
ぐんまの自然の「いま」を伝える報告会 2021 

要旨集 

令和 4 年 1 月 22 日(土) 13:00～15:45 

GUNMA-chan 



報告会の趣旨 

群馬県には、かけがえのない生き物たちを育む自然を調べ、伝え、守る活動をされている専門

機関や団体が数多くあります。地域に根ざし活動を続けるこれらの方々が、互いに出会いその活

動を共有化し、関係を深めていくとともに、より多くの県民の方々に多様な取り組みをお伝えし

ていきたいとの思いから、平成 20 年度より「ぐんまの自然の『いま』を伝える」報告会に加え、

平成 27年度より特別展を開催しております。ぐんまの自然史の「いま」を共有し、みんなでその

未来を考えていきたいと思います。 

主催 群馬県（群馬県自然環境課、群馬県立自然史博物館、群馬県立ぐんま昆虫の森） 

後援 群馬県自然環境調査研究会、NPO群馬県自然保護連盟、（公財）尾瀬保護財団、（公財）日本

自然保護協会、日本野鳥の会群馬、NPO法人ぐんま緑のインタープリター協会、群馬県野生

きのこ同好会、利根沼田自然を愛する会、ヤリタナゴ調査会、赤城姫を愛する集まり、群

馬ナチュラリスト自然保護協議会、NPO法人尾瀬自然保護ネットワーク、嬬恋村高山蝶を守

る会(順不同) 

これまでの開催

第１回：H21年 3月 1日 

第 2回：H22年 2月 21日 

第 3回：H23年 3月 21日 

東日本大震災により中止。要旨集公開のみ 

第 4回：H24年 2月 12日  

生物多様性、植物・菌類分野が加わる 

第 5回：H25年 2月 9日  

「ぐんまの自然の『いま』を伝える報告会」に名称変更 

第 6回：H26年 2月 16日  

大雪にて講演会中止、ポスター掲示のみ 

第 7回：H27年 2月 15日 

第 8回：報告会 H28年 1月 16日(土) 

特別展 H28年 1月 16日(土)～2月 21日(日) 

第 9回：報告会 H29年 1月 14日(土) 

保全シンポジウム H29年 1月 29日(日) 

特別展 H29年 1月 14日(土)～2月 19日(日) 

第 10回：報告会 H30年 1月 13日(土) 

 特別展 H30年 1月 13日(土)～2月 18日(日) 

第 11回：報告会 H31年 1月 19日(土) 

 特別展 H31年 1月 19日(土)～2月 24日(日) 

第 12回：報告会 R2年 1月 11日(土) 

 特別展 R2年 1月 11日(土)～2月 16日(日) 

第 13回：報告会 R3年 1月 23日(土) 

新型コロナウイルス感染症のため中止 

特別展 R3年 1月 23日(土)～2月 14日(日) 

運  運営体制変更 

第 14回：報告会 R4年 1月 22日（土） 

特別展 R4年 1月 22日(土)～2月 13日(日) 

※過去の報告会の要旨は、下記 URLをご覧ください

http://www.gmnh.pref.gunma.jp/research/report_summary



群馬県自然保護連盟

上原巌（東京農業大学）

下仁田ジオパークの会

赤谷プロジェクトサポーター

群馬県立利根実業高等学校 グリーンライフ科

東京農工大学ほか



 



基調講演 



森林と人間が共に健康に ―群馬県における森林療法の可能性― 

上原 巌（東京農業大学） 

森林療法が生まれた経緯  

東北、上越新幹線が開通した 1982 年（昭和 57 年）、緑の森林の中を歩いて心身を

リフレッシュしようという「森林浴」という言葉が時の林野庁長官秋山智英氏によっ

て提唱されました。この時期には樹木から発散される揮発物質、いわゆるフィトンチ

ッドも一つのブームとなり、1980 年代前半の「現代用語の基礎知識」には、「森林浴」

や「フィトンチッド」という言葉は、重要単語として掲載されています。  

 それからバブル期を経て、日本は長期の経済低迷期に入り、世紀末と前後した頃、

今度は「森林療法」という言葉が登場しました。森林療法は、その名のとおり、森林

浴をさらに自然療法として発展させたものです。長期にわたる不景気下において、身

近な自然環境に健康作りを求めるという風潮は、20 世紀初めのイギリスでもみられて

おり、イギリスではその時期に公的な散策路である「フットパス」が飛躍的に国内全

土に整備され、いわゆるウオーキングが人気を博するようになりました。こうした動

きと今日の我が国における昨今の森林療法の取り組みはかなり共通している部分もみ

られます。具体的には、1999 年（平成 11 年）４月に愛媛大学で行われた第 115 回日

本林学会大会の風致部門において、「森林療法の構築を目指して」という演題で、初め

て「森林療法」が公式に提案されました。その後、行政機関では、林野庁も、2003

年（平成 15 年）３月に報告された「高齢社会における森林空間利用についての調査

報告書」の中で、「森林環境を総合的に利用した健康増進のセラピーのことを森林療法

と呼称する」として定義し、発表しています。  

森林療法の効果 

森林について研究をしている日本森林学会では、森林環境内の揮発性物質（いわゆ

るフィトンチッド）や音・光、温度・イオン環境などの研究をはじめ、様々な森林環

境下における生理的・心理的な研究、そして臨床研究の発表などを行なっています。

具体的には、針葉樹・広葉樹の混交林が、林内揮発成分、音、温度、休養効果などで

も多様な作用を有していることや、明るく健全に整備された森林環境では、都市部と

比べて快適性、休養効果が高く、心理、生理ストレスが少ないこと、森林には心身の

異常値を健常値に近づけるスタビライザー的な働きがあること、森林療法は長期にお

ける行動療法、精神療法、環境療法に好適であることなどが報告されています。  

しかしながら、それらはまだ実験や事例研究の段階にあり、特に臨床研究のデータ

が依然として大きく欠落しています。今後はさらに医療、福祉、心理、教育関係者な

どとのコラボレーションを図った共同研究も提言されており、こうした基礎的研究に

よる森林の保健休養機能の効果の解明が進んでいくことが期待されます。  

群馬県においてもまた、森林療法の実践を積み重ねながら、参加者の事例や保養事

例のデータの蓄積につとめることがさしあたっての課題であると言えるでしょう。  

キーワード：混交林、休養効果、ストレス、森林浴

基調講演



口頭発表 

○口頭発表される皆様へ

発表時間は、質疑応答の時間を含め １５分です

発表開始 １２分：ベルが１回なります 

 １５分：ベルが２回なります 

※ご協力お願いします

○基調講演について

参加者の皆様は全員、文化ホールにお集まりください。

なお、質疑応答は講演終了後に 20分程度予定しています。



「感じてほしい！大地のエネルギー！」 

下仁田ジオパークの会 

１ 下仁田ジオパーク 

群馬県南西部に位置する下仁田ジオパークは日本に 44か所ある日本ジオパークの１つ

です。 

下仁田ジオパークには、太古の海から陸に隆起してきたダイナミックな地殻変動の痕跡

から、「妙義山」や「荒船山」など古い火山が作り出した独特の山容をもつ山々がありま

す。 

また、古くから人が行き来して、江戸時代には街道沿いの町として発展した歴史があり

「世界遺産 荒船風穴」をはじめとする地形を利用した産業遺産もあります。 

 これらのたくさんの見どころを、ガイドツアーや特産物を味わいながら、「人と大地の

物語」を感じることができるのが「ジオパーク」です。 

２ 下仁田ジオパークの会 

下仁田ジオパークを応援するために、2014 年 12 月 15 日に「日本ジオパーク下仁田応援

団」が結成されました。これはジオパーク下仁田協議会とは異なる、町民が自主的に活動す

る市民団体です。2017年 11月に行われた再認定の審査の折りに、調査員から「支える立場」

ではなく、「主体的に活動する」という意味の団体名が相応しいのではないかとの助言をも

らい、2018 年度から「下仁田ジオパークの会」として活動をしています。下仁田ジオパー

クを盛り上げ、下仁田ジオパークを楽しみ、下仁田町を活性化することを目指しています。

３ ガイド活動 

 ジオパークの会では、2020 年の群馬デスティネーションキャンペーンに併せて下記の 3

つのガイドツアーコースを作成しました。残念ながら新型コロナウィルス感染症の影響で

2020年、2021年は実施できませんでしたが、2022年にも再度計画していますので、ぜひご

参加ください。（詳細は、後ほど公開予定の 下仁田ジオパーク HPをご参照下さい） 

① 妙義山コース（2022年 4月 16日（土）開催）・・・日本三大奇勝の妙義山。春には五

千本の桜が奇岩を彩ります。麓の中之嶽神社から登山道を散策しながら妙義の絶景と

山の成り立ちについて紹介します。（現在、石門コースは落石のため通行止め）

② 下仁田まちなかコース（2022年 5月 21日（土）開催）・・・駅から歩いて回れるジオ

ツアー。青岩公園では様々な石を拾う体験をします。クリッペ（根無し山）・中央構造

線・貝化石などを見学しながら、昭和レトロな町並みを散策します。 

③ 馬山丘陵コース（2022年 6月 18日（土）開催）・・・河岸段丘を利用した下仁田あじ

さい園では、６月に２万本のあじさいが花開きます。昔の人が暮らした上位段丘から

は広々とした景色が眺められます。

今回の発表では、①の妙義山のコースを題材にガイドツアー利用のお客さんにどのよう

に伝えているかの実践報告を通じ、下仁田ジオパークの紹介をします。 

キーワード：ジオパーク、保全活動、ジオツアー
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みなかみ町の小さな湿地の生き物たちと湿地の保全 

赤谷プロジェクトサポーター：竹村秀雄・前田 修・和田晴美 

みなかみ町の標高約 1000ｍの場所にある、複数の湧水によって形成されている 130m×80m

程（最大幅）の小さな湿地を紹介します。戦前まではふもとの人がミノ笠の材料（オオカサ

スゲ）を手に入れるためにこの湿地に上がってきていたそうですが、訪れる人もなく忘れら

れた存在になっていました。 

2007 年にクロサンショウウオの産卵がみられるという話を聞いて行ってみると、いろい

ろな昆虫や花が見られ、ハッチョウトンボまで見つかりました。このため、赤谷プロジェク

トのサポーター活動として継続調査を始めると、モリアオガエル、アカハライモリ、オオコ

オイムシ、マメシジミ、モウセンゴケ、イヌタヌキモ、アギナシ等絶滅危惧種を含む貴重な

動植物が次々と見つかりました。クロサンショウウオの卵塊は 3,000個を超え、モリアオガ

エルの卵塊も 100個を超えて見られました。湿地をボーリング調査すると深さ 5m近くまで

泥炭の見られる場所もあり、2500～3000年前から形成が始まったと推定されました。 

地元の人によると昭和 30年頃までは開放水面が現在の何倍もあったようですが、私たち

が調査を始めた時には上流側は土砂の流入で陸地化が進んできており、湿地部は歩くとふ

かふか揺れる浮島状で、開放水面はその中に 10％もなく、深さは 20㎝程度しかありません

でした。 

土砂の流入している上流部では３ｍ以上の丈のヨシが密生していましたが、「浮島」のヨ

シは低密度で丈も低く、一目で湿地部と上流部の境界がわかりました。しかし、ヨシは勢力

を急拡大し、開放水面も夏場には干上がるようになりました。このため、私たちは湿地にダ

メージを与えないよう開放水面部分の手掘り浚渫や湿地内の水路に堰を設置する等、必要

最小限の保全活動を行いました。しかしヨシの勢いを止められずトンボ・モウセンゴケ・ア

ギナシ等の減少が起り、また開放水面の更なる減少によりクロサンショウウオの卵塊が

1,000個を下回りそうになったことなどから、2015年からヨシ刈り、手掘り浚渫、低い堰の

設置、水路のルート変更等本格的に湿地保全活動を開始しました。 

2019 年ころから、ようやく開放水面と「浮島」の中に染み出た水面の面積拡大、クロサ

ンショウウオ等の卵塊増加、イトトンボ、モウセンゴケ、アギナシ、ミツガシワ等の増加と

いった成果が出てきました。 

しかし、中心メンバーの３人は平均年齢が７０歳を超え、東京、埼玉県、玉村町からきてい

るので次のような課題を抱えています。 

・月１回の活動のため産卵時期、開花時期が合わず、十分調査できていない。まだ新し

い発見が期待できます。   

・調査、保全活動をいかに継続していくか

湿地の調査、保全活動は、毎年３月から１２月の第１土曜日（５月は連休明け）に行って

います。関心がある方は、NACS-J、赤谷森林ふれあい推進センターまでご連絡ください。 

謝辞：企画主体の赤谷プロジェクト、動植物の同定協力者、地元の方々に深く感謝申し

上げます。 

口頭発表　2



ソバ殻と三番粉を培地基材としたアラゲキクラゲの栽培実験

群馬県立利根実業高等学校 グリーンライフ科 森林科学コース 2年 

池田 思奏瑠 松井 柚奈 星野 優里華 中村 楓佳 

1．実験目的 

ソバ殻はかつてソバ枕として活用されていたが、アレルギーの問題で全く活用されず、日本で

ソバ殻は毎年1万8千トンが産業廃棄物として処分され、製粉会社ではほとんどお金を支払って

処分しているのが現状である。そのソバ殻がキノコ栽培に活用できないかと考え、3 年前から研

究してきたが、私達が行った実験内容を今回報告する。 

2．実験材料と本年度の実施期間 

1）供試材料・・・種菌：森産業のアラゲキクラゲ 89号 

2）実施期間・・・2021年1月1日～7月8日実施 

3．実験1の実験方法とその結果 

私達は先輩たちの実験結果からソバ殻と玄ソバから製粉さ 

れる三番粉が菌糸成長速度と子実体の収穫量に影響があるこ 

とを知った。そのため表1のような培地構成で実験 1として 

一日の菌糸成長量を測定し比較してみた。その結果がグラフ

1である。標準培地Ａ：1.64mmと比較すればＤ：2.16、Ｅ:2.08、 

Ｆ:2.50mmと三番粉が多くなればなるほど菌糸成長量が良く 

なることがわかった。（Ｄ培地のソバ殻にも三番粉が含まれる） 

4.実験2の実験方法とその結果 

次に実験2として表 1の培地構成で1kgの袋培地を作成し、  

培地毎に8個ずつ合計 48個作成し、2021年1月1日にアラゲ  

キクラゲの種菌を接種した。その後、温度23℃、湿度70％の

条件で人工気象器に入れ培養した。3月6日に全ての培地で菌 

糸が回りきったため、培地の四隅にカッターで切り込みを入 

れ、温度30℃、湿度80％、光200ルックスで発生操作を行った 

結果、4月24日にＡ、Ｄ培地から、5月8日にＢ、Ｃ、Ｅ、Ｆ 

培地から子実体が発生し収穫が始まった。その後、発生を繰り 

返し3回ほど収穫し、7月8日までに培地が柔らかくなるまで 

収穫を繰り返した結果が表2である。この結果より標準区Ａよ 

りＢとＥ培地の収穫重量が非常に良い結果がでた。これは三番粉0.5の添加が影響していると思 

われる。それ以上の結果がＤ培地の結果である。それはソバ殻には少量の三番粉が含まれるが、 

三番粉が多過ぎるとＣ、Ｆ培地の結果から収穫量、収穫重量が悪くなることからも理解できる。 

その結果、三番粉が0.5以下の適量であれば収穫個数、収穫重量に影響があることがわかった。 

5.追記 

 私達はソバ殻と三番粉を含むＤとＦ培地から収穫された子実体を50ｇすつ、（株）食環境衛生 

研究所にアレルゲン分析を依頼し、ソバアレルゲンは検出されなかったことを報告いたします。 

ｵｶﾞｸｽﾞ ｿﾊﾞ殻 フスマ 三番粉

A １０ ０ ２ ０

B １０ ０ ２ 0.5

C １０ ０ ２ １

D ５ ５ ２ ０

E ５ ５ ２ 0.5

F ５ ５ ２ １

ソバ殻と三番粉を使った培地構成表その２
単位（比率）

単位（mm） 

：Ｐ＜0.01 to A（標準） ｎ=８ 

表１ ｿﾊﾞ殻と三番粉を使った培地構成

ｸﾞﾗﾌ１ A～Fの一日の菌糸成長量

口頭発表　3



群馬県におけるツキノワグマの繁殖パラメータの推定の試み 

栃木香帆子（東京農工大学）・深澤圭太（国立環境研究所）・黒江美紗子（長野県環境保

全研究所）・姉崎智子（群馬県立自然史博物館）・長沼知子（東京農工大学）・小坂井千

夏（農研機構）・稲垣亜希乃（東京農工大学）・山﨑晃司（東京農業大学）・小池伸介

（東京農工大学） 

 野生の哺乳類の個体数の変動（以下、個体群動態）を把握することは、生物学的知見の蓄

積だけでなく、保全や管理においても重要な課題である。ツキノワグマ（以下、クマ）は日

本に生息する森林性の大型哺乳類であり、直接観察が困難であるため、個体群動態を把握す

るために必要な繁殖に関する知見はほとんど明らかになっていない。そこで本研究では、群

馬県で有害駆除されたツキノワグマから採取したサンプルをもとに、群馬県に生息するツ

キノワグマの繁殖パラメータを推定することを目的とし、以下の２つの調査を行った。①：

2009～2019 年にかけての有害捕獲個体（メス＝54）から採取した第一小臼の年輪幅から繁

殖成功履歴の推定を行い初育児成功年齢と育児成功間隔を求めた。さらに、②：2009～2019

年にかけての有害捕獲個体（メス＝25）の子宮から胎盤痕の数を集計し産子数を求めた。そ

の結果、①：初育児成功年齢は平均 5.64（標準偏差＝1.13）歳、育児成功間隔は、平均 2.25

（標準偏差＝2.17）年となった。②：産子数は平均 1.96（標準偏差＝0.45）頭という値とな

った。過去 10 年間に収集された有害捕獲個体のサンプルを解析することで、直接観察が難

しく、寿命の長いツキノワグマの生涯における基本的な繁殖情報を明らかにすることがで

きた。今後は、本研究により得られた繁殖パラメータを用いて、個体群の動態分析などへの

応用について検討していく。 

キーワード：ツキノワグマ、繁殖履歴、繁殖パラメータ、年輪幅、小臼歯、胎盤痕
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群馬県指定天然記念物の「いま」 - チョウ類 - 

松村行栄（群馬県自然保護連盟） 

群馬県には天然記念物に種の指定がされているチョウ類が 5 種類ある。今回はこれらの「いま」

を報告する。 

オオイチモンジ（1977 年 4 月 1 日指定；絶滅危惧Ⅰ類）

片品村（丸沼・菅沼一帯）で 1955 年代まではかなりの数がいたとの記述はあるが、1987 年以

降の記録はない。県内に残されている標本も見つからなかった。 

ミヤマシロチョウ（1977 年 4 月 1 日指定；絶滅危惧Ⅰ類）

嬬恋村に生息する。放牧の縮小によりカラマツなどが成

長し、森林化による生息環境の悪化がすすんでいる。2007

年より越冬巣の調査が始まり、継続的なモニタリングが可

能となった。発生数の年による変動が非常に大きい。現在、

国内で安定した発生が確認できるのは湯ノ丸山だけになっ

てしまった。 

ミヤマモンキチョウ（1977 年 4 月 1 日指定；準絶滅危Ⅱ類） 

嬬恋村（浅間山、湯の丸山周辺、四阿山）、草津町（草津

本白根山）で記録がある。湯の丸山ではミヤマシロチョウの調査時に観察がされているが、2019

年 2 頭、2020 年 0 頭、2021 年 1 頭と、近年ほとんど見られなくなっている。2019 年 6 月には多

くのクロマメノキの葉が茶色く枯れているのが観察された。他の生息地も含め減少が懸念され、

積極的な調査が期待される。 

ベニヒカゲ（1977 年 4 月 1 日指定；準絶滅危惧） 

 利根郡（片品村、みなかみ町）、吾妻郡（中之条町、嬬恋村）で記録がある。三国山ではササ

類の繁茂により生息環境が悪化し絶滅した。湯の丸山ではミヤマシロチョウの調査時に観察がさ

れているが、現時点では安定した発生が見られている。しかし、ササ類の繁茂は確実に進行して

おり注意が必要である。また、他の生息地でもモニタリングが実施されておらず、調査が期待さ

れる。 

ヒメギフチョウ（1987 年 3 月 7 日指定；絶滅危惧Ⅰ類）

関東地方では赤城山だけに生息する。1990 年代か

ら保全団体がモニタリングを継続している。近年、生

息数が急速に減少しており、緊急的な対策として域外

保全の対策がとられているが、状況が改善していな

い。主な原因はシカによるウスバサイシンの食害で、

食草が不足していることにあると考察されている。 

＜まとめ＞ 

 今回は天然記念物の 5 種について報告するが、県内

には他にもミヤマシジミ、アサマシジミ、コヒョウモ

ンモドキ、ホシチャバネセセリなど早急に保全を開始

しないと絶滅が近いと思われるチョウが多数ある。

チョウの保全は愛好家による種としての科学的な保全だけでは成し遂げられない。その種が存

続してきた自然との係わりを継続するには地域の方々との協力が不可欠である。また生息地の環

境整備等の実践には行政によるバックアップが必要である。3 者の協力による永続的な保全の実

現を期待する。 

キーワード：天然記念物、昆虫類、チョウ類、保全
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令和 3 年（2021）度 群馬県自然保護連盟の活動 

発表者 ： 谷畑 藤男 

所 属 ： ＮＰＯ法人 群馬県自然保護連盟 

”群馬の自然は宝物”自然はみんなのものです  

『自然は一旦破壊したら元に戻すことは不可能です』このことは現代人なら誰もが知っ

ていることです。この群馬の自然を破壊から救うのは、今からでも決して遅くはありませ

ん。 

山々には美しい草花が咲き、野鳥のさえずる群馬、こうした自然環境を維持するために

は、私たち県民一人一人が自然と人間との調和を理解し、幅広い保護思想を高めることこ

そ必要な施策ではないでしょうか。（入会のしおりより） 

〇 保護活動  

場 所（月日） テーマ 参加者 備考 

赤城山麓 

（5･9） 

サクラソウ個体（株）数調査 (10 名）  調査地でアナグマを観

察した。 

野反湖弁天山  

（8･8） 

絶滅危惧植物や高山蝶の生態を学ぼ

う 

－ 台風接近のため中止  

谷川湯檜曽川  

（8･23） 

特定外来植物（オオハンゴンソウ）駆

除活動を学ぶ  

19 名  コロナのため他団体は

欠席 

吾妻渓谷 

（9･18） 

八つ場ダムと吾妻渓谷を観察しよう 10 名  野反湖の代替えとして

実施 

伊香保森林公

園（10･17）  

カエデ類の紅葉や野鳥を観察しよう 19 名  早朝雨天であったが実

施。その後晴れた。  

妙義石門めぐ

り（11･14）  

雑木林の紅葉と地形地質の観察 26 名  石門コースが通行止

め。見晴らしまで往復  

〇 自然観察会  

場 所（月日） テーマ 参加者 備考 

臥牛山 

（6･6） 

草原の植物観察と沼の原の展望を楽

しもう 

25 名  急な登りもあったが全

員登頂。 

赤城五輪尾根

（6･20） 

五輪尾根からの大沼の展望とトウゴ

クミツバツツジの花を観察しよう。

23 名  子供の参加もあり新緑

を楽しめた。  

赤城白川 

（７･24） 

水生昆虫と探そう。トンボやチョウと

友達になろう  

24 名  水生昆虫以外にカジカ

（魚）もいた。  

吾妻渓谷 保護活動に移動  

多々良沼・ガバ

沼（12・5）  

沼の水鳥と緑化センター内の樹木を

観察しよう 

20 名  これから実施  

〇 その他・・・自然観察教室（コロナ中止）、視察（コロナ中止）共催イベント（中止）  

ササ刈り調査・会報「群馬の自然」発行など
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NPO法人ぐんま緑のインタープリター協会の活動紹介 

NPO法人ぐんま緑のインタープリター協会 理事長   関端 孝雄 

〒371-00103前橋市富士見町 2425-28 櫻井方 

電話・FAX：0274-42-2726 

  Mail：inpuri@green.zero.jp 

URL：http://inpuri.web.fc2.com/ 

１．協会の目的 

NPO 法人ぐんま緑のインタープリター協会は、森林や緑、水など、自然環境を守るため幅広い知識や技術

を習得し、人と自然との架け橋ともいうべき緑のインタープリター（解説者・通訳者）として組織的な活動を

しています。その活動を通して人と自然の共生・循環型社会の構築を目指しています。 

２．協会の活動内容 

令和 3年 4月 1日現在 151名の協会員が 4つの部会で活動しています。 

令和 2 年度は新型コロナ感染拡大防止のため 4 月～5 月の事業はすべて

中止し、6 月以降、主に屋外で実施する事業のみを行いました。また他団

体への協力事業はすべて中止となりました。 

1）受託協力部会では、一般県民や親子を対象に自然体験型の環境学習を

実施しています。

主に自然観察会、木工体験教室、水の中の生き物調べ、竹炭焼き、

ネイチャーゲームなどを行っています。

また敷島公園まつりなど各種団体が主催する事業に協力してネイチ

ャークラフトなども行っています。（2年度は協力事業はすべて中止） 

2）普及部会では、森林や自然環境に関心が高く、ボランティア活動に参

加意欲のある人材の養成を目的に、「大人のための自然教室」として毎

年開講しています。

残念ながら 2 年度は新型コロナ感染拡大防止のためやむなく全講座

休講としました。3年度は一部延期して 7月より実施します。 

3）インプリの森部会では、下草刈り、樹木

伐倒など森林整備とその研修を行ってい

ます。

2 年度はサンデンフォレスト内のイン

プリの森（1.1ha）整備を中心に、サンデ

ン調整池周りの樹木の伐倒、三夜沢の森

のヒノキ林の枝打ちなどの森林整備を行

いました。

4）総務企画部会では、年 4 回の協会紙発行や会員向け事業として協会員の

知識や技術向上のための研修を実施しています。

また、小学校や他団体などからの依頼で自然体験の講師派遣を行って

います。前橋市中学校の赤城山の林間学校の自然体験講師を協会として

受託し、多くの協会員が自然の解説者として活動しています。（2 年度は

16 校予定していましたが、新型コロナ対策のため時期をずらして 2 校の

み実施しました。3年度は 1 学期中止となったため 2学期に 15校実施し

ます。） 

5）その他の活動

県立観音山ファミリーパークの東側にある「自然の森」の一般の方向け

の自然観察会を 4 月～11月の第 4 土曜日に行っています。ここでは多く

の里山の植物や里山の遷移を見ることができます。（2年度は 6月～11月

に実施しました。3年度は屋外のみに限定してすべて実施します。）

３．会員募集 

協会が実施している大人のための自然教室の修了者、自然の解説者養成講座または群馬県緑のインタープリ

ター認定登録者で、当協会の目的に賛同できる方が入会できます。年会費 2,000円で入会金はありません。
ポスター発表　2



県民参加型調査「集まれ！タンポポ調査隊 in群馬 2021」 

群馬県立自然史博物館 教育普及係 

「集まれ！タンポポ調査隊 in群馬 2021」は、県民の皆様にご協力いただきながら、群馬県

内のタンポポに関する分布状況を調査するもので、自然や環境に対する興味や関心を高め

るための県民参加型事業の一環として行うものです。 

＜調査の概要＞ 

・調査期間：令和３年３月２０日（土）～５月１６日（日）

・調査方法：生活圏内に生息するタンポポを採集し、採集記録を博物館に送付

・調査内容：①採集情報（調査者名、採集日、場所） ②花びらの色 ③頭花の形

④タンポポの種類（簡易同定） ⑤気付いたこと・感想・意見  等 

＊タンポポの同定について 

タンポポの同定は、まず、総苞外片の向きで、在来種、外来種、雑種の３つに判別します。

種の特定は、花粉の特徴を顕微鏡で調べて行い、花粉の大きさ（均一、不揃い、未発達）で

判定します。花粉が存在しない場合も有り、種の特定には難しさもありますが、県民の皆様

が、同定しやすいように、当館ではおおよその基準を定めた簡易同定表を作成しました。 

今回の調査件数は 165件。一般に、タンポポは、在来種、外来種、雑種が混在して生息し

ていますが、本調査の結果では、主に在来種として、シナノタンポポ(65%)、外来種として、

セイヨウタンポポ(31%)が確認できました。また、シロバナタンポポ(4%)のような花が白い

タンポポや、種が赤褐色のアカミタンポポ(6%)、総苞に三角状の突起があるカントウタンポ

ポ(4%)など特徴のあるタンポポも県内に生息していることもわかりました。さらに、山地に

多く生息するエゾタンポポ(4%)が、平野部でも確認できました。 

今回、調査への参加呼びかけは、館内掲示及び当館 HP、SNS等だけでなく、第 63回企画

展「すき間片隅植物図鑑」（会期 3/20～5/16）と関連させたり、下記観察会やイベント等に

「タンポポ観察」の場を設けたりし、県民参加の機会を広く提供しながら、より多くの県民

の方に調査に参加していただきました。 

《各イベント》・「集まれ！タンポポ調査隊 in群馬 2021」3/28 当館周辺 

・企画展観察会「まちなか観察会 in高崎」4/18 高崎城趾公園周辺

・企画展観察会「まちなか観察会 in前橋」4/25 前橋公園周辺

・サイエンス・サタデー  3/6,13,20,27  4/3,10,17,24 

・ミュージアムスクール  4/24          等 

キーワード：タンポポ調査、在来種、外来種、雑種、県民参加型事業
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コロナ禍における教育普及事業の新たな取組み

群馬県立自然史博物館 教育普及係 

新型コロナウイルス感染症は、博物館への来館や博物館の活動に大きな影響を与えまし

た。教育普及事業においては、基本的に対面での実施を前提としているため、解説業務の縮

小・停止、イベント開催の延期・中止等を余儀なくされました。その結果、事業全体がコロ

ナ前に比べかなり落ち込みました（図１参照）。しかし、長期に亘る感染防止対策を前提と

した教育普及事業の改善を経て、オンラインやＩＣＴ等を活用した新たな教育普及事業を

検討・試行する機会にもなりました。 

以下、コロナ禍における教育普及事業の新たな取組みを紹介します。 

図１ ＜教育普及事業における事業回数・参加者数の推移＞ 

＊R2年度は、事業回数 2,159回（前年度比 12%）、参加者数 22,992名（前年度比 36%）と大きく減少 

Ａ、「おうちミュージアム」への参画 

全国的な広がりを見せた北海道大学博物館提唱の「おうちミュージアム」に参加し、Ｈ

Ｐ上に「おうちミュージアム」を開設しました。各係（教育普及係（展示解説

員を含む）、地学研究係、生物研究係）が連携協働して企画・開発し、ご家庭

でも博物館を楽しんでいただけるよう考えました。現在、13件のコンテンツ

を公開しています。 

Ｂ、展示解説員による開館 25周年企画展「鳥がトリであるために」オリジナル音声ガイドの企画・開発 

展示解説員が企画展のオリジナル音声ガイドを企画・開発・制作しました。対面での展

示解説を行うことが現在困難であるため、企画展のツアーガイド、スポット

解説を制作し、ＱＲコードにて公開しました。ツアーガイドは、5種類、スポ

ット解説は 21種類制作しました。 

Ｃ、オンライン授業、オンライン見学ツアー、オンラインを活用したイベントの実施 

 臨時休館及び感染状況の拡大を理由に来館できない学校において、オンラインを活用

した授業やオンライン見学ツアーを実施しました。イベントでは全体又は一部でオンラ

インを活用して実施しました。

キーワード：コロナ、教育普及事業、取組、オンライン、ＩＣＴ活用
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企画展「極地の海洋環境」調査について（２年目） 

