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１　調査地の概況

　調査地域は2007-2010年と同様、榛名山西麓と浅間隠山から東に延びる山稜の末端部の間に位置
し、南部は東吾妻町萩生と高崎市倉渕町権田の一部、北部は東吾妻町大戸に至る地域である。調査
地域の海抜は450～800mで、ここに分布する森林の大部分は、コナラやアカマツなどの二次林かス
ギやカラマツの植林地である。土地利用様式は、農耕地（ミョウガなど野菜類）および薪炭林や農
用林として利用されてきた二次林が主で、これらが集落後背地に隣接して分布し、典型的な里山景
観をなしている。2005年-2006年の群馬県自然環境調査研究会の合同調査により、特に植物群落と種
の多様性が非常に高いことが明らかにされている。すなわち、植生区分ではクリ―コナラ群集
（Castaneo- Quercetum serratae Okutomi, Tsuji et Kodaira 1976）やオニヒョウタンボク―ハル
ニレ群集（Lonicero- Ulmetum japonicae Okuda 1979）、ミズニラ群落（Isoetes japonica commu-
nity）、イトモ群落（Potamogeton pusilla community）、シドキヤマアザミ群落（Cirsium shidoki-
montanum community）など23種類もの多様な群落・群集の成立が確認された（鈴木・大森　2008）。
また植物相では、シダ植物と種子植物が計113科768種、雑種・変種以上の分類群を含めると計813
種類生育していることが確認された。この中には、国または県指定の絶滅危惧種（環境庁自然保護
局野生生物課　2000；群馬県　2001）および2001年度版県レッドデータブック公表後に発見され
た希少種（両者を以後貴重植物種と称す）が30種含まれている（大森ほか　2008）。これらの貴重植
物種の中には、当地の農耕特性に適応して繁殖していると推察されるものも数種ある。すなわち、
ミョウガ畑に保温のために周辺の二次林・草地から落葉落枝または生植物体を集めて被せる、とい
う農耕方法によって中規模攪乱が定期的に生じ、これにより数種の貴重植物種の繁殖が促進されて
いる可能性がある。また伝統的な水田耕作とこれに伴う土でできた溜め池の造成によって、水生、
湿地生の貴重植物種の繁殖が促進されている可能性もある。
　里山地域において当地域のように、伝統的農耕に伴って多様な植生・植物相が成立し、かつこれ
だけ多くの貴重植物種が生育している現状は、全国的にみても極めて希である。当地域は、極めて
生物多様性の高い生態系が維持されている点で、群馬県の自然環境保全政策の重点とすべき貴重な
地域であるといえる。

２　調査目的とモニタリング調査の必要性

　本調査は、2008年から2010年の間「西榛名地域貴重植物種モニタリング調査」と称して行われた
調査を発展的に継承したものである。県および自然環境調査研究会における調査研究は、2007年ま
で単年度調査が中心で、複数年にわたる際にも多くの場合は、対象地域内の別の箇所を調査してき
た。生物多様性の保全、とりわけ里山のような、人間による管理を前提に成立している自然環境下
における保全のためには、特定箇所を複数年にわたって調査して野生生物と自然環境の経時変化お
よびその原因を明らかにする、いわゆる「モニタリング調査」を行う必要がある（鷲谷・鬼頭編　
2007）。そこで本調査地においては、2005-2006年の調査研究結果を基に、貴重植物種30種の分布・
生育・繁殖状況および立地環境の経時変化を、2008年より中期的な時間の中で継続してモニタリン
グ調査することとした。これによって、里山の生物多様性の保全という、2007年11月27日に閣議決
定された「第三次生物多様性国家戦略」、および2008年に施行された「生物多様性基本法」にも書き
込まれている国家的環境政策の実施に寄与することをめざす。このため2008年より当モニタリング
調査は、従来の単年度型の調査である「基礎型」調査からの発展型として、「保全型」調査として位
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置づけられ、複数年継続して実施されることとなった。2010年10月には「生物多様性条約COP10名
古屋会議」が開催され、いわゆる「名古屋議定書」および「愛知ターゲット」が採択されて、国際
的な生物多様性保全政策の具体的方針が決定された。また同時に、議長国である日本は「SATOYA-
MAイニシアティブ」を公表し、日本の里山保全の推進とその手法・政策を国際的に広めていくこと
を宣言した（渡辺　2010）。したがって、本調査のような継続的モニタリング調査は、群馬県のみな
らず国レベルおよび国際的な里山の生物多様性保全の推進のために、ますます重要性が高まってい
るといえる。
　2009年からは、当地の生態系としての健全性を解明するために、植物と昆虫の相互関係の研究と
して訪花昆虫相の調査を開始した。今年からはこれを継続して行うとともに、さらに他の動物相に
ついても順次調査を行うこととして、「西榛名地域生物多様性モニタリング調査」と改題し、鳥類相
調査を行った。また貴重植物種の生態学的特性のより詳細な解明をめざして、貴重植物種の種子を
採取して群馬大学に持ち帰り、発芽実験を行って生態特性を解明する研究も引き続き行った。さら
に、2009年に昆虫調査担当者から貴重植物種の情報提供のあった調査地域北部においても、2010年
に引き続き貴重植物の分布調査を行った。

３　今年のモニタリング調査結果

（1）　貴重植物
ア　植物調査方法
　2011年4月～10月の間に1週間～1ヶ月程度おきに、調査地域内において各貴重植物種の分布範
囲、生育・繁殖状況、および立地環境の状況を、徒歩での視認と写真撮影により随時確認・記録し
た。

