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　これまで生息していなかったタヌキが目撃されるようになった屋久島では、捕食者の不在

と好適な生息環境の下で急速に増殖・定着化する可能性が予見された。早急な対処が必要で

あるが、そのために必要なこの新しい土地での生態はまったく不明であった。このギャップ

をできるだけ埋めようとしたのが、今回の調査である。島内での目撃情報を収集した結果、

①移入は数年～10年前で、②移入後数年は停滞的に推移し分布も限られていたが、③1996年

以降爆発的増加に転じ、1999年以降島内の低地部をとりまくように分布していることが、判

った。目撃チャンスが一定と仮定して生息個体数の1年あたりの増加倍率(eリを求め[2.4－

2.9]、現在の個体数を468 －1､560頭と推定した。試験的捕獲によると、捕獲効率は低く0.01

頭/TN前後である。また、生物的自然への影響予測のため、いくらかの調査をおこなった。

はじめに

　屋久島は、九州から南西諸島をへて台湾につな

がる島弧のなかで、2､000m近い山岳をもつ唯一の

島であること、暖温帯と亜熱帯との境目に位置し、

暖温帯下部から亜寒帯にわたる気候傾度をもつこ

となどから、豊かな生物相をもっている。
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　植物・無脊椎動物・両生類についてはそうだ

が、哺乳類ではむしろフォーナは貧しい。全部で

13種、有蹄類ではヤクシカ1種だけ、食肉類では

コイタチ1種だけで、クマ・キッネ・タヌキ・ア

ナグマ・テン・その他のイタチの仲間を欠いてい

る。この島にもともといなかったタヌキが持ち込



まれたらしく、現在急激な増加・定着のプロセス

が進行中である。移入されたのは数年前であるよ

うで、今はまだ定着化の初期の段階にあると思わ

れる。タヌキは本土にも生息する種であるが、島

という環境に移入されたとき、定着化・増殖の過

程でときに破壊的な影響をもたらす可能性があ

る。 2000年度の調査で明らかになった状況を報告

し、今後のタヌキの増殖が屋久島の生物的自然や

地域社会に与える影響や生態系＝野生生物管理の

上での問題点についてふれる。

１．生息状況

１－１．目撃情報

　2000年2月から、島内在住のナチュラリスト数

ので、たまたま耳にした目撃の伝聞を、直接の目

撃者までたどり、面接して状況を記録したデー

タ・シート（＝初期情報ｶｰﾄﾞ）に基づいている。

面接のとき、目撃者に過去の目撃例の全てを聞い

たため、この資料に年次変化を語らせることがで

きる。

　2000年末までの期間に、タヌキを目撃一姿を目

撃・死体を見た・わなで捕獲／銃殺した・痕跡が

あったなどを含むーした人の総数は67人で、171

回の目撃、目撃頭数は191にのぼる。悉皆調査で

はないので、もれおちはあるだろう。この資料の

範囲でみるかぎり、最初の目撃例は1992－3年の

冬にさかのぼる。

人が中心になって、タヌキの目撃情報を集め、記　Ｉ－２．分布と分布拡大（図１）

録することを始めた。5月にはヤク・ダヌキの会　　1996年までの3－4年間に5例の目撃例があるが、

が結成され、島内全体を対象に各戸配布によるア

ンケート調査を企画し、関係機関（世界遺産セン

ターと地元両町）に相談しているがまだ動きがな

い。

　今回用いるデータは同会と共同で集積し得たも
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図１　タヌキの目撃情報に基づく分布拡大

The expansion of distributionof the racoon-dogs based on

the locationsofsighting

1999年以降分布は急激に拡大した。

-

分布は島の北部一西部に限られていた。このうち

4例までが猟友会会員によるものである。

　1997－98年の目撃地点の分布は北西部の吉田－

永田と西部林道、そして南西部の栗生で、分布は

その前の時期と変わらない。しかし、狩猟者以外

の一般の人たちにも目撃されるようになる。この

時点で、南西部の栗生での1例を除くと、南側の

屋久町の領域の低地部や、上屋久町の東部からは、

まったく目撃例はでてこなかった。

　1999年になると、島の南部一南東部一束部にも

点々と目撃例がでてくるようになる。こうして、

この2年で分布は一挙に島のほぼ全周をとりまく

ようになる。

　「最近になって、また、だれかがタヌキを撒いて

歩いたのでは」という人がある。それほど、この

分布の拡大の様相は普通ではない。しかし、おそ

らく北西部の集中域で生まれた亜成獣が、長距離

の分散をすることによってひき起された可能性が

大きい。このとき、分散距離が28kmであればこ

れだけの分布拡大に十分である。ちなみに、フイ

ンランド南部でのタヌキの分布前線の拡大速度は

年々40kmであったというデータがある（Helle＆

Kauhala 1987）。まだ確かめられたわけではないが、

タヌキでは亜成獣の少くとも或る部分は、長距離
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の分散をするという習性をもつと予想されるが、

確認は今後の課題である。

　そういえば、初期の3－4年間の発見点の分布そ

のものが、かなり広く、両はじのあいだの距離は

一周道路にそって32kmであった。密度の低かっ

た初期から今日まで、おなじ分散のメカニズムが

働いていたことを示唆するのかもしれない。

Ｉ－３．増加速度

　171例の目撃例のうち、151例については年次が

判っている（表１）。

「もし、発見の機会にかかわる人間活動が、この

期間に年々一定であれば、目撃数は個体数に比例

する」。人間活動一定の証明は容易ではないが、

表１　年度毎の目撃件数・目撃頭数

Yearly increasein the number of sightings/animals

晦hted ofracoon-dogsin Yakushima

目撃回数
1993　1994　1995 1996　1997 1998 1999 2000年不詳
　1994　　　　　　　　　　　　　　　　年

1

2
3
4
5
6

10
11
15
22

１　２　１　　　１　　３　６　１８　３３　　４

　　　　　　　　　　　　　　　１　１　２　８

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２　　　　２

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１　１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　１

計(人)

計(回)
1　2　1　　　1　　4　8　24　43　　7
1　2　1　　　1　　5　30　43　68　20

　７計

20 171

　圖撃�数　　1　4 1　　　1　　5　34　4a　7･　24 191

表２　増加率の計算

Calculation of the rale of increase of cases of sighlings，which

may be proportionallo the abundance of lhe racoon-dogs

目撃回数

目撃頭数
-

1993 1994
-
　1　　2

　1　　4

1995
１
１

1996
１
１

1997

Ｑ
ｙ
５

1998
-
　17

　21

1999 2000年不詳計
一

40　68　　8 143

42　76　12 163
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2.95

５

５

3.4　2.35

4.2　　2
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島に住む人々の感触ではありそうなことではあ

る。　データからみると目撃時の状況は、①夜間車

で通行中（ほとんどが県道上）［50％］②イヌを

放して散歩をさせていて［16%］、③捕獲おり

［8％…うち肉餌3例2％］、④交通事故死体［５％］、

⑤鶏小屋を荒らされた［3％］などである。これ

らに関係する人間活動の中で、最近数年に年々倍

増したものはなく、これは消極的ながらひとつの

支持となるであろう。

　1996年までは目撃数は年1－2件の横ばい状態で

経過する。目撃数が増加に転ずるのは1997年から

こちら、最近の4年間である。

　増加率（表２）について見るうえで、留保して

おかねばならぬ点が２つある:1996年の目撃数は

Oか1、つまり96年か95年のどちらかわからない。

さらに、年未詳の目撃例3例があり、98年より前

である。次に、2000年度の例数はさらに上積みさ

れることが確実である:3年連年平均増加倍率の

2.39､2.48は過小推定である可能性が大きい。両端

が確定する97-99の2年連年平均は2.83-2.90という

高い値になる。実現している増加倍率はこのふた

つの値の間にあるとみてよいであろう。

　増加倍率はコンスタントではなく、この4年間

に漸滅しているようにもみえる。しかしこれは上

に述べたようなデータの現状に依存したみかけの

傾向である可能性がある。もし1996年にもう1例

が落ち、2000年が今後上積みされることになれば、

増加率はほぼコンスタントに近づき、安定増加を

示すことにもなりうる。どんなモデルをあてるか

は、もう少し検討が必要である。

　いずれにしても、連年平均増加倍率が2.4ないし

2.9という非常に高い値が得られたことは、気持ち

のよいことではない。ちなみに、2000年度から除

去捕獲が始まった奄美大島のジャワマングースの

増加倍率は約1.3倍／年と推定されている（鹿児島

県1999）。屋久島の移入タヌキの増加率はこれと

比べても格段に大きく、特別の注意が必要である。

５－

回数増加倍率
頭数増加倍串

達年平均
-
回数増加倍率

頭数増加倍率

研究者による夜間調査活動時の目撃は特定年度にかたよる

ので除外した。2年度にまたがるが年度を特定できないA氏　　１－４．個体数の見積り

(10件)とB氏(6件)の目撃は､1:2.3の比で比例配分した。　　　移入の歴史が短く、パラメータの可能な生起範



囲は狭いので、増加率を用いて、現在の個体数を

見積もることがまがりなりにも可能である。

　低迷期の増加倍率を1.5～2.0、当初移人個体

(ファウンダー)の個体数を2または4と仮定する

と、個体数のたちあがり(1996年)時点での個体数

は10～32。 1997年のそれは25～93になる。 97年の

数値から(生息個体数／目撃数)の比[＝発見率の

逆数]として6－23が得られる。以後生息個体数は

目撃数に比例して増加するものとすれば、2001年

出産期当初の個体数は、468～1､560(幾何平均＝

854)と見積もられた。

Ｉ－５．予測

　現在では、タヌキの分布はパッチ状に定着域が

できた状態であろうと思われる。爆発的増殖はま

だ続くだろう。個体数の増加は3年で10倍を超す

（13-24倍）と計算される。屋久島の人家、耕地が

ある低地部はおよそ100�であるから、これまで

ホンドタヌキで知られた最高密度100頭/sq.km

（長崎県高島:lkeda 1982）をあてると、屋久島の

低地部を占めるであろう個体数は1万頭になる。

しかもこの程度の密度に達するのに要する時間は

約3年で十分であることを既に見た。

　分布は今はまだおそらく低地部が中心だが、そ

のうちに中央部の山地の森にも侵入・定着するも

のがでてくる。あるいは既にそうなっているかも

知れない。

１－６．農業被害

　夜行性で、多くの島民には未知のけものである

ので、加害があってもそれがタヌキによるものだ

表３　捕獲調査のまとめ

Results ofexperimental trapping

　捕穫効率の値は暫定的計算値。
配置　　　謨査地 わな数 TN 捕種 有効捕獲

TN　効串

　242　0

　　57 0.0175

　　66 0.0303

　　18　0

　　18　0

列状配置

　　　　　く1)菜生川右岸8.21～9.6

　　　　　(2)永田･岳の川9.10～9jl

ねらいうち

　　　　　(３)平厨･皇道8.31～9.22

　　　　　(4)永田･田舎浜9.12～9jl
　　　　　(5)永田･向江9.12～9.21
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2+l
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　2

255
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となかなか判らない。いきおい、情報は痕跡の判

別ができる限られた人間が現場で確認できたもの

だけになる。島内で果菜類の採食例は起こってい

る。ニワトリ・アイガモ・バリケンなどの成鳥・

ひな・卵の捕食の例もかなりある。家禽被害は、

放し飼いのもので著しく、20羽全滅・年に数十羽

（飼育数の10､20％）という例もある。農作物が食

われるとき、タヌキは食いちらかすことをしない

ので、気付かれにくい。冬作物の葉菜類や柑橘の

被食はまだ知られていない。

２．捕獲調査

　目撃例からみると、1999年までに島内で捕獲さ

れたり交通事故死したりした個体は23例が数えら

れる。これから計算すると2000年には1年間に33

ないし44頭の捕獲･事故死体がでることになる。

捕獲の多くは町の担当課へ報告され、交通事故死

体は道路管理者によって処理される。調査開始に

あたって死体の保存・回収を依頼したが、実際動

きだしてみると、半年間に我々が入手できたのは

たった1頭であった。

　捕獲・死亡個体からは実に多くの情報が得られ

る。これがOに近いということは調査のうえで重

要な部分が大きく欠落することになり、かなりの

マイナスであった。そこで、このギャップを埋め

るために計画を部分修正して最後の数ケ月の活動

を捕獲調査にむけることにした。

　バタリーケージ用金網製のはこわな20基を用愈

し、2001年8－9月に、栗生および永田で250m間

隔列状配置のトラップラインによる捕獲を試み

た。えさには、テストとして焼き魚、魚肉ソー

セージ、バリケンの生きたひな、燃製ウインナ、

鳥がらなどを用いたが、主用したのは嬬製ウイン

ナと生きたひなであった。栗生では13基×17日間、

永田では6基×11日間、それぞれ実行に先立って3

日間以上のわなならしprebaitingを行った。平行

して、生ごみを埋めたところ（平野）、タヌキに

襲われるバリケンの放飼場（永田）、アカウミガ

メの産卵場に通じるタヌキ道（永田）に2－3基ず

つわなを置いた。結果は表2に示した。



　捕獲数が少なく捕獲効率を計算するには不適当

であり、捕獲効率は極めて低い。密度が高い永田

でも、0.01～0.02、つまり数十から100ワナ・夜

（TN）あたり1頭程度であろう。列状配置と違っ

て、常態的に餌づけ状態にある生ごみ捨て場で

は、0.05～0.1程度になる。

　2つのトラップラインでは、捕獲個体を標識後

放逐することによって除去法による密度推定をも

もくろんだが、捕獲効率が低いのと用意できたわ

な数が少なく、不発に終わった。

３．個体群モデルと年令構造

　タヌキの成長一繁殖の特性はいささか特異であ
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る。即ち、①満1才以前に性成熟に達し、生まれ

た次の年には繁殖に参加する。②形態的に性差が

ほとんどなく、性比は年令によらず1:1である。

③メスでは、妊娠率がほとんど100％である（岸

本ほか1991、－1992）。これらのことを利用する

と、ポピュレーション・パラメータの間に、きわ

めて簡単な次のような関係が近似的に成り立つ。

（１）１＋ｒ＝か＝p･＋po’m｡

　　　　＝pl十po ･（み/2）

　ここで、ｒは複利形式での1年あたり個体数増

加率、がは1年あたりの個体数増加倍率、ｶ＝2m、

はオトナメス1頭の年々の平均産仔数、p｡、poはそ

れぞれオトナ、コドモ（O゛才）の1年あたりの生

存率である。

　屋久島のタヌキについて、個体群パラメータと

しては増加率の推定があるだけである。それ以外

のパラメータの実現値は未知で今後の研究・調査

を待たねばならない。しかし起こりうる現象をシ

ミュレーションによって調べることは可能である。

　これほど高い増加率のもとで、個体群の爆発的

増加が起こっているならば、どのようなことが期

待できるか。その一つとして、若令のタヌキが占

める割合が非常に高くなっているであろうという

予想は成り立つ。また、既に得られた増加率は通

常の常識を越えるほど高いので、なにかの間違い

ではないかと考える／いや、むしろ考えたい人も

いる。どのような条件のもとで、このような増加

率が実現するのだろうか。

i）増加率と生存率との関係

　図２は、式（1）のグラフである。現われるパラ

メータ（変数）は4個なので、ｍ｡を固定したうえ

で、二つの生存率がつくる平面上に増加率の等値

線を投影した。つまりこれは、ある増加率が実現

するためには、成獣の生存率と幼獣のそれとがど

れほどの範囲になければならないかを示してい

る。ここで、もう一つ条件をつけ加えておく。成

獣の生存率はコドモ（幼獣）の生存率より低くは

ない。すなわち、

（2）O＜po≦p｡＜1

　産仔数みが5のとき、増加倍率が2.4であるため
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図２　増加率と生存率との関係

Relationshipbetween the rate of increase and annual

survivalratesofadultandimmature animals

増加率ｒが実現するためには、オトナとコドモの生存率

poとp。はどれくらいでなければならないか。



には、コドモの生存率poは0.6～0.7、そしてオト

ナの生存率p｡は0.7～1.0でなければならない。増

加倍率が2.9ならば、生存率は、コドモで0.8~0.85、

オトナで0.85～1.0でなければならない。タヌキを

も含めて、これまで調べられた食肉類の生存率は

0.33から0.70の範囲にあるが、そのほとんどは高

い狩猟圧のもとでのものである。狩猟圧がきわめ

て低い状態でのコヨーテ成獣の生存率は0.87とい

うデータがある（Gese dα11989）。捕食者がなく、

捕獲圧も低い屋久島で、前者に見合う生存率は十

分実現できるであろう。後者はいくらかきついか

もしれない。しかしもし、産仔数がたとえば/z＝6

にはねあがれば、後者もわりに楽に実現すること

になる。

ii）年令構成

　年々、令別出生率と年令別生存率とが一定に保

たれると、個体詳は一定の増加速度で増殖するが、

そのとき年令構成はやがてあるかたちに収斂し、

一定の令構成を保ったまま増加を続ける。これが

人□学で安定人口（あるいは生物の場合、安定個

体群）と呼ばれるもので、そのときの令構成（安

定令構成）は次のようになる。

　Ｃ､を年令構造係数、すなわちχ才の部分が個体

数仝体に対して占める割合､1zを出生個体がχ才

まで生存する確率とすると、

（3）c･ニlyAly lllz’‘?‾“

　　　＝p°pJ‾lm°Jop゛pJ‾1r“

　このとき、o゛才の構成比Coはｍ｡／（１+ｍ｡）＝

み/（2+jz）のかたちで与えられ、みだけによって決

まる。そして、jzが4～6と変化しても、Coは0.7

～0.75と比較的小さな幅でしか変化しない。もう

ーつ注目されるのは、高齢部が占める割合がきわ

めて小さいことである。たとえば、100頭の捕獲

標本個体を手にしたとき、およそ4才以上の個体

はその中に1頭あるか、ないかである。ただし、

このように言えるのは、増加率rが1を超える（増

加倍率が2倍を超える）場合のみをとりあげてい

るからである。

　屋久島のタヌキで、安定人口仮定がなりたって

いるかどうかは、今後検証されねばならない。出

-

生一生存スケジュールが一定に保たれるとき、安

定令構成に収束する速度は、増加率が高ければ一

般に早い。また、高い増加率のもとでは、高齢部

分の構成比がきわめて小さくなるので、大きな標

本サイズをあつかわない限り、収束と判断される

可能性は高くなる。

４．侵入種タヌキがもたらす影響

　予想される影響としては、①病原体を持ち込ん

だとすれば、その伝播②捕食者としての影響③

在来種との資源をめぐる競合の３つがありうる。

　病気はもっぱら、ファウンダーの由来による。

タヌキは日本の哺乳動物の中で最も広い食性の幅

を持つ雑食である。捕食は中でも、鳥類・両生

類・甲殼類・貝類に強くあらわれるだろう。屋久

島には、奄美ほど固有種は多くないが、いくつか

の固有種・亜種、稀少種がいる。手に入りやすい

ものならなんでも食べる動物であるから、特定の

種には強い捕食圧がかかるだろう。島という条件

のもとで、個体数レペルが落ち込めば、これらの

在来種の機会的絶滅の危険はある。すでに気付か

れた変化に永田でキジの鳴き声が聞かれなくなっ

たことがある。地上や低木で営巣する鳥類への捕

食の影響は要注意であろう。

　競合については在来の哺乳動物との種間競争が

問題になる。さまざまなことが起こりうるが、生

態がよく判っている種同志についてでないと予測

はむずかしい。

　冬の林床に落下した果実類が、ヤクザルや、ヤ

クシカの生活に重要であり、ヤクザルによる柑橘

類への加害は年々の果実の豊凶に左右されること

が判っている。タヌキはサルと同レベル以上のバ

イオマス（生物体量）に達し、冬には林床果実類

の採食という資源競争に、割り込んでくると予想

される。農耕地の後背斜面でタヌキが増えれば、

毎年凶作年と同じ状況が起こり、サルの農作物被

害が再燃する。ヤクジカも同じ資源を利用してい

るので、食物欠乏の結果は農林業被害にも弊死個

体の増加にもつながる。こうして、タヌキ自身に

よる食害に加えて、他の種をまきこんで、農業被
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害が拡大することが予想される。

４－１．果実類の採食テスト

　タヌキは屋久島でどれほど落下果実の採食に依

存しているか。その中でドングリ類（ブナ科植物

の堅果）はどんな位置を占めるか。この問いに関

係して、①ドングリを食べるか、②どれほど好ん

で食べるか、を飼育下のタヌキで確かめるために

2001年3月に嗜好性テストを行った。実験ではあ

らかじめ粒数を数えておいた2種類の果実を別々

の皿に入れて並べて提示し、翌朝それぞれの食ベ

残された粒数を数え記録した。用いた果実の種類

は、ケウバメガシ・マテバシイ（以上堅果）・イ

ヌビワ・シャリンバイ・マンリョウ・センダン

（以上液果）であった。季節も終わりであったた

め、採集し得た果実の量が限られ、テストできた

種類の組み合わせには偏りがある。実験に用いた

タヌキは2000年生まれ（O゛才）のオスで、8月に

捕獲されたのち残飯で飼育されていた個体である

が、秋に少量与えられたドングリ採食の経験を持

っている。選好の順位は：

マテバシイ＞ウバメガシ；ウバメガシ＞＞センダ

ン、イヌビワ；シャリンバイ＞＞センダン；イヌ

ビワ＞マンリョウ；マンリョウ＞センダン。但

し＞＞は前者のみを選ぶことを示す。

タヌキは堅果を液果類よりも好んで食べるらしい。

４－２．うみがめの産卵海浜とタヌキ

　うみがめの産卵場である永田・田舎浜の山手を

県道が走り、県道と山すそとの間の小面積の平地

はダンチク、ハチジョウススキなどのイネ科の高

茎草地になっている。このあちこちに2－3年前か

らサルやシカのものでない背の低い獣道ができて

いるのに気付いた人がいた。今夏の産卵期～孵化

期には、産卵場の砂浜にけものの足跡がうみがめ

の調査員によってたびたび目撃され、タヌキでは

ないかと懸念されたが、確実に識別・判定はでき

ていない。9月の永田での捕獲調査は遅い仔ガメ

の孵化が続いている時期にあたっていた。条件の

良い日を選んで、タヌキの痰跡の確認をねらって

９

一帯を調べた。タヌキの足跡・足跡列が田舎浜の

４ケ所で見られた。足跡があったところは、砂浜

と棲物被覆のある浜堤との境界付近で、うみがめ

の産卵巣が分布する辺りであった。7月下旬に大

牟田幸久氏が撮影した写真の足跡はタヌキで、ま

っすぐ波打ちぎわへ続くもの、かめの産卵巣のま

わりにぐるりと印されたものなどがある。田舎浜

の県道で同氏が拾得し冷凍保存された交通事故死

体コドモ・メス1頭を解剖し、消化管内容を調ベ

た（馬場・工藤）。仔ガメの甲板などはでてこな

かったが、スナガニが相当量検出された。［鹿児

島県・吹上浜ではタヌキが孵化した仔ガメを捕食

するようになったが、それに先立って浜へ出てき

てスナガニを捕食する時期があったという｡］

５．野生生物管理＝生態系保全の上での問題

　鹿児島県は、1988年の臨調勧告を受けて、いち

早くサルの有害駆除の許可権を市町村長におろし

た6県のひとつである。これと前後して県下の野

生サルによる農作物害に対処するため全県で農家

による捕獲を可能にするための行政的枠組・捕獲

技術を用意し、捕獲したサルは医学研究用にまわ

すシステムがつくられた。とくにヤクザルに関し

てこの方式は研究者・自然保護団体・学会からの

強い批判をうけた。その後県は電気柵など非破壊

的手段の導入に力点を置くようになり、現在島内

の農耕地の約三分の一には電気揖が設置されてい

る。一方、ここ数年はほぼ連続して山の果実の結

実が豊かで推移したこともあって大きな被害は現

れなくなった。しかし､･現在屋久島では年々約400

頭のサルが駆除されている。これは電気柵未設置

の地区や特殊な条件下での被害の訴えに対する行

政側での補完策の色彩が濃く、全てが被害対策上

必要というものでもないとみられる。とはいうも

のの、もし農作物被害が激化しサルによる被害問

題が再燃すれば、駆除許可数の追加でもって対応

する水路は既にしかれているといってよい。現在、

有害駆除の実行にあたって捕獲数の確認と報奨金

の支出以外一被害の現地調査・対策の適否の判

定・駆除の効果判定などーは、手抜きされている。



そもそも、地元の自治体レペルのみに有害駆除の　大の産卵場にも負のインパクトを与えるであろう。

適正な施行を求めること自体に無理があった。現　　行政上のいきさつはどうあれ、屋久島の世界自

行の許可数が危険な水準に達していないかを検討　然遺産を管理する上で、従来の国立公園管理の方

しようにも、町および町長から捕獲を委託されて　法で対応できるという判断は、事態の誤認の上に

いる猟友会に捕獲に関するデータは残されていな　しか成立しない。屋久島には生態系管理・野生生

い。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　物管理をになう組織=管理主体がおかれ、しかる

　ヤクザルは国際的には絶滅危惧（亜）種［IUCN　べき機能を発揮する必要がある。タヌキの問題は

新基準:VU－D1］となっている。日本版レッド　現状での管理体制の欠陥を改めて証明することに

データブックでは稀少種とされている。国内基準　なった。

と国際基準のずれが大きいことが析りにふれて言

及されるが、稀少種であっても保仝の必要度が低　６．むすび

いわけではなく、人間活動のインパクトが変われ　　世界自然遺産屋久島の生態系全体に大きな影響

ばいつでも絶滅危惧に、分類を見直すべき候補と　を与えることが予想されるので、移入種タヌキの

して扱われねばならぬことを意昧する。ところが　完全除去をはかる必要があろう。タヌキが屋久島

インパクトを評価する体制は現実にない。そして、　の急峻でアプローチの悪い山岳部に侵入する前に

タヌキの増殖はヤクザルのステータスをも危急の　手を打つのが望ましい。増加速度はたいへん高い。

状態におとしいれる可能性をもつ。また、同じ要　早く有効なレペルの除去圧をかけることが必要で

因は、すでに絶滅危惧種であるアカウミガメの最　あろう。

　　　Ｎｏ ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎｓ ｈａｖｅ ｂｅｅｎ ａｖａｉｌａｂｌｅｏｎ ｔｈｅ Ｐｒｅｓｅｎｔ ｓｔａｔｕｓ ｏｆ ｔｈｅ ｒａｃｏｏｎ-

ｄｏｇｓ(ｊＶｙｃｔｅｒｅｕｔｅｓｐｒｏ印onoides)，aPParently recently introduced onto Yakushima lsland. ln

view of their Potential threat to the Yakushima Ecosystem･ timely counter-measures are tobe

taken and filling the existing gaP OHnformations vvould he1P substantiate this. The records

of sighting/encounters， finding of dead animals or their tracesjntensivelyaccurnulated

through interviews， have revealed exPansion of distribution-area and fairly constant rise in

the annual sightings. Chances being equalμhis would show the rate of increase in the an-ima1

numbers; 2.4 ″2.9 times Per year･ for the Past 4 yearsjollowing the inciPient stagnant years.

The standing POPulationasof SPring of 2001･ was enumerated at 500゛15600， using the rate of

increase. The traPPing success was found fairly low， around 1 Per 100 traP'nights in the

high densityarea.Consequentlyけhe estimation of density byrelnova1-method and that of

litter'sizes by dissection of female reProductive tracts were not feasible yet.　Some

discussions are made on the Possible ecological consequences and Problem underlining the

management of this invading carnivore spedes.
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房総丘陵におけるヒメコマツ個体群の緊急調査

　　　　　房総のヒメコマツ研究グループ

　藤平量郎1)・尾崎煙雄2)・大場達之2)・斎木健一2)

　　岩瀬徹3)・木村陽子l)・福田洋‘)・藤田素子i)

Urgent census of theloca1 POPulation of j)inusparぴ沢oya in Boso Mountains･ Chiba

　　　　　　　　　　　　　　　　Boso Himekollliltsu Research GrouP

　KazuoTouhei,(Chjba Ecology Center: 23 Kururi｀ichiba,Kimitsu, Chiba 292｀0421);Kemurio

Ozaki,(Natura1 History lx/luseum ＆lnstitute･ Chiba: 955｀2Aoba'Cho, Chuo'ku･ Chiba 260'8682)j

Tatsuyuki Ohba, (NaturaI History Museum ＆lnstitute,Chiba);Ken-ichi Saiki,(NaturaI History

　　Museum＆lnstitute,Chiba);Toru lwase; Youko Kimura; Hiroshi Fukuda; Motoko Fujita

　千葉県房総丘陵に隔離分布するヒメコマツ（習usμn･!/7りΓα）個体群の分布調査を行っ

た。調査の結果、生存個体は75本で最近の20年ほどの間に個体群サイズが2割以下に縮小

したものと推定された。生存個体は清澄山から高宕山南部にかけての束西約15kmの範囲

にみかけ上7つの小集団に分かれて分布していた。生存個体の中にも樹勢の衰えた個体が

多かった。個体のサイズ構造や実生の少なさから、天然更新はほとんど起こっていないと

考えられた。ヒメコマツ生存個体は尾根の肩や崖ふちといった地形的立地を好んで分布し

ていた。群落組成からは房総のヒメコマツ群落は4つの類型が認識された。以上の結果か

ら、房総のヒメコマツ個体群は絶滅の危機に瀕しているといえる。早急な保護対策が必要

であり、そのための提言をまとめた。

１．はじめに

　房総丘陵には、山地性の針葉樹であるヒメコマ

ツが隔離分布している。ヒメコマツは本州の束北

南部以南の太平洋側、四国、九州の主として温帯

域に分布することが知られている。ほとんど標高

400m以下で気候的には暖温帯に位置する房総丘

陵のヒメコマツ個体群は、氷期の遺存分布である

と考えられている（沼田　1970など）。

1）千葉エコロジーセンター：千葉県君津市久留里市場23

2）千葉県立中央博物館：千葉市中央区青葉町955･2

3）千葉県立中央博物館友の会：千葉市中央区青葉町955･2

4）千葉県生物学会

5）横浜国立大学

-

　最近、房総のヒメコマツ個体群が急速に縮小し

ていることが明らかになり、藤平（2000）によれ

ば、高宕山系南部で確認されたヒメコマツの生存

個体は2000年6月現在わずか26本で、過去12年間

に9割以上の個体が枯死したと推定された。その

他の分布地でも同様に枯死が目立ち、このままで

は地域個体群の絶滅も危惧される。そのため保護

対策立案の基礎として個体群サイズや分布構造な
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どを明らかにするために今回の緊急調査を行っ　３．調査方法

た。

２．調査地域

　房総半島におけるヒメコマツの既知の分布範囲

は房総丘陵主稜線周辺に限られている（千葉県環

境部自然保護課　1999）。この範囲は東の清澄

（きよすみ）山系から西の高宕（たかご）山系に

かけての地域で、これ以外の地域にヒメコマツが

分布する可能性はまずないといってよい。今回の

調査ではこの地域を踏査範囲とした（図１）。
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図１　調査地域およびヒメコマツの分布

　清澄山（標高365m）は束京大学大学院農学生

命科学研究科附属演習林千葉演習林（以下、演習

林という）の中に位置する。演習林の西には元清

澄山（標高344m）の国有林が隣接する。元清澄

山の西を縦断する鴨川有料道路の西側の一帯が香

木原地区である。そのさらに西に隣接する清和県

民の森の大部分は県有林で、高宕山（標高330m）

の南部に位置する。清和県民の森の西には国有林

が隣接している。以上が調査範囲の概要である。

　房総半島のヒメコマツに関しては、これまでに

そのほぽ全域でなんらかの群落生態学的調査がな

されている。清澄山系は長谷川ら（1974）、元清

澄山系は蒲谷（1985）、香木原地区は岩瀬・鈴木

（1974）、清和県民の森地区は福嶋ら（1984）、藤

平（1990、2000）、尾崎ら（1990）による調査報

告がそれぞれある。しかし、房総のヒメコマツの

分布域仝体を同時に調査した例はない。

　既知の分布情報を参照しながら調査地域全体を

踏査し、ヒメコマツの全生存個体の発見に努めた。

高さ130cm以上の個体を成本、それ未満のものを

実生として区別した。また、可能な限り多くの枯

死個体をランダムに選び、生存個体と同様の調査

を行った。

３－１．個体調査

　発見した生存個体および調査対象とした枯死個

体について、以下の項目を記録した。

（1）位置：個体の位置を地図上に記入し、可能な

限りGPSを用いて緯度・経度引票高を測定し記録

した。なお、今回の調査には特注の高感度アンテ

ナを着けた携帯用GPS受信機を使用した。このシ

ステムでは尾根付近であれば僻閉した林冠下でも

4ないし5個以上の衛星の捕捉が可能で、非常に有

効であった。

（2）生育立地：房総丘陵の地形の特徴に基づき、

尾根上、尾根屑、崖ふち、崖途中、斜面、岩上、

平坦面の7つの地形タイプを区別した。尾根肩と

は尾根と斜面の移行部の傾斜変換点。斜面と崖の

違いは、連続的な土壌に覆われているか否かで区

別した。尾根肩、崖ふち、崖途中、斜面について

は、方位と傾斜を記録した。

（3）個体サイズ：直径巻き尺を用いて胸高直径

（高さ130cmの位置の幹の直径）を測定した。ま

た、樹高と生枝下高を測高ポールを用いて測定し

た。

（4）樹冠の健全度：生存個体については、次の５

段階で樹冠の健仝度を判定し記録した。また、樹

形について簡単なスケッチをし、特徴を記録した。

５：樹冠はよく繁り枯れ枝は見当たらない

４：樹冠の一部に枯れ枝がある

３：樹冠の半分程度が枯れている

２：樹冠の大部分が枯れている

１：ごくわずかの枝葉が残るだけ

（5）結実状況：球果の有無について双眼鏡などで

目視して記録した。

３－２．群落組成調査

　ヒメコマツを含む植物群落の組成を隣接個体法
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枯死個体小集団名　　（胱み） 個体数実生成木
一23

12

3

14

比率（％）
-
　16.7

　23.3

　35.0

　11.7

　13.3

健全度

道410号線を境に東西に分けられた。香木原の小　図２　調査個体の胸高直径階分布

集団は元清澄山と清和東部のほぼ中間に位置す

る。元清澄山の小集団は元清澄山の北側の国有林　４－３．生存個体の健全度

内に位置し、国有林の束に隣接する演習林の西ノ　　健全度について記録した60個体についてみると、

沢地区とあわせて一つの小集団をなすものとみな　5段階のうち中程度の健全度3が最も多く35％を占

した。四郎治、荒樫沢、スミ沢の小集団はいずれ　めた（表２）。一見して樹勢が衰えている健全度1

も演習林内にある。　　　　　　　　　　　　　　　　および2の個体も合わせて25％にのぼった。

　小集団ごとの生存個体数は3から23個体であっ　　測定した60個体のうち、球果が確認されたのは

た（表１）。また、実生は10個体しか確認されず、41個体（68.3％）であった。また、最小の個体は

そのうち9個体は四郎治地区で発見された。　　　　胸高直径11.1cmであった。生存個体数が10未満だ

10　20　30　40　50　60　70

　　　胸高直径階（cm）

０

生存個体

表２　生存個体の健全度表１　本調査で確認したヒメコマツの個体数

10 152 調査個体数＝60

- 13－

"-"は確認できなかったことを示す。

枯死個体は、測定した成木のみの数。

6
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（大場・菅原　1980、大場　1984など）によって　　４－２．個体群サイズ構造

記録した。その調査法の大要は次の通りである。　　　生存個体の平均胸高直径は31.3cmで明らかなピ

　調査対象とするヒメコマツを決め、これを参照　－クは持たないが、20～40cm台の個体が75％を占

個体と呼ぶ。参照個体の左右上下に隣接している　め、直径10cm未満の小径木はわずか3個体しかな

他の檀物個体について、その種類名を網羅記録す　かった（図２）。枯死個体の平均直径は38.9cmと

る。参照個体と隣接する別の種類との隣接の程度　生存個体より大きく、30～40cm台の個体が65％を

（隣接度）、参照個体と隣接する種類との植被率の　占め、一山型の分布を示した（図２）。とくに

程度（相対被度）を種類ごとに記録する。得られ　30cm以上のサイズで枯死個体が多いのが目立っ

たデータは、通常のZM学派の方法に準じて作表　た。

操作する･　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　枯死個体　　　　□　生存個体

４．結果

４－１．生存個体数と分布

　踏査の結果、確認された成木の生存個体は75本

であった。これらは東西約15km、南北約4kmの

範囲に分布しており、見かけ上７つの小集団に別

れていた（図１）。本報ではこれらの小集団を西

から順に清和西部、清和東部、香木原、元清澄山、

四郎治、荒樫沢、スミ沢と呼ぶことにする。

　清和西部と清和束部は高宕山南部の地域で、国
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図３　調査個体の地形タイプ別出現比率

30

った香木原、四郎治、スミ沢では球果を着けた個

体はOないし1個体しかみつからなかった。

４－４．生育立地

　地形タイプ別の分布は図３のようであった。生

存個体は尾根肩と崖ふちに多く、合わせると60％

を超えた。次いで、斜面、崖途中、尾根上の順に

みられ、岩上や平坦面には分布していなかった。

枯死個体もほぼ同様の傾向を示したが、生存個体

　な岩壁上部。ツクバスゲ、カタヒバ、コモチシ

　ダ、ミツデウラボシ、ハコネシダなどで区分さ

　れる。最も自然的な環境に見られ、コセリバオ

　ウレン、カタヒバなどの比較的希少な種類を含

　み、かつてはアワチドリなども存在したと考え

　られる。

　ａ２．コシダー普遍類型：乾いた尾根などに見

　られ√特に特徴的な種類はない。

ｂ．普遍類型：特に特徴とする種類を持たない。

ｃ．　イズセンリョウ類型：主として上部谷壁斜面

に現れ、イズセンリョウ、ユズリハ、タブノキ、

ニセジュズネノキなどで区分される。

　これら区分は傾向としては明らかであるが、複

雑な地形条件下では、異なる型の区分種が混在す

ることもある。

　これまで房総半島のヒメコマツ群落が特別な存

在とされることもあったが、房総半島のヒメコマ

ツ林は紀伊半島のシキミーモミ群集と種類組成が

近いことが明らかである。全国的にみるとヒメコ

マツを含む群落についてさまざまな群集が記載さ

れているが､再検討が必要なことが明らかである。

これについては別に報告する予定である。

に比べると尾根上で多く、尾根肩と崖途中で少な　５．考察

かった。また、尾根肩、崖ふち、崖途中、斜面に　　今回の調査では房総のヒメコマツの分布域すベ

生育する生存個体についてみると、北ないし西向　てを踏査したので、多少の見落としがあるとは予

きの地形に多く、南向きに少ない傾向があった。　想されるが、確認された生存個体数75はこの地域

こうした地形的立地がヒメコマツの天然更新や生

存に重要な意昧をもつ可能性がある。

４－５．ヒメコマツ群落の組成

　ヒメコマツの生存個体、枯死個体を参照個体と

した隣接個体法によって136個の群落データを得

た。調査法が独白のものであるので、群落の区分

については更に検討が必要であるが、組成表を通

常のZM学派の方法に準拠して区分すると次のよ

うになる。

ａ．　コシダ類型：コシダ、ミツバツツジ、ツクバ

ネウツギ、ウリカエデなどを特徴とする。次の2

個の下位区分が可能である。

　ａ１．コシダーツクバスゲ類型：主として急峻

-

の個体群サイズに近い数字であると考えられる。

　1972～1985年の間の調査報告（長谷川ら1974、

岩瀬・鈴木　1974、福嶋ら　1984、蒲谷　1985）

に記録された生存個体数を合計すると約450であ

った。この数字を15～25年前の房総のヒメコマツ

個体群サイズと見なすとしても、現在はその2割

以下に滅少したことになる。この数値は藤平

（2000）が高宕山南部地域について推定した12年

問で9割以上という減少率にも近い。

　したがって、房総のヒメコマツ個体群は過去お

よそ20年の間に急激に減少し、現在では地域個体

群の絶滅が危惧されるレベルまで縮小していると

いえる。また、現在の生存個体でも樹勢の衰えて
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いるものが少なくなく、個体群の縮小は今後数年

のうちにさらに進行するものと予想される。

　さらに、この75個体は3～23個体からなる小集

団に別れて分布しており、小集団間の距離は1～

数km離れている。とりわけ3～6個体しかない香

木原、四郎洽、スミ沢の3小集団は近い将来にも

消滅する危険性が高い。

　個体群のサイズ構造をみると、若齢の個体が極

めて少なく、また実生もごく少数しか確認されな

かったことから考えて、天然更新はほとんどない

ものと考えられる。

　2000年8月には複数の個体から球果を採取した

が、少なくともこのシーズンには、種子の生産が

非常に悪かった。個体数の減少と小集団間の空間

的な隔離のために、風媒花であるヒメコマツの受

粉がうまくいかなくなっている可能性も考えられ

る。今後、小集団内、小集団間の遺伝的多様性の

解析、他地域の個体群との遺伝的な距離等につい

ての研究が必要である。

（2）当面の緊急課題

・地域個体群の遺伝子資源保存：遺伝子資源は生

　息地での個体群保全が望ましいが、最悪の場合

　に備え、種子、苗木等の形で遺伝子資源を保存

　する必要がある。

・集団枯死の抑制と原因究明：最近の集団枯死の

　原因として、まず考えられるのはマツノザイセ

　ンチュウによる被害である。また、1994年夏の

　干ばつのような異常気象も影響している可能性

　がある。さしあたってはこれらの要因を想定し

　た枯死の抑制策を試みると同時に、より詳細な

　原因究明のための調査を進める必要がある。

・天然更新の促進：当該個体群では、天然更新が

　ほとんどみられない。天然更新を促進する人工

　的手法について検討に着手する必要がある。

・人工的繁殖の試み：将来的には人工的繁殖が必

　要になる可能性もあるので、実生や接ぎ木苗に

　よる人工的繁殖について、その方法論的検討に

　着手する必要がある。

　房総丘陵のヒメコマツ個体群の衰退の原因とし　　・千葉県レッドデータブックの見直し:1999年の

ては、マツノザイセンチュウ病（いわゆるマツ枯　　千葉県レッドデータブックではヒメコマツはＣ

れ病）のほか、酸性降下物、人による盗掘、森林　　ランク（要保護生物）に位置付けられているが、

の遷移の進行に伴う僻閉、ニホンジカ等の採食、　　早急に見直し作業を行い、結果を公式発表する

あるいは地球温暖化の影響等、さまざまな要因が　　べきである。

考えられるが、今のところ主な要因を特定するに　（3）基礎的調査研究の必要性

足る証拠は得られていない。今後、原因の特定と

保護対策のための調査研究が不可欠である。

　以上の調査結果を踏まえて、以下のような提言

をまとめた。

６．房総のヒメコマツ個体群保全へ向けての提言

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(要旨)

(1)生物多様性の保全の原則

　ヒメコマツ個体群の保全対策を講じるに当たっ

ては、他の生物や生息地の環境も含めた生態系全

体の保全という見地に立たねばならない。また、

地域個体群内の遺伝的多様性にも配慮しなければ

ならない。このため、ヒメコマツ個体群の保全対

策は総合的かつ長期的な視点をもって計画を立案

し実施されねばならない。

-

　ヒメコマツの保全のためには、生態学的側面、

集団遺伝学的側面、分類学的検討、他地域個体群

との比較など、さまざまな科学的知見が不可欠で

ある。具体的な保全対策と並行してこれらの基礎

的な調査研究を進めることが急務であり、県や国

にはその人的、資金的手当を実施することが求め

られる。

（4）継続的なモニタリングの必要性

　具体的な対策を講じた後、対策の実効性や他ヘ

の影響について継続的にモニタリングする必要が

ある。モニタリングの結果は基礎的調査研究の成

果とともに保全対策ヘフィードバックし、改良す

ることが必要である。

（5）多様な関係者間の連絡調整の必要性

　房総のヒメコマツの分布地は、県有林、国有林、
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大学演習林などにまたがる。また、当グループの

他にも複数の機関が房総のヒメコマツ個体群の保

全ないし遺伝子資源保存に関する事業を実施ある

いは計画している。これらの関係諸機関の協調を

図り総合的な保全対策の方針を立案するための連

絡調整の場として、県自然保護課を事務局とする

｢房総のヒメコマツ個体群保全対策協議会(仮称)｣

を設置する。

(6)NGOの活用

　南房総をはじめとする県内各地には、地元産の

ヒメコマツの保全に関心を持つ県民が少なからず

存在する。これらの民間有志との協力を図ること

が望まれる。
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inventoried in Boso Mountains. ln total，only75 1iving trees were found in an area of ca.

15km x 4km, Seven clustersof treeswere scatteredin the area. The sizeof the clusterswere
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ダム堆砂排出が河川の一次生産者に及ぼす影響

　　　　　　天竜川ダム堆砂問題研究会

　　　　　　　　　村上哲生I）

Effectof released dam dePosit on river Primary Producer

Research grouP on Problems of sand dePositin dam in headwater in the Tenryu River

　　　　　　　　　　　　　　　　　TetsuoMurakami

　河川の一次生産に及ぼすダム貯水の影響を評価するために、天竜川（静岡県）の付着藻

類群集の種類組成、及び現存量、生産速度を調査した。ダム群の下に位置する天竜川下流

域では、燐酸の大部分は懸濁態で供給される特傲が認められた。付着藻類群集は、

ﾒ1油ｕｄｓ属やNal)icula属の珪藻が優先していた。付着藻類の現存量は、研究期間中、広

い範囲で変動し、水質の季節変化との有意な関係は認められなかった。溶存酸素の日変動

に基づき推定された一次生産速度は、冬期の濁った河川環境下では、低い値であった。

はじめに

　ダム貯水池の堆砂（高杉､1980）や下流への冷濁

水の放流（新井､1980）などの障害についてはしば

しば言及されているものの、具体的な河川生物ヘ

の影響については、観測資料を伴なった議論はほ

とんど目にすることはない。本研究は、ダムが連

続する河川として知られている天竜川の下流（静

岡県）を対象として、ダムから放流される冷濁水

に常時曝されている河川での付着藻類の種類組

成、現存量、及び一次生産速度の特徴を明らかに

し、生物生産や物質循環の視点から、ダムの影響

を明らかにすることを目的としている。

　天竜川下流部では、常に河川水に白濁が認めら

れ、河床もシルト､粘土の微細な鉱物粒子に覆わ

れていることが多い。シルト･粘土粒子の懸濁に

よる遮光や、堆積による石牒付着面の変化は、付

着生活をする生産者の生育を阻害し、それに依存

するアユ等の水産資源へ悪影響を及ぼすことは当

然予想できる。また本川では、近年、ダムの堆砂

1）名古屋女子大学

-

を豊水時に強制的に排出する実験も行われてお
り

さらに濁りによる環境変化の影響が顕著とな

る可能性も大きい。本研究は、一次生産者への影

響までを対象とするが、生態ピラミッドの基盤と

なる基礎生産者への影響が河川生物の全てに波及

することは言うまでもない。

謂査方法

１．ダムの水温と濁度の分布

　天竜川では最も下流に位置する船明ダムでアユ

の成長期を中心に（2001年3月から８月まで）水温

と濁度の鉛直分布、および河川軸方向への分布を

測定した。鉛直分布は船上からサーミスタ式水温

計を下げて、深度ごとの水温変化を測定した。河

川軸方向の分布は、水温記録計（Onset社製）を

水深ごとに設置した測棹を船に固定し、低速で移

動することにより記録した。濁度は透過散乱方式

の濁度形で測定しホルマジン（NTU）単位で表示

した。
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　また、船明ダム放流口付近で、水温と透視度を

毎日測定し、上流集水域の気象条件との関連を検

討した。

2.栄養塩濃度

　船明ダム～河□間に10地点の定点を設定し、月

にー回の頻度で、総窒素、総燐濃度、及び溶存態

総燐、総窒素濃度を測定した。窒素、燐の分析は、

JISK0102のペルオキソニ硫酸カリウム法で分解の

後、それぞれ、紫外線吸光度法、モリブデン･ブ

ルー法で定量した（日本規格協会､1973）。

３．付着藻類の種類組成、現存量、及び生産速度

　前記の栄養塩測定地点のうち、牒底の平瀬が分

布している地点では、喋付着藻類の現存量と種類

組成を調査した。採集はコドラード（直径４ｃｍ）

を使い定量的な試料を得た。現存量は、一定面積

のクロロフィル量で表示した。クロロフィルの分

析は蛍光光度法による（西渾・千原､1976）。

　生産速度は、平瀬が連続する地点において、酸

素濃度の日変化を測定し、Bott（1996）の方法で推

定した。観測は比較的水が澄んでいた2000年12月

と流水掃砂が実施された2001年２月に実施した。

謨査結果及び考察

１．ダム湛水域での水温、濁度分布
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Fig.1　船明ダム下流における流水掃砂実験時の透

　　　視度と降水量の変化

　　　↓は、実験の開始時期を示す。

-

　船明ダムは、水深10m程度の貯水池であり、

深い湖で見られる季節的な水温成層の発達は認め

られなかった。船明ダムの流入水と流出水の水温

差は、通年１℃以内であったが、貯水により夏季

には温まり、冬季には冷却する傾向が認められた。

夏季の観測では、河川軸に沿って下流に向かう水

温上昇が認められた。屈曲部や支川が流入する湾

状の地点では顕著な水温上昇が観測された。濁度

の鉛直方向の分布も、水温と同じく一様であった。

水深10m程度であっても、湖沼では夏季に顕著

な水温成層が発達することがあるが、船明ダムで

このような現象が見られないのは、流れによる撹

乱の効果が大きい、いわゆる「流れダム」（津

田､1974）であるためと考えられる。

　ダム放流地点での濁り（透視度）の連続観測は、

透視度20～60cmの濁りが通年持続していること

を明らかにした。一年間の観測結果を集計し、透

視度の頻度分布を求める予定にしている。流水掃

砂時の透視度の低下も顕著であった（Fig.1）。通

常、上流で降雨があった時期に透視度の低下が見

られることが多いが、流水掃砂実験時には、安定

した気象条件にも関わらず、常よりも低い、40
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Fig.2　天竜川の窒素、燐濃度（2001.3）

　　Sta.1は秋葉ダム直下、Sta.10は河□付近の調査地点。
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変動の規模は、濁りが少ない時期(2000年12月)

も、流水掃砂により濁度が50～60 NTU と高い時

期(2001年２月)でもほとんど変化がなく、短期

間の濁りの影響を明らかにすることはできなかっ

た。これは､浅い瀬の部分では多少の濁りがあっ

ても川底の牒面まで光が十分透過するためであ

･W-り掃砂実験以前清水時期こ発達付

　　着群集の生産に何ら影響を及ぼさなかったものと
21

思われる。しかし、濁りの付着生物に及ぽす長期

的な影響は、天竜川の付着藻類量とダム等による

濁りが軽微な河川でのそれと比較しなければ明ら

かとはならない。ダム建設がアユ漁に及ぼす影響

が問題となっている熊本県球磨川の調査では、ダ

ムのある本川では、ダムのない支川､川辺川に比

べ､季節によっては現存量が1/5程度になるとの結

果も得られている(村上他､未発表)。

おわりに

　調査の様々な面についてご協力いただいた天竜

川漁業協同組合の皆様に謝意を表する。本研究は、

プロ・ナトゥーラ・ファンドの助成期間が終丁し

た後も､当分の間、天竜漁協の援助で継続される。

ダムの影響の把握は、毎年流況等が異なるため、

単年度で結論を下すことはできない。今後とも継

続的に資料を収集し、影響を明らかにするととも

に、流水掃砂の環境影響についても、科学的根拠

に基づく議論を進める予定である。
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Fig.3　天竜川下流の平瀬における清水時(上図)

と流水掃砂時(下図)の溶存酸素濃度の日変動

cm以下の透視度が記録された。

2.栄養塩の供給形態

　天竜川下流部の総窒素､総燐濃度は、それぞれ、

O.8～1.1 mg LI、O.02～O.06 mgL‘1であった。天竜

川の源頭である諏訪湖では、総燐濃度は0.1mgLI

に達するが、下流で低い濃度であるのは、藻類の

形で供給される懸濁態燐の河床への堆積と、汚染

されていない支川の流入による希釈効果のためで

あろう。

　天竜川の栄養塩供給に関しては、懸濁態燐の濃

度が、他の河川と比べて高いことが注目される

(Fig.2)。恐らく、濁りの原因となっているシルト

や粘土に吸着されて､藻類等の生物が直ちに利用

できない形態であると思われる。懸濁態の栄養塩

と溶存態のそれは、河川や貯水池､海での挙動が

互いに異なっており、天竜川河□部の生産を考え

る際、重要な問題となる。

3.付着藻類の生産

　天竜川下流部の石牒付着藻類の現存量は、季節

や地点により変動が大きかったが、クロロフィル

量として、概ね50～300μgcm-2の範囲であった。

付着藻類被膜の優占種は、ほとんどの試料で珪藻

類であった。現存量と種類組成の変動と、気象、

流況、摂食圧等の要因との関連は､今後検討する

予定である。

　天竜川の平瀬における溶存酸素量の日変動は、

晴天時の日照が良好な条件下でも小さく、一次生

産速度も小さいものと推定された。酸素濃度の日



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Summary

　　　Flora，biornassand Primary Prodllction rate of PeriPhytic communities in the Tenryu River，

Shizuoka Prefecture，Central JaPanvvere exarnined to evaluate effects of dam imPoundment on river

Primary Producer. ln the Lower Tenryu downstream of dams， the river watel'was characterized by high

turbidity. Most of PhosPhorus Mras suPPlied as Particulate from to downstream. ln the PeriPhytic

communities, diatoms such as jdlnαnぴles sPP. and 7Va�c�αsPP.were dominant. Algal biomass showed

widerange of variationsduring study period and no significantcorrelationwithseasonal nuctuations in

water qualities.Primary Production rates estimated by diumal fluctuationsin dissolved oxygen were low

in winter under turbid riverconditions.
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　移入鳥類の野生化の実態

　九州大学移人鳥類研究グループ

江口和洋I)，天野一葉弘坂梨仁彦･)

Ecological and genetic researches onthe exPansion of exoticbirds in JaPan

　　Kyushu universityintroduced birdsresearch grouP

Kazuhiro Eguchi, Hitoha E･ Amano ＆Masahiko Sakanashi

　移入鳥類の目撃情報を収集するとともに、ソウシチョウについて生態学的、遺伝学的研

究を行った。35都道府県から564件の情報が得られた。繁殖の可能性のある種は52種で、

従来より大きく増加していた。移入鳥類は撹乱された環境で多く見られるが、ソウシチョ

ウやガピチョウ類などが、自然林へ侵入していた。ソウシチョウはササ密度の違いにより

ウグイスと営巣場所を違えていた。また、ササ群落上方の森林下層部で、飛びかかりによ

って飛翔性昆虫を捕らえることで、同所するシジュウカラ類との重複の程度を弱めていた。

国内4繁殖集団（筑波山・六甲山・油山・えびの高原）と中国の計93個体について、ミト

コンドリアDNA control領域661塩基の配列を決定した。中国の集団に比べて、ハプロタイ

プ多様度と遺伝的変異量が低く、移入に伴う創始者効果と遺伝的浮動が示唆された。国内

集団同士は互いに分化し、遺伝的な隔離が示唆された。

　交通の発達、国際商取引の発展にともない、本

来の生息域外への生物の人為的移動が急激に増え

てきた。国際自然保護連合（IUCN）は、生物移

入は生物多様性の保全への最大の脅威であると認

識している。在来動物群集や環境に対する移入鳥

類の影響は、有蹄類や食肉類のように劇的なもの

ではないが、長期的に見て、その影響は無視でき

ない。本研究では国内での移入鳥類の定着の実態

を調べ、特に近年個体数が増加しつつあるソウシ

チョウ（む必面公lz尚α）について、定着の過程と

その影響を明らかにするために、生態学的、遺伝

学的研究を行った。ソウシチョウは中国中部から

ヒマラヤにかけて分布しているスズメ目チメドリ

I）九州大学大学院理学研究院生物科学部門

2）九州大学大学院比較社会文化学府

-

科の鳥である(h)ng 1981)。日本には原産しない

が、江戸時代中期から飼い鳥として輪入されてい

た。ところが、1980年前後から日本国内各地の落

葉広葉樹林や照葉樹林で、野生化個体が急速に数

を増加させている(江□・増田1994、江口・天

野1999)。

I.移入鳥類の国内での広がり

　野鳥の会支部会報、自然系雑誌、メーリングリ

ストなどを通じて、移入鳥類の野外での目撃情報

を収集した。 35都道府県から564件の情報が得ら

れ、このうち種名などが不確かなものを除く、

520件（9目20科79種）について分析を行った。分
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表１　繁殖の可能性のある種ないし亜種

インコ目　オウム科

　　　　　　インコ科

カモ目

キジ目

カモ科

キジ科

オカメインコ

オキナインコ．セキセイインコ，ダルマインコ，

ミカズキインコ

I

ホンセイインコ

I

ワカケホンセイ

12⊆!j

アメリカオシ，オオハクチョウ，コハクチョウ，

コブハクチョウ，バリケン

イワシャコ,オナガキジ.キンケイ.コウライキジ･。

S!Sむ1J4こ4。コリ

.