姉崎智子（群馬県立自然史博物館） 

これまでの経緯 

近年急速に加速化する地球温暖化により地球規模の影響をおよぼすほどのダメージを受

けている北極圏、南極圏（以下、極地）について、展示を通じて伝えることが急務である

ことから、企画展の開催が計画された。2021年度は、2020年度に引き続き、日本財団

「海の学びミュージアムサポート」の助成を受けられたので、極地に関する調査、取材、

撮影等を行うことができた。 

企画展の調査 

 企画担当者によって異なるが、発表者は少なくとも約 10年を１つの企画展の準備に要

する。とくに、専門分野ではない分野を企画担当する場合はより長い年月と経験の蓄積が

必要となる。2020年度は主に日本国内における極地観測の史料、映像、文献、標本等の調

査を行った。2021年度は、長期の緊急事態宣言等で県外に出て調査を行うことが難しかっ

たが、主に海外の極地観測の史料、映像、文献、標本等の調査を行った。あわせて動画、

AR、VR、非接触型コンテンツ等の企画・開発を行った。 

調査、開発の成果と企画内容の修正 

船の科学館：初代南極観測船「宗谷」の野外展示と関連する史料、映像等を収蔵・展示

している。宗谷の船内（調理室、医務室、エンジンルーム）の Photogrammetry撮影、

Lidarスキャンを行い、3DCGモデルを生成した。南極新聞等の文献調査も行った。 

国立極地研究所：極地での観測を基盤に研究を行っている日本の極地研究の中核地点で

ある。極地関連資料借用や、映像関係他について調査を行った。 

 東京海洋大学マリンサイエンスミュージアム：南極海の調査を 1956年から行ってお

り、調査時に採集した標本等を収蔵・展示している。2020年度に Photogrammetryで生成

したコウテイペンギン、アデリーペンギン剥製の 3DGCモデルが可動するよう作業した。 

名古屋港水族館、那須どうぶつ王国：2020年度に行ったアデリーペンギン、コウテイペ

ンギン、ジェンツーペンギン等、南極とその周辺に生息する生物の調査、撮影素材をもと

に、映像、音声等非接触型コンテンツを開発・制作した。名古屋港水族館からは南極調査

時の画像、映像、ペンギンの換羽した羽の提供を受けた。軽量粘土でペンギンの羽をつく

ろう等の動画コンテンツを制作した。 

 東洋大学東洋大学生命科学部応用生物科学科：南極からベーリング海峡まで地球規模の

渡りをする渡り鳥他、動物の生態調査を行っている。連携・協働し動画等の開発、制作を

行った。 

群馬サファリパーク：群馬県富岡市に所在するサファリパークである。日本最大規模の

シンリンオオカミの繁殖センターがある。オオカミの調査等を行った。

調査成果に基づき、企画内容と展示シナリオを修正した。 

キーワード：極地、企画展、2024 年度開催（予定）、調査、コンテンツ開発、

ポスター発表　5



群馬の自然と ICT を関連づけた授業実践について その２ 

 

櫻井康之（群馬大学共同教育学部附属中学校） 

１）はじめに 

  昨年度は、中学校第１学年で学習する「火山」と ICT を関連付けた授業実践を紹

介した。今年度は、同じく中学校第１学年で学習する「地層」と ICT を関連付けた

授業実践を紹介する。本単元では、ボーリング調査による柱状図などからその地域

の成り立ちや当時の環境を推測することを通して、地層を探究する有用性や面白さ

を実感させながら地層についての理解を深めることが目的であると捉えた。今回は

地層の学習の中で、生徒が住む地域のボーリング調査の結果をウェブを用いて調べ

ることで、自身の地域の成り立ちや当時の環境を考察し、自身が住む群馬の自然に

対する関心を高めることを目指した。 

 

２）授業の流れ 

 始めに地層にでき方について、ペットボトル 

の中に礫、砂、泥を入れて振った直後にどのよ 

うに堆積するかを調べた。その後複数の柱状図 

から地形の傾きや断層などがあることを推測す 

る活動を行い、柱状図を読み取る技能を身に付 

けた。 

これらの学習後、自身が住んでいる地域のボ 

ーリング調査の結果を web サイト「群馬県ボーリ 

ング MAP」から調べた。復習箇所の地層の様子を 

見比べさせることで、地層の広がりを実感させた 

り、その地域の当時の環境を考えられたりするよ 

うにした。生徒は自身の地域の成り立ちに興味を 

示し、新たな疑問をインターネットを用いて探究 

を続ける様子が見られた。 

 

３）まとめ 

  今回、自身の地域のボーリング調査の結果から地層の成り立ちや当時の環境の推

測を行うことで、生徒が意欲的に学習に取り組み、さらに探究する姿が見られた。

しかし、ボーリング調査の結果のみとなってしまい、理科で大切にすべき実物の観

察が不足してしまった。今後は実物のボーリングの結果と地域の地層や住んでいる

地域の地下の地層を関連付けた授業を目指していきたい。 

 

キーワード：中学校、理科授業、地層、ボーリング調査 

 

参考：群馬県ボーリング MAPhttp://www2.gunma-kengi.or.jp/boring/index.htm 

地層のでき方を探究した際のデジタルノート 

ボーリング調査の結果 群馬県ボーリング MAPより 
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美術的・造形的観点（かたち・色）に注目した 

群馬県立自然史博物館常設展鑑賞プログラムの提案 

春原史寛（武蔵野美術大学造形学部芸術文化学科） 

美術の専門大学において、本学科は芸術文化と社会のよりよい接続を目指している。その

場において、博物館学や美術史、美術教育、アート・マネジメント、ポップカルチャー研究

等を学ぶ春原ゼミでは、群馬県立自然史博物館の見学と特別展への参加を 2018年度から継

続している。多くの学生が博物館学芸員資格取得を目指しており、共通の「博物館」の枠組

みのなかで自分たちが専門とする「美術」ではなく、「自然史」の専門性に触れて、自明と

考えていた美術や美術館の特性を再考し、その成果を自然史に向けて再照射し、自然史博物

館に対する美術の「異物」性を活用した新たな視点を見いだすことを目的としている。この

ような状況を活用し、本年度は、教員のみが群馬県立自然史博物館の常設展をリサーチし、

美術大学の専門性を活用した常設展の鑑賞プログラムを提案する。 

この鑑賞プログラムでは、さまざまな世代や博物館経験、自然史の知識も多様な来場者を

対象として、資料をはじめとして、さらには展示什器や解説パネル、屋内設備などの展示室

内のあらゆる物について、いったん自然史の文脈を離れて鑑賞者の視線を解放し、形態（か

たち）や色彩といったより注目しやすい美術的・造形的観点をポイントとして、それら要素

を展示室内で「探す」自発的・身体的行為により、まずは資料の表層に触れ、そしてそこか

ら先によく見ることを促すことを目指す。この視点は、世界のなかに興味深い造形を見出そ

うとするアーティストの眼と意識である。今回の展示では、その視点を各資料・展示物の造

形に注目した写真によって示し、もうひとつの常設展鑑賞の方向性を提示する。 

今回は、試行的に要素をある程度限定して、形態については円、穴、くぼみ、亀裂、縞、

隙間などの観点、色彩については、青、赤、黄、緑等や、透明・半透明等をポイントとして

設定した。今後の展開としては、さらに細分化したポイントの設定が考えられる。 

プログラム考案のためのリサーチのプロセスにおいては、自然史資料には原色に近い彩

度の高い色彩は数少ないこと、ひとつの個体が常にグラデーションやしみなどの変化を伴

った色彩を有していること、正円は展示室内の什器や設備等には見られるが、自然史の資料

にはほとんど見られないこと、対照的に什器やパネル、設備などの工業的な人工物には、鮮

やかで均一な色彩や正確な幾何学形態が多数見られることが把握された。これは、本プログ

ラムが鑑賞者に示唆するものでもある。このように、形態・色彩といった表層は資料の機能

や背景などの文脈とも関連していることが、改めて意識されるのではないか。 

なお今回の展示では、プログラムの概観イメージとして、資料の色彩に注目した写真によ

る色相環をビジュアルとして提示し、その目的や内容を印象付けることを目指し、美術的・

造形的観点の意義を伝えることも意識した。 

キーワード：造形、鑑賞、教育普及、サイエンスとアート、美術大学
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前橋市 広瀬川と馬場川流域でのアートフェスティバルについて 

山口貴子（アーティスト/キュレーター） 

「River to River 川のほとりのアートフェス」について 

期間 2021年 11月 27日〜2021年 12月 12日（金土日開催）、群馬

県前橋市の市街地の 6拠点（広瀬川美術館、アートスペース、ギ

ャラリー、カフェスペースなど）にて、美術展(アートフェスティ

バル)と演劇公演が「主催:ya-gins」にて行われました。図１ 

「River to River」というタイトルは、広瀬川と馬場川流域が会

場となっていることからつけられています。本展示は、上記アー

トフェスティバルの会場 map前橋市民ギャラリーにて展覧された

作品を再編集したものです。 

地域と地形とアート作品展示の可能性 

本展示作品では、前橋市街地にある広瀬川と馬場川にて、事物の捉え方、見かたについて

問い直すためのアクションを起こし、撮影したものを映像作品にしました。 

知られているように、広瀬川と馬場川は利根川から分水され、工業、農業用水として利用

されてきました。旧利根川の川底に広がる地形で人の営みによく根付いたこの川と水は、

周辺に住まう人々には日常化し、よく見る（観察）されることは希です。 

今回、映像作品にすることにより、周辺に住む鑑賞者には、それぞれの川の昔の状況や川

にまつわる暮らしや風景についての語りを引き出しました。また、前橋の街を歩いて訪れ

たことのない鑑賞者には、本作品を通して街の地形や歴史を感じ取ったのち、実際に街を

歩きながら点在する展示会場を巡り、様々なアート作品の鑑賞と借景で現れる川の景色が

合わさることで新鮮に立ち現われる前橋市の川と街の景色が体験されたことでしょう。 

地域アートフェスティバルや、そこで展覧されるアート作品は、美術の分野のみにとどま

らず、あらゆるラインを超えた気づきや繋がりを自然に作り出すことが可能であることを

改めて強く意識し、地域環境が作り出した自然と合わさることで、多様な視点をもたらし、

地形がつくりだした人と地域社会の今から、過去と未来を結ぶ可能性とに満ちていました。 

サイエンスとアートの事物をみつめる基礎的な始まりは近しいものがあると考えていま

す。今後、何かしら共に場や体験を共有できたらと願っております。 

参照：map 前橋市民ギャラリーhttps://maebashiartpractice.wordpress.com/mapについ

て、River to River http://rivertoriver2021.ya-gins.net 

キーワード:前橋市、広瀬川、馬場川、現代アート、アートフェスティバル

図 1 エリアマップ 
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ビジターセンター職員が見た２０２１年の尾瀬

公益財団法人 尾瀬保護財団

尾瀬国立公園の中には、尾瀬山の鼻ビジターセンター、尾瀬沼ビジターセンターと

いう２つのビジターセンターがあります。尾瀬のシーズンである５月中旬～１０月下

旬には職員が駐在し、自然保護活動や尾瀬を訪れる利用者に対する自然情報の発信、

自然解説など、各種普及啓発活動を行っています。

ここでは、ビジターセンター職員が見た2021年の尾瀬の様子をご紹介します。

【 春 】約半年間の厳しい冬が明け、４月下旬頃に尾瀬に

到る道路が開通されると、いよいよ尾瀬シーズンの到来です。

ビジターセンター職員は、残雪を踏みしめての現地入りとな

りますが、今年は雪が少なめでした。

尾瀬の代名詞とも言えるミズバショウは、例年どおり５月

下旬に見頃を迎え、６月下旬頃まで訪れる人たちの目を楽しませてくれました。

【 夏 】春のミズバショウに対して、夏の尾瀬を代表する

のはニッコウキスゲです。じつはこの花、ニホンジカによる

採食被害が深刻であり、防護柵を張ってシカの侵入を食い止

めたり、シカを捕獲するといった対策が取られています。

さて、今シーズンでもっとも大きな出来事は、なんと言っ

ても尾瀬沼ビジターセンターが新しくなったことです。広いスペースでゆったりと展

示を楽しむことができる新施設は、来訪者の皆様にご好評をいただいております。来

シーズンもスタッフ一同、皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。

【 秋 】湿原が色づく草紅葉（くさもみじ）にはじまり、

次第に周辺の山々が紅葉していく美しさが秋の尾瀬の見所で

す。今年は、例年どおり９月末から１０月中旬が見頃でした。

この時期は、早朝に霜が降りることがあるので、くれぐれ

も足下にお気を付けください。

【 冬 】標高2,000ｍ級の山々に囲まれた山岳地域である尾

瀬は冬の訪れも早いです。

本年も例年どおり１０月中旬から徐々に山小屋等は営業を

終了し、月末にはほぼ全ての施設が閉鎖されました。１１月

頭に尾瀬へ通じる道路が閉鎖されると、来シーズンに向けて

尾瀬は長い眠りに入ります。
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堅果類の豊凶とクマ出没への影響 

鳥獣被害対策支援センター企画管理係 

１ はじめに
ツキノワグマの主要なエサである堅果類の豊凶は、その出没に影響すると考えられ

ています。このため、豊凶の把握はツキノワグマの出没対策や被害防止対策を実施す
る上で重要となります。群馬県では長期にわたり堅果類の豊凶調査を継続しており、
調査結果から秋期のツキノワグマの出没を予測し、被害防止対策として県民への注意
喚起を実施しています。堅果類の豊凶調査は、利根沼田地域を中心に実施しており、
今回の報告ではその調査方法を紹介し、１５年間の豊凶調査結果と出没（有害捕獲数）
との関係について考察します。 

２ 調査方法 
（１）調査地域及び調査時期

利根沼田地域の基準地域メッシュを５km 四方 28 区画に区分して、固定調査木の豊
凶調査を実施しています。調査は堅果が充実する９月上旬に行い、樹種はブナ、ミズ
ナラ、コナラ、クリ、ミズキの５種としています。
（２）評価方法

調査木を樹形により２～６分割（図１）し、各分割内の豊凶状況を、双眼鏡を利用
して目視により評価しています（表１）。評価の結果を計算例により計算し、各調査木
の豊凶指数を算出しています（表２）。  

３ １５年間の調査結果と出没（有害捕獲数）の関係 
図２は利根沼田地域の平

均豊凶指数と有害捕獲数の
推移を示しています。二つの
間には強い相関関係が確認
できます。しかし、増減して
いた豊凶は近年一定してお
らず、この傾向は他県でも確
認されています。豊凶調査は
９月以降となるため、秋期の
出没予測に限られますが、今
後も豊凶調査を継続し、気象
要因やツキノワグマの生態
などを考慮し、出没の注意喚
起を行います。 

キーワード：堅果類豊凶調査、ツキノワグマ、出没予測

基準 結実状況
０ 無結実
１ 数個確認できる
２ 一部に疎に結実
３ 全体に疎に結実
４ 全体に密に結実
５ 全体に過密に結実

大区分 小区分
無 0
大凶作 0～10
凶作 11～25
不作 26～45
並作 46～65
豊作 66～85
大豊作 86～100

作柄

凶作

並作

豊作

豊凶指数
（％）

表１ 豊凶判定基準 表２ 豊凶指数 

（注　：調査木毎の豊凶指数計算例）

５＋５＋４＋４＋２＋２＝２２

総数を５(判定基準）×６（分割区数）＝３０として、２２／３０＝７３％図１ 調査木分割図 

図２ 平均豊凶指数と有害捕獲数 
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SAMOVA によるツキノワグマの遺伝的集団構造の解析(第一報) 

 

浅見真穂 1・和久大介 1・米澤隆弘 2・姉崎智子 3 
1東京農業大学国際農業開発学科：〒156-8502 東京都世田谷区桜丘 1-1-1 
2東京農業大学農学部動物科学科：〒243-0034 神奈川県厚木市船子 1737 
3群馬県立自然史博物館：〒370-2345 群馬県富岡市上黒岩 1674-1 

 

ツキノワグマ(Ursus thibetanus)は食肉目クマ科クマ属に分類される哺乳類で、本

州、四国に生息しており、環境省によると下北半島、紀伊半島、四国山地、西中国地

域、東中国地域の 5 地域の個体群が絶滅の恐れがあるとされている。  

群馬県では、地域個体群の維持に配慮しつつ人とツキノワグマの適切な関係を構

築するために、群馬県ツキノワグマ適正管理計画として、地域計画の策定、被害防除

対策、生息環境・個体群管理が行われている(群馬県, 2019)。適正管理計画では越後・

三國個体群と関東山地個体群の 2 集団に区分し年間の捕獲上限頭数を定めて管理して

いる。しかし、現状では捕獲上限頭数が守られていない。そして 2010 年に捕獲され

た 104 個体を先行研究で定められた 38 ハプロタイプ(Ohnishi et al. 2009)と比較する

ハプロタイプ分析から群馬県内のツキノワグマは遺伝的に南西部集団、中之条集団、

北東部集団の 3 集団に分けられる可能性が示され、適正管理計画による 2 集団とその

生息頭数に基づいた捕獲上限頭数は、実際の集団を反映していないと考えられた（佐々

木ら, 2013；佐々木ら,2014）。2016 年の 28 個体のハプロタイプ分析からも 3 集団の

構造が確からしいという結果が得られ、また、他の年では確認されなかった分類の個

体が確認されている（鈴木, 2021）。さらに、ツキノワグマは堅果類の豊凶によって行

動圏の大きさが変化する(坪田, 2013)ため、個体群の分布も変化すると考えられる。以

上から実際の個体群を反映できていない適正管理計画のままツキノワグマの管理を行

うと、ある特定の個体群から大量に捕獲してしまい、その個体群が衰退してしまう危

険性がある。 

これまでの佐々木ほかの研究(2013)や鈴木の研究(2021)では、AMOVA(Analysis of 

MOlecular Variance)解析を用いて統計学的に解析を行い、管理体制の地域区分の妥当

性を調べていた。しかし、AMOVA 解析は集団の定義に研究者の主観が入る可能性が

ある。一方で SAMOVA(Spatial Analysis of MOlecular Variance)解析は個体の位置情

報を用いることで、地理的に近い集団が同一のグループに分類されやすくなり、より

正確な遺伝的集団構造が推定できると考えられる(Dupanloup et al. 2002)。本研究で

は 2010 年、2011 年、2012 年に捕獲されハプロタイプを分析した個体の SAMOVA 解

析を行い、AMOVA 解析で得た結果と比較し、本来の遺伝的集団構造を解明すること

を目的とした。詳細な集団構造や生息分布域を解明し、今後の保全対策・獣害対策等

の資料に役立てることを目的とする。本報告はその第一報となる。  

 

＜キーワード＞ツキノワグマ,集団構造,ハプロタイプ,SAMOVA 

 

ポスター発表　12



群馬県におけるツキノワグマの繁殖パラメータの推定の試み 

栃木香帆子（東京農工大学）・深澤圭太（国立環境研究所）・黒江美紗子（長野県環境保

全研究所）・姉崎智子（群馬県立自然史博物館）・長沼知子（東京農工大学）・小坂井千

夏（農研機構）・稲垣亜希乃（東京農工大学）・山﨑晃司（東京農業大学）・小池伸介

（東京農工大学） 

 野生の哺乳類の個体数の変動（以下、個体群動態）を把握することは、生物学的知見の蓄

積だけでなく、保全や管理においても重要な課題である。ツキノワグマ（以下、クマ）は日

本に生息する森林性の大型哺乳類であり、直接観察が困難であるため、個体群動態を把握す

るために必要な繁殖に関する知見はほとんど明らかになっていない。そこで本研究では、群

馬県で有害駆除されたツキノワグマから採取したサンプルをもとに、群馬県に生息するツ

キノワグマの繁殖パラメータを推定することを目的とし、以下の２つの調査を行った。①：

2009～2019 年にかけての有害捕獲個体（メス＝54）から採取した第一小臼の年輪幅から繁

殖成功履歴の推定を行い初育児成功年齢と育児成功間隔を求めた。さらに、②：2009～2019

年にかけての有害捕獲個体（メス＝25）の子宮から胎盤痕の数を集計し産子数を求めた。そ

の結果、①：初育児成功年齢は平均 5.64（標準偏差＝1.13）歳、育児成功間隔は、平均 2.25

（標準偏差＝2.17）年となった。②：産子数は平均 1.96（標準偏差＝0.45）頭という値とな

った。過去 10 年間に収集された有害捕獲個体のサンプルを解析することで、直接観察が難

しく、寿命の長いツキノワグマの生涯における基本的な繁殖情報を明らかにすることがで

きた。今後は、本研究により得られた繁殖パラメータを用いて、個体群の動態分析などへの

応用について検討していく。 

キーワード：ツキノワグマ、繁殖履歴、繁殖パラメータ、年輪幅、小臼歯、胎盤痕
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ツキノワグマにおける冬眠前の活動量に影響を与える要因

ペク スンユン(東京農工大)・岩崎 正 (東京農工大)・山崎晃司(東京農大)・長沼知子 (東京農工

大)・稲垣亜希乃(東京農工大)・栃木香帆子(東京農工大)・小坂井千夏(農研機構)・小池伸介(東京

農工大) 

冬眠はツキノワグマ(Ursus thibetanus)の生活史において最も重要なイベントである。冬眠の開始時期、

終了時期、そして冬眠期間を決定づける要因については、海外のクマ類を中心にさまざまな先行研究が存

在し、生物学的な要因と非生物的な要因の影響を受けることが知られている。しかしながら、ツキノワグ

マでは冬眠に関する情報は極めて限られているのが現状である、さらに、冬眠を始める前のツキノワグマ

の生活史についても、その実態はほとんど知られていない。ツキノワグマの冬眠前の時期は狩猟の開始時

期と重複することから人間活動の影響を大きく受けている可能性があり、また秋季の人里への出没の終了

時期を予測するためには、冬眠前の行動の実態を把握することが求められる。そこで、本研究は冬眠を始

める前のツキノワグマの生活史を明らかにする一環として、冬眠前のツキノワグマの１日あたりの活動時

間（以下、活動量）に注目し、活動量の変化（低下）に影響する要因を明らかにすることを目的とした。

本研究では、2006 年から 2017 年にかけて足尾-日光山地において追跡調査を行った計 35 頭のツキノワグ

マに装着した GPS 受信機にて活動量を計測した。その結果、35 頭中 29 頭のツキノワグマにおいて、冬眠

開始の平均 2.7 日前から、活動量の急激な低下が認められた。また、活動量が低下する期間には、ツキノ

ワグマの年齢、性別、秋のブナ科堅果の豊凶の程度は影響を与えなかった。ただし、冬眠前に急激な活動

量の低下が認められなかった 6頭のうち 5 頭はメスであり、これらのメスは年齢が増加するに伴い、冬眠

前に活動量が低下する期間が短くなる傾向があった。 

キーワード：ツキノワグマ、冬眠、活動量変化、冬眠前行動
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ミトコンドリア DNA の多様性に基づく群馬県のニホンカモシカ個体群の特徴

田中和明（麻布大学獣医学部） 姉崎智子 （群馬県自然史博物館） 

ニホンカモシカは、本州（紀伊半島以東）、

四国および九州の山岳地帯に飛び地的に分

布し、氷河期の遺存種と考えられている。群

馬県内で採取されたニホンカモシカ 276 個

体のミトコンドリア DNA（mtDNA）コントロー

ル領域を解読し、Gun-1～Gun-12までの 12種

類のハプロタイプを同定した。 

各ハプロタイプの分布を表１に示した。これ

に、GenBankに登録されている他地域のニホ

ンカモシカの配列および、アウトグループと

して大陸に分布する近縁種であるスマトラ

カモシカの配列を加えて、NJ 法を用いた系

統解析を行った（図１）。系統解析の結果、

ニホンカモシカの mtDNA ハプロタイプは大

きく４つ程度のクラスターに分類できる事

が示された。しかし、個々のハプロタイプが

採取された地点と遺伝的な距離との間に明

確な対応を見出すことはできなかった。これ

は、ニホンカモシカにおいて、過去に集団の

分断と再融合が経験していることを示唆し

ている。 

群馬県内で見つかった 12のハプロタイプは、A,B,Cの３つのグループに分類することができた。

嬬恋村では圧倒的に A グループ、赤城山麓の昭和村では B グループを持つ個体が圧倒的多数を占

めていた。片品村では、A、B、Cグループがそれぞれ同程度割合で存在していた。Cグループは東

北地方の山形県のハプロタイプとグループ化され東北地方の個体群と関連すると考えられる。こ

のことから片品村周辺では、ニホンカモシカの複数の個体群間の交流が存在する事が示唆された。 

図１．mtDNAコントロール領域の配列に基づくニ

ホンカモシカの NJ系統樹

A2

Gun-1 Gun-2 Gun-3 Gun-4 Gun-8 Gun-11 Gun-9 Gun-5 Gun-6 Gun-7 Gun-10 Gun-12

嬬恋村 124 2 0 1 116 2 3 0 0 0 0 0 0

中之条 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

片品村 50 13 0 0 1 0 0 12 2 13 7 1 1

(旧)利根村 15 9 0 0 0 0 0 3 0 1 2 0 0

昭和村 82 70 1 0 2 0 0 1 5 3 0 0 0

富岡市 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

沼田市 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

群馬県全体 276 94 2 1 123 2 3 16 7 17 9 1 1

表１．　群馬県におけるニホンカモシカのミトコンドリアDNAハプロタイプの分布

地域名 個体数

ミトコンドリアDNAハプロタイプ

グループB グループC
A1

グループA
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錯誤捕獲によるニホンカモシカへの影響について 

長崎亜湖¹・大塚里沙¹・須田千鶴¹・近清弘晃¹・井上孝大¹・竹下毅²・ 

塚田英晴¹・南正人¹（¹麻布大学・野生動物学研究室、²小諸市農林課） 

全国で個体数が増加しているニホンジカ（Cervus nippon)を捕獲するために多用されているくくり

罠でニホンカモシカ（Capricornis crispus、以下 カモシカ）の錯誤捕獲が増加している。カモシカ

は国の特別天然記念物に指定される保護対象動物であるが、錯誤捕獲によるカモシカへの影響

は明らかになっていない。長野県小諸市は、2016 年 4 月から錯誤捕獲されたカモシカに耳標をつ

けて識別し、個体別に捕獲履歴を記録している。私たちは 2017 年から 2021 年まで錯誤捕獲が多

い小諸市南部の丘陵地に 500m 四方の区画を 22 箇所設け、センサーカメラを 1 台ずつ設置し、

耳標の有無や負傷を確認してきた。2021年は各区画に約3ヶ月間センサーカメラ3台を追加した。 

 2021年 10月までの小諸市内での錯誤捕獲は 64頭でのべ 217回発生し、同一個体の錯誤捕

獲回数は最大で 14 回、平均で約 2.6 回であった。2021 年にセンサーカメラで耳標の有無が確認

できた撮影回数の内 53.0％は耳標のある個体で、錯誤捕獲の経験があることになる。また、捕獲時

やセンサーカメラの映像でそれぞれの年で負傷の有無が確認できた個体の中での負傷個体の割

合を算出し､負傷率とした。負傷率は､2017 年(18 頭)：16.7％、2018 年(17 頭)：52.9％、2019 年(25

頭)：40.0％、2020 年(19 頭)：47.4％、2021 年(25 頭)：56.0%であった。調査地内のカモシカの約半

数に錯誤捕獲の経験があり、近年では集団の約 1/4 が錯誤捕獲により負傷していると考えられる。

負傷が有る個体の生存率は 1年後(17頭)：76.5％、2年後(13頭)：46.2％、3年後(11頭)：18.2％、

4 年後(3 頭)：0％であった。負傷の無い個体の生存率は 1 年後(20 頭)：60.0％、2 年後(11 頭)：

54.5％、3 年後(8 頭)：37.5％、4 年後(6 頭)：33.3％、5 年後(6 頭)：16.7％であった。錯誤捕獲から

3･4年後に負傷が有る個体の生存率は負傷の無い個体の生存率よりも下回る傾向となった。 

錯誤捕獲の発生原因として、カモシカの生息密度、罠の設置数、捕獲作業者の技術や錯誤捕

獲に対する意識などが考えられる。小諸市の捕獲作業者約 20 名の内、錯誤捕獲を起こした捕獲

作業者は 7名、その内 2名が錯誤捕獲の 6割を占めていた。錯誤捕獲回数が多い捕獲作業者は

シカの捕獲数も多い傾向にあった。。それぞれの捕獲作業者が担当する地区のカモシカの生息密

度は不明なので、錯誤捕獲の発生原因の絞り込みはできていない。今後、罠の設置数やカモシカ

の生息密度を算出し、錯誤捕獲の発生原因を明らかにしていきたい。 

キーワード：負傷率、捕獲個体割合、生存率、Capricornis crispus、小諸市
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武尊山周辺のニホンジカモニタリング調査 

飯塚遥香・五藤拓実・碇屋実佑・田中花菜(群馬県立尾瀬高等学校) 

【はじめに】近年、全国ではニホンジカ（以降、シカとする）の個体数の増加が問題とな

っている。尾瀬高校の身近なフィールドでもある武尊山においては現状が明らかにされて

いない。そこで、武尊山の東面と西面においてシカの生息状況を調べた。また、近年シカ

による植生の被害があるとされる玉原湿原や、武尊山の東の山麓に位置する田代湿原にお

けるシカの影響がないかも調べた。 

【方法】武尊山の東側に位置する武尊牧場、武尊山の西側に位置する玉原湿原、玉原スキ

ー場の 3 箇所で調査した。ルートセンサス調査、スポットライトセンサス調査により調べ

た。また、玉原湿原では湿原にセンサーカメラを設置し、シカの出現を調べた。また、個

体数をより正確に求めるために糞塊調査を、武尊牧場・玉原スキー場で行った。 

田代湿原と玉原湿原において、ドローンによる空撮を行い、湿原の状況を調べた。 

【結果】秋にかけて発見個体数が増加していった。(図

１)また、糞塊調査環境省のデータの森林内における糞塊

密度に比べ、調査場所の結果は他の密集地と同じくらい

の量があった。しかし、玉原湿原は、8 月まではシカが

見られていたがそれ以降は見られなかった。ミズバショ

ウが食害にあっていることが分かった。ドローンによる

空撮写真からは、田代湿原・玉原湿原の両方でシカ道が確認

できた。 

【考察】増えていった時期が繁殖時期と重なるので増えたのではないか考えられる。また、

シカが多く見られた場所は林と草地の境目である林縁の環境であり、 近くには沢が流れ

る谷間が多く存在するため、夜間の餌場と休息場所との関連性が高いのではないかと考え

られる。そして、糞塊調査の結果から付近の森林よりも遥かに多いため、シカが集まって

きていることが考えられる。ドローンによる調査結果から、両方の湿原をシカの群れが移

動経路として利用していることや、周辺にシカが多く存在することが考えられる。 

【おわりに】 少しだが武尊山の現状を知ることが出来た。今後も調査を継続して行って

いきたい。また、シカは地域によって植物の嗜好性が違うので、来年は各場所の植生調査

を行い、シカが食べている植物を明らかにしたい。そして、増加するシカの管理や被害に

あっている植生を守るために、私達は何をしていけるか考えたい。 

キーワード：ニホンジカ、ライトセンサス、武尊山、玉原高原

図１ 月別発見頭数 
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ドローンが明かす山岳草原のシカ高密度：浅間山湯の平の現状 

伊藤健彦（鳥取大）・福江佑子（NPO法人生物多様性研究所あーすわーむ） 

長野県と群馬県の境に位置する浅間山では、高標高域へのニホンジカ（以下、シカ）の

分布拡大と定着化が進んでおり、採食圧の増加による高山・湿生植物の減少や森林の衰退、

ニホンカモシカ（以下、カモシカ）への影響などが懸念されている。標高約 2100 mの亜高

山帯に位置する平坦地（湯の平）では、2016 年に植生保全のための約 0.5 ha の防鹿柵が設

置されたが、それ以外の生態系被害対策は実施されていない。対策の立案にはシカの生息状

況の把握が不可欠だが、これまでは数台の自動撮影カメラによる定性的なモニタリングに

限られてきた。そこで本研究では、ドローンを活用した、湯の平におけるシカとカモシカの

種判別および個体数推定手法の開発を目的とした。 

 2020年 11月および 2021年 8月と 11月に、湯の平周辺の約 1 km2の範囲でドローンによ

る動物観測を実施した。2020年には赤外線カメラ DJI Zenmuse XTを搭載した DJI Inspire 1

を、2021 年には赤外線カメラと可視光カメラが搭載されている DJI Mavic 2 Enterprise 

Advanced を使用した。観測時間帯は、2020 年には夜間、2021 年 8 月には夜間と夜明け前、

2021年 11月には日の出前後の薄明時（2 日間）とした。操縦者が手動で機体とカメラを操

作して、飛行高度 60–120 mから、周囲より温度が高い物体を探索した。送信機のモニター

上で動物の可能性が高い物体が確認された場合には、ドローンを接近させ、必要であれば高

度を下げて、動物かどうかを確認した。動物と判断した場合には、直上で静止画を撮影し、

位置情報記録した。薄明時の観測では、モニター上で赤外線画像と可視光画像を切り替え

て、形態や体色などからシカとカモシカの判別を試みた。飛行時に撮影した動画を研究室で

見返すことにより、シカとカモシカの種判別と見落としや重複の有無を確認し、シカまたは

カモシカの発見地点を地図化した。

観測範囲のシカまたはカモシカの個体数は、2020年 11月には 43頭、2021年 8月には 35

頭および 62 頭、2021 年 11 月には 47 頭および 46 頭だった。薄明時にシカまたはカモシカ

と推測された赤外線画像のうち、81%と 85％が可視光画像で種判別できた。そのうちカモ

シカはそれぞれ 2 頭および 3 頭であり、すべての個体が調査範囲南部の急峻な斜面で確認

された。 

本調査地のような、草原や疎林、落葉期の落葉樹林での大型哺乳類の個体数調査には赤外

線カメラ搭載ドローンによる観測が有効であり、可視光画像を併用すれば、体サイズと形態

が似たシカとカモシカも高確率で判別できる。この手法は、個体数のモニタリングだけでな

く、同所的に生息するシカとカモシカの生息地選択の違いなどの保全生態学的研究を発展

させるだろう。調査回数が少ないため、この確認頭数は最低頭数とみなすべきだが、湯の平

ではシカがすでにかなりの高密度であることも明らかになった。本地域の高山植生や森林

生態系の保全には早急な対策が必要だろう。 

キーワード：浅間山、ニホンジカ、ニホンカモシカ、生態系への影響、ドローンによるモ

ニタリング
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群馬県太田市におけるアライグマ・ハクビシン・