イ　里山特有の陸生貴重植物種の分布・生育状況
　本調査地域で2005-2010年の調査により記録された里山特有の貴重植物種のうち陸生の6種で
は、新たな分布地点または個体数の増加が確認され、当地域における分布域・生育個体数が、2005-
2010年の調査で確認された規模をさらに越える可能性が示唆された。しかしこのうち1種は2007年
に掘りとりによって最大個体群が消滅した種であり、また今年は調査地域内2地点で、別の貴重植物
種1種が掘りとられて遺失していることも確認された。このように、2005年に本地域の調査が始まっ
てから6年連続で貴重植物種の遺失が確認されたことになってしまった。掘りとりの状況と地域住
民の証言からみて、これらは盗掘の可能性が極めて高いと思われるため、監視体制の強化や住民に
対する聞き取り調査を継続しつつ、さらに実効的な防止対策を講ずることが不可欠であるといえる。
　2007年-2011年に報告した（石川ほか　
2008；2009；2010；2011）側溝工事地（図
1）では、ナガミノツルキケマンなど貴重植物
種3種を含む23種の在来植物が生育または増
殖していることを確認した（荒川　2012）。
2010年の調査結果と比べると種構成に変動
があり、確認在来種数は50種から半減した。
これは、当地において2007年の工事による貴
重植物生育地の破壊後、在来植物のうち畑地
雑草のような攪乱地依存型の種が一時的に生
育したものの、4年が経過した2011年には、そ
れらの多くが消滅したことが主な原因であ
る。今後も多少の変動を伴いつつ、少しずつ
工事前の植生へと遷移し回復していくと期待
される。しかし、当地および周縁では、依然
として大型外来植物オオブタクサ（要注意外
来種）が多数生育し、また直下流域では、セ
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図1　2007年のコンクリート側溝工事に伴って
破壊された林床の貴重植物群落が、ある程度回
復してきており、ナガミノツルキケマン、ツリフ
ネソウなど23種の在来植物の生育が確認され
た。2011年9月13日撮影。



リバヒエンソウ（県内危険外来種）も繁茂していることが再確認された。これらの外来植物種が拡
大しないよう、最大限の注意が不可欠であるといえる。このため今後早急に、所管の機関・自治体
および地域住民と具体的な対応策を協議し、工事等によるこれ以上の在来植物個体・個体群の消失
を防ぎ、かつ外来植物種の引き抜き駆除を行うように働きかける必要があると考えられる。

ウ　里山特有の水生および水辺の貴重植物種の分布・生育状況
　ミズニラ、サジオモダカ、シドキヤマアザミなど9種の里山特有の水生および水辺の貴重植物種に
ついて、分布・生育状況を確認することができた。このうちミズニラ、イトモ、イトトリゲモ、シャ
ジクモの4種の水生貴重植物種が、溜め池で繁茂していることが再確認された。ミズニラを除く水生
貴重植物3種は、2009年に溜め池が干されたため一時的に生長が悪くなった（石川ほか　2009）が、
今年は猛暑のなかでも水位がある程度に維持されたため、生育状況は回復に向かっているとみられ
る。2008年および2009年にミズニラの生育が確認された休耕田では、乾燥化と他の水田雑草の繁茂
がさらに進行し、昨年と同様に生育を確認できなかった。またホシクサ科の貴重植物1種について
は、2010年および今年の調査によって、連続で生育個体数を計測でき、個体数が増加傾向にあるこ
とが確認できた。
　2010年に引き続き、溜め池周辺に生育するカヤツリグサ科の貴重植物種2種の株数を計測したが、
今年は開花が遅れて同定できない株が多くあった。このため確認数は減少したが、景観としては衰
退傾向にはなかった。同地点に生育するシドキヤマアザミの開花個体数を計測したところ、2010年
の値の約4倍を記録した。しかし、これらの水辺の貴重植物種の生育地点は、2009年から引き続きイ
ノシシによる土壌攪乱が著しく、これが貴重植物種の生存を脅かす危険性が依然として高いと考え
られる。今後も継続して経過をモニタリングする必要があると思われる。
　以上のように、当地域において継続的なモニタリング調査を行っていることによって、多くの貴
重植物種の個体群動態の一端が解明されつつあるといえる。一方、盗掘等による貴重植物種の遺失
が依然として見られた。これを防ぐためには、近隣他県ではすでに施行済みの、盗掘防止のための
条例等の公的制度の整備が喫緊の課題であるといえる。さらに、栃木県が2010年に策定した「生物
多様性とちぎ戦略」のような、積極的な政策展開方針も、早急に検討・策定する必要がある。

エ　貴重植物種の発芽特性
　2008年9月に本調査地域で採取したヒロハヌマガヤの種子について、発芽実験を行った（荒川　
2012）。石英砂を敷いた直径9㎝のプラスチック製シャーレに30個ずつ種子を入れ、各々のシャーレ
に蒸留水を約20㏄注入した。その後9ヶ月間、4℃の冷蔵庫内でシャーレを保管することにより、種
子に「冷湿処理」を施した。冷湿処理は、一般に冬を経験させることによって種子の休眠を解除し
発芽を促進させる処理であり、多くの野生植物の種子でその促進効果が確認されている（荒木ほか　
2003）。その後、温度勾配恒温器（TG-100-AGTC, NKsystem）にシャーレを入れて60日間培養した。
温度勾配恒温器内の温度は、最適温とされる（高橋　2009）25／13℃とし、3シャーレを培養した。
実験開始後3週目までは毎日、その後は1～3日おきに種子を観察し、肉眼で幼根が確認できたものを
発芽種子と見なして数を記録し、取り除いた。また観察日ごとに蒸留水をつぎ足し、常時湿った状
態を保った。
　最終発芽率は25／13℃区で約24％であった。過去の研究結果では、1ヶ月冷湿処理後に約24％（赤
上　2011）、2ヶ月処理後に約33％（高橋　2009）であった。今回は9ヶ月間冷湿処理を行ったが、
最終発芽率の増大は見られなかったことになる。したがってヒロハヌマガヤ種子の多くは散布直後
から休眠状態にあるが、休眠解除と冷湿処理期間の関係性は低いと推察される。また本種は、現地
において土壌シードバンク（種子が生きたまま休眠状態で土中に蓄積されているもの）を形成して
いると推察される。
　本種は長野県・群馬県に希に生育する貴重種であるが、当地域においては大きな個体群が各所で
確認されている（赤上　2011；荒川　2012）。発芽実験の結果から示唆された、本種の種子が土壌
シードバンクを形成していることが、当地域での本種の個体群維持に大きく貢献していると考えら
れる。
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（石川　真一・増田　和明・大森　威宏）