ンウズラ，ヒメウズラ，ムナグ

ロシャコ

I

ヨーロッバヤマウズラ

コウノトリ目コウノトリ科インドトキコウ

ハト目　　ハト科　　ウスユキバト，ドバト

スズメ目　ヒヨドリ科コウラウン

　　　　チメドリ科カオグロガビチョウ，カオジロガビチョウ，ガビ

　　　　　　　　チョウ，ソウシチョウ　　　　　　　　ー-
　　　　ホオジロ科コウカンチョウ

　　　　アトリ科　ゴシキヒワ

　　　　カエデチョウ科イッコウチョウ，カエデチョウ，キンカチョウ，

　　　　　　　　キンバラ',ギンパラ．ジュウシマツ゛,ヘキチョウ，

　　　　　　　　べニスズメ

　　　　　　　　ー　　　　ハタオりドリ科キンランチョウ,コウヨウジャク,テンニンチョウ．

　　　　　　　　ブンチョウ

　　　　ムクドリ科カバイロハッカ，ソデグロムクドリ，ハイイロハ

　　　　　　　　ッカ，ハッカチョウ，モリハッカ

　　　　カラス科　カササギ，ヤマムスメ

下線は繁殖確認の情報があるもの，゛印は亜種名ないし品種名

表２　目撃件数の多い上位5種が確認された都道

　　　府県．括弧内は確認市町村数を示す

ソウシチョウ

21都府県

べニスズメ

12県

栃冰（１），茨墟（１）．･神奈jll（2）.堵玉（））.4｛j;H｝）

新－（ｎ，長野（2）.ll』梨（２）．肺圖（４），奈良□）

大阪（ｌ），兵庫Ｃ２），鳥取（｜）．高知〔２１福調12〕

14ぞＳ７１２３．長崎｛３ｊ．大分（刳．繍本（li）.宮岫（10）

鹿児島（Ｏ

栃＊（１），茨墟（２）．－ＩＨ３】，神奈||目１）．千艶１５）

長野（１ ３．萱匈目Ｕ．兵庫（li）.111【1（1），Sjl目２）

高匈□５）．寫崎｛１｝

ハ･ッカチ１ウ　神奈111（1），長野（1）.li庫（？）．痔川｛21，例1繩（1）

5県

ガピチョウ　福島（ｌ），埼ｊｌＨ７）．神奈jl目２１，長野６）．編岡（３）．

６県　　　　大分（１）

セキセイインコ栃冰（１），壇玉（１）．゛ｒ･朗（１１．長野（１）．奈良ｇ】）

８県　　　　兵庫（１），高匈□１】．官崎｛Ｄ

類群毎ではスズメ目が40種と最も多く、次いでイ

ンコ目14種、キジ目11種、カモ目7種、ハト目3種

で、コウノトリ目、キツツキ目、フラミンゴ目、

ペリカン目がそれぞれ1種であった。繁殖は19種

で記録されていたが、繁殖期に複数個体で目撃き

れるなど、繁殖の可能性のあるものは亜種を含め

て、52種類であった（表１）。これは江口・天野

（1999）の約30種から大きく増加している。

-

　ソウシチョウ（78件）、べニスズメ（63件）、ハ

ッカチョウ（51件）、ガビチョウ（36件）、セキセ

イインコ（25件）などが多かった。表２に、これ

らの種が確認された都道府県の分布を示す。この

うち、ソウシチョウは関束から九州までの21府県

について情報が得られ、九州では全7県で生息が

確認されている。べニスズメは関東に多く12県、

ハッカチョウは５県で、兵庫県内で多く見られて

いる。ガビチョウは北部九州と関東近辺に限られ

（6県）、セキセイインコは散発的に８県で目撃さ

れている。

　繁殖の可能性のある種について、水禽を除く全

249件の生息環境をまとめた。アシ原、河川敷、

草原などは113件で鏝も多く、18種の種と亜種が

含まれ、ハッカチョウとべニスズメの記録が圧倒

的に多かった。市街地、住宅地、農耕地などでは

74件、32種類で、ハッカチョウとインコ類が多か

った。森林では62件、9種類で、ソウシチョウ、

ガビチョウ、コジュケイが多かった。このように、

移入鳥類の多くは、河川敷、住宅地、農耕地など、

人の撹乱が生じている環境で多く見られている

が、ソウシチョウやガビチョウ類（3種）などが、

自然林へ侵入していた。

II.ソウシチョウの生息環境

　ソウシチョウの採餌空間利用に関する生態学的

な位置を、同所的に生息する鳥類群集のうち、似

た採餌ギルドに属すると考えられるシジュウカラ

科鳥類（カラ類）やウグイスとの間で比軟した。

1）方法

　調査は、1997年と2000年の4月から９月に、主に

宮崎県と鹿児島県にまたがる、えびの高原で行っ

た。主調査地はアカマツPim4s de?lsiμoya、ミズナ

ラQt4em4sc咆鉢la、などが優占する混交林である。

森林の下層部には、約2mの高さのスズタケ

Sas(皿哨)k boredsが優占し、場所によってはパ

ッチ状の裸地が見られた。林内を歩きまわり、ソ

ウシチョウ、カラ類（シジュウカラPayt4s majoy、

ヤマガラＰ．ｌａｙｈ４ｓ、ヒガラ？.atey、コガラ？．

ｓ凹1αns）とウグイスCd治zjゆ勧ｕ、エナガ
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ylggii,2jasas必fgsの個体または群れに出会うた　表３

びに，1個体につき達続10サンプルまで採餌行動，

のデータをとった。 2001年には菊池渓谷、泊山で

補助的なデータをとった。

　採餌中の個体について、採餌高・採餌した樹木

の高さ、採餌部位・採餌場所のササの有無・採餌

方法を記録した。採餌部位として、葉・小枝・太

枝・幹・下生え・地表・空中の7類型、採餌方法

として、つまみ捕り・飛びつき・空中停止・空中

採餌・つつき・ぶらさがり・とびかかりの7類型

に分けた。

　飛翔性昆虫の林内での分布について、1997年、

2000年に調査を行った。ササ群落上部と裸地上部

の飛翔性昆虫の分布を測るため、1997年5月に、

ササ群落の内側1mの地点と、そこから10m離れた

裸地の地点に、500mlアルミ缶の周囲にとりもち

をつけたトラップを、地上から3-4mの高さに各1

個ずつ設置した。　トラップの組を主調査地内に50

ケ所配置した。２日後に回収し、付着したクモ類

と昆虫を記録した。ササ群落上方の飛翔性昆虫の

垂直分布を測るため、2000年4、5、8月に、ハエ

取り用の粘着性テープ（70 cm x3.5cm；両面粘

着）を釣り糸に沿って固定し、ササ群落の葉層の

1m上（地上から高さ約３ｍ）と４ｍ上（地上から

高さ約６ｍ）に各1個設置した。これらのトラッ

プを主調査地内に15ケ所配置した。２日後に回収

し、トラップに付着した昆虫・クモ類などを記録

した。

2）結果

　ソウシチョウは森林内の高さ2-6m（特に2-4m）

を主な採餌空間にしていた。ウグイスは主に4m

以下の下層部を利用し､-カラ類とエナガはソウシ

チョウよりも上方の、8m以上の森林上層部をよ

く利用していた（表３）。採餌部位については、

どの種も葉層部をよく利用していたが、これに加

えて、カラ類は幹や下層部でも比較的多く採餌し

ていた。ウグイスを除くどの種も、観察の半分近

くはつまみ捕りで採餌をしていたが、ソウシチョ

ウはとびかかり採餌法が多く、カラ類とエナガは、

ぶらさがりやつつきが多い点が異なっていた。ウ

-

ササの存在

　あり

　なし

　合計

採餌部位

部
　
　
　
’
‘

層
幹
枝
洗

下
　
　
葉

　空中

　合計

採餌高(ｍ)

　０～２

　２～４

　４～６

　６～８

　８ｍ＜

　合計

採餌方法

つまみ捕り

ぶらさがり

　つつき

とびかかり

空中停|ll

空中採餌

　その他

　合計

ソウシチョウと同所在来鳥類の採餌行動の

比較（えびの高原のデータ）
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グイスは、大部分つまみ捕り採餌を行っていた。

ソウシチョウとウグイス、ヤマガラは、それぞれ

下生えにササがあるところで多く採餌する傾向が

見られた、一方、シジュウカラとエナガはササ群

落を避ける傾向がみられた。ソウシチョウがとび

かかりで頻繁に採餌し、森林下層部を主な採餌空

間とするという傾向は林層が似ている菊池渓谷、

林層の異なる油山でも見られた。菊池渓谷でのカ

ラ類との採餌空間の分離傾向はえびの高原と同様

であった。

　ササ群落と裸地上部の飛翔性昆虫・クモ類の個

体数を比軟すると、体長1cm以下のものについて

は有意差が見られなかった。特に数が多かったシ

リアゲムシは、ササ群落上部にやや個体数が多い

傾向が見られた（対応のあるt検定:df＝49､t＝

1.937､p＝O.059）。

　ササ群落の葉層のすぐ上と森林の上層部で飛翔

性昆虫・クモ類の個体数を比較すると、総個体数

では、どの月もササ群落の葉層のすぐ上の方が多

かったが、有意差は4月だけに見られた。分類群
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毎では、4月のハエ類、8月のハエ類とハチ類の個

体数で、ササ群落の葉層のすぐ上の方が有意に多

い傾向があった。8月の甲虫類の個体数は、森林

の上層部の方が有意に多かった(すべてWilcoxon

の符号付順位検定による)。

3)考察

　Amano＆Eguchi(2002)によると、ソウシチョ

ウは落葉広葉樹林林床のササ群落内に営巣し、九

州ではウグイスと営巣環境が重複するが、選好す

るスズタケ密度がやや異なり、ウグイスは密度の

高い地域に営巣し、ソウシチョウはスズタケ密度

には影響されることが少なかった。同じササ群落

での営巣でありながら、巣の固定方法の違いによ

り、選択する場所を違えている。

　採餌場所については、カラ類は採餌高の幅が広
く ソウシチョウの採餌空間と重なっていたが、

森林のより上層を主に利用していた。ウグイスは

下生えの中を主に利用していた。ソウシチョウは

ササ群落のすぐ上の樹木の葉層でとびかかり採餌

をするという、独特の採餌空間利用と採餌方法の

特徴があることがわかった。この採餌空間は飛翔

性昆虫が多く、他種はあまり利用しない傾向があ

った。このようにソウシチョウは、カラ類やウグ

イスがあまり利用していない、森林下層部のやぶ

の多い環境の飛翔性昆虫という資源を有効に利用

していると考えられ、似た採餌ニッチを持つ在来

鳥類群集との食物資源における激しい競争は見ら

れなかった。この傾向は異なる地域個体群でも同

様に見られている（江口・増田1994、本研究）。

このことは、九州のソウシチョウの生息環境には、

森林下層郎を利用する種が少なく、有力な競争種

がいなかったためソウシチョウが定着できたとい

う、江□・増田（1994）の主張を支持している。

III.ソウシチョウの分布拡大

1）方法

　1998年～2001年にかけて、茨城県筑波山、兵庫

県六甲山、福岡県油山、英彦山、佐賀県脊振山、

熊本県菊池渓谷、五家荘、五木村、官崎県椎葉村、

宮崎県と鹿児島県にまたがる霧島山系えびの高原

-

において、かすみ網を用いてソウシチョウの捕獲

を行った。

　各個体の翼長・全嘴峰長・嘴高・ふしょ長・尾

長・体重を測定し、カラーリングで標識し、採血

後に放鳥した。捕獲個体の翼下静脈から約50-150

μ1の血液を採取した。血液はバッファー

（10mM Tris-HCI､ 25mM EDTA､50mM NaCI､0.2%

SDS､pH 8､0）に入れて保存した。油山の標本の一

部は肝臓または筋肉を用いた。また、原産地の中

国において、販売店の飼育個体から血液標本を採

集した。採集地は販売店からの情報に基づいた。

中国のサンプルは各地点のサンプル数が少ないの

でまとめて解析した。外群として、同属のゴシキ

ソウシチョウ（£＆涵咄;α９�ａ治）2サンプル

を用いた。

　血液と肝臓の各サンプルから、lsoquick Kit ま

たはＱＩＡＤＮＡ抽出キット（ＱＩＡＧＥＮ）を用いて

ＤＮＡを抽出した。ミトコンドリアＤＮＡコントロ

ール領域の断片約700塩基対を標準的なPCR法で

増幅した。プライマーLCRJとH1248で、コント

ロール領域のライトドメインの3’末端側の774塩基

を増幅した。内側に3つのプライマー、重鎖側の

Hcont1（5’-AGTITGAGACGGGCrrATCC-3’）、

Hcont499（5’-TAAAAAGAATGGAT GAAAAA-3’）

と軽鎖側のLcont1（5 ’-GGATA AGCCCGTCTCAA

ACT-3’）を設定した。PCRは95℃1分間に続き、

95℃30秒間、57℃30秒間、72℃1分間を30回くり

返し、最後に72℃4分間のように設定した。 PCR

産物の精製は、QIA PCR精製キットまたは1％ゲ

ルから切り出して、ＱＩＡＧＥＮゲル抽出キット

（QIAGEN）を用いて行った。PCR産物はABI377

またはABI3100（Applied Biosystems lnc.）シーク

エンサーを用いて、ダイレクトシークエンスを行

った。塩基配列は、Sequence Navigator ver. 1.0

（Applied Biosystems lnc.）とSeqPup ver. 0.6でア

ライメントした。塩基配列の編集にはSe-Al ver.

2.0a7bを用いた。

　ソウシチョウとゴシキソウシチョウの平均遺伝

距離、ソウシチョウのヌクレオチド構成はMEGA

ver.2.1（Kumar et al.2001）を用いて計算したっ

24－



塩基多様度π(Nei 1987)、DNA多型量∂ｗ　表4

(Watterson1975)、ハプロタイプ多様度(h＝n(1-

Σxi2)バn-1)；ただし、ｎはサンプル数、xiはハプ

ロタイプiの頻度（Nei 1987））、TgjimalsD （D＝

（ｘ－０w/（√（var（zr -θw）））、集団の分化の指

標を表すWrightの固定指数Fst､集団間の移動の交

流の程度を示すNm（=（1-Fst）/2Fst）（Hudson et

al.1992）を、DNAsp ver.3.01（Rozas＆Rozas1999）

を用いて計算した｡Tajima’s Dは無限サイトモデル

と集団サイズ一定を仮定し、中立的な分子進化か

らの逸脱の程度を示す（Tajima 1989）。

　全標本のDNA分析はまだ完了していないので、

今回は筑波山、六甲山、油山、えびの高原、およ

び原産地の中国の標本を用いて解析を行った。

2）結果および考察

　解析には661塩基を用いた。 93個体のソウシチ

ョウの塩基配列は17変異サイト（2.57％）を示し、

そのうちの7サイト（1.06%）は系統学的に情報の

あるサイトだった。ソウシチョウの全サンプルに

は挿入または欠失はみられず、全ての塩基置換は

トランジションだった。ソウシチョウとゴシキソ

ウシチョウの間の遺伝距離は5.92%で、ソウシチ

ョウの全ハプロタイプ問の平均遺伝距離は0.42％

であった（0.00％～0.92%）。

　塩基多様度､rの平均値は0.0024であった（表４）。

日本の各集団と全日本の7rと∂ｗは、中国の集団

より小さかった。特に六甲山の集団は小さく、油

山の集団は大きかった。 Tajima’s Dはどの集団で

も負に偏る傾向があった。中国のTajima’s Dは5%

水準で有意に負に偏っていた（表４）。

　全部で20ハプロタイプが見られた。日本の4集

団は合わせて15ハプロタイプ、中国の集団に13ハ

プロタイプ見られた。2つの主要なハプロタイプ

は、それぞれ全個体の38.7％と10.8％を占めてい

た。最も主要なハプロタイプは筑波の集団以外の

全ての集団で見られた。ハプロタイプの40％

（8/20）は日本と中国で共通してみられ、全個体

の70％（65/93）を占めていた。日本の4集団を比

較すると、互いに排他的な12ハプロタイプ（80%）

-

標本採集地，標本数，ハプロタイプ数，ハ

プロタイプ多様度，塩基多様度（,r），

DNA多型量（∂w），Tijimals D

採集地
一筑波由

六甲山

油由

えぴの高原

日本ｔ体

中国

全標本
゛:IM0.05

控本数ハフロタイブ数ハフロタイフ多紬変
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9
2
1
7
5
1
8
9
3

３
３
７
６
５
３
０

　
　
　
　
　
　
　
１
１
り
″
｀

0.56

0.42

0.77

0.76

0.釦

0.93

0.83

π //w Tiima'sD
0.0018 0.0019　-0.{B

0.0008 0.0013　･0.98

0.(X)26 0.0(乃5　-0.S

0.0019 0､0025　-0.S

0.(X)23 0.0040　-1.20

0.0029 0.0057 -187゛

0.(X)24 0.(X)50　-1.48

を持っていた。中国の集団は日本にない5ハプロ

タイプ（38%）持っていた。中国の集団はサンプ

ル数が少ないにもかかわらず、日本全体よりハプ

ロタイプ数が多く、ハプロタイプ多様度は高かっ

た（表４）。これらは筑波山と六甲山の集団では

小さい傾向があった。六甲山の集団は、ハプロタ

イプ数が少ない上、最も主要なハプロタイプの割

合が高かったため、ハプロタイプ多様度が低かっ

た。これは、創始者個体数が少なかったか、また

は、移入後、集団が一時的に小さくなったことを

示唆する。

　原産地と比較すると、日本の各集団には、塩基

多様度、ハプロタイプ数、ハプロタイプ多様度の

低下がみられた。これは移入に伴う創始者効果、

またはその後の遺伝的浮動によるものと考えられ

る。ＤＮＡ多型量の減少の程度が小さかったのは、

移入個体数が多かったこと、多回移入があったこ

と、集団が急速に拡大し、まれなハプロタイプが

失われなかったこと、などの理由が考えられる。

　筑波山と他の集団の間ではFstは特に大きく、

筑波山の集団は他の集団と分化の程度が大きいこ

とが示された。集団間の遺伝子交流の程度を表す

Ｎｍは筑波と他の仝集団との間で小さかった。一

方、筑波以外の日本の集団と中国との間では大き

かった（表５）。

　筑波山の集団では、93％の個体が独特のハプロ

タイプを持っており、他の集団との遺伝的な分化

の程度が大きかった。筑波山集団は形態的にも他

の集団と異なっており、移入後にボトルネックを

経験して独特のハプロタイプのみが集団内に残っ

たか、あるいは、他の日本の集団の移入元とは異
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表5　Fst（右上段）とNm（左下段）の推定値

一一----･
　筑波山

筑波由

六甲山

油山

えびの高原

中国

0.42

0.83

0.65

0.83

口本

---

六甲山　油山　えびの仙

４
　
１
４

0
.
5
‘
６
３

　0.38

0.075

8.3

20.7　　145.9

　0.43

　0.13

0.057

36.6

Hudson,Slatkin＆Maddison（1992）に従って計算．

原

中国

　0.38

　0.024

0.0034

　0.013

多くの方々には厚くお礼を申し上げる。また、下

記の個入、機関には野外調査に際して種々の援助

をいただいた。厚くお札を申し上げる。上谷川則

男、束條一史、中村秀哉、大城明夫、黒田治男、

鴨川誠、中園敏之の各氏、九州大学農学部宮崎演

習林、九州大学英彦山生物学研究所、福岡市油山

市民の森管理事務所。

なった集団からの移入があったと考えられる。筑

波山以外の日本の各集団と中国の集団とは分化し　参考文献

ていなかった。これは，現在主に香港経由でソウ　Amano，H.E.＆Eguchi，K.2002.Nest-site

シチョウが移入されていることや，日本の野外で　　selection of the Red-billedLeiothrixand Japanese

見られるソウシチョウが，中国地域に主に分布す　　Bush Warbler in Japan.0rnithological

る2亜種と同じ体色を持つことと矛盾しない。　　　　　Science1:101-110｡

　今回の分析により，国内集団は互いに有意に分　江口和洋・天野一葉｡2000.移入鳥類の諸問題。

化し，遺伝的にある程度隔離されていることが示　　保全生態学研究｡5:131-148.

唆された。ソウシチョウは季節的に生息する標高　江口和洋・増田智久｡1994.九州におけるソウシ

を変えるなど多少の移動をするが，本来長距離の　　チョウLeiotkyixh4teaの生息環境。日本鳥学会誌

移動を行なわないと考えられることから，国内の　　43:91-100.

ソウシチョウ集団のうち，1980年頃に個体数の増　Hudson,R.R.,Slatkin,M.＆Maddison,W.P.1992.

加が確認されるようになった各地域の集団は，そ　　Estimation of levels of gene now from DNA

れぞれ独立な起源から派生したと考えられる。　　　　sequence data. Genetics 132: 583-589｡

　負のTajima's Dは，ミトコンドリア遺伝子全体　Kumar,S,Tamura,K,Jakobsen,I.B＆Nei,M.

に自然選択が働いたか，あるいは過去に集団が急　　2001.MEGA2: MOlecular Evolutionary Genetics

激に拡大したことを示唆すると考えられている　　Analysis software,Bioinformatics(submitted)｡

(Tajima 1989)。中国の集団のTajima's Dは有意に　Long,J.L.1981.1ntroduced Birds of the World.

負であり，数万年以前に中国の集団の急激な拡大　　Reed,Wellington.

があったのかもしれない。日本の集団では，負へ　Nei,M，1987.MOlecular Evolutionary Genetics.

の偏りは小さく，有意ではなかった。これは，移　　COlumbia university Press, NewYork.

入にともなってボトルネックを経たことを示すと　Rozas,J＆Rozas,R.1999.DnaSP version 3: an

考えられる。
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　　　We conducted an enquiry research through intemet mailing lists and journals of

birding dubs， and ecological and genetic researches of the Red-billed Leiothrix， one of

dominant introduced birds in JaPan･ ln total, we collected 564 cases of information from 35

prefectures. Fifty'two sPecies were Possible to breed out of cages. Most sPecies bred in

human'disturbed habitats･ but Red-billed Leiothrix and three sPecies of laughing'thrushes

have invaded into native forests.lntersPecific comPetition is Plausible for nest-site with the

JaPanese Bush Warbler， and for foraging habitat with symPatric Parids， JaPaneseBush

Warbler and Long-tailed Tit. However， overlaP was minimised by differential nest-site

Preference based on the density of undergrowth, and segregation of foraging micro'habitat

among sPecies. Genetic relationshiPs among four JaPanese locaI POPulations (Mt. Tsukuba，

Mt. Rokkou， Mt. Aburayama and Ebino)and a comPlex of ChinesePOPulations vvere

examined based on sequencing of mitochondriaI DNA control region. ln each JaPanese

POPulation， both haPlotyPic diversity and genetic variation were smaller than in the

Chinese POPulation， which suggests a founder effect and/or genetic drift on and after

introdudion. Significant genetic differentiations among JaPanesePOPulations suggest

restricted gene flows among them.
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ロシアに

第11期ブロ・ナトゥーラ・フ７ンド助成成果報告游（2002）

おけるシマフクロウの生息環境調査と日本の保護への応用

　　　　　　日露シマフクロウ研究グループ

　　竹中　健1）SergeySurmach2）Sergey Abdeyuk3）

Habitat study of the Blakistonls Fish Owls in Russia and

the aPPlication of its results to the conservation in JaPan

　　　　　　　　　　　JaPanand Russia･ lnternationa1 Fish Ow1 Research GrouP

　　　　　　　　　　　　TakeshiTakenaka (Fish Ow1 Environmenta1 Research)

Sergey Surmach (lnstituteof Biology and SoilSciences･lab. 0mithology･ Academy of Science Russia.)

　　　　　　　　　　　　　　　　SergeyAbdeyuk (Amur-Ussury Centre)

　日本において個体数が危機的に減少しているシマフクロウの生息環境を保全することを

目的に、原生自然が多く残るロシア沿海地方の日本海に面した地域でシマフクロウの生息

調査と環境調査を行った。調査の結果、多数のシマフクロウを確認し、極めて高密度に生

息することが明らかとなった。行動圏の大きさは6－8kmと推定され、日本の個体の行動

圏より小さかった。営巣木はサイズが北海道のものと同じレベルであった。河川には春か

ら初冬にかけてサケ科魚類が連統して遡上し、魚類密度も高いと推測され、シマフクロウ

の餌条件は非常に良いと考えられた。生息地の景観は、地形、植物相、動物相、魚類相の

面で北海道と非常によく似ているため、今後詳細かつ定量的な調査を進めることで、過去

の北海道の環境を復元することが可能であると示唆された。―方、現在は自然度が高いが、

周辺の森林伐採が進んでおり予断を許さない状況にあることが明らかになった。

はじめに

　シマフクロウ（Ket卵a blakistolti）は世界に分

布するフクロウ類の中で最大のフクロウであり、

ユーラシア大陸極東沿岸と北海道周辺にしか分布

していない。シマフクロウは2亜種に分類されて

おり、大陸に分布するものをK.b.doeyriesi、北海

道、サハリン、国後の島嶼に分布するものをＫ．ｂ．

哉涵s如μとしている。魚食性で大径木の樹洞に営

巣するシマフクロ｡･ウは自然度の高い環境を生息に

必要とするが、日本では環境悪化が原因で20世紀

1）シマフクロウ環境研究会

2）ロシア科学アカデミー土壌生物学研究所鳥類研究室

3）アムールーウスリー　センター

-

に入って生息域と生息数が激減した。筆者らが現

在確認している生息地は北海道東部を中心にわず

かに約50地点で、成鳥の個体数は120羽程度と推

定しており、RDBの絶滅危惧種に指定されている。

絶滅に瀕するシマフクロウの今後の保護のために

は生息環境の保全が最も重要であるが、個体数の

減少と環境改変が進んでしまった結果、今では保

護の目標となるべき本来の生態や生息環境がはっ

きりとしていない。

　一方、大陸のシマフクロウは、ロシアのシホテ
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アリニ山脈を中心とする地域からオホーツク海に

沿ってマガダン周辺まで分布しているが、近年の

シホテアリニ周辺の調査で多くの生息地が確認さ

れ、相当数の個体がいることが明らかになってき

ている。沿海地方は旧ソビエト時代に開発の手が

比較的入らなかったことから、良好な白然環境が

保たれているとされている。今後の日本のシマフ

クロウ保護を考える上では、原始河川や森林が数

多く残るロシアの生息地を調査し、生息状況や環

境に関する情報を得ることが不可欠である。その

結果を日本の生息地改善もしくは復元に応用する

ことが本調査の主要な目的である。

調査地および調査方法

　過去の独自調査により、沿海地方の日本海沿岸

地域の環境が地形や気候条件など北海道と多くの

点で共通する印象を得ているため、本調査の主要

地域をプリモリエ州のオリガ地方、テルネイ地方、

サマルガ地方に設定した。オリガ地方、テルネイ

地方はロシア側研究者のチームにより1998－2000

年にいくつかの生息地情報を得ており、2000年11

月および2001年6月に日本チームでそれぞれ2週間

の現地調査を行った。調査体制は11月調査は日本

から竹中ほか1名、ロシア側からAbdeyukの計3名、

6月調査は竹中、Abdeyuk（一部参加）の1－2名

で行い、調査地を猟場にする現地ハンターが場合

により調査補助を行った。調査は生息確認調査と

共に、営巣環境、河川環境を調査した。調査地名

は現段階では公表を控えることとし､便宜上河川

名をα、β…と表記する。

　サマルガ地方は今まで全く情報が得られていな

い地域であり、ロシアチーム2名が2001年4月に約

１ヶ月間、本助成で初めて調査を行った。陸路で

のアプローチ方法が無いためヘリコプターで中核

の村に入り、そこを拠点に流域を調査した。サマ

ルガ地域は少数民族のウデゲが伝統的生活を行っ

ている地域でもある。 2001年6月に日本チームの

現地調査を目指したが、交通障害と燃料不足、洪

水のため調査を断念した。

　ロシアの森林ではトラやヒグマなどの猛獣が多

-

いため、生息調査の多くは猟師などの案内人同行

の上、車両もしくは徒歩にて行い、森林での宿泊

は猟師小屋やテントで行った。

　なお、以下の文章で記載される生物種は日本に

分布しないもののみ学名を併記した。

調査結果

I.生息調査

（1）テルネイ地方

　α流域はシホテアリニ山塊の束端にある中規模

の流域である。河口から本流最上流部までの直線

距離は約30kmである。標高1､000m程度の分水嶺

を源流とする。上流でほぼ同規模の支流に別れ、

中流域で支流αＡ、下流地帯で支流αＢ、河□付

近で支流αCが合流する。　αＡは山間部を流れる

10km程度の中規模の支流である（写真１）。αＢ

は緩やかな流れの約10kmの小規模な支流である。

αＣは水源まで20kmと比較的流路長が長く規模の

大きな支流であるが、広い谷部に分流と網状流が

発達している。

　情報収集と調査の結果、この流域には最低7－

8の生息地があることが推測された。図１に鳴声

と痕跡の確認地点、ロシアチームの過去の調査と

最近数年間の繁殖期の鳴声情報、ロシアチームの

確認した営巣地、以上の情報から推定行動圏を示

した。なお、生息数や行動圏は今後情報蓄積が進

むにつれて大きく変わる可能性が高い。

写真１　河川中流部景観（テルネイ地方）
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★ 鳴声確認地点(2001年繁殖期)

　●　痕跡確認地点

　×　主な鴫声惰報地点(繁殖期)

　▼　営巣地

…………;･推定行勁圖

図１　テルネイ地方シマフクロウ生息状況

・α－１　本流αの中流域で住民により毎年春に

鳴き声が聞かれており、ロシアチームも2000年2

月につがいの鳴き声を確認している。本調査では

小集落の下流３ｋｍにおいてつがいを目視、鳴き

声の確認をした。ねぐら地点には多量の羽毛があ

り、やや古いものがあったことから、恒常的に使

っている場所だと思われたが、繁殖は失敗した。

ある日別個体（メス）が現れ一度だけ鳴き声を発

したのに反応して激しく警戒して鳴き、翌日本流

を下流に2km移動し、支流αＡ合流下500mまで鳴

きながら移動した。

・α－2　支流αＡの下流で、ロシアチームが2000

年春に営巣木を特定した。繁殖は失敗した。本調

査では数度の調査でも確認できなかった。 2000年

春にα－1と同時期に確認されていることから別

個体。

・α－3　支流αBでは猟師により毎年つがいの鳴

き声情報が得られている。本調査では確認できな

いをα－4、上流側つがいをα－5とするが、α－

4は1999年にある猟師により密猟されたとの情報

がある。本調査では縄張りの境界線付近の上流

2－ 3kmで11月に複数の足跡を確認し、境界線の

下流1－2kmで6月に鳴き交わしを確認した。α－

４が密猟されていなくなったとすると、本調査で

確認されたのはα－５で、行動圏を多少下流に広

げたのかもしれない。

・α－6　近くに猟師小屋があり、鳴き声はよく

確認されている。 2001年5月にはほぼ同じ地点で

つがいの鳴き交わしが頻繁に聞かれていた。6月

の調査で調査補助者がっがいの鳴き声を聞き、林

内を踏査したところ多量の羽毛を採取した。

・a－7　6月の調査で、明け方に単独の鳴き声を

確認した。　α－6地点から8km上流。つがいかど

うかは不明。

・a－8　支流αＡの営巣地点の上流10kmで住民

により情報がある。つがいかどうか不明。

　β流域は流域αの北にある小流域である。

・β－１　地元住民から情報があり、ロシアチー

ムが2000年に営巣木を確認した。6月の本調査で

つがいを確認した。 2000年の営巣木は利用してい

なかったが、比較的営巣木から近い斜面で鳴き交

わしを始め、鳴きながら上流に移動し、最終的に

3km上流で鳴きやんだ。

　ァ流域は流域ａｌ　βの北に位置し、シホテアリ

ニ山脈の脊梁部を水源とする大規模河川である。

流域の多くでシマフクロウの情報があり、ロシア

チームが1999－2000年に下流地帯で複数つがいの

営巣を確認している（本調査では下流域は到達不

可能で調査は行っていない）。

・y－1　猟師によりつがいの鳴声情報があり、６

月の本調査で単独（オス）の鳴き声を確認した。

かったが、6月の調査期寸前に別の猟師により鳴　（2）オリガ地方

きかわしが聞かれた。

・α－4およびα－5　支流αＣでは、猟師などに

より流域全般に渡って鳴き声の情報がある。ロシ

アチームは1999年繁殖期に下流部の同一地点から

2つがいの鳴き交わしを確認した。下流側のつが
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　オリガ地方∂流域はシホテアリニ山脈の南部地

域に位置する中規模の河川である。 1998年にロシ

アチームが営巣確認した。本調査では11月に現地

調査を行ったが生息の痕跡は確認できなかった。



写真２　採取されたシマフクロウの羽根。日本の

　　　　ものより濃色。
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（3）サマルガ地方

　サマルガ地方はロシアチームのみで調査を行っ

た。調査はサマルガ川本流沿いの中下流域で行い、

4－5地点でつがいを確認した。ただし繁殖地は見

つからなかった。地元猟師（ウデゲ）の話では毎

年3－5羽のシマフクロウを冬に同じ場所で捕獲し

ているが、減ることなく常に補充されているらし

い。また、個体が冬季に上流部から下流部に季節

移動しているふしがあるらしい。ロシアチームは

シマフクロウが捕獲により間引きされていても個

体数が減らないことから、周辺にも相当数の個体

が安定して生息しており、さらに小規模の季節的

移動をしていると考えている。

　シマフクロウを捕獲する猟師は2001年に亡くな

ったらしく、それ以上の細かい情報はわからない

が、シマフクロウの脂肪から民間薬を作るため捕

獲していたそうである。

（4）北海道産亜種との相違

　夜間であるが、α－1個体を比較的近距離で観

察することができた。目視個体（オス）は河川が

道路に接する地点で道路縁に止まり、対岸のメス

と鳴き交わしを行っていた。数分間観察できたが

その後飛び立ちメスと合流した。体長は北海道の

ものと大きな差はないが、羽色はかなり濃く、濃

褐色で頭頂に白い羽毛が目立った。採取した体毛

も褐色が強かった（写真２）。

-

　鳴き声は3つがいと単独オス、単独メスを確認

したが、つがいは北海道産亜種と明らかに違うデ

ュエットを行った。北海道の個体は、オスの

Boo－Booの2声に続けてメスのW(w)ooが答え、

全体として3音がワンセットとなり45－60秒間隔

でデュエットが繰り返される。調査地域の亜種は、

声のトーンは同じであるが、オスHo、メスHo、

オスHoo、メスHuuの順に1声づつ交互に鳴き交わ

しを行い、全体として4声がワンセットで30－45

秒間隔で繰り返された。

2.生息地の景観概要

　シマフクロウが高密度に確認されたα流域につ

いて、生息地の景観の概要を述べる。

　α流域は河□から支流αＡの合流点まで広い沖

積平野になっている。河口には約300軒の集落が

あり、主要な産業は農林水産業と狩猟である。気

温は冬季は－30度以下になることがあるが、内陸

よりは気温が高い。沖には寒流が流れており夏も

あまり気温が上がらない。河□部での川幅は約50

m、水深1－2m、底質は平均5cm程度の丸レキで

ある。川は蛇行と分流を繰り返す。河畔林は安定

した段丘面にはドロノキ、ハルニレの巨木が林立

する。河□近くの低地帯は湿地帯が多いが、多く

は牧草地として利用されている。周辺の丘陵地は

ミズナラ（Q回πｓｓ凹卯＆α）、シナノキ（Tilia

α凹肖sis）、キハダ、シラカバ、ヤエガワカンバ、

イタヤカエデ、ケヤマハンノキ、カラマツ（L(lyix

gmeli筒ii）の二次林である。北海道の植生景観と

酷似する。

　河□近くで合流する支流αＢ、αＣは流域の半

ばまで広い沖積低地と丘陵地である。αＣのつが

いα－5～6の生息地周辺では川幅が15mのBbタイ

プ河川で、川の透明度はきわめて高く、水深

30cm、底質は10－20cmの丸レキで、エビモやバ

イカモが生育しており、非常に安定した流量を維

持している。網状流が発達しており、冬季も凍結

しない部分が多い。上流までほぼ同じ流況である。

αＢとαＣには流路に沿って林道がついているが、

本流に橋がないため白動車の乗り入れができず、
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基本的に狩猟権を持つ一部の猟師以外はあまり入

り込みはない。魚類はサクラマスとオショロコマ

が多い。川べりにはカワウソ(L秘tMh4tya)、アメ

リカミンク(Mz､かぬ咄回、移入種)の痕跡が多

数見られる。αＣは中流からチョウセンゴヨウ、

トドマツ、エソマツの針葉樹が増えはじめる。林

内ではクロテン、イノシシ、ジャコウジカ

(Mz4s油z4sss1汲as)、アカシカ(Cm･s ｡/α顛ｓ)、

ノロシカ(COyeoh4s c卯粍oh4s)、ヒグマ、ツキノ

ワグマ、トラ(Felis tigyis)、キタキッネ、タヌキ、

ユキウサギ、エゾリス、シマリスの痕跡を見るこ

とができる。多くの哺乳類は日本と共通する。

　本流は河□から10kmの支流αＡ合流付近で川に

山地斜面が迫る。ここから上流部は内陸性気候に

変わり、斜面はチョウセンゴヨウ、エゾマツ、ト

ドマツ、カラマツなど針葉樹が優占しはじめるが、

　テルネイ地方の営巣木α－2Nは、2000年の調査

で確認されたが繁殖は失敗した。営巣木はオヒョ

ウニレを主体とする河畔林の胸高直径98cm、樹

高34mのドロノキで、河川から150m、比高4mの

低位河岸段丘上に位置していた。樹洞は地上26m

に位置していた。

　テルネイ地方の営巣木β－1Nは2000年に確認し

たが繁殖は成功しなかった。営巣木は川から30m、

比高2mのドロノキ、ハンノキを主体とする氾濫

原河畔林に位置する、樹高22m、胸高直径96cmの

ドロノキで、地上15mに樹洞があった。

　オリガ地方の営巣木∂－1Nは1999年に繁殖が確

認された。川から30mの低位段丘上に位置する樹

高16m、胸高直径89cmのハルニレで、地上から

7mの位置に樹洞があった（写真３）。

ミズナラ、カンバ類も多い。　α－1地点で本流は　（2）営巣地の植生

Bbタイプの川幅25m、水深30cm、平均径30－

50cmのレキ底となる。河畔林はドロノキ、ヤナ

ギ類、ハルニレだが、チョウセンゴヨウ、トドマ

ツなどの針葉樹も混じり始める。河口から20km

ほどでAaタイプの山地渓流となり、多くの支流と

分流し川幅10m以下となる。明瞭な河畔林帯はな

　テルネイ地方の営巣地α－2Nと、オリガ地方の

営巣地δ－1N周辺の植生調査を行った。植生調査

は、河畔林の中に約200mのラインを3本とり、そ

れぞれ四分角法で胸高直径10cm以上の樹木をラ

ンダムサンプリングして、出現樹木の樹種、胸高

くなり針葉樹が河岸まで迫るようになる。周辺の　写真３　営巣木（オリガ地方）

森林は針葉樹とカンバ類が優占する。本流や支流

αＡには動物の痕跡があるが、林道が流路に沿っ

ているため、支流αＢやαＣに比べると痕跡密度

が低い。

3.営巣環境

（1）営巣木

　ロシア調査チームが1998－2000年に確認した営

巣木の中から調査可能な3本を計測した（表１）。

表１　シマフクロウ営巣木

蜃姪懇癩謳端瀧

33－

予ルネイ地方

子ルネイ地方

オリガ地方-一一－

ドロノキ

ドロノキ

£リレニレ

98

96

89

如
一
１
５
７
一

34

22

16- － － - － ･ -

150

3 0

3 0
一



釦
5
0

　40

930

　20

　10

　　0

■ ■ ･ 皿 ■

　　　　　　　　　テルネイ地方河畔林樹種構成

忿恂吼ｘｻｹﾗ　（1竃n=闇
　　　トrﾏＳ． Ｉ

　ヱソマツｰ､..