ニホンイノシシの調査

奥 浩之・立見祐哉・武田海大・長谷川諒（群馬大学 大学院理工学府） 

片山 豪（高崎健康福祉大学 人間発達学部） 

群馬大学太田キャンパスでは「ふん」の DNA 分析を活用して、太田市に生息するアライグ

マ・ハクビシン・ニホンイノシシの調査と被害対策に向けた研究を行っています。

☆ニホンイノシシ

⇒ 太田市では 渡良瀬川沿い、八王子丘陵、金山

丘陵 に生息しています。

⇒ 食べ物を探すために、あぜ道や水路を崩した

り、田んぼや畑を掘り返したりします。これ

らの採食行動が、耕作地や生活環境を荒らす

被害として報告されています。

右写真： 8 月 30 日 吉沢町にて --> 

☆刈り取り前のイネを食べた跡

⇒ これはイノシシが、水田に入ってイネを食べ

た跡の写真です。イネが倒れて、穂が食べら

れています。あぜ道沿いにイネ科の雑草も生

えていますが（点線の枠内）、全く倒れておら

ず、食べられていないこともわかります。

<-- 左写真：9 月 11 日  菅塩町にて

☆アライグマ（写真上、点線枠内） 

☆ハクビシン（写真下）

⇒ 住宅・工場・畑など場所を問わ

ず、太田市全域で見られます。

特にアライグマを多く見かけ

るようになりました。春～秋に

かけて、夏のトウモロコシ・ス

イカ、秋のブドウ、など農作物

への被害が生じています。

謝辞： 本研究は、太田市役所農政部農業政策課、群馬県猟友会、太田市内の各行政区 をは

じめとして大変多くの方々のお世話になりました。深く御礼を申し上げます。 

キーワード：ニホンイノシシ(Sus scrofa leucomystax)、アライグマ（Procyon lotor）、
ハクビシン（Paguma larvata）、植物食性、DNA バーコーディング法
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カラスなぜ逃げない？～カラスの逃走反応に関する実験的研究～

白井正樹（電力中央研究所） 

1. はじめに

カラスの生息分布域はヒトの生活圏と重複しており、有害鳥となる場合が多い。例えば、

カラスは様々な農作物に対して被害を出しており、被害の低減が求められている。また都市

域においては、生ゴミの食い荒らし問題や電柱への営巣による停電事故などが起きている。

これらを解決するために、視覚・聴覚刺激などによる継続的な対策が行われているが、確実

に被害を防ぐまでには至っていない。電力中央研究所では、飼育下のカラスを対象に生理実

験や行動観察を行い、カラスの逃走反応を引き起こすために必要な要因について検討を行

っている。今回、これらの研究の一部について紹介する。 

2. ヒトの接近に対するハシボソガラスの生理的応答

ヒトの生活圏と生息分布が重複するカラスにとって、行き交うヒトの中でいかにして繁

殖や採餌を成功させるかが重要となる。そこで、都市部の電柱上でも営巣するハシボソガラ

ス Corvus coroneについて、ヒトの接近時のストレス反応を明らかにするために、飼育個体

にて実験を行った。ハシボソガラスに心電図データロガーを装着し、小型ケージに入れた上

で静置した。その後、35 m離れたところからケージに向かって実験者が歩いて接近し、そ

の際の心拍数を記録した。ハシボソガラスは、ヒトが接近し始めると心拍数が静止時（217 

bpm）の 1.37倍に上昇した。その後しばらくはヒトが接近し続けても心拍数に変化は見られ

なかったが、10 m以内に接近した際には 1.92倍に再度上昇した。以上の結果から、ハシボ

ソガラスはヒトの接近距離に応じて複数の生理的反応を示すことが示唆され、電柱の高い

場所（10～13m）では比較的低いストレス反応レベルで営巣が可能であると考えられた。 

3. 異なるエサ条件に対するハシブトガラスの行動的応答

カラス対策において、対策技術そのものの効果以外にも、周囲の環境が対策の成否に影響

することが考えられる。そこで、エサ場の利用可能性がカラス対策の成否に与える影響を確

認するため、屋外ケージ内のエサ場の数を変えながら、ハシブトガラス C. macrorhynchos

の対策に対する反応を観察した。実験は、屋外ケージにハシブトガラスを 1個体ずつ導入し

て行った。初めに、屋外ケージにエサ場を一か所だけ用意し、そのエサ場に聴覚刺激を照射

したところ、聴覚刺激の有無による明確な採餌行動の違いは見られなかった。次に、屋外ケ

ージ内のエサ場を 2 か所に増やして片方にのみ前述の聴覚刺激を照射したところ、刺激を

照射したエサ場と照射していないエサ場ではエサ消費量に有意な違いが見られた。これら

の結果から、同一の効果を有する対策技術を導入した場合であっても、周囲の環境によって

カラス対策の成否に違いが生まれる可能性があることが示唆された。

キーワード：ハシボソガラス、ハシブトガラス、意思決定、心拍数、カラス対策
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群馬県の傷病鳥獣救護の”現在（いま）”

群馬県環境森林部自然環境課

１．はじめに

群馬県では、鳥獣保護思想の普及啓発の一環として、傷ついた鳥獣を救護し野生復

帰させる活動を実施しています。

近年、鳥獣を取り巻く社会環境は変化しており、野生鳥獣による農林水産業や生態

系への被害が増加しています。また、鳥インフルエンザ等動物由来感染症によるリス

クも認識され始めており、傷病鳥獣救護のあり方について検討する必要があります。

ここでは、野鳥病院を中心として現状を整理し、課題等について報告します。

２．傷病鳥獣救護事業について

①考 え 方：野生鳥獣は生態系を構成する要素の一部であり、自然の中での生死がそ

の重要な役割であるという原則を踏まえ、傷病鳥獣への対応を通じ、人

と野生鳥獣との適切な関わり方について普及啓発を図ります。

②保護施設：当県では、昭和 51 年に県有施設として野鳥病院（林業試験場内：北群
馬郡榛東村新井 2935）を設置するとともに、昭和 54 年から市立桐生が
岡動物園（桐生市宮本町 3-8-13）に保護収容を委託しており、全国的に
見ても早くから整備を進めています。

③対 象 種：発見者から傷病鳥獣の届け出があった鳥獣を原則対象にしています。

④救護体制：発見者から県機関【（環境）森林事務所、自然環境課】へ通報があった

場合、保護施設と調整し、発見者が直接搬入もしくは県機関で引き取り

保護施設へ搬送します。

３．野鳥病院の収容状況

野鳥病院の近年の年間収容数は 300 羽
程度で、うち、ひな（幼鳥）が 150 羽程
度と収容数の約半分を占めています。

放鳥して野生復帰できるものは約 3 割と
なっています。

４．課題と今後の対応について

①鳥獣保護の啓発：鳥獣保護は、ペットに対する動物愛護と混同されがちですが、鳥

獣を含む生物全体ひいては自然全体を守るということであり、人

と鳥獣との適切な関係が求められています。例えば、巣立ち前後

のひなを保護することは状況を適切に判断しなければ自然の生態

に人為的に介入することとなってしまいます。このため、野鳥の

生態を含め正しい鳥獣保護を普及啓発していく必要があります。

②効率的な救護：近年、群馬県では野生鳥獣による被害が増加しており、捕獲や

防除などの対策を進めています。同じ鳥獣を一方で捕獲し、一方

で保護して野生復帰を行うという矛盾を抱えており、今後、傷病

鳥獣の選別について検討を行う必要があると思います。

③動物由来感染症：例えば、保護した野鳥が鳥インフルエンザに感染していることも

想定されるため、発見者と収容者の安全確保や、野鳥病院内で発

生した際の対応なども検討を進めています。

キーワード：傷病鳥獣、野鳥病院、ひな
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尾瀬高校の尾瀬国立公園植生保護・復元活動 

正山羊生玖・周藤宙・羽鳥蒼汰・岩下恵美・岩村明郁・木方海都 

青嶋春奈・神田泰誠・三賀心寧・髙田ひかる・田中利宜・寺田和那 

（群馬県立尾瀬高等学校理科部） 

尾瀬高校自然環境科及び理科部では、尾瀬国立公園内の植生保護活動や復元活動に取り

組んでいる。本報告会では、その活動内容について報告する。 

尾瀬国立公園ではニホンジカの個体数増加による食害が生じている。その対策として今

年度取り組んだ活動は大きく二つあり、一つは尾瀬ヶ原内での防鹿柵の設置活動である。

環境省からの活動協力依頼を受け、今年の6月と10月に下之大堀川と竜宮周辺に防鹿柵の

設置と撤去を行った。もう一つの活動は大清水湿原のミズバショウ群生地の復元活動だ。

ニホンジカの食害により、急激に数を減らしたミズバショウの回復に向けて活動を行って

いる。ミズバショウの苗を3年をかけて育て、今年の10月ミズバショウの移植を行った。 

キーワード：ミズバショウ、尾瀬国立公園、尾瀬ヶ原、大清水湿原
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尾瀬ヶ原にもマイクロプラスチックは存在するのか 

小宮晴太（群馬県立尾瀬高等学校 理科部） 

【はじめに】マイクロプラスチック（大きさ５mm 以下のプラスチック片で以下、ＭＰと

表記）は世界中の河川や海洋、さらには空気中からも検出され、社会問題となっている。

そこで、私たちは尾瀬ヶ原にもＭＰが存在するのか疑問に思い、今回の調査を行った。 

【方法】尾瀬ヶ原内を流れる５カ所の河川を対象に調査した。採集方法は「河川マイクロ

プラスチック調査ガイドライン」（環境省）を参考、プランクトンネットを一定時間、河

川の中に通水させ、サンプルを採集した。さらに、ろ水計を用いて、ろ水量からＭＰの数

密度を算出した。サンプルは東京理科大学理工学部水理研究室に協力いただき分析した。 

【結果】結果は表のとおりで、検出されたＭＰの濃度、材質、形状をまとめた。材質は

PE(ポリエチレン)、PP(ポリプロピレン)、PS(ポリスチレン)、Other(その他)の４種類

に、形状は Fragment(破片状)、Sheet(シート状)、Fiber(繊維状)の３種類に分けた。 

【考察】結果から５カ所のうち、

４カ所で MPが検出された。この

結果を全国の 70河川 90地点の先

行研究（環境省,2021）と比較し

たところ、数密度は最小付近に分

布していた。なかでも、下ノ大堀

川の「検出なし」は先行研究でも

事例がなく、特異な結果となっ

た。材質は一般的に多く検出され

る PP や PＥが少なく、形状では

ＭＰの７割程度を占めるとされる

Fragmentが少なかった。これら

のＭＰは容器や包装紙などが主な

発生源とされ、尾瀬ヶ原を流れる河川は廃棄物由来のＭＰが少ないことがわかった。 

【おわりに】尾瀬は多くのハイカーが訪れ、宿泊客も多い。それにも関わらずＭＰが少な

かった要因として、長年続けられてきた「ゴミ持ち帰り運動」など廃棄物管理が徹底され

ていること、定住者がほぼいないことなどが主な要因ではないかと考えられる。 

キーワード：マイクロプラスチック、尾瀬ヶ原、尾瀬国立公園

ポスター発表　23



オゼキンポウゲとオゼニガナについて―尾瀬での分布、生態、形態―

大森威宏* 

オゼキンポウゲ（キンポウゲ科）Ranunculus subcorymbosus Kom. var. ozensis (H.Hara)

Tamura とオゼニガナ（キク科）Ixeridium dentatum (Thunb.) Tzvelev subsp. ozense (Sugim.) 

Yonek.は、図鑑などで詳しく取り上げられることは少なく、正しく認識されることがなかった植物

と考えられる。 

オゼキンポウゲは、当初東北地方に分布するオオウマノアシガタの変種として記載されたが、

現在は北海道と下北半島の沿海地に分布するシコタンキンポウゲと同じ種に含められている。

なお、『群馬県植物誌 改訂版』（1987）では、武尊山からもオゼキンポウゲの記録があるが、こ

れは現在オオウマノアシガタの変種のグンナイキンポウゲとされる。オゼキンポウゲは尾瀬固

有の分類群で、尾瀬ヶ原の沼尻川に沿って分布する。オゼキンポウゲは、拠水林の砂が堆積

する場所に生育し、洪水による攪乱に依存していると考えられる。また、ニホンジカによって拠

水林の林床が攪乱を受けた場所に密な集団を作っていることも確認された。オゼキンポウゲは、

匍匐する根茎をもつことに特徴があるが、これは土壌の中にあるため、地上からは確認できな

い。オゼキンポウゲは、根茎の先に新たな株をつくるため、多数の子株が密生することが多い。

オゼキンポウゲの花弁蜜腺の付属体は先が切形で小さく、扇形の付属体をもつミヤマキンポウ

ゲから識別できる。このほか、ミヤマキンポウゲに比べて萼片が狭く長い毛があり、花序の直下

の茎葉の裂片は幅が広く先がとがる傾向がある。オゼキンポウゲの茎の毛は茎や葉柄に沿っ

て上向きに生え、茎や葉柄の毛が開出するグンナイキンポウゲとは明確に識別できる。 

オゼニガナは、ハナニガナに含めて扱われてきたが、近年の遺伝子解析からも亜種として独

立させる見解が支持されている（田中 2014）。オゼニガナは、尾瀬では下ノ大堀川以東の尾

瀬ヶ原と尾瀬沼周辺の湿原に分布し、ミズゴケがマット状に生育する湿原に生育する。オゼニ

ガナは、スゲ類やヌマガヤなど背が高い植物が生育しない、水みちによる攪乱が起きる立地

によくみられる。オゼニガナは、匍匐枝をもつことで他のニガナ類とは明確に識別できるとされ

るが、尾瀬ではこの匍匐枝は通常ミズゴケに埋まっており、地上から確認することはできない。

オゼニガナの根出葉は、ハナニガナのものよりも小さく、花期になるとほとんど枯れて目立たな

い。その時点では、花茎から 1～数 cm 離れたところに出る匍匐茎上の葉でオゼニガナと識別

できるが、ミズゴケの間に出る葉は小さく、存在の確認は難しい。オゼニガナの頭花は白色で

あるが、ハナニガナにも白花のもの（シロバナニガナ）があり、オゼニガナの黄花品（シコタンニ

ガナ）も確認された。さらにオゼニガナの頭花あたり舌状花の数は 8～9 で、これはハナニガナ

の数と完全に重複する。一方で、オゼニガナは、全体が白緑色を帯び、花茎につく葉は線形

で、通常基部が茎を抱かない（ハナニガナのものは長卵形で基部は耳状に茎を抱く）こと、花

茎の最下の枝や頭花の柄が長いことでハナニガナとは識別が可能である。ただし、両者の中

間的な性質をもつものもしばしば見いだされ、亜種間での交雑が示唆される。 

 本調査の大半は群馬県尾瀬保護専門委員調査の一環として行われた。許認可にあたり便

宜をいただいた関係機関の皆様には感謝の意を表します。 

（＊群馬県立自然史博物館） 
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2022 豊かな尾瀬の自然を後世に伝えるために （NPO 法人尾瀬自然保護ネットワーク）小鮒 守

キーワード：尾瀬国立公園、至仏山、燧ケ岳、生物多様性、自然保護・保全、地球暖化

１ はじめに 

 NPO 法人尾瀬自然保護ネットワークは、私達の前身である「尾瀬の自然を守る会」は 1971 年に発足し、1996

年 12 月 8 日の総会をもって 25 年間にわたる活動の幕を閉じました。・・そして、１９９７年発足の NPO 法人

尾瀬自然保護ネットワークでは、「尾瀬の自然を守る会」の意思を引き継ぎ「自然保護指導員養成講座」など

の人材育成や環境保護活動を通して、尾瀬の自然を後世まで残そうと取り組んで居ります・「尾瀬の自然を守

る会」で培った自然保護思想や現地指導のノウハウを生かし、貴重な尾瀬の自然を後世に残すために、有

志によるボランティア活動として地道な取り組みをして来ました。貴重な自然遺産である尾瀬国立公園

を守るために、広く一般市民を対象に、入山指導、自然解説、自然観察会、自然保護指導員の育成を通し

て自然保護に関する普及・啓発活動を行っています。また、自然環境の調査を実施しています。52 年の

活動の実績を持つ本会は、これからも、自然環境や景観の維持保全を図り、自然と人間が共存できる豊か

な尾瀬の自然環境の実現を目指して行きたいと考えています。 

活動と内容 

○入山指導とバス添乗解説６月から１０月にかけて、福島県側(御池)・群馬県側（鳩待峠）周辺で、リーフレッ

トを配布しながら入山指導を実施。最新の尾瀬情報を伝えつつ自然保護や安全面について伝えている。また、

尾瀬御池-沼山峠登山口では、バス添乗により自然保護の重要性を解説。自然環境調査を実施しています。 

○鹿による植物への被害状況調査 ライトセンサス調査により尾瀬ヶ原に生息するニホンジカの数を

調査。また、大江湿原・尾瀬ヶ原で調査。○移入植物の除去作業侵略的外来植物である移入植物(オラン

ダガラシ)の現状調査を行い、白砂湿原にて抜き取り作業を実施。２０１１年１０月８日の作業では、

８．３㎏を除去。○尾瀬ヶ原周辺外来種調査、初めて尾瀬地域の本格的な植生調査が行われたのが第一次

尾瀬学術調査です。原 寛・水島正美両先生を中心に調査され 1954 年に整理化されました。当時に確認

された植生は約 690 種、外来種はオオバコやスズメノカタビラなど 7 種が確認されました。【外来種はど

のくらい侵入？】■国産外来種ワースト 3.過去 30年以上にわたり大規模に繁殖 オオバコ、スズメノカ

タビラ、イヌタデ（アカマンマ）■海外外来種ワースト 6.過去 30年以上にわたり大規模に繁茂ヒメジョ

オン（北米）、シロツメクサ（欧）、エゾノギシギシ（欧）、オランダガラシ（クレソン）（欧）、コカナダ

モ（北米）、カモガヤ（欧/アジア）、クサイ（北米）、【当会の調査】・私たちは 2017年秋（9/30）に群馬

側の鳩待峠と山の鼻周辺で外来種調査を行い、確認された外来種は 30 種を超えました。調査の中で、尾

瀬保護専門委員による調査データでは一度も登場していない「ドクダミ」の群落まで新発見（？）をしま

した。（当会ＨＰ参照）・○笠ヶ岳(植生調査) 調査地点は小笠側と中央地点の 2 ケ所で実施。笠ヶ岳 2000m

地点では、15 種 254 本・NO2、950m 地点 15 種 584 本の調査結果であった。・○外来移入植物調査 尾

瀬ヶ原山小屋付近で調査を実施。今後の課題、これらを除去・方法の検討当と継続調査・○チョウの調

査 ・○野鳥の調査・○尾瀬の負の遺産への対応（過去のごみ投棄問題）尾瀬には、負の遺産として、現

在に至るも、過去に捨てられた空き瓶や空き缶などの膨大なゴミ問題が残されている。本会としては、尾

瀬沼東岸で、手作業によるゴミ拾い活動を実施。○至仏山登山における、トイレ問題の提起 国立公園内

で在り、トイレの設置がないため至る所に糞尿の跡が散見される。当会では、2015年より、トイレアンケ

ートを実施しながら、至仏山入山時に携帯トイレの持参と普及を呼びかける啓蒙活動をしている。また行

政や各団体への提言と連携を実施。至仏山登山道の現状調査と行政機関への提言と連携 

豊かな尾瀬の自然を後世に伝えるために、仲間づくりをしています。 

詳細については、ＨＰ募集要項をご覧下さい。 

詳細をお知りに借りたい方はは、当会ＨＰをご覧ください 

Web  http://www.oze-net.com/index.html     尾瀬ネットワーク   検索
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尾瀬国立公園アヤメ平植生調査 

奥西翠・星野圭亮（群馬県立尾瀬高等学校理科部） 

【はじめに】 

過去に荒廃してしまった歴史を持つアヤメ平含むアヤメ平ルートの植生調査と、ドローン

によるアヤメ平湿原の調査を行った。ドローンを用いて湿原を撮影し、そこから得られる情

報をもとに調査を行った。 

【方法】 

調査日は 2021 年９月 10日。鳩待峠から富士見小屋までのルートにおいて、標高 1600ｍ地

点を st１のスタートとして、標高 20ｍごとの地点で区切り、計 25 の区画とした。そして、

区画内のルート上の道から左右 5ｍ以内の目視可能な植物を記録した。過去 4年分のデータ

を加え、まとめた。ドローンを用いた空撮による植生調査は次のように行った。高度 100m

から全景を撮影し、得られた画像から、湿原の回復状況や現状を調べた。 

【結果と考察】 

植生調査  

まず、今回のルート調査では、草本 109 種、木本 64種の計 173 種の植物が確認された。そ

のうち、広範囲(５区画以上)で確認できた種を抽出したところ、全部で 69 種あり、木本は

33 種、草本は 36 種となった。そしてこれらを表にまとめた（表１）。アヤメ平ルート調査

で表の st14 地点から構成種が大きく入れ替わっていた。森林の植生と湿原の植生の構成種

が明確に切り替わることが分かった。また、同じ樹種でも湿原で生育するものは矮小化して

いた。衛星写真を確認したところ、横田代湿原やアヤメ平に相当する場所は、ほかには見ら

れない残雪が確認できた。このように、雪が多く残ることで、湿原が成立するとともに、生

育する樹木も矮小化した個体となるのではないかと考える。 

ドローンによる調査 

①湿原の回復状況

これまでの復元作業により、多くの場所が裸地化からの回復が行われていた。しかし、部分

的に回復の進まない箇所も多くみられた。そのような場所では、池塘化してしまっていたり、

二ツ岳の噴火による軽石層が露出してしまっているような状況が観察された。

②ニホンジカによる影響

ニホンジカによって多くのシカ道が作られていることが多数確認できた。尾瀬ヶ原と比べ

500ｍほど標高が高いにもかかわらず、シカが多く侵入していることが分かった。

【おわりに】 

アヤメ平ルートは、標高や地形などの環境条件の変化によって、構成種が異なる森林や湿原、

草原などが入り混じりそれぞれの環境に応じて多様な植生が存在することが分かった。

ドローンによる調査も行うことで、２つの視点で調査を行うことができ、尾瀬の自然をより

正しく調査できた。

キーワード：アヤメ平、尾瀬国立公園
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藤岡市の都市公園における樹木構成の調査研究 

黒田 秀一・田口 稀尋・齋藤 穂乃花・栁原 苺・根岸 羽那 

（群馬県立藤岡北高等学校ガーデニング部） 

１ 研究背景と目的 

藤岡市における都市公園は、市民の生活に身近な緑として長く親しまれており、現在１０ヶ所が指

定されている。近年、公園の利用者の減少や老朽化などにより整備・管理が課題となっている。そう

した課題に対して、これからの社会の変化に対応した公園マネジメントや、リ・デザインに向け、現

在の公園の現況を知ることが急務であると考えた。本研究では、藤岡市の都市公園における樹木構成

に特徴があるのではないかと推測し、明らかにすることを目的とした。 

２ 調査研究方法 

本研究では藤岡市内の都市公園（都市公園法における街区公園・近隣公

園）6ヶ所を対象に各樹木の位置情報と樹種の状況把握を行った。(表1）GNS

S端末を使い各樹木の位置情報ログデータを取得しGISを用いて位置情報の可

視化をし、また、基盤地図情報ダウンロードサービスより地図情報をダウン

ロードし各樹木の位置情報の調査結果を地図化した。GISソフトはQGISを使

用した。調査結果データをもとに藤岡市の都市公園における樹木構成の特徴

について考察する。

３ 結果

  調査によって得られた樹木名・本数を一覧として表にした。(表２)また、樹木の構成割合を図１に

て表した。 

４ 考察 

調査結果より、藤岡市の都市公園には2つの特徴があることが判明した。一つ目は、すべての公園に

フジが植栽されており、市の名前を意識した植栽計画だと推測できる。二つ目は、サクラの植栽数が

少ない点である（4公園：10本）。比較として、群馬県大泉町の都市公園におけるサクラの植栽状況が

「全35公園のうち30ヶ所：485本」であることからも、少ないことが読み取れる。今後の課題として、

公園におけるフジの位置づけや、サクラの植栽数が少ない点について継続して調査を行う。

５ 引用・参考資料

（１）藤岡市役所 藤岡市公園台帳

（２）藤岡市役所(2021) ふじおかの都市計画（第４版）

（３）群馬県立大泉高等学校造園デザイン研究部(2018)「GIS を用いたクビアカツヤカミキリ

の発生状況の把握」

キーワード：藤岡市、都市公園、樹木、GIS、GNSS

表１ 対象とする都市公園

公園名 種別 

城山公園 街区 

浅間公園 街区

旭公園 街区 

北の原公園 街区 

みどり公園 街区 

中央公園 近隣 

樹木名 本 樹木名 本 樹木名 本 

アオキ 3 クロマツ 13 ヒマラヤスギ 4 

アカマツ 3 ケヤキ 44 フジ 43 

アキミレ 2 サクラ 10 プラタナス 4 

イチョウ 41 サワラ 20 マテバシイ 12 

イトヒバ 1 サザンカ 4 ムクゲ 6 

イヌツゲ 2 サルスベリ 5 メタセコイア 2 

イロハモミジ 11 シラカシ 4 モチノキ 1 

エノキ 8 スダジイ 1 モッコク 12 

カキノキ 1 ドウダンツツジ 2 ヤブツバキ 1 

キョウチクトウ 1 トチノキ 3 ユリノキ 3 

キンモクセイ 40 ノムラカエデ 2 

計 36種 333本 クスノキ 8 ハナミズキ 10 

クロガネモチ 1 ハルニレ 1 

図１ 樹木構成割合（上位10種、単位：本） 

表２ 藤岡市の都市公園における樹木構成 
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赤城山「サクラソウ」の保護活動 

群馬県立勢多農林高等学校 植物バイオ研究部 

サクラソウ（Primura sieboldii）とは、サクラソウ科サクラソウ属に分類される草本

性植物である。春先に薄紅色の可憐な花を咲かせる山野草で、かつては日本全国に広

く分布していた。しかし、現在では、年々個体数が減少し、環境省レッドリスト（2019）

では、「準絶滅危惧種」に指定される貴重な植物となっている。また、群馬県において

もかつての自生地の多くが消滅し、群馬県レッドリスト（2012）で「絶滅危惧Ⅱ類」

に指定されている。  

 群馬県赤城山にある自生地も、盗掘の被害により、一度は絶滅したと考えられてい

たが、平成 13年に群馬県自然保護連盟の方々により再発見された。これを契機に、当

連盟から、バイオテクノロジーを活用したサクラソウの保護活動に関する依頼を受け

た。私たちは、自生地での環境整備・調査活動に取り組むとともに、バイテクを活用

したサクラソウの保護活動について約 20年に渡って研究をしている。 

 私たちが取り組んでいる活動内容としては、現状と生態を正しく把握するための活

動として、自生地での個体数調査や群落からの流出株の調査、遺伝的多様性（花の形

態）の調査、人工交配による交雑親和性の調査を行ってきた。生育環境の保全のため

の整備活動として、自生地での下草刈り・木立の間引きを関東森林管理署・群馬県自

然保護連盟とともに実施している。鳥獣被害・盗掘から守る活動として、自生地での

保護フェンスの設置、バイオテクノロジーを用いた大量増殖技術の確立やクローン苗

の生産・販売、サクラソウをはじめとする希少な野生生物の保護に関する普及活動に

取り組んでいる。  

キーワード：サクラソウ、野生生物保護、組織培養

図１ 赤城山のサクラソウ 図２ 個体数調査 
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国の名勝及び天然記念物「冬桜」の保全に関する研究 

群馬県立勢多農林高等学校 植物バイオ研究部 

群馬県藤岡市鬼石地区の「桜山公園」には、国指定名勝及び天然記念物「三波川（サ

クラ）」が植栽されている。このサクラは二季咲き性であり春だけでなく、冬も咲くこ

とから「冬桜（Cerasus × parvifoia）」として呼ばれ、群馬県のご当地かるた「上毛か

るた」にも登場しており、古くから県民に愛されてきた。  

 桜山公園はこの珍しい冬桜が約 7000 本も植栽された公園であるが、近年深刻な増

生病の被害が園内に広がっており、枯死する個体も現れてきた。このままでは、「園内

の冬桜が全滅の可能性がある（日本樹木医会）。」という。平成 27年、日本樹木医会よ

り本校へ無病苗生産の研究以来があった。私たちは「植物バイオテクノロジー」の授

業でバイテクを活用した種苗生産技術について学習しており、その知識・技術を生か

した保全活動を展開している。  

活動にあたり、３つの研究から保全活動に取り組んでいる。  

 （1）桜山公園の病害調査：日本樹木医会の方々と連携し、園内の冬桜で見られる数

種の病害を特定した。さらに、毎年、病害の進度と植栽環境の関係について分析する

ために毎木調査を実施し過去の記録と比較し、よりよい植栽環境を目指して取り組ん

でいる。 

（2）冬桜の無病苗生産：茎頂培養により増生病等の影響を受けていないウイルスフ

リー苗の生産に取り組んだ。また、順化後に鉢上げ、苗木化させるまでの一連の種苗

生産技術を確立した。培養苗の生産により、通常は接木により増やしていた冬桜の苗

木も、自根を持つ培養苗の苗木を生産できるようになった。平成 28年より毎年約 200

本の苗木を藤岡市に提供している。  

キーワード：サクラ、フユザクラ、組織培養、茎頂培養

図１ 12 月のフユザクラ 図２ 毎木調査による樹勢の記録 
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南限か？ 下仁田町のザゼンソウ 

里見哲夫・岩崎正春・高橋真理子・和田晴美・磯田喜義 

ザゼンソウをご存じでしょうか。暗茶色のミズバショウといった趣で、ミズバショウよ

り地味に見える花です。ミズバショウもザゼンソウも寒冷地に育ち、北国では見かける花

です。湿った環境に育ち、群馬県でも県北部地域には見られます。県南部では見かけませ

んが、例外的に赤城山の麓、標高 500mほどにある群落が広く知られています。 

 ところで、下仁田にもザゼンソウがあることを知っている人はいるでしょうか。 

里見哲夫の回想で紹介します。「下仁田にザゼンソウが自生するのを知ったのは、昭和 30

年代である。1955年（昭和 30年）に初めて尾瀬を訪れ、尾瀬の自然の雄大さ、多くの植

物との出会い、特にミズバショウとザゼンソウとの出会いは、今でも忘れられない。この

ことを契機として植物への道を歩んだのであった。この後、下仁田のザゼンソウの自生を

知ったのである。昭和 40年代だったろうか、町の森林組合に勤務していた知り合いが、

こんな植物があったと持ち込んできたのがザゼンソウであった。青倉の林道開発に伴って

見つかったとのことであった。」 

「古老の話によると、同地でも以前にはいたるところにその姿が見られたというが、近

年減少の一途をたどっている。今まで採取等による減少を心配して産地を明確にすること

を避けてきたが、これ以上の減少を心配している。」 

こうしたことから 2016年 町の天然記念物に指定することとなりました。 

私たちは実態を調べてみることにしました。 

生育箇所 ①天然記念物指定場所（50株ほど）とその近隣に 4か所（いずれも数株～

10～20株程度）  ②別の沢沿いに 2か所（数株と 25株ほど） 

生育環境  ほぼ北向きの斜面・沢沿い、林縁や杉林の傾斜地 標高 480ｍ～650m  

現状    近年、株数の減少だけでなく、開花数も減少している。 

なぜ下仁田にザゼンソウが育つ？ 

生育地は、下仁田町標高の最高点・白髪岩 1512m付近から北斜面を流れ下る川沿い。 

水温が低くて、気温・地温を下げているのではないか。 

なぜ数が減少してきている？ 

・・・わからない・・・ 日本でのザゼンソウの南限はどこ？ 

①鳥取県智頭町

②滋賀県今津町

③山梨県甲州市

（南限付近にあるものとしてインターネットに 

紹介されている場所をプロットしてみました） 

 

④埼玉県秩父市

⑤群馬県下仁田町

⑥群馬県前橋市（赤城山）

謝辞 ザゼンソウの自生地情報や開花写真の提供をいただいた

土屋正子さん、岩崎千恵子さんに深く感謝申し上げます。 
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森の博物館『玉原』の変形菌 