（2）　鳥　類
　榛名山西部里山の鳥類調査を4月から11月まで8回実施した。調査日程は表1のとおりである。調査
地は榛名山西面にあたり、標高は670mから900mである。広葉樹や針葉樹（植林）の林や耕地（果
樹園・牧草地・水田）がモザイク状に広がる里山の環境である（図2）。2011年の調査で記録された
鳥類は8目23科42種である（表2）。本調査地は2005年及び2006年に群馬県自然環境調査研究会によ
り実施された調査地域（里山地域：榛名山西部）を含んでいる。この調査結果（谷畑　2007、2008）
と今年の調査結果を合わせると、8目24科59種になる。2011年の調査で記録された主な鳥類は下記
のとおりである。
　水田や溜め池にはアオサギ（図3）とカルガモが少数飛来する。タカ類はハチクマ、トビ、ハイタ
カ、ノスリ（図4）、サシバ、クマタカの6種が記録された。ハチクマとサシバは夏鳥であり、他は留
鳥で周年生息する。クマタカは大型の猛禽で個体数も少ない。6月14日9：00、森林上空を旋回する
2羽を大久保より観察する。雄は高空で波状飛翔を数回見せた。調査地に近い烏川上流域では数番が
繁殖している。
　5月、8月、9月にアオバトが記録された。特徴ある声のみでなく、9月27日には7羽の群れを確認
する。アオバトは海水や塩分を含む鉱泉水を吸飲することが知られている。調査地内においてもア
オバトに必要な塩分供給地（ミネラルサイト）が存在すると思われる。
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　2006年の調査で本地域で初めて記録された外来種であるガビチョウは、個体数も増え分布を広げ
ていることがわかった。集落付近の藪や庭先、耕地周辺の草地などで声量ある囀りや白い眉斑と朱
色の姿を確認できた。

（谷畑　藤男）

表1　榛名山西部の里山における2011年の調査日程
調査月日 観察開始時刻 天気 備　　考
4月22日 7：00 曇り カケス小群が北へ飛ぶ。
5月19日 7：00 晴れ アオバトの声。
6月14日 8：30 晴れ クマタカ2羽、波状飛行。
7月4日 8：30 晴れ 水田にアオサギ1羽。
8月9日 8：20 晴れ サシバ2羽上空旋回。
9月27日 6：30 晴れ 水田にノビタキ5羽。
10月12日 10：00 晴れ ノスリ1羽西へ飛翔。
11月14日 8：00 晴れ ベニマシコ渡来する。
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図4　ノスリ　2011年8月9日撮影。

図2　棚田　2011年5月9日撮影。 図3　アオサギ　2011年7月4日撮影。
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表2　榛名山西部の里山で確認された鳥類
榛名山西部里山の鳥類
　　　　　　（2011年）

8目23科42種（外来種含む）

月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 備　考
日 22日 19日 14日 4日 9日 27日 12日 14日

05年 06年
天気 曇り 晴れ 晴れ 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ

目　　　名 科　　　名 種　　　名
コウノトリ目 サギ科 ダイサギ ○

アオサギ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
カモ目 カモ科 カルガモ ○ ○ ○ ○ ○ ○
タカ目 タカ科 ハチクマ ○ ○ ○

トビ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
オオタカ ○ ○
ツミ ○
ハイタカ ○ ○ ○ ○ ○
ノスリ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
サシバ ○
クマタカ ○

キジ目 キジ科 キジ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ハト目 ハト科 キジバト ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

アオバト ○ ○ ○ ○
カッコウ目 カッコウ科 ジュウイチ ○

カッコウ ○ ○ ○
ツツドリ ○
ホトトギス ○ ○ ○ ○ ○ ○

キツツキ目 キツツキ科 アオゲラ ○ ○ ○ ○ ○
アカゲラ ○ ○ ○
コゲラ ○ ○

スズメ目 ツバメ科 ツバメ ○ ○ ○ ○ ○ ○
セキレイ科 キセキレイ ○ ○ ○ ○ ○

ハクセキレイ ○ ○
セグロセキレイ ○ ○ ○ ○

サンショウクイ科 サンショウクイ ○
ヒヨドリ科 ヒヨドリ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
モズ科 モズ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ツグミ科 ルリビタキ ○

ジョウビタキ ○ ○ ○
ノビタキ ○ ○ ○
クロツグミ ○ ○ ○ ○ ○
ツグミ ○ ○ ○

ウグイス科 ウグイス ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ヒタキ科 キビタキ ○ ○

オオルリ ○
エゾビタキ ○

エナガ科 エナガ ○ ○ ○ ○
シジュウカラ科 コガラ ○

ヒガラ ○
ヤマガラ ○ ○
シジュウカラ ○ ○ ○ ○ ○ ○

メジロ科 メジロ ○ ○ ○ ○
ホオジロ科 ホオジロ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

カシラダカ ○ ○ ○ ○
アオジ ○ ○

アトリ科 アトリ ○ ○
カワラヒワ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ベニマシコ ○ ○
イカル ○ ○ ○ ○
シメ ○ ○

ハタオリドリ科 スズメ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ムクドリ科 ムクドリ ○ ○ ○ ○
カラス科 カケス ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

オナガ ○
ハシボソガラス ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ハシブトガラス ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

キジ目 キジ科 コジュケイ ○ ○ ○ ○
スズメ目 チメドリ科 ガビチョウ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