ハシFｲ･べ．

IS

イタヤカエデ

－シラカパ

　ニレ(ハルニレ4

tオヒョウ)

k　24s

ケヤマハンノキ

テルネイ地方河畔林胸高厦径分布
　　　(平均36.3cR n=132)

10-29 30-49 　S(ﾄ69

蜘高直－em)

70-89 90-

図２　営巣地河畔林樹種および胸高直径構成

直径､樹高を記載し､樹木密度を算出した（写真4）。

樹木の同定はロシアチームから補助を受けたが、

一部誤認の可能性がある。樹高は目測で行った。

・α－2N

　ランダムサンプリング（計132本）の結果、ニ

レ（ハルニレ、オヒョウニレ）24％、ケヤマハン

ノキ18％、イタヤカエデ17％を主体として、ドロ

ノキ、チョウセンゴヨウ、ヤチダモ、ヤエガワ力

ンバ、シラカバ、エゾマツ、トドマツ、マンシュ

ウクルミ　く､μり面郷ｓ回ぬ加汝α）、ヤナギsp.、ウ

ワミズザクラ（Pn4?唯ssl）｡）、ハシドイ（S函昭α功｡）

の15種が得られた。3本のサンプリングラインで

平均胸高直径および樹木密度は36.8cm－307.5本

/ha、37.0cm－257.9本/ha、35.2cm－327.3本/ha

であった。全体では胸高直径90cm以上の大木が

5.3%と比較的多く、平均36.3cmであった（図２）。

大径木はほとんどがドロノキであった。樹高は高

木層が30－34mの高さであった。

・∂－1N

　ランダムサンプリング（計132本）の結果、ニレ

（ハルニレ、オヒョウニレ）34％、ハシドイ17％、

マンシュウクルミ12％、ヤチダモ10％を主体とし

て、他にキハダ、ウワミズザクラ、ノリウツギ、
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イタヤカエデ、ドロノキの10種が得られた。3本

のサンプリングラインで平均胸高直径および樹木

密度は29.8cm－370.5本/ha、26.3cm－557.2本/ha、

35.7cm－295.0本/haであり、ライン間で大きな差

があった。胸高直径の全平均値は30.6cmで、90cm

以上の大径木は0.8％と少なかった。

4.魚類相および生活史

　魚類相の調査はａ流域住民への聞き取りで行っ

た。流域で主に採捕される魚類はサケ科魚類を中

心に、多くが日本と共通していた。ただし、生活

史が日本のものとやや違った。地元住民の情報を

元に整理すると以下のようになる。

・オショロコマ…極めて多い。5月末－6月遡上、

　10－11月産卵。冬季は河川で過ごし4月に降海。

・サクラマス…極めて多い｡6－8月遡上､9月産卵、

　死亡。河川残留個体としてヤマメが周年いる。

・アメマス…多い。8－9月遡上、10月産卵後、一

　部降海、一部河川残留。

・カラフトマス…極めて多い。7－8月遡上、産卵

　し死亡。

・シロザケ…少い。8－10月遡上、産卵後死亡。

・イトウ…少い。5月遡上、6月産卵、降海。一部
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　は河川に残留。

・ウグイ…多い。春に大量に遡上。

・アブラハヤ…多い。6月に下流部で群れて産卵。

考察

　本調査の中で、特に高密度にシマフクロウが分

布したα流域では、河川沿いに約6－8km長の行

動圏を持っていることが示唆された。これは北海

道でのシマフクロウの一般的な行動圏の大きさ、

河川沿いに10－15kmに比べると明らかに小さい。

ただ、北海道ではシマフクロウが行動圏を接して

多数生息していることはほとんど無いため、行動

圏をある程度拡大していると考えられる。今後営

巣地が特定され、行動圏の詳細や環境利用がはっ

きりしてくれば、より具体的な比較検討が行える

であろう。このような高密度のシマフクロウの生

息を維持しているのは、明らかに餌の豊富な環境

であることと、営巣に適する巨木が依然として数

多く存在している環境があり、さらに高密度に生

息していることで新規個体の供給がスムーズに行

われているからであろう。

　魚類は河川における生息密度が非常に高いと考

えられる上に、春の雪解け直後から回遊魚が遡上

　本調査地ではシマフクロウだけではなく、多く

の生物の痕跡を見たが、特にカワウソの痕跡が非

常に多かった。これは過去に実施した沿海地方の

他地域やサハリンでも同様である。カワウソはシ

マフクロウと同じ魚食性で、周知のように北海道

では絶滅し、本州でもほぼ絶滅状態である。シマ

フクロウが生きる環境を定量的に明らかにするこ

とは、カワウソが生息できる環境を把握すること

にも繋がるはずである。

　注目すべきは、調査地域では未だに狩猟で生計

の一部もしくは多くを立てる人々が存在している

ことである。猟師は地域ごとに組合を作り、猟場

は基本的に特定猟師に帰属するため、猟師は猟場

の資源管理意識が高く、猟場内の生物を熟知して

いる。高度の自然に依存する産業とその採取限界

を詳しく分析することは、日本の野生生物保護上

重要な示唆を与えると考えられる。また、サマル

ガ地方ではシマフクロウを採取する先住民族の事

例が得られたが、捕獲することの良し悪しは別と

して、民族学上貴重な情報であると思われたが、

詳しい聞き取りが行われないままその猟師が死去

したのは極めて残念である。

をはじめ、降雪の寸前まで続くことから、シマフ　写真４　植生調査風景（テルネイ地方）

クロウの雛が育つ上では非常に有利な環境である

といえる。現在の北海道ではサケマスは河口で捕

獲され、ダムや頭首工での遡上遮断や河川環境自

体の悪化で河川の魚類は激減してしまい、これが

シマフクロウ減少の主要な要因になっている。本

調査地の魚類生息状況をさらに定量化すること

で、シマフクロウの生息に必要な魚類資源量を提

示することが可能であろう。また、調査の結果得

られた営巣木のサイズは北海道における平均値

（DBH-98cm）と変わらず、河畔林の樹種構成も

北海道とほぼ同じであるということは、シマフク

ロウの営巣木を今後恒常的に提供できる河畔林の

質を具体的にシュミレートする材料となりうる。

いずれにしても多くの景観要素が北海道と共通し

ていることから、開拓初期の北海遺の景観を知る

上では非常に参考になる地域であると言える。
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　しかしながら、自然度が高いとはいえ、本調査

地やその周辺地域での今後の状況は予断を許さな

い。シホテアリニ山脈の多くの部分は、山火事で

二次林化しているが、さらに近年急速に森林伐採

が進んでいる。現在シホテアリニ山中に整備され

ている道路のほぼ全ては伐採木の搬出路である。

伐採に伴い斜面の崩落や土砂の流出が各所で見ら

れ、河畔林の中を道路が貫き、洪水で道路が流さ

れるたびに新たな道路を作っている状況である。

環境の悪化は主に猟師を不安にさせているが、さ

らに問題なのは、地域の産業構造が持続的な一次

産業形態から変わり始めていることである。伐採

木の主要な消費先は日本であるので、ロシアの自

然を守る上での我々の具体的な行動が望まれる。

えた。しかしながら、帰国後の筆者（竹中）の仮

報告を聞き、現地への訪問を計画している団体が

あることなどを聞くと心中穏やかでない。エコツ

アーが地域経済や価値観を崩壊させた例は非常に

多く、果ては自然環境にも悪影響を及ぼす。現状

では、本調査地にエコツアー仕立ての訪問をする

のは可能な限り控えていただきたいのが、調査地

を開拓した筆者の切なる希望である（もっと影響

の少ない訪問場所はいくらでもある）。
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買い上げると地域の燃料不足を引き起こすので，　　Endangered Blakiston's Fish Owl in Hokkaido，

いくつかの調査は断念した。本調査自体が微妙な　　Japan.北海道大学博士論文。

バランスの上で成り立っている地域経済や人々の　竹中健｡1999.シマフクロウ。知床の鳥類,pp.78-

価値観に影響を与えることは，極力避けたいと考　　125.北海道新聞社。

　　　Blakiston'sFish Owls in JaPanare xへzellknoxvn as oneof the endangered sPecies.The

main reasons for theirPOPulationreduction have been caused by the habitat destruction.ln

order to Protect owls and make POPulation ㎞creaseけhe habitat consel'vationis the“1ost

imPortant way; however･ we are not able to understand their habitat requirements

scientifically･as the Primitive landscaPe is quite rare in Hokkaidorecently. Facing to the

other side of the Sea of laPan，Primorye-Russia has great POPulation of the Fish Owls and

Primitive nature･lnvestigation in Russian Fish Owls' habitat willcontribute JaPanese future

Protection. From 2000 to 2001，researches are conducted in Terney， 01iga，and Samarga

regions. Many Fish Owlsareobserved in a basin in Temey and the holne range of each

Pairs might reach to 6-8 km， which is smaller than the JaPanese owls'. Forests and rivers

-
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have high biomass and qualityjn additionjauna， nora and landscaPearequite similar to

JaPan. This means that the detail research hereafter in theareawill be very useful and

imPortant.0n the other hand， advancing the forestharvesting in Shihote-Alin Mountains

are observed everywhere. Careful remark isneeded to conserve the habitat of the wild

animals.
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第11期プロ・ナト･ンーラ・ファンド助|&成果報肖さ（2002）

南関東のコナラ二次林の変貌に関する植物社会学的研究

　　　　　　　　関東二次林研究グループ

　　　星野　義延1）・斉藤　修2）・辻　誠治3）・菅野　昭4）

Phytosodological study on the changes of the secondary forestof

　　　　　　Qzgだzzssg777zなzin southern Kanto, JaPan

　　　　　　　Secondary Forest Research GrouP of Kanto

Yoshinobu Hoshinol≒Osamu Saito2），SeijiTsuji 3），AkiraKanno4）

　本研究は、関束地方のコナラ林が近年の管理状態や利用形態の変化によって林の種多様

性や種組成がどのように変化しつつあるのかを、20～26年前の植生調査資料と同一地点に

おいて追跡調査を行い、比較検討することによって明らかにすることを目的として実施し

た。追跡調査したのは102地点（東京都府中市:17、埼王県:28、栃木県:18、茨城県:

34、千葉県:5）であり、そのうち27地点のコナラ林が消失していたため、桂生調査地点

数は75地点（残存率74％）であった。出現種数は1974～80年調査（以下「調査Ｉ」という｡）

で398種、2000～2001年調査（「調査Ｈ」）で387種であり、両調査での仝出現種数は499種

であった。調査Ｉと調査Ｈの調査地点ごとの共通係数（Sμensen､ 1949）は0.324～0.718

（平均0.527）であり、調査地点周辺の林野率が高いほど共通係数が高くなるなどの傾向が

推察された。

１．研究の背景と目的

　近年、「里山」や「里地」などのかつて人々の

身近にあった自然への関心が、一般にも、また研

究レベルでも高まっている。前者のレペルでは、

宅地開発などで失われつつある原風景としての里

山への関心の高まりや自然との触れ会いを求める

都市居住者の増加などが背景としてある。一方、

研究レベルでは、薪炭林や農用林として定期的に

伐採されるなど、人為的な管理のもとで育まれて

きた里山の二次林に代表されるような代償植生に

おける生物多様性や、宅地開発による二次林の分

断・孤立化、管理の放棄による高齢林化といった

二次的自然の変貌（奥富､1998）などへの関心がそ

の背景となっている。

　本研究は、関東地方の里山二次林を代表するコ

ナラ林が管理停止や土地利用転換などの近年の管

理状態や利用形態の変化によって林の種多様性や

種組成が質的にどのように変化しつつあるのか

を、植物社会学的な方法によって得られた20～26

年前の植生調査資料と同一地点において追跡調査

を行い、比較検討することによって明らかにする

ことを目的として実施した。

l)束京農工大学農学部(Faculty ofAgrjculture,Tokyo universityofAgriculture and Technology)

2)東京農工大学大学院連合農学研究科(United GraduateSchoolofAgriculturaIScience,TokyouniversityofAglicultureandTechnology)

3)日本女子大学附属豊明小学校(Homei Elementary Schoo1,Japan Women's university)

4)宮城県産業経済部(lndustry Department, Miyagi PrefecturalGovemment)
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２．調査方法と調査地

2.1調査方法

　我が国のコナラ二次林の分布及び植物社会学的

棲生単位については、辻（2001）によって約1､200の

櫨生調査資料に基づいて研究が行われた。このう

ち関東（一都六県）については約230の植生調査

資料があるが、本研究では辻らの調査から四半世

紀経過したこれらの地点のうち約100地点におい

て追跡調査を行った。次にその手順を示した。

1）追跡調査地点の拍出

　奥富ら（1975）、菅野（1979）、辻（2001）によ

る1974年から1980年に関東地方で実施されたコナ

ラ林の植生調査（以下「調査Ｉ」という。）資料

の中から、調査地点を記した地図（5万分の1また

は2万5千分の1の地形図）が存在する調査地点を

102地点抽出し、追跡調査対象とした。なお、過

去の調査資料が得られなかったため、関束のうち

群馬県と神奈川県では調査できなかった。また、

同じ理由から東京都は府中市内のみ、千葉県は北

部の5地点のみの調査にとどまった。

図１　調査地点図

-

2）抽出地点での植生調査と管理状況の把握

　2000年9月～2001年10月にかけて、先に抽出し

た102地点の現地踏査を行い、地形図で示された

位置、植生調査資料に記された斜面方位、傾斜、

高木層の構成種、調査地点の概要図などの諸情報

を用いて、調査地点の特定を行った。また、追跡

調査には可能な限り過去の調査者に同行してもら

い、過去と同じ調査になるようにした。各調査地

点において、階層別にすべての出現種の被度・群

度などを記載する植物杜会学的方法（Braun-

Blanquet､1964）による植生調査（以下「調査ｎ」

という｡）を行うとともに、伐採、下刈りや管理

停止等の管理状況、周辺土地利用についても記載

した。

3）出現種数・種組成の変化と変化要因の解析

　過去の調査資料と新たに得た調査資料とを比較

し、出現種数、種組成などの変化について解析を

行った。また、出現種の諸特性（生活・生育形、

散布様式など）、管理状態、周辺土地利用などと

の関係から変化要因について検討した。

2.2調査地

　調査地は、束京都(府中市:17地点)、埼王県

(28地点)、栃木県(18地点)、茨城県(34地点)、千

葉県(5地点)の一都四県(計102地点)である(図

１)。

３．結果

3.1コナラ林の残存状況

表１　都県別コナラ林の残存状況と調査地点の概要
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（注）1）実調査地点数＝調査地点数－コナラ林消失数

　　2）調査者らが在住または在学の束京都府中市では、

　　1974年調査に合計29地点で調査が行われたが､日常的な

　　観察からこれらのうち12地点では明らかにコナラ林が

　　存在しないため､調査対象として抽出しなかった｡仮に。

　　これらを含めると残存率は45％と非常に低くなる。
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　追跡調査として現地踏査したのは102地点（東

京都府中市:17、埼玉県:28、栃木県:18、茨城

県:34、千葉県:5）であり、そのうち27地点の

コナラ林が消失していたため、植生調査地点数は

75地点（残存率74％）であった（表Ｉ）。

　消失の理由で多いのはスギ・ヒノキ人工林への樹

種転換（6地点）、宅地開発（5地点）、学校・病院建

設（4地点）などであった。人工林への樹種転換は

茨城県、栃木県の中山間地域で見られ、宅地開発と

学校・病院建設は都県には関係なく、主に市街化が

進みつつある都市近郊で多く見られた（表２）。

3.2出現種数の変化

　調査した75地点での出現種数は1974～80年調査

の調査Ｉで398種、2000･ヽ2001年の調査ｎで387種

あり、両調査での全出現種数は499種にのぼった。

都県別では、東京都府中市で調査I : 169種→調

査Ⅱ:183種、埼玉県で237種→211種、栃木県で

218種→225種、茨城県で254種→246種、千葉県で

79種→68種となっており、埼玉県、茨城県、千葉

県でわずかに減少したが、ほぼ同じ水準で推移し

ていた（表３）。

　一地点調査当たりの平均出現種数は、調査I:

51.7種、調査n : 51.1種でほとんど変化が見られ

なかった。都県別では、東京都府中市で調査I:

50.1種－調査n : 50.4種､埼王県で50.7種→52.9種、

栃木県で56.1種→60.3種､茨城県で53.5種－47.6種、

千葉県で36.0種→32.8種となっており、茨城県と

千葉県以外の都県では微増していた（表３）。

表２　都県別コナラ林消失の理由
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　　採（2地点）である。

　　2）その他とは､ゴルフ場化､砂利集債場化､農地化である。

-

3.3種組成の変化

　調査Ｉと調査Ｈでの種の入れ替わり具合を示す

共通係数（Sμensen､ 1949）は、全調査地点でみ

ると0.729であった。都票別では束京都府中市が

0.625で最も低く、茨城県が0.784と最も高くなっ

ていた。調査地点ごとの共通係数は0.330～0.718

（平均0.527）と低くなっており、それぞれの調査

地点では種の入れ替わりが生じていることを示し

ている。一地点当たりの平均共通係数を比較する

と、千葉県が0.617で最も高く、次いで栃木県

0.550、茨城県0.527となっており、最も低いのは

東京都府中市の0.486であった（表３）。

　各都県の植生区分をみると、束京都府中市のコ

ナラ林は関東地方南部の洪積台地や丘陵に広く分

布するコナラークヌギ群集（宮脇、1967）であり、

下位単位としては特別の識別種を持たない典型亜

群集に区分された。典型亜群集は、さらに、シラ

ヤマギク、アキノキリンソウ、ミッバッチグリ、

ノハラアザミ、ニガナなどで識別されるシラヤマ

ギク変群集と典型変群集に区分された（奥富ら、

1976）。シラヤマギク変群集は下刈りなどの管理

が継続している林とされているが、調査Ｈではそ

の識別種の出現率が調査対象都県すべてで減少し

ていた（表４）。また、埼王県、栃木県、茨城県

及び千葉県では、コナラークヌギ群集（カスミザ

クラ亜群集及び典型亜群集）のほか、丘陵から山

地にかけてコナラークリ群集（奥富ら、1976）が

表３　都県別の出現種数と共通係数
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広く分布していた。コナラークリ群集は典型亜群

集とヒサカキ亜群集とに下位区分されるが、埼王

県、栃木県、茨城県、千葉県ではヒサカキ亜群集

の識別種であるシラカシ、ヤブコウジ、ジャノヒ

ゲ、ヒサカキ、アラカシの出現率が高いか、また

は増加していた（表４）。

　また、都県別の出現種の生活形・生育形につい

て調査Ｉとｎの結果を比軟すると、束京都と埼王

県では常緑高木の出現種数が有意（p<0.05）に増

加していた。常緑高木と常緑低木と常緑藤本を合

わせた常緑種数で見ると、茨城県を除くすべての

都県で有意（東京都、栃木県、千葉県:p<0.05、

埼玉県:p<0.01）に増加していた。一方、滅少し

ていたのは多年生草本であり、有意ではないもの

の、栃木県を除くすべての都県で滅少傾向が見ら

れた。

　また、出現種を生育環境（雑木林、照葉樹林、

夏録樹林、草原、人里）ごとに区分して、調査Ｉ

とｎを比較すると、束京都、埼玉県、栃木県では

照葉樹林の構成要素が有意（p<0.05、埼王県のみ

p<O.01）に増加していた。逆に減少していたのは

草原の構成要素であり、東京都、茨城県、千葉県

では有意（p<0.05）に減少していた。

４．考察

4.1コナラ林の残存状態について

　関東地方のコナラ林の量的な変化については、

lidaら（1995）が5地域（各地域の調査面積は

9km2～25k�）を対象として1961年～1984 －88年

までの約25年間のコナラ林面積の変化を報告して

いる。この報告データを用いて各地域のコナラ林

残存率を算出すると、ハ王子（東京都）:62%、所

沢（埼玉県）:74%、笠間（以下、茨城県）:104%、

岩井:84%、水戸:62%となる。また、恒川ら（2001）

はGISを用いて多摩丘陵鶴見川流域における長期

的なクヌギ・コナラ林の面積変化を解析している

が、それによると鶴見川流域では1970年代～1990

年代の残存率は57%であった。研究方法及び時期

が異なるため単純には比較できないが、本研究結

果（表１）とあわせると、過去30年程度の期間に

-

関東のコナラ林は都市近郊では残存率が60％前

後、それ以外の地域では70～80％になったと推察

される。

4.2種多様性の変化について

　出現種数に関しては調査Ｉと調査ｎで顕著な変

化が見られなかった。しかし、3.3で示したとおり、

種組成では変化が生じていたことから、新たに出

現した種の数と出現しなくなった種の数がほぼつ

りあっていた結果と解釈することができる。ただ

し、調査Ｈでは利用可能な過去の情報を駆使して

調査Ｉと同じ地点での調査になるよう配慮したも

のの、同じ地点であっても約20数年の時間の経過

で林の均質性が損なわれていた場所もいくつかあ

り、そのような地点では林縁性の種など不均質な

林分の要素を余分に含んでしまっている可能性が

否定できない。従って、調査Ｈの出現種数は均質

なコナラ林を対象とした場合よりもやや過大にな

っているおそれがあることに留意する必要がある。

　次に、個々の地点の出現種数を規定する要因に

ついて検討した。表５に示したとおり、海抜高、

傾斜、低木層、アズマネザサ、リターの被度、人

為管理の有無、調査地点が存在する市町村の人口

密度や林野率などの諸指標と出現種数との関係を

見ると、海抜(p<0.01)、低木層の植被率(p<0.001)、

アズマネザサの櫨披率(p<0.001)、管理の有無

(p<0.001)、市町村の住民一人あたりの林野面積

(p<0.05)との間に有意な相関関係がみられた。な

かでも、相関係数が最も高かったのはアズマネザ

サの植被率であった。すなわち、アズマネザサの

植被率が低ければ低いほど(人為的に管理がされ、

低木層の植被率が低い林ほど)、出現種数が多く

なる傾向が見られた。コナラ林の出現種数を規定

する要因としては、このほか地形、土壌、周辺フ

ロラ、土地利用など諸条件が関係していると考え

られるが(浜端、1980 ；藤村、1994 ；鎌田・中

越､1990)、アズマネザサの桔被率が重要な制約要

因になっているといえるであろう。

4.3種組成の変化について

　種組成の変化を示す指標のひとつである共通係

数についても、出現種数と同じ指標との相関関係
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表５　出現種数・共通係数と各種指標との相関関係
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を調べた（表５）。この結果、管理の有無以外の

すべての指標との間に有意な相関関係がみられた

が、相関係数が最も高かったのは傾斜（R=0.408）

であり、次いで市町村の林野率（R=0.389）であ

った。つまり、地形的に傾斜が急であるほど、ま

た林野率が高いほど、種組成の変化が小さくなる

傾向があり、都市近郊のように平坦で林野率が低

い地域のコナラ林では種組成の変化が生じやすい

ことを示唆している。

　一般に、遷移の進行につれて種子の小さい風・
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水散布が減少し、種子が大きい動物散布（付着散

布含む）が増加するとされている（浜端、1980）。

本調査結果でも、新たに侵入または増加した種群

（出現率の差が20％を超えて増加した種）と消失

または滅少した種群（出現率の差が20％を超えて

減少した種）とを比較すると、千葉県以外のすベ

ての都県で動物散布の種が有意（p<0.05）に増加

し、埼王県では風散布の種が有意（p<0.01）に減

少していた。風散布の種子と動物散布の種子では

種子の重さに違いがあることから、調査Ｉとｎで

各種の出現率と種子重（中山ら（2000）の文献値）

の関係を図２に示した。これによると、束京都、

埼王県、干葉県では種子重が中くらいからやや大

きめの種が対角線より上、すなわち調査ｎでより

多く出現していることがわかる。栃木県と茨城県

では、やや大きめの種子が対角線の上側に位置し

ているが、あまり顕著ではなかった。

埼玉県(n=20)

茨城県(n=24)
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図２　調査Ｉとｎの出現率と種子重の関係

注）1）各点の丸（バブル）の大きさは､種子重の相対的な重さを示している。

　　2）図中で最も大きい丸はクリであるが､東京都や埼玉県ではｸﾘ果樹園を中心に広がったクリタマバチによる

　　　　被害で森林のｸﾘも減少したため､調査ｎでの出現串が低くなったと考えられる。

-
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　このほか、追跡調査で新たに出現または増加し

た種には緑化・園芸種（調査地周辺の街路樹、庭

木､公園の植栽などで一般的に用いられている種）

が多く含まれていた。特に、東京都、埼玉県、栃

木県では調査Ｉよりも20種前後も増加しており

（図３）、都市近郊を中心として、トウネズミモチ、

ネズミモチ、イヌツゲ、マンリョウなどが増加し

ていた（星野、2001）。このような調査ｎでの緑

化・園芸種の出現種数と諸指標との関係を調べた

結果、1980年～2000年までの各市町村の人口密度

の変化（R＝0.567、p<0.001）、林野率（R=-0.330、

p<O､01）、人□密度（R=0.313、p<O.01）との間に有意

な相関関係が見られた。つまり図４に示すとおり、

1980年～2000年までの人□密度の増加が大きく、

林野率が低い市町村内のコナラ林ほど、緑化・園

芸種の出現種数が多くなる傾向が認められた。

　一方、外来種（海外からの移入種）はほとんど

の都県でやや増加していたものの、数そのものは

少なかった（図３）。ただし、東京都と埼玉県で

は、ヨウシュヤマゴボウやハリエンジュなどが目

立つ調査地点も見られ、今後、他地域への拡大が

危惧される。

　また、奥冨・福田（1991）は東京多摩地方にお

ける竹林（主としてモウソウチク林）の拡大状況
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について報告をしている。今回の調査でモウソウ

チクまたはマダケの侵入が見られたのは全75地点

中5地点（6.7％、埼玉県2地点、栃木県1地点、千

葉県2地点）であった。ただし、追跡調査中には、

これら以外の調査地周辺においても竹林が侵入し

てきているコナラ林を人里周辺でよく見かけたこ

とから、将来的には侵入拡大が懸念される。

4.4コナラ二次林保全管理への示唆

　群馬県と神奈川県を除く関東地方での追跡調査

の結果、1974年～80年にかけて存在していたコナ

ラ林のうち74％が残存していた。ただし、地図上

で確認したものを含めると東京都府中市での残存

率は45％と半分以下になっているなど、都市近郊

域では消失や孤立・分断化の傾向が顕著である。

都市近郊でのコナラ林消失の理由は、宅地開発や

学校・病院の建設などが多かったが、今後はこの

ような開発にあたり都市周辺に残された貴重な自

然として、コナラ林の保全を図っていくことが必

要である。また、臭山村域ではコナラ林の伐採後、

ヒノキやスギヘの人工林化が多く見られた。ただ

し、このような人工林も手入れされずに放置され

ているものが多いことから、農山村域ではコナラ

林の保全にあたり、経済性や人的資源の確保を考

慮していく必要がある。

　本研究では、関東のコナラ林の出現種数がアズ

マネザサの被度（植被率）と有意な負の相関関係

にあることを示したが、出現種数を一定以上に維

持するためにはアズマネザサの被度を下刈りなど

人為的な管理で抑制することが必要である。一般

的には、農山村地域ほどこのような管理が継続し

ていると考えられるが、本調査では管理の有無を

規定するような社会経済的な指標を見出すことは

できなかった。むしろ、人□密度や人口密度の長

期的変化が小さい（人□流入が少ない）地域でも

数多くの放置コナラ林が存在していた。人ロ一人

当たりのコナラ林の面積から言えば、農山村地域

の方が膨大な面積になるため、それだけ放置林分

が増加する傾向があると考えられる。農山村地域

の過疎化・高齢化の問題も踏まえ、このような地

域での長期的な管理のあり方について検討してい
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くことが急務である。

　コナラ林の質的な変化については、追跡調査の

結果、地形的に傾斜がゆるやかであるほど、また

地域の林野率が低いほど、種の入れ替わりが生じ

ている（共通係数が小さくなる）傾向があること

が認められた。新たに侵入・増加した種の多くは

アオキ、ヒサカキなどの常緑の木本植物であり、

消失・滅少した種の多くはアキノキリンソウ、シ

ラヤマギクなどの草原の要素（主に多年生草本）

であった。コナラ林の質を約20年前の状態で維持

することを目的とするのであれば、このような侵

入・増加種を一定の被度に抑制することが必要で

ある。さらに、都市近郊のように人□密度の増加

が大きく、林野率が低い地域ほど、トウネズミモ

チなどの緑化・園芸種が増加する傾向があるた

め、地域特性に応じてこれらの種も管理対象とし

ていくことが望ましい。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Summary

　　　Temperate secondary R)rests or coppice woodlands had been maintained as a source of fuel，

manure and material for various uses untiohe late l960s in Japan. For the last 30 years，most of

those forests have been abandoned without regularly cutting and clearing，which causes changes of

species composition. We observed such changes in bolh suburb and ruralareasin Kanto-Region

(centra1 Japan)by conducting a follow-up survey of 1974-80's aufname (releve)data at 75 plots from

2000 to 2001. We found that species richness had not changed significantlyover the last 20 years，

but significant changes had taken place in species composition. Many herbaceous plants such as

Sθli＆z卯t,i覆α-αz,rgαvar.αsiαzkα，y1冶刄卯勧,･αzrゆ勿11αvar.畑夕θ,zirα，and Sα,りrz,is∂rゐα

(派e緬砥shave disappeared from many sitesas a result of neglect. ln contrast，evergreen trees and

shrubs including greening and garden plants have significantly increased， esPecially at suburbs

where various seed sources and human impacts are available around the forests.
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第11期プロ・ナトゥーラ・ファンド助成成果報告書(20【】2)

岩手県五葉山のみに分布するゴヨウザンヨウラクの保全生物学的研究

　　　　　　　　　ゴヨウザンヨウラクの保護を考える会

　　牧　雅之1）・福田達哉･）・山口賢一2）・堀江　佐知子･）・横山　潤1）

Conservation biology of 3/fenziesia go!μ)zαnerzsisendemic only to

　　　　　　　　　　　　　Mt.Goyo, lwate Prefecture.

　　　　　　　　　The grouP for the conservation of A4enziesiα＆)ｼﾞozαne71sis

M゛s町11ki M゛1kil･T゛1ts11戸Fllklld゛12･KenIichi Y゛laguchi2, Sachiko Horie2 ＆Jun Yokoyamal

　1Division of Ecology and Evolutionary Biology, Graduate School of Life Sciences, Tohoku

　　　university,; 2Biological lnstitute, Graduate School of Science, Tohoku university

　ゴヨウザンヨウラクは、レッドデータブックでは、「絶滅危惧1A類」として扱われてい

る。本研究では、ゴヨウザンヨウラクの生育の現状、起源、遺伝的多様性について調査・

解析を行った。本調査では、五葉山の南東斜面において、ゴヨウザンヨウラクの群落を再

確認した。開花個体数は50～60であり、それ以外に稚樹が多数存在した。分子系統学的解

析を行ったところ、ゴヨウザンヨウラクが最も近いのは、国内に広く分布するコヨウラク

ツツジである可能性が最も高かった。また、ゴヨウザンヨウラクとコヨウラクツツジで、

遺伝的多様性を比較した結果、ゴヨウザンヨウラクはコヨウラクツツジに比べて遺伝的多

様性がかなり低いことが明らかとなった。ゴヨウザンヨウラクは個体数が少ないので、植

物園などでも保護しておく必要があると思われる。その際には、あらかじめ遺伝的解析を

行って、全ての異なる遺伝子型の個体を維持できるように配慮すべきである。

1.はじめに

　ゴヨウザンヨウラク（Maziaiαgりazuasfs

M、Kihcki）は、1962年に菊池政雄によって新種

記載されたツツジ科の落葉低木である。この種は、

岩手県の中部海岸よりの五葉山（標高1､341m）で

発見され、その後、ここ以外の場所では見つかっ

ていない、きわめて分布域が限られた種である。

　環境庁のレッドデータブック2000年度版では、

この種は絶滅危惧IA類としてリストアップされて

おり、調査が行われた時点では｢枯死直前と思わ

れる1個体が確認されただけである｣とされてい

る。本研究の目的は、ゴヨウザンヨウラクの保全

対策のための基礎的情報を集めることを目的とし

た。そのために、1)ゴヨウザンヨウラクの生育状

況を明らかにする、2)ゴヨウザンヨウラクの種と

しての起源を明らかにする、3)ゴヨウザンヨウラ

クの遺伝的多様性を明らかにする、ことを主な課

題とし、これらの結果からゴヨウザンヨウラクの

I）束北大学大学院生命科学研究科（〒980,8578　宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉）

2）東北大学大学院理学研究科（〒980-8578　宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉）
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保護を行うための対策を考察することにした。

2.ゴヨウザンヨウラクの生育状況

　レッドデータブックでは1個体のみが確認され

たことになっているが、本研究の開始以前から、

不確かではあるが、生育地が残されているとの情

報があった。そこで本研究ではまず第一に、ゴヨ

ウザンヨウラクの生育状況を確認することを目標

とした。

　2000年の11月に、五葉山の東側斜面から登山道

を登り、情報を頼りに森林内を探索した。細かい

位置情報は、現地保護の観点からあえて記載しな

いが、ゴヨウザンヨウラクの生育を葉の形質から

確認することができた。そこで、2001年の6月に

再び現地を訪れ、個体数などの確認を行った。花

期に若干遅かったが、開花個体はほぼ等高線に沿

って生育しており、約60個体を確認することが出

来た。その生育面積は100×10m以下のきわめて

限られた範囲である。自生地では、実生から更新

したと思われる幼木も多数確認され、ゴヨウザン

ヨウラクが種子による更新を行っていることが確

認できた。また結実は、少なくとも2001年度を見

る限り、個体にばらつきはあるものの、十分な量

が見られる。十分な観察ではないが、送粉に貢献

すると考えられるハナバチ類の訪花も見られた。

　生育地は、ヒノキアスナロとブナからなる混交

林で、この地域ではあまり多くない槙生である。

斜面はかなり急で、岩が多く露出している。五葉

山は、シカの分布の本州における北限にあたり、

個体数も少なくない。しかし、ゴヨウザンヨウラ

クが食害にあっている様子はなかった。

3.ゴヨウザンヨウラクの起源に関する解析

　ゴヨウザンヨウラクは花が4数性を示す点で、

日本産のヨウラクツツジ属の植物としては、非常

に特異である。同様の形質を持つ種は、九州に分

布するヨウラクツツジがあるが、ゴヨウザンヨウ

ラクは葉の表面に2列の毛があること、花が左右

相称形であること、花冠の色が2色で背面が淡紅

色で腹面が淡黄色であることなど、かならずしも

-

形態の上からでは近縁であるとは考えられない特

徴を持っている。

　五葉山には、ゴヨウザンヨウラクのほかに固有

種は見られず、特別変わった桂生がみられるわけ

でもない。したがって、ゴヨウザンヨウラクの分

布はきわめて奇妙である。このような種が近縁な

どの種から分化してきたかを明らかにすること

は、この種の保全対策に限らず、稀少種全般につ

いて、その種の成立から見た保全に役立つと考え

られる。そこで、ヨウラクツツジ属から合計8種

（国産6種、北米産2種）を選び、分子系統学的解

析を行った。

　系統解析に用いた種は、国産のコヨウラクツツ

ジ（Ｍａｚｆ６紬μ耐ｕ＆α）、ウラジロヨウラク

（M.multifloya）、ホザキツリガネツツジ（Ｍ．

励おz－αla）、ツリガネツツジ（Ｍ．cilical芦）、ヨ

ウラクツツジ（M.知ゆ『･､α』およびゴヨウザン

ヨウラクと北米産のM.加7昭緬ｇとM.pilosaの2種

である。これらの生きた個体もしくはさく葉標本

から葉を採取し、液体窒素を加えて、乳鉢と乳棒

を用いて細かく破砕した。これにCTABを加えて

30分間静置し、その後、クロロフォルムとイソア

ミルアルコールを24:1量に調整した液を等量加

え、15分間転倒混和した。その後、遠心分離器で

4℃、10分間15､000rpmで遠心し、得られた沈殿物

をTEバッファーに溶かした。

　系統解析を行うために、葉緑体ＤＮＡおよび核

ＤＮＡの一部の塩基配列を決定した｡用いた領域は、

葉緑体ＤＮＡはmatK遺伝子、trnLのイントロン、

tmLとtmFの間の遺伝子間領域、およびpsbAと

trnHの遺伝子間領域の4領域であり、核ＤＮＡでは

18Sと26SリボゾーマルＤＮＡ間のITS（lnternal

Transcribed Spacer）領域である。これらの鎖域

を、ユニバーサルプライマーを用いて、PCR反応

によって増幅させた。増幅したＤＮＡは1％

SeaPlaque GTGアガロースゲルで電気泳動し、目

的の断片を切り出して回収した。回収された

ＤＮＡを用いて、サイクルシーケンス反応を行い、

精製後塩基配列の決定を行った。塩基配列の決定

は、アプライドバイオシステム社製DNAオートシ

48－



l step

一

100

cpDNA(4 regions:2314 bp)

96 steps, CI ＝0.948

l step 96
-

ITS regions (614 bp)

45 steps, CI＝0.978

R.semibarll)atum

R.kaempferi･

75

89

98

80

91

Ｍ．９oｖｏｚａｎｅｎｓｉｓ

M.pentandra

M.multinora

ﾙりぐals£//77∂1∂e

M､cilicalyx

－M.purpぽea

/W.lef71/びr7e∂

M.pilc)sa

尺.semj｀13arわalむｍ

R.1(∂emplery

－－M.pur1)urea

M､katsumatae

68
-M､multifloral

-M､cilicalyx

Ｍ.goyoｚａｎｅｎｓｌｓ

M.pentandra

M､ferruginea

M.pilosa

Rg.I Phylogenetic statusof Menj匹&りμ)ｼﾞozαnalsis.

UPPer Panel: based on cPDNA variaion，Lower

Panel:based on nudear ITS variation.

－ケンサABI373A型を用いた。決定された領域は、

葉緑体ＤＮＡが合計2､314塩基、核DNAが614塩基で

ある。

　得られた塩基配列をアラインメントした後、

PAUP ver. 3.1.1パッケージを用いて、最節約法に

よる系統樹の作成を行った。系統樹の各枝の信頼

度は、ブートストラップ解析（10､000回反復）に

より検討した。外群には、ツツジ属のバイカツツ

ジ（尨��a＆usg而1､αΓ1､�g・）とヤマツツジ

（R､㎞皿治ri）の2種をとった。

　得られた最節約系統樹をFig.1に示す。葉緑体

DNAによる系統解析では、ゴヨウザンヨウラクは、

国産の他の5種と単系統になり、北米産の2種とは

異なるクラスターを形成した。しかし、国産の5

種のどの種と近いかについては、葉緑体ＤＮＡの変

異からは推定することが出来なかった。一方、核

DNAのITS領域による解析では、ゴョウザンョウ

ラクは、国産のコョウラクツツジおよび北米産の

2種と単系統性を示し、国産の残りの4種は別のク

ラスターを形成した。これらの結果を考慮すると、

ゴョウザンョウラクに最も近縁な種は、コョウラ

クツツジであると考えられる。

　コョウラクツツジは、国内の冷温帯域に広く分

布し、ゴョウザンョウラクとも生態的に類似して

いる。事実五葉山では、この2種は同所的に生育

している。

　ゴョウザンョウラクの起源については、二通り

の可能性がある。一つは、ごく近い過去にコョウ

ラクツツジから分化したため、分布域が極端に限

られる可能性と、コョウラクツツジから分化した

のは古く、分布域も以前は広かったが、その後の

さまざまな要因で集団の多くが絶咸し、現在のよ

うな極端に狭い分布になった可能性である。ゴョ

ウザンョウラクが、ョウラクツツジ属の中できわ

めて特異的な形態を持っていることと、コョウラ

クツツジとゴョウザンョウラクが同所的に存在す

ることを考えると、前者の可能性は低いように思

われる。しかし、後者の場合を想定しても、ゴョ

ウザンョウラクが現在のような分布になった理由

は不明である。絶滅危惧植物は、特殊な環境に遺

存している場合が少なくないが、ゴョウザンョウ

ラクの生育地は特に変わった環境でもなく、また

同じような分布パターンを示す種が他にないこと

からも、非常に奇妙であるといえる。ゴョウザン

ョウラクの起源に関しては、今後さらに核DNA変

異を用いるなどして､解析する必要がある。

4.ゴヨウザンヨウラクの遺伝的多様性

　生物種の存続には、遺伝的多様性が維持されて

いることが必要である。これは、ある特定の種が

環境（物理的および生物的）の変動に対応するた

めには、遺伝的な変異をその種に持っていなけれ

ばならないことによる。

　一般に絶咸の危機にさらされている種は、個体

数が少なく、そのために維持されている遺伝的多

様性が小さいことが予想される。ゴヨウザンヨウ
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Fig.2 Localitiesof the POPulation samPled in this

　　　study.G and PI ｀P5 indicate the populations

　　　of　JMenziesiα　gogozanensis　and　lf.

　　　pentandra，respectively.POPulation G and

　　　Pl are located at the same siteon Mt. Goyo.

ラクも、現存する個体数はきわめて少ないために、

遺伝的多様性が滅少している可能性があり、その

ことがゴョウザンョウラクの存続の障害になりう

るかもしれない。そこで本研究では、ゴョウザン

ョウラクの遺伝的多様性を推定することにした。

　稀少生物の遺伝的多様性は、これまでにも多く

の種によって行われてきている。しかし、稀少種

を単独で解析しても、稀少であるために遺伝的多

様性が滅少しているのかどうかは明らかではな

い。また、生活型や系統が全く異なる種間で遺伝

的多様性を比較しても、有意義であるとは考えに

くい。そこで本研究では、上記2での結果をふま

えて、近縁でかつ生活型もよく似ているコョウラ

クツツジを比較の対象として選び、酵素多型およ

びRAPD（Random Amplmed Polymorphic DNA）

-

を用いて、ゴヨウザンヨウラクの遺伝的多様性に

ついて解析を行った。

　ゴヨウザンヨウラクは調査を行った集団から、

コヨウラクツツジについては、Fig.2に示すような

5集団から、それぞれ24､34個体について葉をサン

プリングして、実験室に持ち帰って用いた。採取

に際しては、葉を数枚サンプリングするのにとど

め、個体の存統に影響がでないように留意した。

　持ち帰ったサンプルについて、酵素多型解析に

ついては、界面活性剤、還元剤などを含む緩衝液

中ですりつぶして、4℃、10分間15､000rpmで遠心

し、その上清を酵素粗抽出液として用いた。これ

を、ポリアクリルアミドゲルを用いた平板ディス

ク電気泳動により、分離を行った。電気泳動終了

後活性染色を行い、ザイモグラムを得た。用いた

酵素は合計10種で、アルドラーゼ(ALD)、アス

パラギン酸アミノ基転移酵素(AAT)、アルコー

ル脱水素酵素(ADH)、グルタミン酸脱水素酵素

(ＧＤＨ)、リンゴ酸脱水素酵素(ＭＤＨ)、メナジオ

ン還元酵素(ＭＮＲ)、フォスフォグルコムターゼ

(ＰＧＭ)、スーパーオキサイドディスムターゼ

(ＳＯＤ)、トリオースリン酸イソメラーゼ(TPI)

である。これらの酵素から合計18遺伝子座を検出

することが出来た。これらの遺伝子座について個

体の遺伝子型を決定し、それに基づいて、集団ご

とに対立遺伝子頻度および遺伝的多様性を示すい

くつかのパラメータを計算した。

　RAPDについては、酵素多型と同じ集団から各

集団8個体ずつを解析に用いた。　トータルDNAの

抽出法は、上記2で用いた方法と同様である。こ

のDNAを用いて、11種のランダムプライマーを用

いてPCRを行い、増幅断片を得た。用いたランダ

ムプライマーは、オベロン・テクノロジー社製の

もので、OPA-01(5tCAGGCCCTrC -3')、OPA-09

(5'-GGGTAACGCC　-3')、　OPA-10(5'－

GTGATCGCAG -3')、OPA-11(5tCAATCG CCGT-

3')、OPA-12(5tTCGGCGATAG -3')、OPB-04(5t

GGACTGGAGT-3')、OPB-06(5tTGCTCTGCCC －

3')、OPB-07(5tGGTGACGCAG -3')、OPB-12(5t

CCTrGACGCA-3')、OPB-17(5'-AGGGAACGAG －
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3')、and OPB-18 (5'-CCACA GCAGT-3')である。

増幅断片について、バンドが得られた場合を1、

バンドが見られなかった場合をＯとして、スコア

して、解析を行った。

　酵素多型の解析結果をTable 1に示す。ゴヨウザ

ンヨウラクは、多型遺伝子座の割合(P)、1遺伝

子座あたりの対立遺伝指数(y1)、ヘテロ接合体頻

度(11)のいずれについても、コヨウラクツツジ

の集団レペルおよび種レベルでも低い値を示し

た。種レベルの比較では、ゴヨウザンヨウラクは、

多型遺伝子座の割合とヘテロ接合体頻度について

みると、コヨウラクツツジの約1/8の値となり、

極端に遺伝的多様性が低いことがわかる。酵素多

型遺伝子座の対立遺伝子頻度から、ゴヨウザンヨ

ウラクとコヨウラクツツジの遺伝的同一度(∫)

および遺伝的距離(£))を計算すると、それぞれ

0.72、0.33となり、これまでに知られている同一

属内の種間の違いに相当する。

　RAPD解析による結果をTable 2に示す。多様性

Table 1 AIlozyme diversity within and among

　　　　POPulations ofλlenzi6iαgoｼﾞozαnensis

　　　　and 31.pentαndrα.N is the number of the

　　　　samPles examined， P is the ProPortion of

　　　　PolymorPhic loci (％)，A is the mean

　　　　number of allelesPer locus，and h is the

　　　　exPected heterozygosity･

POPulation
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0.16
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を表すパラメータとしては、Shannonの刄を用い

た。酵素多型解析の結果と同様に、ゴヨウザンヨ

ウラクは、コヨウラクツツジよりも低い遺伝的多

様性を示し、種レペルでは約1/3の値となった。

　ゴヨウザンヨウラクにおいて、遺伝的多様性が

非常に低い値を示したのは、この種の個体数がき

わめて少ないことによるものと思われる。コンピ

ュータシミュレーションの結果によると、個体数

が60以下の隔離された集団では、遺伝的浮動によ

り、遺伝的多様性が急速に減少することが予測さ

れている。ゴヨウザンヨウラクも､状況が60個体以

下の隔離された集団である点を考えると、シミュ

レーションの状況によく合致しており、個体数が

少ないことによる機会械的浮動がこの種の遺伝的

多様性の減少の要因となっていると考えられる。

　ゴョウザンヨウラクの遺伝的多様性が柩端に小

さい理由のもう一つとしては、この種が成立した

際のビン首効果の可能性がある。しかしながら、

上記2で検討したように、ゴヨウザンヨウラクが

近年急速に別の種(おそらくはコヨウラクツツジ)

から分化したとは考えにくい。そのため、起源時

における創始者効果から遺伝的多様性が回復して

いないためと考えるよりも、現在の集団が非常に

小さいために、遺伝的浮動によって、遺伝的多様

Table 2 Shannon's H-values based on RAPDs for

　　　　　populations of ifenzisia go!μ)zaneylsis

　　　　　and31 pe71tandra.

POPulation

M･ goyozanensis G

M･ pentandra　　PI

R
N
n
g
］
2POPulation level
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性が極端に低いレベルに維持されていると考える

方が妥当であると思われる。

5.ゴヨウザンヨウラクの保全について

　ゴヨウザンヨウラクの自生地では、現状でも種

子生嵐による更新が行われており、稚樹も少なく

ないことから、現状を維持することが出来れば、

この種を保護することは十分可能である。自生地

周辺では、特に開発行為が行われる見込みもなく、

また、森林の伐採のおそれも今のところない。た

だし、その分布範囲はきわめて限られており、台

風などの強風によって、大規模な植生の檀乱が起

こりうる。ゴヨウザンヨウラクは、林床の暗い場

所に生育するので、林冠が大きく開いてしまった

場合には、環境に耐えられずに絶滅する可能性も

ある。

　ゴョウザンョウラクの保全としては、自生地が

万が一失われるようなことがあった場合に、復元

を行えるようにしておく対策が必要であると思わ

れる。そのために、植物園などでゴョウザンョウ

ラクを維持しておく必要があるだろう。その際に

は、この種の遺伝的多様性が極端に小さいことを

考慮して、あらかじめ遺伝的解析を行って、出来

るかぎり異なる遺伝子型の個体を維持できるよう

に配慮すべきである。ゴョウザンョウラクは、挿

し木による繁殖がおそらく可能であり、また、開

花個体は結実をするので、いずれかの形で個体の

維持を行うことが望まれる。

　　　34enzisja gollozaylensisis a shrub spedes endemic only to M1. Goyo in the northern

Japan. This spedes islisted as¨�ticallyendangeredl' in the Red Data Book of wild planls

in Japan，and only a population has been known so far.A11ozyme diversity and RAPD

variationare cornPared between M･ g叩o2arlensis and its widesPread congener M.

pgntarldrα.Malziesiaμ?yltayldrαhas eight and three times diversity more than M.

g)卯zaｱlensis does in both allozyme and RAPD， respectively，although we examined only

five populations representing a part of the distribution of M. pentandrα.Becausethe

environment surrounding the population of M･ go卯znαensis seems to be stableat present，

it is not necessary to Plan urgently an ecological conservation practice for the species.

However･ considering that the habitat of M･ go!μ)zαneylsisis very small and large

vegetalive disturbances occasionany occur in cool temperate forests，in which the spedes

dwells,ex siluconservation is essential.
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第11期ブロ・ナト･りーラ・フフンド勣成成果報;り,ll（2002）

　　十津川水系アマゴの集団構造の解析

　　　　(在来種アマゴの研究保護活動)

　　　　　　　　おんこりんかす

近藤公乗、河添純子、大島款喜、北原嘉廣、部屋郁夫

　　　　POPulation Structure of Amago Salmon

(Oncor71pndnjsmαsou ishikawae)in Totsu River region

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Oncorhynchus

Koujyou Kondou･ Sumiko Kawazoe･ Yasuyosi Ohsima･ Yosihiro Kitahara･lkuo Heya

　我々は、十津川水系の在来種アマゴを保護するのに必要な、基礎データを得ることを目

的として、制限酵素断片長多型解析を用い、その集団構造を調べた。

　十津川水系の枝谷7ケ所と、養魚場2ケ所の計9ケ所から得た165サンプルについて解析を

行ったところ、5種の制限酵素について各々２種ずつの多型を得、その組み合わせから5種

類のハプロタイプ（Ｉ型～Ｖ型）に分けることができた。

　十津川水系においては、ハプロタイプＩ型のものが主となっており、特に放流が行われ

ていないと思われる枝谷では、Ｉ型のみが確認された。放流の頻度が高い枝谷では、養殖

魚と共通なハプロタイプ（ｎ型・ｍ型）のものが見られた。ハプロタイプＩ型のものは養

殖魚には見られなかった。ハプロタイプ１型は天然魚と放流魚を識別する指標になると考

えられる。そして、このハプロタイプＩ型のアマゴが十津川の在来種である町能性が高い。

１．はじめに

　紀伊半島の中央部を流れる十津川は、源流域が

深い渓谷となり、そこにはアマゴやイワナ（キリ

クチ）などの渓流魚が棲息している。

　渓流に棲息するアマゴは、日本に固有の魚種で

あるが、釣りの対象魚として人気が高く、釣りブ

ームの高まりに伴って、その個体数の減少が心配

されている。個体数の減少は、釣りばかりではな

く森林の伐採、林道の開通、堰堤の建設などによ

る棲息環境の悪化もその要因となっていると思わ

れる。

　このような状態にあるアマゴの保護について

-

は、その個体数を維持することだけではなく、生

物種としての遺伝的多様性を保持することも重要

であろう。生物種としての遺伝的多様性の低下は、

近交弱勢につながる可能性が考えられる。

　近年保全生物学では、遺伝的多様性の保持機構

における超個体群の考え方が重視されている。ア

マゴにおいても、各河川に形成された固有の局所

個体群の間で、10年あるいは100年の単位で起き

る大洪水等により、局所個体群を越えた自由交配

が行われ、超個体群を形成することになると思わ

れる。このようにして、河川ごとの個々の個体群

は、独自の進化の歴史を形成してきたものと思わ

53－



れる。ところが現状では、同じ系統の養殖魚を複

数の河川に放流している結果、それらの河川にお

いて遺伝的に同じ構成の個体群に変化しつつある

可能性が考えられる。

　1960年代にアマゴの養殖が始められてから約40

年が経過した。最近では十津川水系においても、

毎年20万尾の養殖アマゴの稚魚が、遊漁を目的と

して放流されている。その一方では、現在までに

放流の記録がない支流や枝谷が残っている。しか

しこのまま放流が続けられると、養殖魚の系統と

在来魚の系統との区別がっかなくなることが予想

され、放流事業が水系内におけるアマゴの遺伝的

集団構造に影響を与えていることが懸念される。

ところが、各河川の在来種アマゴの系統を調べ、

し、集団構造を明らかにする基礎研究が必要とさ

れるのである。そして、遺伝的多様性の保持とい

う考え方に基づき、放流事業を評価・検討し、保

護目標を正しく設定することが必要であると思わ

れる。

　魚類においても、その集団構造の解析をする上

で、変異性に富むミトコンドリアDNA（mtDNA）

D-loop領域を対象とした制限酵素切断片長多型

（RFLP）が利用され、有益な情報が得られている。

アマゴの外見的特徴からは、生息する河川ごとの

系統を分類することは難しく、何らかの識別する

ための指標が必要となり、そのためにRFLPは有

効な方法であると思われる。

それがどこにどれくらい残っているのかを調査し　　２．目的

た研究はないと思われる。そこで、水系内の各河　　十津川水系アマゴの在来種を保護するための基

川には固有の個体群が保存されていることを確認　礎研究として、アマゴのmtDNAについてRFLP解

①～⑦は枝谷の位置

⑧・⑨は養魚場の位置を示す。

図１　十津川水系とサンプル採集地点
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析を行い、十津川水系内に棲息する天然魚個体群

および放流されている養殖魚個体群について遺伝

的集団構造を明らかにする。

３．分析方法

（1）サンプリング

　サンプルは、2000年9月および、2001年3月～９

月に、下記の各地点（位置は図１を参照、①～⑨

は地図に示す番号に一致している）で、釣法によ

り採取した。∩内は試料とした個体数である。

　十津川支流神納川枝谷、

　　①山手谷（21）、②桜股（8）、③南股（24）、

　　④小井谷（10）、⑤榎谷（13）、

　同じく支流芦廼瀬川枝谷、⑥白谷（22）

　同じく支流川原樋川枝谷、⑦ナベワリ谷（29）、

の7ヵ所である。

　また、最近放流されている椎魚と同じく⑧十津

川漁協養魚場で生産された成魚（20）、および比

RFLPの対象とする領域をPCRで増幅できるプラ

イマーを再度設計した。塩基配列を次に示す。

KK3

KK4

5'－CCCrAGTGCTCAGAGAGAGGAGA7IT－3'

5'－CCAAGCGCAC(7rCCGGTACACrTA－3゛

　RFLP対象領域を増幅するPCRは、下記の反応

液で行い、94℃5分間のプレヒーティング（ホッ

トスタート）の後、94℃1分～60℃2分～72℃2分

のサイクルを30回繰り返した。

　　・10倍PCRバッファー　　　　　　　５戸

　　・プライマーKK3（0.1mM）　　0.5戸

　　・プライマーKK4（0.1mM）　　0.5釧

　　・Taqポリメラーゼ　　　　　　　　0.5μ

　　・DNA溶液　　　　　　　　　　　　　5μg

　　’dNTPMixture　　　　　　　　　　4戸

　　・DDW　　　　　　　　　　　　　　34.5μざ

較検討のため兵庫県佐用郡南光町⑨芦谷養魚場の　（4）制限酵素処理

成魚（18）を分析対象とした。

　以上分析対象魚は165尾である。

　対象魚より、滅菌済の注射器で血液を採取し、

その50～100戸をTNES-Urea保存液（ＤＮＡ抽出用

溶解液10mM Tris-HCI;125mM NaCI;10mM

EDTA;O.5%SDS;4M Urea）700戸に保存した。ま

た、一部の対象魚では片側の胸鰭を切り取り、同

じ保存液に保存した。

（2）DNAの抽出

　保存液の試料を、プロテナーゼＫで処理後フェ

ノール・クロロホルム法による抽出と、キアゲン

社のDNA easy Tissue Kit による抽出を併用した。

（3）RFLP対象領域のPCR

　DNAデーターベースより得た硬骨魚類の

ｍｔＤＮＡ塩基配列を参考に、アマゴのｍｔＤＮＡのD-

loop領域から12SrRNA領域までを含む約2 Kbpの

部分を増幅できる混合プライマーを設計し、PCR

　PCR反応液を電気泳動し、増幅を確認した後、

削限酵素で処理を行った。使用した制限酵素は次

の18種である。

　Aci l 、Alu l 、Bfa l 、BstU I 、Ddel、

　Fnu4H I 、Haem、Hhal、Hinfl、Mbo l 、

　Mse l 、Msp l 、NlaⅢ、Rsa l 、Sau96 1 、

　ScrFI 、Taq l 、Tsp509 1

　制限酵素処理反応は、PCR反応液5μHこバッフ

ァーと滅菌水（ＤＤＷ）を加え、制限酵素が2U/

10戸となるように調整し、仝量10パとし、制限

酵素に添付の条件下で行った。

（5）電気泳動

　制限酵素処理反応液を電気泳動（バイオ・ラッ

ド杜製Ampli Sizeグレードアガロースを使って、

エチジウムブロマイド染色を行った）したものを

ポラロイド撮影し、各個体の切断型を調べた。

の後、得られたPCR産物をクローニングし、シー　（6）RFLP対象領域のシーケンス作成

ケンスを決定した。この塩基配列データーから　　制限酵素での切断パターン確認のため、水系よ
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り得たアマゴ（榎谷1個体・南股2個体・山手谷1　表１　ハプロタイプの設定

個体）の4サンプル分と養殖魚（芦谷養殖魚）の1

サンプル分について、RFLP対象領域のＤＮＡ塩基

配列を決定した。

４．結果

（1）制限酵素断片長多型

　18種の制限酵素で切断した結果、5種のもの

（Haem、Msel、Sau96 1 、ScrF I 、Tsp509 1 ）

Ｂ Ａ Ｂ

について、各々A、B2種ずつの多型が得られた　（2）各調査地点の結果

(図２)。

　各サンプルについて削限酵素で処理した結果、

この多型の組み合わせは5種類のみであり、Ｉ型

～Ｖ型の5種のハプロタイプとした(表1)。
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図２　制限酵素断片長多型
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　各試料採集地点ごとのハプロタイプの出現割合

を表２に示す。表中の数値は上段が個体数であり

下段が百分率である。また、百分率をグラフにし

たものを図３に示す。

　水系内で採取したアマゴ127尾のうちハプロタ

イプＩ型のものが120尾と多数を占めた。放流に

使用している養殖魚ではハプロタイプＩ型の個体

は見つからなかった。放流が行われている枝谷

（桜股・小井谷・ナベワリ谷）では養殖魚と同じ

ハプロタイプｎ型・Ⅲ型の個体が見られた。

表２　地点別ハプロタイプの個体数と割合

試料採集:

