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朝日岳・白毛門山東面及び
宝川県自然環境保全地域とその周辺（補完調査）

調査者　動　物　　荒井　堅一、金井賢一郎、小島　光明、中澤　和則
　　　　　　　　　森口　　一、山﨑　陽平

１　地域の概況

　谷川連峰の東端に位置する白毛門（1720m）から笠ヶ岳（1852.1m）、朝日岳（1945.2m）、
ジャンクションピークを経て大烏帽子山（1819.5m）へ至る稜線東面の国有林は、利根川支流宝
川の右岸にあたり、手つかずの自然林が残されていることなどから、県自然環境保全地域（特別地
域411.02ha、普通地域268.03ha、利根郡みなかみ町）に指定（1976年3月1日）されている。な
お、隣接する白毛門からジャンクションピークに至る稜線西側は、上信越高原国立公園になってい
る。また、宝川下流部右岸にあたる宝川温泉汪泉閣周辺の民有林は、自然度の高い森林が維持され
ていることから、県自然環境保全地域（特別地域209.17ha、普通地域39.85ha、利根郡みなかみ
町）に指定（1981年12月15日）されている。
　朝日岳・白毛門山東面県自然環境保全地域については、1974年に本研究会による調査が行われ

図1-1　調査地域（国土地理院地図（電子国土Web）に加筆） 
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ているが、調査期間や調査者が限定されたうえに対象地域が広く地形が急峻なことから、地形・地
質、植物、動物（哺乳類・鳥類・爬虫類・両生類・魚類・昆虫類）についての概要が報告されてい
るだけである（群馬県自然環境調査研究会　1975）。なお、西側に隣接する湯桧曽川源流地域につ
いては、1981年から1983年にかけて本研究会による調査が行われており、その報告のなかに朝日
岳関連の記述がある（小林ほか　1982、片野ほか　1985、斎藤ほか　1985）。また、朝日岳の植
生については、調査地域が限定されるが、鈴木ほか（1990）による報告がある。
　宝川県自然環境保全地域は、本研究会が1976年に調査した宝川地域に含まれ、地形・地質、植
物、動物（哺乳類・鳥類・爬虫類・両生類・魚類・昆虫類）について報告（金井ほか　1977）が
あるが、自然環境保全地域内にほとんど登山道が無いため十分な調査ができず、地形・地質以外は
隣接地域を含めた概要が記されているだけである。
　これらの県自然環境保全地域については、それ以降の調査がほとんど行われておらず、絶滅危惧
種や希少種等が多く生育する地域にもかかわらず、地域の自然が詳細に調査・把握されているとは
言い難い。また、調査後40年程経過していることに加え、朝日岳山頂部の朝日ノ原周辺の荒廃が
指摘され、山麓部ではニホンジカによる植生被害が深刻化するなど、地域の自然が変化している現
状がある。
　本調査は、これらの県自然環境保全地域の自然の現状を総合的に把握することを目的として、蛇
紋岩分布地の赤沢山（1828m）、宝川温泉対岸の旧スキー場周辺も調査対象とし、2年計画で実施
してきた。しかし、朝日岳・白毛門山東面県自然環境保全地域については荒天や増水により朝日岳
山頂部の調査が制限されたことから、補完調査として朝日岳山頂部の調査を実施するとともに、再
度、宝川地域の調査も実施した。
　調査にあたって株式会社宝川温泉汪泉閣には、多くの便宜を図っていただいた。ここに記し、厚
く感謝申し上げます。
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（荒井　堅一）

（1）爬虫類・両生類
ア　調査目的
　昨年度に引き続き、宝川地域の爬虫・両生類の生息記録を得ることを目的とした。さらに今年度
は朝日岳山頂付近も調査範囲とした。

イ　調査日及び調査方法
　調査は、2020年6月29日（昼間）、7月21日（夜間）、8月2日と3日（ともに昼間）の4日間実施
した。調査は水域、草原、林道上を歩き、成体・幼体・幼生・鳴き声・卵塊・脱皮殻などで種を同
定した。6月と7月は宝川温泉から林道終点までを調査した。8月は朝日岳山頂付近を調査した。
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ウ　調査結果
　昨年度の調査では、爬虫類はニホンカナヘビのみの生息確認に留まったが、本年度は、同種の他
に4種のヘビ類（ニホンマムシのみ夜間調査、アオダイショウは昼間調査および夜間調査、他種は
昼間調査）の生息を確認した。両生類は昨年度に確認できなかったハコネサンショウウオとカジカ
ガエルの生息を確認したが、昨年度に確認されたトウホクサンショウウオとアカハライモリの生息
は確認できなかった。ただし、昨年度に多数生息確認したアカハライモリの生息地は、今年度は調
査しなかった。
　（　）内に、各種の生息確認地点（図2-1の番号に対応）を記したが、朝日岳山頂付近は、クロサ
ンショウウオ（幼生）のみの生息確認、その他、ニホンカナヘビ（3）、シマヘビ（4）、アオダイ
ショウ（2、4）、ヤマカガシ（4）、ニホンマムシ（1）、クロサンショウウオ（3）、ハコネサンショ
ウウオ（6）、ヤマアカガエル（3）、モリアオガエル（5、6）、カジカガエル（2、4）の10種確認
できた。アズマヒキガエルは、宝川温泉から林道終点付近までの区間で、5個体の確認ができた。