利根沼田自然を愛する会 

 変形菌は植物遺体の朽ち木や倒木、落ち葉の上で生活しています。玉原高原はブナを主体と

する広葉樹の森で、動物的な性質をもつ変形体の餌となるバクテリアやカビなどの微小生物が

豊富な恵まれた環境です。 

 変形菌のライフサイクルは「10ミクロンのアメーバ細胞」の時期、「変形体」の時期、「子

実体」の時期に大別することができます。「変形体」から「子実体」に変身していく中で、色

鮮やかな「未熟な子実体」や、成熟とともに金属光沢を発色する魅力的な「子実体」もありま

す。変形菌のほとんどは、「変形体」で生活していた場所より明るく、高い所で「子実体」を

作る傾向があります。胞子散布をできるだけ有利にするためですが、その胞子が飛び去った後

の「抜け殻のような子実体」も魅力的な姿をしています。 

ライフサイクルのどのタイミングで出会うかによって、様々な表情をみせてくれる変形菌。

変形体から子実体へ、大変身する短い時間を追うことも楽しみの一つです。玉原高原で確認さ

れたその魅力の一端を紹介します。 

●未熟な子実体が魅力的

・ツチアミホコリ

未成熟時は青空の空色 

・アミタマサカズキホコリ

未成熟時は鮮やかな黄色 

●抜け殻のような子実体が魅力的

・クモノスホコリ

  子嚢の肋の構造が魅力的 

・アミホコリの仲間

  子嚢の幾何学的な壁網が魅力的 

●輝く子実体が魅力的

・ルリホコリの仲間

  未成熟時は乳白色、成熟時は金属的 

  に輝き、胞子が飛んだ抜け殻もモノト 

ーンの魅力 

・キララホコリ

キラキラの雲母のような輝きを放つ

など、色も形も様々です。 

今後も月例観察会や夏休み子供自然観察教室など、「菌活」の輪を広げ変形菌の魅力を探っ

ていきます。  

子嚢(しのう)の肋(ろく)の構造が魅力的 

クモノスホコリ 

未成熟はとってもきれいな空色 

ツチアミホコリ 

成熟すると淡褐色 

胞子放出前 
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フクレヘラゴケ 群馬県で 2 カ所目発見、北限がさら北に移動

居村久美子、林 徳一（群馬県立自然史博物館特別研究員） 

本年度の活動目標は、トゲカブトゴケ(Lobaria kazawaensis)を探しながら、他の地衣類の調査も行う

ことにした。トゲカブトゴケは絶滅危惧種Ⅱ類（環境省 RL）で、群馬県嬬恋村鹿沢で 1925 年採集さ

れた記録があるが、詳細な場所不明である。しかし COVID-19（新型コロナ感染症）による制約で活

動回数が少なく、結果は十分に出ていない。そんな中、偶然、フクレヘラゴケ(Thysanothecium 

scurellatum)を見つけることができたので、報告する。 

フクレヘラゴケはハナゴケ科フクレヘラゴケ属に属し、1974 年には兵庫県と伊勢神宮の 2 カ所で、

その後全国７カ所から発見され、その北限は静岡県とされていた。一方、2019 年千葉県立中央博物館

の地衣類講座において、居村が妙義神社を調査したところ、フクレヘラゴケも含まれていた。詳細は、

居村ほか（2020）に報告した。 

 2021 年秋、偶然、高崎市榛名歴史民族資料館（榛名神社参道入り口）展示品の堀上げたスギの切り

株の後面に、フクレヘラゴケが着生している事に気づいた。2019 年に採取した妙義神社と今回の高崎

市榛名歴史資料館は 30 キロ程離れており、高崎市榛名歴史資料館の方が、若干北東に位置する。高崎

市榛名歴史資料館に再度訪問し、許可を得て採集した。あわせて職員の方から切り株の由来を伺った。

職員の方によると、この切り株は、元々榛名神社の参道にあったが、明治 7(1874)年の配礼取締により、

100 本ほど伐採された。昭和 40～50（1965～1975）年、道路の拡幅工事（約 2.5 キロ：現在の群馬バ

ス停「八本松」～「黒門」間）に伴い切り株は撤去され、そのうちの状態のよい 6 株が高崎市榛名歴史

資料館に展示された。切り株は現在 2 株残っている。伐採されてから 147 年、しかも掘り起こされて

から 40 年～50 年たっているが、完全に朽ち果てておらず、一部、まだ堅い部分もあった。まだ掘り起

こされていない切り株が 30 本ほどあるとのことで、その切り株を調査した。現地は深い藪に覆われて

いた。しかしいずれもかなり朽ち果てており、フクレヘラゴケを見つけることはできなかった。さらに

調査範囲を広げ、道沿い（県道 33 号）の観察し易いスギの成木を調査したところ、２カ所で、また黒

門より上の榛名神社境内においても、成木 1 カ所でフクレヘラゴケを発見できた。 

フクレヘラゴケの形態は、先端に淡黄褐色の子器をつけ、擬子柄はヘラ形にふくれ、成長すると、わ

ずかに下方に湾曲する。今回見つかったすべての標本にも、その特徴を確認することができた。写真

を、国立科学博物館の大村嘉人先生に見ていただいたところ、そうであろうという返事をいただけた。

また薄層クロマトグラフィーを用いて、化学成分の分析を行ったところ、妙義神社の標本と同一の成

分、ジバリカート酸（吉村 1994；居村他 2020）があり、フクレヘラゴケであることが確認できた。 

妙義神社では、フクレヘラゴケをスギの切り株にしか観察できなかったが、今回高崎市榛名歴史資

料館付近において、切り株の展示品に 1 カ所、スギ成木に３カ所（それぞれ離れた場所）で発見でき

た。今回発見したフクレヘラゴケは、すべてスギの樹皮（樹幹１ｍ～１.５ｍ）についていた。 

2017 年以前(Ohmura et al. 2018)、フクレヘラゴケの産地北限は静岡県で、関東での報告はなかった

が、2019 年の妙義神社(居村ほか 2020)に続き、2021 年高崎市榛名歴史資料館付近 3 ㎞範囲で 4 カ所

発見できたことで、その北限がさらに北上した。今後丁寧に調査すると群馬県内にはまだまだ新たな

産地が見つかる可能性がある。群馬県のフクレヘラゴケは、昔からこの場所に着生していたのか、今後

も見守っていきたい。 

キーワード：フクレヘラゴケ、Thysanothecium scurellatum、北限北上
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尾瀬ヶ原・玉原高原産の謎の雪氷微生物「キオナスター」の正体は菌類だった 

松﨑令 1),2) ・高島勇介 1),3)・鈴木石根 1)・河地正伸 2)・野崎久義 2),4)・野原精一 2)・姉崎智子５)・出川洋介 1),3) 

1)筑波大生命環境；2)国立環境研生物多様性；3)筑波大山岳セ菅平；4)東大理; 5）群馬県博

早春に雪の積もった森林を歩くと、雪が赤色や緑色、黄色など、様々な色に着色しているのを見掛けることがあ

る。これらは「彩雪」とか「五色雪」と称されるもので、その一部を顕微鏡で観察すると、藻類をはじめとした

様々な微生物が認められる。これらの微生物が雪の中で、短期間に増殖（ブルーム）をして目に見えるような色

を発しているのだが、出現する微生物は他の環境では認められないユニークなものが多い。 

 このような彩雪の中に、光合成をする藻類に混ざって、しばしば無色透明で

星形をした奇妙な微生物が混在することが古くから知られてきた。3 本ないし

は 4 本の腕を有す特徴的な星形をしており（図）、北半球の世界各地の残雪や

氷河に広く分布が確認されている。この微生物はノルウェーの Bohlin(1893)に

より初めて発見され、当初、緑藻類の一種として新種記載されたが、Wille 

(1903)により新属 Chionaster（ラテン語の Chino 雪＋aster 星で“雪の星”とい

う意味）が提唱され Chionaster nivalis (Bohlin) Wille と名付けられ、当時、色

素を欠如した藻類の仲間と解釈されていた。日本でも藻類学者や菌学者が彩雪

中に本種を観察しており、小林・福島(1952)は、同年、5 月 29 日から 6 月 3日

にかけて尾瀬ヶ原で調査をし、三平峠の緑雪に加え、ヒウチ岳・景鶴山の汚雪からも本種を初確認し、藻類では

なく菌類ではないかと考察をしている。後に小林(1975)や Hoshino Matsumoto（2013）もこれを菌類とみなして

いる一方、やはり尾瀬ヶ原で調査をした椿（1990、 1995）や、山本（2011）はこれを藻類とみなしていた。し

かし、星形の細胞はどのような条件下でも発芽しないため、分離培養ができず、生活史も全く不明なため、分類

学的位置が全く不明の謎の雪氷生物のまま、決着がつかずに今に至っていた。

2019 年の春に群馬県下の尾瀬ヶ原及び玉原高原で彩雪を調査したところ本種が確認された。そこで本種と同

定された細胞を 200 個以上集めて洗浄し DNA を抽出して本種の rRNA オペロン配列を系統解析した。その結

果、本種は藻類ではなく、れっきとした菌類であり担子菌門に属すということが判明し、報文発表した

（*Matsuzaki et al., 2021）．Irwin et al. (2021) は時を同じくして本種の rRNA の ITS及び D1-D2領域の配列を

解析し、本種が担子菌門シロキクラゲ綱内の新規クレードをなしたと報告し、キオナスター目、 キオナスター科

を提唱している。一方、我々の 18S 及び 28S rRNA に基づく系統解析の結果(Matuzaki et al. 2021)では、本種は

多くのキノコを含む担子菌門ハラタケ亜門のなかでも最も原始的な位置を占めるバルテレチア綱のバルテレチ

ア・パラドクサ（Bartheletia paradoxa）の姉妹群をなし、同種とともに単系統群となる結果が得られた。バルテ

レチア・パラドクサは 1954 年にイチョウの落ち葉に生えるカビの一種として記載されたが、Scheuer et al. (2008)

により再発見され“生きた化石”とすべき担子菌類であることが明らかにされた。この菌は日本各地のイチョウ落

葉からも発見されている。 

現段階では遺伝子解析の結果以外に、キオナスターとバルテレチアが類縁だということを示唆する特徴は把握

できていないが、キノコの仲間へと進化していくハラタケ亜門のごく初期段階に、これらの奇妙な菌類が位置す

るという事実は、菌類の進化を考察する上で非常に興味深い。今後、この系統的類縁性をヒントとして引き続き

キオナスターの生活史の解明に挑むとともに、菌類の進化過程についても考察を進めていきたい。

* Matsuzaki R, Takashima Y, Suzuki I, Kawachi M, Nozaki H, Nohara S, Degawa Y. 2021. The enigmatic snow

microorganism, Chionaster nivalis, is closely related to Bartheletia paradoxa (Agaricomycotina, Basidiomycota). 

Microbes Environ. 36(2), https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jsme2 doi:10.1264/jsme2.ME21011 

キオナスターの細胞
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群馬県玉原高原より記録された胞子果性アーバスキュラー菌根菌Glomus radiatum 

山本航平 1) ・高島勇介 2)・陶山舞 3)・正木照久 4)・姉崎智子５)・出川洋介 2) 

1)栃木県博； 2)筑波大山岳セ菅平；3) 神奈川県立生命の星・地球博；4)大鵬薬品; 5）群馬県博

演者らは群馬県産の接合菌類の調査を進めており、2017 年の調査で 25 種が確認されているが（出川 2018）、

2018 年に群馬県玉原高原において、新たに調査をする機会を得た。この調査の中で、日本新産のグロムス亜門の

菌類が確認され、新産報告されたのでここに紹介をする。 

2018 年 7 月に日本変形菌研究会の調査が実施され、その期間中、7月 18 日に玉原高原の湿原において接合菌

類についても調査を進めた際に、ヨシが優占する湿原の植物種不明のリター上に白色で、直径約 3mm 程度の半

球形の胞子果が採集された。この胞子果について、詳細な顕微鏡観察を行い、同定を進めた結果、アジア地域で

新産の Glomus radiatum (Thaxt.) Trappe & Gerd.と同定され、新産報告がなされた（* Yamamoto et al. 2019）。 

本種は、Thaxter (1922)によりアメリカ北東部で発見されたが、玉原高原産の標本は、この原記載および、そ

れ以後、アメリカ北西部、カナダ ケベック州などから発見された際の記載ともよく一致していた。本種の特徴

は、胞子果の内部で、胞子が放射状の配置をすることであり、種小名の由来ともなっている。今回の採集地と同

様に、本種の胞子果はアメリカ、カナダやオーストリアでも、湿地から認められており、本種は湿生環境を好ん

でいる可能性が高い。また、Gerdemann ＆Trappe (1974)は、本種の胞子果がヒノキ科のイトスギの根に付着し

ていることを観察し、アーバスキュラー菌根性であるとしている。今回発見された玉原高原の湿原には、ヒノキ

科のアスナロが多数生育しているために、菌根共生の宿主候補と考えられるが、今回の調査では植物との関係に

ついては解明できず、今後、更なる調査を行いたい。 

本種が所属するケカビ門（旧接合菌類）のグロムス亜門は、唯一、シアノバクテリアを内生共生させるゲオシ

フォン（Geosiphon pyriformis）（ドイツとオーストリアのみに知られる）１種を除き、原則として全種が植物と

アーバスキュラー菌根を形成して相利共生する菌群である。このようにグロムス亜門の菌類は、絶対共生菌であ

るため、純粋培養が困難で、土壌中に形成された胞子果を篩や遠心機などを用いて単離し、無菌の植物苗に接種

したり、培地上で生育させた毛状根などに接種して研究が進められてきたが、近年、特殊な脂質を添加した培地

上でも純粋培養ができることが判明している。これらは農作物の生産性を向上することが知られ、生物肥料とし

ても利用されるなど、有用性の高い菌類であるため研究も旺盛に進んでいる。 

一方で、グロムス亜門には、本種のように胞子が多数集まって「胞子果（スポロカルプ）」と称する微小なキノ

コのような子実体を形成する種も複数、古くから知られてきた。これらは食用とされる子嚢菌類のトリュフや担

子菌類のショウロなどと同様に「地下生菌類」と総称される菌群の一部をなし、その研究には、野外で直接、地

中や地表を慎重に探索して、材料を集める必要がある。日本では、近年、地下生菌類に大きな関心が集まり、日

本地下生菌研究会も設立され、専門誌「Truffology」が創刊され、日本全国で多くの研究者や同好者が地下生菌

を探索して、そのデータが蓄積されるようになりつつある。しかし、グロムス亜門については未だ日本では十分

に研究が進んでいない。 

今後、県下でも、このような地下生菌類についての関心が高まり、調査が進展するように、注意を喚起する目

的で本種の紹介を行った。 

* Yamamoto K, Takashima Y, Suyama M, Masaki T, Degawa Y. 2019. A sporocarpic species of Glomeromycotina,

Glomus radiatum new to Japan. Truffology 2(1):6-9. Online publication; available at: http://jats-

truffles.org/truffology 
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野反地域で見られる葉状タイ類  

中澤 和則（群馬県自然保護連盟） 

 毎年野反湖周辺で自然観察会を行っているが、2021 年 6 月から 10 月にかけて自然観察

会やその事前調査で観察した葉状のタイ類を以下報告する。 

クモノスゴケ Pallavicinia subciliata  (Austin)  Stephani

エゾミズゼニゴケ Pellia neesiana  (Gottsche)  Limpr.

ヒメジャゴケ Conocephalum japonicum  (Thunb.) Grolle

タカオジャゴケ  Conocephalum salebrosum  Szweyk., Buczkowska & Odrzykoski

ジャゴケ Conocephalum  sp. (2 タイプ) 

ゼニゴケ Marchantia polymorpha  subsp. ruderalis Bischl.&Boissel. -Dub. 

クモノスゴケやエゾミズゼニゴケは野反湖に流入する小流沿いの湿った岩壁面で観察さ

れた。葉状体の縁に毛があり中心束が１本であることから似ているエゾヤハズゴケと区別

される。クモノスゴケは低地の渓谷で見つかるとされるが、谷川岳や大峰山、玉原湿原で

も見られる。エゾミズゼニゴケは大峰山でも見られた。 

ヒメジャゴケは宅地周辺の庭や裸地などで普通に見られる。晩秋になると葉縁に無性芽

を付ける。暖地では越冬するようだが、群馬では凍結乾燥で枯れてしまう。野反では湖岸

の砂質土壌に生えており、10 月末には葉縁に無性芽を付けていた。 

 日本のジャゴケは複数種で構成されているのではないかと検討され、これまでにタカオ

ジャゴケには学名が与えられ、さらに３種が 2022 年に新種記載されるという。ジャゴケの

検討のために県内の標本を提供してきたが、野反地域ではタカオジャゴケの他に葉状体表

面の光沢が強いものと光沢は弱く葉状体裏面が赤いものの 2 タイプが観察された。 

 ゼニゴケは周辺遊歩道整備でかく乱された斜面でジャゴケと同じ環境に生えていた。こ

のゼニゴケは葉状体がやや細長く伸び上がり中央に黒い筋がはっきり見られたので、見つ

けたときはヤチゼニゴケ Marchantia polymorpha  L. subsp. polymorpha ではないかと思われ

たが、葉状体裏面の腹鱗片付属物の縁が全縁でないことからゼニゴケとした。ヤチゼニゴ

ケは尾瀬ヶ原、長野県大町市と浅間山南麓で見つかっている。

キーワード：野反湖、タイ類、葉状体
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伊勢崎商業高校のコケ植物調査 

群馬県立伊勢崎商業高等学校 向山 太陽 

１．研究に取り組んだ動機と目的 

学校のテニスコートの脇でコケ植物をみつけた（図

１）。図鑑で調べてもよくわからなかったので、採集

して顕微鏡で観察し、特徴を確認したところ、「ヤノ

ウエノアカゴケ」という名前であることがわかった。

これまでコケ植物は「ゼニゴケ」と「スギゴケ」しか

知らなかったので、「ヤノウエノアカゴケ」の発見を

きっかけにコケ植物について詳しく調べてみたいと

思った。また、学校内でみつかったコケ植物につい

て特徴を詳細にまとめて見やすい資料をつくり、た

くさんの人たちにコケ植物に興味を持って欲しいと

考えて研究に取り組んだ。 

２ コケ植物の種の同定方法

コケ植物は、肉眼での観察では種の判定が難しいため、葉を切り取って、実体顕微鏡や光学

顕微鏡で観察した。 

３ 校内のコケ植物の調査について 

校内を８つのエリアに分けて調査し、コケ植物を写真で撮影し、その後採取して顕微鏡で

観察し同定した。 

４ 結果  

２０２１年１月から８月までの調査で、蘚類１５種類、苔類２種類が確認できた。また、

ヒロハツヤゴケ、ナミガタタチゴケ、ナガヒツジゴケ、カタハマキゴケ、ハリガネゴケ、ホ

ソウリゴケについては、顕微鏡で観察したものを写真に撮影し、詳細に特徴をまとめた。

５ 考察・感想 

今回の調査で確認されたコケ植物は、鮮類が１５種類、苔類が２種類だった。ツノゴケ類

についてはみつからなかった。コケ植物は小さいので、茎から葉を取ることに苦戦したり、

プレパラートに気泡やごみが入ってしまったりと、１種類を同定するのにかなり時間がか

かったりと大変だったが、名前が分かった時の感動は大きく、やりがいを感じた。今回の研

究に取り組み、コケ植物の奥深さに改めて気付いた。自分の感じたコケ植物の魅力を多くの

人たちに伝えていきたいと思った。 

図 1 ヤノウエノアカゴケ 
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群馬県野生きのこ同好会活動概要について 

１ 群馬県野生きのこ同好会について 

群馬県野生きのこ同好会は、群馬県に発生・分布する野生きのこに親しみ、群馬の自然

をより深く理解するための調査研究等を通じて、知識の向上と会員相互の親睦を図ること

を目的としています。1990年設立、会員数は 80名弱です。 

主な活動は、野生きのこ採集会及び鑑定会の実施、野生きのこ等に関する講習会・講演

会の開催及び講師の派遣、群馬県立自然史博物館「夏のきのこ展」・道の駅甘楽きのこ展・

群馬県立自然史博物館特別展「ぐんまの自然の「いま」を伝える」において「群馬県野生

きのこ同好会きのこの香り体験コーナー」の開催、野生きのこの発生分布調査、採集目録

の作成および標本保存です。 

入会希望者は、観察会等の行事に一度参加してみてください。詳しい行事予定等は、群

馬県野生きのこ同好会ホームページをご覧ください。 

２ 2021年の活動（安全に感染防止対策を実施できるものについて実施した。） 

1月 23日（土）～2月 14日（日）群馬県立自然史博物館特別展「ぐんまの自然の「いま」

を伝える」にて、ポスター発表、及び、「きのこの香り体験コーナー」開催 

4月 16日（金）総会（会場貸出禁止のためメール・書面にて実施） 

5月      アマゾンプライムビデオ「なぎスケ」きのこ特集配信、取材協力 

5月下旬（日）勉強会（群馬県立自然史博物館休館のため中止） 

6 月 27 日（日）県立群馬の森観察会（高崎市綿貫町・観察会実施要領（新型コロナウイ

ルス感染予防対策追加版）に基づき実施）５０名参加、５８種同定（以下名、種）

7月 18日（日）上毛新聞「週刊風っ子」きのこ特集版配布、取材協力

7月 24日（土）群馬県立自然史博物館周辺観察会（富岡市上黒岩）44名、５５種

7月 25日（日）群馬県立自然史博物館「夏のきのこ展」（12名協力、100種以上展示）

8月 29日（日）玉原高原観察会（デルタ株詳細不明のため、感染予防対策不確定で中止）

9月 18日（土）桐生市吾妻公園観察会（玉原高原に変更して実施）23名、78種

9月 19日（日）第７回道の駅甘楽きのこ展（（12名協力、100種以上展示）

10月 3日（日）太田市金山観察会（赤根峠に変更して実施）53名、71種

10月 23日（土）～24日（日）長岡市寺泊周辺宿泊観察会（感染拡大防止のため中止）

新年度の年間観察会等計画は、5月頃に群馬県野生きのこ同好会ホームページに掲載しま

すのでご確認ください。 
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みなかみ町における大型菌類の調査 

群馬県立自然史博物館 伊藤智史 篠原克実 

１．はじめに 

みなかみ町は群馬県北部に位置し、日本海側からの湿った空気の影響を受ける豪雪地帯である。

群馬県立自然史博物館では、平成 29 年度から令和 4 年度までの 6 か年で、みなかみ町に自生す

る大型菌類を調査する。大型菌類とは、肉眼的な大きさの子実体を形成する菌類、きのこと総称

される担子菌類や子囊菌類の一部を指す(日本菌学会,2013)。この 6 か年で、みなかみ町に自生す

る大型菌類の基礎的情報収集を行い、季節ごとの発生の違いを調査する。 

２．調査場所 

 大峰山は標高 1254m で、谷川連峰の南側に位置している。モリアオガエルの生息地である古沼

や、本州最古といわれている浮島湿原のある大峰沼がある。植生はカラマツやスギなどの針葉樹

林、コナラやクリの広葉樹林が混在する環境である。 

３．調査方法 

 大峰山で月に１回定点調査を行った。大型菌類を採集する前に写真撮影を行い、採集環境、基

質などの状況を記録した。採集した大型菌類は現地で色や形、味、臭い、変色性などの特徴を記

録し、種の同定を行った。胞子観察等の顕微鏡的観察が必要な種については博物館において検鏡

を行った。同定作業後は、送風乾燥法及び真空凍結乾燥法により証拠標本を作製し、収蔵した(金

井英男,2011)。なお、採集、および、同定作業には、群馬県林業試験場、西部環境森林事務所、

および、群馬県野生きのこ同好会の協力を仰いだ。 

４．調査結果 

令和 3 年度の調査では、担子菌類 301 点(41 科 156 種)、子嚢菌類 22 点(8 科 13 種)、合計 323

点(49 科、169 種)を確認し収蔵した。担子菌類では、モエギタケ科が 50 点(18 種)で全体の約 17 %

を、ラッシタケ科が 21 点(13 種)で全体の約 7 %を占めた。子嚢菌類では、チャワンタケ科が 4 点

(3 種)で全体の約 20%を、ズキンタケ科が 3 点(1 種)で全体の約 15%を占めた。 

表 1 令和 3年度における調査実施日と採集した主な菌類 

調査日 採集数 主な担子菌類 主な子嚢菌類 

5 月 20 日 20 点（13 科 18 種） 
ヒメキクラゲ、ハナビラダク

リオキン、ワサビタケ

エツキクロコップタケ属

のなかま

6 月 29 日 27 点（13 科 19 種） 
カブベニチャ、カイメンタケ、

ニカワホウキタケ
ニカワチャワンタケ

7 月 21 日 19 点（13 科 17 種） 
シラガツバフウセンタケ、カ

オリツムタケ

ロクショウグサレキンモ

ドキ

8 月 26 日 52 点（26 科 43 種） 
オオキヌハダトマヤタケ、ツ

ヤウチワタケ、ウコンハツ

モエギビョウタケ、ツク

ツクホウシタケ

9 月 24 日 85 点（27 科 61 種） 
ホテイシメジ、ザラエノハラ

タケ、スギヒラタケ

カメムシタケ、アカエノ

ズキンタケ

10 月 20 日 90 点（27 科 56 種） 
ハナイグチ、シロナメツムタ

ケ、スギエダタケ

アラゲコベニチャワンタ

ケ、ビョウタケ

11 月 9 日 30 点（12 科 19 種） 
クリタケ、チャナメツムタケ、

キヌメリガサ、ニガクリタケ

なし 

キーワード：みなかみ町、大型菌類、担子菌類、子嚢菌類

５．菌類調査・同定に協力いただいた方々 

松本哲夫・齊藤みづほ（群馬県林業試験場）、國友幸夫、須田隆(群馬県野生きのこ同好会）、北

爪二郎・上原美幸（群馬県立自然史博物館ボランティア） 
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 群馬県内で採集した大型菌類 2021 

群馬県立自然史博物館ボランティア 北爪二郎 

１．概要 

 群馬県立自然史博物館の「菌類」分野ボランティアとして、通年、大型菌類の採集を行

なっています。きのこの採集時には写真撮影及び 採集環境や基質を記録し、採集後はでき

るだけはやく博物館に運び、標本化（乾燥・真空凍結乾燥）しています。きのこの特徴 （色・

形・ 味・臭い・変色性など）を基に同定をおこない、不明種については群馬県林業試験場

きのこ係・群馬県野生きのこ同好会の皆さまにご指導 いただいています。本ポスターでは、

2021年に採集したきのこの一部を写真で紹介します。 

２．ポスターの写真リスト 

番号 名前 科名 時期 採集場所 採集環境・基質 

1 アラゲカワキタケ タマチョレイタケ科 6月 高崎市綿貫町 広葉樹林・切株 

2 エゾハリタケ マクカワタケ科 9月 沼田市利根町 広葉樹林・立枯れ 

3 カバイロオオホウライタケ ホウライタケ科 9月 みなかみ町藤原 林道針葉樹林・地上 

4 キクラゲ キクラゲ科 5月 みなかみ町藤原 広葉樹林・倒木 

5 キタマゴタケ テングタケ科 7月 富岡市上黒岩 広葉樹林・地上 

6 キヌオオフクロタケ ウラベニガサ科 7月 高崎市綿貫町 ケヤキ・立木

7 クヌギタケの仲間 ラッシタケ科 9月 みなかみ町小川 広針葉樹林・倒木 

8 コガネヤマドリ近縁種 イグチ科 7月 富岡市上黒岩 広葉樹林・地上 

9 ザラエノハラタケ ハラタケ科 9月 沼田市利根町 広葉樹林・地上 

10 スエヒロタケ スエヒロタケ科 5月 高崎市綿貫町 広葉樹林・立枯れ 

11 タマウラベニタケ(奇形) イッポンシメジ科 9月 みなかみ町藤原 広葉樹林・倒木 

12 ニワタケ イチョウタケ科 8月 沼田市利根町 広針葉樹林・地上 

13 ベニヒダタケ ウラベニガサ科 8月 高崎市綿貫町 広葉樹林・切株・根際 

14 ムジナタケ ナヨタケ科 5月 高崎市綿貫町 エノキ倒木・根際

15 ヤコウタケ ラッシタケ科 8月 富岡市妙義町 広葉樹林・倒木 

16 ルリハツタケ ベニタケ科 7月 太田市藪塚町 広葉樹篠林・地上 

17 クビオレカメムシタケ オフィオコルジケプス科 8月 富岡市妙義町 広葉樹林・カメムシ 

18 クモタケ 所属科未確定 6月 高崎市綿貫町 広葉樹林・クモ 

19 ハナサナギタケ ノムシタケ科 8月 富岡市妙義町 広葉樹林・サナギ 

20 ノボリリュウタケの仲間 ノボリリュウ科 7月 高崎市綿貫町 広葉樹林・地上 

【引用文献】山渓カラー名鑑 日本のきのこ増補改訂新版 山と渓谷社 

冬虫夏草生態図鑑 日本冬虫夏草の会 
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ソバ殻と三番粉を培地基材としたアラゲキクラゲの栽培実験

群馬県立利根実業高等学校 グリーンライフ科 森林科学コース 2年 

池田 思奏瑠 松井 柚奈 星野 優里華 中村 楓佳 

1．実験目的 

ソバ殻はかつてソバ枕として活用されていたが、アレルギーの問題で全く活用されず、日本で

ソバ殻は毎年1万 8千トンが産業廃棄物として処分され、製粉会社ではほとんどお金を支払って

処分しているのが現状である。そのソバ殻がキノコ栽培に活用できないかと考え、3 年前から研

究してきたが、私達が行った実験内容を今回報告する。 

2．実験材料と本年度の実施期間 

1）供試材料・・・種菌：森産業のアラゲキクラゲ 89号 

2）実施期間・・・2021年1月1日～7月8日実施 

3．実験1の実験方法とその結果 

私達は先輩たちの実験結果からソバ殻と玄ソバから製粉さ 

れる三番粉が菌糸成長速度と子実体の収穫量に影響があるこ 

とを知った。そのため表1のような培地構成で実験 1として 

一日の菌糸成長量を測定し比較してみた。その結果がグラフ

1である。標準培地Ａ：1.64mmと比較すればＤ：2.16、Ｅ:2.08、 

Ｆ:2.50mmと三番粉が多くなればなるほど菌糸成長量が良く 

なることがわかった。（Ｄ培地のソバ殻にも三番粉が含まれる） 

4.実験2の実験方法とその結果 

次に実験2として表 1の培地構成で1kgの袋培地を作成し、  

培地毎に8個ずつ合計 48個作成し、2021年1月1日にアラゲ  

キクラゲの種菌を接種した。その後、温度23℃、湿度70％の

条件で人工気象器に入れ培養した。3月6日に全ての培地で菌 

糸が回りきったため、培地の四隅にカッターで切り込みを入 

れ、温度30℃、湿度 80％、光200ルックスで発生操作を行った 

結果、4月24日にＡ、Ｄ培地から、5月8日にＢ、Ｃ、Ｅ、Ｆ 

培地から子実体が発生し収穫が始まった。その後、発生を繰り 

返し3回ほど収穫し、7月8日までに培地が柔らかくなるまで 

収穫を繰り返した結果が表2である。この結果より標準区Ａよ 

りＢとＥ培地の収穫重量が非常に良い結果がでた。これは三番粉0.5の添加が影響していると思 

われる。それ以上の結果がＤ培地の結果である。それはソバ殻には少量の三番粉が含まれるが、 

三番粉が多過ぎるとＣ、Ｆ培地の結果から収穫量、収穫重量が悪くなることからも理解できる。 

その結果、三番粉が0.5以下の適量であれば収穫個数、収穫重量に影響があることがわかった。 

5.追記 

 私達はソバ殻と三番粉を含むＤとＦ培地から収穫された子実体を50ｇすつ、（株）食環境衛生 

研究所にアレルゲン分析を依頼し、ソバアレルゲンは検出されなかったことを報告いたします。 

ｵｶﾞｸｽﾞ ｿﾊﾞ殻 フスマ 三番粉

A １０ ０ ２ ０

B １０ ０ ２ 0.5

C １０ ０ ２ １

D ５ ５ ２ ０

E ５ ５ ２ 0.5

F ５ ５ ２ １

ソバ殻と三番粉を使った培地構成表その２
単位（比率）

単位（mm） 

：Ｐ＜0.01 to A（標準） ｎ=８ 

表１ ｿﾊﾞ殻と三番粉を使った培地構成

ｸﾞﾗﾌ１ A～Fの一日の菌糸成長量
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石炭灰と貝殻を主原料とする固化体の藻礁資材への適用可能性 