神納川

芦廼瀬川

-

養魚場

56－

ﾌﾟﾛﾀｲﾌﾟ

⑤榎谷

⑦ナベワリ谷

⑧十津川

-

⑨芦谷

Ｉ

(碩( 訃
0

o）

①～⑨は地図中の番号にー敷している。

上段は個体数、下段（　〉内は%。
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５．考察とまとめ

（1）十津川水系在来魚の系統について

　十津川本流や神納川本流では養殖魚が繰り返し

放流されている。

　今回調査した枝谷のうち、南股・白谷はこれま

でに放流の記録はない。小井谷・榎谷・ナベワリ

谷については、最源流域には放流されたことがな

いが、サンプル魚を得た流域には毎年あるいは2

～3年毎に1回程度放流されている。

　南股と白谷には複数の滝や堰堤があり、そこに

棲息する個体群は、放流が行われている本流の個

体群とは隔離されていると考えられる。だから放

流記録がないこの二つの谷には、養殖魚が棲息し

ているとは考えられない。この二つの谷でハプロ

タイプＩ型のものしか得られなかったこと、およ

び、各採集地点における主要なハプロタイプがＩ

型であることから、十津川の在来種はハプロタイ

プＩ型のものであると思われる。

　放流履歴のある小井谷・ナベワリ谷では、ハプ

ロタイプＩ型の在来種の個体群が棲息するところ

にハプロタイプＨ型・ｍ型の養殖魚が放流された

結果、複数のハプロタイプのものが混在する個体

群が形成されたものと思われる。

　十津川水系ではハプロタイプＩ型の在来種アマ

ゴはたくさん残っているものと思われるが、養殖

魚の放流が行われている水域では、しだいに在来

魚集団に養殖魚が加わり、遺伝的にも変化してい

るものと思われる。

　放流に使用している養殖魚には、ハプロタイプ

Ｉ型のものはなく、この点で養殖魚と在来種を分

けることが町能となるだろう。放流量の多い枝谷

を含め、各採集地点における養殖魚と同じハプロ

タイプ個体の割合が小さいこと、そして放流経歴

のある榎谷で養殖魚と同じハプロタイプのものが

得られなかったことは、放流された養殖魚の生存

率と繁殖率が低いことを示唆している。
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図３　地点別ハプロタイプ出現頻度グラフ
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（3）シーケンス結果

　水系内より得た4サンプルについては全てハプ

ロタイプＩ型のものであり、これらの間ではその

塩基配列に変異は全く認められなかった。芦谷養

魚場のサンプルはハプロタイプｎ型のものであっ

たが、水系内のサンプルと２ヵ所の塩基が異なっ

ているだけであった（図4）。12S領域の配列に見

られた違いの箇所が制限酵素ScrF I の認識サイト

であったことからハプロタイプＩ型を識別できた　（2）放流された養殖魚について

ものと思われる。

D･kx)p價域の塩基配列(5' -43' の61番目から120番日までを示す｡)

E1161;cTATGTATAATATTA(ATATTGTGTATTTA(TCATAAATAACAc(TCACGGGTAGTACAT 12e
YA9 61:cTATGTATAATATTA(ATATT(iTGTATTTACT(ATATATAACAccT(ACGGGTAGTACAT 12e

＊＊●＊＊拿＊孝孝●奉奉孝＊●＊＊参参皐●＊●

12S債域の塩基配列(5'→3'の121番日から180番目までを示す｡)

E111z1:c(cAAGCAG(ccACGACG((TTG(TAA(;(cACAccc(cAAGGAAACTCAGCAGTGATAAA 18e

YA9 121:cccAGGCAGcccACGACGc(TTG(TAAGc(A(A((cc(AAGQAACTCAGCAGTGATAAA 18e

　　　　　　　･･aa･ふ･&-i--よふふよよふｰ-よ處-よふﾑaﾑﾑぬﾑi--4ふ-44a-ふゐｰ-･一幽幽幽幽轟a4a＊●●●●＊＊●●●参参傘＊参＊●●＊●参･ ●孝拿●＊拿●孝孝孝●拿寧孝●＊参奉●●●●●●＊●●●●寥孝＊孝＊参＊水●

図4　RFLP対象領域の塩基配列（一部）
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（3）養殖魚の枝谷への移動について

　山手谷と桜股は距離も近く、流程、水量ともに

よく似た小渓である。養殖魚と同じハプロタイプ

の個体が山手谷では見られず､桜股では見られる。

これは、山手谷では神納川本流との合流点が3m

程度の滝になっており本流に放流された魚が遡上

できないのに対して、桜股には滝がないので遡上

していることによるものと考えられる。

（4）放流活動について

　今回の調査によって、十津川の在来魚と放流さ

れる養殖魚とが、系統の異なる個体群であること

が確認された。在来魚を保護するためには、在来

種系統の遺伝的撹乱を起こさないようにしなけれ

ばならない。このためには、在来種個体群が棲息

する源流域に養殖魚を放流しないことが必要であ

ると思われる。そして、釣りを楽しむために養殖

魚を放流する流域（本流域と放流アマゴが遡上可

能な枝谷）と天然魚を保護する流域（放流が行わ

れる流域から隔離された源流域）を分けておくこ

とが必要であると思われる。

（5）今後の課題について

　調査を始める段階では、十津川水系の各支流・

各枝谷に棲息するアマゴはそれぞれが隔離された

集団であり、それぞれが系統の異なる個体群であ

るものと予想した。ところが、今回のRFLP解析

では系統の違いを見つけることはできなかった。

またシーケンスの結果からみても、ハプロタイプ

Ｉ型の4個体群間では、RFLP対象領域内の塩基配

列に変異は全くなく、在来種アマゴ個体群は遺伝

的に均質な集団ではないかと思われる。今後我々

は、この点についてより詳細な検討をマイクロサ

テライト等の分子生物学的解析を用いて行なっ

て、十津川水系のアマゴの集団構造を明らかにし、

なぜこのような集団構造ができあがったのか、そ

してどうやってこの構造が維持されているのかを

解明していきたい。

　また、個体の計測調査（全長、標準体長、背鰭鰭

条数、瞥鰭鰭条数、左体側のパーマーク数・朱点

-

数・側線下黒点数について記録している）も併行し

て行なっている。これに関してはデーター量を増や

し、今後解析を進めて行きたいと思っている。

６．おわりに

　私たちは、大阪府の泉南地域に在住する山歩き

と渓流釣を愛好する者を中心にした集まりです。

釣りのホームグランドにしている十津川（新宮川

または熊野川とも呼ばれる）の支流神納川で、４

年前より十津川漁協の行う稚魚放流に参加し、遊

漁によって個体数の減少したと思われる流域や、

アマゴの棲息が認められないか、非常に数の少な

い源流域に、提供を受けた稚魚を運んで放流をし

ています。

　しかしながら私たちは、放流という行為がアマ

ゴの遺伝的集団構造に影響を与え、近交弱勢につ

ながることを心配していました。そもそも私たち

は、十津川アマゴと呼べる系統が存在するのか、

各支流ごとに生息するアマゴが遺伝的に異なった

ものなのかどうか、どのような集団構造をしてい

るのかを知らなかったのです。

　こんな時に、私たちは職場の近くにあります京

都大学原子炉研究所（大阪府泉南郡熊取町）粒子

線生命研究室を訪問する機会に恵まれ、研究室の

先生方よりDNAの分子系統解析を使って、遺伝的

集団構造を調べることができる可能性があること

を教えていただきました。そして、私たちが調査

研究をするなら、御協力いただけることになりま

した。そこで、十津川水系のアマゴの遺伝的集団

構造を解析し、放流活動の評価につなげたいと考

え、2年前から研究を始めたのです。

　私たちメンバーはそれぞれに仕事を持ち、その

合間をぬっての研究であり、多額の費用も必要な

ので数年以上はかかるものと思っていました。し

かし、助成を受けられたおかげで短期間にここま

でのことができました。今回の助成に対して深く

感謝します。今後も少しずつ調査・研究を進め、

十津川の在来種アマゴの保護に協力していきたい

と思っています。

　最後に、実験室を使わせていただいた京都大学
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原子炉研究所粒子線生命研究室の皆さんに心より

お礼を申し上げます。特に、実験方法の初歩から

御指導いただき、数々のアドバイスをいただいた

安平進士先生にお礼を申し上げます。仕事を終え

てから実験に行くために、終わるのが深夜になっ

たことも度々ありました。お付き合いいただき本

当に有り難うございました。

　また、近畿大学農学部の細谷和海先生・小林徹

先生にも御助言いただきましたことを感謝いたし

ます。

　そして、十津川の昔話を聞かせていただき、放流

の経歴情報なども教えていただきました十津川民宿

「たまや」の中南義弘氏にもお礼を申し上げます。
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　閣．

　　　Amago Salmon (Onco油!μld?us masou ishikawae)is fresh water fishthatis endemic

to the westem Part of JaPan･ During the last several decades，rePeated stocking of nursery

Amago Salmon individuals has been taking Place without any knowledge of the native

POPulation structure，Possibly causing the significant disturbance of it.lt is an urgent

necessity to understand the native Amago Salmon POPulation geneticallyfrom the view of

conservation biology｡

　　　We studied the POPulation structureof Amago Salmon in Totsu River region using

restriction fragment length POlymorPhism of the mitochondrial genonle.0ut of 165

samPles collected at seven Points of the branches of Totsu River and two nurseries，five

haPlotyPes(I-V)were identified.HaPlotyPe l is Predominant in Totsu River region and no

other haPlotyPesxverefound in the branches with no record of stocking of nursery

individuals. ln the branches with rePeated stocking，haPlotyPes ll and IIl were also

observed as minor POPulations. ln contrast,haPlotyPe lvvas neverobserved in the samPles

from the nurseries. 0ur results suggest that haPlotyPe l is diagnostic of the native

POPulation of Amago Salmon in Totsu River and may be endemic to thisregion.
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第11期ブロ・ナトゥーラ・ファンド助成成果報告il｝（2002）

　長期モニタリングによる北方林成長動態の時系列変化の実態評価

一十勝川源流部原生自然環境保全地域における亜寒帯性針広混交林の動態と維持機構－

森林動態研究グループ

　　久保田康裕1）

　Quatitaive analysis of temPora1 Pattem in the growth dynamics of

　　　　　conifer/broad-1eaved forest in northem JaPan

　　～Coarse woody debris and treecomPetition of the subboreal conifer

/broadleaf forestin Tokachi-Gawa Genryubu Wildemess Area, northem JaPan.～

Forest Dynamics Researdl GrouP

　　　　　　YasuhiroKubota

　今回の研究助成を受けて、北海道の十勝川源流部原生自然環境保全地域と知床国立公園

のモニタリングサイトを再調査し、調査区自体のメンテナンスを行った。十勝川源流部原

生自然環境保全地域のモニタリングサイト（6.5ha）は亜寒帯性の針広混交林で、1994年

に設定されたもので今回が第一回目の再調査である。一方知床国立公園のモニタリングサ

イト（4ha）は冷温帯性の針広混交林で、1991年に設定され、1994年、1997年に再調査が

行われている。森林群集の更新・維持機構を理解するためには、林木個体レベルでの成

長・枯死に関する動態特性を把握することが不可欠である。したがって、モニタリングサ

イトでは各個体を標識し、その分布地図データ、サイズデータを定期的に計測してくこと

になる。今回の発表では2000年と2001年に行った再調査のデータをもとに、過去10年間で

の林木の成長・枯死様式を報告する。

　十勝川源流部原生自然環境保全地域の亜寒帯性針広混交林では、倒木のようなcoarse

woody debris（CWD）が各種の更新動態や競争関係に与える影響を評価した。この林分で

はササが優占するため、ＣＷＤが定着サイトとして重要な役割を担っていることが明らか

となった。さらに種間でのCWDに対する更新依存性の違いは、定着後の種間・種内の競

争関係にも影響を及ぼすことがわかった。樹木個体レベルの成長動態に対する競争効果は

比較的小さかったが、これは樹木の更新サイトが特定のセーフサイト（ＣＷＤ）に限定さ

れていて、空間構造的に競争が生じにくくなっていることに起因する。林床にササが優占

する亜寒帯性針広混交林では、倒木のようなCWDの供給パターンが林木密度や空間構造

に影響し、最終的に個体間の光を巡る競争にまで影響を及ぼしていることが予想された。

1）鹿児島大学教育学部（〒890,0065鹿児島市郡元一丁目）

DePartment of Biology,Faculty of Education, Kagoshima university,Kohrimoto, Kagoshima 890-0065jaPan
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はじめに

　近年、北方林は地球環境変化の影響を大きく受

ける森林群集として注目されている。例えぱ 今●j 'W ･●fW●'｢|'IMI/讐･W W ・l.a=k..l－¶w・・ ゛Wo　y嘔八●●－ゝ　●

後起こりうる地球温暖化による気候変化は、北方

林の気候的適域を消滅させ、その分布や生産力を

衰退させることが計算機シュミレーションで予測

されている。ところが、北方林の維持機構に関す

る野外での研究は緒についたぱかりであり、地球

環境変化に対する北方林の動態反応を実態評価す

るには至っていない。この研究の目的は、短期的

には北方林の更新動態や維持機構を明らかにする

こと、また長期的には地球環境変化による北方林

の動態反応を解明することである。

　本研究の対象地は、貴重な原生林として保全さ

れている地域である。知床国立公園の針広混交林

と十勝川源流部原生自然環境保全地域の針葉樹林

には、約10年前からモニタリングサイト（総面積

16.23ha）が設置され北方林の更新・維持機構に

関する調査が継続されており、林木個体レペルで

の成長・枯死に関する動態特性が明らかにされつ

つある（久保田ほか1994 ；Kubota 2000）。今回の

調査では永久方形区の再センサスを行い、10年間

での林木の成長・枯死様式を明らかにした。また

将来的にもモニタリングサイトを継承していくた

めのメンテナンスを行った。データ解析では過去

のセンサスデータと併せて、林分・種個体群レペ

ルでセンサス時期毎（3-4年スパンで3時期）の成

長・枯死に関する動態特性の時系列変化を解析し

た。本研究の視点は、センサス時期間での気候条

件の違いが北方林の動態に及ぼす影響を、林分の

発達段階と種組成という二つの構造属性を介した

作用系として理解することである。若齢から老齢

に至る様々な発達段階にある林分現存量の成長率

や枯死串を各時期毎に比較し、それに基づいて、

どのような発達段階の林分が最も敏感に気候環境

変化に反応するのかを解析することである。同時

に北方林を構成する種個体群（針葉樹と広葉樹種）

の動態特性を各時期毎で比較し、各種個体群の気

候環境変化に対する感受性を検討することを目的

とした。なお本研究のような長い時間スケールに
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及ぶ群集動態は、長期にわたる継続調査が最も重

要となる。したがって、今回の調査自体にその緊

急性を見出すことは難しいが、長期生態研究の１

プロセスと位置付けるならば、今回の継続調査は

将来的な展望において、その危急性及び重要性を

十分に併せ持つと思われる。

　本論では、現在まで取りまとめのほぼ終了して

いる十勝川源流部原生白然環境保全地域の短期的

な動態特性とその種多様性維持について報告す

る。近年北方林では、Coarse woody debris

（CWD）の生態学的重要性が強調されているので、

ＣＷＤの分布状況およびそれが林木種の更新動態

や成長動態に及ぼす影響を明らかにした。

調査地

　調査地は北海道の大雪山国立公園東部に隣接す

る十勝川源流部原生自然環境保全地域である。年

平均気温は0.7～1.9℃、､年平均降水量は1､192mm

である。積雪は11月から４月にかけて見られる。

植生は標高1､000m以上では、エソマツ、ダケカン

バ、トドマツが混交する上部針広混交林､低標高域

ではエゾマツとトドマツが優占する針葉樹林であ

る。林床はクマイザサとチシマザサが覆っており、

部分的にはツツジ科の低木種が分布している。

調査・解析方法

　永久調査区（6ha）は1993年8月に、標高約

1､000mの緩やかな斜面に設定された。調査区は

10×10mのグリッドセルに分割されている。樹高

2m以上の仝ての立木は標識され、その種名と胸

高直径が記録されている。さらに各個体の定着立

地を判断できるものに限り、倒木、マウンド、根

株、地面に分けて記録した。各個体の胸高直径は

マーカーの塗布されている位置で、スチールメジ

ヤーによって計測している。 2000年と2001年に胸

高直径の再測定を行うと同時に、調査区のメンテ

ナンスが行われた。その際、枯死個体と新規加入

個体も記録された。

　個体の直径成長に対する個体間の競争効果を検

出しようとした。各個体についてその周囲10m



（100�）あるいは周囲30m（900m2）のグリッド

セル内の個体群葉群密度を競争効果の指標とし

た。競争効果は一方向的競争効果と二方向的競争

効果双方について検討した。一方向的競争効果は、

各個体の周辺において、そのサイズより大きな個

体の葉群を指標とし、二方向的競争効果は、各個

体周辺に分布する全個体の葉群を指標とした。統

計的な解析では、各個体の直径成長率を従属変数

とし、各個体の胸高直径、その個体より大きな周

辺個体葉群密度、その個体周辺の全個体葉群密度

等を独立変数として、重回帰分析を行った。

結果

林分構造

　地上部現存量は255.7t/ha、立ち枯れ個体の現存

量は41.1t/haだった。6.5haの調査区で、樹高2m

以上の個体を標識した結果、11種の林木種が確認

された。林冠層はエゾマツ、ダケカンバ、トドマ

ツが優占し、その下層にナナカマド、オガラバナ

が分布していた。林冠ギャップは1､121�/ha、平

均ギャップサイズは56�だった。林床はチシマザ

サとクマイザサが優占し、その葉群は1～2mに達

していた。林床で形態を確認できた倒木は136本

ﾄﾞ､オガラバナは地面に多く分布していた(図１)。

各種個体群の空間構造は、その強度は異なるがす

べて集中分布していた。特に、ナナカマドとオガ

ラバナは強い集中分布を示した。ダケカンバは最

も弱い集中分布だった(図２)。

各種個体群の動態特性

　各種個体の直径成長率は胸高直径に依存したパ

ターンを示した（図３）。エゾマツ、ダケカンバ、

トドマツは胸高直径20-30cmまで成長率が増加し、

それより大きなサイズ個体では成長率が低下し

た。これらの成長パターンは、ゴンペルツの成長

関数で回帰できた（P<0.01）。ナナカマドとオガ

ラバナのサイズに伴う死亡率のパターンはU字型

　　12 ！
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図３　各種個体群の胸高直径サイズと直径成長率の関係



を、エゾマツ、ダケカンバ、トドマツは逆丿字型

を示した（図４）。ナナカマドとオガラバナの死亡

形態は、そのほとんどが立ち枯れだった。

　競争効果は林冠層（胸高直径10cm以上）と下

層（胸高直径10cm以下）に属する個体別に解析

された（図５）。エゾマツ、ダケカンバ、トドマ

ツの各林冠個体の成長は、種内種間を問わず、ほ

とんど一方向的競争効果に影響されていなかっ

た。しかし二方向的競争効果は、エゾマツ、ダケ

カンバ、トドマツの各種内で検出された。またエ
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図４　各種個体群の胸高直径サイズと死亡率の関係
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ゾマツとダケカンバ、トドマツとエゾマツはそれ

ぞれで種間の二方向的競争効果が検出された。下

層に分布するナナカマドとオガラバナは、ダケカ

ンバから二方向的競争効果を受けていた。なお個

体間の競争効果のほとんどは900�の近接面積で

検出されたが、そのあらわれは近接面積によって

若干異なっていた。ダケカンバとエゾマツの種間

競争、エソマツ、ダケカンバ、トドマツの種内競

争は900�の近接面積で検出されており、唯一エ

ゾマツとトドマツの種間競争は100�の近接面積

で検出された。

10N10mスケール

図５　種内間の個体間競争様式

　　　矢印は負の回帰係数を示す（P＜0.05）

考察

　本論の結果からは、生活史初期においてエソマ

ツやトドマツとダケカンバ、ナナカマド、オガラ

バナの更新ニッチの分割が完了してしまうことが

示唆された。またその後下層では同種内競争が卓

越し、林冠層ではダケカンバを含む、二方向の競

争関係が生じることが示された。なおここで得ら

れた林冠種間(エゾマツ・ダケカンバ・トドマツ)

の相互作用は、KUBOTA＆HARA(1995)の結果と

ほぼ一致しており、この群集タイプで共通してい

る特徴と言えるだろう。

　これらの種群の共存を考える場合、種間競争の

効果はそれほど大きくなく、競争を回避させるセ

ーフサイトの存在が重要であることが予想され

る。この地域の混交林ではＣＷＤが更新サイトと

して重要な役割を果たしていることは、すでに幾

つかの研究から知られている。例えば同じセーフ

サイト上に定着したエソマッとトドマツの稚樹個

体群は、セーフサイトを奪い合うことになる。実

際、個体間の競争関係をみてもエゾマツとトドマ

ツの間でのみ、小面積スケールでの種間競争が検

出されており、ＣＷＤ上におけるセーフサイトの

奪い合いを裏付けている。針葉樹であるエソマツ、

トドマツと広葉樹であるダケカンバ、ナナカマド、

オガラバナについては、生活史の極めて初期の段

階で各種群の空間分布がパッチ化され、その後の

種間競争を回避する重要な要因となっていると思

われる。下層種であるナナカマドやオガラバナは、

-

64－



主にダケカンバから披陰効果を受けており、針葉

樹種と広葉樹種間の競争関係はエソマツとダケカ

ンバを除いてほとんどなく、針葉樹種と広葉樹種

の混交が競争関係に影響される可能性は低いと考

えられた。唯一検出されたエソマツとダケカンバ

の競争関係は、ナナカマドやオガラバナよりも、

エゾマツとCWDの共有度合いが高いことに起因

する思われる。仮に針葉樹と広葉樹種の混交状態

が、各種にとってのセーフサイト（ＣＷＤ）供給

に決定されているならば、針葉樹種と広葉樹種の

混交パターンは、大規模な撹乱等によって長期的

時問スケールでは大きく変動する可能性もある。

特にCWDの供給量は、針葉樹種の混交比にとっ

て重要と思われる。
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　　　The objective of this study is to investigate the effects of CWD as sPecies'sPecific safe

site on comPetition mode among the comPonent sPecies in the subboreal conifer/broadleaf

forest in Tokachi'Gawa Genryubu WildernessArea･ northem JaPan. We comPared

intertree sPatial distribution and comPetition mode. lf the establishment sites as a measure

of the utilization status of CWD such as fallen log, mound and stumP were different among

the comPonent sPeciesjnter/intra-sPecific comPetition would be reduced by Partitioning

regeneration niche on the forest floor.We exPect therefore that the maintenance

mechanisms of sPecies diversity can be determined by combination between conlPetition

and establishment Processes on CWD｡

　　　Little inter-sPecific comPetition in the early life stage amon狐Picea jezoasis，Abigs

詔油α1函ａ�s and Bett4la ey�(nlii welre realized by habitat segregation dePended on CWD･

lnter-sPecific comPetition of＆幼慰印房扨&なz and yla?r一zぴz謂面りz認with召ｄ�αぴ房α㎡f，

whose establishment was less dePendent on CWD， was due to sharing the same

regeneration site (e･g･，on the ground).These suggest that CWD Plays an imPortant role for

reducing comPetitive effects among the sPecies， and contributes to the maintenance of

sPecies diversity. Hovvever･ Symmetric comPetition amongcanoPy trees oI Ptcea Jezoellsts，

ylM6 sα＆�油四sis and 召ｄμ紬gりﾀzα�imeansthat interference between Patches established

on each fallen log or butterless occurs in the late life history stage. This imPlies that sPatial

distribution of CWDcanaffect the irltensity of comPetition caused by crowdednessof

canoPy trees･ I｢l thecaseof hugeafnounts of CWD suPPlied by disturbance such as

tyPhoon， forexanlPle･ comPetitionarTlong individual trees could be tellse desPite of their

establishments were segregated in different fallen logs.
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第11期プロ・ナトゥーラ・ファンド助成成果報告害（2002）

葛飾区水元公園内のオオモノサシトンボの調査と保護活動について

　　　　　　　　　　　みずもと自然観察クラブ

　　　　　　　　　　　　　　五十嵐吉夫

lnvestigationand Protective Action of Copera tolcpoensむ

　　　　atMIZUMOTO PARK, KATSUSIKA,TOKYO

MIZUMOTO NATURE CLUB

　　　　Yoshiolgarasi

　昭和11年に水元小合溜で新種として発見された

オオモノサシトンボは、平成12年4月、環境庁発

行のレッドデータブックで、絶滅危惧Ｉ類に指定

された。都立水元公園内では、現在でも生息して

いるが、かつての生息地の水生植物園付近では、

現在では全く姿を確認することができず、新しい

生息地のスイレン池でも数頭しか見ることができ

なくなった。そのため、オオモノサシトンボの生

息調査を行い、生息地を保全することを目的とし

て、次のような活動を行った。

　5月～9月までの毎月1回の定期調査のほか、観

察会を開き、個体数の調査と、生息場所の環境作

りを学習した。また昨年度から今年度にかけての

調査記録をまとめた。

　1月には、日本トンボ学会の専門家を招き、オ

オモノサシトンボの住める環境作りについてのア

ドバイスを受けた。ヨシやマコモは水際部分のみ

を残し、中心部分は刈り取り開水面を確保すべき

であることがわかった。8月には、水生檀物園の

増えすぎたヨシやマコモを刈って間引き、開水面

を確保した。また9月には、日本トンボ学会の専

門家を招き、8月に水草刈りを終えた場所を見て

もらい、水草を間引くとともに、ギンヤンマなど

の大型のトンボが入り込めない程度の水路を作る

事などについて指導を受けた。また全国で生息地

-

が激減している事や、今後の環境作りについて勉

強会を開いた。さらに千葉県内の生息地を観察し、

水元の生息地との違いを比べ、生息可能な環境作

りについて、専門家の意見を聞いた。

　今回の取り組みで、直接的な結果はまだ現れて

いないが、他のトンボも含めた環境作りのための

取り組みは、概ね予定通り活動する事ができた。

　勉強会では、全国のオオモノサシトンボの生息

地は、1952年の資料によると135ケ所であったも

のが、過去3年間で確認された場所はわずか22ケ

所となった事がわかり、水生植物園の開水面の確

保と、ヨシやマコモの茂みの中にギンヤンマが入

り込めない水路を作るなど、今後も他の生息地を

見ながら、専門家の意見を踏まえた作業を定期的

に行うこととなった。

　また、束京都の事業に積極的に協力し、その都

度情報交換を行うことで、今後も公園内での活動

面では、束京都の協力をいただくこととなった。
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第11期プロ・ナトゥーラ・ファンド肋成成果報;11古（2002）

　　　　長野県南部のハナノキが白生する湿地の保全活動

　　　　　　　　　　　　　はなのき友の会

　北沢あさ子・長野康之・大熊純子・下平春夫・岡田いく代・清川博明・

古松隆明・椎原澄・椎原幸子・筒井和彦・仁木洋子・ハ木充生・ハ木和恵・他

Conservation pfJaPaneseRed MaPle in Wetlands and Other Natura1 Habitatsof

　　　　　　　　　　　　　　　SouthernNagano Prefecture.

　　　　　　　　　　JaPanese Red MaPle Conservation GrouP

　　　Asako Kitazawa, Yasuyuki Nagano, Sumiko Okuma, Haruo Shimodaira，

lkuyo Okada, Hiroaki Kiyokawa, Takaaki Komatu, Kiyoshi Shiihara,Satiko Shiihara，

　　　　　　　Kazuhiko Tutui,Youko Niki,Mitio Yagi,Kazue Yagi,etc.

　ハナノキ（カエデ科ハナノキ節）は長野県南部、

岐阜県南束部、愛知県北東部の極めて限られた湿

地に分布する日本固有の落葉高木である。ハナノ

キは自生地での個体数が減少し、現在、環境庁版

レッドリストで絶滅危惧Ｈ類に指定されている。

ハナノキは雌雄異株であるので、雄木と雌木の開

花個体が近くに存在しないと種子を作ることがで

きない。長野県の自生地の大部分は、南部の飯田

市山本と隣の下伊耶郡阿智村の4ケ所に集中して

いるが、そこでは雌木が34本程度しか確認されて

いない上に、既にその中に6ケ所のゴミ処分場が

あり、他に県の第三セクターによる処分場計画が

進んでいる。また、この10年間にはゴルフ場、道

路、埋め立て計画があがり保護活動を行なわなけ

れば、ほとんどを失ってしまうところであった。

今しっかりとした保全策を立てなければハナノキ

の種としての存続が危ぶまれる。はなのき友の会

は、ハナノキとハナノキが生育する湿地を後世に

残すことを目的として、1993年から様々な活動を

行ってきた。 2000年10月からはPNファンドの助

成を受け1）長野県南部のハナノキ白生地4ヶ所の

毎木調査と個体位置図作成、2）自生地の環境調

査、3）実生と幼木の生存率・成長率調査、4）充

-

実種子率調査、5)自生地の保全管理作業を行っ

てきた。これらの活動によりハナノキの生態を把

握して同種の保全を検討する際の基礎的な情報を

得ること、さらに今ある自生地を保全管理するこ

とを目的とした。

　胸高直径5cm以上の267本(株)のハナノキにつ

いて、毎木調査と詳細な個体位置図を作成するこ

とができた。ハナノキ実生の生存率は調査を行っ

た4ケ所の調査地のうち1ケ所ではおよそ80％と高

かったものの、他の3ケ所ではおよそ10％と低か

った。生存率が高かった1ケ所はギヤップの下に

設けた調査地であり、日照量が生存串に影響を与

えたと考えられるが、相対照度等の環境要因との

関係は明らかでなかった。３ケ所の調査地で採取

した種子の充実種子率は、昆虫または鳥に食害さ

れたと思われる種子を含めるとおよそ80％であ

り、種子形成は正常に行われていると考えられた。

また、毎月1回の割合で地主の協力を得てハナノ

キ自生地のゴミ拾い、竹やぶ払い、つる切り、崩

壊地の土留めなどの保全活動を行った。現在残さ

れたハナノキの自生地は非常に貴重なものなの

で、何としても優先的に残し、積極的に保全して

いく必要がある。
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１．ハナノキのし果（羽の付いた果実:4月下旬）　２．ハナノキ白生地内のミカワバイケイソウ

　　ｉ　ご7惣厖陽Tヽヽ　こ

＼ﾑ言ふぬ幽扮

３．ハナノキ調査隊　　　　　　　　　　　　　　　４．ハナノキ個体位置図作成時の調査風景
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第11期プロ・ナトゥーラ・ファンド劫成成果報;j;･,!y（2002）

　　　　　ニッポンバラタナゴの保護

　　　　　ニッポンバラタナゴハ尾研究会

加納義彦、敗仲俊幸、竹本芳隆、岩崎陽子、西野民夫

Conservation of JaPanese rosebitterlinggzθ＆z4sθa些z治s仙月聊認心

　　　　　　　　　　　　　Yaostudy grouP of JaPanese rose bitterling

Yoshihiko Kanoh, Toshiyuki Yoshinaka, Yoshitaka Takemoto, Youko lwasaki, Tamio Nishino

活動の目的

　コイ科魚類のニッポンバラタナゴ�勧心z､s

θ･;g//αZgs知ｎ肖四sは、生きたドブガイの鰹腔内

に産卵するため、ドブガイが生息できない河川や

溜池では繁殖できない。また、ニッポンバラタナ

ゴを保護するための特異な問題は、タイリクバラ

タナゴと容易に交雑することである。さらに、近

年では、水質汚濁や外来魚の侵入によって、絶滅

が危惧されている。今回の活動は、ニッポンバラ

タナゴを保護するために、八尾市溜池群における

２亜種間の交雑状況と保護池におけるニッポンバ

ラタナゴとドブガイの繁殖状況を調べるととも

に、ニッポンバラタナゴとドブガイが生息できる

環境を保全し、地域の子どもたちにニッポンバラ

タナゴの生態を広く知ってもらうことを目的とし

た。

活動の方法

　2000年10月から2001年2月まで、ニッポンバラ

タナゴが生息していると考えられるハ尾市の6つ

の溜池からバラタナゴを採集し、タイリクバラタ

ナゴとの交雑状況を、アイソザイム分析によって

調査した。対照として、かつて交雑が確認された

淀川水系の防賀川から採集したバラタナゴの形質

と比較検討した。

　ニッポンバラタナゴ八尾研究会では、1999年5

月に保護池を造成し、ニッポンバラタナゴ雄41尾、

-

雌60尾、ヨシノボリ100尾、スジエビ20尾を放流

した。さらに、マーカーによって個体識別したド

ブガイ45個体を同時に移植した。今回の活動では、

2000年10月、2001年2月、3月、6月（写真２）、９

月に、保護池におけるニッポンバラタナゴの繁殖

状況を調べ、保護池から5つの溜池へ合計500尾の

ニッポンバラタナゴを移殖した。また、地域の小

中学校へ水槽飼育観察用にニッポンバラタナゴ計

300尾を配布した。また、保護池におけるドブガ

イの繁殖期と成長期を明らかにするために、2000

年10月から定期的にヨシノボリを採集し、ドブガ

イの幼生の寄生数を数え、さらに、ドブガイを採

集して殼長と殼高を測定した。そして、繁殖期の

2001年4月から5月に、ニッポンバラタナゴの繁殖

行動を水中ビデオカメラで撮影し、ビデオ教材を

作成した。

活動の成果

　八尾市の保護池を含む5つの池におけるアイソ

ザイム分析の結果は、すべての個体でニッポンバ

ラタナゴの表現型を示した（表１、写真１）。以

前にタイリクバラタナゴとの交雑が確認された上

野池では、バラタナゴがまったく採集できなかっ

た。Ｎ０４’池では3個体しか採集できず、それらの

個体は雑種個体の表現型を示した。したがって、

ハ尾市溜池群では、捕食魚の侵入や水質汚濁によ

って雑種個体群は滅少する傾向を示した。一方、
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対照実験として分析した防賀川の個体群では、

LDHでタイリクバラタナゴの遣伝子頻度が0.810

となり、6PGDでは0.905で、15年前の結果（LDH:

0.870､6PGD:0.875）と比較して大きな変動はなか

った（表２）。

　保護池におけるニッポンバラタナゴの繁殖状況

は2000年の4月から5月に繁殖した個体群が成長

し、2000年10月には、体長27mm以上の個体が約

6､000尾まで増殖していた（写真3-a）。しかし、

2001年9月30日の体長分布では、2001年生まれの

個体群がほとんど採集されなかった（図１）。

　一方ドブガイの産卵期は、ヨシノボリに寄生し

ていたドブガイの幼生数の増滅から推定すると１

月から5月で、2000年、2001年共に繁殖最盛期は3

表１　各池および河川におけるバラタナゴのアイ　表2　2酵素(LDH,6-PGD)に関する遺伝子頻度

植田池

辻井池

清水池

re-1池

本間池

no4'池

防賀川

ソザイム分析
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６
０
６
０
１
０
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２
２

LDH

一　Ｈ

０
０
０
０
０
２
６
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一
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６
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１
３
１

１
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唐墳堕RS:ニッポンバラタナゴ，H:鐘種，RO:タイり∂バラタナゴ
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０
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植田池
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清水池
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一
RS　　RO

０
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　0.25　0.75

0.191　0.81

RS:ニッポンバラタナゴ，RO:タイリクバラタナゴ
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-
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０
０

０
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0.905

写真１　保護池に生息するニッポンバラタナゴの　写真２　保護池における調査風景(2001年6月10日)

アイソザイム分析の結果a:U〕H,b:6,PGD

a:LDH
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写真３　保護池で採集されたニッポンバラタナゴとドブガイ　　a:ニッポンバラタナゴとスジエピ,♭:ドブガイの稚貝
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ドブガイの産卵期は冬期の1月から4月まで、初期成長期は夏期の5月から11月である。

2001年は保護池の水交換ができなかったので、富栄養化か進み、ドブガイはほとんど繁殖しなかった。
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図３　保護池(RE-1)と清水池における植物プランクトンの祖成比

　　　2001年3月から保護池と清水池に隣接する河川工事が開始され、保護池では水交換ができず、清水池では水交換を

　　　行った。その結果､2001年の夏に保護池では富栄養化が進み、優占種が珪藻から緑藻へ、さらに藍藻へと変化した。
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月であると推定された。また、2000年ではドブガ

イの稚貝の成長期は６月から11月であったが、

2001年では6個体の椎貝しか発見できなかった

(図２、写真3-b)。

　また、保護池と清水池における植物プランクト

ン組成比を比較した。保護池においては、2000年

の夏季では珪藻が優占していたが、2001年に入る

と優占種が6月には珪藻から緑藻へ、さらに8月に

は緑藻から藍藻へと遷移していった。一方、2001

年の清水池では夏場でも珪藻が維持されていた

(図３)。

　以上のことから、2001年の保護池では水質の富

栄養化が進み、ニッポンバラタナゴとドブガイは

共にほとんど繁殖できなかったようである。保護

池では2000年3月に、また清水池では2001年4月に

水交換を行った。しかし、2001年2月から4月まで、

隣接する河川工事が行われたため、保護池の水交

換を実施できなかったことが原因で、保護池の富

栄養化が進行したと考えられる。

　かつて地元では、年に一度の泥水流し(どび流

し：地元での呼び名）が行われていた。このどび

流しによって池を清掃し、同時に田畑に有機物を

取り入れ土壌を改良し、さらにドブガイや雑魚を

食材として用いていたのである。現在では、高安

地域の地場産業や生活様式の変遷によって、どび

流しはほとんどの池で行われることがなくなっ

た。これらの調査結果から、自然環境を保全する

ためには、年に一度の伝統的などび流しがいかに

重要であるかが示唆された。今後、我々はこのど

び流しに替わる新しい浄化循環システムを考案し

て、白然環境を保全して行こうと考えている。

　おわりに、環境保全活動の一環として、ニッポ

ンバラタナゴの産卵行動を撮影したビデオを利用

し（写真４）、児童たちや地域の人達に、ニッポン

バラタナゴの生態と保護について解説することに

よって、身近な白然環境と生活との関わりについ

て話し合うことができたことを付け加えておく。

写真４　ニッポンバラタナゴの蛮卵行動　　a:ドブガイに産卵する雌,b:放精する雄
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第11期プロ・ナトゥーラ・ファンド肋成成果報告書（2002）

飯能県民休養地構想の推進、及び隣接開発予定地に対する

　　　　　　　環境負荷の低滅を求める活動

　　　　　　　天覧山・多峯主山の自然を守る会

　　　　　　　　　浅野正敏1)・内田康夫･)

　　　遠藤夏緒・秋郷伸一・丸山隆・丸山悦子・黒住浩次

Activitiesto Promoto Hanno PrefecturalrestPlace Planand to demand lessen

　environmental damage Possiblycaused by develoPing neighboringarea.

　　　　　　Assodation For Preservation of Mt.Tenran and Mt.Tounosu

　　　　　　　　　　　　Masatoshj Asano, Yasuo uchida

Natsuo Endo，SinichiAkisato･ Takasi Maruyama･ Etsuko Maruyama， Koji Kurozumi.

　私たち天覧山・多峯主山の自然を守る会・自然

環境調査委員会では、天覧山・多峯主山周辺域の

自然環境を良好な状態で保全する為に、市民自ら

の手での自然環境調査が不可欠であると、2000年

度のPRO NATURAファンドによる助成金を受け

て、この1年間当該地域の自然環境に関する基礎

資料の収集に努めた。素人である市民の手による

調査活動であったが、快くご協力いただいた各分

野の先生方のご指導のおかげで、納得のいく調査

結果を得ることが出来、当初の目的の一つである、

この守るべき里山の全体像を知る事が出来たとこ

ろである。

　また自然環境調査だけにとどまらず、この地域

の里山としての利用の歴史や文化など、幅広い分

野への調査の広がりも見ることが出来た。このこ

とは身近な里山環境の保全の為には必要欠くこと

の出来ない要素であり、今後の具体的な保全策を

考える上で必ず活かされてくるものだと思う。

　今回の調査は、動植物11分野という多岐にわた

1)天覧山・多峯主山の自然を守る会：埼王県飯能市柳町1&17

2)駿河台大学:埼玉県飯能市阿須698

る調査であった。雨や雪、真夏の暑さ‘や、厳寒の

沢の中での調査作業は、決して楽なものではなか

ったが、それだけに達成した喜びもまたひとしお

である。何よりも調査を進める中で調査員各々が

感じた疑問や試行錯誤は、真摯な学習意欲を生み、

自然に対して素人だった我々を立派なインタープ

リター＜自然案内人＞として育ててくれた。

　また、今回の調査にかかわった延べ人数は400

人を数えた。この山への市民の思いが如何に熱い

ものかを物語っている。こうした人のつながりは

今後の当会の活動の大きな財産となってくれるも

のと確信する。

　今回の調査の結果は当初の予想どおり、天覧

山・多峯主山の持つ自然生態系の豊かさを証明し

てくれた。しかし未だにこの山が開発の危機にさ

らされている事に、なんら変わりはない。この貴

重な活動の結果を有効に活用し、かけがえのない

天覧山・多峯主山の自然を次世代に残す事が我々

の活動の真の目的である。そのために市民・行

- 77－



政・企業に対しての真剣な働きかけを今まで以上

に行なっていく事が、助成活動を終え、天覧山・

多峯主山への思いをいっそう深くした我々の、今

後の課題である。

写真１　水棲生物調査風景

写真３　航空写真からの植生確認
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弟11期ブロ・ナト･りーラ・フフンド助成成果報告寿（2002）

　　　　ホトケドジョウの育つ小川づくり

　　　　　　　恩田の谷戸ファンクラブ

藤田廣子・高見元久・林邦能・高橋多枝子・福富洋一郎

Let's make a haPPy stream for Hotokedojo (£eμ4αeclligo�α)families!

　　　　　　ONDA NO YATO FAN CLUB

Hiroko Fujita，Motohisa Takami･ Kuniyoshi Hayashi，

　　　　Taeko Takahashi, YoichiroFukutomi

背景

　恩田の谷戸は､横浜市郊外の丘陵地に位置する。

近年、周辺で宅地開発が盛んに行なわれたことも

あって、わずかに残った雑木林と水田が一体とな

った谷戸は貴重な緑地環境となっており、源流域

には数が減少したとはいえホタルやホトケドジョ

ウ［写真１］など多様な生き物が生息している。

当ファンクラブでは地権者である農家の理解を得

て、谷戸の景観［写真２］やそこに生息する生き

物を含む生態系の保全活動を続けてきている。し

かしながら、恩田の谷戸のうち、数年前に農地改

良工事で建設発生土をかさ上げ［図１］のために

受け入れた谷戸では、湧水域を含めたホトケドジ

ョウの生息場所が失われ、工事に俳せて確保・復

元された小川（通称「ホトケドジョウの小川」）

も素掘りのために地中への漏水が激しく、晴天が

続くと水量不足のために小川全体が干上がる状況

となっていた。ファンクラブでは、最終的にはホ

トケドジョウが人の手を借りずに生息できる環境

の復元整備を目標として、ホトケドジョウの育つ

小川づくりを行なったものである。

実施内容

　復元事例を参考にしたほか、学識者の助言を得

てホトケドジョウ生息環境の全体像を構想［図２］

し、順次継統して整備を行なうこととした。

第一段階…水量不足時にホトケドジョウが逃げ込

　　　　　む場の確保

　　　　　複数の池（大きさ５ｍｘ２ｍ程度の長円

　　　　　形、水深最大50cm）を造成

　　　　　池周囲には湿生植物および日陰を創出

　　　　　する樹木を植栽

第二段階…池をつなぐ小川の整備

第三段階…水量の確保、湧水の復活（予定）

　　　　　通常生活の場および繁殖活動域の創出

　池および小川の創造にあたって、漏水防止を図

るためにビニールシートと粘性土を併用した。水

生昆虫等の生息環境を確保するために、水底から

40～50cmの深度まで掘削して防水シートを敷設

し、シートの上を掘削土にベントナイトを混合し

た難透水性材料で多層構造に締め固めて、底棲生

物にも支障のないよう配慮［写真３］した。

現況および今後

　複数の池および小川を漏水しない構造とすること

で､､常時水量を確保することが可能となった。整備

後､梅雨時期にはカエルの産卵が見られたほか、トン

ボの幼虫や水生昆虫が生息するまでになっている。

　今後も継続してホトケドジョ｡ウの生息環境、湧

水の確保等を図っていく予定である。
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写真１ ホトケドジョウ*1

………;.゛､l;､･ﾓﾌ゛‘'‘7゛j'゛｀烈硯?陽孚ﾐll:………,…………｀;ﾖ奈4

①池の掘削

］言謳興
④完成した池

図１

　←寵披影響塊‐

農地のかさ上げに

写真２　谷戸の原風景(10年前)'2

- - - 　 － - - － - - － －

②防水シート十遮水層の施工

]胆||ｻﾞ

＼ﾌﾞﾅﾚ尹ﾉﾄﾞﾉIJ……j

⑤池周辺の植物回復状況

l土前11(田面
　　！

→1

よる小川の変更

△づ順宍]逼

ﾉﾌﾞ▽ﾌﾞ………麿贈ｿﾞ]奏Ｅ

ﾌﾞ……j｡……､/j

ﾓILjSI

]士≧牡白宍遜ぬ謐謳｀S-m'゛

③現小川切り回しと池の施工
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水路(小川)

＊１：ホトケドジョウについて

　　コイ目ドジョウ科に属する日本固有種で、小型で細長い円筒形をしており、茶～赤褐色を呈する。

　4対のひげを持ち、水生昆虫等を主食とする。生息域は丘陵地の谷戸の湧水のある緩やかな流れであ

　るが、生息地の急激な減少で神奈川県では絶滅の恐れがある。

＊２：谷戸の変還

　　宅地開発等で谷戸を構成する雑木林や農地が激減している。また、農地改良工事による旧来の小川

　の消滅などホトケドジョウの生息環境は激減している。
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よる環境影響評価チェックモニタリングシステムの構築

　　　　　三浦半島かんきょうフォーラム

　　　　　　　　田中雅宏　三留久央

Establishment of ”EnvironrnentAssessment Check Monitoring System¨

　　　　　　　　　　　　　　　　　bythe citizens.

　　　　　　　　　　MiuraPeninsula conservation Forum

　　　　　　　　　　NiasahiroTanaka，Hisamitsu ?viitome

目的

　この活動は、現在計画が進められている神奈川

県による産業廃棄物処分施設の建設計画に伴い、

自然環境を市民活動の中で調査し監視するシステ

ムを構築する目的で行ったものである。なお建設

計画は、神奈川県の条例による環境アセスメント

が終了し、関係市町村である横須賀市の認可が下

りたため、ほぼ計團が決定した（2002年5月）。

調査活動の内容

　今後、仮に計画が進行した場合でも調査が継続

できることを前提として調査項目を選んだ。

　これまでに継続して行ってきてい'る自然環境調

査として、動物調査と植物調査の他に、今回助成

金を得たことによって、比較的資金の必要な化学

汚染物質の調査・分析を行うことができた。土壌

と川底の底質、河川水について行い、土壌ではダ

イオキシン類と重金属類の分析、底質では重金属

類、水質では重金属と化学物質を測定するための

検体のサンプリングを行った。調査は、株式会社

を開催した。この勉強会によって、専門家の方か

ら貴重なアドバイスや、その後の調査活動の継続

的な人的つながりを持つことができた。一般の市

民の参加を募るために、広報の方法として会の会

報やホームページ、メーリングリストの他、新聞

祈り込み、ビラの配布などを行った。

調査結果

　動物調査では、トウキョウサンショウウオの産

卵数の調査を行い、例年と同様な産卵が認められ

た。オオタカの生息調査は、繁殖期にも生息を確

認したが、営巣の確認には至らなかった。

　植物調査では、谷や尾根部など環境ごとに植物

相を調べた。これらについては、まだ精度を高め

る必要があるため、今後も継続して調査を行う予

定である。

　化学汚染物質調査では、微量ながら8塩化類の

ダイオキシン類や亜鉛などが検出された。これら

は、農地やゴルフ場からの農薬の影響や、高圧鉄

塔などからのサビ止め塗料などによる影響と考え

環境総合研究所に調査指導をしてもらい、実際の　られる。

分析は、カナダのマクサム社が行った。　　　　　　　これらの調査には、公募を一般向けにしていた

　これらの調査やサンプリングは、一般の市民の　ものの、実際は会員が中心だった。今後地域住民

参加を募り、調査活動を行った。一般の方（特に　を中心とした、より多くの方が調査に参加できる

地域住民）にも調査を理解してもらい、調査方法　ような対策を検討していきたい。

を確立するために専門家の方を招き、調査勉強会　　なお今回の活動で、開発前の自然環境の基礎デ
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－タが得られたことは、今後開発が行われた際、

比較するために大変有意義なものとなるだろう。

写真１　植物調査風景

将来的にアセスメントでの計画の評価と対比しな

がら検証していきたい。
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第11期プロ・ナト･ンーラ・ファンド勣成成果報告書（2002）

名古屋束部丘陵地のトウキョウサンショウウオの生息調査

　　　　　　　　　　ネイチャークラブ東海

　　　　　篠田陽作・原田秋男・秋田貢・小川英作

The habitatresearch of Tokyosanshouo in the eastemhm of Nagoya

　　　　　　　　　　　NatureClub Toukai

Yousaku Shinoda, Akio Harada, Mitugu Akita, Eisaku Ogawa.