種　　　名 22 21 20 16 22 20 10 18 46 49



鳥類目録

CICONIIFORMES コウノトリ目

　　Ardeidae サギ科
ダイサギ

　　　27-Ⅷ-2005，東吾妻町
アオサギ

　　　4-Ⅶ-2011，東吾妻町　9-Ⅷ-2011，東吾妻町

ANSERIFORMES カモ目

　　Anatidae カモ科
カルガモ

　　　19-Ⅴ-2011，東吾妻町　9-Ⅷ-2011，東吾妻町

FALCONIFORMES タカ目

　　Accipitridae タカ科
ハチクマ

　　　6-Ⅷ-2005，東吾妻町　30-Ⅶ-2006，東吾妻町　9-Ⅷ-2011，東吾妻町
トビ

　　　22-Ⅳ-2011，東吾妻町　4-Ⅶ-2011，東吾妻町
オオタカ

　　　18-Ⅷ-2006，東吾妻町　23-Ⅺ-2005，東吾妻町
ツミ

　　　18-Ⅷ-2006，東吾妻町
ハイタカ

　　　22-Ⅳ-2011，東吾妻町　22-Ⅳ-2011，東吾妻町　9-Ⅷ-2011，東吾妻町
ノスリ

　　　22-Ⅳ-2011，東吾妻町　9-Ⅷ-2011，東吾妻町　21-Ⅹ-2011，東吾妻町
サシバ

　　　9-Ⅷ-2011，東吾妻町
クマタカ

　　　14-Ⅵ-2011，東吾妻町

GALLIFORMES キジ目

　　Phasianidae キジ科
キジ

　　　22-Ⅳ-2011，東吾妻町　27-Ⅸ-2011，東吾妻町

COLUMBIFORMES ハト目

　　Columbidae ハト科
キジバト

　　　22-Ⅳ-2011，東吾妻町
アオバト

　　　19-Ⅴ-2011，東吾妻町　9-Ⅷ-2011，東吾妻町　27-Ⅸ-2011，東吾妻町

CUCULIFORMES カッコウ目

　　Cuculidae カッコウ科
ジュウイチ

　　　28-Ⅴ-2005，東吾妻町
カッコウ

　　　19-Ⅴ-2011，東吾妻町
ツツドリ

　　　9-Ⅶ-2006，東吾妻町
ホトトギス

　　　19-Ⅴ-2011，東吾妻町　4-Ⅶ-2011，東吾妻町

PICIFORMES キツツキ目

　　Picidae キツツキ科
アオゲラ
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　　　22-Ⅳ-2011，東吾妻町　9-Ⅷ-2011，東吾妻町大谷
アカゲラ

　　　27-Ⅸ-2011，東吾妻町
コゲラ

　　　16-Ⅳ-2006，東吾妻町

PASSERIFORMES スズメ目

　　Hirundinidae ツバメ科
ツバメ

　　　19-Ⅴ-2011，東吾妻町　9-Ⅷ-2011，東吾妻町
　　Motacillidae セキレイ科

キセキレイ
　　　19-Ⅴ-2011，東吾妻町　14-Ⅺ-2011，東吾妻町

ハクセキレイ
　　　9-Ⅷ-2011，東吾妻町　27-Ⅸ-2011，東吾妻町

セグロセキレイ
　　　22-Ⅳ-2011，東吾妻町　27-Ⅸ-2011，東吾妻町
　　Campephagidae サンショウクイ科

サンショウクイ
　　　28-Ⅴ-2005，東吾妻町
　　Pycnonotidae ヒヨドリ科

ヒヨドリ
　　　19-Ⅴ-2011，東吾妻町
　　Laniidae モズ科

モズ
　　　19-Ⅴ-2011，東吾妻町　27-Ⅸ-2011，東吾妻町
Turdidae　ツグミ科

ルリビタキ
　　　23-Ⅺ-2005，東吾妻町

ジョウビタキ
　　　14-Ⅺ-2011，東吾妻町

ノビタキ
　　　27-Ⅸ-2011，東吾妻町　21-Ⅹ-2011，東吾妻町

クロツグミ
　　　19-Ⅴ-2011，東吾妻町

ツグミ
　　　22-Ⅳ-2011，東吾妻町
　　Sylviidae ウグイス科

ウグイス
　　　22-Ⅳ-2011，東吾妻町
　　Muscicapidae ヒタキ科

キビタキ
　　　19-Ⅴ-2011，東吾妻町

オオルリ
　　　4-Ⅴ-2006，東吾妻町

エゾビタキ
　　　27-Ⅸ-2011，東吾妻町
　　Aegithalidae エナガ科

エナガ
　　　14-Ⅺ-2011，東吾妻町
　　Paridae シジュウカラ科

コガラ
　　　23-Ⅺ-2005，東吾妻町

ヒガラ
　　　17-Ⅳ-2005，東吾妻町

ヤマガラ
　　　23-Ⅺ-2005，東吾妻町

シジュウカラ
　　　9-Ⅷ-2011，東吾妻町
　　Zosteropidae メジロ科
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メジロ
　　　22-Ⅳ-2011，東吾妻町
Emberizidae　　ホオジロ科

ホオジロ
　　　22-Ⅳ-2011，東吾妻町　9-Ⅷ-2011，東吾妻町　14-Ⅺ-2011，東吾妻町

カシラダカ
　　　22-Ⅳ-2011，東吾妻町　14-Ⅺ-2011，東吾妻町

アオジ
　　　5-Ⅴ-2005，東吾妻町
　　Fringillidae アトリ科

アトリ
　　　12-Ⅺ-2006，東吾妻町

カワラヒワ
　　　22-Ⅳ-2011，東吾妻町

ベニマシコ
　　　14-Ⅺ-2011，東吾妻町

イカル
　　　27-Ⅸ-2011，東吾妻町

シメ
　　　23-Ⅺ-2005，東吾妻町
　　Ploceidae ハタオリドリ科

スズメ
　　　22-Ⅳ-2011，東吾妻町　27-Ⅸ-2011，東吾妻町
Sturnidae ムクドリ科

ムクドリ
　　　14-Ⅺ-2011，東吾妻町
　　Corvidae カラス科

カケス
　　　22-Ⅳ-2011，東吾妻町

オナガ
　　　1-10-2006，東吾妻町

ハシボソガラス
　　　22-Ⅳ-2011，東吾妻町　4-Ⅶ-2011，東吾妻町　14-Ⅺ-2011，東吾妻町

ハシブトガラス
　　　22-Ⅳ-2011，東吾妻町　21-Ⅹ-2011，東吾妻町

外来種

GALLIFORMES キジ目

　　Phasianidae キジ科
コジュケイ

　　　22-Ⅳ-2011，東吾妻町　9-Ⅷ-2011，東吾妻町　27-Ⅸ-2011，東吾妻町

PASSERIFORMES スズメ目

Timaliidae チメドリ科
ガビチョウ

　　　9-Ⅶ-2006，東吾妻町　Ⅻ-Ⅺ-2006，東吾妻町　22-Ⅳ-2011，東吾妻町

引用文献
谷畑藤男（2007）良好な自然環境を有する地域学術調査報告書（ⅩⅩⅩⅡ），27-29．群馬県環境森
林部自然環境課．

谷畑藤男（2008）良好な自然環境を有する地域学術調査報告書（ⅩⅩⅩⅢ），57-59．群馬県環境森
林部自然環境課．

（3）　貴重植物種群落への訪花昆虫相
　西榛名地域に生育する貴重植物種群落を訪花する昆虫についての調査を2009年、2010年に引き
続き2011年にも、同一地区で夜間の一部を除き、終日にわたる調査を行った。これまでの調査結果
から、貴重植物種群落の重要なポリネータとされているマルハナバチは貴重植物種にほとんど訪花
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せず、トウゴクミツバツツジにより多く訪花し吸蜜していた。本調査地ではなぜマルハナバチは貴
重植物種を吸蜜する例が少ないかについて、トウゴクミツバツツジの開花の影響が大きいと考え、
トウゴクミツバツツジ開花前に開花している貴重植物種群落の訪花昆虫調査を実施した。すなわち、
トウゴクミツバツツジ開花前であればマルハナバチは貴重植物種群落の訪花機会が増え、これまで
と異なる結果が得られるかもしれないと期待した。