小林卓也・日恵井佳子・今村正裕（電力中央研究所） 

１．はじめに 

 近年、地球温暖化をもたらす大気中の二酸化炭素の吸収源として、海洋生物により吸収・

貯留される炭素、いわゆる「ブルーカーボン」が注目されています。特に沿岸浅海域のマン

グローブ林、藻場、塩性湿地の炭素固定能力が高く、これらの保全、造成が重要視されてい

ます。当所では、石炭火力発電所の副次産物である石炭灰と水産業における副次生産物であ

る貝殻を利用した固化体（FA-Shell Block：FSB）の開発に取り組んできましたが、藻場造

成の基質となる藻礁資材として FSB が利用できることが分かってきました。そこで今回、

FSBの藻礁資材としての適用可能性に関する検討結果について紹介します。 

２．藻礁資材としての FSBの有効性に関する検討 

FSB は石炭灰と貝殻を主原料とし、セメントを含有しない固化体であり、藻礁資材とし

て必要な強度を有する新しい資材です。石炭灰はアルカリ性を呈すことが多く、単体で使用

する際の pH 変化や重金属等の溶出が懸念されますが、FSB に関しては、海水による溶出

試験により、重金属の溶出量が港湾構造物に必要とされる基準値以下であり、pHも上昇せ

ずに安定していることを確認しています。 

（１）付着藻類の着生試験

付着藻類は様々な水生動物の餌資源として利用され、生物生産を支える重要な役割を有

しています。そこで、直方体（40×40×160mm）に成形した FSB 、コンクリートブロッ

ク、天然石を用いた 12日間にわたる実海水のかけ流し試験により、資材表面への付着藻類

の着生状態を調査・解析しました。各試験体における付着藻類量を比較した結果（2試験体

×3 水槽：n=6）、天然石（凹凸有り）が最も多く約 0.9 ㎍-chla/cm2（8 日目）となりまし

たが、FSBとコンクリートとの間に有意な差は確認できず、FSB が天然石やコンクリート

と遜色のない生物親和性を有することが確認されました。 

（２）海藻の着生試験

藻礁資材としての機能を評価するために、付着藻類着生試験と同様の組成資材ブロック

に対して、実海域（千葉県勝浦湾）のアカモク（Sargassum horneri (Turner) C.Agardh）

から回収した幼胚を種付けし、数か月間にわたり藻体の生長を観察しました。FSB 上のア

カモクは順調な成長を見せ、資材間で成長係数（藻体面積に関する係数）に有意な差は見ら

れませんでした。また、藻体中の重金属量に資材間で差は見られず、実海域に生育する種々

の海藻類の重金属量と比較しても、絶対量は平均かそれより低いことが確認されました。 

３．今後の展開 

FSB が藻礁資材として必要な生物親和性に関する基礎性能を有することが確認できた

ことから、今後、海域における実規模試験により実用性に関する検証を進める予定です。 

キーワード：藻礁、石炭灰、貝殻、付着藻類、海藻
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石田川源流部の生物相 ～定性調査と季節変動～ 

永井真人・深井宣男（県立新田暁高校） 

はじめに 

 生物の授業で生態系の複雑さや面白さを学び，身近な用水路のような環境にはどんな生

物がいるのか調べてみたいと思った．学校の近くを流れる石田川は，矢太神湧水が水源で

あることから，貴重な生物がいるのではないかと考え，調査することにした． 

調査方法 

湧水のあるホタルの里公園内の池沼と水路には，コウホネやナガエミクリ（絶滅危惧種）

が生えているため調査には入らず，公園の水路の下流で，農業用水路との合流点から県道

2 号線（前橋舘林線）までの約 350m を調査地とした．調査範囲の川幅は 3～4m，水深は

5～30 ㎝，調査期間中，水量はほぼ一定であった．砂質の川底に礫があり，自然河川に近

い環境要素はあったが，農業用水路が合流しているため，湧水を水源としている割には水

質はあまり良くなかった． 

生物調査は定性調査と定量調査を実施した．定性調査では，現地で観察した全ての動物

の種類と個体数を記録した．定量調査は魚類と甲殻類について実施した．調査範囲に 5 カ

所の定点を設定し，2 ㎜メッシュの農業用資材を用いて作成した幅 1m の網を用いて，オ

オカナダモなどの水草や水辺の植物の根元から生物を追いこんで捕獲した．捕獲した魚類

と甲殻類について種類と大きさ，個体数を記録し，速やかにその場で放流した．調査は 5

～10 月に 10 回実施した．5 カ所設けた定点間の環境や生物相の差はほとんどなかったた

め，定量調査では 5 カ所を一括処理した．

結 果 

定性調査では，魚類はオイカワ，モツゴ，タモロコ*，ヨシノボリの 4 種，甲殻類はアメ

リカザリガニ*とヌマエビ類不明種*の 2 種，貝類はカワニナ*とタイワンシジミ*の 2 種，

トンボはハグロトンボとギンヤンマなど 5 種，鳥類はカワセミなど 6 種，その他，シマイ

シビルが記録された（＊は外来種・国内移入種）．

魚類の定量調査では，5～6 月には個体数がわずかであったが，7 月になるとモツゴとタ

モロコが増えた．8 月にはこの 2 種が減少し，ヨシノボリが増加した．オイカワは 9～10

月には群れが見られたが捕獲できなかった．甲殻類の定量調査では，アメリカザリガニが

調査期間中いつでも記録されたが，個体数変動が大きかった．外来種と思われるヌマエビ

類不明種は，8 月上旬に多数が記録されたが，10 月下旬にはほぼ捕獲されなくなった．

考 察 

 湧水を水源としており，貴重な生物の生息を期待したが，種数も個体数も多くはなかっ

た．外来種が多いことも気になった．石田川では 15 種の魚類が記録されているが（新田町

誌編纂室 1990），今回はそのうちの 4 種しか確認できなかった．調査範囲で繁殖している

魚類はヨシノボリだけかもしれない．魚類の種数や個体数が少ないのは，水深が浅く水量

が少ないことが原因ではないかと考えられた．エビ類の季節変動の理由は不明である． 

引用文献 

新田町誌編纂室（1990）新田町の動物．新田町誌第二巻資料編（下）．新田町．  

キーワード：水辺の生物，石田川，群馬県
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利根片品地域の水生昆虫調査と保全 

石井遥・黒崎大翔・伊藤陽生（群馬県立尾瀬高等学校） 

【はじめに】 

 昨年、尾瀬高校にある小湿地において調査したところ、絶滅危惧種に選定されている希少な水生昆虫

が見つかり、他にも希少な水生昆虫の生息環境が残されていると考えた。そこで、尾瀬高校の小湿地に

加え、利根片品地域の調査を実施した。その過程で、調査地点の一つである牛の平地区の貴重な湿地が

農地開発事業により消失することを知り、そこに生息する水生昆虫を代替地に移動させる保全活動も並

行して行った。 

【方法】 

調査1:利根片品地域における止水域調査 

 胴長と水網を用いて採集、記録を行い、一部の標本個体以外は元の湿地に戻した。 

調査2:牛の平の水生昆虫生息域内保全活動 

モニタリング調査を行い、3名で20分間として、調査1と同様の方法で調査を行な

った。牛の平に生息する水生昆虫を代替地に移動させるため、水生昆虫が生息できる

ように代替地の環境を整えた。 

【結果と考察】 

調査１：利根地域における止水域調査 

植物園 14 種、牛の平 21 種、花咲 A13 種、花咲 B7

種、花咲 C14 種、平川 A3 種となった。（表１） 

このことから、牛の平では、生息する水生昆虫の種

数が多く、希少種が生息することがわかった（表２）。

群馬県初記録のコガシラミズムシの一種などは、湧水

が流れ込む水温の低い環境に生息する水生甲虫で、こ

のような湧水が流れ込む湿地は少ないので、牛の平は

水生昆虫の生息環境を考える上でも重要な湿地であ

るといえる。 

調査２：牛の平の水生昆虫生息域内保全活動

 初めの調査では、花咲 A にてヒメゲンゴロウや、ハイイロゲンゴロウなど多数の水生昆虫を確認され

た（表３）。緊急事態宣言により一時調査を休止。その間、花咲 Aでは、水田雑草が繁茂し、開放水面の

確保が出来ず、確認できた水生昆虫の数は減少した。緊急事態宣言解除後、除草作業を行い一部開放水面

を確保したところ、そのわずか２日後にはクロゲンゴロウが確認された。2回目の除草作業後ではヒメゲ

ンゴロウ、コシマゲンゴロウ、コガムシなどが確認できた。

このことから、まだ安定していない水辺環境における水生昆虫の生息には、環境内の水辺植物の状況が

大きな影響を与えることがわかり、水辺植物の管理の重要性を感じた。 

【おわりに】 

今回の調査では、利根片品地域の水生昆虫相の解明が進んだほか、希少な水生昆虫も確認でき、この地域

における湿地や休耕田などの止水環境の大切さを実感した。また、牛の平においては、群馬県初記録や、

絶滅危惧の希少種も確認されており、地域活性のための農地開発と自然環境保全の両立の難しさを痛感

した。今後は、代替地のモニタリング調査および環境整備を引き続き行い、水生昆虫が生息できる環境を

少しでも多く残していきたいと思う。また、水生昆虫の同定においてはぐんま昆虫の森昆虫専門員茶珍護

氏に多大なご尽力をいただきました。ありがとうございました。 

キーワード：水生昆虫、カメムシ目、コウチュウ目、絶滅危惧種

レッドリストの
カテゴリー

生物名 植物園 牛の平 花咲Ｃ 平川A

絶滅危惧Ⅰ類 クロゲンゴロウ 〇 〇 〇 〇

情報不足 コオイムシ 〇 〇

オオコオイムシ 〇

初記録 コガシラミズムシの一種 〇

植物園 牛の平 花咲C 平川A

水中カメムシ目

コミズムシ 〇

マツモムシ 〇 〇 〇

ヒメイトアメンボ 〇 〇

ケシミズカメムシ 〇

ヒメアメンボ 〇 〇 〇

コセアカアメンボ 〇

メミズムシ 〇 〇

水中コウチュウ目

コガシラミズムシ 〇

コガシラミズムシの一種 〇

チビゲンゴロウ

チャイロシマチビゲンゴロウ 〇

マメゲンゴロウ 〇

クロズマメゲンゴロウ 〇 〇 〇

キベリマメゲンゴロウ

モンキマメゲンゴロウ 〇

ヒメゲンゴロウ 〇 〇 〇 〇

ハイイロゲンゴロウ

コシマゲンゴロウ 〇 〇 〇

クロゲンゴロウ 〇 〇 〇 〇

キベリヒラタガムシ 〇 〇

キイロヒラタガムシ 〇 〇 〇

セマルガムシ 〇 〇 〇

ヒメセマルガムシ 〇 〇 〇

マルガムシ 〇

コガムシ 〇 〇 〇

（アカハライモリ） 〇 〇 〇
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榛名湖の生態学的調査 

渋川女子高等学校 自然科学部 

１． はじめに 

 本校の自然科学部では 43 年間にわたり榛名湖の水

質、プランクトンの調査を行っている。今年は毎年調

査していた湖心に加え、新たに水門付近も調査し、ア

オコの発生リスクについて調査した。

２．調査内容と方法 

【調査日程】榛名湖 R3 7 月 21 日(水) 

天気…晴れ 気温…34℃ 水深 15ｍ 

【調査方法】 

① 水質調査として、水温、電気伝導度、pH、溶存酸

素を測定した。プランクトンについては、動植物

プランクトンの種類と個体数を調べ、300ml あた

りの個体数に換算した。これらの結果を踏まえ湖

の状態を調べた。

② 以上の調査結果を用いて、湖心と水門付近でアオ

コの発生リスクがあるのかどうか調査した。

３．結果と考察 

アオコの原因となる植物プランクトンは、今回優占

種であった珪藻網や鞭毛層ではない、ミクロキスティ

スやアナベナ等の 15 属が知られている。アオコによる

水質障害の発生目安は、ミクロキスティスの細胞数が

1,000 細胞･mL-1 以上、アナベナの細胞数が 100 細

胞･mL-1 以上である。しかし、発生目安を満たす数値

はどの場所でも確認されなかったため、榛名湖は現

状、アオコの発生リスクは低いと考えられる。また、

ミクロキスティスの活動が活発になる水温は 25～30℃

であるが、図 1 よりミクロキスティスが確認された水

深の水温には当てはまらなかった。さらに、ミクロキ

スティスがアオコ状態となっている湖沼の pH は 9 前

後が多いが、図 2 より湖心での pH は 7 付近であっ

た。栄養塩に着目すると図 3 より含有リン濃度と含有

窒素濃度はどちらも減少傾向であることから、今後ア

オコが発生するリスクは低いと考えられる。また、水

門付近での調査結果とも照らし合わせると、湖心と同

様にアオコが発生するリスクは低いと考えられる。 

4．展望 

 今回は湖心と水門付近の水を調査し、溶存酸素、動

植物プランクトンに着目して調べてみた。来年は採水

地点を増やし、湖心と湖畔での違いをより詳しく調査

したい。 

5．参考文献 

若林徹也(2008)『普及 やさしい日本の淡水プランク

トン』  滋賀の理科教材研究委員会  

一般財団法人 九州環境管理協会 会報「環境管理」

第 44 号 『アオコ原因生物の生態と対策技術の現状』 

群馬県統計情報システム、公共用水域 

図 1 水温 

図 2 ㏗ 

図 3 リンと窒素 
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みなかみ町の小さな湿地の生き物たちと湿地の保全 

赤谷プロジェクトサポーター：竹村秀雄・前田 修・和田晴美 

みなかみ町の標高約 1000ｍの場所にある、複数の湧水によって形成されている 130m×80m

程（最大幅）の小さな湿地を紹介します。戦前まではふもとの人がミノ笠の材料（オオカサ

スゲ）を手に入れるためにこの湿地に上がってきていたそうですが、訪れる人もなく忘れら

れた存在になっていました。 

2007 年にクロサンショウウオの産卵がみられるという話を聞いて行ってみると、いろい

ろな昆虫や花が見られ、ハッチョウトンボまで見つかりました。このため、赤谷プロジェク

トのサポーター活動として継続調査を始めると、モリアオガエル、アカハライモリ、オオコ

オイムシ、マメシジミ、モウセンゴケ、イヌタヌキモ、アギナシ等絶滅危惧種を含む貴重な

動植物が次々と見つかりました。クロサンショウウオの卵塊は 3,000個を超え、モリアオガ

エルの卵塊も 100個を超えて見られました。湿地をボーリング調査すると深さ 5m近くまで

泥炭の見られる場所もあり、2500～3000年前から形成が始まったと推定されました。 

地元の人によると昭和 30年頃までは開放水面が現在の何倍もあったようですが、私たち

が調査を始めた時には上流側は土砂の流入で陸地化が進んできており、湿地部は歩くとふ

かふか揺れる浮島状で、開放水面はその中に 10％もなく、深さは 20㎝程度しかありません

でした。 

土砂の流入している上流部では３ｍ以上の丈のヨシが密生していましたが、「浮島」のヨ

シは低密度で丈も低く、一目で湿地部と上流部の境界がわかりました。しかし、ヨシは勢力

を急拡大し、開放水面も夏場には干上がるようになりました。このため、私たちは湿地にダ

メージを与えないよう開放水面部分の手掘り浚渫や湿地内の水路に堰を設置する等、必要

最小限の保全活動を行いました。しかしヨシの勢いを止められずトンボ・モウセンゴケ・ア

ギナシ等の減少が起り、また開放水面の更なる減少によりクロサンショウウオの卵塊が

1,000個を下回りそうになったことなどから、2015年からヨシ刈り、手掘り浚渫、低い堰の

設置、水路のルート変更等本格的に湿地保全活動を開始しました。 

2019 年ころから、ようやく開放水面と「浮島」の中に染み出た水面の面積拡大、クロサ

ンショウウオ等の卵塊増加、イトトンボ、モウセンゴケ、アギナシ、ミツガシワ等の増加と

いった成果が出てきました。 

しかし、中心メンバーの３人は平均年齢が７０歳を超え、東京、埼玉県、玉村町からきてい

るので次のような課題を抱えています。 

・月１回の活動のため産卵時期、開花時期が合わず、十分調査できていない。まだ新し

い発見が期待できます。   

・調査、保全活動をいかに継続していくか

湿地の調査、保全活動は、毎年３月から１２月の第１土曜日（５月は連休明け）に行って

います。関心がある方は、NACS-J、赤谷森林ふれあい推進センターまでご連絡ください。 

謝辞：企画主体の赤谷プロジェクト、動植物の同定協力者、地元の方々に深く感謝申し

上げます。 
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藤岡北高校におけるヤリタナゴの保護活動 

山口 あかり・榎本 朝日・川上 朔来・富田 天梧・吉田 雄河 

（群馬県立藤岡北高等学校環境土木科環境工学コース） 

１ 活動背景と目的 

1998年、群馬県では絶滅したと思われていたヤリタナゴが14年ぶりに発見され2000年に産卵母貝の

マツカサガイ、貝の寄生主であるホトケドジョウとともに藤岡市の天然記念物に指定された。同時に3

つの環境保護団体が誕生し20年以上にわたり保護活動が展開されている。しかし2000年以降は生息地

一帯が圃場整備事業により、素掘り水路は一部環境配慮が施されたがコンクリート化された。その結

果、2000尾以上生息していたヤリタナゴ数は500尾以下に減少した。

ヤリタナゴを保護していくためには、生息地の維持管理や新たな生息場所の創出、環境を保護する

市民の意識醸成、すなわち啓発活動が重要と考える。以上を踏まえ、本校では生息地の維持管理活動

と環境教育の拠点づくりを目的とし2019年4月にヤリタナゴ保護活動を開始した。 

２ 調査及び活動結果 

（１）生息地の維持管理活動

生息地の維持管理活動は、地域住民、環境保護団体、行政、学校、ボランティアなど多様な主体参

画により実施されている。（写真1）活動参加した高校生にアンケート調査を実施したところ満足度が

高い生徒は9割以上に及び、要因は水路整備作業、生き物観察、環境保護団体や社会人との交流であっ

た。社会人からは高校生と一緒の活動はやりがいを感じる意見が多く協働作業の有用性が示された。 

（２）環境教育の拠点づくりと活用

2020年10月、水産試験場より8尾のヤリタナゴが藤岡北高校に寄贈され飼育している。同時に市内河

川や水路で生息している水生生物も飼育している。本校の環境保護活動の取り組みが評価され、日本

生態系協会から環境教育拠点認定と助成金を頂き、ビオトープづくりを開始した。名前は藤北Tanago B

iotopeで現在、市内で生息している淡水魚の生息、繁殖が確認されている。将来はタナゴの生息場所、

繁殖場所を目標としている。（写真2） 

３ 活動の様子 

４ 将来展望 

 生息地付近は道路計画が予定されており、現在の生息場所保全の他、新たな生息場所の確保が必要

である。2021年7月には、保護活性化のためヤリタナゴ保護活動に関わる主体が藤岡北高校に集まり、

第1回ヤリタナゴ懇談会が実施され、ヤリタナゴの生息環境を守り、豊かな小川の未来を次世代に残す

ため大きく前進した。今後も保護活動を継続、地域環境の保全に寄与に向け活動していく。 

キーワード：ヤリタナゴ、保護活動、ビオトープ

写真１ 水路の清掃活動後の生き物観察 写真２ 高校生手づくりのビオトープ 
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菅沼周辺におけるウチダザリガニ調査 

岩下恵美・坂上柚衣（群馬県立尾瀬高等学校理科部） 

 

【はじめに】ウチダザリガニは特定外来生物であり片品村に位置する菅沼では、これまでの調査で全域

に分布していることが明らかになった。近隣の湖沼にも広がっている可能性があると考え、菅沼の下流

に位置する丸沼においても捕獲調査を行った。また、ザリガニの体表に付着している生物についても調

べた。 

 

【方法】菅沼では湖岸の一部に、10ｍ間隔で10個の罠を設置。再捕獲後推

定個体数推定やCPUE値を算出した。丸沼では湖岸全体で15個罠を設置し翌

日回収、歩きながら目視の調査も行った。菅沼で捕獲した４個体をエタノー

ルで固定した後、ザリガニの体表や固定液中の付着生物を調べた。 

 

【結果と考察】各地点の捕獲個体数をまとめた（表１）。再捕獲は１個体の

みであった。CPUE値は13.95と推定され、これをもとにその他の繁殖地と

比較したところ、北海道の阿寒湖などと近い数値となった。また、菅沼のザ

リガニの体表からはヒルミミズ類や貝形虫類の一種が見つかった。丸沼の捕獲調査では１個体も捕獲で

きず生息は確認されなかった。丸沼には定着していないようであるが、群馬県の山間部にはウチダザリ

ガニが定着できそうな湖沼やダムが多くある。早くこの現状を周知して警鐘を鳴らさないと早いスピー

ドで分布が拡大してしまう恐れがあると考えられる。 

 

【謝辞】付着生物の情報やそれらの同定においては、大高明史氏と琵琶湖博物館の Smith, R. J.氏にご指

導、ご協力していただきました。この場をかりて感謝を申し上げます。ありがとうございました。 

 

キーワード：ウチダザリガニ、特定外来生物、ヒルミミズ 
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茂林寺沼湿原における保全活動 
群馬県立大泉高等学校 植物バイオ研究部 

須永 陽奈子 横田 律月 浦野 舞香 小林 昌愛 増子 晴紀 

【キーワード】茂林寺沼湿原 カキツバタ 外来植物 バイオテクノロジー 

環境教育 

１ 緒言 

私たち植物バイオ研究部は、平成 30 年に館林市教育委員会から茂林寺沼湿原の保

全活動に関する共同研究の依頼を受け、現在まで活動を継続している。  

茂林寺沼湿原は、分福茶釜で有名な群馬県館林市にある茂林寺の北側に広がる湿原

である。貴重な生物種が残る低地湿原で、令和元年には「里沼」の原風景と文化の共

存という観点から「日本遺産」に指定された。しかし、外来植物の移植や湿原の乾燥

化等がカキツバタ (Iris laevigata Fisch.)をはじめとする湿原植物の生息に大きな影響

を与えている。そこで私たちは、①カキツバタの増殖研究、②外来植物に関する研究、

③環境保全を呼びかける周知活動、の３つに定めて活動を行ってきた。

２ 活動内容 

1) カキツバタの増殖活動

カキツバタは自然条件下で発芽率が低いため、発芽を補助

する無菌播種技術の確立を目指した。 (一財 )自然環境研究セ

ンター及び館林市教育委員会にご協力いただき、湿原内のカ

キツバタの種子を合同で採取した(図 1）。種子熟度ごとの発

芽率や好適培養条件について試験を実施した(図 2）。1 種子か

ら 1 個体を育成することで遺伝的多様性を維持した増殖が可

能となった。  

2) 外来植物の除去活動

湿原内には、キショウブ(Iris pseudacorus L.)やセイタカ

アワダチソウ(Solidago altissima L.)等の外来植物が繁茂し

ているため、地域のボランティアの方々と連携し除去作業を

継続的に行っている。また、周辺水路等からの特定外来植物

の侵入を未然に防止するため、JA 邑楽館林、地元農家にご協

力いただき、水田での外来植物流入調査を実施した(図 3）。 

3) 環境保全を呼びかける周知活動

湿原の現状を周知していただくため、群馬県生涯学習セン

ターの環境教育イベント等でポスター展示や培養体験を実施

した(図 4）。また、若い世代の方々に興味を持っていただける

よう Youtube 大泉チャンネルでの動画配信も実施している。 

３  今後の課題  

 現在取り組んでいる活動を継続するとともに、①自生地へのカキツバタの還元、②

他の植物の増殖研究、③ヨシの有効活用、等に取り組んでいきたい。  

図 3. 水田での調査  

図 1. 種子の採取  

図 2. 発芽の様子  

図 4. 周知活動  
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ヒメギフチョウ保全に向けたウスバサイシンについての研究

赤城姫を愛する集まり, 

前橋東高校理科部２年：井坂達喜・阿部光貴・酒井陸人・富澤智悠 

  １年：横澤慶次・長谷川堅・吉原柚杏 

 赤城山西麗に生息するヒメギフチョウは、産卵数や成虫の個体数が非常に少なく、県の天然

記念物に指定されている大変貴重なチョウである。前橋東高校理科部はヒメギフチョウの保全

について興味をもち、ヒメギフチョウの保全団体である「赤城姫を愛する集まり」との交流を

行った。5月初旬のヒメギフチョウ観察会や、それ以降に行われたヒメギフチョウの産卵数や幼

虫の調査を通して、ヒメギフチョウの生態について理解を深めた。ヒメギフチョウは多年草で

あるウスバサイシンの葉の裏に産卵を行い、孵化した幼虫はそのウスバサイシンを食べる。よ

って、ヒメギフチョウの保全にはウスバサイシンの保護増殖が必要だと考え、前橋東高校理科

部はウスバサイシンについて研究を行った。なお、研究テーマは大きく2つに分けて設定した。 

 まず1つ目の研究テーマとして、赤城山西麓のモロコシ山には、ウスバサイシンの栽培を行っ

ている圃場が4箇所ある。これらの圃場で栽培されたウスバサイシンは、ヒメギフチョウの幼虫

の食草とする植栽のために利用されている。しかし、圃場の中にはウスバサイシンの生育が芳

しくないものがあり、植栽の観点から不適である。本研究では測定項目をいくつか設け、生育

に関するデータのある3箇所の圃場での野外調査を実施し、圃場周囲の環境についての考察を行

った。また、圃場との環境の比較のため、ウスバサイシン自生地の調査も行った。赤城山西麓

のモロコシ山、ヤハズ山の遊歩道沿いのウスバサイシンの座標をGPS機器を使用して記録し、後

に地図に起こして分布図を作成した。 

うっ閉率 全天写真を撮影し、解析ソフトを用いて算出 

気温・地温 データロガーを使用して測定 

光合成光量子束密度 照度を測定し、変換式を用いて算出 

土壌含水率 圃場の湿土重、乾土重の値から計算式を用いて算出 

図1 圃場野外調査での測定項目              図2 ウスバサイシンに産卵 

 されたヒメギフチョウの卵 

2つ目の研究テーマとして、「ウスバサイシンの栽培に最適な生育条件を導き出せればヒメギ

フチョウの保全の一貫になる」と考え、渋川市赤城歴史資料館から提供を受けたウスバサイシ

ンを用いて栽培実験に着手した。本研究では16個のプランターにウスバサイシンを5株ずつ移植

し、前橋東高校と赤城歴史資料館の二箇所にプランターを8個ずつ設置し栽培を行った。最適な

生育条件を導き出す指標として『光環境』と『気候』の2点に着目して測定を行った。具体的に

は、『光環境』ではそれぞれの栽培場の半分のプランターに遮光率98.25％の遮光ネットをかけ、

もう半分は遮光せず、照度を測定した。『気候』では地温と気温をデータロガーで継続的に計

測した。栽培実験は現在も継続中であり、今後最低でも2年間実施する予定である。

図3 前橋東高校での栽培の様子 図4 渋川市赤城歴史資料館での栽培の様子 

ポスター発表　50



浅間連峰に舞う高山蝶 ―守り育てるミヤマシロチョウ―  
嬬恋村高山蝶を守る会 会長 宮﨑 光男  

ミヤマシロチョウは浅間山、蓼科、美ヶ原、八ヶ岳、

秩父山塊、南北アルプスに生息していたが、各地で絶滅、

又は減少している。登山道から見られるのは浅間山周辺

だけになった。環境省は、絶滅危惧ⅠB 類に指定してい

る。群馬県では、絶滅危惧Ⅰ類にし、天然記念物に指定

している。嬬恋村高山蝶を守る会は、いつまでもこの地

で飛ぶ姿が見られるように保護・保全活動を通して多様

性のある自然を次世代に継承できるように努めている。  

１．生息状況調査  

ミヤマシロチョウの幼虫は集団

で一つの巣の中で冬を越す。越冬巣

調査は、生息確認の指標になる。調

査を継続的に行うために、食樹メギ

の木一本一本にタグを付け番号を振

り、木の大きさも計測し、GPS と共

に地図に落として管理している。２

００８年から１３年間越冬巣調査を

してきている。２００８年から２０

１１年までは越冬巣数は少なかった。

急激に２０１２年から２年間増加した。そのあと２０１４年には急激に減少に転じ、

２０１０年頃の数同様になった。巣が２０１８年より増加し始めた。今年は昨年より

減ったが確かな数が確認された。なぜ、少なくなったり、爆発的に多くなったりする

のか課題が残る。気候現象、ウイルス、害虫、天敵などの諸要素が関係しているもの

と思われる。  

２．環境の保護・保全  

日向を好む食樹メギの木の生育状況は、笹に覆

われたり、唐松やズミの木の陰になったりして悪

化してきている。かつては、牧場であった。牛の

放牧が少なくなり草原から樹木が覆い茂る場所へ

と変化してきている。人的な関わりで保護をして

いく状況になりつつある。また、刈り払いをする

ことによる有効性を調べた。その結果、植物が生

え、花が咲き吸蜜することのできる蝶にとって住

みよい生息環境に変化していくことがわかった。  

３．まとめ  

切り払いなど環境づくりを行っていくことが大切である。この実態等を多くの関係

者や地域の方に知って頂き、共に守り育てていきたいと考えている。  
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群馬県におけるクビアカツヤカミキリの"現状（いま）" 

群馬県環境森林部自然環境課 

＜クビアカツヤカミキリ（図１）とは＞ 

中国などを原産とする大型のカミキリムシで

す。 

幼虫がサクラやウメ、モモなどの樹木の内部を

食い荒らし、衰弱・枯死させてしまいます。 

観光や農業に大きな影響を及ぼすことから、 

環境省が「特定外来生物」に指定しています。 
 図１.成虫（左:オス、右:メス） 

＜クビアカツヤカミキリの"現状"＞ 

国内では、平成 24 年に確認されて以降、全国 12 都府県に拡大しています。 

群馬県内では、平成 27 年に館林市で初めて確認されました。 

令和３年度被害状況調査では、被害発生地域が昨年度から１市増加し、計 12 市町

でサクラを中心に 6,909 本の被害(図２、表１）が確認されています。 

図２.県内被害状況の推移  表１.R3 被害状況調査結果 

＜被害の確認ポイント＞ 

・フラス（図３）

木くずとフンが混ざった、幼虫の排出物。 

・木の種類

サクラ、ウメ、モモなどバラ科の樹木。

・成虫の脱出孔

羽化した成虫が脱出した穴。縦に長い楕円形。 図３.かりんとう状のフラス 

 駆除と情報提供にご協力をお願いします！  

成虫は、踏みつぶすなどしてその場で駆除してください。 

生きたまま持ち運ぶことは、違法になります。 

成虫やフラスを見つけたら、発見場所などを最寄りの 

市役所・町村役場へお知らせください。 

キーワード：クビアカツヤカミキリ、特定外来生物、フラス、サクラ、群馬県

※クビ アカツ ヤカミ キリ 被害の 発生 地を

1km 四方メ ッシュ 単位 で表示
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群馬県内におけるクビアカツヤカミキリによる被害状況 

群馬県林業試験場  山田 勝也 

 

 クビアカツヤカミキリはサクラやウメ等の樹木内部を食害し、衰弱・枯死等の被害を及ぼ

す特定外来生物である。国内における被害は、2012 年に愛知県で初めて確認されて以降、

12 都府県に拡大しており、特に群馬県及び周辺県において発生している被害は、他の被害

地域と比べで範囲が広く、拡大も速いことが指摘されている。 

今回、県が実施した５ヶ年分（2017 年～2021 年）の被害状況調査結果を整理したので、

本県における被害状況について報告する。 

 

１ 被害本数及び地点 

 被害本数は５年間で約 10倍に増加した（図１）。 

 被害地点（2021年）の内訳は、公園が最も多く、次い

で民有地、学校、並木、果樹園となっている。このうち

公園はすべての年において最も被害本数が多い。また、

民有地（主に社寺、民間企業、個人宅。果樹園等は除く。）

は 2019年以降、大幅な増加傾向が見られる。 

 

２ 被害範囲 

 被害範囲は、2017 年当初の

東毛地域６市町から徐々に県

央部へと西進し、2021 年には

12 市町まで拡大している（図

２）。被害範囲の最外郭は、

2019 年以降、年間約５㎞拡大

していることが確認された。 

また、侵入経路は不明だが

2020 年以降には高崎市で飛び

地の被害が発生している。 

 

３ 被害の発生頻度 

 2017 年の被害範囲は、2021 年においても発生頻度が高まりながら、継続して被害が発生

している（図２）。発生頻度が高い範囲は東毛地域に集中している。 

 

キーワード：クビアカツヤカミキリ、特定外来生物、穿孔性昆虫 

図２ 被害の範囲及び発生頻度 

図１ 被害本数及び地点の推移 
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特定外来生物からサクラを守る ～サクラの普及と新しい地域交流～part１ 