要約

　トウキョウサンショウウオの生息域は海抜約

300mまでの里山や雑木林、水田などの近くです。

しかし近年その様な地域は都市化で開発され、ほ

とんどが生息出来なくなっています。 10年程前に

愛知県のトウキョウサンショウウオの生息調査を

行なった後、生息地域の開発が進んで既になくな

った所も見られるので、今回再確認の為に名古屋

市東部の開発の進んでいる場所の調査のみ限定し

て行ないました。やはり高速道路や宅地の造成な

どにより失われた部分と、周囲の環境の変化の為

に生息出来なくなった場所があり、これから開発

される予定地になっている場所もあり絶滅も時間

の問題かと思われます。

はじめに

　今回の調査では特に都市化の進んでいる地域を

調査しましたが、それらの中で10年前から生息が

続いている場所は、公園であったり湿地として保

全や保護されている場所であったり、名古屋市の

緑地保全地域や公園予定地として開発から逃れた

所のみで、それ以外のところではほとんど生息で

きる環境はなくなっていました。このことから今

後保護するならば早めに生息を確認し、その場所

を保護地域の指定や市民の保全活動で囲い込みを

する必要があるのではないかと思いました。

-

調査方法について

　基本的には十年前に生息が確認された場所の再

確認を行ないました。ほとんど名古屋市内ですが、

さらにその周囲で生息の可能性がある場所を一部

調べました。2月の始めから3月にかけての産卵時

期に、湧水や水たまりのある場所を全て探しなが

ら確認をする作業によって生息を確認しました。

しかし一度では見落としや産卵のタイミングに合

わない場合もあるので、同じ場所を少なくても２

週間ぐらいの時間差をつけて2度から3度確認に廻

りました。場所により水温や気温に幅があり、か

なり産卵の時期に幅があるのではないかと思われ

ました。今回は卵の確認作業のみで時間がなかっ

たですが、今後このような生息環境や産卵の条件

などの調査も行なっていく必要があると思いま

す。

　最初の予定では2名での調査をしていましたが、

調査地域内にある水溜まりや湧水など意外に数が

あり、さらに2名の応援を得て終了する事が出来

ました。実際に直径30cm程の水溜まりや、わず

かな窪地の草の間などでの産卵も見られ、逆にそ

のような意外な場所の卵は盗難にあわず残ってい

ました。今回の調査では地元でトウキョウサンシ

ョウウオの保護や保全に関わっている、平和公園

自然観察会や名東自然クラブ、大森自然観察会、

束山自然観察会などの方々の協力もいただきまし
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た。

調査結果について

　今回の調査では実際の調査地点は18ケ所です。

その中で今回確認出来たのは6ケ所で、10年前に

確認できて今回確認できなかった場所は3ケ所で

す。今回新たに確認出来た場所はなく、特に4年

前に生息場所のデーターが流出して、その翌年に

大量の卵が盗難に遭ってから、毎年同じ業者とみ

られる卵の盗難が続いているので、全体の個体数

が減っているのか卵の数も少ないのが気にかかり

ます。さらに各生息地間の交流が隔絶されてしま

い交配の条件がせまくなったのか、卵塊の中の卵

の数も少なくなっているような状態です。このま

まではいずれ絶滅の心配もあり、今後各生息地間

の個体の交流を人の手で行なう必要もあるのでは

と考えられます。各生息地は完全に飛び地状態で、

個体交流は全く出来ない状態です。種の保存のた

めにも組織的にそれらの問題を考え、実行する事

が今後必要です。そのためにも今回の生息状態の

確認はその第一歩として意味のある作業であると

思われます。今後は愛知県全体での再調査と卵の

数や成体の数の調査、その生息地を今後の開発か

ら守るための方法や、交流をさせる場合のソーン

ニングの設定など色々な作業が必要だと思われま

す。本格的な保護と保全のためのプロジェクトを

始めないと手遅れになります。

　今回の調査で簡単に生息していた場所の水の

pHを計ってみましたが、平均で5－6の間ぐらい

ですが中には4ぐらいの場所もあり、東海地方独

特の湧水型の湿地の水を利用していると思われま

す。今後保護や保全をする時には、このような湿

地とー体としての保護や保全も有効な手段かと思

われます。今回確認出来なかった場所のうち一つ

はバイパスエ事により生息地がなくなってしまっ

た例でした。もう一つは生息地の沢の上流に大き

な団地と病院が作られ、そのため沢の水がなくな

り雨水のみが流れる状態となり､産卵期にはほと

んど水がなく、たまに雨が降ると土砂が流れ卵が

埋まったり流されたりする状態で、今回は確認で

きませんでした。

-

　もう一ケ所は昨年九月に束海地方を襲った集中

豪雨で土石流が発生し、産卵する沢仝体が埋まって

しまい水流や湧水もなくなってしまった場所です。

　このように災害や開発によって産卵場所がなく

なった場合でも、その周囲50mぐらいの範囲に数

箇所の代替えの水のある場所を造っておくとそこ

に産卵する場合もあります。今までも公園の造成

や道路の造成で産卵場所がなくなった場合には何

度も成功していますが、その場合卵を回収してよ

り安全な場所に移す必要があります。その場合成

体になった個体を元の生息場所に戻す必要があ

り、やはり飼育する必要が出てきます。しかしど

こまで人の手を掛けていいものか、そのあたりの

判断は非常に難しいものがあります。

今後の保全と保護について

　今後はトウキョウサンショウウオの生息する地

域全体での生息調査と、その現状を参考とした総

合的な保護のためのアクションが必要だと思いま

す。そのためにも各地域での活動をネットワーク

する必要と、お互いの情報の交換や問題の解決の

ための協力が必要と思われます。5年程前に愛知

県の環境部の自然保護課からの依頼で、宅地造成

地の中にあるトウキョウサンショウウオの生息地

を、そこから900m程離れた場所へ移動しました。

これは3年がかりで行ない現在も無事に生息して

います。その時のノウハウを使えば、かなりの確

率でグループ仝体の移動が行なえると思います。

そのような手段や方法なども使い、今後真剣に保

護に乗り出さないと、個体数が繁殖の限界に近づ

きつつあるような状態であると思われます｡私た

ちも個々に努力はしていきますが、自然保護協会

もトウキョウサンショウウオのフォーラムやサミ

ットを考えていただけたらと思います。それとも

私たちが助成をいただいて行なう方が良いのでし

ょうか。このあたりも今後の課題だと思われます。

トウキョウサンショウウオの保護や研究をなさっ

ている方、是非ご連絡を下さい。一度皆さんとお

話がしたいと考えています。
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地図の解説

　今回の調査では名古屋市内の東部丘陵地での生息調査を行いました。 10年前の調査では周辺

の日進市、長久手町、束郷町、尾張旭市なども含めて行いました。

①のマークは1980年以前に確認されていた場所です。

②のマークは1922年に確認された場所です。

③のマークは今回確認できた場所です。

①②③と並んでいる場所は20年前から現在まで続けて確認できている場所です。
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写真は今回確認できた現状の写真です。

①東山地区で発見の卵。

　　‘ｸﾍﾟ‰1.‘ヽ/　（…………贈朧示ｿ9’首し窓聘言……⑤回……,llljy1Gにy4
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⑤守山地区の雨池の産卵場所
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②束山地区で発見の成体
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④大森地区での生息地

－

⑥平和公園での産卵場所
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⑦明徳地区での産卵場所　　　　　　　　　　　　⑧明徳地区の人工の産卵池

⑨明徳地区の人工の産卵池　　　　　　　　　　　⑩猪高地区の産卵場所

燃胆]ゾ
⑥猪高地区の産卵場所　　　　　　　　　　　　　⑩猪高地区の湿地帯
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第11期プロ・ナトゥーラ・ファンド勣成成果報告書（2002）

コウモリ観察会実施のためのガイドライン作成と観察会実施の援助活動

　　　　　　　　　　　　　　コウモリの会

　　　　　　　　　　　　　　　山本輝正

Making Guidelines and Giving SuPPort forhaving a Bats'Watching

Bat Study and Conservation GrouP of JaPan

　　　　　　Terumasa Yamamoto

　日本のコウモリ類は、自然界において昆虫（蛾

や甲虫等）の捕食者として重要な役割を果たして

います。しかしこのような役割が理解されないま

ま、コウモリ類はその生息数及び分布域を急激に

減少させているのが現状です。この状況を変える

ためには、コウモリヘ関心を持つ人を増すことが

重要と考えられます｡このために効果的と考えら

れるのが、コウモリ観察会の開催です。コウモリ

は夜間に活動するため、観察会の実施にはコウモ

リの生態の知識を必要とします。生態を知らない

ままでの実施は、コウモリヘのディスターブにな

ってしまう恐れがあり、保護のための行為が、そ

の逆の行為につながる危険性を持っています。

　以上により、コウモリ観察会を日本各地で行い

やすくしていくことが望まれています｡これには、

観察会実施のためのマニュアルに相当するガイド

ラインの必要性と、観察会実施のための各種援助

活動が必要と考えられます。コウモリの会では、

1995年より毎年コウモリ観察会を開催する中で、

その方法論を研究してきました。この結果として、

コウモリについての知識があり、ある程度の準備

と人・機材などが用意できれば実施できるガイド

ラインを作成することが出来ました。また、これ

を多くの人に広めるため、「クビワコウモリを守

る会」が長野県乗鞍高原で実施した「コウモリ観

察会」の後援をするとともに、その実施を指導し

-

てきました。

　―方、「コウモリの会」では、洞窟内での観察

会の実施は、コウモリの生息場所保護のために現

在認めていません。また、鍾乳洞を中心とした洞

窟の観光開発が、コウモリの生息を圧迫してきた

事も事実です｡このような状況を少しでも改善し

ようと岐阜県郡上八幡町でコウモリ観察会を実施

しました。これは、鍾乳洞に生息するコウモリ類

を始めとする生物を保護する体制を、観光鍾乳洞

の管理者に対して持ってもらう、観光鍾乳洞のあ

り方や考え方を変えてもらうための試みでした。

　この「ガイドライン」については徐々に知られ

つつあるようですが、なぜ必要なのか、どうして

このようなことを盛り込んだのかが理解されてい

ない面もあるようです｡今後は、ガイドラインの

下に実施される観察会が多くなるよう、広報活動

および援助活動を行っていきたいと考えていま

す。さらに、観光鍾乳洞でのコウモリ保護も進め

ていきたいと考えています。
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第11期プロ・ナトゥーラ・フフンド勣成成果報告書（2002）

箕面市小野原西地域の自然環境保全とまちづくり

　　　　　　　　みのお山自然の会

　　　　　　　　　　本多　孝

Onoharanishi，Minoh-city nature conservation.

Minoh'yama shizennokai

　　Takashi Honda

　1998年、既に計画が進んでいた箕面市小野原西

特定土地区圓整理事業により開発されることを知

りました。この時点では、既に青写真ができてい

る段階でした。私達は、この地域の自然観察をす

すめていましたので、この里やまの地域の自然を

見直し、自然そのものと人と自然の関わりを継承

していくために行政と話し合いを持ちました。

　小野原西は、市街地の中に残った里やまの地域

があります。山あり谷あり、そして溜池あり、田

畑あり。

　里やまは雑木林ではなく竹林なので、今も高級

料亭にタケノコを供給しています。エネルギー革

命以降見捨てられた雑木林の里やまでなく、今も

使われている生きた里やまの地域です。

　その後この地域の自然環境調査をみのお山自然

の会が市民参加で進め、それを行政が協力して自

然特性を見極めまちづくりに活かして行こうと、

調査や自然観察会を1年半がかりで調べてきました。

　この調査では、白然観察会での市民聞き取り調

査、人と自然の関わり、歴史文化の聞き取り調査、

里やま調査、植物(木本、草本)、野鳥、昆虫等の

調査を行ないました。博物館学芸員、エコミュー

ジアムの研究者、野鳥の会・自然観察指導員等ペ

テランリーダーに参加・協力頂きました。

　その結果、いくつかの発見があり、地元の人達

も知らなかったヒメボタル(準絶滅危惧種･大阪カ

みのお山自然の会会長　(大阪府箕面市新稲6-21-2)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

テゴリー)の大きな生息地帯がある事がわかりま

した。また、メダカを初めとした絶滅危惧種が生

息している事も分かりました。そして、人と自然

の関わりや昔からの歴史的なもの、文化的なもの

もだんだん明らかになってきました。行政も議会

でヒメボタルの保全を取り上げるようになりまし

た。

　とても貴重な自然があるということと共に、人

と自然の関わりの問題についても分かってきたこ

とがあります。市民は自然が良いから残せという

が、ゴミはほったらかし、草花は取って行く、犬

の糞はしっぱなし、困ったものだということでし

た。そして地元の人達は、相続や税金、農業に希

望が持てなかったり、高齢化や後継ぎ問題を抱え

ています。維持していけない田んぼが短い期間に

うっそうとした竹薮になっていました。タケノコ

を取る竹林とははっきり違います。町中の地域だ

けに無計画な開発もあります。終戦直後の航空写

真と比べるとお寺、墓地、テニスコート、車屋、

ハイツ、ディスカウントショップと自然が壊され

てきています。実はこのタケノコ畑の竹薮と言え

ど、昔は畑だった所であり、人が関われなくなっ

てきた中で竹林が増え、その結果としての新しい

活用のスタイルということができます。

　ここは人の農耕という関わりの中でできてきた

多様な生物相を持つ自然環境です。そして、その

93－



関わりの中からこの地域の歴史や文化も感じられ

ます。人々の暮らしがこれらの環境全般を作って

きたし、維持してきたのです。その人と自然の関

わりが開発とは関係なくつぶれつつあります。開

発がなくなれば自然が守られるという単純なもの

ではありません。

　私達は行政を市民主導で巻き込み、自然を活か

したまちづくりとしてできるだけ自然を守り配慮

する方向を目指していくことになりました。

　当初、行政は自然環境への配慮は、低公害の重

機を使って工事をすることしか掲げていませんで

した。

　そこで2000年度の助成をいただき、これらの自

然環境調査をまとめ関係行政機関にプレゼンテー

ションし、箕面市小野原西地域の自然環境保全と

まちづくりを進めていくことにしました。

　この地域の自然環境や歴史・文化・産業遺産を

保全し、今の私たちの暮らしを築いてきた遺産を

次の世代に引き継ぐことが求められていると思い

ます。開発にあっても、まちづくり理念条例にあ

る地球環境保全の課題を決して軽視してはならな

いと危惧しております。そして、その事が緑を活

かしたまちづくりをのコンセプトにもつながるは

ずであり、地元地域の自然環境や歴史・文化・産

業遺産を保全・継承する努力を進めることは、わ

れわれ市民・行政の貴務と考えられます。

　小野原西の緑を活かすことは、ただ単に木々が

植われば良いというものではなく、生態系の維持

を目指していくとともに「人と自然の関わり」を

再構築していく方策、ソフトやプログラムづくり

も、このまちづくりの中で行なわなければ残せな

いし、活かせないと考えます。集合農地の将来を

考えていくことは、この地域の歴史・文化・産業

遺産を継承していくことにもつながります。

　また、過去この地域の自然環境や歴史・文化・

産業遺産の調査の中で明らかになってきた点や、

この間の何年かにわたる行政との話し合いの中で

保全を要望してきた問題など、更に検討を進め下

記の点について例え開発の中にあっても、保全継

承の「市民・行政の責務」を強く求めています。

-

　私達の話し合いの中で、行政も努力する方向を

示してきました。そして、地権者とも話し合う機

会を作っていただきました。初めは自然保護団体

と話し合うことに消極的で反発されていました

が、私達の趣旨を理解していただけるように努力

いたしました。

　私達の会の中には地元の地権者も入会いただ

き、自分の田んぼを自然観察会に提供してくださ

っています。反対運動でない自然保護活動に一定

の支持をいただきました。

　下記は私達が行政に出してきた要望です。

★自然環境の保全について

●絶滅が危惧される種について適切な保全をして

　下さい。

●ヒメボタルの生息地を現状で保全して下さい。

●小野原6号線の位置は、ヒメボタルの生息地に

　当たります。その道路の移動と緑地予定地の移

　動変更により生息地を保全して下さい。

●溜池の土手は現状を保全するとともに、改修す

　る溜池の土手は表土を保全し、改修後は表土を

　戻し元の土手を復元して下さい。

●宮池は山側に浅瀬があり、水生植物などが繁殖

　し木々が覆い、冬場の渡り鳥がすごせる環境を

　つくりだしてください。また、釣り人などによ

　る被害や脅威が及ばないよう、垣根と栂により

　最大限の渡り鳥の飛来する場をつくり、グロー

　バルな問題にも対応し貢献できるものにして下

　さい。

●樹木は現在あるものをいったん保護し、この地

　域の自然特性を復元する努力をして下さい。

●田んぼや畦の表土を保全し、集合農地の自然環

　境が迅速に回復するように対応して下さい。

●用水路は、メダカなど絶滅危惧種が生息できる

　環境になるよう保護対策を講じてください。

●トンボやカエルが生息できる池など、保護対策

　を講じてください。

●緑の核と千里公園との間が緑の回廊で繋がるよ

　うにし、生物が行き交うことのできる生態系を

　持ったものにして下さい。
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●極端な段差や石垣により隔離されたような状況

　は避け、地形を活かしたものにして下さい。

●工事の途中にあっても自然環境の保全に努め、

　工区の境目などによる断面区域の自然環境の大

　幅な変化が起こらない努力をして下さい。

●地球環境保全の立場から工事請負業者には、箕

　面市地球環境保全行勤計画の事業者の責務を実

　行するよう要請し、工事車両のアイドリングス

　トップなど指導して下さい。

●関連業者や関係市職員に、工事に当たって事前に

　環境研修を実施し環境配慮の徹底を図って下さい。

●自然環境と人とのふれあいの場や活動の場を保

　全して下さい。

●どうしても人工的資材を使う場合は、自然環境

　が復元しやすいサワガニブロックなど、環境に

　配慮した資材を使うようにして下さい。※注

　サワガニブロックは自然保護団体の会長(大阪

　市立大学大学院で土木工学の教授)が考案され

　たもので、土木工学上の強度とともに自然生態

　系を知り尽くした仕組みを利用したものである。

★歴史文化・産業遺産の継承について

●公園は里山の環境を継承し、市民による里山管

　理や公園利用・活用のリーダー養成をすすめて

　ください。

●区画整理事業の周辺農地や事業地内の生産緑地

　継承のための仕組みづくりを、農政課も含め今

　から検討し始めて下さい。産業遺産の継承に努

　めて下さい。

●農業が出来なくなり、このままでは乱開発にな

　るので区画整理するということにより、乱開発

　防止になっても農業が続けていけないという問

　題については解決できていません。担当部局が

　違うかもしれませんが、農業が続けていけない

　という問題についても解決策を検討して、将来

　の箕面市のまちづくりの中に、田畑のある環境

　と一次産業の技や遺産を次の世代に引き継げる

　ように対策を今から進めて下さい。

●用水池や集落内に流れる用水路など、生活の知

　恵から形作られてきた遺産の価値を調査し、将

-

来のために記録をまとめ、後世に継承して下さ

い。小野原西の遺産を次の世代に引き継ぐ為に

どうしても残すことが不可能なものについて

は、記録として残し伝える努力をしてください。

★市民参加について

●開発にあっても、小野原の「人と自然の関わり」

　から生まれた、自然や歴史文化、産業遺産の継

　承できるまちづくりを市民との共同によって行

　なうことが、今の小野原の自然を活かしたまち

　づくりに繋がると思います。ハードとしてのま

　ちづくりにとどまらない、市民参加のソフトづ

　くりもして、ハードとソフトを備えたまちづく

　りを目指して下さい。

　何度となく話し合いを重ね、自然観察会も並行

して続けてきました。

　2000年の11月の話し合いで、行政は地権者、市

民、自治会、行政関係者（市民部、都市整備部、

大阪府）により小野原西まちづくりデザイン会議

を発足させ、みのお山自然の会から委員を送り出

す事になりました。この助成事業により、公的な

話し合いの場を作る事に成功しました。

　この委員会での議論を進めるのと並行して自然

観察会を続け、市民の声を行政に届ける取り組み

を行ない、子供たちが作文を書いて自主的に行政

に送るようになりました。

　また、概要版のチラシを5000部作成し、この地

域に全戸配布もいたしました。1月には、自然環

境調査の報告会を行政の協力も得て開催すること

もできました。

　デザイン会議では緑の回廊づくりを取り組み、

小野原7号線を歩行者専用道路として、8mの道路

の半分以上に森を連ねる「生態の回廊」と名づけ

られたコリドーを作る事も合意されました。

　また、自然と関わる市民を増やす為に講演会を

2回開催いたしました。

　現在、新たな課題が発生し、その為に慎重な取

り組みを進めているところです。
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第11期プロ・ナトゥーラ・ファンド助成成果報告書（2002）

　　　　本州産クマゲラの繁殖期における生態ビデオ作成

　　　　　　　　　　　本州産クマゲラ研究会

藤井忠志・望月達也・小池幸雄・小池宏美・黍原豊・森下祐介・柳原千穂・

　　新藤潤一・新藤幸子・若泉直大・千葉一彦・春日奈穂美・藤井啓明

　　　Themaking of ecologicalvideo in breeding

Season of Black WoodPeckers bom in Honshu, JaPan.

The Black WoodPecker (に)r卯c叩usmαΓtiljs)researchassociationin HonshujaPan

　Tadashi Fujii,Tatuya Mochizuki･ Yukio Koike･ Hiromi Koike･ Yutaka Kibihara，

　　Yusuke Morishita,Chiho Yanagiharajunichi Shindou, Sachiko Shindou，

　　　　　　　　Naohiro Wakaizumi, Naomi Kasuga, Hiroaki Fujii

１　はじめに

　クマゲラ(Z)り･ｇ昴gssα�z4s)は、日本最大の

キツツキであり、世界的分布をみても本州に生息

する個体群は、南限・東端に位置する重要種であ

る。

　しかしながらその生態は未知で、北海道産の個

体群と本州産の個体群が遺伝的交流があるのか？

など、未だに解決されていないブラキストン線以

来の重要な課題も抱えている。

　また、本州のクマゲラの繁殖期における行動圏

などが十分に把握されていなかったことから、ク

マゲラの生息地である天然ブナ林が伐採の憂き目

にあい、その生息地縮小に一層拍車をかけた。

　これまで本州産クマゲラは、北東北三県のブナ

林にのみ観察され、藤井(2000)によると現在のク

マゲラ生息推定個体数は35羽と、今後の種の維持

の観点から厳しい数値が提示されているなど、保

護の緊急性が強調されている。

　本活動テーマは、ブナ林の象微的種でその生態

が未知でかつ生息個体数が著しく減少した、本州

産クマゲラ個体群の繁殖期における生態を中心

に、それを撮影可能な今のうちに記録撮影し、一

般への保護思想を喚起することを目的に発足し

た。

-

２　方法

　撮影地は白神山地の世界自然遺産指定外地域に

おける既知の繁殖地ではなく、本州産クマゲラ研

究会メンバーしか知らない繁殖地2ケ所を対象に

した。

　クマゲラのありのままの生態を記録撮影するに

は、クマゲラに撮影者の存在を認知させないこと

が重要である。撮影者及び観察記録者は最低30m

以上の距離をおき、自家製のブラインドで覆い、

その存在を悟られないようにした。そのため、こ

れまでの８ｍｍビデオカメラでは限界があるため、

望遠機能が自由白在なキャノンXL1とパーンが容

易な油圧式三脚であるマンフロットを購入し、肋

成決定直後の2000年秋季の紅葉シーズンから翌年

の巣立ちまで、交互に4人以上のグループで入山

した。

３　結果

　当初の計画では撮影を繁殖期に限定していた

が、会員から四季析々にわたる映像にしようとい

う声が上がり、紅葉期のクマゲラ、厳冬期のクマ

ゲラ、春のクマゲラ、繁殖期のクマゲラ、巣立ち

期のクマゲラという形で1年を通してのクマゲラ

の生態を記録撮影できた。特に、厳冬期の本州の
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クマゲラの映像は初めての記録であり、撮影にあ

たった会員は、腰までの雪の斜面に悪戦苦闘を強

いられた。なお、本州産クマゲラの生態撮影のた

め投入された人数は、延べ56名であった。

　撮影時、いまだに脳裏に焼きついて離れないで

きごともあった。クマゲラの繁殖地にクマタカ

（励訟zdgs肩卸la治）が現れ、その追撃のため、

オス個体がクマタカめがけて突進したことであ

る。帰り支度をしカメラをしまった後の事件で、

残念ながらこの映像は撮影できなかった。

　また、クマゲラが発する音声（キヤー音、コロ

コロ音）は、ブラインドを張った場合とそうでな

い場合とで明らかに異なった。換言すると、撮影

者や観察者の存在がクマゲラに認知された場合は

音声を発し、認知されていない場合は無音であっ

た。ただ、樹冠より上部を飛翔する際や長距離飛

翔をする際は、観察者の認知の有無にかかわらず

コロコロ音を発していた。

４　考察と成果

　クマゲラが発する音声は、人的影響や白然界の

天敵に対する警戒音であることが判明した。その

他の音声についても、どのような祈りに発せられ

るのか？　クマゲラの生態を把握する上で重要で

あり、今後声紋の分析も含め個体識別に役立てる

ことができないものか？　検討する必要がある。

　またありのままのクマゲラの生態を追求するに

は、ブラインドが必需品であり、撮影者や記録者

にブラインドの携帯を義務付ける必要がある。

　映像の編集段階では、これまで録りためていた

８ｍｍ映像も取り込み、過去10年以上に及ぶ本州の

全繁殖地のクマゲラの映像をつなげることができ

た。

　また、助成期間中の1年間は、本州のクマゲラ

の生態撮影記録を2繁殖地で、しかも四季折々の

映像を記録できた。このような映像は本州では初

のことであり、本州産クマゲラ個体群の生態研究

の基礎的資料になるものと思われる。

５　文献

藤井忠志.2000.本州産クマゲラの繁殖期行動圈

　と生息個体数推定に関する研究．イオンド大学

　大学院総合研究科博士論文

本州のクマゲラ
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第11期プロ・ナトゥーラ・ファンド助成成果駝j?,11（2002）

　　相模大堰訴訟ならびに相模大堰円卓会議の記録出版

　　　　　　　　相模川キャンプインシンポジウム

　　　　金尾憲一、岡田一慶、林美智子、佐藤守、氏家雅仁、

　　　　　　氏家里美、石井保美、林純郎、宮下敬一郎

RePort on the Sagami-Ozeki Dam Lawsuit and the Roundtable Conference

　　　　　　　　　　　SagamiRiver CamP'in SymPosium

　　　Ken-ichiKanao, Kazuyoshi Okada, 14ichiko Hayashi, Mamoru Sato，

Masahito ujiie,Satomi ujiie,Sumio Hayashi, Yasumi lshii,Keikh1ro Miyashita

相模大堰とは

　相模大堰は、神奈川県を流れる相模川にできた

取水堰です。建設費用は4､610億円、水源である宮

ケ瀬ダムを合わせると8､580憶円の巨大事業です。

必要性を疑問視する声を無視して、1995年10月に

着工、1998年6月に完成しました。この事業の費

用のほとんどは、納税者、水道利用者に押し付け

られるのです。

央われた自然　一絶滅危急種が何十種もー

　相模川も他の都市近郊河川と同じように「開発」

の波に洗われてきました。それでもここには約

1､000種の動植物が生息し、その中には絶滅危惧種

が約60種含まれていましたが、一変しました。環

境の指標となる川床に生息する水棲昆虫は、湛水

前には1�あたり94種1万個体以上いたものが、湛

水後半年でほぼOになりました。

私たちの活動　一自然の権利訴訟と円卓会議－

　裁判は、公金支出の差し止めを求めるものです

が、日本で初めて動植物の生きる権利を主張しま

した。 1994年に始まり、2000年5月８日に結審しま

した。判決は2001年2月28日、横浜地裁で言い渡

されました。裁判所は、知事の関与や公金支出に

-

関する責任は認めましたが、裁量の範囲内で違法

とは言えない、と結論付けました。環境問題につ

いては明確な判断を避けました。私達は、これを

不服として3月14日に控訴しました。

　円卓会議は、相模大堰水利権許可の保留を求め

て、憲法に保証された請願権を行使し、建設大臣

に直接請願した結果始まりました。 1995年2月22

日に始まり、1999年7月20日に42回目で終丁しま

した。市民とは対話しないと公言する行政が、ま

して、係争中に話し合いの場を持つのは異例のこ

とです。また、共に、レッドデータブックを技術

資料とする日本初の訴訟、交渉です。

この助成事業の目的と成果

　このように、過去に例を見ない訴訟、会議を市

民の立場から記録にとどめ、経験を共有化するこ

とは重要であると考え、出版事業を企画しました。

円卓会議の記録は、CD-ROMの形で2001年11月末

に完成しました。訴訟記録も一審判決の遅れや、

控訴審の対応などで遅れたものの、2002年5月末

に完成にこぎつけました。
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インドネシア・イリアンジャヤのワルマメディ海岸における

　　オサガメ産卵巣の野生ブタによる食害率を滅らす試み

Aki1Yusuf1）・菅沼弘行一）・田中真一’）・Abudl Wahid l）・亀崎直樹2）

　インドネシア・イリアンジャヤ州には世界有数のオサガメの繁殖地がある。オサガメは

ウミガメ類の中でも、最も絶滅に瀕した種となっているほどその数を減少させている。現

在、オサガメの産卵地として28ヵ所知られているが、3､000巣以上が産卵している地域は、

仏領ギアナ、スリナム、ガボン(1988年)、インドネシアの4ヵ所しかない。イリアンジャ

ヤ州には6地区の繁殖地があったが、そのうち3地区は既にオサガメの産卵は見られなくな

っている。残りの3地区でもヽウェルモン地区!よ150巣程度ヽウェーウェークォール地区は

20巣程度しか見られない。ジャムルスバメディ地区では毎年ほぼ3､000巣の産卵が見られ

ている。

　しかし、ジャムルスバメディ地区の産卵巣は平均して60%以上が野生ブタ(移人種)によ

って食書を受けている。そのため稚亀の生産力が異常に低くなっており、今後のオサガメ

個体群の減少が予測されるため早急な対策が必要とされた。ジャムルスバメディの中でも

ワルマメディ海岸の食害率は83%を超えており、この地区を対象に野生ブタによる食害を

減少させる試みとして、電気枡を設置した。その結果電気揖設置部分の食害率をほぼ10分

の1である8.8%まで滅少させることができた。これにより、ウミガメ産卵巣の野生ブタに

よる食害には電気柵が非常な効果を示すことが証明された。しかし、僅かながらも食害は

栂の両端から175mと350mのところまで入ったところに見られており、今後野生ブタが学

習によりさらに奥まで侵人することが予測される。そのため今後さらなる電気柵の拡張及

び野生ブタの捕獲を検討する必要がある。

目的

　東部太平洋で唯一残されたオサガメの産卵地と

なるジャムルスバメディ地区は、世界的にオサガ

メが滅少している中、個体群の回復を見据えた保

護活動が必要とされている。この地区でオサガメ

の再生産に及ぼしている最も重要な要因は、産卵

巣に対する野生ブタによる異常に高い食害率であ

る。特にワルマメディ海岸の食害率が高いため、

この海岸に電気柵を設置し、その有効性を調査す

るとともに野生ブタのオサガメ産卵巣に対する食

害率を減らすことをこの活動の目的とする。

1）インドネシアウミガメ研究センター

2）日本ウミガメ協議会

オサガメ繁殖地としてのジャムルスバメディ地区

　ジャムルスバメディ地区（図1）は、イリアンジ

ャヤ州の北西部に位置するバードヘッド半島（チ

ェンドラワシ半島）の北端に位置する。この地区

は世界で3番目、東部太平洋で唯一のオサガメの

繁殖地となっている。かつてはマレーシアの東海

岸にあるトレンガヌ州が東部太平洋ではオサガメ

の最大の繁殖地であったが、近年の産卵数をみる

と1999年には9巣、2000年には28巣と絶滅状態と

なっている。 1956年にはトレンガヌ州の町ランタ

ウアバンを中心とした地区では10､000巣以上の産

卵がみられ、1961年からはオサガメの保護活動が



行われていたにも関わらず、このような絶滅状況

を招いている。この減少の原因は、漁業による混

獲、特に流し網によるもの（現在公海上では禁止

されている）と食用としての卵の利用があげられ

ている。これ以外にも産卵見学などツーリズムの

開発、海洋汚染、人工ふ化場におけるふ化率の低

下や性比の偏りが複合したと考えられている。

　オサガメの繁殖地域は現在世界中に28地域しか

残されていない。主な繁殖地の産卵巣数は西部大

西洋の仏領ギアナで1992年の50､000巣から1998年

の8､000巣と減少、スリナムでは1995年頃に10､000

巣（詳細は不明）、束部大西洋の西アフリカのガ

ボンで1988年は10､000巣（最近の状況は不明）、東

部太平洋のコスタリカで1988年は6､500巣で10年後

の1998年は600巣と激減、同じくメキシコの太平

洋側で1995年の4､000巣が2000年には1､200巣と減

少している。オサガメの繁殖地のうち産卵数が増

々さ==こt元

加しているのはスリナムだけであり、他の繁殖地

は急激な滅少を見せている。しかし、スリナムの

増加も仏領ギアナの産卵海岸の荒廃によるものだ

とされている。

　インドネシアのイリアンジャヤ州にはオサガメ

の繁殖地がかつて6地区あった。そのうち3地区で

は現在産卵は見られなくなっており、ウェルモン

地区が150巣程度、ウェーウェークォール地区が

20巣程度となっている。唯一ジャムルスバメディ

地区が1999年は3､000巣、2000年は2､300巣と前年

に比較して産卵巣数に減少が見られるが、産卵規

模を未だに保っている。海岸全長18kmのこの地

区には西からウェンブラック、バツルマ、ラポン、

ワルマメディの4つの海岸があり、オサガメ以外

にもタイマイ、アオウミガメ、ヒメウミガメが産

卵する。

　ジャムルスバメディ地区もかつては他の地区同
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図１　インドネシア・イリアンジャヤ州のオサガメの産卵地であるジャムルスバメディの位置
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様、産卵雌亀も卵も食用として利用していた。こ

の地区の東側には人口60名ほどのワルマンディ

村、西側には人口240名ほどのソーペバ村がある。

この両村の住民はオサガメが減少しているのを感

じ、1993年に自ら長老会議を開催しオサガメの利

用を中止した。この動きにインドネシア政府の林

業省自然保護局と世界自然保護基金（WWF-

lndonesia）は、地元住民と協力してオサガメの産

卵数のモニタリング調査を開始した。モニタリン

グ調査はオサガメの産卵最盛期である4月から10

月までの間行われた。　しかし、インドネシアの

1998年の民主化運動や東南アジア諸国の通貨危機

などにより、このモニタリング調査の継続が困難

になっていた。インドネシアウミガメ研究センタ

ーは、これまでジャワ海を中心としてタイマイや

アオウミガメの調査や保護活動を行ってきてお
り

インドネシアで最もタイマイの産卵が多いと

されていたイリアンジャヤ州の調査を1999年9月

に行った。ジャムルスバメディ地区のタイマイ調

査時にオサガメの将来的な危機を知り、2000年4

月から当研究センターも協力することとなった。

この協力によりこれまでのモニタリング調査ばか

りではなく、学術的な調査研究や積極的な保護対

策を導入した。また、モニタリング調査も強化し、

調査のシステム化や監視体制の改良を行った。

　調査の結果､オサガメ産卵巣の野生ブタ(移入種)

による食害率が非常に高いことが判り、中でも産

卵巣数の多いワルマメディ海岸の食害率は83.1%

にも及んでいた。オサガメの個体詳数を回復させ

るためには、生息域と繁殖地におけるそれぞれの

対応が必要である。ジャムルスバメディ地区は繁

殖地として、移入動物による産卵巣食害が個体群

の減少を招く大きな要因となっている。そのため

オサガメ産卵巣に対する野生ブタによる食害防止

対策が緊急の諜題となった。

材料と方法

　3月27日よりワルマメディ海岸において、畜産

用に使用されているニュージーランド製の電気栂

（商品名；パワーフェンス）を設置した。設置場

-

所はラポン岬の東150mにあるシュジョウ川から

東のスウェン川までの直線距離で1､600mである。

スウェン川の東700mにワルマメディ海岸の監視

小屋がある（図2）。電気柵は後背地の熱帯雨林の

中5mから40m奥に入った場所に延長約2kmにわた

り設置した。電源となるバッテリーは村人の畑に

置かせてもらい、電気柵は畑からシュジョウ川側

とスウェン川側の2系列とした。電圧は柵の長さ

に反比例し、シュジョウ川寄りは3､700V、スウェ

ン川寄りは8､000Vである。構は上下2段とし、上

段をブタの目の高さよりやや低めの45cmの高さ

とし目立つようにリボンワイヤーを使用し、下段

を20cmとし柵を維持するためにステンレスワイ

ヤーと電流の通しを良くするために撚りワイヤー

をダブルに張った。リボンワイヤーを目立つよう

にしたのは、ブタに電流が通っていることを学習

させ、ブタがそれを認知したときに接触すること

なく除けさせるためである。ワイヤーの固定は長

さ30cm径1cmのファイバーグラスを立ち木に5m

から30m間隔に打ち込み、その聞に1mのファイバ

ーグラスを地面に立て、ワイヤーの固定間隔を

3mから5mとした。ワイヤーの固定はファイバー

グラス用のクリップを使用した。バッテリーは

12V100Aのドライバッテリー2台を使用し、充電

はソーラーシステムで行った。2系列ともそれぞ

れ独立系列である。

　一般にブタは学習能力が高く、一度枡に接触す

るとその後楷に触ることがないと言われている。

そのため、柵の存在をブタに見やすくする必要が

ある。それはブタによる揖の破壊から柵自体を維

持することになる。また柵の途中や端では、トラ

ップと呼ばれる内側に10mから20mほど延長した

枝構を伸ばすことにより、ブタの習性を利用し内

側に回り込むのを防ぐことができる。

　電気梅の設置はソーペバ村とワルマンディ村の

村人に手伝ってもらい、３日間で設置した。また、

電気柵で最も大切なことは、そのメンテナンスに

ある。枯れ枝や倒木などが柵に掛かるのを取り除

く必要がある。下草は熱帯雨林の中では成長は遅

く密度も疎らであり、樹林のギャップの場所を管
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ラポン海岸

図２

ラポン岬
シュジョウ川

ワルマメディ海岸

スウエン川

電気柵は、直線距離で1､600mのシュジョウ川からスウェン川の間に設置した。図中の畑の場所がバッテリー

置箇所。ブタの進入はラポン岬からシュジョウ川の間が多いが、電気栂沿いには300mまでしか進入しない。

タは湿地帯を好む。点線は次年度の電気栂設置予定地。ラポン海岸側には枝楷のトラップを仕掛ける。

理することで防ぐことができる。これらの管理さ

えしっかり行うことができれば、電気構の効果は

大いに期待できる。

　先に紹介したようにこの地域にはオサガメの監

視員以外の住民は住んでいない。この地域で畑を

持っている人は、バッテリーを置かせていただい

ているピット・イェブロ氏だけである。また、海

岸まで出現する大型動物は、ブタと同じく移入さ

れたシカだけである。この地域に生息する他の大

型動物である有袋類のワラビーや走鳥類のカスア

リ（ヒクイドリ）は、海岸にまで出現することは

ない。また、柵の設置前と設置後に両村の人々に

電気柵の説明を行った。さらに樹林と海岸の境目

の目立つ場所に、300mおき6個所注意書きの看板

を設置した。看板には電気楕をオサガメの保護の

ために設置し、高電圧が流れていることを記し、

林業省自然保護局、インドネシアウミガメ研究セ

ンター、日本ウミガメ協議会、日本自然保護協会

の名を掲載した。

結果

1）食害状況

　ジャムルスバメディ地区には西からウェンブラ

ック、バッルマ、ラポン、ワルマメディの4つの

海岸がある。オサガメの産卵はほぼ年間を通して

設
ブ

みられるが､産卵最盛期は4月から9月までである。

1999年は2､999巣（4月から10月までの合計値）、

2000年は2､309巣（4月から翌年3月までの合計値）

のオサガメの産卵巣が確認されている。このうち

最も産卵巣数が多く見られるのがワルマメディ海

岸である。ワルマメディ海岸が占める産卵巣数の

割合は1999年の調査で全体の39.6%、2000年では

30.1%、2001年では38.5%であった。

　2000年6月の調査時に海岸を50mおきに実測し、

位置番号札を立ち木に取り付けた。電気構を設置

した場所は位置香号279と311の間である。 279は

シュジョウ川の東側、311はスウェン川の西側で

ある。ブタによる食害状況の調査は実際に海岸を

歩いて確認した。産卵巣数の絶対数との違いは

1999年の調査のものと比較すると、絶対数2､999巣

（9月と10月の産卵巣数が含まれる）に対して、９

月16-17日の調査時で2､651巣であり、高波により産

卵巣跡が消失した産卵巣も考慮するとほぼ近い値

を示している。ただし、ブタによる食害率などの

相対的な比軟を行う場合は、結果的な違いは大き

くないものと考えられる。

　表１で電気槽を設置した部分の食害率を比較し

てみると、1999年は位置番号札設置前であるので

ラポン岬からワルマメディ監視小屋までの2､450m

（実測値）の産卵巣数となっているが、ワルマメ
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ディ海岸の1､050巣のうち924巣（88.0%）がほぽ電

気柵部分となり、2000年は178巣のうち119巣

（66.9%）、2001年は630巣のうち386巣（61.3%）と

なる。ワルマメディ海岸で産卵するおよそ60-70%

が電気楷部分で産卵していると考えられる。ジヤ

ムルスバメディ地区全体では、電気柵部分が占め

る産卵巣数の割合は、1999年では34.9%、2000年

では20.1%、2001年では23.6%となり、およそ20-

25%が電気構部分の産卵となっている。

　オサガメの食害は、ブタとイヌによるものが知

られているが、複合しているものもある。 1999年

のウェンブラック海岸でブタ害が多く見られてい

るが､現地監視員はイヌによるものだとしている。

ブタとイヌによる食害の違いを現場で見分けるの

は困難な場合が多く、この報告では両方合わせて

ブタによる食害とみなす。食害率を比較すると

1999年は63.3%、2000年は37.8%となっている。ま

た、ワルマメディ海岸の食害率はそれぞれ83.2%

と69.7%と高い。ラポン海岸は1km程度の短い海岸

でありラポン岬で区切られているが、海岸側の距

離は30m程度しか離れてない。食害の状況から判

断すれば、この両海岸は一つにみなすことができ

表１－１　産卵状況及び食害調査（1999年9月16-17日）

海岸名 産卵巣数 害なし ﾌ゛夕食害 ﾌ゛夕食害率(%) ｲﾇ食害 食害率(%) 高波 海岸長(m)

ウェンブラック

バツルマ

ラポン

ワルマメデイ

　870

　493

　238

1,050

542

208

　47

176

327

284

191

873

37.6

57.6

80.3

83.1

１

１

０

１

37.7

57.8

80.3

83.2

-

-

-

-

6,053

7,509

1,001

4,227

合　計 2,651 973 1,675 63.2 ,3 63.3 - 18,790
電気柵部分

(ラポン岬一監視小屋)
924 156 767 83.0 １ 83.1 - 2,410

＊海岸長はGPSの位置により算出されたもの。

表１－２　産卵状況及び食害調査（2000年6月5-7日）

海岸名 産卵巣数 害なし ﾌ゛夕食害 ﾌ゛夕食害率(%) ｲﾇ食害 食害率(%) 高波 海岸長(m)

ウェンブラック

バツルマ

ラポン

ワルマメディ

222

169

　23

178

214

　92

　1

　52

　1

　77

　21

124

　0.5

45.6

91.3

69.7

１

０

０

０

　0.9

45,6

91.3

69,7

６

０

１

２

6,505

6,330

1,070

4,040

合　計 592 359 223 37.7 １ 37.8 ９ 17,945

電気柵部分

（２７９－３１１）
119 18 99 83.2 ０ 83.2 ２ 1,600

＊海岸長は高潮線に沿って実測したもの。電気槽部分の数値は位置番号を示す。

表１－３　産卵状況及び食害調査（2001年7月21-22日）

海岸名 産卵巣数 害なし ﾌ゛夕食害 ﾌ゛夕食害率(%) ｲﾇ食害 食害率(%) 高波 海岸長(m)

ウェンブラック

バツルマ

ラポン

ワルマメディ

619

280

106

630

544

115

　45

512

　0

165

　51

　97

　0.0

58.9

48.1

15.4

66

　0

　0

14

10.7

58.9

48.1

17.6

　９

　０

１｀０

　７

6,505

6,330

1,070

4,040

合　計 1,635 1,216 313 19.1 80 24.0 26 17,945

電気柵部分

（２７９－３１１）
386 349 21 5.4 13 8.8 ３ 1.600
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る。両海岸合わせた食害率は、1999年は82.7%、

2000年は72.1%となる。電気構部分を比較すると、

それぞれ83.1%と83.2%で両者に違いはほとんど見

られない。ジャムルスバメディ地区において、今

回電気槽を設置した部分が最も食害率が高い区域

である。

2）電気柵の効果

　過去2回の調査で電気構部分の食害率は80%以上

見られていたが、電気柵設置後は8.8%と驚異的に

激滅した。これにより、ワルマメディ全体の食害

率も17.6%と滅少した。電気柵部分の産卵巣数を

ジャムルスバメディ地区全体の25%と考えると、

全産卵巣数の22.8%をブタによる食害から産卵巣

を守ったことになる。仮にこの地区に3､000巣の産

卵があるとすると684巣を保護したことになる。

また、この電気柵部分からブタを遠ざけた事によ

る影響を見てみると、数値で見る限りウェンブラ

ック海岸やバツルマ海岸にブタが移動した形跡は

ない。さらにラポン海岸の食害率が過去に80-90%

あったものが48.1‰こ下がっていることがわかる。

　電気槽部分の食害状況を詳細に見てみると、ラ

ポン岬から電気栂までは175mありこの間に40巣

見られるがその60.0%が食害である。シュジョウ

川右岸から始まる電気楷から350m入ったところ

まで食害が見られる。その間にある産卵巣数は

134巣で、23.1%にあたる31巣が食害にあっている。

監視小屋側は、小屋から700m東のスウェン川左

岸から100m入った地点で14巣のうち食害にあっ

たのは1巣のみである。 1､600mある電気横部分で

は352巣が食書から保護できたことになる。つま

り、電気柵の中央部1､150mは、完全に食害を防い

でいる。仮に電気柵がなかったものとし、昨年の

食害率83.2%で計算すると、384巣のうち319巣が

食害を受けたことになる。

　ちなみにスウェン川から小屋までの700mでは、

110巣のうち15巣（13.6%）が食害にあっている。

昨年は24巣のうちその半分に当たる12巣（50.0%）

が食害にあっている。ラポン海岸と同様、電気柵

の影響があるものと思われる。監視小屋から東の

バタス岬までの2､265mは、92巣見られそのうち34

巣（37.0%）が食害にあっている。

3）電気柵のメンテナンス

　電気柵は、動物や枯れ枝などが接触することに

より柵と地面が回路として繋がれ、高電圧の微量

な電流が流れる仕組みとなっている。従って下草

が構に接触したり、枯れ枝が引っかかって雨が降

ると常時電流が流れてしまうことになる。そのた

め、常に柵の点検が必要となる。また、熱帯雨林

ではかなり大きな倒木も見られる。今回も径1m

程の木が倒れ、監視員が1日がかりで、蛇1本でそ

れを除去した。監視員は週に数回梢の点検と電圧

の計測を行っている。電圧は設置開始時と同じで

あった。バッテリーのメンテナンスは畑の持ち主

であるピット・イェブロ氏が毎日確認してくれて

いる。彼はバッテリーばかりでなく槽の点検や下

草や枯れ枝の除去も行ってくれている。我々が7

月に行ったときには、村人からは既に「電気柵お

じさん；Bapak Pagar」と呼ばれていた。

　電気柵はメンテナンスさえしっかりと行えば、

ほぼ半永久的に使用できる。長期的なメンテナン

スとしては3-5年に1回のバッテリーの交換くらい

である。

考察

　結果で示したとおり、電気柵のメンテナンスが

しっかりと行われており、ブタによる食害防止効

果も期待以上の成果を上げることができた。当初

の予定では電気柵の両端部にブタ用のトラップ

（罠）を仕掛けるつもりであったが、ブタの進入

経路や海岸での横の動きなどを知るために今後の

諜題として残してある。ブタは監視小屋側より奥

に湿地帯があるシュジョウ川寄りから進入してい

る場合の方が多く、ラポン岬とシュジョウ川の間

から海岸に出ている。湿地帯はブタにとっての格

好の生息場所である。海岸に出たブタは電気柵沿

いには300m程しか入らないことが今回の調査で

判った。ワルマメディ海岸のブタの食害率をさら

に下げるためには、シュジョウ川とラポン岬の間
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に電気柵を設置することが望まれる。　　　　　　　　の横への進入度合いが増えていくことが予測され

　ラポン海岸はラポン岬から200mのところから　る。そのため，ブタの捕獲は是非とも必要な作業

山になっており，この山は西にいくに連れて急峻　となる。その捕獲を容易にするためにもブタの進

になる。地元住民の話ではブタは急峻な山を降り　入経路を狭める必要がある。

ることはないという。そのため，なだらかな山の

南側に電気柵を設置し，数百ｍごとに20-30mほど　参考文献

柵に垂直にトラップ（捕獲用の罠ではない）と呼　Chan，Eng-Heng and Hock-Chark Liew. 1996.

ばれる枝柵を仲ばすことによってラポン岬付近か　　Decline of the leatherback population in

らのブタの進入をほぼ完璧に防ぐことができる。　　Terenggnu，Malaysia，1956-1995.Chelonian

トラップの効用は，ブタが直線的行動を行い，柵　　Conservation and Biology, lntemational Journal

を回り込まないという習性を利用したものである　　of Turtle and Tortoise Research, vo12,N0.2.

が，この効果は非常に大きい。設置した電気構の　Girondot，Marc and Jacques Fretey. 1996.

両端はこのトラップ効果を利用している。また，　　Leatherback turtles，Dermochelys coriacea，

スウェン川から監視小屋の束にあるシュガイ川ま　　nesting in French Guiana, 1978- 1995. Chelonian

で電気柵を設置すればワルマメディ海岸の産卵主　　Conservation and Biology, lntemationaI Joumal

要部は完全に保護することができる。東端のバタ　　ofTurtle and Tortoise Research, vo12,N0.2.

ス岬付近はラポン海岸と同様に後背地は急峻な山　Spotila,James R.,Arthur E. Dunham,Alison J.

になっている。そのため，ブタの進入も監視小屋　　Leslie，Anthony C. steyermark，Pamela T.

付近からシュガイ川右岸側に限られる。これによ　　Plotkin，and Frank v. Paladino.Worldwide

りブタ用トラップを集中的に仕掛けることが可能　　population decline of Dermochelys coriacea;are

になる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　leatherbackturtles going extinct? Chelonian

　ブタは個々の学習により卵を食していると考え　　Conservation and Biology,lntemational Journal

られており，電気柵も数年後には学習により海岸　　ofTurtle and Tortoise Research, vo12,N0.2.
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第11期プロ・ナトゥーラ・フ７ンド助成成果報告書（2002）

Study on non timber forestproduct in AnnaPurna

　　　　Conservation Area (ACA)，NePal

PusPa Ratna Shakya･ 11aShrestha･SisirPaudyal' and SujitaShakya

　　　Natural History Societyof NePa1, Kathmandu,NePal

Abstract

　　　This PaPer deals with the traditional utilisation of Non Timber Forest Products as Practised by local

residents in AnnaPuma Conservation Area･ CentraI NePa1･ Modi Khola vaney and lower Part of Mustang

in Particular. The former lies in the south side of the AnnaPuma massif of the Himalaya while the later is

the southem Part of trans-Himalayan district，Mustang，which records least amount of rainfall in the

country.This work rePorts on 94 十58 sPecies of nowering plants and 2 fems. These sPecies，along with

scientific name， local name， utility，thesite from where the sPecimens of the sPecies were collected，and

collectors'number are enumerated in five broad categories as Per their utmty. The categories are: 1)Edible

Plants，2)Medicina1 Plants，3)Plants for making dhuP (incense)，4)Fodder Plants，and 5)Others. A11 the

information on utilityvverecollected from the local knowledgeable Gurung and Thakuri PeoPle through

interviews and interaction meeting during the field visit of the study work funded by the Nature

Conservation Society of JaPan / the Pro Natura Foundation of JaPan through Pro Natura Fund 2000.

lntroduction

　　　Eversince his aPPearance on earth，man has been utilisingPlants and Plant materials to fuml his

various needs like that of food･ shelter･medidnal resources･ etc.Along the string of civilizationProgress

the magnitude of Plant utilisationexPanded unknowingly from genetic to ecosystem levels varied with

the availability.Knowledge and exPerience on the utilityof Plants descended from generation to

generation and became traditionalbased uPon theirlifestyle dePending on environmental condition.

There existin vastamount of traditionalknowledge thatare stillunexPosed, unrecorded and concealed in

living memories of the PeoPle， who live in isolated areas rich in Plant resources. Such traditiona1

knowledge is raPidly vanishing from the world along with the holders' mortal lives.NePal is one of the

countries，where geograPhical Position with immensediversity of climaticconditions that suPPort high

biologicaldiversityand multiPle ethnicityofoversixty grouPs，Among theseethllicgrouPs Gurullg is the

one, which concentrated in and around AnnaPuma Conservation Area (ACA)in CentraI NePal.

　　　GurungsarePOPularly known as brave and faithfulwarrior/fighter like the SherPas as the high

mountain climbers both in national and intemational arena. Theyare ahardy hiIIPeoPle living mostly

along southernsloPes of AnnaPuma Himal in centraIPart of NePal. Their traditionalterritoriesextend
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from Gorkha Districtthrough Lamjung and Kaski to Syangja districtsallin Ga゛dhakizone.Theyarealso

found in the north along Kali Gandaki， Marsyangdi， and Budhi Gandhaki rivers(Bista，2000).However，

the bulk of the Gurung population is concentrated in Kaski and Lamjung Districts.

　　　Economy of Gurungconlnlunity is based on agric111tureand sheeP breedillg.However，olle of the

most imPortant sources of family income is from the Pensions and salariesof those who joined armies in

Britain,lndia and to some extentin NePal.

　　　very few peoPle intermarry withnon-Gurung women. So，they remain very much the same in their

way oflife(Bista,2000)that contributein preserving theirethnicidentity･

Annapuma Conservation Area

　　　AnnaPuma Conservation Area (ACA)(Figure l)was established in the Pro(:ess of the conservation

of Nature and Natllral reso11rces. lt is hilly and °ollntainous with altitudinal gradient ranging from less

than 1･000m to over 8･000m. Being located at the central Part of NePal it occuPies an area of great

PhytogeograPhical significance in thesenseof being the ¨Platform¨，where eastern and westem

Himalayan noristic elements merge together. lt is also a location， where Himalayan and the Trans‘

Himalayan PhysiograPhic and dimaticenvironmental conditions arePresent within its boundary that

covers an area of 7,629km2･ These Phenomena make this area unique and rich in bio-resources in the form

of Non Timber Forest Products (NTFPs).lt extends in 55 village DeveloPment Committees in 5 districts of

Kaski, Myagdi, Lamjung, Mustang and Manang. lts Directorate in Pokhara， the head quarter of Kaski, co-

ordinates al1 Programmes and activities through its 7 field bases. 0ver 100,000 indigenousresidents of

variousethnicities， among which Gurung isoneof the most imPortant one， inhabit ACA. Gurung，

although sPreads in many Parts of ACA， Predominates in the S/W Part. The inhabitants induding

Gurungs, Thakuries, living in Mustang are heavily innuenced by Tibetan culture.