ア　調査地
　調査地は、東吾妻町萩生の2009および2010年の調査地点のうち、生育密度の高い貴重植物種自生
地とした。この場所は、広葉樹林と耕作地跡境界の明るい自生地であるが、群落が約10m離れて2つ
に大きく分かれていたことから、調査区A1と調査区A2として2ヶ所、調査区周辺に生育する2010年
に調査したトウゴクミツバツツジへの訪花や吸蜜行動を比較のために調査区Bとしてほぼ同時刻で
調査し、3ヶ所観察した。

イ　調査方法および調査日
　調査は2011年5月9日日出後4：50頃から日没後20：35までの15時間45分であった。
　調査方法は夜間および日中ともに目視で、飛来昆虫を記録し、その行動を観察する方法としたが、
カメラによる撮影も用いた。調査時刻は、貴重植物群落の近傍で観察するため、調査者の飛来昆虫
への影響を排除するために、ランダムになるよう設定した。その調査回数は、1時間あたりおおよそ
3回とし、最少間隔を5分とした。また、設定時刻以外にも訪花昆虫が観察できた場合それも記録す
ることとした。調査区A1と調査区A2は、同時刻に訪花昆虫を記録することから、異なる調査者とし
た。調査回数は、1時間あたりおおよそ3回としたが、観察者が観察場所を離れる場合、観察中断を
避けるため協力者が引き継ぎ、連続した観察が行われた。しかし、調査区Bはほとんど設定時刻のみ
の調査となった。
　また、調査時刻にあわせて、気温など天候についても記録した。気温は市販品のアルコール乾湿
計を用い、付近の広葉樹の直射日光があたらない枝を利用し、地上約1.5mの高さに設置し測定した。

ウ　調査結果
（ア）　調査時間とその時点での気象
　2011年5月9日は晴天であったが、20時頃から曇り、20：40から21：50まで約1時間降雨、その後
22：10から、10日12：30まで晴天であった。それ以降終了まで曇りであり風はほとんどなかった。
気温は5.0℃から21.6℃（図5）であった。
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図5　訪花昆虫相調査時の気温変化。2011年5月9日実施。



（イ）　貴重植物種群落およびトウゴクミツバツツジの開花状況
　貴重植物種群落の開花株はまだ少なく、開花株も開花数よりつぼみが多く初期といえる段階で
あった。近くに生育しているトウゴクミツバツツジの開花数は10輪未満と少なかった。
（ウ）　確認種と個体数
　5月9日の貴重植物種調査区の調査結果は表3に示した。貴重植物群落を通過あるいは訪花した昆
虫はチョウ目、ハエ目およびハチ目で、調査区A1はチョウ目5科のべ19個体、調査区A2はチョウ目
10科のべ66個体、ハエ目のべ54個体、調査区Bはハエ目ビロードツリアブのべ4個体、ハチ目マルハ
ナバチの1種1個体を記録した。調査区A1およびA2での通過個体数は大きな差が出た。
　貴重植物種を吸蜜した種は、調査区A1ではビロードツリアブとチョウ目ヤガ科のシロモンヤガ、
調査区A2ではビロードツリアブであった。調査区Bのトウゴクミツバツツジの開花は少なかったが、
ビロードツリアブの吸蜜を確認した。マルハナバチ類の訪花はマルハナバチの1種が1個体トウゴク
ミツバツツジ根元の土壌に潜る行動を観察したのみで、訪花は観察されなかった。ヤガ科のシロモ
ンヤガは2009年に夜間吸蜜する個体を観察しており、2度目の観察例となった（小林・小池　2010）。
　ビロードツリアブの訪花時間は8：23～17：08まで確認できたが、貴重種への訪花は8：23～
15：34までで、吸蜜は9：05～11：56の間に確認した。それ以外は訪花するが吸蜜行動はみられな
かった。貴重種への訪花回数は、A1地点5回（吸蜜1回）、A2地点12回（吸蜜6回）、11：45および11：
54では10花以上から吸蜜し、1分から2分間にわたり群落にとどまった。
　トウゴクミツバツツジへのビロードツリアブの訪花は12：25に吸蜜した後、16：40～17：08ま
で3回吸蜜が確認された。
　2010年5月10日の調査では、貴重植物種への訪花・吸蜜時刻は7：40～13：10、トウゴクミツバ
ツツジには9：25～13：55であり、トウゴクミツバツツジへの訪花・吸蜜は貴重植物種より後から
開始された（小林ほか　2011）。本調査でも同様の結果がえられ、ビロードツリアブはトウゴクミツ
バツツジより貴重植物種へ最初に訪花・吸蜜するといえる結果となった。この遅れは、早朝からト
ウゴクミツバツツジへの訪花・吸蜜はマルハナバチ類により開始されているため、ビロードツリア
ブは入り込めないためと考えていたが、マルハナバチ類がみられなかった今回の調査から、ビロー
ドツリアブは貴重植物種の蜜を吸い尽くしたため、トウゴクミツバツツジへ蜜源を変えたと考える
ことのできる結果となった。また、本調査では貴重植物種へ最初に訪花・吸蜜し、その後トウゴク
ミツバツツジへの訪花・吸蜜することが明確にでた原因は、貴重植物種およびトウゴクミツバツツ
ジの開花初期で開花数が少なく、ビロードツリアブの個体数も少なかったためと思われる。
　日中、チョウ目チョウ類はマルハナバチやビロードツリアブと並び貴重植物種群落の重要なポリ
ネータとされているため、付近を通過する個体を5科10種記録したが、付近を通過するのみで訪花を
試みる個体はこれまでの調査結果と同様にみられなかった。夜間にはヤガ科のシロモンヤガの吸蜜
が1例のみで他は通過するのみで花に近づく個体もみられなかった。
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表3　貴重植物種群落への訪花昆虫相の観察結果

時刻

調　　査　　区 吸蜜状況 温　度

天気
A1 A2 B

貴重
植物
吸蜜

トウゴ
クミツ
バツツ
ジ吸蜜

乾球 湿球

04：50 6.8 4.0 晴 04：40頃日出
05：05 5.5 2.5 晴
05：20 5.0 3.0 晴
05：30 5.7 3.5 晴
05：55 ハマキガの1種1ex. 通過 7.0 4.1 晴 05：35陽光