群馬県立大泉高等学校 造園デザイン研究部 

北野 龍星、長竹 華凛 

キーワード：クビアカツヤカミキリ、サクラ（ジンダイアケボノ）、被害調査、挿し木

１ 研究背景と目的 

クビアカツヤカミキリ(Aromia bungii※以降クビアカ)は、平成27年3月に特定外来生物

として記載された昆虫である。東毛地域をはじめ全国的に発生が拡大している。大泉町のサ

クラの名所である城之内公園においても被害の指標であるフラス（木くずと糞が混ざった

物）が多数確認されており、早急な対策が求められている。しかし現在の対策は対症療法の

みで予防策が開発されていない。この現状に対して、本研究部は大泉町における都市公園の

サクラの被害樹木の調査を行い、GISを用いてサクラの位置情報を可視化することにより、

サクラの被害分布状況の把握と分析を行ってきた。過去3年間の活動で蓄積したデータを様

々なイベントやYouTubeで発表し周知活動を行い、一般の方にその危険性を訴えてきた。令

和3年からは、今までの活動を継続しつつサクラの普及活動と新しい地域交流に着手した。 

２ 調査研究方法 

 本研究の被害調査は大泉町内の都市公園を対象にサクラの位置情報とクビアカの被害状

況の把握を行った。GNSS端末を使いサクラの位置情報ログデータを取得しGISを用いて位置

情報の可視化を行った。GISソフトはESRI社のArc GISを使用した。このデータは毎年行って

いるサクラの被害調査に用いられている。実際の被害調査は39か所の公園に直接行き、702

本を対象としている。将来的に伐倒伐採されるサクラを見越してソメイヨシノに代わる品

種を大泉町や造園業を営む熊倉様との相談の上ジンダイアケボノに設定した。この品種は

すでに大泉町が各公園に植栽活動を進めている、しかし多様性の観点からソメイヨシノも

新しく植栽するべきと考える。そこでまずソメイヨシノで挿し木実験を行い、その後ジンダ

イアケボノを増殖し、大泉高校から発信することができるシステムを作りたいと思った。挿

し木実験の方法として、すでに確立されている挿し木用土壌と方法を用いて行った。最後に

新しい地域交流として、近隣幼稚園にクビアカに関するポスターの設置を検討している。 

３ 結果 

今回の被害樹木の調査では、サクラ総数 702 本に対して、407 本の被害と 93 本の伐倒を

確認した。挿し木実験については現在調査中であるが、根腐れが発生している。 

４ 考察 

 昨年度の被害率が 4 割に対し、今年度は 7 割を超える結果となったことから、早急な対

策が必要と考えられる。挿し木の実験では、土壌の排水が好適でないのが原因とみられる。 

５ 参考文献 

(1)大泉町都市建設部都市整備課:第二次大泉町都市計画マスタープラン,大泉町,2011

(2)平成29年度病害虫発生予察特殊報第1号(クビアカツヤカミキリ):群馬県農業技術

センター環境部発生予察係
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恵み豊かな自然を未来へつなぐ群馬県～生物多様性を守り賢く活かす～

群馬県環境森林部自然環境課

１ 生物多様性

生物多様性とは、生きものたちの豊かな個性とつながりのことです。

私たちの暮らしは生物多様性の恵みの上で成り立っており、無意識のうちにす

べての人が享受しています。

本県でも、地形や気候の

違いにより、各地域で様々

な産業や文化が育まれてき

ました。こうした産業や文

化は、地域の魅力を形づく

る「地域の宝」と言えます。

２ 生物多様性ぐんま戦略

（１）基本理念

「恵み豊かな自然を未来へつなぐ群馬県～生物多様性を守り賢く活かす～」

（２）戦略目標（目指すべき１０年後の姿）

①県民の理解が深まり参加が進んでいる②生態系の劣化が食い止められてい

る③保全と利用の好循環への取組が進んでいる④科学的知見に基づく中長期

的課題が検討されている⑤継続的な取組の体制が整えられている

（３）基本戦略（目標達成に向けた取組の方向性）

①生物多様性の価値の浸透②緊急性の高い保全施策の実施③生物多様性の持

続可能な利用の推進④生物多様性に関する情報の蓄積と利用環境整備⑤戦略

を着実に推進する仕組みづくり

（４）群馬県の生物多様性を守るために私たちが取り組むこと

富岡製糸場

絹産業

草津温泉

温泉

下仁田ネギ

焼きまんじゅう

農業と食料

○身近な生きものに関心を持ち、理解を深めます。

○地域の自然にふれあう活動に参加します。

○地域の伝統行事に参加し、自然の恵みを活かした地域の文化を継承します。

１ 県民

○事業活動における生物多様性への影響を把握し、影響を小さくするよう努めます。

○地域で作られたものを優先的に利用することにより、地域経済に貢献します。

○周辺に配慮した緑化に努め、周辺地域の生きものに良好な環境を提供します。

２ 事業者

○環境保全型農業に取り組み、環境に配慮した農業生産に努めます。

○計画的に事業を進めることにより、持続可能な林業経営に努めます。

○各種ツーリズムなどを通じて農林漁業における取組を知ってもらう活動に取り組みます。

３ 農林漁業者

○環境学習や保全活動など、地域に応じた活動を継続して行います。

○活動の実績を活かし、他の主体に対して提言を行い、取組を支援します。

○地域の生物多様性保全活動に携わる人材を育成します。

４ NPO等の民間団体
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万座温泉地域における新たな自然資源発掘の試み 

石塚 徹（万座しぜん情報館） 

 吾妻郡嬬恋村にある万座は、草津白根山の西斜面に位置し（標高約 1700m）、これまで硫

黄鉱石や温泉などが自然資源として利用されてきた。一部がユネスコ志賀高原エコパーク

に含まれるものの、動植物が観光産業の資源になりうるという認識は低かった。 

2018 年 5 月に「万座しぜん情報館」（上信越高原国立公園ビジターセンター）がオープ

ンし、環境省、県環境森林部、周辺町村、地元観光協会などが協議会を作って運営してい

る。当館は、参加体験型の飼育展示や少人数でのツアーを通し、国立公園の自然の価値の

普及と利用を進めている。自然体験や環境教育に関心のある人々、特に子どもの好きなこ

とをのばしてやりたいという教育方針の家庭向けに、オリジナリティの高いプログラムを

開発し、専門性・エンタテイメント性・ホスピタリティを兼ね揃えたサービスを行ってい

る。その対価は調査・保全に活かされ、健全な生態系の維持に寄与する。これまで主要な

客層でなかった若いファミリーの集客も、温泉利用などを通して地域に還元されている。 

  

 開館当初は、大量の印刷物等によって不特定多数の来訪者を求めたが奏功せず、その後

方針を軌道修正した。森と泉のシンボル・サンショウウオの餌やり体験などを通して知的

好奇心旺盛な顧客を見出し、フレンドリーなふれ合いから一対一の関係性を築き、コアな

リピーター獲得につなげている。この活動は（１）知られざる秘境の自然資源を表舞台に

登場させること、（２）エコツーリズムに貢献しうる潜在的な人材（顧客）を発掘すること、

（３）自然を疲弊・消耗させない利用の仕方を実践し、普及啓発していくことを目的とす

る。この活動のほか、冷涼な高層湿原や、硫黄産地特有の生物相の調査結果も紹介する。 

キーワード：温泉保養地、エコツーリズム、参加体験型展示、探究型エコツアー

水上から観察するのは岸辺を保全するため、というメッセージを伝える
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利根川源流のまち 水と森林と人を育む 

「みなかみユネスコエコパーク」 

みなかみ町総合戦略課地方創生室 

■みなかみユネスコエコパークの登録

群馬県みなかみ町は、人と自然が共生する社会のモデル地域であるとユネスコから評価

され、２０１７年６月「みなかみユネスコエコパーク」に登録されました。 

（写真左から、利根川源流｢大水上山｣、赤谷の森を舞うイヌワシ、一ノ倉沢の大岩壁、利根川を下るラフティング） 

■みなかみユネスコエコパークのエリアと３つの土地利用区分の特徴

みなかみユネスコエコパークは群馬県の最北端に位置するみなかみ町を中心として隣接

する新潟県魚沼市、南魚沼市、湯沢町の一部から構成されています。総面積は 91,368ha、

その 90％以上が森林となっており、標高約 300～2,000ｍの間に位置しています。 

このエリアは、利根川最上流域に位置しており、東京都市圏の約 3,000万人の生命とく

らしを支える水の最初の一滴を生み出しています。 

群馬県と新潟県の境界の山稜一帯は中央分水嶺となっており世界でも有数の豪雪地帯で

す。山岳地域では冬期の大量の積雪の影響などにより、急峻な岩壁や露岩地に加え、雪食

凹地、氾濫原、河岸段丘など特徴的な地形や周氷河地形などの豪雪地特有の地形を形成し

ています。また、標高 2,000mに満たない地域にもかかわらず氷河の痕跡も確認されてい

ます。これらの特徴に起因し、多様で希少な動植物が育まれ独特の生態系が見られます。 

 

正式名を生物圏保存地域（BR：Biosphere Reserves）といい、ユネスコが１９７０年に採

択し、１９７６年に登録を開始したユネスコ人間と生物圏（MAB：Man and the Biosphere)

計画のプロジェクトの一つで、日本では親しみやすいように「ユネスコエコパーク」と呼ば

れています。 

世界自然遺産が手つかずの自然を守ることを原則とするのに対し、ユネスコエコパーク

は自然と人間社会の共生を目的とする取組です。２０２１年現在、１３１カ国７２７カ所が

登録されており、日本国内では「みなかみ」を含め１０カ所が登録されています。 

＜キーワード＞ 

みなかみユネスコエコパーク、利根川源流、自然との共生、中央分水嶺 

〇ユネスコエコパークとは？ 
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谷川岳エコツーリズム推進協議会の植生保護活動 

谷川岳エコツーリズム推進協議会 

○特定外来生物「オオハンゴンソウ」除去活動

谷川岳エコツーリズム推進協議会の推進区域に

は、オオハンゴンソウが 40数年前から侵入している

ため、保全活動の一環として 2013年から除去活動を

実施しています。 

 毎年８月に計画し、協議会員や環境省谷川管理官

事務所、群馬県自然保護連盟で募集した方など約 50 

名の皆さんが除去しています。 

 除去の際に根の先端部を取り残してしまう

と再生してしまうので、長期的な取り組みが

必要です。 

○天神平植生保護プロジェクト

谷川岳登山の玄関口、天神平には外来植物が数多く入り込んでいます。

協議会では植生回復のため外来植物を除去し、在来種のニッコウキスゲやヤナギランを株

分けし、植栽する取り組みを進めています。 

 毎年７月に一般企業一社が社長をはじめ社員全員がこのプロジェクトに参加し、作業終

了後には協議会のインタープリターがミニ観察会を開催しています。 

キーワード：エコツーリズム、エコパーク、植生保護、オオハンゴソウ、ニッコウキスゲ

オオハンゴンソウの花

ニッコウキスゲの間にある外来種を

手作業で除去 

株分けしたニッコウキスゲを植え付け 
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レンジャーの仕事を体験し、自然について学ぶ 子どもパークレンジャー

増田多美 (環境省 谷川管理官事務所) 

1．はじめに 

上信越高原国立公園谷川地域は、谷川岳エコツーリズム推進地域やみなかみユネスコ

エコパークの区域にも含まれており、豊かな自然と人間活動が調和した地域で、持続可能な

利用が推進されている地域です。一方で、谷川地域に居住する子どもたちにとっては、身近

な場所であるものの、その自然資源の価値や国立公園としての保全活動について十分に認

識されていない現状があります。 

子どもパークレンジャー事業では、谷川地域に居住する子どもたちを対象に、レンジャ

ーの仕事を体験しながら谷川地域の自然環境や自然保護の大切さ、自然とのつきあい方等

に興味を持つ機会を与えることを目的に野外体験イベントを実施しています。 

2．行事の内容 

今年度は「季節」をテーマに、夏・秋・冬の全 3 回に分けて植物観察や生き物観察、

フィールドサインの観察等を行い、様々な自然を探します。イベントでは、子どもたちの活

動のサポートや、自然について解説するインタープリターも一緒に活動します。 

夏・秋のイベントをそれぞれ 8月、11月に実施し、フィールド調査では子どもたちがそ

れぞれ気になるものを探しますが、子どもが何も見つけられないときは、気付かせてあげら

れるようインタープリターが誘導します。 

フィールド調査の後は室内でまとめ作業を行います。採取・捕獲、写真で撮った気にな

るものを、谷川岳インフォメーションセンターに設置している図鑑などを使って同定し、ま

とめていきます。（採取・捕獲したものは採ってきた場所をマップにメモし、元の場所に返

します。）活動中に子どもから質問があってもストレートな答えを出さず、自ら考えられる

よう導くことで、疑問を持ち考える思考力を養うことに繋がるようにしました。 

3．さいごに 

夏のイベントでは、はじめて経験する同定作業に時間がかかっていましたが、夏につ

づいて秋のイベントにも参加した子たちはサッと図鑑で調べることができるようになりま

した。参加してくれた子は積極的な子が多く、大人が気付かない自然を見つけてくれました。 

今年度はコロナウイルス感染症対策のため、みなかみ町内の小学 4年～中学 2年生を対

象に実施しましたが、今後は利根沼田管内など少しずつ対象地域を広められたらと考えて

います。次回は 2月に開催予定です。 

キーワード：子どもパークレンジャー、上信越高原国立公園、自然観察
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現代美術作品で伝える地質標本の時間と空間の概念 

～時間と空間に関する 2,3 の考察～ 

菅原久誠（群馬県立自然史博物館） 

 自然史系博物館における展示標本の多くは一次標本資料であり、標本に関する情報は一

般的に標本ラベルやパネルに記載された文字情報を読むことで伝えられる。岩石、鉱物など

の地質標本は、資料名や位置情報の他に、形成年代や産出した層準が標本の価値を高める情

報となる。産出した層準は先行研究によって明らかにされた地層や岩体の時間・空間的分布

や成因の情報と繋がるため、標本を語るうえで特に重要な情報である。 

時間と空間を認識することの難しさは、科学、歴史、地理教育等の研究でも指摘されてお

り、これらの研究は博物館におけるパネル・ラベルの文字情報だけでは標本の情報を鑑賞者

に伝えきれていない可能性を示唆している。本研究では、現代美術的手法で時間と空間の認

識を促し、標本情報に理解を深めることを目的とし、過去に存在した古中之条湖を題材とし

て 2020年 9月～2021年 10月にわたりリサーチ・作品制作を行った。中之条アーティスト・

イン・レジデンス(NR)のオープンスタジオ、中之条ビエンナーレプレリュード展および中

之条ビエンナーレ 2021で現代美術作品「時間と空間に関する 2,3の考察」を中之条町イサ

マムラ（旧伊参小学校）2階の教室に展示し、各展覧会においてギャラリートークを行った。

本作品は、古中之条湖の空間的分布を地質調査によりまとめる実務のエリアと、その地質

学者の思考のエリアに分けられる。実務エリアの作業台上には、QGIS を用いて作成した中

之条周辺の陰影地形図、古中之条湖に関する先行研究資料、調査ルートマップおよび調査道

具を設置した。思考のエリアは、一次標本資料 7点（うち 1点は約 40万年前に古中之条湖

の湖底に堆積した砂・泥の粒の地層剥ぎ取り標本）および実物製作資料 1点（中之条町ふる

さと交流センター「つむじ」のロゴを石英砂で作ったもの）で構成される。ベランダに設置

した 2 台の鏡が反射する光は、主題の地層剥ぎ取り標本を 1 日 2 回横断する。つまり、約

40 万光年離れた星の光（約 40 万年前の光）で約 40 万年前の湖の底にたまった砂・泥の粒

をもう一度照らす。暗い曇天または会場が暗くなる夕方に限り、天井に設置された白色寒冷

紗に古中之条湖の湖面を表す波面が投影される。教室床面のタイル（横 21個×縦 16個）は

中之条周辺の空間的分布を示しており、多くの鑑賞者が知っている「つむじ」の位置をヒン

トに他の標本が採集された地理的分布を読み解くことができる。

ギャラリートーク・解説では、延べ 200人以上の鑑賞者に対応した。「解説を聴けて良か

った」、「解説がなければ気づけなかった」という解説の重要性に関わる感想が最も多く、キ

ャプションの作品紹介の短文のみで作品の意図を全て伝えるのは難しいことがわかった。

逆説的に考えると、詳細な解説パネルを展示することで会場での解説の重要性は低くなる

と考えられる。また、自発的な作品鑑賞を通して時間・空間の情報を少しずつ得られるほど、

2つのエリアのくり返し観覧や、古中之条湖が存在していた頃の地形、湖の成因、時間の流

れ等に関する発問を促す傾向が見られた。 

キーワード：現代美術、展示解説、サイエンスとアート、NR、中之条ビエンナーレ
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浅間山夜分大焼之図は史実を誇張したものか 

古川 広樹 （浅間山北麓ジオパーク）  

昔話や伝承は、往々にして創作や誇張を含んだ表現であり、それらの内容は非論理

的・非科学的なものであるとするのが、現代社会一般の受け止め方であろう。しかし、

それらのなかには、人知を超える自然現象に遭遇したときの自然に対する畏怖の念な

ど、当時の人々の自然解釈が読み取れるものや、核心的な真実や合理性のある概念が

埋め込まれていることがある。 

天明三年（1783 年）の浅間山噴火の様子を記録した「浅間山夜分大焼之図」には、

火口から巨大な火柱を上げて噴火する浅間山の姿が描かれている。実際にこのような

噴火が起こったのだろうか。それとも、この絵は噴火を誇張して描いているものなの

だろうか。 

本研究では、今日ほど科学が発達していなかった時代の記録や伝承に埋め込まれて

いる当時の人々の自然の見方をすくい取り、科学的に理解可能な自然観との接点を探

った。 

研究にあたっては、日本大学文理学部 地球科学科 火山・岩石学研究室の高橋正

樹教授にご指導をいただいた。感謝の言葉としてここに記す。  

キーワード：浅間山、天明噴火、溶岩噴泉、災害伝承
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青岩公園でワクワク！ドキドキ！「川原の石を使った楽しい活動」 

下仁田ジオパークの会 

１ 青岩公園 

 群馬県の西部に位置する下仁田町.高崎駅で上信電鉄に乗ると約 1時間で到着します.駅

から徒歩１０分弱にある青岩公園は広い川原で,中央に大きな岩が広がっています.青緑色

をした岩はとても大きくて美しく,地元では「青岩」と呼んで親しまれています. 

２ １７種類の石 

 青岩公園の川原には 2本の川が流れ込んでいます.南側から南牧川,西側から鏑川です.

南牧川の流域は古生代（約 5億 4100万年前～約 2億 5200万年前）や中生代（約 2億 5200

万年前～約 6600万年前）に海でできた地層が分布しています.一方鏑川の流域は新生代

（約 6600万年前～現在）に爆発した火山の地層でできています.ですから,両方の川が運

んでくる石は古い物から新しいものまで,海の物から火山のものまで,様々になります.青

岩公園ではおよそ 17種類の石を見つけることができます. 

３ ジオツアーでの活動 

ジオツアーのお客さんは青岩を見ると「ウワー！すごい！」と歓声をあげます.川原に

下りたら青岩に上って歩いてもらいます.こんなに大きな岩の上を歩くことはなかなか無

いので,これもワクワクドキドキした体験になります.そして,青岩や景色をよく観察しな

がらガイドと共に青岩の由来や石の多さなどについて解き明かしていきます, 

次に川原に下りて石を集めます.青岩公園の石は色もとりどりです.真っ白のものから真

っ黒のものまで.また,緑,水色,茶色,ベージュ,赤,ピンクなどカラフルな石もたくさんあ

ります.水に濡らすとキラキラ光ってとてもきれいです.集めた石を仲間分けしたり,調べ

たりします.例えば,同じ黒い石でも磁石につくのは火山の石.付かないのは泥が固まった

石などと分けていきます.硬い石で火の粉を出す体験もします. 

４ イベントでの活動 

2021年 4月青岩公園で音楽イベントが開かれました.その時に「子ども達に楽しい体験

をしてもらおう」と石を使った活動を考えて実践しました. 

① 石のお弁当箱･･･紙でお弁当箱を作っておく.石の色や形からお弁当のおかずを想像

してお弁当箱に詰める.

② 石のアート･･･平らな石や物の形に似た石を拾って,クレヨンで絵を描く

③ 火打ち石で火起こし･･･チャートを見つけて火打ち金に打ち付けて火の粉を飛ばす.

その火の粉を火口（ほくち）に落として炎にする.

④ ロックバランス･･･バランスを工夫して石を積み上げる.

キーワード：ジオツアー.野外活動,石探し

ポスター発表　63



下仁田まるごとジオパーク

関谷友彦・赤岡明（ジオパーク下仁田協議会事務局）

はじめに

下仁田ジオパークは群馬県南西部に位置する下仁田町１町からなります。中心市

街地は高い山で囲まれた小盆地をなしており、信州の山間地と関東平野の狭間に位置

する自然豊かなジオパークです。  

下仁田ネギとコンニャクといった二大特産物があり、日本三大奇勝をはじめとし

た豊富な自然、世界文化遺産  荒船風穴をはじめとする地形を利用した産業遺産など

がエリア内に点在しています。  

全国で 44 か所ある日本ジオパークの１つとして「自然」「歴史」「文化」などをま

るごと活かしたまちづくりを行っています。  

下仁田で感じられる３つの大地と「ヒト」のストーリー

 下仁田ジオパークでは、大陸縁辺部において成長した日本列島の骨格形成から、列

島形成後の火山活動までのダイナミックな地球の活動や、地球が長い年月かけて作り

出した自然と共生してきた人々の歴史があり、それらを３つのストーリーで来訪者に

紹介しています。  

Ⅰ .根なし山を作った海から陸への大変動

Ⅱ .太平洋と日本海を分けた古い火山  

Ⅲ .東西の文化とモノの交差点  

地域資源を利用したジオパーク活動

① 教育・普及

「郷土に親しみ、郷土を愛し郷土を誇りに思う児童・生徒の育成」をスローガンに地

域学習を小・中・高それぞれで進め、郷土愛を醸成し、次世代担い手の育成に取り組

んでいます。

② 保全

毎月 20 日に住民団体によるジオサイトなどの清掃が行われており、特に河川のサ

イトの清掃は利根川源流域の水辺の環境を綺麗にすることにも繋がっています。

③ツーリズム

「下仁田駅」、「道の駅 しもにた」、「中之嶽神社」を起点としたガイドツアーのほ

かに、「牧場での生き物観察」、「下仁田ねぎの収穫体験」、「川の生き物観察」などこ

の地域ならではの、体験型ツーリズムを行っています。  

③ 資源の掘り起こし（研究）

研究者の研究助成事業「ジオパーク学術奨励金制度」、「下仁田町自然史館研究報

告」の発行などを行いエリア内の学術研究の成果を蓄積し、地域資源の魅力の掘りお

こしに取り組んでいます。  

まとめ

下仁田ジオパークでは、ジオパーク活動を通じ、先人たちの自然への畏敬や自然

との共生を教訓に、災害に対する心構えや自然の大切さを多くの人たちに伝えていま

す。  

そして、このような自然・歴史・文化を地域の人たちが誇りに思い、それぞれの

言葉で語り、町全体で来訪者をおもてなしできるようなまちづくりに取り組んでいき

ます。  

キーワード：地質多様性、ジオツーリズム、地学教育、ジオパーク
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吉井高校周辺の古環境を探る 

～洪水後に現れた管状構造の形成者とは～ 

群馬県立吉井高等学校科学部 

はじめに 

令和元年 10月の洪水後、鏑川左岸に露出した地層において確認された管状構造について、

これを生痕化石であると推測し、この形成者を探るとともに地域の古環境も探ろうと考え

研究を進めることとした。また、これにより群馬県西部の地質学研究に新たな視点を提供で

きるものと考えて研究に挑むこととした。 

方法 

研究は、管状構造を産出する地層の特徴を調べて堆積当時の環境を探ること、及び管状構

造の性質や産出状況からどのような生物活動によって形成されたのかを追究することとい

う二つの流れを軸として行った。実験や観察は過去の論文等を参考にし、一つ一つの考察に

おける根拠を積み上げられるよう行った。 

結果 

管状構造は、砂岩と泥岩の互層からなる範囲の、集中した 6層の砂岩層においてのみ確認

することができ、地層の走向は N39°W、傾斜は 10°NEであった。また、管状構造の形状に

は多様性が見られたが、どれも内部を縦貫する砂質の芯をもち、芯は泥質の厚い壁で覆われ、

そして切断面は円形で、表面に赤褐色の部分が認められた。 

a : 漏斗形     b : 球根形 

図 1 採集した管状構造（一部） 

a : 短軸面で切断したもの     b : 長軸面で切断したもの 

図 2 岩石カッターを使用して切断した試料 

まとめ 

管状構造を産出する地層は板鼻層下部に該当し、約 1100万年前の円弧状三角州の前置層

の堆積物からなる砂岩泥岩互層であることが示唆された。また、管状構造は、円弧状三角州

における周期的な環境の変化に対応して細砂の底質に棲管を形成したフサゴカイ科の多毛

類の巣穴の生痕化石であることが示唆された。 

キーワード：洪水、管状構造、生痕化石、三角州、フサゴカイ
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日本初のホタル化石発見と兜岩層初産出のムカシモミジバフウの集合果化石 

田中敏明・磯田喜義・和田晴美（兜岩層研究会） 

はじめに 

兜岩層研究会は 2016 年に発足した研究会で,下仁田町西部に分布する上部本宿層・特に

荒船山などを覆っている溶岩直下の「兜岩層」と呼ばれる地層の再調査と,この地層から産

出する化石の研究を行っている.兜岩層では明治時代以降多くの人が化石を採集してきた.

下仁田町では故茂木伊一氏が採集した昆虫化石が保管されており(下仁田町自然史館所蔵）,

田中敏明によりその同定が進められ,今回,国内では初めてのホタル化石が確認された(田

中・川島 2020). 

昆虫化石 

昆虫化石は保存状態がよい場合でも全体が残ってい

ることは少ないが, 本標本はほぼ全形が残っており, 

中脚の基節孔が確認できることから腹面の標本とわか

る．体長は 11.0 mm, 上翅は左右がやや開いているが,

その側縁はほぼ平行状である．頭部が半円形型の前胸

背の下に隠されること,触角が頭部前縁の複眼の内側か

ら派生しているように見えること,複眼の長径が約 0.5 

mmとやや大型であること及び全体の概形等の特徴から

ホタル科の一種と判断できる．腹部先端には♂交尾器

の左右の側片が認められる．この交尾器の形態は現生

種ではムネクリイロボタルに近似する． 

昆虫は死後すぐに捕食されたり腐敗するため化石と

して残ることは非常に希である．その中でもホタル化石は大変稀少で, 学名がつけられた

ホタルは世界で僅か 7種しかない．このホタル化石は世界的にみても非常に貴重な標本と

いえる．化石が非常に少ないホタルの進化についての研究は遺伝子の解析が中心となって

いるが, この化石は鮮新世の日本列島にホタル科の一種が生息していた確実な証しとな

る．日本のホタルの歴史を考える上で貴重な資料になることが期待できる． 

植物化石 

兜岩層からは多くの植物化石が昔から発見されているが,本会は現地調査でムカシモミ

ジバフウの集合果化石を発見した.現生のフウ属には葉先が３分裂するタイワンフウと５

分裂するモミジバフウ（アメリカフウ）の 2種類がある.現生のフウは日本に生育せず,タ

イワンフウが中国,モミジバフウがアメリカ合衆国などに自生し,日本で公園や街路樹等で

見られるものは近年海外から移入されたものである.今まで兜岩層から発見されているム

カシモミジバフウは葉化石だけで、集合果化石は私たちの研究会が最初のものである.

キーワード：兜岩層・日本初のホタル化石・ムカシモミジバフウ
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群馬県に分布する茶屋ヶ松層（中新統）の化石と古環境 

高山 蒼悟（自然史博物館高校生学芸員, 群馬県立前橋高等学校） 

＜はじめに＞ 

本研究は，群馬県立自然史博物館に収蔵されている茶屋ヶ松層（中村ほか,2000）産の

化石（清水恵三郎氏[故人]が採取）を同定して，その構成を調べると共に，確認された化

石種ならびに現生近縁種と比較することによって生息域や生息深度, 底質を推定して，茶

屋ヶ松層の古環境を探ることをその目的としている． 

＜結果＞ 

貝類は塩原型動物群の代表種であるチタニビノスガイなどが確認された．一方，腕足類

も多産した．この時代の腕足類の化石記録は少なく, 茶屋ヶ松層の化石は貴重である． 

＜考察＞ 

同定した化石種について，生息域, 生息深度, 底質について現生貝類等の情報を元に推

定した. 生息域全ての種類の現生近縁属・種の生息域が重なる最小の範囲は，現在の東北

～房総半島の範囲となる．よって，茶屋ヶ松層堆積時の海洋環境は現在の東北～房総半島

と類似していたと考えられる．次に現生近縁属・種から推定される生息深度は,潮間帯～

20m前後の範囲で重なっている属・種が多数確認された．その一方で，水深 100m前後で最

も繁栄しているタテスジホウズキガイなども含まれるので，水深 100m前後の範囲に生息

していた属・種もいたと考えられる．底質について調べると，潮間帯～20m前後の範囲で

重なる属・種の底質が岩礁や砂礫底～砂底で共通するのに対し，100m付近で重なる属・種

の底質は砂底で共通する．すなわち，茶屋ヶ松層では，潮間帯～20m前後の岩礁や砂礫底

～砂底に生息する種類と水深 100m前後の砂底に生息する種類の混在が確認された． 

混在の生じた原因としては，海底に発生した何らかの地殻変動によって潮間帯～水深

20m前後の堆積物が水深 100m付近まで運ばれ，両方の堆積物が混ざって化石密集層が形成

されたものと推測した.そこで，共に２枚の殻を持つ二枚貝と腕足類について，殻の破損

の有無を指標とするために，採取時の破損を考慮したうえで調べた二枚貝と腕足類の標本

の合弁率を調べた．その結果を生息深度別にまとめ，両者の割合を比較したが，いずれの

合弁率が低かった． 

＜結論＞ 

茶屋ヶ松層の海洋環境は現在の東北～房総半島に類似しており，化石密集層は潮間帯～

水深 20m前後の岩礫底～砂底の環境と，水深 100m前後の砂底の環境の二つの群集が混在

して形成されたと考えられる． 

＜キーワード＞茶屋ヶ松層,中新統,塩原動物群,貝類,腕足類 
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みなかみ町における陸貝調査 

鳥羽 隆敏（群馬県立自然史博物館） 

 群馬県立自然史博物館では、みなかみ地域の自然史調査を行っている。その調査の経過と

して、群馬県利根郡みなかみ町須川『たくみの里』の陸貝（カタツムリ）の生息分布を報告

する。 

 『たくみの里』は、標高 500～600ｍ、面積は 330haで、昭和 50年代までは、養蚕を中心

とした純農村であった。現在は、道の駅たくみの里を中心に、木工、竹細工、和紙など 20

種類以上の体験工房がそれぞれ“家”として点在し、年間 50 万人前後の観光客が訪れる。 

 調査は、みなかみ地域でカタツムリを採取して、分布を調べる。カタツムリは、殻の形態

で種類が同定できるので、生死については問わない。また、カタツムリの移動能力が小さい

ことから、採取した場所を生息地とする。 

『たくみの里』で見られたカタツムリ 

ウスカワマイマイ Acusta despecta sieboldiana 

オカモノアラガイ Succinea lauta（写真①） 

ヒダリマキマイマイ Euhadra quaesita（写真②）

エゾコハクガイ（オオコハクガイ）

Zonitoides yessoensis（写真③） 

アズマオトメマイマイ Trishoplita kurodai 

オナジマイマイ Bradybaena similaris

カドコオオベソマイマイ Aegista goniosoma 

キセルガイモドキ Mirus reinianus（写真④） 出典：国土地理院ウェブサイト 

ニッポンマイマイ Satsuma japonica https://maps.gsi.go.jp 

 たくみの里では、ウスカワマイマイ・オカモノアラガイが全域、ヒダリマキマイマイが宿

場通り・庄屋通りといった大通り沿い、エゾコハクガイ・アズマオトメマイマイ・オナジマ

イマイが北東地域、エゾコハクガイ・オナジマイマイ・カドコオオベソマイマイ・キセルガ

イモドキ・ニッポンマイマイは北東に斜面を下った赤谷川方面で見つけることができた。

たくみの里は区画整備されていて田やリンゴ畑が多いが、北東地域から赤谷川に向かっ

ては、斜面になっていて木々が多く見られる。土地の整備状況、環境の違いなどによって、

生息するカタツムリに違いが出ていると考えられる。 

① ② ③ ④ 

キーワード：カタツムリ、みなかみ地域、たくみの里
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渋女の土壌調査 

渋川女子高等学校 自然科学部 

1．はじめに 

 昨年度は、渋川女子高校の敷地内の環境が異なる土壌を

2 週間の調査期間を設け調べた。今年度は、調査材料や調

査期間を変更し、土壌の違いでそれぞれの物質の分解にど

のような差がでるのか調査した。土壌の性質についても調

べた。 

2．調査方法 

【調査場所】校庭:標高…221m 

①第二体育館北側木の下（日当たり×、水はけ○）

②プール跡地(日当たり○、水はけ○)

③西校舎北側(日当たり×、水はけ×)