Need of the study

　　　PeoPle residing in ACAareattracted by Tourist industry. Gurung community is of no exclusion.

Tourist innux in AnnaPurna and lower Mustang areas indicates that the avenue of tourist industry in

these areas is widening. LocaI PeoPle are induced in changing their old traditionaI Profession to stabilising

services and fa�ities for tourists. As a result the flow of traditional knowledge in utilising NTFPs from

older to younger generations is disruPted in the Present context and trend. Ready゛made

materials/commodities that are easily available in the market are increasingly utilised･ As an imPact of it，

the traditional knowledge on the utility of the NTFPs is quickly vanishing. Forexan!Ple locally and freely

available shrubs of£onicenz sP. are being used since agesas nlaterial for reinforcing the flat roof build

with comPact mud. Such nat roofs are the characteristic features of low rainfall area like Mustang, which

lies in rain shadowarea.This age'old traditionaoechnology has now been rePlaced fast by exotic

technology with exPensively airlifted cement and steel for reinforcement.

Tillthisdate knowledgeonethnobotany relatingto Gurung is stm meagre. Literaturesurvey
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indicated that no work devoted to the utilityof NTFPs as Practised by Gurung community has been

carriedout in Mustang and Kaski distrids.Few PaPers are,however･ availablerelatingto the Gurungs of

Manang(Manandhar， 1987a and Pohle，1990)and Lamjung (Coburn，1984; Manandhar，1987b and

Shresthaユ999, a rePort)districts.

　　　ln thesecontexts attemPts have been made to taP such traditional knowledge on Plant utility from

this ethnic grouP dwelling in ACA， Kaski and Mustang districtsin Particular and to Put them in record. lt

is hoPed this work will contribute in exPanding the limited state of knowledge on 1raditioll3111tilisatiollof

Plants from wildemess as Practised by Gurung community･

Objectives of the Study

　　　AnnaPurnaConservation Area Project's(ACAP's)missionstatement reads¨TO Promote，conserve

and manage nature in allits diversitybalancing hunlan needs with theenvironment on asustainable basis

for ProsPerity
‘ ensuring maximum community ParticiPation

with duecognizance of the linkages between

econonlics，environment and ethics through a Process in which PeoPleareboth the Principalactors and

beneficiaries.¨lncongruencewith thismission statement thisstudy aimed to exPlore NTFP resources and

knowledge on theirutilisation,accumulated by exPerience and handed down over generationsin the local

communities,Gurung in Particular.

Study Area

　　　Two climaticallycontrastingareasinside the AnnaPurnaConservation Area for studyvvereselected.

They are:(a)Modi Khola valley and (b)Lower Mustangarea.

a).Modi Khola valleyliesin the south-westem part of the ACA (Fig.IA).Modi Khola is a tributaryof the

　　riverKali Gandhaki，0neof the main Himalayan antecedent rivers entering NePal from the high

　　TibetanPlateau of the PeoPle's RePublic of China. Modi Khola originates from the northem Part of

　　AnnaPurnaSanctuaryareadoselysurrounded by we11“known Peaks like Hiunchuli， AnnaPurna

　　South,AnnaPurnal, GangaPuma, AnnaPurnaIII, MachhaPuchhre, etc.The study area covers 2 village

　　DeveloPment Committees (VDCs)viz. Lumle and Ghandruk under Ghandruk FieldBase.Altitudinally

　　itranged from 920m to 4,200m. Lumle, being the wettest area with 5β50mm ofannual rainfallin the

　　countryhas a great dimatic significance.PhytogeograPhically also thisvalleyisimPortant in thesense

　　thatwest Himalayan elements likeAesculus indica terminatesitseastward distributionin thisvalley.

　　　Quick looks at the vegetation found in the vaHey reveals that much of the originalvegetation tyPes

have been disturbed along theroute followed. Broad vegetation tyPes encountered during the fieldtriP

are summarised in Fig.2A.

b).Lower Mustangareaindudes MarPha， Dhumba danda on south side of Jomsom･ the head quarter of

　　Mustang dish'ict,and Muktinath area thatliesllorth'eastof JOIIlsom(Fig.IB).The studyarea covers3

　　villageDeveloPment Committees (VDCs)vizjomsom，MarPha， and Muktinath under Jomsom Field
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Base. lt covered an altitudina1range between 2,700m and 4,000m. As thearealies in the north of the

AnnaPuma massif of the main Himalayan range，the effectof monsoon is weakest as indicated by

lowest annual rainfallof 295 mm atJomsom.

　　　Centra1 AsiaticStePPe tyPe of vegetation Predominates in most of thearea.Holveverin northem

asPect of the mountain Protected by windパoniferous forestsPrevail. Conifers like PizlljstぴαⅢaiylα.

Cupressus torulosadominate in the lower area whileλみieぷ印ecrα&iljsforestoccur higher uP above

3,000m altitude(Fig.2B).

Methodolo9y

　　　This study was carried out in three field visits.The firstwas of Preliminary andreconnaissance tyPe

to Landruk village.lt established familiarity and contacts with locaI PeoPle. lt was followed by thesecond

゛isit(June 19 to July 5，2001)to Modi Khola valley in Kaski District. This field visit attemPted to exPlore

the Portion of the valley lying within the ACA starting from Birethanti at 920m (south-western entrance to

ACA)to a littleabove AnnaPurnaBase CamP at 4,200m altitudes covering from subtroPical to a1Pine

biodimaticzones.The third study visit during autumn from 28 SePtember to 12 0ctober 2001

concentrated in southem Part of Mustang district.
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　　　One informant cum guide，who Possessed knowledge on Plants，was selectedin consultation with

localPeoPle. Many herbarium sPecirnens vverecollectedin his Presence and informationonutility asPect

of the collectedsPecimens wherever Possible was taPed from him and other PeoPle. During the study visit

in Modi Khola valley a we11-known Gurung village，Chhomrong， was seleded as a Place of meeting for

discussion and interaction. lnterviews and interactions with a grouP of 8 seleded knowledgeable

informants from Gurung Community were conducted and discussed and rechecked/ updated the

information received from theaccornPanied informant cum fieldguide. Similarly，Dzarkot was selected

for the same PurPose during the fieldvisitto Lower Mustang, where informationontraditional utilityof

Plants was collectedfrom the PeoPle belonging toGurung and Thakuri communities. ¨Thakuriis a genetic

term describing a grouP that develoPed into the highest social and Politicalorder out of the selected

PeoPle from among Khas，Magar， Gurung and Bhote¨(Bista2000).ln thissense our Thakuri informants

are assunled to be a Part of Gurung community. Their socialstructure was found to be indistinguishable

from thatof other Gurungs in Lower Mustang. This suPPorts theassurnPtion. A herbal practitionerlocally

knol¥nasAmchilvas conslllted.His Practiceis based on Tibetan medicine system. So is thecasewith the

information he Provided us. For thisPurPose he often refersmustration of MedicinaI Material of Tibetan

Medicine,a voluminous book in Tibetan scriPt.

　　　During these meetings all the collected herbarium materials were disPlayed one by one in

exPedation of their unanimity of informationonthe traditional utilityand nomendature of the sPecies in

question in Gurung language. AIl together 21 informants (18 belonging to Gurung community,2 Thakuris

andone xvasBhandari from Bahun Community)Provided information. The collected sPecimens vvere

identified later in the national herbarium at Godawari, LalitPur, NePal for future reference. A set of all the

sPecinlenscollected has beenstored in the NationaI Herbarium， KATH in NePa1. Another set of the

collections has been Presented to the ACAP Directorate at Pokhara.

Results

　　　Out of our tota1 279 conections (Specimen N0. 10620 －10341)we were able to collectinformation on

traditionalusesof 154 species of higher plants induding 152 species of nowering Plants and 2 fems. These

are enumerated below in 5 broad categories as per their utility.These are:

I. Edible plants (52 sPecies)that indude sPecies used as fruits,vegetables,sPices,etc.;

II. Medicinal Plants (63 sPecies)Plants used for medicinal PurPosesin various maladies，3 used in

　　veterinary medicines and 3 as insed rePellents;

III.Plants used in making a即(lncense)(8 sPecies);

IV. Fodder Plants (28 sPecies)induding 25 sPecies used as food for various animals induding cattle，

　　buffaloes，horses，goats，etc･ and 3 sPecies known as toxic to those animals. These are inserted at the

　　end of the group･

V. 0thers(18 sPecies)Plants that do not fallunder these Preceding grouPs (I－IV)･

　　　Many sPeciesareof multiPleuses.Thesearerepeatedly enumerated in related grouPs. Hence，the

collnts of sPecies from allgrouPs are more than the total number of sPecies.
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　　　ln each grouPμhe Plant sPecies are arranged in an alPhabetical order. The family (in box‘

Parenthesis)to which the sPecies belongs follows the botanical name. Name(s)in local languages as

Provided by Gurung (G)，Gurung-Thakuri(GT)，and Amchi (A)and few in Tibetan names (T)and NePali

(N)are given. Here the botanical names of sPecies and family are italicizedand bold while thenarnesin

local language i.e.other than EnglisharesimPly italidzed. Local name(s)is/are followed byuses as

Practiced by Gurungs(excePt where indicated Gurung-Thakuri(GT)，and Amchi (A)as the source of

information on uses)，locality，altitude,from where voucher sPecimen were collectedor noted，and atthe

end collectors:SP (Shakya，PR and Paudel，S)and SSS (Shakya，PR; Shrestha，l and Shakya， S.)and

collectors'number are given･ Some Plants,unidentifiedor unknown but with localnarne and utilityat this

moment are alsoinduded at the end of the resPectivegrouP in the enumeration.

　　　　A11the sPecimens have been stored in the National Herbarium，【KATH】NePa1，where mostly the

staff there of identified our sPecimens.0ne setof the sPecimens has been Presented to the ACAP

Directorateat Pokhara.

Enumeration

l.Edible plants

1. Aa)sog6・um moZle (D. Don)Hara ljlol!居osaaae]-79an(G)－Young shoots are used in making

　　pickle.Khuldi, 2s300m. SP10503.

2.Agsajlus indi4:a(Colebr.ex Cambess.)Hook.【jiipoαzsaznaclagﾄRoasted cotyledons are eaten.

　　Komrong, 1,880m; Khundi･ 29310m S ＆P.10379.

3･
j4rissma

grilyiliiSchott･μΓ･aag]-D11okz卯(G).Leaves and petioles are fermented，dried and

　　eatenas vegetable or mixed in potato curry.Noted atDeorali,3･000m.

4.4risaema spd4nzceag]'D11olca!μ)(G).Leaves and petioles are fermented， dried and eaten as

　　vegetableor mixed in potato curry.Machhapuchhre Base CamP ' Deorali･3･540m. SP10484.

5･.4sp昭ussP.r£ilizage]-Z,azjto(G).Young shoots are eaten.Noted at Landruk.

6.jlaljii館iatMzriggaal Linn. EZ,ggumillosag]-Flowers are eaten as vegetable or as Pickle. Birethanti'

　　Landruk,1,200m.

7. jler6grisd esrszizns Aherendt. ljler6eri＆las]-71cllari(GT);瓦㎡sng(A)-Fruits are eaten. Above

　　Muktinath,4,000m.SSS10608.

8.Bsd瞳rls ddtrla Lilldl.【lleyia‘idacalel-7is卯(G).Fruits are eaten. Deorali,2,950m. SP10489.

9. jlgrllgrismucrがblia【jBgrZ･sridacgag】-xersing(A).Fruits are eaten. Above Muktinath， 3,640m.

　　SSS10596.

10.Bgajla alnoids Buch.-Ham. ex D. Don 【jlgadaaag】-Sazjr(G).Stem and root bark are used for

　　tenderingmeat while cooking and alsoused for making tea.Khuldi, 2s310m.

11. B£sloytsljPOZgoscsg]-gloml･u(Ti).Roots are eaten iaw (GT);it is said to be sweet (A).Above

　　Muktinath,3,660m.SSS10609.

12. Calgmiylま11a“nゐrosa Benth.【Z,aゐialsg】-Zr卯Pudi71αa(G).vegetative parts are used for making

　　pickle.Deorali 'Himalaya, 2,900m. SP10496.
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13.azrdgm&le t･iolaaum (D.Don)Wa11.1Cnjd/i･rs]-Used as vegetable.

14. CI･aaa (GT);7aasller(A)-.Young plantsare eaten asvegetable(GT).Dzarkot- Ranipauwa. 3,500m.

　　SSS10S86.

15. Cinumamum lgzmalgl(Buch.-Ham.)Nees ex Eberm. 【Zjgzunzcalg】-Zj印e(G)，Finge(G).Leaves and

　　stem bark are used for navouring tea.

16. Cirdlm zslliaii DC･ IComposits]-Xajra〔GT〕;CMi卯ngsZ･er(A)-Roots are eaten raw after

　　removing bark (GT).Roots are sweet, andarechewed during cold (A).Khingar,3,260m. SSS10565.

17.Comj∂ltlzjZzjsarljgnsisL.【ContjollzjZacgal】‘G11!μlre??IZIα(G).Youngshoots are used as vegetable

　　(GT).Khingar,3,260m. SSS10564.

18.Co咄lria ten71ingzasHemsl.【Coriariaceal】-alsin(G).Fruits are eaten. Hinku Odar －Deorali,2,900m.

　　SP10422.

19.Elasgns sp.【E&zsgylaaae】-7imoor(G).Fruils are edible.Khuldi. 2,300m. SP10504.

20.Fias sgmi4:ordala Buch.-Ham. ex J.E.Sm.【Monzagzg】-7αlsi(G).Fruitsare eaten.

21.FiczjssP.【Monzcsl】M簡aaro(G).Fruits edible.Birethanti－Syauli，1,100m.

22. Frzzgaria nuゐicola Lindl. ex Lacaita【jloszaag】-jVarldur(G)，　Fruits are eaten. Above Landruk，

　　1,700m.SP10346.

23.goaog111z latがblizWa11. 1Zjardizal･a&zasl-Mama11αc11(G),Malhzti(G).Fruits are eaten. Bamboo，

　　2,200m.

24.jZlxsp.μglがWizcsl]-jVaalgon(G).Red fruitsedible.Chhomrong Khola，1,730m. SP10371，

25.£izss al･e＆z(Lour.)Pers.【£auflzceag】-Siltimoor(N).Fruitsare used in preparing tea.

26.Mzzllonizslxlzjlesis DC. Ejler6eridgsg]-Gomi(G).Fruits are edible.Noted at Bambo0, 2,17Qm.

27.M㎡t･algrtidllata L･ IMgzZsceae]-Cy･αml･aalllαamlj(GT);(A).Young shoots are used for vegetable

　　(GT).Khingar －Dzarkot ，3,300m. SSS10571.

28.FZatgntlierl aπuaz Lindl.【○raidacale】-Tuber are eaten. Khuldi －Bambo0， 2,280m. SP10382 and

　　Dovan ' Himalaya, 2,400m. SP10401.

29.j)ol紹onatzs artialZaaim (L.)AII･[Z,i111as]-Premdllaa(G).Young shoots are used as vegetable.

30. Frzjyls s&zzjlgsis(Ser･)Steud･ Ejlaszcazg]-j)urj(G)，瓦11aoin(G).Black fruitsare eaten. Bamboo －

　　Dovan,2,260m.SP10390.

31.jlaes alpeszrg xへlan.exDeAe. 【Grossu&zrizceag】-Fruits are eaten. Dhumba Danda， 3,200m.SSS

　　10546.

32.jlarippgzns加rfium-aguafiam(L･)Hayek【Csd/i･se】-C陥卯njipaa(A).Used as vegelables (GT);

　　(A).Khingar －Dzarkot ，3,300m. Mustang. 8-10-2001.SSS10572.

33. jlosa sgrics Lindl. 11ogcsg]-7unjμo(N);San加pa(Ti).Fruits are eaten. Dhumba， 2,750m.

　　SSS10533.

34.jloscos a¥ina Royle [Zinzibefaceae]-Tubers are eaten.Sinuwa －Bambo0, 2,320m.SP10378.

35.jlzjゐusall!ldylzlsWan. ex D. Don【Rasacalg】-jVo?ltu . Fruits are eaten. Khuldj －Bambo0， 2,200m.

　　SP10385.

36. SaZtjiziizs Royle ex Benth･ Jhip，Jhipmaa(GT);J7lipclludl?lemo(A)-.Young stem Paste is eaten

　　with sall(GT).Dzarkot- RaniPauwa. 3,500m. SSS10580.

37.Sasnzuizn司xzzj＆nsis DC.【＆zzjrazl&zcaze】-Gogzn(G).Ripefruitsare eaten.
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38. Saizayldrl gnln戦βonl(Wall.)Hook.£etThoms.ISdlizandn2as]-jVa4gon(G).Fruits are eaten.

　　Deorali－Himalaya, 2,680m.10497.

39. ranlzaam 【Camposiazg】-M11gnゐgrol･)ma(GT);別･α1αngomaα(A)-;瓦１･ｕｒｍａ昭(A).Leaves are

　　used for vegetable. Above Muktinath, 3,850m.SSS10597.

40. r11Z即si anjase L･【Cnjcがi･sgl- XI･aaprujc (GT);瓦11apru如gz(A);D11aaa(A)-Eaten as green

　　vegetable(GT).Dzarkot- RaniPauwa. 3,500m. Mustang. 8-10-2001.SSS10589.

41. r恥ms Zillsris Benth. [Z;aZ･izaze]-jVua)如α(Ti).Plant paste is used as pickle for treatingsinuous

　　troubleand theleaves are chewed as chewing tobacco forlhe same PurPose. Dhumba,2,750m.SSS10522.

42.rriciasan111gs friczlspidaaz Lour.【Cucur6iなzceae】-7unsaar1αdzj(G).Fruits are eaten.Tilche，

　　1,880m,SP10508.

43. rrjaosarldles ujalliciii(Seringe)Wight[Cu£ljrlliracse]-jVgzi onte (G).Seeds oily and edible.

　　Chhornrong,1,730m.SP10372.

44.7'rigosaz【ieguminose】-jQ)le(A)-Used as vegetable (GT);(A)-Khingar,3,260m. SSS 10566.

45.atiaz dioca L.【17rliαlcazg】-?ola(G).Youngshoots are used as vegetable to clearstomach. Noted at

　　Landruk.

46. yaumljm mzjllallaBuch. -Ham ex D. Don 【SamZ･uαlcaze】-j4singjcra(G)，Malta(G).Fruits edible，

　　juiceis usedas a souring agent in preparation of pickle.Above Landruk, 1,700m.SP10347.

47. Zgnziaz!11zjm anllatzjm DC.【jlzjazcsg】-j)njm(G).PericarP of the fruitsis usedasaspice espedaHy

　　forpickle.Siunli'New Bridge,1,350m. SP10361.

48. Unidentified [UmゐglZIβ･rag]-S卯mllg(GT);CZI叩o(A).Fruits are used as spice (GT).Above

　　Muktinath,4,000m.SSS 10602.

49. Unidentified-【l昭uminosa】一瓦ote(N).Tender shoots are used as vegetables. Chimle， 2,750m.

　　Mustang. SSS10S21，

50. Unknown- laarと･匈ui(G)Fruit edible.Khuldi －Sinuwa, 2,289m. SP1050S.

51. Unknown一 幻1αΓc陥j(G).Blackfruitsedible.Siunli－New Bridge, 1,320m. SP10359.

52. Unknown- jVαil･le(G).Young shoots are used forpreparing pickle.

||.Medicinal Plants

1. j4rijaslagri∂itlW Schott.μΓacaze]-DI･oi卯o. Fermented and dried leaves and petiolesareusefulin

　diarrhoea,Noted at Deorali,3,000m.

2. j4risa四la sp･ ﾚ1mcale】-Z)11o尨z卯-Fermented and drjed 】eavesand petiolesare usefuHn diarrhoea.

　Machhapuchhre Base Camp ' Deorali,3,540m.SP10484.

3. j4㎡171isialComposiaze】一瓦1lgnnaα〔A〕-.Chrushedleaves are allowed to smell to stop bleeding from

　the nose (A)-.SSS10587.

4. j4spanzgls sp.【Lmaceae】-£auto(G).Bitter rootjuiceis useful againsl headache. Noted at Landruk.

5. j4sz･ral'sas(DC.)Hand.-Mazz.[Campsitag]-7i2ar咽1･unzm(GT);yujcu(A)-.Whole plant Power

　is one of the components of medicinal preParation used in heart trouble.Dzarkol- RaniPauwa. 3,500m.

　Mustang. 8-10-2001.SSS10583.

6. j4st7゛lg“Z“ほj咽ljmilosze]-Jomisi昭(A).0ne of the components of medicinal preparation used as
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　　blood purifier.Above Muktinath, 3,620m.SSS10594.

7. 1gr6gris mlcrilbZia【IBefberid疸C●al】-jCe�ng(A).Rootpaste is applied on swollen Part of the body

　　(GT);Fruits are antipyreticand blood purifjer(A)-Above Muktinath, 3,640m.SSS10596.

8･ jBgrasr£s[jlgrlsri＆zceαs]-7idlαΓi(GT);xerisng(A)-Pasteof root is aPplied on the swollen parts of

　　the body (GT);Fruits are usedas antipyrelic and blood purifier(A).Above Muktinath， 4,000m.

　　SSS10608.

9. Caragaylad;gerardiana Royle 【£egzlmjnosae】-gendid･Z･ermαa(GT)，Jamisirzg(A)-Plants are

　　b11riedunder the door to ward off evilsprit(GT);Power of heartwood is a component of medicjnal

　　preParation used as blood purifier(A).Dzarkot- Ranipauwa. 3,500m.SSS10573.

10.alilanljls aa･a-marがsztzls C】･【Rzrieriacazl･】-Frondsareused in curing gastrictrouble.Landruk.

11. Ciar6i一msrorlliza(Royle)P. Beauve 【Co唄posilae】-7aα如aa ylgung ng!μjng(G).Flowers are

　　boiled in edible oil and used during earache (GT);A substitute of　‘Lute dhorje' (A).Above

　　Muktinalh,3,800m.SSS10610.

12.CirdlmazlZlcjlii DC･ [j]ipsaazcse]-jCajra(GT);C簡卯昭sller(A)-Roots are sweet, and are chewed

　　duringcold(A).Khingar,3,260m. SSS10565.

13. CZesafis riZ･elaylaKuntze 【RayluEulses】-j)lnjndzjgαa(GT).Paste of the branches is used as

　　plasteron swoUen parts of the body (GT).Dhumba,2,750m. SSS10523.

14. Compllsdra anzylli2αz Baker [jJilizceal]'Rootpasteisused against diarrhoea.

15. Corg＆zZis aagrop11!IZZgz DC･ (j)apasraceaeﾄRat卯ula(N)－Rool juice is given during food

　　Poisoning,vomiling and diarrhoea (Kuphat in Nepali).Above Landruk, 1,900m.SP10350.

16. j)gl!μoyflizaiaなzSIriz(D.Don)Soo【○r＆i＆zcsl】-R2αncZlaunle- Paste prepared by rubbjng the

　　tubersis used in bums. Hinku Odar, 2,900m.SP10416.

17. j)glpJlsizjm grudがlonjm LdRamjgulaごsg]-jColαajc sruti (GT);μ卯iaml･a(A);7blusaz(A).

　　Pasteof whole plantisused during eye trouble.Above Muktinath, 3,630m.SSS10595.

18. Z)raacepiaZum llelgr叩㎏11us Benth･ [Z,a6iaale]-μlipdliiara (G).Flowers and leaves are the

　　components for antipyreticmedicine (A).Khingar －Dzarkot, 3,300m. SSS10568.

19. 1¥iZa6ium【Onagrsse】-C111･a dllumjnguｱlg(A)･Juice of all above ground parts isusedasa

　　component of medidnal comPonents. Khingar －Dzarkot, 3,300m.SSS10569.

20.Ezgila11&z m!11ssz Boiss.EE即jlorZ･izcgag】'1‘ 2 drops oflatex with milk or curd is given to recover

　　lheloss of appetite.

21. E叫･1o一igz sかaa印i Boiss･μEzglゐorZ･iaces]-7'ic11卯αΓi(GT);771arzjmu(A).Used as one of the

　　component medicine (GT).Above Muktinath, 3,900m. SSS10615.

22. Galium gzparis L.【jlu6iacse】-Zjetl･ouαc11?li(G).Said lo be used in wound. Deorali，2,950m.

SP10487.

23. Gsfigzna ＆pnsl D. Don [Gslilnacelzg]-GZ･αng2adl!μjm(A).Who】e plant power is used against

　　various toxicities.Above Muktinath, 3,850m.SSS10598.

24.Ju㎡μΓus s卯amaazBu(=h.-Ham. ex D. Don 【Cz4prsgagze】-R2amαa(A).Crushed branch is appljed

　　againsts(=abies(A).Above Muktinath, 3,600-4,000m.SSS10620.

25.£jzslαczj6e＆z(Lour.)Pel･s.[ZLasaaagﾄSil tfmoor (N).lnfusion prepared from 8 or 9 ripe fruitsfried

　　inghee and boiledin a glass of waler with a littlebitof saltis used against natulence.

一
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26.Mallo咄111即alss£sDC.[lle一aida£gαg]-Go面(G).Bark extractis used for curing persistentfever，

　　fruitsedible.Noted at Bambo0, 2,170m.

27.MgzZs sytidllglzlzL. [MgzZlxzclag]-C11aml･aα111aamu(GT);(A).Povverof whole plant isused as

　　diureticand seed againstswonen joints,Khingar －Dzarkot, 3,300m.SSS10571.

28. Monjs sP.【Monzcalg】-xiuia卯71al(G).1 －3 teaspoon fun of root juice thricedaily is given to lhe

　　infantsto expel ascaris.

29.jVeopicsriiza sαopllulariがbliz(Wan, ex Benth)Hemsl.【Sαopiulgzria£gae】'Used for curing fever，

　　cough and as anthelmintic.

30.0xp咄zdipla(Linn.)Hill[Fol!gosasl一角;etoyldαa(G).Juice from leaves is used against diarrhea

　　and dysentery. Deorali－Himalaya, 2,900m. SP10493.

31.Paris jlo111pigllaSm. [Z,iZiaceae]‘Pasteprepared by rubbing thick root is applied on the fore head

　　during headache and root jlliceis given in fever.Bamboo･ 2,200m.

32. PediczllarislollgがZonzvar.細l･がbrmis(Klotzch)P,C.Soong(Scrol･ilkzrigesl- Z,昭71･jlen)(G).The

　　Plantisused againstlivertrouble(A)-Dzarkot- RaniPauwa. 3,500m. SSS10579.

33.JPeriplaa2allop1!111a(Wight)Falc.ﾚ1sd印igl＆zceag]-j4ire jl･卯α1(G)，C仙ｕ加a∂lar(G).Whitelatex

　　isused in fresh c･11tsand wound for quick healing.Siunli' New Bridge，1.330m. SP10360.

34.Flates£j11ra arcuata Lindl.【○rdlidacsag】‘PasteprePafed by njbbing root and tuber on stone is

　　apPlied for clearingthescarof the burn.Khuldi －Bambo0， 2,280m.SP10382 and Dovan －Himalaya，

　　2,400m.SP10401.

35. FllroaZI＆11us llooilri (C,B. Clarke)Diels【Z】な･sa£aceaglRzαyがi(A).Whole Plant Powder isused

　　againstvarious troubles(A).Above Muktinath,3,800m. SSS10618.

36.Riodadsdr回slli即昭on Bhlolu kaaru (G).Leaves are used in hot bath during body ache and is

　　oneof the components in medidnal preParation used as diuretic(A)･

37. jUlododsdr回1印jdolzlm Wall. ex G. Don. IEriαlcale]-P11amz; BI･olu maanj (GT);7･2αlimapu

　　(A).Leaf powder is sometime used in hot bath during body aehe. Hinku Odar，2,900m. SP10417;

　　Above Muktinath, 3,600－4,000m.SSS10612.

38.貝or加pa ss加flism一伺ulialm(L.)Hayek[Cnjc加ｎｚｓ]-ＣＭ･卯ruipaα(A).Powder of plant used

　　with water against cold(A).Khingar －Dzarkot, 3,300m. Mustang. 8-10-2001.SSS10572.

39.jlullsjgZZipliczlsSm.【IRaSala�】'R11aan(G).lnfusion of young shoot or root powder in water isused

　　as antipyfeticand remedy for headache. Landruk･

40. Saunluil napgzuZssis DC. ISaunluisale]-Gogan(N).Juice from stem bark is used in throat and

　　chestpain.

41.Sujeytia nzce1110sa(Griseb)C.B. Clarke IGgnfiaszceae]-7iita(GT).Extract produced afterboiling

　　whole plant is usedasantiPyretic(GT);and also used for liver trouble. Above Muktinalh， 3,700m.

　　SSS10614.

42. ranacllum 【Composilae】-j□leriaar(A).Plants are used in hot bath during cold. Dzarkot-

　　Ranipauwa. 3,500m. Mustang. 8“10“2001.SSS10581･

43.Ｔａｎｌｘａｃｕｍ【Compsitae】-M㎞･yldo seroloma (GT);jlZlalangomaa(A);XZ･urmaylg(A).Leaves are

　　used as °edicirlef° c゙aring gastric(acidity)(GT);Plant powder isused for controning biledisorder

　　(A).Above Muktinath, 3,850m. SSS10597.

-
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44. ndclnjm [jlauylculacse]-D11αmin clla㎏u(GT).Medidnal(GT);Leaves and seeds are used

　　against cold and fever and as a component of medicinal preParation. Dzarkot- Ranipauwa. 3,500m.

　　SSS10574.

45. rlzgn71即sisizsslgz加R. Br. EZjegljminosag】-Siptaα1rjzemaa (GT);Z)j･asZle(A);Paste out of whole

　　Plantor root aloneaPPlies onjoint or muscle pain.Dzarkot- Ranipauwa. 3,500m.SSS 10S85.

46. nlZapsi arlgsg L. ICnleがi･nzg]-Xllαapraa1(GT);jaaapraapα(A)-;D11＆aa(A)-Seeds are use as

　　livertonic.Dzarkot' RaniPauwa. 3,500m.SSS10589.

47. 771Flzjs 111sr£s Benth.【jja恥z一g】-Mza加如a(Ti).Plant Paste is used as pickle for treatingsinuous

　　troubleand theleaves are chewed as chewing tobacco for the same purpose. Dhumba,2,750m,SSS10522.

48. 17rtia &)aL.【17rti£aceag】‘JPりlo(G).Youngshoots are used as vegetable to clearstomach. Noted at

　　Landruk.

49. yer6sam t＆zpsljsL.【Scropllulariaceα･】-Baanderio 昭umaα(GT);jVg回sileπ11e(A)-Leafpaste

　　isapplied on wound (GT).Leaves and flowers are used as blood Purifier and in joint Pain (A).

　　Dzarkot“Ranipauwa. 3,500m.SSS10576.

50. Unidentified【Cal!lolilglgazg】-G卯1卯du(G).Toxic plant.Annapuma Base Camp, 4,000m.SP10462.

51. Unidentified [Camposi加l]一瓦ゐemaαmaara(G).Leaf power is medicinal (GT).Dzarkot- Ranipauwa.

　　3,500m.SSS10584.

52. Unidentified ICol即osialgl- 7Uta (Ti)－RootPoiver orinfusion produced afterboiling root with water

　　isgiven as antipyretic(GT).Above Muktinath, 4,000m. SSS10606.

53. Unidentified [Crlss&zcaze]-Q)mZ･u rZlo!jan(GT);Outse(A).ComPonent of medidnal preParation

　　(GT);Plant pasleis applied on septicwound (A).Above Muktinath, 3,800m.SSS10611.

54. Unidentified llaゐilalg]-Mzisinee(G).Juice from leaves is used in athletefoot and itching and against

　　scabies.Landruk －Siunli,1,300m.SP10353.

55，Unidentified [E7ml･e11汲rzze]-S卯mlle(GT);CZ･oｼﾞo(A).Seeds are used to control fever (A).Above

　　Muktinath,4,000m.SSS10602.

56. Unkmown- aoaa (GT);7aasller(A)-.Plant paste or Power is given to the patientsof common cold

　　(A).Dzarkot- Ranipauwa. 3,500m. SSS10586.

57. Unkwon No. SP10367. Chhomrong, 2,090m. Bitterjuicefrom the stem is used for stomach pain.

veterinary medicine

1. Dicerltm sazn＆71s(D.Don)WalP.[Pαpαayaceα峠○r�角卯α1(G).Fodder and roots are used for

　　gastric trouble and as medidne to Promote Placental discharge in cattle.Chhomrong,1,800m.SP10370.

ｌ．Ｄｋｈｒｏａ徊briji4ga Lour. [Hgdrangiaceae]づuice from the Plant is used for rePelling insect from the

　　buffalo's wound. Noted at Landruk.

3. Unidentified[ＬａｕｒａｃｅａｅﾄRzlrin(G),Toxic to cattle.Siunli －New Bridge, 1,320m.SP10358.

lnsect Repellents

1.Artemisia sP.【Composiなze】-Used for rePellingbody louse. Noted at Landruk.

2.召ozj?1㎡nglzαsaiααZみが7onz(Hook･)Rchb.ex Meissn. [RzjtαcazeﾄTo ward offtinyinsect s�s�e.

3.jZθu細nlαcor＆zazThunb. [Sαanjnzceaeﾄ瓦o哨昭佃o(G)，Leaves are used for rePellingbedbugs and
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fleas from the bed.

|||．Ｐｌａｎｔｓｕｓｅｄｆｏｒｍａｋｉｎｇｄｈｕｐ(ｌｎｓｃｅｎｓｅ)

１．Ａｒｔｌｍｊｓｉａ(Ｃｏ唄posilgzgl-j)Zluldo瓦paa(G).Shoot power isused in D11up (insense).Dhumba Danda，

　　3,000m.SSS10541.

2.JDi向moay:ps prim・Zi/brmis D. Don 【Glsna‘ilcgaeﾄWhole plant is dried and powdered for using

　　as incense. Chhomrung Khola, 1,800m. SP10373.

3.‘ggnzdgu討l cgl館diQls Wa11. ex DC. [17sl･e11加nze]-Z)s(G).Root Powder is used as 'Dll即'insence

　　to ward off evil spirit. The smell of the plant Promotes high altitude sickness.　Bamboo －Dovan，

　　2,340m.SP10395.

4. Ju㎡μΓus commusjs L.【Cuprlssaaag】-Z)hupi(N);Paamzj(Ti).Sometimes used branches for

　　burning as D11up (GT).Dhumba,2,750m, SSS10526.

5.ZLeo館topodiu謂cf㎡pillum Cass.一瓦?lempα(Ti).Power of whole plant as a comPonent oＩＤｈｕｐ(GT)･

　　Above Muktinath, 3,800m.SSS10619.

6.jaododgndron alltllopogon D. DonlEriαzaMze]-jZloluiaanj(GT)Leaf powder is used as one of the

　　major ingredients of incense･ (GT)･

7.Riodods＆on lepjdotum WaII. ex G. Don. 【Eficaas】-j)11arrα;jlllolu msrtj(GT);7izali mujcpu

　　(A).Leaf Powder isusedasoneof the minor ingredients of incense. Hink11 0dar. 2･900m. SP10417;

　　Above Muktinath, 3,600－4,000m,SSS10612.

8. ranaa仙smj･4glllum Wall. ex DC. [Co唄posialg]-jaeml･aa(Ti);ja･amlxzaizru(Ti).Used asone

　　of the component in making j)?1即(lnsense).Dhumba,2,800m. SSS10S29.

IV.Fodder Plants

1. j4amtliolxzszzdssiβZis(Grif£ex Seems.)Harmsﾚ1raliaceαe]-R2dlzjcZli(G).Fodder for sheeP and

　　goals.Deorali,2,950m. SP10488.

2. j4g=grsfaa11即111111zjm Hiern. μcenzasﾄ角μzr71elaarl(G).Fodder and bed for cattle.Bamboo －

　　Dovan,2,240m.SP10389.

3. 4㎡m£sia【Co『psifzzg』-jaempa�laa4x)(GT);jaemar(A)-HOrsefeeding(GT).

4.4stragalzjs P【瓦gguminosae】-771emjaa(G).lnloxicates horses when eaten. Dhumba，2,800m.

　　SSS10S28.

5. 4stnzgalus【瓦昭uminoglg】-Jomising(A).After buming leaves and thorns，therernaining stem if

　　given tocattle,they give more milk (GT).Above Muktinath, 3,620m. SSS10594.

6.Caragana【Z;egumjnosαg】-geyldic?111ermaa(GT),Jomisirlg(A)-Plants are eaten by goats (GT);

　　Dzarkot' Ranipauwa. 3,500m. SSS10573.

7. Cotonazjter【Rogceag】-CMleleuja(GT);X励etumbro(A).Fodder and fuel wood. Dzarkot-

　　RaniPauwa. 3,500m. SSS10577.

8. Gsfiasaz[Gatilszcazg]-MZzendoたi仙卯ａ政u(GT).Eaten by goats. Above Muktinath， 3,640m.

　　SSS10593.

9. Z,scsご印fnlsazllum Sm.【£aMaale】-j7lindl11;Daurcjle (G)－Good fodder. Landruk.
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10.Ma:onopsjs yl卯gzulssis DC. IF即aargzcse]-Z)abac陥in(G)-Used as fodder. Deorali，3,000m.

SP10424.

11. Mgliosma diZls如Sa(Wa11. ex Wight et Am.)WalpdSaみiacaze]-Used as fodder. Hinku Odar －

　　Deora】i,2,900m.SP10423.

12.？arodiae£11j co創ｍｕ館is Buch.-Ham.ex D. Don[legumjnosag]-Sanplaαdalla(G).Fodder.Deorali－

　　Bagar, 3,030m. SP10427.

13. Folstila aralmpi111a Wan. ex Lehm. var. strgsaylgljin&|(Lodd.)Hook.f.【jloslas】-Fodder for

　　sheep and goats. Annapuma Base Camp, 3,930m. SP10475.

14. j゛ouza4gia gylguilaz(BI.)Mers.【17rtiαlas】-Plgtaa cMli(G).Used as fodder. Chhomrong，1,740m.

　　SP10372A.

15. Frgmsa illlerrupta Wall. ex Schauer [yer6alaaaeﾄrogl卯nai(G).Fodder. Sinuwa， 2,140m.

　　SP10375.

16.Fruszls cgnlsoidgs D. Don[jlosaclag]Common fodder. Landruk.

17.Sかol･ilan£1ssp･ﾚlazndlacg一gl-BOZ･laa昶μjZ･a(G).Fodder.Dovan －Himalaya, 2,450m.SP10409.

18. ranlsam sp.【Col即silag】-jlZlitte dlla (G).Used as vegetable.

19.ria･slopsis Za酋cla&z£a R. Br. IZjggsmifloge】-Siptαa1rjlgmu(GT);j)1laslle(A).0nly ealen by

　　goats(GT).Dzarkot- Ranipauwa. 3,500m. SSS10S85.

20. yalZinasz lla㎡ujiaii Wa11.【yalZIrianacsg】-jVaφoporl(G).Good fodder for water buffalo. Bamboo

　　－Dovan,2,400m.SP10407.

21.Wo6dalrdizMslmml C. Presl. jVausiyl sutar (G).

22. Unidentified 【Z,4Sjmissze】-Gujreej11卯al(G).Fodder. Khuldj －Bambo0,2,300m. SP10381.

23. Unidentified 【£eguminosae】一瓦ote(N).Used as Fodder for horse.Chimle･ 2･750m. Mustang･

　　SSS10521.

24. Unidentifiesd 【Co唄pasiazg】-nzargがluram(GT);yuiu(A)-Horsefeeding(GT);Dzarkot- Ranipauwa.

　　3,500m.SSS10583.

25. Unknown- X7･a�11･i(G).Black fruitsedible also used as fodder. Siunli －New Bridge， 1,320m.SP10359.

Toxic to cattle

l.£ildgra pulaen･ima(Nees)Benth ex Hook. 【Z,gzsfllcgag】'142u＆zαΓ(G).Youngshoots are toxic to

　　cattle.Bamboo －Dovan, 2,260m.SP10391.

2. PaZ認a&la�Zgz一Buch.- Ham. ex D. Don (j)oZ!lga&las]-Toxic to caltle.

3. Pnjnus ・4xzsZgsis(Ser･)Steud.【jlosaceae】-j)zjri;XIIαoin(G).Young branch toxicto cattle,Bamboo

　　－Dovan,2,260m.SP10390.

VI.0thers

l. Car(lgana[Z,eglzm&losαe]-jie�泌簡ermαα(GT)jomising(A)-Plants are buried under the door to

　　ward o仔evilsPrit,Dzarkot' RaniPauwa. 3,500m.SSS10573，

2.CZe?ylαΓismonaznαBuch.-Ham.ex DC.【Rαylz4ncz4Zαceae】-Usedasoneof the comPonent in PreParing

　　localyeast cake(Mα�la).

3，Coelog!μle㎡tida(Wa1I Mss,)Lindl. IOrc/lidαcegzeﾄSαano sαlinaa(G)，Plant having religious
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　significance.Above Landruk, 1,800m.SP10348.

4. Z)alljln印㎏11um iimaZqs･sg (Benth.)Mu11. Arg. (Z)卯1nep111111a4=sg]-jlatacllanda71， Used in

　making bed for Buffalo and comPost. Noted al Landruk.

5. Dg!pllsius gltzn両βorum L. [jlamjnalgzcazl]一瓦olaαjc sruti (GT);j･卯尨･mZ･a(A);rimuga(A).

　Leaves are smoked like tobacco (GT).Above Muktinath, 3,630m. SSS10595.

6. Ginz㎡ingz dit･gsgbliz(Link.)Fris ll7yfiazcgag]-?aas!μzr(G).Fibre is extracted from stem bark.

7. jzjnipgnls comss㎡s L.【C叩rlssgse】-D?lupj; j)aαmu(Ti).Used for preparing compost (mixing)･

　Dhumba,2,750m.SSS10526.

8.Ｌｏｎｋｅｒａ【C即rがbllacazg】-J?lgsi昭(Ti).Used in reinfordng the mud in roofing， shoots poisonous to

　goats. Dhumba Danda, 2,900m. SSS10538.

9. Marsde㎡a luri＆z Edgew. ex Madden [jlsdepizdacgae]-MaZgzhza卯(G)，Decorative fibre from the

　fruits.Bamboo －Dovan, 2,230m.SP10386.

10. Mgliosma d1111nがi･Zia(Wall. ex Wight et Am･)Walp.【SgzMaご�一g】-T11e leavesareused for packing

　milk productxljrau㎡.Hinku Odar －Deorali, 2,900m.SP10423.

11.Pjlddoaz iml･ris一Hook.【○raidaceag】-Gaj即卯u(G).Sap from the pseudobulbs is used as gum.

　Landruk －Siunli，1,300m.SP10355.

12. Fa111Zandlus sp.【E即jloyiizclae】-Mzu油卯a(G).Planls are easily proPagated by cuttings and are

　hence used in fencing. Landruk －Siunli，1,400m. SP10352.

13. jlosgz sgrics Lindl. [jlosgse]-raαngso(N);Sontapa(Ti).Liquor is prePared from the fruits.

　Dhumba,2,750m.SSS10533.

14. jlu6iz lsllμt11 Roxb. ex Fleming 【jl㎡･iacale】-lnk is prepared from the ripe and dark blue fruits.

15. Sarcoccos lsZZiaii StaPf.【｀Ｂｕｘａｃｅａｅ】-CZ111auts;Mlan111卯ad･1･on＆〔G〕.Leaves are used to ward

　off evil sPirit,food for Monal. Chhomrong, 1,800m. SP10369.

16.Ｓｅｍ㎡１１ｍｕｘｌｍｃｈｉａｎｕｍ(DC･)Raizada＆Saxena【17ml･glZiyi･nle】-To ward off evil spirit.

17.Solanum sp.【Soklnacea�】-M71epαnd･o(G).lnfusion of riPeseeds in water is used for repening blood'

　sucking leeches from nostrils of the cattle.

18. rasza加ｍｎｕ&畑lnzjm(Wa11. ex DC.)Kitam. ex Kitam. et Gould lCo1711osilae]-Su叩11oolaαZI(G).

　Flowers are put near pillow for fragrance. AnnapurnaBase Camp, 4s000m. SP10459.
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lndex of Local names with equivalent Botanicalnames

G＝Gurung names Provided by Gurung informants in Modi valley,Kaski district;

GT=Gurung-Thak11ri names Provided by Gurung and Thakuri informants at Lower Mustang，

A °Names given by Amchi (a PractitionerofTibetan Medicine system)at Lower Mustang，

Ti＝Tibetan names, N＝Locally known NePalinanles asgiven by various informants.

蚕re角puZ(G)＝j)eriplocαcαlopZzｼﾞ1&z(Wight)Falc，

λs油肪Γα(G)＝F泌umzzm m�1α/1α・zj＆.-Hamex D. Don

＆zαnderb n卯αmαα(GT)＝Fer6心cumtjl卯sus L.

jααΓα佃�(Ｇ)(Ｕｎｋｎｏｗｎ)．

召11α1α昭omαa(A)＝ΓαazxαczzmsP.

Bhitte dha(Ｇ)＝Ｔａｒ[ｌ]ｃａｃｕｍｓＰ･

召加Zu加αnj=R11odo＆ylda}霖α耐みopagon D. Don

折lolu mααΓu(GT)=jl7lododa＆回Z印idorzJm Wa11. ex G. Don

Boむ1回如ｕ＆(G)＝StroZ･jlαntZz6sP･

C11ααUnidentified[CαΓoｼﾞ即佃ZZaaαe].

C陥ｍＭａ１７１ααｍｕ(ＧＴ);(Ａ)=ＭαＺｓｇｒｔｉ�ｌａなzL.

C/lutudlor(G)＝Periplocaazlop11ｼﾞa(Wight)Falc.

Chha dhum泌卯uTlg(A)=EpiloZ･izzm[011agraceae].

CMIαutee(G)＝SαΓcoccocα1ぴ£zZZi∂ziiStaPf.

CMlela凹(GT)＝Cot凹gsterげ:dutlliazns(Schneider)Klotz

C簡卯昭油er(A)＝Circizzm tazZZiaiiDC.

Chh!Jurukpaa(A)=Rorippαylαsa4�z4m一呵回ticz4m(L.)Hayek

C11odlα(GT)Unknown.

C仙卯(A)Unidentified[Umみe砥斥ｎ副，

Dee(G)=jfenzdeum cαndiαzs Wal1. ex DC.

Z)llαmindlαたｼﾞu°77zαZidnjmsP･

1)71まu(A)＝Thlapsi aeljenseL.

j)ll誠卯o(G)=y1rigemαgriがitlli Schott.

D加加卯(G)=ArisaemasP･

£)ll液dleraa.＝Cαazgαnα6r？pispjnαRoyle
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Dhukshe(A)＝rl･en71opsis lanceolα£αR.Br.

j)/1回d昭αα(GT).＝CZemαtisti&etαylαKuntze

Z)11u即o幼αa(Ti)=j)otatiZ&zazjs£αWaII.ex Lehm.

Dhupi=lμ㎡pen4s commzj㎡sL.

Z:)11yclle(G)=£acosc印帥4mamzjm Sm.

Dobochhin(G)=Meconopsis n即αzjZesis DC.

Gαj即即ｕ(Ｇ)=Ｐ加lidoなzimみriaz£aHook.

G加n卯αc佃ｕｍ(Ａ)＝Ｇｅ耐iαnα＆presαD.Don

G佃are771＆＝Co71tﾀolp�usαΓtﾀensisL.

Gogarl(N)＝＆zz4nzu紬〃即αzzZesisDC.

Gombu rholj(m(GT)Unidentified[Cr(lssulacea鴫

Gomi(G)=MgzZlo㎡αn即αzzZesis DC.

Gujraj佃αα1(G)Unidentified[Z,egzjmiiloge]

G卯1卯du(G)Unidentified[Cα哩即佃1&zceae]･

gendfcMlery77αα(GT)＝Caragana cf gerardiana Royle

珀μzj)�iuα(G)＝Cαlami耐11αzznZ･asz Benth.

珀μ･ｍ＆ｌαｎ(Ｇ)=Ａａｒｓ誼＆卯pjzｼﾞZ11jmHiem.

亙peton心α(Ｇ)＝０卯riαdiglμ1α(Linn･)Hil1

乃a utung(A)Unidentified[CαΓoｼﾞopllyZlaceα祚

乃e�ng(Ti).=£o㎡a･msP･

Jhinchhi(G)=£acosc印む‘ｚｊｍａｚｎｕｍＳｍ．

乃φ=＆zZtjiαみiasRoyle ex Benth，

Jhipchi karo=Z)Γαcocepllαlzj謂11ereropjzy瓦丿謂Benth.[

Jhipchu chhemo(A)＝Salt面llzas Royle ex Benth

Jhipmaa(GT)＝SαZljiα11iαs Royle ex Benth

Jhﾘak(lmba(A)=j)elplzailzm gazn両/7orzzm Linn.

,/omising(A)＝Cαazgαnαd･gen7rdiαnαRoyle

,μ)m一昭(Ａ)＝Caragana cf sukiensis C.K. Schneider[

Ｋ司Γα(GT)＝Circizjmuzlli＆iiDC.

瓦er硲lg(A)=jlerilyeriscf.earsriαs Aherendt.

Ke�ngぐA)=jlerみerisP mzjcri/i)Ziα

瓦陥即raa(GT)＝77zlαpsjαaeseL.

Ｋ旭即ru如α(A)＝771kzpsiαaase L.

瓦旭oirl(G)=Przlns slα�as£s(Ser.)Steud.

K11αoin(G)=Przztl回sZαzzZens£s(Ser･)Steud.

瓦加rc仙ｉ(Ｇ)(Ｕｎｋｎｏｗｎ)．

瓦11emαamααΓα＝[Ｃｏ?ｎｐｏｓｉｔａｅ]

瓦加mar(A)=Animisi(l cf roxburghianaBess.

Khembaa karu (Ti.)＝Γαnαcerzjmmz&lgenzjmWall. ex DC.

Khembaa(Ti.)＝nznaa咄ｍｎｚ泌毎erzum Wa11, ex DC

-
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jalsl卯(Ti)=£goyltopodiumげ'a4liylum Cass.

jC11empa�･aαJcpo(GT)=4rtimisilげrozみｕ－ilizs Bess.

幻lennaa(A)=4rti171£s&z sP･

jびlgrlcaar(A)゜7angzcltzlmsp･

瓦llurma昭(A)＝rgznzzaam sP･

JKizjbαpZlal(G)=Monjs sp.IManlごse]

JKolaai snjti(GT)=Z)glpjlg㎡zjmgnzyldiβonjm Linn.

xotaaが1卯(G)=jioullj㎡a cordgt･ Thunb.

xote(A)＝rぺgaslizsp･

瓦oteunidentified【Z,昭liminoss】

Xs7･etumiora(A)＝Colossllr4f dutiisns (Schneider)Klotz

Xutii(N)=jVgopic7･oliiza sαopl㎞lariがWia(Wa11. ex Benth)Hemsl.

£azjto(G)=jlslx4gljssp･

£印e(G)＝Ci酋蹴ｌｍｏｍｕ胴azl?az12(Buch.-Ham.)Neesex Eberm.

1,etllasac仙ｆ(Ｇ)＝Ｇ㎡ｉｕｍａｐａｒｉｓＬ．

£昭ro sllero=j゛gdiajlarislolWiy7onz var. tubiformis (Klotzch)P.C.Soong

Malajcac恥o(G)=MasdsizZui＆z Edgew. ex Madden

Malbti(G)=a)111og1111&zt!yilZia WaII，

Malto(G)＝yil･urnum m・11aia Buch. -Ham ex D. Don

Mamalkldl(G)=jioaoglil latがWia Wa11.

M加rlゐserolama(GT)＝ranlzaam sp･

MZ'e71dojcij11卯aau＝GalilsZkzmoorロηβana(Wa11. ex G. Don)Airy Shaw

My･epanc71o(G)＝Solaumsp･

Mlan咄!μzac1111onde(G)＝San=oceoαluzSaijStap£

Nazな卯n(G)=jZlx sp･

jVaαlgoyl(G)＝Saizandn2 gnzyldiylaytz(Wa11.)Hook.£etThoms.

M2αtalepa(Ti).＝rilmus＆lsris Benth.