図2-1　爬虫類・両生類の生息確認地点（電子国土Web地理院地図に加筆） 
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　昨年度に生息確認できたモリアオガエルは、林道終点より朝日岳寄りに離れた場所であったが、
今年度は、林道終点より宝川温泉寄りの林道脇と、林道終点に近い砂防水利ダムで卵塊（共に樹上
産卵）を確認することができた（図2-2）。また、砂防水利ダムでは樹上だけでなく、コンクリート
壁面への産卵も見られた。今年度の補完調査によって、本種がより広範囲に分布することが確認で
きたことは意義深い。一方、昨年度は林道上でトウホクサンショウウオの卵塊を3カ所で確認でき
たが、今年度は確認できなかった。理由は不明であるが、これらの原因究明の為にも、長期的な調
査が必要である。昨年度と今年度に生息確認できた両生類のうち、群馬県版レッドリストでは、ト
ウホクサンショウウオとアカハライモリが絶滅危惧Ⅱ類、クロサンショウウオとモリアオガエルが
準絶滅危惧に評価されている。また、国のレッドリストでは、トウホクサンショウウオ、アカハラ
イモリ、クロサンショウウオが準絶滅危惧に評価されている。以上のように、この地域は貴重な種
が生息していることから、今後も継続的な調査がのぞまれる。

（金井賢一郎・小島　光明・中澤　和則・森口　一・山﨑　陽平）

目録
（ア）爬虫類
Squamata　有鱗目
　Lacertidae　カナヘビ科
　　Takydromus　tachydromoides　ニホンカナヘビ
　Colubridae　ナミヘビ科
　　Elaphe　quadrivirgata　シマヘビ
　　Elaphe　climacophora　アオダイショウ
　　Rhabdophis　tigrinus　ヤマカガシ
　Viperidaeクサリヘビ科
　　Gloydius　blomhoffii　ニホンマムシ
（イ）両生類
CAUDATA　サンショウウオ目
　Hynobiidae サンショウウオ科
　　Hynobius　nigrescens　クロサンショウウオ
　　Onychodactylus　japonicus　ハコネサンショウウオ
SALIENTIA　カエル目
　Bufonidae　ヒキガエル科
　　Bufo　japonicus　formosus　アズマヒキガエル
　Ranidae アカガエル科
　　Rana　ornativentris　ヤマアカガエル
　Rhacophoridae アオガエル科
　　Zhangixalus　arboreus　モリアオガエル
　　Buergeria　buergeri　カジカガエル

図2-2　砂防水利ダムの樹上に産卵されたモリ
アオガエル卵塊 
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（2）昆虫類
ア　トンボ目
　朝日岳・白毛門山東面地域県自然環境保全地域と宝川県自然環境保全地域の調査を補完するた
め、朝日岳山頂の朝日ノ原周辺及び宝川周辺においてトンボ目の生息状況調査を実施した。
（ア）調査地と調査日
　調査は6月と8月の2回実施した。6月は宝川林道起点駐車場から宝川森林理水試験地林道ゲート
まで宝川林道に沿って実施した。8月は土合登山口から朝日岳山頂までの登山道及び朝日岳山頂の
朝日ノ原において実施した。調査地点は図2-3、2-4のとおり、調査日は表2-1のとおりである。

図2-3　調査地（宝川）（国土地理院地図（電子国土Web）に加筆）
①宝川林道奥の池、②宝川林道脇の細流、③宝川林道脇の湿地、④登戸立沢、⑤初沢、⑥初沢流域の量水施設

表2-1　調査日と天気、気温、水温
調査日 調査時間 天気 気温（℃）（測定時刻） 水温（℃）（測定時刻） 測定場所等

6月29日（月） 9：08～15：05 曇のち晴 10.1（ 9：08）～22.1（15：05） 宝川林道起点駐車場
曇のち晴 13.0（ 9：54） ①
曇のち晴 18.4（11：58） 13.6（11：52） ④

