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1. 生物多様性とは何か

3. ぐんまの生物多様性を守るために

日本の絶滅が危惧される野生生物の種の割合（環境省レッドリストより）
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ヤリタナゴ観察会での採取風景（ヤリタナゴ調査会）

玉原高原・ブナ林移植作業（利根沼田自然を愛する会）

いま世界では
20分に1種絶滅して
いるんだってね！＊1
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　地球上には、気候や標高、地形や地質などの違いから様々な生態系があります（生態系の多様性）。そして、個々の生態系には
多種多様な生き物たちが生活しています（種の多様性）。また、同じ種でも姿や形、性質などの形質が少しずつ異なり、特異な
個性を持っています（遺伝子の多様性）。これらの生き物たちが、互いに繋がり合い支え合いながら生活している状態を「生物
多様性」といいます。
　私たちヒトは、豊かな生物多様性から多くの「めぐみ」を受けて生きてきました。食べ物や水、安定した気候、酸素、資源、自然の
憩いと癒しなどです。かつてない速度で失われている生物多様性の意味を、私たちは改めて認識し、維持させるための手立てを、
一人ひとりが考えるときにきています。

　群馬県や各市町村では、各地の生態系や動植物調査とその保全、休耕地の活用や植林地の整備、農林業の振興や鳥獣害対策
など多くの取組を行っています、しかし、「ぐんまの生物多様性」を守る活動を行っている団体は県や市町村だけではありません。
大小併せて200団体前後はあると思われる法人や民間の保全保護団体も積極的に行っています。「ぐんまの自然」は、自然の
荒廃が著しかった高度経済成長期に活動を始めた70代80代のご高齢の方から、10代の若い方まで、幅広い年齢層の多くの
方々に支えられています。

　群馬県のすばらしい自然を保全し、広く県民に理解してもらうと共に自然破壊のない県土
を保護監視することを目的として昭和47年に設立される。清掃登山やパトロールなどの調
査保護活動の他、自然観察会、自然教室などの啓蒙活動も充実している。

遺遺伝子の多様性伝子の多様性伝子の多様性種種の多様性の多様性の多様性

〔生物多様性の3つのレベル〕

生生生態系の多様性態系の多様性

※生態系の多様性・・・尾瀬の湿原や館林
の湖沼、里地や里山、ブナ林帯など、いろ
いろなタイプの自然があること。

※種の多様性・・・ツキノワグマやイヌワシ、
クヌギやモウセンゴケ、マツタケや乳酸
菌など動植物から菌類、細菌類に至るま
で、いろいろな生き物がいること。

※遺伝子の多様性・・・同じ一つの種でも遺
伝子が異なり、大きさ、色、性質など多
様な形質を持っていること。この多様性が
高いことで、環境の変化や病気の流行で
絶滅する可能性が低くなる。

NPO群馬県自然保護連盟

◎主な自然環境保護保全団体 ※本特別展後援団体より

　県内の大学教授や高等学校教諭等を中心に昭和49年に設立された。地形・地質、動植物
等各分野の専門家で構成され、「自然環境保全基礎調査(環境庁委託)」、「良好な自然環境
を有する地域の学術調査(県委託)」、「群馬県レッドデータブック動物編・植物編(県委託)」、
「群馬県外来生物調査報告書(県委託)」など、大きな研究成果をおさめてきた。

群馬県自然環境調査研究会

　平成７年、群馬、福島、新潟の三県が協力し尾瀬保護財団を設立。尾瀬地区の利用者への
解説活動や適正利用の啓発を実施するとともに、各種環境保全対策、公園施設の管理運営、
調査研究及び顕彰活動等を推進している。国や地方公共団体及び民間団体等が行う施策と
も協調しながら、尾瀬のすぐれた自然環境の保全を図っている。

財団法人尾瀬保護財団

　利根沼田地区の自然動植物の生態、植生、分布などを調査研究すること、自然の保護、環
境の保全活動を行うこと及び自然の大切さについての啓発活動を目的として昭和30年に設
立される。玉原自然環境センターの運営、月例観察会や夏休み子ども自然観察教室などを
開催している。

利根沼田自然を愛する会

　主に群馬県内の野鳥や自然のすばらしさを伝えながら環境保護を進めるとともに、愛鳥
思想を高め自然尊重の精神を養い、これを広く普及するため昭和37年に設立される。年間
100回を超える探鳥会、野鳥の調査研究や保護活動、違法飼養・違法捕獲取締りへの協力、
観音山野鳥の森の管理など多様な活動をしている。

日本野鳥の会群馬

　平成10年の県内再発見を契機に設立される。県内唯一の生息地である藤岡地区のヤリ
タナゴは絶滅の危機にあり、その生態研究や保護・保全活動、繁殖活動はもちろん、ヤリ
タナゴの繁殖に欠かせないマツカサガイやホトケドジョウも併せて藤岡市指定天然記念物
にするなど行政や地域との連携活動も充実している。

ヤリタナゴ調査会

　私たち人間は、自然界の中でたくさんの生きものたちに支えられて生きてい

ます。それは、動物や植物だけではありません。キノコやカビなどの菌類や細

菌類まで含めた数多くの生きものたちがつくりだす多様な生態系が、私たち

を支えてくれています。

　今年の10月に名古屋市で開催される「生物多様性条約第10回締約国会議

（ＣＯＰ10）」を契機に、ぐんまの自然とそのめぐみを一緒に考えてみましょう。
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＊1: Wilson (1992) The diversity of life
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2. ぐんまの生物多様性