Mzionte(G)＝ri･iaos一ndls zslliaii (Seringe)Wight

Mzipopon(G)＝yizlZirizs jla㎡ujiaii Wa11.

jVgzisinee(G)Unidentified.IZjalligaze]･

jVa?11e(G)(Unknown)･

jVa71dur(G)=FitSzrilns&icola£ina.ex Lacaita

jVaul･11!μza(G)=Plllla･n£11ssp･

jVasin sutar(G)＝Wooas㎡1zMsgntl加C. Presl.

jVgon sllercZle(A)＝yerl･samt1卯ss L.

MMαaro(N)=Fiajs sp･

M)ntzj(G)=jluZ･us a41dns Wa11. ex D. Don＝.

01mZ･u(A)＝Codollops£s sp･

○ralj㎏aal(G)=Z)1=szrgssndes(D.Don)WalP･

Ouise(A)Unidentified【CnzssuZacazg】　　　　　　　　　　　　　　　　　　j
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Pαamu(A)＝μj㎡penjs sguαmα耀Buch,-Ham. EX D. Don

j)ααmu(Ti)=Jzjniperz4scommzj㎡sL.

j)ααndlu�e(N)=Dac咆lorfzizα加tαgeria(D.Don)Soo

Rzanμ(A)=j)ten)cep11αZzjsZzoo知ri(C.B.Clarke)Diels

Rz即ruた(Ti)=1μ㎡penjscommu㎡sL.

Rzα印αΓ(G)＝Ginz�iniadilJersがi)lia(Link･)Fris

Pac陥c71f(G)=4azy�zopα11αxdss面Zizzs(Griff.ex Seems･)Harms

Pαφun(N)=Prunus cerasoides D. Don

R面凹(G)=jlljみzJs elZiptias Sm.

Rzlurin(G)Unidentified.[£uazas畦

j]加mj(G)=jll･o面＆ｎｄｇｎｌ印idotzjm Wa11. ex G. Don

j)11�doりαα=缶zZ･必siαnJgog(Wall. ex Benth･)Hara

P11�do幼αα.=Arte謂js一sP.

朽昭ｅ(Ｇ)＝Ｃｉｎｎａｍｏｍｚｊｍなzmα&z(Buch.-Ham･)Neesex Eberm.

j)φee(Ti)=j)�iaZαΓisZoηgl/Zorgzvar.tzzみがbry71is(Klotzch)P.C.Tsoong

j)letaαc簡i(G)=j)uzoZgiαgr7gzjineα(BI･)Mers.

POlo(G)＝U�az diocαL.

j)rem肋αα(G)=j)olｼﾞgo回咄m pe7ticeZkz咄m(L.)AII

j)rum(G)＝ZαntlloxyZljmαΓmαtzjm DC.

Puri(G)=j)rzjns nα1α�esis(Ser･)Steud.

R武なzc恥ｎ面“(N)=Dgzplln印/zｼﾞZlzjmllimαZ卯ese(Benth･)Mu11.Arg･

Rαt!μz�o(G)＝Co哩面＆∂zαegpみｼﾞ11αDC.

j仙omh(Ti)=jistortαsP･

Rolpudl加tΓα(Ti)=λndn)gce sP･

Sunoglinaa(G)＝CoeZoglμle㎡tiゐ(WaIIMss.)LindL

Sαn印ｕ幼αα(Ti)＝μmφenjs&1ぷazBerto1.

Sαれ回α(N)=Paris po句phgUa Sm.

Sαur(N)=jletzjlααZnoi＆sBuch.-Ham.ex D. Don

S加呵抑a(Ti)=4ster inゐ謂ellzzs Grierson

Sfl t涵oor(N)=£旭az cz4みe＆z(Lour.)Pers.

Sφtad咄emaα(GT)＝771en7lo脚islαnαo&z£aR.Br.

Sonplaadhh(l(G)=j)αΓo＆αetljsco附謂zmisBuch.-Ham.ex D. Don

SoTlpl(λadhha(G)=j)ol豚αZααΓΓilαなzBuch.- Ham. ex D. Don

So吋opα(Ti)=Rosa sericea Lindl.

Sunphooldhah(G)＝raylαce咄ｍｎｕみigenum(WaII. ex DC･)Kitam. ex Kitam. et Gould

S卯ｍ加(GT)Unidentified＝[a71みe11汲rae].

7回幼ααn卯ｕ昭n卯ung unidentified [Composiなze].

7αds7ler(A)Unknown.

7aαlfmu幼u(A)=R11o必＆ｎｄｍｎｌ印i面咄m WaII.ex G. Don

Taalimukpu(A)=jlllo面dadmnl印i必咄m Wan. exG.Don
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711ailgso=Rosa sericealLindl.

7sr可yturam(GT)=4sllraasas(DC.)Hand.-Mazz.

7ααtolcpα(A)j4n即1allsglla DC.

7alsi(G)=Fics semiard･zta Buch.-Ham.exJ.E.Sm.

7ees卯(G)=jllr6gris＆ilril Lind1.

771arumu(A)=E即jlar6ia sznzdlgi Boiss.

771emjaa=4slltWaZzs＆ucocllplla&z Grah. ex Benth.

79on(G)=4asgonsm malle (D.Don)Hara

Tkhari(GT)=Bgrillgris￥glgrslilna Aherendt.

7'ic恥uri(GT)=E即llorl･ia slraae!li Boiss.

Tiktal＝Sujgrtianzcslosz〔Griseb〕C.B.Clarke

7bloar(G)=Elasgnssp･

rimugα(A)=j)g411isium gn2ndiβonlm Linn.

7昭1卯rlclli(G)=j゛rlms i111eyyupaz Wa11. ex Schauer

ruμ11zjp(Ti)=geπldlumsp･

rljnsur㎞du(G)＝ri･idlsal�ls friaspida£･ Lour.

びnsin(G)＝Corigzriatln㎡sl£s Hemsl.

R2dgzαΓ(G)=£ildinljluldzen･ima(Nees)Benth ex Hook.

yljh(A)=4sta･aasces(DC･)Hand. -Mazz.
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第11期プロ・ナトゥーラ・ファンド助成成果報告書（2002）

要約

ネパール・アンナプルナ自然保護区における非木材生産物の

　　　　　　　　伝統的利用に関する研究

　アンナプルナ自然保護区（ACA）の非木材生産

物の利用研究については、3回の連続的な野外調

査が行われた。研究エリアは、a）湿った南側の

モディ谷と、b）アンナプルナ　ヒマールの乾燥

している北側にあるムスタン低地部である。国情

が不安定な状況で研究に影響を受けたが、研究は

2つのフィールドで行われた。研究によって150種

以上についての伝統的な利用の情報が、主にグル

ン族の情報提供者から集まった。さらに、非木材

-

生産物の科学的命名を確実にするために、1､000個

以上の標本により274以上の植物種の収集が行わ

れ、研究地域の植物相を理解するための助けとな

った。研究は、2000年度プロ・ナトゥーラ・ファ

ンドによって行われた。グルン族が居住し、観光

客のインパクトが比較的少ないアンナプルナ自然

保護区の中南部においてさらなる研究が必要であ

ると思われる。

　　　　　　　　　　　　　　(推薦者：土田勝義)
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第11期ブロ・ナトゥーラ・ファンド助成成果報包改（2002）

The evaluation of biodiversity of mammals

　　　inthe Baikalian region of Siberia

Ａｌｅｘｅｉ Ａｂｒａｍｏｖ ｌ）

Summary

　　　Lake Baikal and its watershed wel'e recently included on the World Heritage List. The Baikalian

Region situating in the centre of Eurasia is a Part of Eastem Siberia. Within the limits of the Present Project

the lllaillattentioll h2ls been drawn to surveying the faunaof the RePublic of Buryatia (Western

Transbaikalia)，a key sub-region of Transbaikalia， to Provide hard information about mammalian

resources thereo£To date of our study, knowledge of the status and distribution of many of these sPecies

in Buryatia have been veryscanty. The species of both East-Siberian and Central-Asian mammalian faunas

(＝zoogeograPhical comPlexes)are corroborated to inhabit this territory.ln the framework of the Present

Project， we have comPleted a taxonomic revision of the mammalian faunaof Buryatia， including

sul｀veying a status of key mammal sPecies and refining their distribution. Additional data on the biology

and ecology of key sPecies have also been collected. As results of the Performed study， the firstand most

comPlete annotated checklist of the mammalian fauna of the Republic of Buryatia was Published.

According to the uP-today data， the mammalian fauna of Buryatia numbers 86 sPecies, at least 25 of them

areat risk and in need of devising workable conservation strategies.

　　　The Baikalian Region situating in the centre of Eurasia, being a Part of Eastem Siberia. Traditionally，

itis divided into Cisbaikalia (north-westward of Lake Baikal)and Transbaikalia (south-eastward of Lake

Baikal).Three administrative units of Russia are situated in this area: lrkutsk Province (Cisbaikalia)，

RePublic of Buryatia and Chita Province (both in Transbaikalia).The Baikalian region is known to be a

mountain country (elevationsuP to 13000-3,000m above see level),with the main systems being the Baikal

Mts(ridgessurrounding Baika1 Lake)，the East Sayan Mts， the vitim Plateau and Selenga Srednegorie

(hill-lands).The southem and south-eastem Parts of Transbaikalia are covered with stePPe landscaPes

similar to the stePPes of Eastem Mongolia and North-Eastem China｡

　　　vegetation cover of the Baikalian Region create a great extend of those unique beauty, for which the

landscaPessurrounding Lake Baikal are farnous.There are a lot of relic and endemic Plant sPecies (ca.

10％of the extant nora)and unique Plant communities in thisarea.The most dry and warm westem shore

of Lake Baikal isoccuPied by the Pineand larch forests and stePPes, whereas the dark coniferous forests

of朽nus s治函cαandjl)ies siわiricαwith a few Siberian sPruce Predominate on the eastem shore.High‘

mountains are covered with the mountain stony shrubby-lichen or shrubby'moss tundra， in association

with the Siberian dwarf-pine (朽ns pumia)elfin wood and sub-a1Pine bushes. Besides， subaIPine and

alpine meadovvs canbe found in the high'mountains of the Khamar“Daban and Barguzin Mt. Ranges. The

1）The evaluation of biodiversity of mammals in the Baikalian region of Siberia
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stePPe vegetationoccursin Selenga Srednegorie. The we11-marked mosaic structure of vegetationand

landscaPes in the Baikalian Honow Provides unique conditions for co^existing of different animal

communitiesoncon!Paratively smal1 Plots of land｡

　　　The zoogeograPhy of the Baikalian Region is rather Peculiar， as sPecies from t゛゛olarge Palaearctic

mammalian faunas (East'Siberian and Centra1-Asian)co'inhabit here. A Preliminary list of the 111ammals

of the whole Baikalian Regionaccounts to about 100 sPecies from six orders (12 ' lnsectivora･ 10 '

ChiroPteraバ5 －Camivora， 10 －Artyodactyla， 50 －Rodentia， 1 －PinniPedia).TyPe localities of many

Siberian sPecies liein the Baikalian Region, e･g. those of Sorex isodon Turov，1924,Mesa;llinus dαuuricus

(Sundeval1バ842)，0tocoloわｕｓｍ凹�(Pallasバ776)，Caprαs浙rica(Pallasパ776)，Proc即Γα卯ttrosα

(Pallas,1777)，Spermo油ilus u��atus(Pallas,1778),MαΓmotas屈ria(Radde,1862)，C咄ot凹α面uuricα

(Pallas，1776)，Some of mammals were introduced from other regions for either the hunting PurPoses (the

American mink, the muskrat, the brown hare, the beaver),or by acddent (the black ratμhe common vole)｡

　　　With regard to the mammalian fauna, Cisbaikalia･ which is mainly rePresented by lrkutsk Province，

has been better studied. A list of the mammals and the ＜＜Red Data Book of lrkutsk Province＞＞(Dumev

et al･，1996; Litvinov， 2000)hasrecently been Published. The knowledge of the mammalian fauna of

Transbaikalia in general and of the RePublic of Buryatia in Particularlへ/ereknown to be much more

scanty. Within the limits of the Present Project sPonsored by the ＜くPRO NATURA FUND＞＞，a comPlete

revision of the ma°mals of Buryatia has been Performed， for which PurPose we ha゛e gathered own data

and observations gained during the last decade (some new informationlへ7aSobtained during the summer

exPedition of 2001)･the materials of mally Russian scientific museulns， data from the huntillg

organisations, results of questioning locaI PeoPle and the literature°derived data. As a result of such wide゛

scaled survey, a firstand most comPlete checklist of the mammalian faunaof the RePublic of Buryatia has

been comPiled and Published (2001).This checklist contains detailed data on a taxonomic status，

distribution, habitat･ diet and natural history of every mammal sPedes registered in Buryatia. According

to these uP'today data･ the mammalian fauna of the RePublic of Buryatiaaccounts to 86 sPecies｡

　　　The RePublic of Buryatia lies almost in the center of Eurasia， in the zone of moderate°continenta1

Siberian climate (severecold winters and hot dry summers)and in between the vast areas of East Siberian

taiga and Mongolian stePPes， and covering the area of about 351･300km2. Because of this，zonal and

landscaPe diversity thereof is known to be extremely high. By its toPograPhy, Buryatiacanbe subdivided

into 2 1arge sub‘regions: mountain'taiga areas (westem and northem Parts)and mountain stePPe and

forest‘stePPe areas (southernand south'eastem Parts)｡

　　　StePPe and forest'stePPecolnnlunities of mammalsareesPecially rich and diverse･ with the tyPical

sPecies being the Siberian jerboa，the mandarin vole，the Siberian ground squirre1，the Daurian Pika，the

Siberian marmot･ the badger and the stePPe POlecat｡

　　　0ne of the key'sPecies of the Transbaikalian stePPe landscaPes is the Daurian Pika， 0dlotona

心ｕｕ汝α(Pallas，1776),of which range clearly corresPonds to the outlines of theareaof occurrence of the

stePPe biocenoses.This sma11 1agomorPh lives in oPen， forestless sPacesin southem Buryatia (northward

uP to lvolga and Tarbagatai Districts)，with tyPical habitats like intermontane lows and ravinesoccuPied

by the bushy vegetation (CαΓagαnαsPP･，Achnatherum sPlendens stands);sometimes， the Pika occurs in

river valleys and lake hollows･ as well as along margins of old Ploughed lands.
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　　　The Daurian Pika lives in colonies (family grouPs)and digs rather extended and comPlex burrows.

0n the strength of our long'term observations on the POPulations of individually marked animals in

south'westem Transbaikalia (Borisova etα1･，2001)，ecological features of this sPecies have been

ascertained. The Pikas feed largely on the gramineous and leguminous Plants， sedges， wormwoods，

Palmates and young twigs of Caragana. Breeding continues throughout March-May， firstlittersaPPear at

the end of APril，the last ones in August; one female Produces2゛3 littersa year of 2 to 8 young each. The

POPulation size of the Daurian Pika demonstrates considerable nuctuations (in average, over 3'year cyde).

For instance， in the course ofourobservations of 1998'2000 in the eastem Part of Selenga hm-1and the

POPulation sizevvasrather high, 6'8 sPecimens Per l ha; whereas during observations of 2001 (environs of

Lake Gusinoe and Borgoiskaya stePPe),only 1-2 sPecimens/ha were registered｡

　　　The current taxonomic studies of the Transbaikalian POPulation of Odlotonαdαuuricαhas revealed

its doser relationshiPs to the Pikas from Northem and Central Mongolia rather than to those from the

west Part of the sPecies range (Tuva， Khangai Mt. Range)･The Transbaikalian POPulation belongs to the

nominal subsPecies O. d. dαuuriαz and differs from both the Tuvinian(0.d.1αtib�lata)and Westem

Mongolian(0.d.murzαeむi)subsPecies in having the narrower skull and the relativelynarrovv rostral Part｡

　　　Another tyPieal stePPe dweller is the Siberian marmot, MαΓmoaz sib�az(Radde,1862).The Siberian

marmot has formerly inhabited allthe stePPe and mountain stePPe landscaPes of Transbaikalia. Thislarge

rodent has been one of main subject of hunting by indigenous PeoPle of Transbaikalia and Mongolia for a

long time. Unlimited hunting (catching withnooses and shooting)and extermination， as ゛ell as

extinctions caused time to time by the Plague， as wellas natural rePlacement of the stePPe biotoPes by

forest｀stePPeones(e･g， in Kyakhta District)，damaged the marmot POPulatio�density. Nowadays， the

marmots are rather rare in the Baikalian region and their POPulations are restricted to thesouthemPartof

Transbaikalia(near the frontier of Mongolia).lts range in Transbaikalia consists of three main Parts: the

mountain stePPes of Tunka District (westem Buryatia)，the low mountain stePPes of Selenga River basin

(right 11P to the middle lreaches of Menza･ Chikoi and Khilok rivers･ northward uP to south border of

lvolga Hollow and the foothills of Khambinsky and Malyi Khamar'Daban Mt. Ranges)，and the uPland

stePPes of the south'eastem Part of Chita Province (northward almost to the basis of Onon River and

westward to Mogotui Mt. Range).From the formerly large range, only sma11, seParated POPulations of the

Siberian marmot have remained･ of which mlmber continues to decrease. ln the northem Part of Tunka

Hollo｀/゛，themost Part of which is now Ploughed and used for agriculturaI PurPoses， we found only

solitary marmots' colonies. At Present， the sihlation is quite anxious， that is why this sPecies is offered for

induding into the new ＜＜Red Data Book of Buryatia＞＞｡

　　　The next，very characteristic dweller of the stePPe and forest-stePPe landscaPes of Transbaikalia is

the badger (MeZes).ln Buryatia･ the badger is most common in the forest'stePPe Part of Selenga

Srednegorie(Kyakhta，Selenga，Ulan-Ude， Bichura and Dzhida Districts)and Preferring the sParseforest

tracts and river valleys･ lt alsooccursin the bushy stePPe hollows and ravines， on sloPes of river valleys

andaround lakes. We have never found its settlements in dense taiga forests.ln the central Part of Selenga

Srednegorie(Hollow of Lake Gusinoe)，the badger lives in theravinesovergrown by the pine forest with

underbrush of the dogroseｓ，Ｃａｒａｇａｎ(ｌｓPP.and sParsegrasscover.The number of borrows in each

settlement varies from l to 3 (seldom more).ln Transbaikalia， the badgers forage largely for insects

-
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(beetles，grasshoPPers and ground wasPs)and，to less extent，for mammals (mainly voles)and Plants

(roots,berries and seeds)｡

　　　The taxonomic status of the Siberian badger (and that from Transbaikaliajn Particular)has been the

subject of much controversy among exPerts. Russian systematists were of the oPinion that Siberia is

inhabited by several subsPecies of the badger: s治詞cus(occurs in Westem Siberia)，αZtαicw(in the Altai

Mts.)，Γαdde(inTransbaikalia),αmure71sis(in the Russian Far East).To elucidate a taxonomic status of the

Transbaikalian badger, we have Performed a comParative analysis of craniological and exterior characters

of the badgers from different regionsof Siberia， as well as those from the EuroPean Part of Russia

(Leningrad Province)and JaPan. A multivariate aPProach hasrevealed significant craniological

differences between the studied POPulations (Abramov， 2001).The Siberian badgers are distinguishable

from EuroPean and JaPanese onesby the bigger bulla auditus and the elongated (but rathernarrolv)

molars. The Asian (ニSiberian)and EuroPean badgersalso differ in head coloration. The Siberian

sPecimens havea narrolvblackish brown (sometimes comPletely black)striPerunning from thesnout's

end through eyearea.This striPe is going above theear and taPering behind the eye. The light (yellow-

white)median bandnarrol¥and short; usually, not reaching back of the head and blending into neck and

back coloration already on thecroiへy.A different tyPe of coloration is described for the European badgers:

black striPes onthesnout are wide and long， runningacrosstheears and enveloPing them from above

and from below; the median band reaching back of the head and then going on the neck｡

　　　There are contradictive oPinions onthe sPecies comPosition in the genusMe16.Some of

systematists treat all the Eurasian badgers as belonging to a single sPecies，whereasothers consider the

EuroPean and Asian badgers different ones. 0n the basis of own detailed studies, we came to the oPinion

that significant differences between the European and Asian badgers in coloration，ProPortionsof teeth

and skulls (Abramov， 2001)，the size and number of roots of Pm2， the degree of reduction of Pml and

Pm1， the structure of morPhotyPes of Pm4, Ml and 良M1(Baryshnikov＆PotaPova,1990),structure of the

os malleus (Abramov＆Baryshnikov，1995)and the baculum (Baryshnikov＆Abramov，1997)make it

Possible to treat them as seParate sPecies: the EuroPean badger Me16 me16 (L.バ758)，distributed to

EuroPe(to the east uP to volga River)，the Caucasus and southem regionsof Middle Asia, and the Asian

badger Meles lacurs (Hodgson，1847),distributed to the east of volga River and throughout continental

Asia. The JaPaneselslandsareProbably inhabited by the seParate sPecies, Me16αnaたumαTemminck，

1844. The recent data on the cytochrome わsequencevariation in badgers from JaPan， also demonstrated

differences between the JaPanese， Siberian and EuroPean POPulations (Kurose et al･，2001).According to

ouruP-today data， whole Siberia，induding Transbaikalia， is dwelled by the Siberian subsPecies of

badger，MeZes leua4rujsi17iricus(＝αltaicus，Γαddei).Another subsPecies， Meles leucurt4sα77?urer籾is(＝

me沁nogenｼﾞs)occurs in the Russian Far East and the Korean Peninsula｡

　　　Some of the rare･ vulnerable or threatened sPecies of mammals inhabit the stePPe regions of

Transbaikalia, for instance, the Pallas's wild cat Otocolohs man�(PaUas，1776),which is known from the

mountain stePPes of Buryatia andChita Province. Everywhere the Pallas's wild cat is quite rare.

Therefore･ this sPecies islisted in the ＜＜Red Data Book of Russia＞＞andく＜Red Data Book of Buryatia＞＞

and considered a sPecies at risk of extinction. ln Buryatia，0tocolobw謂an�isdistl゛ibllted iilthe stePPes

and forest-stepPes of Selenga Srednegorie (Zakamensk，Kyakhta，Selenga，Ulan-Ude，Bichura，
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Mukhorshibir' and Dzhida Districts)from the Mongolian frontier, northward uP to Ulan-Ude. ln 1976, the

cat was evenrecorded flrom the northem Part of Barguzin HOIlow andrecently from Westem Buryatia

(Tunka Hollow， lrkut River basin andsurrounding mountains).According to Shvetsov et α1.(1984)，this

sPecies lives near Lake G11sinoe and in Tugnuiskaya Hollows, but duringour exPeditions to both areas in

1998-2001 no tracks of the Pallas's wild cat were found. More often wild cats are to be found in the

Borgoiskaya stePPe and the internuveof Selenga'Chikoi'Khilok Rivers. There is thesecondareaof

distribution of thisraresPecies in Eastem Transbaikalia (Chita Province)，between Shilka and Argun'

Rivers， westward to lngoda River. lt is very likely that bothareasof distribution of this sPecies in

Transbaikalia are connected over the Khilok River valley (Kirillyuk＆Puzanskii, 2000),but available data

are yet incomPlete｡

　　　The north-eastem limits of distribution of theanotherrare and threatened felid sPecies，the snow

leoPardUnda unciα(Schreber， 1776)，are also registered in the Baikalian Region. This vulnerable sPecies

isincluded into the ＜＜IUCN List of Globally Threatened SPecies＞＞and the ＜＜Red Data Book of Russia＞＞.

lt has been sPeculated for a long time that the snow leoPard does not constantlyoccur onthe territory of

the Baikalian Region， only occasional visits from the Westem Sayan Mts and Mongolia took Place

(Matyushkin， 1981).However，newly gained data are evidenceof its continually inhabiting in southem

and westem Transbaikalia (Medvedev, 2001).Since 1994，the snow leoPard has rePeatedly been recorded

in Tunka District (westem Buryatia);sonle occurrencesin the Khamar-Dabanand Dzhida Mt. Ranges

have been registered as weII. Recentlyバhis sPecies was rePorted from Krasnyi-Chikoi， Petrovsk-

Zabaikal'sk， Kyra and Akshin Districts of Chita Province. AIl these records make it Possible to susPect

existing of two areas of Permanent inhabiting of this rare cat in the Baikalian Region, viz. in Eastem Sayan

Mts and southem Transbaikalia｡

　　　The south°eastem Part of Transbaikalia is the terra tyPica of the Mongolian gazelle， Procαpra

卯tturosα(Pallas，1777).Yet at the beginning of the xx century， the Mongolian gazelle was a cornrnon

hunting object here･ At the first half of the xx century， the regularoccurrenceofj)rocaprαgutturosαin

southem Buryatia (Selenga River valley in the Kyakhta District)was registered. Now， this sPecies has

disaPPeared from the most territory of Transbaikalia and remains only in the Daurian stePPes (south-

eastem Part of Chita Province).No more than a few dozensof the gazelle live in the Daurian NaturaI State

Reserve(near Lake Barun'Torei).Some growth of the gazelle POPulation has been documented in the

territory of Russia and North-Eastem Mongolia in recent years. During the winters 1999-2000 and 2000-

2001 mass migrations (herds of several thousands sPecimens)of the Mongolian gazelle from the North

Kherulen POPulation (Mongolia)to Chita Province were recorded｡

　　　A considerable Part of northem and centraI Buryatia is covered with taiga forests of the Siberian

tyPe. The common sPecies of these environments are the sable，the brown bearμhe lynxμhe mountain

hare,theroedeer, the red squirrel, the nyingsquirrel, the chiPmunkμhe red voles｡

　　　0ne of the most common taiga sPecies is the Barguzin sable，3/fαΓteszibellinα　princeps(Birula，

1922)，being well'known by its bealltif111and valllable dark fur. Due to over‘hllnting，at the beginning of

the xx century the poPulation of this animal had been reduced to almost to the verge of extinction, and its

range rePresented a few small isolatedareas.A further restoration of the sable's POPulationlvasaided by

a number of sPecial efforts: a tota1 Prohibition of huntingjntroduction， organizing reserves， etc. 0ne of
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the oldest Russian reserves， Barguzin NaturaI State Reserve， was sPecially founded in the north-westem

Part of Buryatia in 1916 for Protecting the Barguzin sable and･ as a resultμhe sable's POPulation had been

restored in funnleasureuntil the middle of the xx (:entury.Nowadays， the sable inhabits all the ranges

surrounding Lake Baikal，also occurs on the Khamar-Daban and Dzhida Mt. Ranges，in valleys of Khilok

and Chikoi Rivers and southward to Khentei Massif in Mongolia. This is stillan imPortant object for fur

hunting｡

　　　Another tyPical and widesPread forest dweller and the biggest camivorehere is the brown bear，

Ursus arctos L.，1758，who constantly lives in the forest belt of mountains of the Baikalian Region. A

highest density of the bear's POPulation is recorded in the Pinus s泌irica forests of Eastem Sayan Mts.μhe

northem macro-sloPe of Khamar-Daban Mt, Range,as well as in the verkhneangarsk, lkatskii, Baiklalskii，

Menzinskii, Chikoi and Malkhanskii Mt. Ranges. lt is rather common but with a lower POPulation size in

the eastern shoreof Lake Bajkal， e.9.0n the Morskoi， Ulan-Burgasy，GOlondiskii and Kurbinskii Mt.

Ranges. ln the central and southem Buryatia (Selenga Srednegorie and Dzhida Mt. Range)，the bear is

quite rare. The life style of the bro゛n bears occljPying mountainssurrounding Lake Baikal dePends on

thislargelake.AtMayorthebeginningofJune,the main bear's diet is known to indude larvae and imago

of the Baikalian caddis nies (TrichoPtera),aswellasrelnains of the Baikalian seal. During this Periodjive

to seven bears might be met on the distance of about 10km on the shoreline (Ustinov，1993).A total

POPulation size of bears in Buryatia isnox¥evaluated assorne2,000 individuals｡

　　　A single regional rePresentative of PinniPeds is the Baikalian ringed seal，P11ocαs泌iriaz Gmelin，

1788,anendemic of the Lake Baikal. The seals are unevenly distributed over the Lake Baikal that dePends

on a season.Almost a whole year they stay far off shores，during the summer time therookeries of seals

usually occur on shores，islands and large seParate rocks near the shoreline. ln the autumn (October-

November)，animals migrate to lhe bays andcovesof the eastem shore of Baikal (Proval，Barguzin，

Chivyrkui Gulfs， etc.).After a final freezing-overthey disPerse overdeeP-water areas of the lake. ln

sPring， the seals migrate to the north following the receding ices; and at the beginning of summer， the

greater Part of their POPulation is gathered in the north'eastem Part of Baikal Lake. Formerly， the

Baikalian sealvvas nurnerous and common over the whole lake andxへ/as anobject of intensive hunting. By

30th years, its POPulation size had decreased due to over-hunting and the seal turned out to be restricted

to the northern and north‘eastern bays of BaikaI Lake， where it Primarily occurs now. A Partial

Prohibition of hllnting at the late 40thxvas conductive to restoration of the sea1's POPulation, of which size

is now assessed at 60･000 of individuals･ Recent trends are towards increasing the seal's POPulationeven

in the southem Part of BaikaI Lake, in theareaof the so'called SmalI Sea. At Present, hunting on the seals

is officially restricted，but adually exists due to the valuable fur of PuPs; in some regions uP to 90％of

young are Perished due to illegal hunting. During the summer exPedition of 2001，0n the eastem shore of

BaikaILake(Barguzin District),we recorded remains of 2-3 young sPecirnens over lkm of shoreline｡

　　　According to data of the hunting organisationsof the RePublic of Buryatiaけhe POPulation sizes of

some large forest ungulates. such as the moose Alces alces，the red deer Cerぴus elαμlusand the musk deer

Moscllus mog11げerus， has been decreasing during last years. Main reasons are destruction of habitats

caused by deforestationand forest fires,as well as by Poaching｡

　　　GenerallyJhe mammalian faunaof B11ryatia is imPaded by hurnanactivities in many ways. For
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instance，intensive Poaching causes over'hunting and decreasing of populations of such species as the

musk-deer and the Siberian marmot. Forest firescausedbyhurnan areesPecially dangerous and are a real

disaster elsewhere in Siberia and Transbaikalia in Particular. During our summer exPedition of 2001 (the

wholeroute over Buryatia was about 3･500km)･we observed considerable forest areas destroyed by fires.

A comPlete restoration of forest ecosystems in suchareaswi11 require 50-70 years or more， Provided no

further fires take Place (butthisseeTns to be hardly a case).At the same time， a Present day weakening of

agricultural activity and management， esPecially an obvious decrease of using Pestiddes， has resulted in

quick restoration of natural stePPe landscaPes and hence their animal communities｡

　　　Many mammalsarePerished on highways beneath wheels of cars. For instance･ during the summer

exPedition to Buryatia of 2001，in some areas (Khilok River valley and Tugnuiskaya Hollow)we recorded

1-2 road-killed Siberian ground squirrels (Sperm9ねiZzjs und�atus)on a distance of ca. 1 km. Even the

Daurian hedgehogs (Mese(･inus dauuicus)，the sPecies listed in the Red Data books of Buryatia and of

Russia, was registered to be often victims of road traffic｡

　　　A notablecontribution to maintaining mammalian POPulations and conservation of Particular

sPedes in the Buryatia goes with Protected natural territories.Nowadays， there arethree large Natural

State Reserves (Barguzin，Baikalskii and Dzherginskii)and two nationaI Parks (Tunka Nationa1 Park and

Transbaikalian Nationa1 Park)on the territory of rePublic， A total squareof these strictly Protected

territories is 20･700km2･ or nearly 6％of the whole territory of Buryatia. Besides， there are 28 sPecia1

hunting reserves， where Particular mammal and bird sPecies of hunting imPortance are bred.

Unfortunately，no sPecial stePPe reserve is yet organized to conserve theenvironment of suchrare and

vulnerable sPedes as the Daurian hedgehog (MesecMnus dαuuricus)，the Pallas's wild cat (○加colobus

mαn�)，the mandarin vole (£αsiopo＆)mｼﾞsmαn＆zrirlus)，the mountain wease1 (A/ft4stelααltaicα)，the

desert hare (Lepus c即en治toM)，and others.The＜＜Red Data Book of Buryatia＞＞(Published in 1988)

1ists28 mammal sPedes being threaten or at risk (3 sPecies oHnsectivoresﾊﾞL hare, 7 rodents， 5 camivores

and 3 ungulates)，of which almost a half (13 sPecies)are dwellers of the stePPe habitats. A new edition of

theくくRed Data Book of Buryatia＞＞is now under PreParation. A11 newly gained and uP^today data on

distributionand POPulation si2es of rare and threatened sPecies, induding the most iecent information we

colleded and Published in frame゛ork of the Present Project，will be taken into consideration in the new

edition of the Red Data Book｡

　　　Within the limits of the Project くくThe evaluation of biodiversity of mammals in the Baikalian region

of Siberia＞＞，acomPrehensive PaPer collection ＜＜Fauna and ecology of the mammals of Transbaikalia＞＞

has been comPiled, edited and Published in 2001. This volurne contains 12 PaPers comPleted by scientists

from St. Petersburg and different scielltificorganisations of the Baikalian Regioll (froll!Ulan‘Ude, Irkutsk，

Chita and Novosibirsk)，whoare recognized exPerts in their areas. These worksaredevoted to modem

faunistic,ecological and systematic studies on the mammals of the Baikalian Regionand contain the most

uP'to'date data on the state of POPulationsof key and threatened sPedes of Transbaikalia. A number of

PaPers deal with the e｀act data gained in the frame゛ol'k of the Present P剛ect sPonsored by the ＜＜PRO

NATURAFUND＞＞(see below)｡

　　　Below is a list of Publications resulted froln carrying out the Project ＜<Theevaluation of biodiversity

of mammals in the Baikalian region of Siberia＞＞，allof them acknowledge that the studyl¥as conducted
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under the subsidy of the＜＜PRO NATURA FUND＞＞:
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第11期プロ・ナトゥーラ・フ７ンド助成成果報告1ISこ（2002）

　　　　　　　　　　　要約

シペリア・バイカル地域における哺乳類相のリスト作成

　　およびその生物多様性の評価に関する研究調査

　バイカル湖およびその周辺の河川流域は､近年、

世界遺産のリストにあげられている。ユーラシア

大陸の中央に位置するバイカル地域はシペリア東

部の一部でもある。本研究調査の目的は、特にバ

イカル湖のすぐ束側（トランスバイカリヤともよ

ぶ）にあるブリヤード共和国における動物相を明

らかにし、哺乳類資源に関する情報を提供するこ

とである。これまでに、ブリヤード共和国におけ

る哺乳類の状況や分布に関する情報はほとんど報

告されていなかった｡本研究調査では､ブリヤード

共和国のバイカル湖周辺においてフィールド調査

を行い、東シペリアおよび中央アジアの哺乳類相

にみられる種が、ブリヤード共和国に生息してい

ることを立証した。さらに、キースピーシーズの

分布および生態調査により、それらの哺乳類に関

して分類学的記載を再検討した。本研究調査の結

果として、ブリヤード共和国の哺乳類相に関する

最初で、かつ、完全に近いチェックリストを出版

することができた（報告書と共に提出済み）。そ

の哺乳類相は86種で構成され、少なくとも25種は

危機的状況にあるため、その保全対策を考案する

必要がある。　　　　　　　（推薦者：増田隆一）
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第11期プローナトゥーラ；フフンド勣成成果報告書（2002）

Ethnobotany and itsaPPlication to conservation

　　　　　in Swat'Himalaya, Pakistan

Zabta K.Shinwaril）2）

EXECUTIVE SUMMARY

　　　Thisresearch Projectis a result ofa conservation grant Programme jointlymanaged by the Nature

Conservation Society of JaPan and the Pro Natura Foundation-JaPan. Plant Genetic Research lnstitute

(PGRI)National AgriculturaI Research Council (NARC)lslamabad and World Wide Fund for Nature

(WWF)Pakistan were the organization involved in running the Project.

　　　The Projectwas scheduled to startfrom November 2000 but due to theunavailability oHtmds it was

delayed for a month. However， the collection of flora，itsidentification，seed collection and other

conservationalgoals were achieved successfully.

　　　During the course of thisProject，the whole of the ProPosed area was extensively surveyed. A11 the

available medidnaI Plants with Pertinentindigenous knowledge were conected and doculnented，locals

involved in Plant collectionand marketing ゛ere interviewed，Possible methods for conservationivere

studied and the existingmarketing networksvvere exPlored.

Abrief summary of this project is given

　　　l.The field site named as Swat (NWFP-Pakistan)is theareawhere 3 big mountainranges

　　　　(Karakoram,Hindu-Kush and Himalayas)meet,hence the flora is unique. The PeoPle of thearea

　　　　are using Plants for healing since thousands of years. Swat remained a great center of Gandhara

　　　　Civilization for centuries. lts altitude ranges from 400 m to 6,000 meters.

　　　2.Literacy rate is very lo゛ in this Part of the Globe･ Less than 15％of the female POPulation is

　　　　educated. According to our estimates， more than 70％of medicina1 Plant collection is done by

　　　　vvornen and childrens. 0ur data revealed that more than 25％of the Plant collection is wasted

　　　　during the Process of collection, Prese“ationand marketing･

　　　3.The field study and available literature revealed that Swat contain about 1,600 sPecies of higher

　　　　Plallts. lt has been estiIIlated that S゛at has about 400 sPecies of medicinaI Plants while its

　　　　adjoining areas, Bunerhas 180 sP. and Chitral has 141 sP.

　　　4.The Present study also revealed that 29 medicinaI Plant sPecies of District Swat are endangered, 40

　　　　vulnerable and 24 are rare. 0ur study indicates that 6.3％of the nora is threatened and several

　　　　factors are resPonsible for this.

　　　5.Parts of drug Plants i.e.，root，stem，1eaves，nowers，fruits，seeds or whole Plant are collected in

　　　　different seasons of the year, regarding the Plant Part used in medicines. From February to APril，

1）NationaIHerbarium, P.0.NIH,NARC,lslamabad,Pakistan.

2）Preseutaddress. Technical Coordinator, Ethnobotany Project,WWF-P （World Wide Fund for Nature-
　Pakistan）34D/2 Sahibzada AbduI Qayum Road, University Town Peshawar Pakistan
　e｀mail:shinwari2002＠yahoo.com
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　18％of the Plants are collectedand brought to the local market, 30％ln May to July,37％in August

　to October and 15％November to December, resPectively･

　Morclle11αesaZata(Guji)，Cumm訥um cuminum (sufaid Zeera),Bu㎡um pe�cum(Kala Zeera)，

　yiola cn6ceｱls(Binafsha)，and Fiolαわeto�司oliα(Fig.5)are found to be highlyecononlical

　which are traded to other regions of Pakistallas well as abroad. Besides these Plants,R)面μzμlum

　llexαndru??1(Fig.6)，/1diαntumazp辺us-pe,lerむand FαZeriαnajαtαmαnsiimay also be used as

　trade items aftermaking effortsto theirex-situ and in-situ conservation. Some other imPortant

　medicinal Plants include，£plz�ΓαがΓα�i凹α(Fig.1)，j)αeo�αem�i(Fig.2)，B�)�sZｼﾞdzjm

　(Fig.3),均抑sc卯ｍｓｎ如r(Fig.4).

6.Beside all this base-line data，the Present Project built caPacity by training 4 students at

　M.Sc/M.Phil level beside training collectorsand traders to avoid further loss of Plant sPecies.

　Effortsare being made to collectand dePosit germPlasm of imPortant and endangered medicinal

　Plantsfor ex'situconservation in Plant Genetic Reserves lnstitute(PGRI)lslamabad,Pakistan.

　　AIl thisinformation will be Published in the form of a book in early 2002. 0ur successful

investigations are warmly acknowledged by several agencies(Qarshi lndustries)in Pakistan and they

offeredsuPPort for furtherresearch work in thearea.

　ProjectObjectives

　Themain objectivesofthisresearch Projectare

　　　゛Enlistment of economic, medidna1,endangered and endemic Plants of DistrictSwat.

　　　゛GermPlasms Preservation ofimPortant sPecies.

　　　゛EX“situconservation of some imPortant and endangered Plants.

　　　゛Documentation of theindigenous knowledge of medicinaI Plants of Swat.

　　　゛A general vegetation survey･

Activitiesdone During the CourseofProject

　　　゛Plantcollectionand itsdocumentation

　　　゛ldentmcationand comParative study of the nora collectedfrom Swat valley with adjacentareas

　　　゛GermPlasm Preservation ofimPortant Plant sPeciesin PGRI Gene Bank

　　　゛Market survey and assessment of medidnal Plants traded

　　　゛Seed collectionof medidnal and other endangered Plant sPecies

　　　゛Enlistment of medidnal, endangered, endemic and globallyimPortant Plant sPecies

　　　゛EX- situconservation of some imPortant Plant sPecies

　　　During this Project all available literatureon DistrictSwat was collected･A checklistof floraof

DistrictSwat was made from the Flora of Pakistan(No.1-197),as well as the Stewart's checklist(Published

in 1967)was also studied which containsround about 19525 Plant sPecies.
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INTRODUCTION

History

　　　S゛at was inhabited by various dvilizations from time to time and this Practice is stillin Progress but

in a different way. ln 327 BC， the ruler of the Swat was the Buddhist King Arson who， later on， was
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defeated by Alexander the Great (Guletα1･，1999).Alexander over ran the valley as Part of his dream to

conquer and rule the World. ln Greek accounts，the towns of thisarea have been referred to as ″Ora″and

″Bazira″(Anonymous，1999).lt stillremained under the Buddhist rule until the beginning of the llth

Century. Even to thisday, Swat has many Buddhist remains, scu1Ptures and serenityof the area.The last

Buddhist ruler，Gera，was defeated by Mahmood Ghaznawi at udigram， who was suPPorted by the

Pathans of the DUazak and Swati tribes(Guld�.バ999; Anonymous， 1999).Aftertheconquest, he hand

over the charge of the valley to these tribes.However， they were conquered by Yousafzai Pathans who

later defended the land against the Mughals (under Babar and his grandson, Akbar the Great)，aswell as

the Britishinvaders, who triedunsuccessfully toinvade the valley(Guletα1･,1999).

　　　ln the gth century，the Akhund of Swat rose to Power. He was a Sufi ascetic，with a highly

charismatic but ゛a出ke Personality,who united the tribesof S｀゛atand made Saidu Sharifhis caPita1.

　　　The grandson of Yousafzai Pathan， ″Akhund″ of S｀″at，MianguI Shahzada AbduI Wadood was

officiallyrecognisedas the ruler of Swat in March 1926 by the BritishEmPire, who defined the boundaries

by conquests and consolidations.He was Popularly known as ″Badshah Sahib″.The Wαli(Ruler)ofSwat

ruled the Swat statefor a Period of 34 years and has a Prominent rolein develoPin8 the Swat.ln 1954, he

voluntarily abdicated in favour of his eldest son，Abdul Haq Jehanzeb. ln1％9，Swat became an integra1

Part of Pakistan･and no゛･itis considered as districtof the Malakand Division(Guleta1.，1999).

　　　BuJler and Shangla were the Part of the Swat statewhich were later on uPgraded to districtlevelin

1991 and 1995 resPectively･

Different names of Swat in different periods

　　　During the Buddhist Civilization･Swat was known as ″Udyana″，which means garden orPark.

Historians in the time of Alexander the Great identified Swat with Swat river which was known as

″Swatsu″.The word Swatsu is derived from the term Sweta，means white，given to the river due toits

crystaldear water. The great Mughal king Babar mentioned Swat as ″Swad″㎞7uzk°e'Babri which with

the Passage of time became Swat (Anonymous,1999).

Location

　　　Swat districtis located at the northwest comer of Pakistan. lt lies from 34 3゚4' to 35°55' north

latitudesand 72°08' to 72°50' eastlongitudes (Anonymous,1999).

Boundary

　　　ltis bounded on the north by Chitraldistrictand Ghizer districtof northem areas，on the east by

Kohistan and Sh゛lnglaDistrictollthe south by Buner Districtand Malakand Protected al″eaand on the

west by Lower Dir and UPPer Dir districts(Anonymous,1999)

Area

　　　The totalareaof the Swat Districtis 5,337 km2. The Districtis Part,of the Malakand division.The

twin cities of Mingora and Saidu Sharif are the District，as ,well as the divisional headquarters

(Anonymous,1999).
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Topography

　　　ltis all mountainous with one Peak more than 20,000 ft.in height，｀″hilethe altitude of the lower

Part of the valley of the Swat river is only 3,000 ft.(Stewart,1967).

　　　lt can be divided into two regions i.e･，S｀゛at'Kohistan and Swat ProPer. Swat-Kohistan is the

mountainouscountry on the uPPer reaches of the Swat RiveruP to Ain in the south. The whole area south

of Ain is Swat ProPer, which can be further divided into:

　　　゛Bar(Pashto)means UPPer Swat

　　　゛Kooz(Pashto)means Lower Swat

Archeolo9ical remains of Gandhara Civilization

　　　Gandhara civilization was sPread over whole of NWFP during 5th century BC. The main center of

the Buddhists was Takht Bhai near Mardan. District Swat is also a hnk of that chain where the remains of

the most POPular civilization of its contemPorary PeriodarestiII Present. lt was a we11-knol￥ncenter of

Gandhara civilization and has been weII POPulated for two thousand years or more.

　　　Swat museum， in Saidu， has articrafts of the Gandhara Buddhist Civilization for disPlay. The

archaeologica1 remains of the Butkara Buddhist monastery (Fig.7)arealso located here. 3km from Barikot

is the Shingardara Buddhist stuPa with its dome intact.

　　　The relics of the Buddhist Periodcanalso be seen in the 15k�area of Manglour. Jehanabad (Fig.8)，

on ゛ay to Malam Jabba，is famous for one of the most admirable rock carving of Buddha， which is stiH

safe and is in good conditions. lt lies 13 feet above the ground. A pile of boulders onthe hillsiderecalls the

shaPe of a stuPa.

Rivers and Streams

　　　The swat riverrisesfrom the Shandur or Mashabar Range bordering Swat Districtwith Chit】･alinthe

north and nows south and south°west aPProximately dividing the Districtinto two halves (Anonymous，

1999).The Himalayan glaciersand the melting snows of the high mountains feed it.Besides the Swat

river,the other Prominent riversor nalas are Hamoi Kh゛ar･ Deoli Khwar and DaraI Khwar.

門暫評賜言
言胆謐鋲胆席
Fig･7 Buddhist monastery at Butkara (Mingora)
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Climate

　　　Thesurnlner seasonis short and moderate. lt is warm in the lower Swat valley，but cool and

refreshing in the uPPer northem Part. The hottestmonth is June with mean nlaximum and minimum

temPerature of 33℃and 16℃，resPectively.The coldest month is January and the mean rnaximum and

minimum temPerature is 11°Cand ｀2°C，resPectively.The winter seasonis long and extends from

November to March. Rains andsnoiv occurduring thisseason.The temPerature fallsbelow freezing

Point. The amount of rainfal1received during winter season is more than that of summer season，The

highest rainfallrecorded during the month of March is about 242 mm. As there is no meteorological

stationin Swat， the mean monthly 30 years maximum and minimum temPerature， preciPitationand

relativehumidity recorded at Dir which is adjacent to Swat districtis given in the following table1，

Ethnicity and Tribes

　　　Swat has Predominantly rural POPulation. Yousafzai Pathans， Mians，Kohistanis，Gujars and

Pirachas inhabit it.The Pashto sPeaking Yousafzai Pathans are the direct descendants of Afghan of

Ghazni.The Gujars and Kohistanis，who sPeak theirown dialectsof Gujri,Garwi,Torwali and kohistanis

inhabit the mountainous areas uP north.The Kohistanis are settledin andaround Kalam, Ushu,Utror and

Gabral valleys.The nomadic Gujars also forlna substantialPart of the POPulation in the northem areas of

the District.

Table 1 Monthwise 30 years mean temPerature，PredPitation and relativehumidity

　　　　recorded at Dir station.

S.N Month　　Maximum Mean TemP･

1.January　　　　u.22

2.February　　　　12.07

3.March　　　　　16.23

4.APri1　　　　　22.41

5.May　　　　　　27.59

6.June　　　　　　32.52

7.July　　　　　　31.38

8.August　　　　　30.24

9.SePtember　　　29.04

10.0ctober　　　　25.05

11.November　　　19.94

12.December　　　13.83

13.Annua1　　　　　22.63

Minimum Mean TemP･

　　　-2.39

　　　-1.28

　　　　3.09

　　　　7.67

　　　n.56

　　　15.67

　　　19.29

　　　18.54

　　　13.60

　　　　7.62

　　　　2.55

　　　-0.86

　　　　7.90

PredPitation（mm）RelativeHumi≒

111.37

172.56

242.22

167.86

　88.05

　51.26

145.75

159.79

　81.84

　53.73

　50.70

　90.75

1415.87

69.69

69.20

60.37

57.36

47.87

41.71

60.31

69.17

64.14

59.50

59.46

67.43

65.89

Source:Data Processing Centre, Pakistan Meteorological DePartment, Karachi，
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FIOra

　　　About 1,550 taxa of nowering Plants and 55 PteridoPhytes are found in Swat. There are7 tyPes of

forestsfrom troPicaldry deciduous to alPine (Table 2).There are various rePorts about ethnobotanically

imPortant medicinaI Plants;the number varies from 55 to 345 sPeciesin Swat (Ahmad＆Sirajudd㎞μ9％).

　　　Swatis most interestingbotanically.ltis theareawhere these three big mountainous ranges namely

Karakorum, Hindu°kush and Himalayas meet and the nora is unique.

Phyto9eo9rahic Regions

　　　Due to the diversity in the climate and toPograPhy of the district，it is

PhytogeograPhicregions(Ali＆Qaiser,1986)(Table3)i.e･，

　　　゛Sino-JaPaneseregion

　　　゛lrano-Turanianin theNorth-North VVestand

　　　゛Saharo°Sindianregionsin thesouth.

Table 2 Forest TyPes of District Swat

No.　　Forest TyPes　　　　　　　　　Locality

1.TroPical Dry Dedduous Forests Shamozai, Solozai

2. Dry Sub TroPicalBroad Leaved Forests Shamozai, Solozai

3.Sub Tropica1Chir Pine Forests　Lower Swat

4.Moist TemPerate Forests

5.Dry TemPerate Forests

6.Sub A1Pine Forests

7.Alpine Forests

divided into

Altitude(m.) RePesentative Plants

３

250-600　Ficus glomerzzla，j)odonga lJiscosa，

　　　　　　j1＆111otz4sp71ilippensis

　450-900　j4cadαmodstα，1)odonaea ljiscosa，

　　　　　　Repto㎡a l･ux涵lia

900･1600　?inus rox17ur;gllfi，01ga /errugiylea，

　　　　　　Quey℃usilgx

Sulatan,Qadaef,Mjandam,Chai11500-3300　j)fnus roxaurgllii，Juglans rggia，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　j4sculus fndiαz

Kalam,Utror,Mita】tan,Gabral1500-3300　?inus gerardiana， Cedrus deadara，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　j)icaz smitlliayla,Junφgnjs pol!lca叩os

Dalal,Sedgai　　　　　　　3300-3900　jletula jacguemantiana， Querczjs

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　semeca9涵liaJu㎡pgruscommu㎡s

Loi Spinsar, Falakser Areas　3600-3900 Juniperus communis,jr.sgzjamata，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Salixand沢11ododendmn.

Table 3　PhytogeograPhic regionsof Distt.Swat showing the localityof anarea and

　　　　　theirrePiesentativePlants.

No･PhytPgeograPhic　RegionsLocality

1.　Sino-JaPanese

2.1rano-Turanian

3.Saharo-Sindian

Swat-Kohistan

Falakser,Loj Spinsar･ Darak･ Sidgai

Plain Areas
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Himalayan Moist Temperate Forests

AIPine Forests｡TroPical Forests ，

Sub-Tropical Forests



METHODOLOGY

Collection of flora

　　　The Project was started from December 2000. The flora collection is now comPletedﾀﾞnle checklist of

the noTa of District Swat was PrePared from the available literature. A comParative study of nora of Swat

with its adjoining area was also conducted to check occurance of imPortant sPecies. Medicinal，

endangered and endemic Plants of thearea lvererecorded as Per IUCN criteriaand field observations.

Market Assessment

　　　Market assessment of medicinaI Plants，available in the local markets of Rawa1Pindi， Lahore，

Pesha1へ/arand Swat， was done.Available literatureon market survey was also collected and made a

review from itto comPare it with oudindings. The listof imPortant medidnal Plants was alsoPrePared

by analyzing the data on the basis of theirconsumPtion in the localmarket and trade to differentareas.