8月2日（日） 4：55～15：25 晴 17.3（ 4：55） 土合登山口
晴 20.4（15：25） 笠ヶ岳避難小屋

12：15～14：10 晴 21.4（12：15）～21.6（14：10） 20.4～22.5（ ― ） ⑦
8月3日（月） 6：05～16：15 晴 15.1（ 6：05） 笠ヶ岳避難小屋

晴 20.8（10：45） 土合登山口
7：40～10：45 晴 18.4（ 7：40）～20.8（10：45） 16.8～22.5（ ― ） ⑦

①宝川林道奥の池、②宝川林道脇の細流、③宝川林道脇の湿地、④登戸立沢、⑤初沢、⑥初沢流域の量水施設、⑦朝日ノ原
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図2-4　調査地（朝日岳）（国土地理院地図（電子国土Web）に加筆）
⑦朝日ノ原
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（イ）調査方法
　調査地を踏査し、主に目視により種を同定した。目視で同定困難な種については、捕虫網やDフ
レームネットによる捕獲およびカメラの撮影画像により種を同定した。
（ウ）調査結果
　朝日岳山頂の朝日ノ原周辺及び、再度、宝川林道起点駐車場から宝川森林理水試験地林道ゲート
までの宝川林道に沿って調査した結果、朝日ノ原周辺にて3科4種（止水性4種）、宝川周辺におい
ては、前年の調査で確認した7科11種（荒井・岡﨑　2020）を含む9科13種（流水性6種、止水性7
種）、合計9科15種（流水性6種、止水性9種）を確認した（表2-2）。うち本県絶滅危惧種（群馬県
　2012）に指定された種では、ムカシヤンマ（絶滅危惧Ⅱ類）とムカシトンボ（準絶滅危惧）が
確認できた。ムカシトンボは、過去の調査により広河原付近で生息が確認されている（群馬県自然
環境調査研究会　1975）。今回、1個体だけであるが登戸立沢にて生息を再確認することができた。
　朝日ノ原には、40m×18m程から，2m四方程の大小様々な池塘が点在している。ここではルリ
ボシヤンマ、タカネトンボのほか、カオジロトンボの生息が確認できた。カオジロトンボは寒冷地
や高冷地のミズゴケ湿原や挺水植物が茂る湿地に生息する種（杉村ほか　1999）で、県内では武
尊田代湿原や草津白根山の弓池等にも生息している。
　宝川林道沿いでは、森の中にできた池（宝川林道奥の池）でオオアオイトトンボを新たに確認し
た。オオアオイトトンボは、水面に張り出した樹木の枝に産卵するため、岸辺に木立のある池沼や
湿地を生息地とする種である（杉村ほか1999）。その他、初沢流域の量水施設では、ヒメクロサナ
エを新たに確認した。

目録
　ODONATA　トンボ目
　　　Calopterygidae　カワトンボ科
Mnais spp．カワトンボ※　流水性
　　　29-Ⅵ-2020 1♂ ②，29-Ⅵ-2020 16♂3♀ ⑤
　　　Lestidae　アオイトトンボ科
Lestres temporalis　オオアオイトトンボ　止水性
　　　29-Ⅵ-2020〈1♂2♀〉①
　　　Epiophlebiidae　ムカシトンボ科
Epiophlebia superstes　ムカシトンボ　流水性
　　　29-Ⅵ-2020〈1ex.〉④

表2-2　各調査地点で確認された種

科　　名 種　　名 流水性・止水性 調査地点 荒井・岡﨑
（2020）① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

カワトンボ カワトンボ※ 流水性 ○ ○ ○
アオイトトンボ オオアオイトトンボ 止水性 ○
ムカシトンボ ムカシトンボ 流水性 ○
ムカシヤンマ ムカシヤンマ 止水性 ○ ○
ヤンマ ミルンヤンマ 流水性 ○ ○ ○

ルリボシヤンマ 止水性 ○ ○
サナエトンボ クロサナエ 流水性 ○ ○

ヒメクロサナエ 流水性 ○
オニヤンマ オニヤンマ 流水性 ○ ○
エゾトンボ タカネトンボ 止水性 ○ ○ ○
トンボ シオヤトンボ 止水性 ○ ○

オオシオカラトンボ 止水性 ○ ○
アキアカネ 止水性 ○ ○ ○ ○
リスアカネ 止水性 ○ ○
カオジロトンボ 止水性 ○

※ニホンカワトンボとアサヒナカワトンボの区別をせず2種をまとめて記録した。
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図2-11　ルリボシヤンマ♀
（3-Ⅷ-2020　朝日ノ原）