① ② ③ 

【調査材料】（ⅰ）生分解性バイオマスストロー 

（ⅱ）金木犀の生葉 

（ⅲ）金木犀の枯れ葉 

（ⅳ）プラスチックコップ 

【調査期間】R3 年 3 月 8 日～R3 年 10 月 8 日 

【調査方法】 

調査場所の土壌をプランターと透明プラスチックケー

ス(5.5×8×16cm)に移し、物質を埋めた。７か月後、それ

ぞれの土壌の分解率と性質を調査した。分解率は双眼実体

顕微鏡で観察した。土壌の性質は、土を湿らせ指でこねて

粘土保有量・透水性・保水性を、親指を土に差して土壌硬

度を判断した。それぞれの土壌を水で撹拌し、その上澄み

液を pH 試験紙に滴下し pH を測定した。 

3．仮説 

埋めて７カ月経過すると、水はけ、日当たり共に良好で

ある場所が最も分解に適していると考え、分解率の差は①

＞③＞②の順で大きく出ると予想した。 

4．調査結果 

物質の観察結果は、（ⅰ）は②＞③＞①の順で、（ⅱ）（ⅲ）

は②＞①＝③の順で、（ⅳ）は②＞③＞①の順で分解してい

た。土壌の性質については、①は棒状にしにくく、力を入

れると親指の付け根まで入った。②はすぐ崩れ、ほとんど

入らなかった。③は鉛筆位の太さにでき、力を入れると親

指の半分まで入った。pH はすべて 5.0-6.0 となった。 

（表 調査場所ごとの土壌の性質） 

５．考察 

表より②が最も粘土保有量が少なく透水性が一番高い

ことから、物質すべてにおいて最も分解していたと考えら

れる。また、生分解性プラスチックの分解は 3 か月～６か

月かかるといわれているが、すべての(ⅰ)は原型を残して

いた。(ⅰ)は PLA(ポリ乳酸)からできており、PLA は高温

多湿であれば分解性が高まるが、調査場所は条件を満たし

ていなかったため(ⅰ)は分解しなかったと考えられる。

(ⅳ)が破損していたことについては、プラスチックは水や

紫外線により細かく粉砕されることが原因だった。②は透

水性が「極大」のため（ⅳ）は大きく破損していたと考え

られる。 

６．展望 

調査の結果から「プラスチックコップは土壌の比較に適

切ではなかった」と考えた。今後は同様あるいはそれ以上

の期間を設けて、埋める物質の変更も再度検討したい。そ

れとともに、調査の環境条件を細かく絞り込み、土壌比較

を行いたい。また、今回は土壌比較を主として行ったので、

次回は今回調べた分解率や土壌の性質をもとに、植物の成

長しやすい土壌環境について調べたい。 

７．参考文献 

生分解性プラスチックの課題と将来展望 

https://earth-defense.online/post/how-long-do-

biodegradable-plastic-take-to-decompose 

畑の土を調べてみよう 

https://green.chiko.co.jp/farm/n_htk.html 

土壌 粘土保有量 透水性 保水性 土壌硬度 

① 12.5-24.9% 大 小 やや硬い 

② 12.5%未満 極大 極小 硬い 

③ 25.0-37.4％ 中 中 やや硬い 
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アナグマの牧草地利用とミミズの時間的分布について

富澤 優・南 正人・塚田 英晴 

(麻布大学 野生動物学研究室) 

背景及び目的 

 近年自然保護や環境保全への意識の高まりから、野生動物観察が観光資源として利用さ

れる機会が増えている。そこで筆者らは、注目度の低いニホンアナグマ(以下アナグマ)を

対象動物とし、観察機会を高める試みに取り組んできた。アナグマは、全活動地域の 9割

以上が巣穴付近に集中し(金子 2002)、巣穴はアクセスの容易な牧草地周囲の林縁部に偏っ

て分布する(Tsukada et al.2020)。また、牧草地自体がアナグマの重要な生息地となり、

主食となるミミズの採食場となる可能性が高い(Hijikata et al.2020)。そのため、牧草

地は、アナグマの採食行動を観察する適地となるだろう。そこで本研究では、アナグマの

牧草地利用とミミズの活動時間帯との対応関係を検討し、牧草地でのアナグマの採食行動

の観察可能性を検討した。 

調査地 

 群馬県甘楽郡下仁田町に位置する神津牧場（387ha）を調査地とした。群馬県と長野県

の県境に位置する物見山（標高 1,375m）の山頂から東側に広がる傾斜林地にあり、林地内

に牧草地が点在する環境である。 

方法 

 調査地で捕獲したアナグマ(メス)一匹に GPS首輪を装着し、2021年 5～6月に採食活動

時間帯の 19時から 23時 30分まで 30分間隔で測位を行った。ミミズの活動性について

は、一定の踏査ルートを時間ごとに歩いて出没するミミズの数をカウントした。1日あた

り平均 9.5時間ほどの調査を終日にわたって複数日実施し、各時間帯 3～4日分を収集し

た。 

結果及び考察 

アナグマの測位の結果 510地点のデータが得られ、解析を終えた 99地点のうち 29点

(29％)が林地、70点(71％)が牧草地で測位され、行動圏内の面積比率と比べて牧草地の利

用が有意に集中していた。ミミズの出没に関しては、19時から 4時ごろまでの夜間の時間

帯に集中し、明らかな夜行性の出没傾向を示した。この出没傾向は、アナグマの採食時間

帯と合致しており、さらにアナグマの活動場所が牧草地に集中していたことから、アナグ

マの採食行動を観察する適地として、牧草地は有力な候補となることが明らかとなった。

今後は、ミミズの出没傾向の日変動や牧草地間でのミミズの密度傾向を調査し、アナグマ

の出没傾向との間で比較することにより、アナグマとの遭遇確率を高める条件を明らかに

していきたい。 

キーワード：牧草地、エコツーリズム、観察資源、活動時間帯、Meles anakuma、採食地利用
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群馬県におけるツキノワグマの有害駆除と誘引作物と森林の有無の関連性 

 

大江晟太郎 1・和久大介 1・姉崎智子 2 

1東京農業大学国際農業開発学科:〒156-8502 東京都世田谷区桜丘 1-1-1 

2群馬県立自然史博物館:〒370-2345 群馬県富岡市上黒岩 1647-1 

 

 ツキノワグマ（Ursus thibetanus）（以下、クマ）は、東アジアを中心に広く生息している森林性の大

型哺乳類であり、日本では本州、四国に生息している。しかし現在、下北半島地域、四国山地地

域、東中国地域、紀伊半島地域、西中国地域の５地域の個体群が絶滅の恐れのある地域個体群

として選定されている（環境省, 2020）。 

 野生のツキノワグマは植物性に偏った雑食性であり、春から初夏にかけて新芽や草本類を採食

する。夏は昆虫や動物質を多く採食し、冬眠を控えた秋には脂肪を多く蓄えるためにブナやミズナ

ラなどの堅果類を大量に採食する。そのため堅果類の豊凶はクマの行動に大きく影響し、凶作年

には食物資源確保のために人里に出没し、農作物の被害を与える傾向が強くなる（群馬県, 2019）。

群馬県外の長野県や岩手県ではリンゴやプルーンやぶどうなどの被害（前河ら, 2000; 岡, 2003; 

吉田, 2002）が報告されている。 

 群馬県にも多くのクマが生息し、農林業被害や人身事故の発生がクマと人との軋轢を生じさせて

いる。そのため、地域個体群の安定的な維持に配慮しつつ農林省被害の軽減および人身事故の

発生防止を図り、人とクマの適切な関係の構築を目的とした「群馬県ツキノワグマ適正管理計画」

が策定されているが、有害駆除による捕獲頭数が捕獲上限頭数を上回っているのが現状である

（群馬県, 2019）。このことから、クマとの適切な関係を考慮した農林業被害防止対策を行なうことは

重要な課題である。 

 クマに関する研究では、地理情報システム（ＧＩＳ）を利用したものが増えている。クマの出没に対

して、前川ら（2000）の研究では唐辛子スプレーによるお仕置きをしたクマに対して発進気をつけ

放獣し、その後の行動圏を GISを用いて確認し、お仕置きの効果の検証や環境選好度を解析して

いる。また、作物被害を出している個体を捕獲し、GPS 搭載の首輪をつけ放獣し、どのような経路

で、どのような時間帯に作物被害を起こしているか行動パターンの解析を行うなど（木戸ら, 2011）、

GISを積極的に用いた研究が進められている。 

 県外で報告されている作物が群馬県内でもクマを誘引しているかは分かっていない。その中で

生川（2021）の先行研究では群馬県の有害駆除情報、農作物の作付情報を GISによるデータ化を

行うことで群馬県内にてクマを誘引している農作物を明らかにしようと試みたが、特定には至らなか

った。そこで本研究では、これらに群馬県の各市町村の森林面積のデータを加え、解析を行い、ク

マを誘引する農作物の特定を目指し、有害駆除を減らす方法を考察することを目的とする。 
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「すぐ手のとどく」身近な自然をたずねてみよう 

となりのいきものを訪ねて（２０２１） 

田野芳久（動物写真家・写真事務所 The TwinLeaves代表） 

じつは僕、体調を崩しました。 

山に入れず、哺乳類の撮影ができない状況が１年あまり続き、「生き物たちの近くに行きたい！」そ

んな気持ちは強まるばかりです。そこで機材・装備は最小限、山奥から近所の草むらに場所を変え、

写真を撮り、生き物を見つめてみることにしました。 

僕ならずとも、自然に親しむことを諦めたり、縮小せざるを得ない方々もいらっしゃると思います。 

「少しでも自然を身近に感じていたい」そんな思いを持つ方々に、僕の地味～な自然散歩がひとつの

ヒントになればいいな！そんなふうに願っています。

１．持ち物のはなし 

「とにかく生き物たちのそばで写真が撮れれば十分」とい

う割り切りで、撮影機材・登山装備の大幅な減量化を行い

ました。 

（登山装備と書きましたが「人間の良好な状態を保つため

の装備」とお考え下さい） 

山に入っての哺乳類の撮影では重量 12kg程度だった機材

を 4kg程度までに軽量・コンパクト化、身体への負担を大

きく削減できました。 

もちろん、カメラの性能や機材に起因する制約は出てきま

すが「撮れるものをじっくり撮る」というスタンスの転換

が大事ですね。 

２．「すぐ手のとどく」身近な自然の世界 

市街地とその周辺の生き物たちの姿です。「すぐ手のとどく」距離にいる生き物たちの暮らしにも、

それぞれにドラマに満ちています。 

お馴染みの生き物たちとの出会いですが、必ずそこに物語が生まれます。 

その物語をゆっくりじっくり楽しんでみると、いままでとは違う、豊かな時間が流れ出します。 

あなたの近所の草むらにも、お家の庭にも…。 

誰もが無理なく、それぞれのスタンスで「となりのいきもの」の息吹を感じていただけるヒントにな

ればうれしく思います。 

「となりのいきもの」にやさしくするには、まず見つめることが始まりですから…。 

ポスター発表　72



前橋市富士見町赤城山で見られた野生動物 

片山豪 1，野崎真史 2，松村明紀 1，田邉大政 1，吉野真衣 1，細川茉奈美 1，茂木祐輝 1 

1 高崎健康福祉大学，2太田市立太田高等学校 

１ はじめに 

近年野生動物が人の生活圏まで活動地域を拡大しており，群馬県では特にニホンイノシ

シ（Sus Scrofa）やホンシュウジカ（Cervus Nippon）が，市街地でも目撃されるようにな

った。野生動物の個体数変化や活動状況を把握するため，定点でのカメラトラップ法による

中長期のモニタリング調査の必要性は高まっており，姉崎によって稲含山，玉原高原，藤原

地区において 2019年から調査が行われている（良好な自然環境を有する地域学術調査報告

書 45～47 号）。筆者らは，赤城山南面に位置する前橋市富士見町において，2018 年よりカ

メラトラップ法によるモニタリング調査を 4年間行ってきたので，この結果を報告する。

２ 方法 

（１）カメラトラップ法を用いた調査

調査地は前橋市富士見町赤城山地内のヒノキ植林地（標高 496ｍ）である。自動撮影カメ

ラを年によって 2～4台（カメラＡ～Ｄ，カメラＣはＢと反対側から同じ箇所を撮影）を設

置し，撮影を行った。 撮影データをもとに，種を同定し，カメラに撮影されたのべ出現数

を測定した。さらに撮影頻度指数（RAI: Relative Abundance Index）を算出した。 

（２）糞中の植物残渣の分析（2018年のみ）

 高槻ら（2012）の方法に従って糞中の植物残渣を解析した。 

３ 結果と考察 

 3目 10科 13種が確認された。これは群馬県に生息する哺乳類 47種のうち 25.5％である。

各月種ごとの撮影頻度指数は，ホンシュウジカ，アライグマは全てのカメラで個体数の増加

が見られた。ニホンイノシシについては，カメラＡとカメラＤでは大きな変化はみられない

が，カメラＢにおいて増加していた。カメラＢは，ニホンイノシシが泥浴びを行う地点に設

置されている。元々ニホンイノシシが好む地点ではあるが，近年では，より多くの個体が利

用する場所となっていることが分かった。この結果が，二ホンイノシシの個体数の増加が泥

浴びの場所によるものかについては，今後の検討課題である。減少が見られたのは，ニホン

カモシカとホンドギツネであった。また，ホンドタヌキでは，カメラＡは横ばい，カメラＢ

は減少，カメラＤは増加の傾向が見られた。これらの種では，縄張りの変更といった調査期

間内における行動パターンの変化が生じていることが予測された。 

糞分析の結果より，シカの食性は季節によって大きく変化することが分かった。1 月～6

月は木の皮等の植物繊維が主な食草である。1月には全体の 60％を占めるが，6月にかけて

徐々に割合は低下した。冬季には生育する植物が少なくなり，木の皮や枯草，落葉などを食

べているためと考えられる。6月～10月までの主な食草は，イネ科植物である。７月には全

体の 90％程度を占めていた。このことからシカは，梅雨以降に成長するイネ科植物の葉を

好んで食べることが分かった。ササについては，6月～12月にかけて微増していく結果とな

った。この地域のシカは，ササよりもイネ科植物を好んで食べていることが分かった。 

謝辞 調査地を提供していただいた石橋峯生氏に感謝いたします。 
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カメラトラップを用いた同所性哺乳類の季節及び日周活動パターンの解明

重松 雅史・土方 宏治・原田 知美・篠原 郁哉・南 正人・塚田 英晴 

（麻布大学 野生動物学研究室） 

背景及び目的 

陸生哺乳類の日周活動パターンは昼行性、夜行性、薄明薄暮性、周日行性（1日を通して

活動的）に分類される。しかし、活動パターンは同種内でも地域間や季節間で大きく異なり、

様々な要因に影響される可能性がある（Watabe and Saito.2021）。活動パターンに関する情

報は、野生動物管理に役立てることができ、また、野生動物観察の際には観察対象の活動パ

ターンに合わせることで遭遇率を上げ、野生動物の観光資源としての価値を高めることに

も繋がるのではないかと考えられる。そこで、本研究では、カメラトラップ調査から得られ

たデータを用いて環境区分及び季節に応じた活動パターンの変化を解明することを目的と

した。 

調査地 

 群馬県甘楽郡下仁田町の山間部、標高 850～1350m に位置する公益財団法人神津牧場

（387ha）を調査地とした。自然林と人工林からなる森林（261ha）内に採草地（20ha）と放

牧地（80ha）が点在する環境である。 

方法 

 神津牧場の敷地内を 21 個の 500m グリッドに区切り、各グリッドに 1 台以上、調査地内

の環境区分（採草地、放牧地、林地、人工林）を網羅できるようにセンサーカメラを設置し、

撮影を行った。2016年 4月～2017年 3月のデータを集計した。時間帯を昼間（日の出 1時

間後～日の入 1時間前）、夜間（日の入 1時間後～日の出 1時間前）、薄明薄暮（日の出と日

の入の 1時間前後）に区分し、季節を春（4～5月）、夏（6～8月）、秋（9～11月）、冬（12

～3 月）に区分した。χ2 検定と残差分析を行い、季節及び日周活動パターンを推定した。 

結果及び考察 

 集計の結果、8種の哺乳類で大規模なデータセットを収集することができた。1年を通し

ての活動パターン分析の結果、昼行性（ツキノワグマ）、夜行性（イノシシとニホンアナグ

マ、ニホンノウサギ、タヌキ、ニホンテン）、薄明薄暮性（ニホンジカとキツネ）に分類さ

れた。また、特にデータ量が多かったニホンジカについて環境区分及び季節別に活動パター

ンを分析した結果、採草地では秋と冬のみ夜行性に、林地では夏のみ昼行性に、人工林では

春のみ周日行性に分類された。このことから、ニホンジカは森林の餌資源量が減少する秋か

ら冬の間、減少した採餌量を補うべく、遮蔽物の少ない草地でも警戒コストが低く済む、夜

間の活動が増加するのではないかと考えられる。 

キーワード：牧場、カメラ調査、活動性、ニホンジカ、日周リズム、野生動物管理

ポスター発表　74



群馬県みなかみ町における小型哺乳類調査 

木村敏之（群馬県立自然史博物館） 

 群馬県立自然史博物館では平成 30年度から群馬県みなかみ町において動植物や地質・古

生物などについて総合的な調査を実施している．ここではこの調査の一環として行われて

いる小型哺乳類調査について報告を行う． 

 調査はみなかみ町における小型哺乳類の生息調査をすることを目的としている．調査で

はシャーマントラップを用い，エサはオートミールを使用した．いずれの調査も 1 晩のみ

の調査である．各調査では調査初日の午後にトラップを設置し，翌日午前にトラップの回収，

捕獲個体の計測を行った．捕獲された個体は各部位の計測後に捕獲された地点に放したが，

死亡個体は回収をした． 

 これまでの調査では 19回の捕獲調査により合計 105個体のネズミ類及び 5個体のモグラ

類が捕獲された．ネズミ類の内訳はアカネズミ 74 個体，ヒメネズミ 26 個体，ミズハタネ

ズミ類 5個体である．またモグラ類はいずれもヒミズであった． 

 捕獲された個体の発育段階に注目すると，アカネズミでは立石(2007)はオスが成体に達

する体重は地域差が比較的少ないことを示唆し，尾瀬地域のアカネズミを対象としてオス

は体重 30.1g 以上，メスは体重 25.1g以上を成体としている．村上(1967)，福山・小池(2008)

では体重に基づいた発育段階の基準として，体重 30g 以上を成体，体重 20g 以上，30g 未

満を亜成体，体重 20g 未満を幼体に区分している．ただし黒崎(1985)では水上町において

は体重 35g 以上が成体と見なされるとしている．ここでは特に幼体に注目して議論をすす

め，村上(1967)の区分に従い 20g 未満を幼体として扱うと，今回のみなかみ地域総合調査

において実施した捕獲調査において，アカネズミの幼体が捕獲されたのは 5 月，7 月，10

月，11 月に実施した調査のみである．飼育下におけるアカネズミの妊娠期間は 19-26 日で

あり，出生仔が体重 15g に達するまでの期間は 17-30 日とされている（村上 1974, 立石, 

2007 など）．今回の調査では体重 15g 以下の個体は捕獲されなかったが，上記をもとに推

察すると今回の調査地域で捕獲された幼体は少なくとも 4 月～6 月及び 9 月～10 月の出生

した個体である事が示唆される．したがって今回の調査地域では概ね３～5 月及び 8～9 月

において交尾が行われたと推定することが出来る． 

 同様にヒメネズミでは体重 10g 以下が幼体とすると（木村，1977，立石, 2006)，ヒメネ

ズミの幼体は 5～7 月，９～11 月に実施した調査で捕獲された．ヒメネズミの妊娠期間は

20-21 日であり，出生仔が体重 10g に達するまでの期間は 25-45 日とされている（西方,

1979；Fujimaki, 1978；Kiyama, 1995；立石 2006 など）．このことから，ヒメネズミについ

ても概ねアカネズミと同様に 3月～5月及び 7月～9月において交尾が行われたと推定する

ことが出来る．これらの事から本調査地域におけるアカネズミ・ヒメネズミの繁殖期はいず

れも春ー夏年 1 回に属する可能性が示唆される． 
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尾瀬国立公園戸倉地区におけるヤマネ調査 

成瀬郁人・松井志咲（群馬県立尾瀬高等学校理科部） 

【はじめに】ヤマネは国の天然記念物に指定されている 1属 1 種の樹上性動物である。ヤマネは

近年数を減らしていることから環境省が準絶滅危惧種に指定している。 

 針葉樹林と広葉樹林で同じ調査を行った際、違いは出るのか等に着目し、地元関連企業と協力

して調査を行った。 

【方法】調査は 2020 年７月～９月,2021 年６月,９月上・下旬,10 月の７回調査を行った。片品

村戸倉地区に地点 A～Cの３地点で巣箱を各地点約 30 箇所合計 104 個設置した。１本の木に高

度を変えて巣箱１～３個設置し(1.5m,４m,６m),巣箱の中にヤマネが入っているか確認した。 

【結果】ヤマネの確認数と利用率は 2021 年に増加していることがわかった。また、沢沿いでは

巣箱利用率が高いという結果が出た。針葉樹林と広葉樹林とでは、広葉樹林の方が針葉樹林より

巣箱利用率が高かった。巣材に関しては、ヤマネの巣材は基本コケで構成されているが、コケ以

外にも多くの巣材を使用していた。そして、同じような巣材を使用した巣箱が近い箇所に複数個

確認された。過去の調査含め、ヤマネを合計 27 匹確認できた。 

【考察】沢沿いでは巣箱利用率が高いのは湿度が高く、ヤマネの巣材であるコケが近くで手に入

るのではないか、また、高湿度の場所は湿度の低い場所に比べ、巣材が長持ちするのではないか

と考えた。針葉樹林・広葉樹林共にヤマネの生息痕跡を多く確認された事から巣箱を設置する樹

種はそこまで関係はないと考えた。 

【おわりに】調査区域内で確認されたヤマネの約半数が同じ巣箱内に複数の個体が一緒に入って

いることが分かった。今後の活動では継続的にヤマネの調査を行い、3 地点の中で最もヤマネが

好む環境がどこか検討していきたい。 

【謝辞】本調査を行うにあたり、多大なご尽力をいただいた齋藤敦氏にこの場を借りて感謝申し

上げます。 

キーワード：ヤマネ、尾瀬国立公園
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みなかみ町のコウモリたち短報 

飯島正広（アジアネーチャービジョン） 

 今年は天気が悪い日が多く、思っていたような調査ができなかった。みなかみ

町には知られてれているだけでもいくつかの廃洞が現存する。よく知られてい

るのは沼田の戦争遺跡だが、隣接するみなかみ町の大同鉱山廃坑には２箇所の

鉱口がまだかろうじて現存しそこにはそれぞれ２箇所に分かれてキクガシラコ

ウモリ（５０頭前後）、コキクガシラコウモリ（５０頭前後）が生存している。

同廃坑には通年これらは生息が確認され、他の種類は見いだされていない。また

みなかみ町藤原には試掘の廃坑（坑道長 20m程)が存在し、かろうじて入鉱が可

能な現状だ。ここでは冬季にテングコウモリを確認し、（夏季には確認できず）

コキクガシラも数頭確認している。またみなかみ町花の木には同じく廃坑（Lj字

型１００M 程）が現存しコキクガシラコウモリ３０頭内外、モモジロコウモリ

の時たま入鉱している。しかし結構移動が激しくそれらがどこに移動している

のか確認できていない。このことはは他にも知られていないれていない廃坑が

有ることを意味し、大道鉱山廃坑へと移動しているかなは距離も離れているの

で確認できていない。コウモリにとってはこのくらいの飛行距離は問題ないと

も思われるが。まだこのあたりには著者の知らない廃坑が有ると思われるが、そ

れを知っている村の古老がもうい、知る手立てが残されて知っている人間も居

なくなっている。 

またみなかみ町の藤原に有る旧プリンスホテルの最上階には、巨大な照明器具

が両サイドについていますが、その光めがけて蛾が集まりその蛾を狙っておそ

らくヤマコウモリがかなりの数集まっている。バットディテクターコウモリの

鳴き声は４０KHZで、大型なのでヤマコウモリではないかと推測される。ここ

ではビルの高さが非常に高く、ライトもその上についているのでコウモリが飛

んでいるのは確認できるが、それ以上の調査ができないでいる。またｎ県北奈良

俣ダムの管理センターには資料館に隣接した洗面所が有るが、夏の間最近では

いたずらのため締めてしまうが、入口が開いているときは洗面所の壁にコテン

グコウモリが住み着いていた。その都度連絡をもらい確認のため出向いた。テン

グコウモリは見たことがなく、体の茶色いコテングコウモリが多かった。 
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アオシギは珍しい鳥か ～群馬県でのアオシギ探し  第 2 報～

深井緑葉（県立太田高校）・深井宣男（日本野鳥の会群馬）  

はじめに 

アオシギは，冬鳥として全国の山地や丘陵地の渓流などに渡来するが個体数は多くない．

その面白い生態と案外身近な鳥であることを知り，2019 年の冬から県内の生息状況につ

いて調査を開始した（深井 2020）．今回は 2 年間の調査結果を報告する． 

調査方法 

2019 年の調査と同様，先行研究（岸 2019）にならい，標高が低い地域の護岸された水

深の浅い緩やかな流れの場所を中心に，地形図と航空写真，ストリートビューを利用して

調査地を選定し，越冬期と考えられる 11 月から 3 月にかけて現地調査を実施した．川沿

いの道路または川の中を歩いて，アオシギの生息の有無と，川幅や水深，底質や周囲の環

境について記録した．2020 年は標高の少し高い地域や西毛地域に調査地を広げた．2 年間

で 86 地点（延べ 109 地点），各調査地点につき平均約 200ｍを歩き，総調査距離は 24.2 ㎞

になった．また，文献調査を実施し，現地調査と比較検討した．  

結 果 

 現地調査の結果，アオシギの生息を確認できたのは

2019 年が 55 地点中 3 地点，2020 年は 54 地点中 2 地

点（前年の生息確認地と同じ），合計延べ 5 地点で，い

ずれも両側をコンクリート護岸された場所であった． 

 文献調査では，10 例の県内生息記録（日本野鳥の会

群馬 2020；国土交通省河川環境データベース online）

を確認した．この 10 例は周囲の環境を文献から読み取

ることができなかったため，標高のみを用いて本研究

の現地調査と比較した．現地調査では，標高の低い地

域で生息を確認したが，文献では標高 550～1050ｍの

地点が 9 例で，今回の調査範囲からは 1 例の記録しか

得られなかった． 

考 察 

 2020 年冬季の調査では県内での新規生息地を発見できず，文献から得られた生息地と

は標高が大きく異なった．発見率の向上と，調査地の拡大（地域・標高とも）が課題と考

えられた．3 年目は調査地域を拡大し，赤外線カメラを導入して生息確認法を改善する予

定である．生息確認数が増加すれば，本種の環境選好性などについても解析したい．  

引用文献 

深井緑葉（2020）アオシギは珍しい鳥か～第 1 報～．群馬のいまを探る発表要旨集．群馬県立自然史博物館．  

岸  久司（2019）アオシギは里山の身近な鳥です（茨城県の状況）．日本鳥学会 2019 年度大会講演要旨集．  

国土交通省河川環境データベース・ダムと河川の鳥類データ（online）  

 http://www.nilim.go.jp/lab/fbg/ksnkankyo/index.html#（2021.08.31 閲覧） 

日本野鳥の会群馬（2020）群馬県鳥類目録改訂版．日本野鳥の会群馬，高崎．  

キーワード：アオシギ，群馬県
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校舎で繁殖したチョウゲンボウの生態 ～餌生物と雌雄の役割分担～ 

吉原優依菜・深井宣男（県立新田暁高校） 

はじめに 

チョウゲンボウはハヤブサ科の中型の猛禽類である．本来は崖地などで営巣するが，近

年都市周辺での繁殖が知られるようになり，県内でも前橋や高崎での繁殖例がある（今井

ら 2010）．本校では 2019 年から繁殖行動がみられ，2020 年から繁殖が成功するようにな

った．今回は 2021 年の繁殖行動から，餌生物と雌雄の役割分担について報告する． 

調査方法 

チョウゲンボウが巣として利用した換気口の上部に市販の防犯カメラを設置して，巣内

における行動を録画した．繁殖行動への影響を避けるため，照明を用いないで撮影できる

時間帯（6 時頃～18 時頃）だけ録画した．再生画面から巣内の個体の行動を，抱卵・抱雛，

餌運び込み，雛への給餌などに類型化し，1 分単位で記録した． 

結 果 

 巣への継続的な出入りは 3/18 から記録された．4/03～/16 に断続的に 6 卵が産卵され，

29～38 日間の抱卵期間を経て 5/11～/15 に 6 雛が孵化したが，2 雛は孵化後 2 日と 3 日で

死亡した．その後，35～37 日間の育雛期間を経て 6/15～/21 に 4 雛が巣立った． 

この間，巣への餌生物の運び込みは 447 回記録され，スズメを主とする小型鳥類（スズ

メ，ツバメ，シジュウカラ，ハクセキレイ，ムクドリ，種不明）が 51.7％を占め，次いで

ネズミ類（ハタネズミ，種不明）が 30.2％，トカゲ類（ニホントカゲ，カナヘビ）が 12.5％，

昆虫類（バッタ類，キリギリス類，ケラ，コガネムシ幼虫）が 3.1％と続いた．コウモリ

（イエコウモリ）も 1 例確認された．スズメは育雛期全体を通じて多かったが，ネズミ類

はメスも狩りに出る育雛後期に増加した．

 抱卵・抱雛時間は夜間抱卵など録画されていない時間帯の推計も含めると 1081時間で，

このうちメスが 80.4％，オスは 8.2％，夜間抱卵のうち雌雄不明分が 11.4％であった．オ

スの抱卵行動はメスが巣外で摂食する時間帯にみられたが，孵化後には雄による抱雛行動

はみられなかった．また，餌を小さくして雛に与える給餌はメスのみで記録され，オスに

よる雛への給餌は記録されなかった． 

考 察 

 本種は周辺の環境に応じて餌生物を変化させることが知られている（今井ら 2010）．本

研究の結果も，捕獲しやすいスズメの巣立ち雛に依存していることが推測された．ヨーロ

ッパの研究結果（Village 1990）などと比較すると，繁殖スケジュールでは巣立ちまでの

育雛日数がやや長かったが，抱卵や給餌などの雌雄の分担割合に大きな違いはなかった． 

※ポスター発表では，標識足環により巣立ち雛の短期間移動が判明した例も発表する．

引用文献 

今井絢子・黒田貴綱・葉山嘉一・加藤和弘・勝野武彦（2010）都市近郊で繁殖するチョ

ウゲンボウによるスズメの捕食，群馬県立自然史博物館研究報告  (14)：45-50．

Village, A（1990）The Kestrel. T&AC POYSER, London. 