当たりだす
06：10 7.4 4.9 晴
06：14 ハエの1種2exs. 通過
06：20 7.8 5.0 晴
06：30 9.5 7.5 晴
06：35 9.5 7.5 晴
07：30 ベニシジミ1ex., ハエの1種1ex. 通過 12.6 7.8 晴
08：05 ベニシジミ1ex., ハエの1種1ex. 通過 15.0 9.4 晴
08：10 ベニシジミ1ex., スジグロシロチョウ

1ex., ハエの1種1ex. 通過
15.0 8.9 晴

08：15 ベニシジミ1ex., スジグロシロチョウ
1ex., ハエの1種1ex. 通過

15.3 8.8 晴

08：23 ビロードツリアブ1ex. 訪花のみ
08：25 ハエの1種1ex. 通過 17.8 9.7 晴
08：30 ウスバシロチョウ1ex. 通過 ハエの1種1ex. 通過 17.0 9.5 晴
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時刻

調　　査　　区 吸蜜状況 温　度

天気
A1 A2 B

貴重
植物
吸蜜

トウゴ
クミツ
バツツ
ジ吸蜜

乾球 湿球

08：45 ウスバシロチョウ1ex. 通過 ハエの1種1ex. 通過 17.8 9.5 晴
09：00 スジグロシロチョウ1ex. 通過 ウスバシロチョウ1ex., モンキチョウ

1♂, モンシロチョウ1ex., ミヤマセセ
リ1ex., ハエの1種1ex., ヒラタアブの
1種1ex. 通過

19.5 10.8 晴

09：05 ビロードツリアブ1ex. 吸蜜 ○
09：10 スジグロシロチョウ1ex. 通過 ハエの1種1ex. 通過 19.7 11.0 晴
09：24 ウスバシロチョウ1ex., スジグロシロ

チョウ1ex. 通過
09：30 スジグロシロチョウ？1ex., ハエの1

種1ex. 通過
19.1 10.8 晴

09：33 ビロードツリアブ1ex. 訪花のみ
09：35 ハエの1種1ex. 通過 19.0 10.3 晴
09：55 ハエの1種1ex. 通過 19.0 10.1 晴
10：00 ツマキチョウ1♂, ハエの1種1ex. 通

過, ビロードツリアブ1ex. 訪花のみ
19.6 10.6 晴

10：05 キタテハ1♀カナムグラ発芽苗に産
卵, スジグロシロチョウ1♀, ハエの1
種1ex. 通過

18.9 9.9 晴

10：25 スジグロシロチョウ1ex. 通過 ウスバシロチョウ1ex. 通過
10：30 ビロードツリアブ1ex. 訪花のみ ハエの1種1ex. 通過, ビロードツリア

ブ1ex. 1花吸蜜
○ 19.6 10.5 晴

10：35 ツマキチョウ1♂, ハエの1種1ex. 通過 マルハナバチ1ex. 根元の穴へ入る 19.6 10.8 晴
10：41 ツマキチョウ1♂通過, ビロードツリ

アブ1ex. 3花吸蜜10：42まで約1分吸
蜜

○

10：42 ツマキチョウ1ex. 通過
10：47 ビロードツリアブ1ex. 1花吸蜜 ○
10：55 ツマキチョウ1ex., キタテハ1♀, スジ

グロシロチョウ1♀, ハエの1種1ex. 
通過

○ 19.8 11.1 晴

11：00 ビロードツリアブ1ex. 訪花のみ
11：05 ビロードツリアブ1ex. 訪花のみ
11：09 スジグロシロチョウ1ex., キチョウ1

♀通過
11：10 ベニシジミ1ex. 通過, ビロードツリア

ブ1ex. 1花吸蜜
○

11：20 ハエの1種1ex. 通過 20.4 11.9 晴
11：25 ツマキチョウ1ex. 通過
11：26 キタテハ1ex. 通過
11：30 モンキチョウ1♂, スジグロシロチョ

ウ1♂, キタテハ1♀通過
20.2 12.0 晴

11：34 ビロードツリアブ1ex. 訪花のみ
11：40 ビロードツリアブ1ex. 訪花のみ
11：45 ハエの1種1ex. 通過, ビロードツリア

ブ1ex. 10花以上11：43から10花以上
吸蜜

○ 20.4 12.0 晴

11：48 スジグロシロチョウ1ex., ツマキチョ
ウ1♂通過

11：50 ハエの1種1ex. 通過 21.0 12.2 晴
11：54 ビロードツリアブ1ex. 11：56まで11

花吸蜜
○

12：00 スジグロシロチョウ1ex. 通過
12：02 スジグロシロチョウ1♀通過
12：04 ウスバシロチョウ1ex. 通過
12：10 エダシャクの1種1ex. 通過 20.8 13.7 晴
12：15 ツマキチョウ1ex. 通過
12：16 スジグロシロチョウ1ex. 通過
12：20 ビロードツリアブ1ex. 訪花のみ
12：25 ハエの1種1ex. 通過 ビロードツリアブ1ex. 5花吸蜜 ○ 21.4 13.6 晴
12：27 スジグロシロチョウ1ex. 通過
12：30 ハエの1種1ex. 通過 21.3 13.6 晴
12：50 ウスバシロチョウ1ex., スジグロシロ

チョウ1♂1♀, キタテハ2exs., コツバ
メ1ex., ベニシジミ1ex. 通過

13：20 スジグロシロチョウ1ex., ハエの1種
1ex. 通過

19.8 10.7 晴

13：30 ハエの1種1ex. 通過 19.7 10.7 晴
13：44 キタテハ1ex., ハエの1種1ex. 通過
13：50 ハエの1種1ex. 通過 19.4 10.7 曇
13：55 スジグロシロチョウ1ex. 通過
14：15 スジグロシロヒョウ1ex. 通過
14：19 モンキチョウ1♂通過
14：20 ハエの1種1ex. 通過 20.0 11.5 晴
14：30 ハエの1種1ex. 通過 20.0 11.5 晴
14：45 ハエの1種1ex. 通過 20.0 11.5 曇
14：47 ベニシジミ1ex. 通過
14：50 ハエの1種1ex. 通過 22.4 13.0 曇
14：55 キタテハ1ex., ハエの1種1ex. 通過 20.5 11.5 曇
14：56 スジグロシロチョウ1ex., モンキ