図2-12　アキアカネ♂
（3-Ⅷ-2020　朝日ノ原）

図2-5　宝川林道奥の池 図2-6　登戸立沢

図2-7　タカネトンボ幼虫
（29-Ⅵ-2020宝川林道脇の湿地）

図2-8　朝日ノ原

図2-9　朝日ノ原 図2-10　朝日ノ原
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　　　Petaluridae　ムカシヤンマ科
Tanypteryx pryeri　ムカシヤンマ　止水性
　　　29-Ⅵ-2020 1♀ ⑥
　　　Aeshnidae　ヤンマ科
Planaeschna milnei milnei　ミルンヤンマ　流水性
　　　29-Ⅵ-2020〈1ex.〉②, 29-Ⅵ-2020〈2exs.〉④
Aeshna juncea juncea　ルリボシヤンマ　止水性
　　　2-Ⅷ-2020〈10exs.〉⑦, 3-Ⅷ-2020 1♂6♀《4♂2♀》〈多数〉⑦
　　　Gomphidae　サナエトンボ科
Davidius fujiama　クロサナエ　流水性
　　　29-Ⅵ-2020〈1♂〉⑥
Lanthus fujiacus　ヒメクロサナエ　流水性
　　　29-Ⅵ-2020〈1ex.〉⑥
　　　Cordulegastridae　オニヤンマ科
Anotogaster sieboldii　オニヤンマ　流水性
　　　29-Ⅵ-2020〈2exs.〉②
　　　Corduliidae　エゾトンボ科
Somatochlora uchidai　タカネトンボ　止水性
　　　29-Ⅵ-2020〈1ex.〉③, 3-Ⅷ-2020《1♀》〈3exs.〉⑦
　　　Libellulidae　トンボ科
Orthetrum japonicum　シオヤトンボ　止水性
　　　29-Ⅵ-2020 1♂ ③
O.melania melania　オオシオカラトンボ　止水性
　　　29-Ⅵ-2020 1♂ ③
Sympetrum frequens　アキアカネ　止水性
　　　29-Ⅵ-2020 1♂1♀ ②，29-Ⅵ-2020 1♂ ⑥，2-Ⅷ-2020 多数 ⑦，3-Ⅷ-2020 多数 ⑦
S.risi risi　リスアカネ　止水性
　　　29-Ⅵ-2020〈1♀2exs.〉①
Leucorrhinia dubia orientalis　カオジロトンボ　止水性
　　　2-Ⅷ-2020〈2exs.〉⑦

《　》は羽化殻、〈　〉は幼虫の確認数、30個体以上確認できた場合を「多数」と表記した。
※ニホンカワトンボとアサヒナカワトンボの区別をせず2種をまとめて記録した。
　①宝川林道奥の池、②宝川林道脇の細流、③宝川林道脇の湿地、④登戸立沢、⑤初沢、⑥初沢流域の量

水施設、⑦朝日ノ原
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３　保全（保護）の現状

（1）調査結果の概要
　調査結果の概要は以下の通りである。
〈野生動物〉
　両生類・爬虫類、昆虫類（トンボ目）は、宝川林道及び朝日岳山頂の朝日ノ原で調査を実施し、
爬虫類は4科4種、両生類は群馬県準絶滅危惧のクロサンショウウオ、モリアオガエルを含む4科6
種、トンボ目では群馬県絶滅危惧Ⅱ類のムカシヤンマ、準絶滅危惧のムカシトンボを含む9科15種
を確認した。昨年度の調査で確認された種を含めると両生類では群馬県絶滅危惧Ⅱ類のトウホクサ
ンショウウオとアカハライモリも確認されており、貴重な種が生息する重要な地域である。

（2）保全（保護）の現状
　朝日岳・白毛門山東面県自然環境保全地域は、手つかずの自然植生が広く残され、植生や植物
相・動物相が豊かで、国または県指定の絶滅危惧種、希少種が多く生育・生息する貴重な地域であ
る。
　宝川自然環境保全地域は、自然度の高い二次林や自然林が広く見られ、全て民有地であるが適切
に管理され、良好な自然環境が維持されており、同じく植生や植物相・動物相が豊かで、国または
県指定の絶滅危惧種、希少種が多く生育・生息している。
　しかし、両地域ともニホンジカによる食害の影響が見られるほか、朝日岳・白毛門山東面県自然
環境保全地域では、登山道周辺の荒廃が再び進みつつあり、登山者の増加による荒廃の拡大が懸念
されることから、これらへの対策が必要である。
　本地域の保全にあたっては、自然環境の保全と観光活動との両立に配慮することが求められる。
そのため行政間や土地所有者との連携を図るとともに、継続的な調査研究を行い、それらをもとに
した実効的な方策を検討し実施する必要があると考える。

（荒井　堅一）


