端末で GIS が利用

できるように、平成 25年度に各職員用端末に GIS ソフトウェア（地図太郎 PLUS 環境省自

然環境局版）を導入した。さらに、GIS に関する技術の向上と GIS データの活用促進を目

的として、自然環境系技術職員全員を対象として講習会を開催している。 

GIS ソフトウェアの導入及び講習会の実施により、地方環境事務所や自然保護官事務所

において、国立公園等の管理で GIS の活用が進んでおり、今後より科学的かつ効率的な自

然環境行政を目指して、さらなる GIS の活用とデータの整備が進むものと期待されている。 

 

自然保護官事務所における GISの活用事例 

 

自然環境情報 GIS 提供システム URL http://www.biodic.go.jp/trialSystem/top.html 

 

キーワード：生物多様性、GIS 

 

ＰＰＰＰ----１０１０１０１０    
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県民参加型調査県民参加型調査県民参加型調査県民参加型調査「「「「ふくおかふくおかふくおかふくおか生生生生きものきものきものきもの見見見見つけつけつけつけ隊隊隊隊」」」」のののの実施実施実施実施についてについてについてについて    

――――「「「「いきものいきものいきものいきものログログログログ」」」」をををを活用活用活用活用したしたしたした身近身近身近身近なななな生生生生きものきものきものきもの調査調査調査調査――――    

 

田中裕美・大石弘孝（福岡県環境部自然環境課）、 

石間妙子・金子洋平・中島淳・須田隆一（福岡県保健環境研究所） 

 

 

 福岡県では、2013 年 3月に策定した「福岡県生物多様性戦略」の行動計画に基づき自然

とのふれあいの推進をしており、その一環として、2014 年 7 月から県民参加型調査「ふく

おか生きもの見つけ隊」を開始した。本調査の主な目的は、小学生を中心とした参加者が

身近な自然の中で生物を観察し、他の参加者と観察結果を共有することで、生物や自然に

対して関心を持ち、生物多様性について理解する契機とすることである。併せて、将来的

には、その結果を外来種対策などの生物多様性保全の基礎的な資料をすることを目的とし

ている。 

＜「生きものログ」を活用した調査方法＞ 

本年度の調査対象種として、夏休みを中心に都市近郊でも見つけやすく、種の判別が比

較的容易な生物の中から、ネムノキやカブトムシなどの在来種 10 種、オオキンケイギクや

ウシガエルなどの外来種5種の計15種を選定した。調査は参加者が自宅の周辺などで行い、

対象種の生息確認場所を、環境省の生物情報収集システム「いきものログ」の団体調査用

報告ページを活用して報告することとした。参加者の募集方法としては、小学校高学年全

員へのチラシの配布、環境保全団体等へのチラシの配布、新聞および県広報誌への掲載、

県広報テレビ番組への出演などを行った。参加者に対しては、隊員バッジと、調査対象種

の生態や見分け方などを記載した調査用生きものガイド(A5判24ページ)、「いきものログ」

の操作マニュアルを配布した。参加者から報告された調査結果は、2014 年 10 月に速報を

公表するとともに、本年度末に、調査対象種の分布地図や調査モデル校の活動報告などを

まとめた報告書を公表する予定である。 

＜調査結果＞ 

2014 年 9 月 30 日現在の調査参加者数は 1,000 人（小学生以下 599 人、その他 401 人）

で、「いきものログ」を利用した調査報告件数は 1,672 件となり、県内 40 以上の市町村で

調査対象種の生息情報が報告されている。「いきものログ」のシステムを活用したことで、

生物情報の位置情報や画像が効率的に収集できていると考えられる。 

本調査は来年度以降も継続し、身近な生物の分布やその変化状況を把握していく予定で

ある。なお、調査対象種によって報告数が大きく異なる点や、報告された情報によって位

置精度および種の判別の精度が異なる点など、調査結果を取りまとめる上での課題が残さ

れているため、今後検討していきたい。また、参加者が興味・関心を持つような調査対象

種の選定や、県からの情報発信方法など、より楽しい自然観察を行うための工夫も、さら

に検討していきたいと考えている。 

 

キーワード：県民参加型調査、モニタリング、いきものログ、生物多様性戦略 

ＰＰＰＰ----１１１１１１１１    
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生物多様性情報生物多様性情報生物多様性情報生物多様性情報のののの収集収集収集収集・・・・提供提供提供提供にににに向向向向けたけたけたけた連携可能性連携可能性連携可能性連携可能性についてについてについてについて    

 

小野 理（（地独）北海道立総合研究機構 環境・地質研究本部 環境科学研究センター） 

 

 

 生物多様性情報の収集・提供は、環境省生物多様性センターの「いきものログ」「J-IBIS」

をはじめとして、各機関の情報システムを活用してウェブ上で取組みが進められている。

これらが連携することで全体としてより充実かつ効率的な収集・提供を進めることが可能

と考えられる。本報告では、①北海道でのこれまでの取組みを紹介した上で、②他機関も

含めたこれらのシステムの課題を整理し、③機関間で連携を進めることによる課題解決の

可能性について検討・提案する。 

 北海道では、約 20年前から、野生生物の分布情報をメッシュコードで整理し、GIS（地

理情報システム）を活用して分布図を作成する取組みを進めてきた。約 10年前からは、こ

れらの情報のウェブ発信を進め、北海道レッドデータブック、アジアの鳥類分布データベ

ース(いずれも 2003 年開設)、北海道外来種データベース(2004 年開設・2010 年改訂) （い

ずれも http://www.ies.hro.or.jp/katsudo/kankyo_joho/WebGIS.html からリンク）などの

サイトを公開してきた。これらは、公開後、一定の利用がありニーズは継続しているが、

（課題１）システム維持の経費は確保していても、バージョンアップや、イベントと連携

したデータ収集など運用のための経費が不足という課題を抱えている。 

環境省生物多様性センターのサイトでは、一般市民からの収集を含めた新しい優れたシ

ステムが整備・供用されている。これらも運用面では、（課題２）一般市民からの収集では

一部特定の人からの情報に偏ることなく収集範囲をどう拡大するか、（課題３）自治体等が

情報収集に協力する場合は協力した成果の形が見えにくく、協力のインセンティブが働き

にくい、などの課題が挙げられる。また、NORNAC 構成機関のサイトでは、レッドデータブ

ック作成時のデータ公表なども多い。今後、公的機関のオープンデータ化の流れを考慮す

ると、情報の追加やデータダウンロードの形式を含めた公開が求められると予想され、情

報システムを活用することが一層必要となっている。全体として、（課題１に類似）国及び

様々な自治体が生物多様性情報の収集・提供システムを個別に整備・供用し続けることは、

システム開発・バージョンアップへの重複投資の面が強く、情報収集・提供の運用面に経

費や労力が回らない一因とも考えられる。 

 これらへの対策として、共通のシステムを運用して全国版と地域版を設けることが考え

られる。（課題２対策）地域版により窓口の数を増やし、地域のイベントなどでのデータ登

録・利用を可能にして情報収集範囲を拡大するとともに、（課題３対策）地域版の運営主体

として自治体の成果が見えるシステムとする。システム共通化によりデータの交換が容易

になるほか、（課題１対策）システム開発費等を圧縮し、情報収集・提供の運用面に経費を

配分することも可能と考えられる。共通システムについて、運用や費用分担を協議するた

めのコストは必要となるが、NORNAC などの場を活用して検討を進める価値はあると考える。  

 

キーワード：生物多様性情報、情報収集、情報提供、情報システム、連携 

 

ＰＰＰＰ----１２１２１２１２    
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