キーワード：チョウゲンボウ，繁殖，建造物，餌，雌雄の分担，群馬県
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夜に活動する鳥類の生息状況について 

日本野鳥の会群馬 

夜に活動する鳥類「以下夜の鳥」については観察する機会が少なくその生息状況はよくわかっていない。また、

１９７２年より実施している鳥類生息状況調査でも早朝からの調査の関係から夜の鳥が記録されることは少な

い。そこで日本野鳥の会群馬では２０２１年から２０２４年にかけて夜の鳥特に、フクロウ、アオバズク、ヨタ

カについてその生息状況を調査することになった。その第一報として今年の調査結果を報告する。

１ 調査目的 県下のフクロウ、アオバズク、ヨタカの生息状況を把握すること。 

２ 調査方法 県を４地域（中毛東毛・西毛・吾妻渋川・利根沼田）に分け４年間で県下の夜の鳥を調査する。 

調査は国土地理院２．５万分の１の地形図を４分割（右上ａ、右下ｂ、左上ｃ、左下ｄの４地域）しそのうち 

の２地域を調査する。１地域について２回調査し、時間は日没から概ね２時間とする。また安全上車中から 

鳴き声を確認することを中心に、種名、鳴き始めた時間、方向等を記録する。 

３ 調査期間 ５月から７月の３ヶ月間とする。 

４ 調査結果 中毛・東毛の１５地形図について３１地域を５８回調査し、フクロウが７地域８回、アオバズク

が３地域４回、ヨタカが５地域７回確認された。その状況は下表のとおりである。 

表 調査結果 フクロウ、アオバズク、ヨタカの記録  

フクロウ

地形図番号 地形図名 地域 調査年月日 鳴き始め時間

1 古河 ｃ 2021.0523 19:45

9 大胡 ｂ 2021.0528 20:16

12 大間々 ｂ 2021.0525 19:50

12 大間々 ｂ 2021.0607 19:13

13 鼻毛石 ｃ 2021.0511 18:54

15 上野花輪 ｂ 2021.0502 18:47

16 赤城山 ｃ 2021.0507 18:40

16 赤城山 ｄ 2021.0521 19:25

ヨタカ

地形図番号 地形図名 地域 調査年月日 鳴き始め時間

11 番場 ｄ 2021.0530 19:45

14 沢入 ｃ 2021.0515 19:05

14 沢入 ｃ 2021.0725 19:50

14 沢入 ｄ 2021.0626 19:37

15 上野花輪 ｄ 2021.0523 19:45

15 上野花輪 ｄ 2021.0721 19:27

16 赤城山 ａ 2021.0703 19:30

アオバズク

地形図番号 地形図名 地域 調査年月日 鳴き始め時間

8 桐生 ｂ 2021.0608 20:15

8 桐生 ｂ 2021.0628 20:42

11 番場 ｃ 2021.0528 19:10

12 大間々 ｂ 2021.0525 18:08

５ まとめ ３種を確認できた地域は上表のように少なかった。フクロウは赤城山周辺、アオバズクは桐生地区

郊外の社寺林、ヨタカはみどり地区の山地を中心に確認された。これらの種は近年減少傾向が危惧され、それを

裏付けるように確認地区が少ない結果になった。その理由は実際の生息数の減少もあるが、調査時間が日没から

２時間程度だったために調査地域の生息状況を十分に把握するには難しかったこと。また夜間の調査は安全性か

ら２人１組で実施したいが、調査員の確保が難しく、実際は１人で実施した地域が多かった。そうした調査方法

の問題もあげられる。今後はより良い調査実施に向けて改善を図りたい。 

調査対象３種のプロフィール 

 

 

 

 

 

キーワード  夜行性 猛禽類 里山 植林地 社寺林 

ヨタカ 夏鳥として渡来し、地面に営

巣するため、疎林や若い植林地などに

生息する。夜間に飛び回って昆虫を捕

食。近年その数は著しく減少している。 

鳴き声はキョキョキョキョ 

アオバズク 夏鳥として渡来し、

身近な森林、社寺林などに生息する。

以前は県下一円に見られたが、現在

は観察例が少なくなってきている。 

鳴き声はホッホッ、ホッホッ 

フクロウ 県内各地で周年生息して

いたが、営巣に適した大きな木が安

全性から伐採されるなどの減少で、

生息環境の悪化が懸念される。 

鳴き声はゴロスケホーホー 
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利根川におけるチャネルキャットフィッシュの分布と採餌特性 

伊藤元裕（東洋大学）・伊藤翔太郎（東洋大学） 

チャネルキャットフィッシュ Ictalurus punctatusは、北米原産のナマズ目アメリカナマ

ズ科に属する大型の雑食性淡水魚である。日本国内には 1971年に民間研究機関が試験飼育

用として輸入して以降、急速な分布拡大と各地への定着により在来生態系の攪乱や漁業活

動との軋轢が顕著化した。日本最大の流域面積を持つ利根川水系は、国内で最も早くチャネ

ルキャットフィッシュが導入され、定着した水系であり、現在でも広範囲かつ高密度に本種

が生息しているとされているが、分布実態や食性情報等基礎的な生態情報は限られている。

そこで本研究では、本種の利根川水系全域における分布情報を収集し、その分布実態と分布

の変化を明らかにした。次に、本種の食性や採餌場所の推定するために、胃内容物分析と炭

素・窒素安定同位体比分析を行った。 

文献情報や、駆除報告書の捕獲記録、漁協や釣具店への聞き取り、Web上での情報検索

を行った結果、本種は 1971年に日本国内に試験飼育用に輸入され、その後霞ヶ浦や江戸

川流域で養殖が行われて以降、1980年代の早期に霞ヶ浦（茨城県）、江戸川（埼玉県）、

多々良沼（群馬県）の三か所において自然条件下で初めて生息が確認された。その後、年

を追うごとに利根川水系の上流・下流方向および支流へと同心円状に分布が広がってお

り、2021年 12月現在、利根川本流においては群馬県の前橋市、また支流では、渡良瀬川

や鬼怒川の中流域、烏川、群馬県太田市内を流れる小河川等、利根川水系の上流域まで分

布を広げていることが明らかとなった。 

千葉県神崎市周辺の利根川本流において捕獲された本種の胃内容物を調べたところ、体

長 30 cm以下の個体からは甲殻類が主に出現し、成長するにつれ魚類を捕食する割合が増

加した。また、大きい個体ほどより体サイズの大きな餌を捕食していた。更に、大型個体

からは、スズキやボラ等の海域と淡水域の両方を行き来する性質を持つ魚種が高頻度に出

現した。安定同位体比分析により、本種の栄養段階（TL）を推定したところ、TL=2.7-6.3

となり、利根川本流において本種がオオクチバスやスズキを超える最上位捕食者であると

ともに、食性幅が最も広い生物であることが示唆された。更に、δ13Cの値は、本種の体長

が大きくなるほど有意に高くなっていた（体長 20 cm未満：-27.6±1.1‰、体長 20～30 

cm未満：-26.2±0.6‰、体長 30～40 cm未満：-24.8±0.9‰、体長 40 cm以上：-24.1±

0.8‰）。一般に δ13Cの値は淡水域に比べ、汽水・海水域で高くなる。本種の 40cmを超え

る大型個体が記録した δ13Cの値は、利根川においては河口周辺水域で見られる汽水性の生

態系の値（-24‰以上）と一致した。このことは、大型個体が広く索餌回遊を行い、河口域

付近で採餌を行っていることを強く示唆した。 

以上のことから、利根川水系の群馬県周辺の上流淡水域から河口域にいたる多岐にわた

る生態系に対して、捕食による影響を広く与え得る生物であることが明らかになった。 

キーワード：アメリカナマズ、Ictalurus punctatus、胃内容物分析、安定同位体比、分散
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サンデンフォレストにおける専門家によらない自然環境調査の試み

○ 福田博一（サンデン株式会社）

サンデンフォレストは、2002 年に「環境と産業の矛盾なき共存」をコンセプトに

造成した事業所で、赤城山南麓に総面積 64ha（東京ドーム 15 個分）を有し、その半

分を 20 年にわたって生物多様性保全のための森林として整備・管理してきた。 

事業所造成による生物への影響を把握するために、造成前および造成後 3 年毎に

生物のモニタリング調査を実施し、生息・生育する生物の種数の変化を調べてきた。

その結果、2008 年には植物種数で、2014 年には哺乳類・鳥類・両性爬虫類・昆虫

（トンボ・チョウ）の合計種数で、造成前よりも多くの種数を確認することができ

た。そのため、これまで以上に赤城南麓の生物多様性保全に貢献できるように、これ

までのモニタリング調査の目的・方法・仕様をステップアップさせる必要性があっ

た。 

そこで、まずはモニタリング調査を生物の種数を調べるための生物調査から、社

有林の自然環境の現状把握や今後の管理方針の検討材料を得るための自然環境調査へ

と変更することとした。あわせて、専門家に頼らなくてもある程度の調査結果が得ら

れるような調査方法を新たに開発することとした。開発には環境省のモニタリングサ

イト 1000 里地調査において市民調査の実績のある（公財）日本自然保護協会にご協

力いただいた。 

自然環境調査は、社員や専門知識のない一般の人でも実施できる方法とするため

に、簡易な調査票『サンデンフォレストいきものしらべ』を作成することとした。そ

のために、始めに自然環境の指標となる種を約 100 種選び出し、その中から判別しや

すい 40 種程度を選定し、調査票に写真とともに掲載することとした（写真参照）。サ

ンデンフォレストの森林は役割や将来像の違いから 11 区分にゾーン分けして管理し

ており、各ゾーンの現時点での自然環境と見つかった生物種とを比較することで、そ

のゾーンの自然環境状況を評価しようという試みである。 

また、専門家による調査とは異なるため、調査結果が集まりにくいことや生き物

を見誤ってしまう可能性も大いに考えられるため、社員とその家族を対象とした調査

体験会を 2 回開催した。本イベントでは、専門家と一緒に動植物を見に行くだけでな

く、調査票の見方・使用方法のレクチャー、およびアプリによる同定ツールの紹介等

も合わせて実施した。 

今後、森林管理部門の社員による調査、多くの社員

およびイベント等や森林散策に訪れた一般の方にも調

査にご協力いただき、自然環境の現状把握につとめた

い。そして、調査結果から次の森林管理方針を決定し

て維持管理することで、本地域の自然の一部として機

能し、生物多様性保全に貢献し続けたいと考えてい

る。 

キーワード：指標種、モニタリング調査、市民調査、森林管理

調査票『サンデンフォレスト 

いきものさがし』3 面 
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資料編 



３　狩猟者の状況
（１） 狩猟免許受験者数の推移 （２） 狩猟免許所持者の年齢構成 （３） 狩猟者登録状況
年度 網 わな 第１種 第２種 年齢区分 H24人数 H25人数 H26人数 H27人数 H28人数 H29人数 H30人数 R1人数 R2人数 R2構成比 年度 網 わな 第１種 第２種

平成13年 34 61 1 18-19 － － － 4 5 13 40 43 117 2.6% 平成13年 270 5,271 273

平成14年 80 51 5 20-29 68 83 88 103 151 168 206 231 329 7.3% 平成14年 314 5,095 282

平成15年 61 48 0 30-39 194 221 238 245 275 292 326 373 438 9.7% 平成15年 337 4,893 267

平成16年 47 60 4 40-49 327 332 336 357 413 436 478 513 573 12.7% 平成16年 330 4,647 66

平成17年 64 48 5 50-59 814 759 707 614 593 577 547 548 797 17.6% 平成17年 337 4,469 66

平成18年 75 57 2 60以上 2,488 2,670 2,798 2,588 2,720 2,809 2,632 2,720 2,271 50.2% 平成18年 382 4,267 61

平成19年 2 280 80 6 不明 0 0 3 2 2 0 0 0 0 0.0% 平成19年 6 523 4,157 48

平成20年 0 99 27 2 総計 3,891 4,065 4,170 3,913 4,159 4,295 4,229 4,428 4,525 100.0% 平成20年 14 521 3,908 52

平成21年 1 170 42 1 平成21年 10 612 3,696 50

平成22年 2 220 34 0 平成22年 7 700 3,346 53

平成23年 2 313 35 4 平成23年 10 729 3,126 51

平成24年 1 237 34 9 平成24年 12 755 2,907 61

平成25年 4 252 52 9 平成25年 10 807 2,701 67

平成26年 6 148 62 3 平成26年 11 820 2,564 72

平成27年 8 184 71 4 平成27年 13 893 2,511 75

平成28年 4 282 82 6 平成28年 10 946 2,423 73

平成29年 9 239 76 6 平成29年 13 1,016 2,335 68

平成30年 3 244 103 3 平成30年 9 1,073 2,264 70

令和元年 13 255 89 0 令和元年 10 1,084 2,218 61

令和２年 7 219 82 2 令和２年 11 1,121 2,137 60

※平成18年までは「網・わな免許」（わなに計上） ※平成18年までは「網・わな免許登録」（わなに計上）

※人数は延べ人数（2つの免許を所持している場合は2人と計上）

１　有害鳥獣捕獲状況（個体数調整含む）
（１） 鳥類
年　度 カワウ カモ類 キジバト ドバト ヒヨドリ ムクドリ スズメ類 カラス類 その他 計 前年比
平成12年 98 674 655 3,873 306 685 7,157 5,769 0 19,217 99.0%
平成13年 145 607 405 2,789 370 1,271 7,281 5,553 0 18,421 95.9%
平成14年 106 617 472 2,860 311 706 5,359 5,552 0 15,983 86.8%
平成15年 154 590 527 3,578 285 158 4,266 4,526 0 14,084 88.1%
平成16年 0 510 240 2,874 33 670 4,941 4,076 0 13,344 94.7%
平成17年 0 593 292 2,171 305 304 2,931 3,400 0 9,996 74.9%
平成18年 0 427 320 2,402 232 534 5,274 3,926 0 13,115 131.2%
平成19年 0 363 148 1,567 185 407 1,667 5,644 0 9,981 76.1%
平成20年 244 498 324 1,804 152 300 2,239 4,278 0 9,839 98.6%
平成21年 324 304 264 1,177 115 84 1,433 4,680 0 8,381 85.2%
平成22年 113 317 283 788 131 89 1,581 3,440 0 6,742 80.4%
平成23年 129 303 454 572 150 55 1,451 3,875 0 6,989 103.7%
平成24年 99 423 258 1,065 236 78 1,129 4,383 0 7,671 109.8%
平成25年 137 320 393 1,314 158 142 1,229 3,699 0 7,392 96.4%
平成26年 148 232 390 997 184 42 1,083 2,938 0 6,014 81.4%
平成27年 79 230 394 849 122 160 403 3,245 9 5,491 91.3%
平成28年 808 93 468 760 220 87 442 2,873 15 5,766 105.0%

平成29年 409 147 664 1,184 436 98 1,268 2,926 17 7,149 124.0%
平成30年 626 97 462 863 291 25 1,126 2,627 11 6,128 85.7%
令和元年 197 115 315 1,184 496 83 567 2,235 46 5,238 85.5%
令和２年 201 111 215 1,024 246 58 885 1,856 19 4,615 88.1%

（２） 獣類
年　度 クマ オスジカ メスジカ イノシシ サル ハクビシン アライグマ キツネ タヌキ アナグマ ノウサギ モグラ カモシカ その他 計 前年比
平成12年 52 117 189 657 172 4 0 0 13 0 81 0 0 0 1,285 67.1%
平成13年 79 100 131 1,060 150 4 0 0 2 0 103 0 0 0 1,629 126.8%
平成14年 71 101 200 1,320 167 3 0 0 15 0 69 0 0 0 1,946 119.5%
平成15年 122 137 128 1,120 245 23 0 2 5 0 44 36 0 0 1,862 95.7%
平成16年 85 103 116 1,123 327 38 0 0 13 0 32 153 0 0 1,990 106.9%
平成17年 38 97 111 905 89 25 0 1 3 0 18 6 0 0 1,293 65.0%
平成18年 333 123 148 3,007 188 109 4 1 12 2 25 95 0 0 4,047 313.0%
平成19年 89 113 194 1,478 160 225 35 3 47 20 5 123 10 0 2,502 61.8%
平成20年 88 213 220 1,993 233 383 33 3 71 18 0 83 5 1 3,344 133.7%
平成21年 83 230 247 2,728 362 673 65 8 269 21 2 239 15 1 4,943 147.8%
平成22年 251 392 458 3,165 470 688 122 6 255 34 0 148 36 0 6,025 121.9%
平成23年 54 431 489 2,743 432 557 91 7 273 35 0 101 43 0 5,256 87.2%
平成24年 291 568 654 3,924 672 1,087 167 7 673 32 0 129 68 3 8,275 157.4%
平成25年 79 854 911 2,676 497 1,146 206 11 646 48 0 51 64 0 7,189 86.9%
平成26年 248 1,203 1,151 4,809 1,071 1,355 335 17 790 45 0 59 49 0 11,132 154.8%
平成27年 78 1,327 1,509 3,598 985 1,503 363 20 810 19 0 51 33 0 10,296 92.5%
平成28年 325 1,827 2,086 5,710 1,185 1,685 477 34 1,286 34 0 76 37 0 14,762 143.4%
平成29年 175 1,981 2,380 4,155 781 1,882 695 52 1,031 76 0 30 28 20 13,286 90.0%

平成30年 206 2,229 2,627 5,120 655 1,837 894 61 1,074 98 0 0 11 0 14,812 111.5%
令和元年 376 2,626 3,183 7,008 822 2,050 1,178 88 1,205 87 0 0 4 0 18,627 125.8%
令和２年 519 3,312 3,905 4,908 822 2,372 1,572 102 1,030 71 0 0 0 0 18,613 99.9%

狩猟・有害捕獲に関する状況について

２　狩猟による鳥獣捕獲状況
（１） 鳥類
年　度 カワウ ゴイサギ カモ類 ウズラ コジュケイ ヤマドリ キジ キジバト ヒヨドリ スズメ類 カラス類 その他 計 前年比
平成12年 54 6,873 61 1,947 1,575 5,528 8,587 956 9,354 1,617 1,040 37,592 95.6%
平成13年 36 5,723 45 1,975 1,988 5,467 4,239 792 6,570 1,086 872 28,793 76.6%
平成14年 47 4,420 37 1,832 1,439 5,178 6,674 867 6,117 1,318 548 28,477 98.9%

平成15年 68 4,029 25 1,617 1,740 4,817 6,070 716 2,972 1,241 421 23,716 83.3%
平成16年 37 3,914 22 1,309 1,166 4,020 4,734 712 3,618 1,119 483 21,134 89.1%
平成17年 34 3,983 31 862 932 3,507 3,499 454 2,341 1,038 425 17,106 80.9%
平成18年 39 3,628 35 1,001 1,864 4,044 3,662 545 1,797 1,108 317 18,040 105.5%
平成19年 274 19 3,387 723 660 3,233 3,496 518 1,976 955 387 15,628 86.6%

平成20年 235 4 2,800 704 945 2,930 3,433 567 1,506 853 390 14,367 91.9%
平成21年 178 9 2,604 719 1,012 2,790 2,984 736 1,952 788 372 14,144 98.4%
平成22年 232 11 2,303 468 1,215 2,291 2,331 520 1,419 706 298 11,794 83.4%
平成23年 230 3 2,263 392 533 1,839 1,959 343 1,073 659 213 9,507 80.6%

平成24年 155 1 1,892 234 729 1,665 1,680 541 150 603 39 7,689 80.9%
平成25年 191 1 1,570 149 328 1,339 1,454 418 729 587 102 6,868 89.3%
平成26年 196 7 1,366 141 718 1,330 1,175 499 584 484 74 6,574 95.7%
平成27年 218 3 1,182 91 380 1,081 1,032 430 341 361 74 5,193 79.0%
平成28年 226 5 1,115 85 580 1,282 934 318 404 375 70 5,394 103.9%

平成29年 274 5 1,203 100 346 1,172 912 390 350 397 53 5,202 96.4%
平成30年 175 4 937 79 509 925 661 292 249 462 47 4,340 83.4%
令和元年 224 4 901 51 400 976 735 173 216 412 87 4,179 96.3%
令和２年 191 5 993 58 402 897 736 267 255 397 93 4,294 102.8%
※カワウは平成１９年から狩猟鳥獣に指定された。また、ウズラは平成１９年から捕獲禁止となり、平成２５年に非狩猟鳥獣となった。

（２） 獣類
年　度 クマ オスジカ メスジカ イノシシ タヌキ キツネ テン ハクビシン アライグマ アナグマ ノウサギ その他 計 前年比
平成12年 81 919 338 1,261 183 116 49 5 0 12 842 11 3,817 90.7%
平成13年 33 919 502 1,819 192 116 82 27 1 10 913 8 4,622 121.1%

平成14年 72 889 328 2,151 135 88 61 21 2 2 802 13 4,564 98.7%
平成15年 39 1,066 590 1,701 128 83 74 25 2 10 758 16 4,492 98.4%
平成16年 52 1,070 435 1,586 139 100 85 25 1 8 556 45 4,102 91.3%
平成17年 73 989 479 1,523 127 81 44 58 4 1 504 56 3,939 96.0%
平成18年 38 900 540 2,133 198 68 136 32 4 7 341 20 4,417 112.1%

平成19年 64 871 489 1,343 150 49 29 18 4 3 341 35 3,396 76.9%
平成20年 72 1,155 922 1,835 177 59 28 30 9 7 272 17 4,583 135.0%
平成21年 55 1,234 1,095 2,469 239 114 24 57 11 10 224 23 5,555 121.2%
平成22年 74 1,207 1,024 3,148 287 78 51 74 18 9 222 31 6,223 112.0%

平成23年 80 1,145 903 2,269 226 77 14 52 14 5 135 21 4,941 79.4%
平成24年 48 1,392 1,643 3,118 256 45 40 88 16 9 110 12 6,777 137.2%
平成25年 44 1,429 1,346 1,955 184 47 13 68 5 3 64 5 5,163 76.2%
平成26年 47 2,055 2,241 3,233 260 63 34 92 50 22 61 10 8,168 158.2%
平成27年 31 1,609 1,899 2,038 199 59 23 47 13 9 47 32 6,006 73.5%

平成28年 37 2,081 2,347 2,984 175 54 16 47 22 11 47 7 7,828 130.3%
平成29年 87 1,991 2,124 2,560 186 59 12 58 16 3 63 42 7,201 92.0%
平成30年 49 1,922 1,951 2,699 186 52 13 38 18 18 44 2 6,992 97.1%
令和元年 57 1,577 2,001 1,810 150 72 0 59 26 8 35 25 5,820 83.2%
令和２年 46 2,314 2,561 1,726 161 71 17 67 54 22 26 9 7,074 121.5%
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有害捕獲等 狩猟

前橋市 9 0

伊勢崎市 0 0

玉村町 0 0

渋川市 10 2

榛東村 0 0

吉岡町 0 0

高崎市 15 0

安中市 3 0

藤岡市 1 0

神流町 4 1

上野村 2 2

富岡市 2 0

下仁田町 1 0

南牧村 11 2

甘楽町 1 0

中之条町 138 4

東吾妻町 12 3

長野原町 36 0

嬬恋村 35 4

草津町 1 0

高山村 18 0

沼田市 51 10

片品村 49 3

川場村 0 5

みなかみ町 89 7

昭和村 1 1

太田市 0 0

館林市 0 0

板倉町 0 0

明和町 0 0

千代田町 0 0

大泉町 0 0

邑楽町 0 0

桐生市 5 0

みどり市 25 2

不明 0 0

計 519 46

市町村名
クマ
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有害捕獲等 狩猟

前橋市 377 285

伊勢崎市 2 0

玉村町 0 0

渋川市 381 179

榛東村 0 0

吉岡町 4 0

高崎市 257 85

安中市 120 160

藤岡市 412 196

神流町 159 226

上野村 167 358

富岡市 303 133

下仁田町 1,064 231

南牧村 298 311

甘楽町 301 74

中之条町 183 40

東吾妻町 169 54

長野原町 196 56

嬬恋村 39 105

草津町 1 8

高山村 47 2

沼田市 1,243 726

片品村 540 317

川場村 50 265

みなかみ町 383 336

昭和村 124 35

太田市 0 0

館林市 0 0

板倉町 0 0

明和町 0 0

千代田町 0 0

大泉町 0 0

邑楽町 0 0

桐生市 435 311

みどり市 649 242

不明 0 140

計 7,904 4,875

市町村名
ニホンジカ
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有害捕獲等 狩猟

前橋市 256 270

伊勢崎市 0 0

玉村町 0 0

渋川市 187 161

榛東村 12 1

吉岡町 1 1

高崎市 188 27

安中市 286 80

藤岡市 43 23

神流町 13 9

上野村 6 12

富岡市 203 33

下仁田町 99 25

南牧村 9 3

甘楽町 38 9

中之条町 299 85

東吾妻町 185 75

長野原町 64 32

嬬恋村 24 43

草津町 6 1

高山村 109 3

沼田市 263 238

片品村 208 96

川場村 14 20

みなかみ町 412 148

昭和村 14 11

太田市 307 24

館林市 0 0

板倉町 0 0

明和町 0 0

千代田町 0 0

大泉町 0 0

邑楽町 0 0

桐生市 1,085 185

みどり市 638 93

不明 0 18

計 4,969 1,726

市町村名
イノシシ
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サル
有害捕獲等

前橋市 0

伊勢崎市 0

玉村町 0

渋川市 0

榛東村 0

吉岡町 0

高崎市 11

安中市 11

藤岡市 0

神流町 0

上野村 4

富岡市 3

下仁田町 2

南牧村 1

甘楽町 0

中之条町 167

東吾妻町 19

長野原町 13

嬬恋村 26

草津町 0

高山村 0

沼田市 133

片品村 58

川場村 3

みなかみ町 157

昭和村 0

太田市 0

館林市 0

板倉町 0

明和町 0

千代田町 0

大泉町 0

邑楽町 0

桐生市 24

みどり市 190

不明 0

計 822

市町村名
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有害捕獲等 狩猟

前橋市 202 9

伊勢崎市 153 0

玉村町 66 0

渋川市 172 5

榛東村 32 4

吉岡町 20 0

高崎市 216 13

安中市 219 5

藤岡市 212 11

神流町 0 0

上野村 0 0

富岡市 40 0

下仁田町 3 0

南牧村 0 0

甘楽町 18 0

中之条町 1 1

東吾妻町 1 1

長野原町 0 0

嬬恋村 0 0

草津町 0 0

高山村 0 0

沼田市 2 0

片品村 0 0

川場村 0 0

みなかみ町 2 0

昭和村 0 0

太田市 118 4

館林市 2 0

板倉町 30 0

明和町 0 0

千代田町 8 0

大泉町 10 0

邑楽町 22 0

桐生市 18 1

みどり市 5 0

不明 0 0

計 1,572 54

市町村名
アライグマ
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有害捕獲等 狩猟

前橋市 95 3

伊勢崎市 77 0

玉村町 33 0

渋川市 341 8

榛東村 14 1

吉岡町 15 0

高崎市 292 5

安中市 170 6

藤岡市 54 5

神流町 0 0

上野村 20 0

富岡市 130 0

下仁田町 176 0

南牧村 38 0

甘楽町 11 5

中之条町 105 4

東吾妻町 44 13

長野原町 17 0

嬬恋村 14 0

草津町 0 0

高山村 21 0

沼田市 141 0

片品村 28 1

川場村 0 0

みなかみ町 219 12

昭和村 1 0

太田市 72 0

館林市 12 0

板倉町 19 0

明和町 0 2

千代田町 5 0

大泉町 18 0

邑楽町 10 0

桐生市 68 2

みどり市 112 0

不明 0 0

計 2,372 67

市町村名
ハクビシン
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有害捕獲等 狩猟

前橋市 39 8

伊勢崎市 20 0

玉村町 26 0

渋川市 193 9

榛東村 10 6

吉岡町 12 0

高崎市 161 3

安中市 82 14

藤岡市 13 3

神流町 0 4

上野村 4 0

富岡市 5 1

下仁田町 0 0

南牧村 3 1

甘楽町 4 5

中之条町 108 29

東吾妻町 33 30

長野原町 0 0

嬬恋村 2 5

草津町 0 0

高山村 7 2

沼田市 72 17

片品村 8 2

川場村 0 0

みなかみ町 41 8

昭和村 0 0

太田市 39 1

館林市 2 0

板倉町 16 1

明和町 0 1

千代田町 10 0

大泉町 1 0

邑楽町 39 0

桐生市 18 11

みどり市 62 0

不明 0 0

計 1,030 161

市町村名
タヌキ
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有害捕獲等 狩猟

前橋市 7 0

伊勢崎市 0 69

玉村町 0 0

渋川市 77 0

榛東村 0 0

吉岡町 0 0

高崎市 4 7

安中市 42 2

藤岡市 35 31

神流町 8 0

上野村 12 0

富岡市 0 18

下仁田町 0 0

南牧村 0 0

甘楽町 0 0

中之条町 0 8

東吾妻町 0 0

長野原町 0 0

嬬恋村 0 0

草津町 0 0

高山村 0 0

沼田市 16 5

片品村 0 1

川場村 0 1

みなかみ町 0 2

昭和村 0 0

太田市 0 1

館林市 0 3

板倉町 0 16

明和町 0 5

千代田町 0 0

大泉町 0 9

邑楽町 0 0

桐生市 0 0

みどり市 0 0

不明 0 13

計 201 191

市町村名
カワウ
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ぐんまの自然の「いま」を伝える報告会 2021 

令和 4（2022）年 1月 22日（土）開催 

会場・群馬県立自然史博物館 企画展示室 

かぶら文化ホール 

主催・群馬県自然環境課、群馬県立自然史博物館 

群馬県立ぐんま昆虫の森 

事務局・群馬県立自然史博物館 

要旨集 編集・発行 群馬県立自然史博物館 

令和 4年（2022）年 1月 22日 発行 

タイムスケジュール

時間 当日の流れ  

1３:00 ○報告会開会(5分)

・館長あいさつ、事務局より

1３:05 ○基調講演（40分）

「森林と人間が共に健康に －群馬県における森林療法の可能性－」講師：上原巌（東京農業大学教授） 

1３:45 ○口頭発表前半（15分：質疑応答を含む✕２）

①『感じてほしい！大地のエネルギー！』 （下仁田ジオパークの会） 

②『みなかみ町の小さな湿地の生き物たちと湿地の保全』   （赤谷プロジェクトサポーター）

1４:１５ 休憩（２５分） 

1４:４0 ○口頭発表後半（15分：質疑応答を含む✕3）

③『ソバ殻と三番粉を培地基材としたアラゲキクラゲの栽培実験』

（群馬県立利根実業高等学校 グリーンライフ科） 

④『群馬県におけるツキノワグマの繁殖パラメータの推定の試み』    （東京農工大学ほか） 

⑤『群馬県指定天然記念物の「いま」 - チョウ類 -』 （群馬県自然保護連盟） 

○意見交換

1５:３５ ○閉会
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	18  ドローンが明かす山岳草原のシカ高密度（要旨）1208
	19 群馬県太田市におけるアライグマ・ハクビシン・ニホンイノシシの調査
	20  カラスなぜ逃げない？～カラスの逃走反応に関する実験的研究～
	21 群馬県の傷病鳥獣救護の”現在（いま）”
	22 尾瀬高校の尾瀬国立公園植生保護・復元活動
	23 尾瀬ヶ原にもマイクロプラスチックは存在するのか
	24 オゼキンポウゲとオゼニガナについて―尾瀬での分布、生態、形態―
	25  2022　豊かな尾瀬の自然を後世に伝えるために









	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	26 尾瀬国立公園アヤメ平植生調査
	27 藤岡市の都市公園における樹木構成の調査研究









	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	28 赤城山「サクラソウ」の保護活動_要旨



	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	29 国の名勝及び天然記念物「冬桜」の保全に関する研究_要旨


	★結合ファイル
	★結合ファイル
	30 南限か下仁田のザゼンソウ
	31   森の博物館『玉原』の変形菌












	32  フクレヘラゴケ　群馬県で2カ所目発見、北限がさら北に移動
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	33  尾瀬ヶ原・玉原高原産の謎の雪氷微生物「キオナスター」の正体は菌類だった
	34   群馬県玉原高原より記録された胞子果生アーバスキュラー菌根菌Glomus radiatum



	35   野反地域で見られる葉状タイ類
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	36 伊勢崎商業高校のコケ植物調査



	37   きのこ同好会抄録2022






	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	38 みなかみ町における大型菌類の調査
	39 群馬県内で採集した大型菌類2021












	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	40 ソバ殻と三番粉を培地基材としたアラゲキクラゲの栽培実験













	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	41  石炭灰と貝殻を主原料とする固化体の藻礁資材への適用可能性



	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	42 石田川源流部の生物相　～定性調査と季節変動～
	43 利根片品地域の水生昆虫調査と保全
	44 榛名湖の生態学的調査


	★結合ファイル
	★結合ファイル
	45 みなかみ町の小さな湿地の生き物たちと湿地の保全
	46 群馬県内のヤリタナゴ生息情報の確認結果



	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	47 藤岡北高校におけるヤリタナゴの保護活動






	48 菅沼周辺におけるウチダザリガニ調査
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	49 茂林寺沼湿原における保全活動
	50 ヒメギフチョウ保全に向けたウスバサイシンについての研究
	51  浅間連峰に舞う高山蝶 ― 守り育てるミヤマシロチョウ―












	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	54  群馬県におけるクビアカツヤカミキリの現状（ いま）













	クビアカ要旨（220122_自然史いまを伝える）＜修正＞
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	56 特定外来生物からサクラを守る　～サクラの普及と新しい地域交流～part１
	57  恵み豊かな自然を未来へつなぐ群馬県～生物多様性を守り賢く活かす～
	58  万座温泉地域における新たな自然資源発掘の試み
	59  群馬県みなかみ町の国有林で行われている「赤谷プロジェクト」


	★結合ファイル
	★結合ファイル
	60  利根川源流のまち　水と森林と人を育む「みなかみユネスコエコパーク」



	60  220122講演要旨（谷川岳エコツー）
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	62 レンジャーの仕事を体験し、自然について学ぶ　子どもパークレンジャー






	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	63 菅原 現代美術作品で伝える地質標本の時間と空間の概念
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	64 浅間山夜分大焼之図は史実を誇張したものか










	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	65 青岩公園でワクワク！ドキドキ！「川原の石を使った楽しい活動」
	66 下仁田まるごとジオパーク
	67 吉井高校周辺の古環境を探る～洪水後に現れた管状構造の形成者とは～
	68 日本初のホタル化石発見と兜岩層初産出のムカシモミジバフウの集合果化石
	69 群馬県に分布する茶屋ヶ松層（中新統）の化石と古環境



	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	70 みなかみ町における陸貝調査
	71 渋女の土壌調査















	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	72  アナグマの牧草地利用とミミズの時間的分布について















	73  群馬県におけるツキノワグマの有害駆除と誘引作物と森林の有無の関連性_提出版
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	74  「すぐ手のとどく」身近な自然をたずねてみよう　となりのいきものを訪ねて（２０２１）















	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	75 前橋市富士見町赤城山で見られた野生動物
	76 カメラトラップを用いた同所性哺乳類の季節及び日周活動パターンの解明
	77 群馬県みなかみ町における小型哺乳類調査
	78 尾瀬国立公園戸倉地区におけるヤマネ調査


	★結合ファイル
	★結合ファイル
	79  みなかみ町のコウモリたち短報










	80  小出俣自然林復元試験地でのコウモリ類活動量モニタリング
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	81 アオシギは珍しい鳥か　～群馬県でのアオシギ探し 第2報～



	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	82 校舎で繁殖したチョウゲンボウの生態　～餌生物と雌雄の役割分担～










	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	83   夜に活動する鳥類の生息状況について















	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	84  利根川におけるチャネルキャットフィッシュの分布と採餌特性


	★結合ファイル
	★結合ファイル
	85  サンデンフォレストにおける専門家によらない自然環境調査の試み

















	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	86  資料編

















	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	資料00 捕獲状況（～R2）
	資料01 R2クマ
	資料02 R2ニホンジカ
	資料03 R2イノシシ
	資料04 R2ニホンザル

	★結合ファイル
	資料05 R2アライグマ
	資料06 R2ハクビシン
	資料07 R2タヌキ
	資料08 R2カワウ

















	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	★結合ファイル
	裏表紙


