チョウ1♂通過
15：00 19.8 11.1 曇
15：02 ベニシジミ1ex. 通過, ビロードツリア

ブ1ex. 訪花のみ
15：07 キタテハ2exs. 通過 21.6 12.7 晴
15：09 スジグロシロチョウ1ex. 通過, ミヤマ

セセリ1♀ムラサキケマン吸蜜後通過



（エ）　まとめ
　本調査で、日中にビロードツリアブと夜間シロモンヤガが貴重植物群落で吸蜜することを確認し
たが、新たな訪花昆虫は確認できなかった。ビロードツリアブの訪花・吸蜜は2010年に貴重植物群
落での吸蜜開始時刻がトウゴクミツバツツジへの吸蜜より早い結果が得られているが、本調査でも
同様の結果がえられた。日中チョウ目チョウ類は5科10種、のべ個体67個体の付近で通過したが、こ
れまで同様に訪花・吸蜜はみられなかった。
　マルハナバチ類との関係については、2010年に調査区外で観察した1例は林中に生育する貴重植
物種群落であったことから、林中で生育する貴重植物種群落を調査区に定め訪花昆虫吸蜜行動の調
査を行い明らかにしていきたいと考えている。
　本調査の実施にあたり、深谷市在住の新井武氏の協力をいただいたことに感謝する。

引用文献
小林栄一・小池正之（2010）西榛名地域貴重植物種モニタリング調査Ⅲ．貴重植物種群落への訪花
昆虫相．良好な自然環境を有する地域学術調査報告書（ⅩⅩⅩⅥ）．120-124．群馬県環境森林
部自然環境課．

小林栄一・小池正之・片山雅資（2011）西榛名地域貴重植物種モニタリング調査Ⅳ．貴重植物種群
落への訪花昆虫相．良好な自然環境を有する地域学術調査報告書（ⅩⅩⅩⅦ）．152-157．群馬
県環境森林部自然環境課．

鷲谷いづみ（1998）保全生態学とは何か，229pp．地人書館．
（小林　栄一・小池　正之）
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時刻

調　　査　　区 吸蜜状況 温　度

天気
A1 A2 B

貴重
植物
吸蜜

トウゴ
クミツ
バツツ
ジ吸蜜

乾球 湿球

15：14 スジグロシロチョウ1ex. 通過
15：30 ハエの1種1ex. 通過 20.0 12.1 晴
15：34 ビロードツリアブ1ex. 訪花のみ
15：40 ハエの1種1ex. 通過 21.2 13.0 曇
15：45 キタテハ1ex. 通過
15：49 スジグロシロチョウ1ex. 通過
16：00 スジグロシロチョウ1ex. 通過
16：10 ハエの1種1ex. 通過 21.0 13.0 晴
16：30 19.6 12.0 晴
16：40 ハエの1種1ex. 通過 ビロードツリアブ1ex. 吸蜜 ○ 21.0 13.5 晴
16：50 スジグロシロチョウ1ex. 通過 ビロードツリアブ1ex. 吸蜜 ○ 20.7 13.4 晴
17：05 ハエの1種1ex. 通過 19.8 12.6 晴
17：08 ビロードツリアブ1ex. 吸蜜 ○
17：09 シャクガ1ex. 通過
17：15 19.5 12.5 晴
17：20 ハエの1種1ex. 通過 19.3 12.5 晴
17：25 ハエの1種1ex. 通過 19.5 12.7 晴
17：30 ハエの1種1ex. 通過 19.2 12.8 晴
17：35 18.8 12.3 晴
18：20 トリバガの1種1ex. 飛来し貴重植物花

茎に休止
15.2 11.0 晴 日没で群落は

日陰となる
18：30 トリバガの1種1ex. 貴重植物花茎に休

止
14.5 10.7 晴

18：35 トリバガの1種1ex. 貴重植物花茎に休
止

14.5 10.7 晴 18：41頃日没

19：00 トリバガの1種1ex. 貴重植物花茎に休
止, エダシャク1ex. 通過

19：04 トリバガの1種1ex. 貴重植物花からム
ラサキケマンに移動

19：14 ヤガの1種1ex. 通過
19：15 13.4 10.5 晴
19：17 シロモンヤガ1ex. 吸蜜 ○
19：25 シャクガの1種1ex. 通過
19：30 13.1 10.7 晴
19：40 13.3 11.0 晴
19：45 13.2 11.0 晴
19：50 シャクガの1種1ex. 通過
19：58 シャクガの1種3exs. 通過
20：10 12.8 10.7 晴
20：26 キバガの1種1ex. 通過
20：30 12.5 10.9 快晴
20：35 12.7 10.9 快晴