　群馬県は、太平洋型気候と日本海型気候、約2,500ｍの標高差、
多様な地形や地質、多くの河川や湖沼など様々な生息環境があり、それ
らに適応したいろいろな生き物たちが互いに関係し合いながら固有
の生態系をつくっています。ブナ林に代表される自然林や多くの湖沼・
湿原、そして人が手を入れて利用してきた里山や里地など、群馬県には
数多くの生態系があり、多種多様な動植物が生きている豊かな自然
があります。
　確認されているだけで群馬県の野生生物の種数は、維管束を持つ
植物が3,203種（亜種・変種を含む）、動物が1,090種（亜種を含む）です
（2002．群馬県レッドデータブック動物編；2001．群馬県レッドデータブック植物編）。また、
この他にも確認されていない種や菌類・細菌類などを加えた多くの
種が、それぞれの生態系で繋がり合い支え合いながら生活しています。

群馬県内の野生動物の生息確認数（2002．群馬県レッドデータブック動物編より）

1）豊かなぐんまの自然

4）生態系の変遷

ふれあおう！

　過去400年間に700種の生物が地球上から絶滅したことが確認されています＊。その原因の多くは乱獲や開発など人間活動
によるもので、この勢いは加速しています。群馬県も例外ではなく、過去約100年の間に55種の植物と19種の動物の絶滅が
確認され、また絶滅に瀕している種も数多くあります。これらの生物の生息場所は、県内各地に分散しており、各地の生態系の
多様性が危機にあること示して
います。
　生物の種の絶滅は、(1)絶滅
した種を利用する他の種の減
少や絶滅を招き、地域固有の生
態系を変化させる、(2)絶滅し
た種が別の種に進化する可能性
を失う、(3)有用生物や医薬品
のもとなど人間が将来利用可
能な資源を喪失させることによ
り、人類へ損失を与えます。

2）種の多様性の危機

特定外来生物（2010.2．環境省）

捕獲されたアライグマ

▲多々良沼
▲榛名山と利根川◀茂林寺沼

▲妙義山第四石門

◀白雲山（妙義山）
▲赤城山大沼・地蔵岳

▲尾瀬ヶ原・至仏山

▼クリの原生林
 （赤城山）▼沼ノ原から望む

　榛名富士

1975年 群馬県北部の耕作地状況

捕獲されたカミツキガメ アレチウリの果実

群馬県で確認された特定外来生物（2010年2月現在）

群馬県の絶滅が危惧される野生動植物の割合
（2001．群馬県レッドデータブック植物編  ;  2002．群馬県レッドデータブック動物編より）

地球上から姿を消したタカノホシクサ
2007年 群馬県北部の耕作地状況

　１９７５年には、耕作地が丘陵まで広がり果樹園のまわりも見通しがよく、野生動物は容
易に人里に近づけない状況になっていた。しかし、現在では耕作放棄された丘陵の耕作地
が藪化し、野生動物が身を隠すのに適した場所となっている。このような藪は果樹園の裏や
人家の裏にまで迫り、野生動物が新たな餌場である果樹園や農地に簡単にアクセスできる
ようになった。

　特定外来生物は、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」（2005施行）により、生態系や人の生命・身体、
農林水産業への被害を及ぼすもの、または及ぼすおそれがあるものの中から指定されています。そのため、輸入や販売、飼育や
栽培、保管や運搬、投棄することが原則禁止されています。
　2010年2月現在、動物はアライグマやウシガエルなど81種、植物はオオキンケイギクやアレチウリなど12種が指定されていま
す。このうち群馬県内で生息が確認されている生物は、動物が19種、植物は8種です。

　外来生物が野生化した原因として、食用や産業資源として放した、ペットを投棄した・逃げた、輸入物資に付着していたなどが
あります。人の軽率な行動やよかれと思って行った行為が、今となっては後戻りできない生態系の攪乱を起こしています。

3）外来生物の脅威

　日本の自然環境は、過去約100年間に大きく変化しました。人々は豊かな生活を求め、経済を発展させ生活様式を変化させてき
ました。群馬県でも大規模な開発や工業化が進み経済を発展させてきました。また、農林業でも大規模な針葉樹の植林や中山
間部の開墾などが進められました。
　一方で、経済の発展による社会構造や
生活様式の変化は、環境汚染や生態系
の消失などを招いただけでなく、中山間
部の農業や林業を疲弊させ、若い担い手
の流失と高齢化も招きました。里地・里
山を利用する機会は著しく減少し、耕作
をあきらめた農地は、山間部ばかりでは
ありません。また、里山から奥山まで広
げた植林地の担い手は、山のことを知ら
ない世代へ交代しつつあります。
　里地・里山や奥山の荒廃は、近年、急速
に数と生息域を広げるイノシシやシカ、
また里地・里山に出没する頻度が高まっ
たサルやクマなどの原因になっていると
考えられています。

＊ :  Primack (1995）A primer of conservation biology
　　による。
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アメリカミンク
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カワヒバリガイ属

アゾラ・クリスタータ、アレチウリ、オオフサモ、オオカワヂシャ、
ミズヒマワリ、オオキンケイギク、オオハンゴンソウ、ボタンウキクサ
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