　　 ：ランダム設定調査時刻　　 ：ランダム設定時刻外で昆虫が観察された時刻



４　保全（保護）の現状

　2011年の調査により、当地域における貴重植物種の分布域、生育個体数は、2007年から2010年に
報告されたものよりもさらに大きい可能性が強く裏付けられた。この結果は、2009年に東京大学・
鷲谷いづみ教授にアドバイスされたように、当地が日本の里山の学術研究上および自然環境保全政
策上、極めて重要な位置にある（石川ほか　2010）ことを証明するものである。今後も、溜め池・
休耕田を含む水田地帯と渓流沿いのコナラ二次林林縁といった、当地一帯の長年にわたる里山利用
の文化とそれがもたらした生息地の多様性を維持するための、総合的な自然環境保全政策を検討し
ていくことが重要である。このためには今後も外部の専門家も交えて、人間活動と植物個体群動態
の双方のモニタリングをできるだけ長く継続し、また結果を速やかに分析したうえで、地域住民と、
地域にできるだけ近い立場にいる専門家、および関係行政機関の担当者が協働して保全政策を検討
することが不可欠である。今年は、地元に在住で自然保護と貴重種の保全に高い関心を持っておら
れる方々とお話しする機会に恵まれた。今後この方々と協働することによって、当地域での生物多
様性保全をより確実に進めて行くことが可能になると考える。
　2009年から開始した貴重植物種群落への訪花昆虫相調査によって、ビロードツリアブ、シロモン
ヤガ、マルハナバチの一種、シロモンヤガが訪花する可能性が明らかになりつつある。しかし近隣
にトウゴクミツバツツジという蜜量の多い植物があるとこれに誘引されて、昆虫の貴重植物種群落
への訪花が少なくなる可能性が示唆された。貴重植物種のなかには蜜量の少ない種もあるためと考
えられる。このように近隣植物相によって訪花昆虫が誘引されると、貴重植物種の種子繁殖に悪影
響を及ぼす危険性もあると思われる。今後さらにモニタリング調査の範囲を広げて、検証を行う必
要がある。
　2011年に行った鳥類相調査によって、当地にタカ類のハチクマ、トビ、ハイタカ、ノスリ、サシ
バ・クマタカと、アオサギ、カルガモが飛来または生息することが確認された。クマタカは大型の
猛禽で個体数も少ない貴重種であり、保全の対象とするべきである。またこれらの鳥類が生息また
は飛来するのは、当地においては植物をはじめとして生物多様性が高いことに起因して、生態系と
して極めて高度な構造と機能を有しているためと考えられる。また外来種ガビチョウの個体数が増
加傾向にあることは、他の動物相に悪影響を与える危険性が想定されるため、注意を要する。以上
については、今後さらにモニタリング調査の対象とする動物群の範囲を広げて、検証を行う必要が
ある。
　2010年10月の生物多様性COP10名古屋会議において、鳩山首相（当時）麾下の日本政府は、我が
国の里地・里山のような持続的生態系管理の思想や手法を国際的に促進していく取り組みとして、
SATOYAMAイニシアティブを提唱した。SATOYAMAイニシアティブの長期目標は、自然のプロセ
スに沿った社会経済活動（農林水産業を含む）の維持発展を通じた「自然共生社会」の実現である。
生物資源を持続可能な形で利用・管理し、結果として生物多様性を適切に保全することにより、人
間は様々な自然の恵みを将来にわたって享受できるような自然共生社会の実現を長期目標としてい
る。
　この長期目標の達成に向けた道筋として、3つの行動指針が提案されている。それは①多様な生態
系サービスと価値の確保のための知恵の集結、②革新を促進するための伝統的知恵と近代科学の融
合③伝統的な地域の土地所有・管理形態を尊重した上での、新たな共同管理のあり方（「コモンズ（共
同管理の仕組み）」の発展的枠組）の探求、である。
　またこの行動指針に沿って、各地域において持続可能な自然資源の利用と管理を実践していく際
には、実践的な視点として、以下の5つの生態学・社会経済学的視点が重要であると考えられている。
すなわち、①環境容量・自然復元力の範囲内での利用、②自然資源の循環利用、③地域の伝統・文
化の価値と重要性の認識、④多様な主体の参加と協働による自然資源と生態系サービスの持続可能
で多機能な管理、⑤貧困削減、食料安全保障、生計維持、地域コミュニティのエンパワーメント（自
律性を促す）を含む持続可能な社会・経済への貢献、の5点である（以上、SATOYAMAイニシアティ
ブHP参照）。いずれも里山における農業をいかにして持続するかが、実現面での大きな課題となる。
現在日本全体の農業の問題として、過疎化、高齢化、TPP対応といった難問が山積している。以上よ
り、里山の生物多様性保全はこれら農業の諸課題と不可分であり、県単位でも農政と自然環境保全
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行政の協働が不可欠となることを、強調したい。
　2007年来、東吾妻町内で多くの貴重植物種が生育する ホットスポット の真ん中で、大規模なコ
ンクリート側溝埋設工事が行われ、渓流の本来の流れが消失し、その周辺も一面に掘り返されて、
貴重植物種が群落ごと消失したことと、その後の植物相の回復傾向を、複数年にわたって報告して
きた（石川ほか2008；2009；2010；2011）。2011年も引き続き、工事地跡でナガミノツルキケマ
ンなど貴重植物種3種を含む23種の在来植物が生育または増殖していることを確認した。これは当
該地のいわば 自然の回復力 （具体的には、地下水脈、有機質の豊富な土壌、および在来植物種の
埋土種子と残存根茎）がまだ残っていたことに由来する、学術的に見ても極めて注目するべき事象
であり、また今後も自然遷移によって、当地の植物相が元に戻っていく可能性を示している。しか
し当地では、要注意外来植物オオブタクサが依然として多数生育していることが確認され、また県
内危険外来種セリバヒエンソウもその周縁で繁茂していることも再度確認されたことから、在来植
生の回復は未だ予断を許さない状況にあるといえる。このようにコンクリート側溝埋設工事の事後
効果が、当地のような貴重な自然環境を永い間劣悪な状況に追い落としていることを、工事関係者
はよく理解する必要がある。今後早急に、所管の機関・自治体および地域住民と協議し、具体的な
保全対策、すなわち外来植物種の引き抜き駆除およびコンクリート側溝埋設工事の延長停止を講ず
る必要がある。また今年のように当地域内で土地改良工事を行う場合には、必ず県の関係職員と調
査員が事前に現場を確認し、本調査結果もふまえて具体的な保全対策をたてる必要がある。
　本モニタリング調査は、2007年より、より政策との接続性の強い「保全型」調査として新たに設
置された「西榛名地域貴重植物種モニタリング調査」を、発展的に継承したものである。2009年か
ら開始した「外部専門家による視察とアドバイス」（2009年の鷲谷教授の招聘）、「貴重植物種の生態
学的特性のより詳細な解明」（シドキヤマアザミおよびヒロハヌマガヤの種子発芽特性、シドキヤマ
アザミの生長特性の解明）、および「生態系としての健全性の計測」（訪花昆虫相調査）は、こうし
た「保全型」調査の目的を達成するための新たな手法として、一定の成果をあげつつあるといえる。
また地域住民とのコミュニケーションも、開始することができた。今後もこれらの手法を含めて、
できるだけ長期間にわたってモニタリング調査を続けることが、「第三次生物多様性国家戦略」の中
にある 里山の生物多様性の保全 と、SATOYAMAイニシアティブの長期目標の達成につながると
いえる。盗掘や工事などの人為的悪影響についても、モニタリングを続行して状況をさらに明確に
しながら、具体的対策を大至急検討する必要がある。特に近隣他県ではすでに施行済みの、盗掘防
止のための条例等の公的制度の整備が、引き続き喫緊の課題である。また栃木県が2010年に策定し
た「生物多様性とちぎ戦略」のような積極的な政策展開方針も、早急に検討・策定する必要がある。

（石川　真一）
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