Seeds Collection

　　　Seeds of some imPortant medidna1 Plants were collected from the fieldas well as froIIlthe local

market.These seeds were Preserved in the Plant Genetic Reserve lnstitute(PGRI)，lslamabad as Part of

our ex-situconservation Program.

A.Preservation of Germplasm in PGRI Genebank

　　　ln order to conserve the economically valuable and medicinally imPortant Plants，a meeting with

Mr.Rashid Anwar (Director PGRI)was held on 15th January 2001，at Plant Genetic Resources lnstitute

(PGRI)，National AgriculturaI Research Centre (NARC)，lslamabad. The objectives，goals and exPected

results of the Projectwere discussed with him. lt was decided in the meeting that Dr.Shahzad Nasim

(ScientificOfficer)willfacilitateregarding Preservation of seeds of medicinaI Plants.

　　　Research fellow of the Projectwas trained about the Processes ofconservation of seeds. Preserving

seeds of wild Plantsin a gene bank is done for the firsttime in Pakistan.

B。Process of Preservation

　　　1.COIlection

　　　Theseedsarecollected eitherfrom the fieldor bought from shoP or concemed institutes.

　　　2.Drying

　　　Theseedsaresundried for threshing･

　　　3.Threshing

　　　Afterdryin＆the seeds are threshed to clean andren!oveall the inert matters.Blower machines are

　　　used for seed deaning.

　　　4･Grading

　　　These seedsaregraded down andrernoved all those seeds which are light in weight，sterile･

　　　immature,abortive,diseased or hollow.

　　　5.Determination of Seed Moisture Contents

　　　Seed moisturecontents aredetermined.The seeds are furtherdried in seeds drying machines or seed
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dyingroom(subject to the quantity of seeds)at20℃at10-15％humidity.

6.Storage of seeds

The seeds are stored in the genebank eitherfor a short term, medium term or long term storage･

　　　Shortterm and medium term storage of seeds is doneat less than 10％moisture content. While the

seed moisture contentis set at 5-6％forlong term storage.

The seeds are divided into three categories for storage

　　　1. 0riginal Seed stock:　The seeds are storedfor long term storage at -21°C.These are Packed in

　　　　storage containersof aluminium foilbag with hermaticallyvacuunlsealed machjne.

　　　2.Base Collection: Base collection (seeds)is stored at O-5cC.

　　　3.Active COIlection:　Active collection is the Preserved seed material which is alwaysready for

　　　　distribution to end users or researchers. When active collection is finished then the backuP of itis

　　　　Base collection. The seeds are Preserved at 10℃.

　　　Base collectionand active collection is stored in double seeled Plastic bottles (imPorted from JaPan)

and silicagel is Place in them to absorb remaining moisture･

　　　The seeds are given to the users on the basis of terms and conditiolls that they ゛illgi゛e back at least

thesalne anlount of seeds to the PGRl gene bank after harvesting the firstcroP･

　　　ltis necessary to mention here that the seeds which are to be collected in this research Project wil be

Preserved as original seed stock. lf there is a chance of multiPlying the seeds，they will be Placed as base

or active collection.

RESULTS AND DISCUSSION

Market Assessment oHVledidnal Plants of Swat

　　　ln Pakistan there are about 50･000 registered Practitioners of traditional medidne and majority of the

POPulation， esPecially villages， is getting healthcareby Hakeems. lt is estimated that 60％of the

POPulation use the herbaI PrescriPtions of Traditional Practitioners (Haq,1983)｡

　　　No economic analysis exists to date for the marketing chain from collection to consumPtion systems.

lt is also necessary to know that how much Plant material is collected and Passing through the ゛hole

Process of rennements ho゛ much quantity reaches to the market. lt will give us therough Picture of the

whole system from collection to consumPtion. lt may also be theone reasonofoverexPloitation of highly

valuable and endangered medicinal Plants. A1l available data is related to quantities traded in markets at a

sPecific time and their aPProximate values｡

　　　Definitely the large quantity of medidnal drug Plants is wasted from collection to the marketable

material.The reasons behind this are:

゛The PeoPle of uPPer Swat has littleaccess to the alloPathic medical system as most of the health

centersare emPty of staff as well as medidnes. lnstead PeoPle rely on traditionalmedical Practices，

based largelyon medidna1Plants.
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゛Unawareness of the locals about ProPer collection of the desired Plant Part.

゛The use ofPoor and cheaP equiPment， for e･g･，they use bags and sack until these are fully rotten，

by the collectors during this whole Process.

゛T11e non゛availability of the ProPer sPace for storing and drying the medidnal Plants because most

of the Plants are collected by those families ゛hich have littleand congested houses with 1-3 rooms

where they live with their large families. These houses areinsufficient for them because of joint

family systems.

゛SuPPliers who collect the medidnal Plants from local collectors･ they give them very low Price

which is insumcient for their daily needs. Thereforejocals do not take care of ProPer collecting and

drying methods. The collection of medidnal Plants is their additional business besides farming，

grazing their cattlesin the Pastures and woodcutting･

　　　ltis observed in the remote areas that when females and children go to the hills，they cut the wood，

graze their animals and in addition， they collect the medidnally imPortant Plants and make a bundle of it

in their shawls or cotton or Plastic bags.

　　　ltis also observed that there is monoPoly of one or two Persons in the whole market at local as wel1

as national leve1. While all other shoPs situated in an area，sell drug Plants at small scale. Due to this

monoPoly， these focal traders buy items from the locals on a very low Price and sell them thrice to

quadruPle tilnes nlore exPensive to users.

　　　After Passing thesunlrner season and melting of snow from the areas，which are to be visited，the

Price of selling items to drug dealers will be queried from the collectors.

Trade of Medicinal Plants of Swat

　　　The market survey showed that several sPecies are collected from thearea and transPorted to big

cities like Peshawar･ RawaIPindi， Lahore and Karachi. Some of them are used domestically for e.9.，

召atortααmplexiαz�£s,Pαeo�αemodi.A/fｼﾞrtus communis and £)ｼﾞosppnjs lotus etc.，while some of the

drug Plants are exPorted abroad. A study was also conducted in rePresentativeareasof Hindu Kush-

Himalayas to see geograPhical distribution Pattem of medidna1 Plants. Different sPecies are collected �

different seasons dePending on Part used etc. Surveying the commercialization and industrialization of

medicina1 Plants were done asPakistan has well established system of crude drug market (Pansara

Market)in major citiesand these Plants are also exPorted｡

　　　The total number of Plant species in the Hindu Kush-Himalayas is estimated to beasrnany as 253000

or 10％of the world of which about 10,000 or 2/3 are useful (Pei，1992)｡

　　　Pakistan has wide noral biodiversity containing about 6,000 taxa. There are 128 PteridoPhytes， 23

gynmosPerms， and 1,140 monocots induding 576 grasses and 4,492 taxa of dicots. Efforts were made to

record medicinaI Plants of Pakistan. Aconservative aPProach indicates that at least 700 Plant sPecies are

being used as medicinal and aromatic Plants. The Present study uPdated all the informationanda

comPlete information for 250 medicinal Plants are being Published in the form of a book.
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Conservation Status of Medicinal Plants

　　　The traditional utilization of biologically diverse resources in the mountain region of the Himalayas

not only renect a diverseresource usePattem， but also the way of maintaining biological diversity in

mountain ecosystem by the mountain PeoPle. Natural resources management systems are localized

systems that form the basis for decision making for rura1 PeoPle. Since the majority oHand-based

Production systems in the Himalayan region oPerate under indigenousknowledge systems， they are not

only of ゛alue to cultures from which they evolve･ but also for scientists and Planners striving to imProve

conditions in rural societies. However， there is tremendous Pressure of socioeconomic change with the

ecological knowledge and cultural traditions，which have been continuously develoPed and transferred

from generation to generation are beginning to be lost｡

　　　Understanding the indigenous kno｀゛ledge of mountain PeoPle in relation to biodiversity resource

management is one of key issues for develoPment of the HKH region today. The use of natural herbal

drugs to alleviate suffering is PerhaPs as old as the origin of man itself on this Planet. Plants and animals

with medicinal ProPerties were held in the highest esteem in indigenous medidne systems alloverthe

world. AIl indigenous renledies･ whether traditional or modem･ have originated directly or indirectly

from folklore･ and rituals or measures hold the key to they treasures of folk medidnal knowledge and

ethnomedic'botany. Conservation of biodiversity calls for both global attentionand PromPt action at the

regional level.　Historicany･ many indigenous societies have formulated and established their own

traditionalconservation methods･ induding the Protection of Plants，animals，and ecosystems based on

the society's cultural tradition and indigenous knowledge systems. With raPid POPulation growth and the

exPansion ofeconolTlic develoPment by the means of outside interventions， the natural habitats have

already been destroyed to a collsiderable extent. This situation is Particularly criticalin the Himalayan

Mountain Region， for instance，in the Eastem Himalayan, 90％t of the natural forest habitats have already

been lost. Some Plants ゛hich look abundant･ but their slow growthjack of knowledge about its ability to

regenerate after harvest and the destructive method used for its collection (uP°rooting the whole Plant)

suggest that it will soon start to disaPPearunless better management is int】‘oduced｡

　　　Efforts are needed to identify endemic･ endangered， threatened floraof the country and to Point out

ways and means for conservation of endangered nora.There are more than 420 endemic sPecies of higher

Plants in Pakistan. According to an estimate 100 sPecies are being driven to extinction Per day in the

World. Conservation biologists wam that 25％of aU sPedes could become extinct during the next 20 to 25

years. More than 15％ofthe noraof Pakistan is endangered･ induding many endemics also (Shinwariet

a1･･2000).lt is also an estimate that more than a quarter of aIIPlant sPecies could disaPPear within the next

50 years (www.rbgkew.org.uk/friends/tPa.html)｡

　　　S゛at nora contains 93 threatened medidnal Plant species，Buner has 23 sPecies and Chitral contains

31 threatened sPecies. ln Swat， 8％of the threatened plants are endangered， 11.5％vulnerable and 7％

rare; in Buner, 3.5％are endangered， 6％are vulnerable and 3.5％are rare and in Chitra1 4％，9％and 9％，

resPectively. lf we calculate the Percentage of the threatened medicinaI Plants of the whole nora of Swat

i.eパ,550 sPecies， rePorted by Stewart (1％7)μhen 6.3％of the total nora are threatened， in which 2％

endangered，2.7％vulnerable and 1.6％are rare. Considering anexarnPle from adjoining area of Swat，

Chitial is rePresented by 934 sPecies of flowering Plants in which， 3％of the medicinaI Plants are
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threatened. MedicinaI Plants can not be managed effectivelywithout the fullcooPeration of the local

cornlnunities,who are in the best Positionto Protectand manage them.

Endemic Plants of Swat

　　　The Present study revealed that the nora of District Swat has only few sPecies whichare endemic to

Swat valley. The noraof Swat also contains those taxa whichare endemic with reference to Pakistan.

12sPecies were found to be endemic to Pakistan, 4 of them were found to be endemic to Swat. 0.8％ofthe

Swat nora is found to be endemic to Pakistan･The family APiaceae contains many taxa as comPared to

other families whichare endemic to Pakistan while other families contain a single taxon each.

Endemic Plants of Swat are:

　　　ylegopodiumわurttii E.Nasir，/111ium trφterum sP.nova，召uμeurum constαncei Nasir, 召upleurum

加1画tα�cum Nasir.，Co印面旨pdistα�a Jafri，£1μlus l)oriα71us，£rigerorlslgtensis Griesen lned･，

Gera�um st四tengSchonbeck'Temsey，£辿usticum stetぴartii(Hiroe)Nasir，Sαz14eriαstelかαΓtiαnα

(Nasir)Nasir，Scu�lariadlαmα�吻oliαHedge＆Paton，M面爾eΓα加tenz肘仙Wa11. ex Brandisvar.

gerα�iαnα(Wal1. ex Baker)Ali.

Gaobally lmportant Species

　　　Our study revealed that there are lnany sPecies which are globally imPortant fronl econolnical and

medidna1 Point of view. ButMo?りleZIαesc�entαand yiolα�oΓαta(Banafsha)are hardly matched by

any Plant in terms of its market value. The Price of Mo�lelZαi in Swat is Rs. 5,000/- while in Rawa1Pindi

it is Rs.6,000/-.lt is not only highly aPPreciatedsourceof Plant Proteins but is also utilised in making

some valuable medidnes. The culturing of this valuable fungus may be the better income generating steP

to the locals｡

　　　lt is collected by the locals and sold to the drug dealers in Mingora. Here the drug is dried，graded

and Packed， then itis sent to Karachi for exPort to Gernlany, HOIland and France. As it is a commodity of

exPort so a lot of grading Process and labour vvork is involved， SuPerior quality fetch high Price (heads

only)and inferior quality has very low Price (stalks only).Pakistan exPort about 100 tons of Morc加面in

which Swat sharesabout 15 tons. The drug is divided into 4 categories｡

　　　Thesecond main item of marketing is Banafsha， which is used locally in Joshandas (decoction)for

flueパough and coldness. lt is traded to other regions of the country and outside the country in large

quantity｡

　　　Besides morrells and Binafsha,jdiαntum cαpiZus-ぴener批Podoplz!μlum lzexα71drum and Fαleriαnα

ωallidlii are also important medidna1 Plants. These Plants can also be cultivated as income generating

Plants.

Salient achievements of the project

　　　゛TheProjectarea was throughly studied and allavailablemedidnaI Plants were collected.

　　　゛The indigenous ethnobotanical knowledge of locals about the medicinaI Plants were also

　　　documented.

　　　゛Seedsof some important medicinaI Plants were collectedand Preserved for ex,situconservation in

－156 －



/

φり

-r･ RlvEQ

　●　VltLAGE

　CjPROTECTED ARIA

-

157 －



the PGRl gene bank at National AgriculturaI Research Centre, lslamabad.

゛The PeoPle involved in the collection of medidnaI Plants were interviewed and base line training

Pertinent to the collectionand storing of medicinal Plants were given to them.

゛ln each locality of Swat･ meetings with local community were arranged. ln these nleetings，1ocals

were informed about the imPortance of Plants to the e)(isting ecosystem and their socio‘economic

conditions as well. These nleetings enhanced theavvarenessof the community towards Plant

conservation.

゛This Project also served the PurPoseof exPloring medicinal Plants trade networks in the country･

Some suggestions were also made in this resPect.

゛This Project also Provided training oPPortunity to 4 students i.e. one Ph.D･，M.Phil. each and two

M.Sc.

゛Several agencies in Pakistan， 1ike Qarshi lndustries showed its willingness to further elaborate our

studies in Swat.

゛A book encirding allthe activities of the Project is scheduled to be Published in the early 2002.

゛Study conf1rmed the role of women in medidnaI Plant collection, therefore, they Play a vital role in

natural resource use/management of medidnal sPecies.

゛The study identified a rich diversity of medicinal Plants (400 sPecies)，of them ，more than 100

sPecies are known to be of commercial value.

RECOMMENDATIONS

　　　゛The Projectfindings revealed that,Morclle11αeg�entα，yiolαcαnescens,Cumminum cuminum，

　　　召u㎡um persicum，PodopllpZlum llexαndrum,yldiαntumazppilus-ぴeneris and yaleria?1αtぴallidlii

　　　must be Paid a廿entionfrom ex'situand in'situconservation Point of view.

　　　゛They medicinal Plants should be traded to other regions in thecountry and abroad by reducing the

　　　long chain of middlenlen asit will effectthe economicconditionsof firstcollectorPositively.'nlis

　　　willalsodecreasethe monoPoly of few grouPs from the local and national markets.

　　　゛Training of local communities regarding method of collectionand conservation efforts are

　　　required.

　　　゛Thestudy alsorecommend the involvement oHocal PeoPle in the in'situconservation of imPortant

　　　medicinaI Plants as thisPracticewillyield betterresults.

　　　゛Altemate fuel sourceslike gas and electricitywi11reduce pressure on some imPortant Plants used

　　　asfuelwood in the area.

　　　゛Coordination and cooPeration among variousagencies such as Foresters and Pharmaceutical firms

　　　Pertinantto the umization and regeneration of selectedmedidna1 Plants isrequired.

　　　゛SimPle mannual of medidna1 Plants for identificationjnduding theirmethod of collectionjocal

　　　names and local uses must be made.

　　　゛Mannual of endangered， rare and vulnerable Plantsis alsoa must.
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第11期プロ・ナトゥーラ・フフンド肋成成果報告書（2002）

要　約

パキスタン、スワート地域の民俗植物学と

　　　それらの保全に関する調査研究

シンワリ　ザプタ　カーン

　調査研究地のスワート地域は､かつてのガンダー　　　聞き取り調査、文猷調査ならびに必要に応じ

ラ文化の中心地であり、またパキスタンでは楼物　　　て、押し葉標本や種子の採集。

相が多様な地域である。世界中どこの地域におい　４）利用されている植物の中で、生薬として期待

ても同じであるが、これまで歴史の中で、人々と　　　　できるもの、またパキスタン全体、さらに世

植物の関わりは、民間薬、食料、飼料、年中行事、　　　界的見地からの重要性の検討。

商品として重要な関係にあった。

　しかしながら、この地域においても、近年近代

化の名の元に人々の生活様式の変化し、また山野

５）重要植物については、種子をパキスタンの国

　　立農業研究所に保管し、民間の需要また研究

　　所から需要にこたえる方法の開発。

の開発によって植物相が貧困になり、時に絶滅に　６）地域住民と有用植物との関わりについて、植

追いやられる植物もあり、加えて人々の植物との　　　物の保全の慟きやその働きを助けるための地

関係が疎遠になってきた。　　　　　　　　　　　　　　　域の人々との会合。

　この時期において、かつて人々と植物の多彩な

関わりのある（あった）地域において、民俗桂物

学的調査研究を行い、その保全を環境と人々の生

活の立場に立って検討、提言するのが今回の調査

研究の目的である。

　この目的にそって、2000年10月から2001年10月

まで下記の調査項目について、研究協力者と実施

した。

１）スワート地域の地理的条件の記載。

２）スワート地域の植物相と群落調査を文猷と現

　　地の調査で実施。

３）この地域における植物の民間薬、食料、飼料

　　などに利用している植物についての現地での

-

　また、この調査を通じて、この領域の調査研究

者の育成のために4名の修士、博士取得者（Quaid-

I-Azam university､lslamabad）を調査に従事させ、

その目的を達した。

　結果としては、上記の調査研究項目は本論で示

したように目標を達成した。

　さらに、スワート地域の住民と、薬用植物、有

用植物の知識や保全、生態系、社会経済について

の話し合いの過程で、地域住民に対して、薬用植

物の同定、利用、保仝などについてのマニュアル

作りが必要であることが示された。

　　　　　　　　　　　　　　（推薦者：中池敏之）
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Ecological study on growth ProPerties of major treesPecies

　　　　　　　ata selectivelogging foreststand

　　　in the equatorial rain forestarea，west sumatra

Chairu1 Mahmud and Suwirmenl）

Summary

　　　PhenologicaI ProPerties of secondary tree sPecies were assessed based onseasonaI Pattems of their

litter'fallrates and stem growth ratesin the humid troPics，Sumatra，lndonesia.Major ProPertiesvvere

constantle3f“faIIratesthroughout the year and intensive nower/fruit-fallwithin a few months. They both

accounted for 65％of total sPecies number. Litter-faIIPattems of observed 23 sPecies could be

categorized into 3 grouPs.TyPicaI Pioneer sPecies belonged to a grouP with constant leaf-falland

nower/fruit-fallratesthroughout the year. Seasonal changes of stem growth ratescould be classifiedinto

4 tyPes. They were 1)Linear tyPe (46％in tree number)with constant growth rates throughout the

observation Period，2)Lag tyPe (21％)with low growth rates at the initialPeriod of thisobservation，3)

Sigmoid tyPe (17％)with low growth rates at the initialand lastPeriods of thisobservation，and 4)SteP

tyPe(17％)with discontinuousgrowth Pattems. RelationshiPs between these PhenologicaI ProPerties and

some environmental and morPhological factorswould be cleared in the successive observation of this

study･

lntroduction

　　　　Thisresearch Projectis organized by Chairul Mahmud with recommendation by Dr. Tsuyoshi

Yoneda･ Kagoshima university. We intend to continue our research for several years from the fiscal2000.

The Project could start from August 2000 under the financial suPPort by the "Pro Natura Fund¨by the

Nature Conservation Society of JaPan (NACS-J)and the Pro Natura Foundation －JaPan.

Research objective

　　　Phenological studies of foiest have been made from various view Points，i.e.descriPtion of the

relationbetween the Phenology alldclimate conditions (Jackson･1978)，thePhenological variationat some

altitudinallevels,(Burger，1974)and the relationshiPsbetween the Phenology and growth Pattem of trees

(Maruyama， 1979).This study aims to reveal living strategiesof secondary treesPeciesin the equatorial

rain forest area with sPecial reference to the imPact of hulnanactivities.　Several growth traitswere

studied throughout the year by fieldand laboratory observation. Phenological studyvvas conducted by

the litter｀traPmethod， andseasonal changes of stem growthrates were measured with dendrometers.

1）Department of biology, faculty of matilmatjcs and natural science, Andalas universily, Padang,West Sumatra, 2001
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Some physiological ProPerties such as dark resPiration，water Permeability and density of stomata were

alsoobserved under thisProject.

　　　We try to make clear the Phenological and Physical traitsof these secondary treesPecies as living

strategies.These resultswould be useful to forestand plant conservation in the troPics.

Materials and Methods

Study site

　　　This study was carried out in the BiologicaI Schoo1 Forest of Andalas university (HPPB)，Limau

Manis CamPus， Padangμ/Vest Sumatra， lndonesia.　The location is 17km east from Padang City. The

HPPB locates on foot hillsranging from 300m to 450m above sea level and consists of a secondary closed

forest area (Forest)with some matured trees and a oPen forest area (Garden)with various kinds of

Pioneer trees. VVe select 100 trees for this study in these 2 areas (Table 1).Tree numbers for observation of

growth rates,litter'faIIrates and resPiration were 96, 25 and 21，resPectively｡

　　　Air temPeratureivasconstant throughout the year, being 27.0 C at the nearest meteorological station

at Tabing， Padang.Monthly rainfall isover200mm as average values of the last 70years･ though

February,June and July tend to be dry (Fig. 1)，The first 6 months of this study had heavy rain，and the

following l month from March to APril, 2001 sllffered dry weather llnder 100mm in monthly rainfall.
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Fig.I　Seasonal changes of monthly rainfallat Tabing.　Left diagram shows the Pattem during study

　　　Period from 2000-2001･ and right diagram shows an average Pattem dllringthe last70 years.

Observation of litterfall

　　　We established 25 1ittertraPs made of mesh doth lmm size under thecanoPy of target treesin a

gardenarea(Table 1).A receiving window of a traPis circleand lm2 in area,and is set uP at 1.5m height

above the ground. LittersamPlesvverecollected atintervals oH5days and were sorted into 5 categories

being leaves冲ranches･ nower, fnlitsand others. Sorted samPles were dried by oven underconditions of

80C for 4days before weighing･

Observation of stem 9rowth rates

　　　Stem growth rates of target trees were observed with dendrometer at intervals of 15days. Target

- 162 －



Table l　A listof trees for some observation of thisstudy in the Biological SchooI Forest of Andalas

　　　　　university,Padang, West Sumatra.

　　　　　Circlesand figuresin thistablesho゛ targettreesfor each observation.
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treeswere 96 individuals consisting of 33 treesin a forest area and 63 treesin a garden area of HPPB，

respectively.Theirinitialstem diameter (D)ranged from 8.59 cm to 69.30cm.

Observation of dark respiration of leaves， water permeability and density of stomata

　　　Dark resPirationratesof leaves were observed by C02 gas analyzer，FujiDenki ComPany. 21 trees

out of 96 individuals for the uPPer obse“ation，stem growth rates，were used for thismeasurement. The

measurement was carriedout in a laboratory with freshlysamPled leaves from HPPB within a few hours.

These leaf samPles were kePt durillga given time in a closed camber undel' dark conditions，and their

resPirationrateswere determined by changes of C02 concentration in a camber during the time｡

　　　Water Permeability of the 21 treesfor dark resPirationobservationxへ/eredetermined by using water

Pressure method (Heine，1971; Siau･1971; Muktar et al･･1990).ln the laboratory･each wood samPleswere

inserted horizontallyinto rubber tube and give a waler Pressure.The water Piessure l￥ereaPPlied in

directionof water movement in the treeand maintained constant at 1.2 atom. From the other extremity of

wood samPle， water was thrownout.　When the water now becomes constantけhe measurement was

started.lndicator of water Permeability was the amount of water that came out through the wood samPle

Per unit time. The rate of water Permeability was calculated from therneanof 3 measurements from each

samPle. Water Permeability，P [c�/(H20)/cm.MPa.h】was exPressed as P＝[QXL]/[t･P.AI，where Q

stands the water volume flown through the samPle Piece (cm3)，L for the length (cm)，t for the time of

rneasurernent(h)･P for the water Pressure differencebetween both ends (MPa)，and A for cross-sectiona1
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area(cm2).

　　　RePlicasof the undersurface of collectedleaves of the 21 treeswere samPled about lc�in area by

the SUMP method. Density of stomata was observed with the rePlicaby microscoPic examination.

Results and Discussion

Seasonality of litter-fall rates

　　　We tried to classify seasonal changes of litter-fallrates into the 4 Pattems based on constancy of fanj

rates of leaf and flower/fruit litter(Table 2)･

Table 2　4 seasonaI Pattems of litter｀faHrates based on constancy of faII“ratesof leaf and

　　　　　　　nower/fruitlitter.

leafhtter(LF)

con8tant intensive

nower/hit
htter(FF)

constant 8seci軸(101ze帥1 ｰOae

intensive

high colstasy oflJ｀:

　8 speci闘(8t躊s)

low 4xmstaxsy afl4F:

　4勣ec･●(4ts鴫)

low illlasily ofl,F:

　4 ●pecie8(4tze・》

噸i幽吻6F:

　4s帥eie●(4 tzse●1

Pattem of constant LF＋constant FF(APPendix1):

　The following8 sPeciesbelonged to thisgrouP (A tyPe).They are /1asiαmng沁m，λΓto(J?us

四面　一卯心Ｍ泌

　　心

　5 underlinedsPeciesaretyPicaIPioneersPeciesin thisarea.

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●･

verlicaj axis: relative rates of LF ●.，

{♭rokenlines}and FF(histograms)・

Ｊ●●１●ｊＪＩ'慟'6･l

Eljりααajminαtα

Pattern of constant LF＋intensive FF(APPendix2):

　　This category could be classifiedinto 2 groups based on degree of constancy of leaf-litterfallrates.

Category of high constancy of LF 十intensi゛efallof FFvvas consisted of 3 sPecies (B tyPe).They are

召αccαurazmαcropllpzlα,jx/fααznzngαjαぴanfcα，QuercusαΓ;gentαtα.
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　　　The following 4 sPecies showed lowconstancy of LF＋intensive fallof FF (C type).

　　　BαΓiylgtoniagiayltostadl!μ|,JFicuspαndana,jgaa2ranga g4antal,j4aalralga trilo＆|.

　　　7'hese species have large leaves in size. This wou】d be one reason of high nuctuatjons in LF fa】I-rates

showing low constancy of LF.

０

●

●

．

●

●

１
ｗ亀 ○輸●ＪＰ●●●ＪＪ轟S6S

　　　MαcαΓαΓlgα7αぴα川ca

high constancy of LF

Ａｓｏｌ嗜９ＪＦ●Ａ●ＪＪａｓｏｓ

　　　召αΓingtoniαがgantostαdlｼﾞα

　　　　1owconstancy of LF

Pattern of intensiveLF＋intensiveFF(APPendix3):

　　This category couldbe classified into 2grouPs base5l on duration of high leaf'litterfal1rates.

●

●

，

ＡＳＯ装ＯｊＦ●あ●ＪＪ４ｓｏｓ

　　　　　Ｓｄｌｉｍａｔぴα11id�

a grouP with the long Period

●

ｊ
．

　　　　　/11sto�ααngust伍泌α

a grouP with the short Period

　　　Agroup oHong periodvvas consistedof 4 sPecies(D type).High ratescontinued during 3-4

months.They are

　　　geljal6rasica,jlxonantspetian21£s,£iびlocarpousZI!μtrix,SCZlimauxzllidlii

　　　Thefollowing4 sPedes showed highintensityofLF withinl-2 months (E type).They are

　　　j41sto㎡aaylgujtilolxl,j1rtocarpusdada11，Cratox!Jloncjﾘormosum,Ficus ljari昭ata.

Seasonality of stem growth rates

　　　Seasonal changes of stem growth rates could be classified into 4 grouPs by their Pattems. They are

Linear tyPe (44 trees):trees with constant growth rates throughout the observation Period， Lag tyPe (20

trees):･treeswith low growth rates at the initial Period of this observation， Sigmoid tyPe (16 trees):trees

with low growth rates at the initial and last Periods of this observation， and SteP tyPe (16 trees):trees

with discontinuousgrowth Pattems.
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　　　LineartyPe was major behavior for these targettreesPecies,howeversornesPecies showed different

tyPes(APPendix 4).Biological meanings of these tyPes would be cleared at the successive study of this

Project.

Table 3 Density of stomata･ dark resPirationand water Permeability of 21 trees.

Tr寥e
No.

Species
NuIbel‘of

　stc皿ta
　　l/㎜2 ａ踪１ Ｊ認tl.h

76 Vlt●X Dubsceas● 聊 祠6 1S
７ Ｚ S曹1●tszlla Sal躊庭oa1Jaek。 57酋 ６ 25
ｉｒｂAlstonla angustils・ la. ２ 7S 11Z
77S rtergcaZ｀tSus lndlcUsWUjd 22 ○ 郭
7S Ａ 剖lriteS瞳lluel9lnlll J Willd -

373 ll4　　　・
Cratoxy10n cf ror誼）su塾Uaek】I】 加 454 16

7恥 nevl lxr酋slca 208 41S 65
7郭

●J　　■

nchlnensls Z3 器5 3Z1J －－・-－・---ヽ･

793 Vltex DUb8eellse ｌ ＆ ４ 14
796 ↓lex cys3a● 11.U.D1●10broc11 336 ZSO 66
謁 ･rVa aeUI nats 即S Z49 ９

Ｇ ａｅ dion rubn鋤 28S 03 76●蓼ｇ

800 「 eus nllv右麗elnus 個 S 耶
819 11●x cvlぬsaB1. bS 35 58

●・

deadrQ11 rinlt Jiekl Nie 512 4価 71j
醵zCus ar寫eltata ll 29 14

SZ● P1Daradu蝕eu諧 2誦 371 87
SZ7 ＵＳ 32 '6郭 駆

Se l謳●ｓｌｌｉａ １ ｌ 21 75ly｀奪W

S46 脆eeaurea鵬吻臨↓1aー瓦 176 21i 76
S5 l畠earajl窟ａ ａｖａｎｉｃａ 208 486 ８
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Density of stomata and physiolo9ical properties

　　　Table 3 shows resultsof theseobservations.Density of stomata ranged from 176/m�to 576/m�，

and showed no correlation with dark resPiration rates and water Permeability. Water Permeability

tended to be higher for treesPecieswith higher stem gro゛th l'ates.
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要約

インドネシア西スマトラ州の熱帯多雨林内択伐林分

における主要樹種の生育特性に関する生態学的研究

カイルール・モハメッド

　スマトラの熱帯雨林域での二次林樹種の生育特

性、特に植物季節学的特性について、落葉枝の落

下速度の季節性や幹の肥大生長にみられる季節性

から調べた研究である。落葉速度の季節変化のパ

ターンでは、1年を通じてほぼ一定の速度で落葉

する種が多く、対象種数全体の65％を占めた。ま

た、花・果実の落下速度では、1年の内の数ケ月

間に集中して落下するパターンが多く、このタイ

プも全体の65％を占めた。この研究で対象とした

23種について、落葉速度と花・果実の落下速度の

両速度の組み合わせを用いて分類すると、3つの

グループに整理できることが明らかとなった。典

型的な先駆樹種は、落葉と花・果実の落下パター

ンが、ともに1年通じて一定として特徹づけられ

るグループに属した。一方、幹の肥大生長速度の

季節変化は、そのパターンから下記の4つのカテ

ゴリーに分類できた。それらは、1）1年を通じて

一定の速度を維持したもの（全体数の46％を占め

た）、2）観測初期の生長速度が低く、後半に高ま

ったもの（21％）、3）観測の初期と後期に生長速

度が低かったもの（17％）、4）非連続的な生長を

し、その結果としてステップ状の生長パターンを

描いたもの（17％）である。これら生育特性と環

境要因さらには各種がもつ形態的特性との関連性

について、この研究を引き続き継続することによ

り明らかにしたいと考えている。

　　　　　　　　　　　　　　　（推薦者：米田健）
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Appendix l　A groups showing constant LF ＋constant FF.
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Appendix 2　two groups showing constant LF ＋intensive FF.

Left:highconstancy of LF.
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Appelldix 3 A groups showing il｀tensiveLF＋intensive FF，

　　　　Left:low intensity of LF.　　　　　　　　　　　　　　　Right:high intensity of LF.

｜¬－----－－--･
　ｊ

　ｌ

０６

０

０２

０

１

↓
.
.
.
.
.
.
.
‐
‐
4
‘

g
　
　
@

０
　
　
０

0.4

↓
・
－
↓
１
９
・
↓
―
w
f
~
y

r
7
k

　
S
　
　
Q
　
　
４
　
　
２

　
０
　
　
０
　
　
０
　
　
０

0.2

１

ＡＳＯＮＤＪＦＭＡＭＪＪＡＳＯＮ

0

･

Ａ　　　　ｄ

１　　　　詰ll
韻｜　　　謳
　　　　　　　　　ｌ　　　ｔ・㎜－－　　－－

　　　　Ｐ

　　　　　　　　　Ｉ　　　　　¶

Ｌ

ＡＳＯＮ　Ｄ　Ｊ　ＦＭＡＭＪ　Ｊ　Ａ　Ｓ　ＯＮ

‐
士
－

　
８
　
　
６

　
０
　
　
０

０

漏T祠iTi采司

０２

0.4

藍匹召EEj

ＡＳＯＮＤＪＦＭＡＭＪＪＡＳＯＮ

朧亘EΞ玉〕

ＡＳＯＮＤＪＦＷＡＭＪＪＡＳＯＮ

豆i≡Ξ亘ΞΞ］

｜

a.8

ll.a

0.4･

11.2

Ｃ

１

１
●

i
」
i

l…
錘

，　カー一，ａ

ＡＳＯＮＤＪドＭＡＩ．「ＪＡＳＯＮ

置Ξこ≡i石］

ＡＳＯＮＤＪＦＭＡＭＪＪＡＳＯＮ

0･吋

0.6

1

祠

0.21

　　1

0･

１

０６

0.4･

0.2

０

国IArthoc●r如s d●dah

Ａ５０ＮＤＪＦＭＡＭＪＪＡＳＯＮ

匹

１
ｊ
屋

謐
扇

ＡＪＬ
ＡＳＯＮＤＪＦＭＡＭＪＪＡＳＯＮ

lilCratoxylscf forsss （Jaek）Oy･r



APPendix 4　Seasonal changes of stem growth ratesand litter-fallrates.

　　　　　　　Detailsof each tyPein thistableareshown in text.

Famlly Species Tree

　NO

lnitia1

【)bh(crn)

Stem grnwth

　tvDe

1.itter-f8H

　　tyDO

ＮＩ ＮＩ 876 35.15 Ｕｎｅａｒ

Anacardi8ceae Melanochva cf caesi8（BL）Dinlllou 87］ 34.21 Ｌａｇ

Ａｒｌａｃａｒｄｌａｃｅａｅ Swlntonla schyench11 884 52 15 SteD
Ａｎａｃａｒｄｌａｃｅａｅ Swlntonla schwenchll 881 36､9 Line8r
Ａｔ》ｏｃｉｎａｃｅａｅ Alstonia angustiloba M1(】 775 17.59 Ｓ amoid lntLF+lntFF(E)

Ａｒａｌｌａｃｅａｅ ArthroDhyUum dlverslfolla 804 15.28 SteD
Ｂｕｒｃｅｒａｃｅａｅ Ｓａｎｔｅｒｌａ ｔｏｍｅｎｔｏｓａ 875 53 4 Sigmoid

Ｃｅｌａｓｔｏｒａｃｅａｅ
Ｂｌｅｓａ Ｄａｎｌｃｕｌａｔａ Ａｒｕ 858 42.99 Lineal‘

Clusiaceae Cratoxvlon cf formosum（!ack）Dver 784 17 51 Ｓ 四〇id lntLF十lntFF(EJ

Clus ａＣｅ８ｅ Ｇａｒｃｉｎｌａｌｕｃｅｎｓ Ｐｌｅｒｒｅ 84､7 22.19 Linear

Clus ａＣｅａｅ Garcinla Darvlfolla Mlo. 818 37,95 Sigloid

C】US
ａｃｅａｅ lxonantes Detlolarls 805 19.48 Lag

Ｃｌｕｓｉａｃｅａｅ lxonantes Detiolaris 854 20.5 Linear lntLFlntFF(D)

ＤＩＤｔｏｒｏｃａｒＤａｃｅａｅ DiDterocarDus grandlflora 4Blco）Blco 886 59 5 Une8「
ＤｌｎｔｅｒｏｃａｒＤａｃｅａｅ Shore8 multlflora （Bucrk｝Svm 887 69.3 L8g
ＥｌａｅｏｃａｒＤａｃｅａｅ ElaeocarDus glaber（NL） 817 22.3 Linear

ＥｕＤｈｏｒｂｌａｃｅａｅ Ａ eurltes moluccana（L）W111d 781 12.41 Line8r

Eunhorblaceae
ＢａｃｃａｕｒｅａｌａｃｒｏＤｈＵａ Ｍ．Ａ， 866 33.25 Linear

EuDhorblaceae Baccaurea macrot)hllaM.A 846 1192 l,1ne8『 ConLF4lntFF(B)

EuDhorblaceae Croton laevlfollus 865 30 4 Step

EuDhorblaceae Glochidion rubrum 799 17 72 ｌ｡ｌｎｅａｒ

Ｅｕｔ３ｈｏｒｂｌａｃｅａｅ Ｈｅｖｅａ ｂｒａｓｌｃａ 785 17.31 S1四〇ld lntLF+lntFI･(D)

EuDhorblaceae
Ｍａｃａｒａｎｓｚａ ｇｌｇａｎｔｅａ 822 19.59 Lag

EuDhorblaceae
Ｍａｃａｒａｎｇａ ｇｌｇａｎｔｅａ 868 48.32 Ｌ ｎｅａｒ

ＥｕＤｈｏｒｂｌａｃｅａｅ
Ｍａｃａｒａｎｇａ ｇｌｇａｎｔｅａ 863 18 66 Ｌ ｎｅ８「

EuDhorblaceae
Ｍａｃａｒａｎｇａ ｇｌｇａｎｔｅａ 850 26.62 Lag ConLF+lntFF(C)

ＥｕＤｈｏｒｂｌ８ｃｅ８ｅ Ｍａｃａｒａｎｇａ ｈｖＤｏｌｅｕｃａ 864 20.71 Ｌ near

ＥｕＤｈｏｒｂｌａｃｅａｅ
Ｍａｃａｒａｎｌａ ｌａｖａｎｌｃａ 779 23.27 Linear ConLF+lntFF1BJ

Ｆｕｎｈｏｒｈｌａｃｅａｅ
Ｍａｃａｒａｎｇａ ｉａｖａｎｌｃ８ 855 13.81 Linear

EuDhorblaceae M8c8ranga tananus 827 17 5 Sigmo】d ConlF+ConFF(A)

Ｅｕｒ)ｈｏｒｂｌａｃｅａｅ Ｍａｃａｒａｎｇａ ｔｒ１ ｏｂａ 844 19,45 SteD ConLF+lntFFtCJ

ＥｕＤｈｏｒｂｌａｃｅａｅ
Ｍａｃａｒａｎｌａ ｔｒｌ ｏｂａ 862 24.09 SteD

EuDhorblaceae Macaranga trlloba 832 14､49

EuDhorb18ceae kllotus Danleulata 810 9 61 Ｌ ｎｅａｒ

Fabaceae Acasla aanglum 791 35 79 Ｌ ｎｅａｒ CononLF4{or1FF(/り

Ｆａｂａｃｅａｅ Archldendron ilrlnsza（!ack）Nielsen 890 26.7 SteD

Ｆａｂａｃｅａｅ Archldendron llrlnga（18ckJ Nlelsen 820 15 95 Ｌ near

Ｆａｈａｃｅａｅ KoomDas1.asD/Dlallul sD 874 63.8 SteD

Fabaceae Milletla atroDurDuera Bth 803 28.36 SteD

Fabaceae
Ｐａｒｋｌａ ｓＤｅｃｌｏｓａ 777 12 01 Ｓｌｇｍｏｌｄ

Ｆａｈａｃｅａｅ PterocarDus lndlcus W111d 778 12.02 la貨

Ｆａｌａｃｅａｏ LlthocarDus hvstrlx 852 18､59 La貸 lntLF+lntFF(D)

Ｆａｇａｃｅ８ｅ Lithoc8rDus hvstrlx 861 1161 Ｌａｇ

Falaceae LlthocarDus hvstrlx 870 39 6 SteD

Ｆａｇａｃｅａｅ LthocarDus elegans 872 64.55 Step

Ｆａｇａｃｅａｅ Quercus argentata 882 46.4 1.aR

Ｆａｇａｃｅａｅ Quercus argentata 883 32 79 Lag

Ｆａｌａｃｅ８ｅ Qljercusargentata 877 38 21 Ｌ ｎｅａｒ

Ｆａｌａｃｅａｅ Ouercus argentat8 821 23 9 Linear ConLF+lntFFtBJ

Ｆａｇ８ｃｅａｅ
Ｑｕｅｒｃｕｓ ａｒｌｅｎｔａｔａ 878 40.62 |.1ne8r

Ｆａｇａｃｅａｅ
Ｑｕｅｒｃｕｓ ａｒｇｅｒｌｔａｔａ 880 36 Ｌｌｎｅａｒ

Ｆ８９８ｃｅ８ｅ Quercus argentata 879 36,47 Lag

Ｆａｌａｃｅａｅ Ｑｕｅｒｃｕｓ ｏｌｄｏｃａｒＤ８ 885 55.22 La貸

Ｆａｇａｃｅａｅ
Ｑｕｅｒｃｕｓ ｏｌｄｏｃａｒＤ８ 842 47.99 1.ag

Ｌ１１ｕｒａｃｅａｅ AchtlnodaDhjle cf glomerata（B11Nees 869 16 4 Ｌｌｎｅａｒ

Ｌａｕｒａｃｅａｏ Ｌ ts自acf brachvstachva（B1）Boer1 812 22.58 Sigmoid

【Ｊｕｒａｃｅａｅ Ｌ ｔｓｇａ ｄｔｖｅｒｓ folla B1 838 16 65 Linear

Ｌａｕｒａｃｅａｅ １１ｔｓｇ良自Ｉｌｌｎｔ ca（B1）Boer1 889 60,7 t，ｎｅａｒ

Ｌａｔｌｒａｃｅａｅ Ｌ tsea e1HDt】ca（B1.）Noer1 859 13 08 Ｌｉｎｅａｒ

Lecvtidaceae Baringtonia gigantostachya Koord　＆va1 nO nea Linear ConLF+lntFF叩

Lecytldaceae Barlngtonla glgantostachva Koord　＆Va1 814 9,98 Ｌ ｎｅａｒ

Melastomataceae Rhoda摺ｌａ ｃｌｎｅｒｅａ 813 1141 Linear

Mdiaceae Swietenla mahalonl lack 762 12 74 Lag

Ｍｏｒａｃｅａｅ ArthocarDus dadah 839 43.8 SteD
Ｍ(３ｒａｃｅａｅ ArthocarDus dadah 826 34.85 Ｌａｇ lnt1.F+lntFF(Q

Ｍｏｒａｃｅａｅ
ＡｒｔｏｃａｒＤｕｓ ｅｔａｅｔｌｃｕｓ 860 26.98 Ｌｌｎｅａｒ

‾Ｍ&ａｃｅａｅ ArtocarDus kemando M1(l. 807 22.38 Ｌ ｎｅａｒ C{)nLF+ConFF(AI

Ｍｏｒａｃｅａｅ Ficus fulva Relnus 800 114 Slgmold

Maｒａｃ自ａｅ
Ｆ ｃＬｌｓ Ｄａｎｄａｎａ 772 15 03 Ｌｌｎｅａｒ ConLF4･lntl･FtC）

Ｍａｒａｃｅａｅ Ficus varlegata 845 30 Step

Ｍｏｒａｃｅａｅ Flcus varlegata 834 8.3 Sigmoid

Ｍｏｒａｃｅａｅ Flcus varleRata 861 44 72 Lag
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Continued Appendix 4

Moraceae Ｆ cus variegata 830 40 Ｌｉｎｅａｒ

Ｍｏｒ８ｃｅａｅ Ficus variegat8 828 10.55 Ｌａｇ lntLF4･lntFF(E)
Mvristlcaceae Knema furfuracea （Hk.et.Th） 867 27.71 Linear
ＰｉＤｅｒａｃｅａｅ Piper aduncum 824 8 75 Sialaold

ＳａＤｕｌｄａｃｅａｅ Net)he1 um sD. 873 69 3 Ｌｌｎｅａｒ

ＳａＤｏｔａｃｅａｅ １ ex cymosa BI. 780 12.53 Sigaoid
ＳａＤｏｔａｃｅ８ｅ Ｉ ex cymosa BI. 787 13.01 Ｌｉｎｅａｒ

SaDot8ceae
Ｉ

ex cvmosa B1. 819 12.98 Silmoid

SaDotaceae
ｌ

ex cymosa Bi. U.Dlelobrochlata bY W 796 16.71 Linear

SaDotaceae Palaqulum rostratum Burek 888 36.53 Llnear
Sterculiaceae Comflersonia batrem na 773 20 01 Linear ConLF+ConFF(A)
Stercullaceae Coぽｌｅｒｓｏｎｌａ ｂ８ｔｒｅｍｉｎａ 801 9.84 Linear ConLF+ConFF(A)
Ｓｔｅｒｃｕｌｉａｃｅａｅ Stercu 1a rublglnosa Vent 836 17.49 Step
SymDlocaceae

ＳｖｍＤｌｏｃｕｓ ｃｏｃｈ ｎｃｈ ｎｅｎｓ１Ｓ 853 14.65 SteD
ＳｙｌＤｌｏｃ．ａｃｅａｅ ＳｖｍＤｌｏｃｕｓ ｃｏｃｈ ｎｃｈｌｎｅｎｓｌｓ 797 14,1 Stet） ConLFiConFF(A)
Ｔｈｅａｃｅａｅ Eurya acuminat8 798 12.35 Ｌｌｎｅ８ｒ ConLF+ConFF(A)
Ｔｈｅ８ｃｏａｅ Sch1皿wallichii 825 49.81 Slgmoid lntLF4･lntFF(D)
Ｔｈｅａｃｅａｅ Schlma wallichii 840 12.78 Lag
Tiliaceae ＴｎｃｈｅｓＤｅｒｍｕｍ ｊａｖａｎｉｃｕｍＢ１ 835 24 26 Sigmoid
Tilliaceae TrichesDermum iavanicum B1. 809 26.59 S1顛x)id
Ｕｌｍａｃｅａｅ Ｇｉｒｏｎｌｅｒａｎｅｒｖｏｓａ Ｐｌａｎｃｈ 843 10 08 Linear
Ｖｅｒｂｅｎａｃｅａｅ Ｖ ｔｅｘ Ｄｕｂｓｃｅｎｓｅ 764 8 69
ＶｅｒｂｅＪｌａｃｅａｅ Ｖ tex Dubscense 761 13.98 Ｌｌｎｅａｒ

Verbenaceae
Ｖ

tex Dubscense 793 14.27 Lal CorlLF+ConﾄﾞF(A)

-
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　　　Fishway installationand fishhabitat study

forriver ecosystem conservation in lndonesian streams

　SitiSalmahﾘAhmad Junaidi,lzmiarti,Masrizal,andAzhar

Abstract

　　　ln order to obtain fundamental data for ecosystem conservation in lndonesian troPical streams， we

carried out a field research， which includes fish and macro‘benthos observation， Physical habitat

s11rveying and fishway installingjn a mountainous stream near Padang， West Sumatraバndonesia， in

2001. As a result, we (1)collected g sPecies of fish, 39 sPecies of epilithic algae, and macrobenthic 37 taxa，

(2)found that most of the fish did not show any sPecific preference to water dePth and velocity，

(3)confirmed that almost allthe fish used the fishway, and that the fishway was suffidently solid against

nooding， and (4)observed/collected many macro benthos including insects on the stones in the fishway，

so that (5)it was suggested that even aqua-insect Possibly used the fishway for their uPstream- o｢

downstream“ migrating.

lntroduction

　　　As lndonesia is developingjt's ecosystem, as a natural resource, seems to becoming endangered， as

is true already in many develoPed countries. Lossof troPical stream fish is such a tyPical Problem. ln

lndonesia， some troPical fish sPedes seem to have already disaPPeared and many of them have become

endangered，under the raPid Progress of river develoPment in modemization or channelization for nood

control and water resources. For examPlejn West Sllmatrajt is rePorted that the fish Population of some

sPecies like garing，£油ａ)わαΓ17ussPP･，and kulari，7!μ昭nαぴlus llfspids, had been decreased drastically

(Kottelat et al.1993)｡

　　　ln order to obtain a Powerful tool to design orthink about how to conserve the healthy fish habitat

or ecosystem in such lndonesian streams, we carried out 2 activities:1)instanation of a temPorary fishway

at a dam， and 2)PHAB-Study(study on Physical habitat condition Preferred by or suitable to fishes and

macl°obenthos)at the downstream and uPstream of the fishway before and after the fishway installation.

Study Site

　　　The research was carriea out between November 2000 and Novembir 2001 at Sicincin (Lat.00°341

Sollth･ 100°151 E°st)，2×11 Enam l:in8kung sub distrkt，Padang Pa嘸map, districtin the Batang Ulakan

River, West Sumatra lndonesia(Fig. 1).･The!catchmentareaof the s,iteis around60km2and mainly consists

of field forest and extensive jungle. The siteis located abput 42km far from city of Padang and the level of

the siteisaround 40-60m upper fforylsealevel. Ther弓ai twq seasoiis in 如s area，i.e.rainyseason and

　　　　　　　　　　　　　jh　　　　i　　　　　　　　‘　　　　　　.j≒　゛･

|）Dept.of Biology,Fac.of Mathmatics and Natuial Science,Andalas!Jhiversity,レ

　Kanlpus Limau Manis, Padang Barat,lndonesia
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dryseason.The rainyseasonisnorrnally from SePtember to March and the dry season is from April to

August. ln dryseason sornetimes thereis no water in some reaches in the river and in rainyseasonnoods

often attackihe river.

Fig.1 Location of study site Fig.2Ulakan Dam

Fishway lnstallation

　　　We installed a temporary fishway on a dam (tentativelycalled¨Ulakan Dam¨;Fig. 2)which is

located in the mid reach of the ulakan Riverjn May 16-June 12，2001. The fishway，a kind of modified

LarinierPass, consistsof 2 Parts:(1)♭ox-stylefishway which is diredy attached on the dam and (2)roof-

atlached fishway attached on the energy dissipationpool of the dam (Fig.3).The slope of fishway channel

(0.4m width)is l/10 and the totallength is31.5m.

:

　|lj l……ﾆﾆ|

づ

…

……万

づこ胆|

‥　　　　　..‥....､.yx.　ﾑaj.¶aja-･●　.a aaaiai･aa●a■･aa･Ja･･　　　　　　--
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Fig.3 1nstalled fishway



Fig.4 Process of fishway installation

　　　Figure 4 shows the Process of construction of the box-style fishway. We also installed many

stones/cobbles inside the fishway， esPecially in the tuming Pools， after comPleted the fishway

construction｡

　　　According to observation，a lot of fishascended the fishway，then many fish which had crowded

nearthe dam before the fishway installationwere observed to be disaPPeared. we also confirmed the

fishway to be sufficientlysolidagainstnooding (Fig.5)，

-
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Fig. 5 1nstalled fishway in a flooding

PHAB Study

　　　We alsocarried out so-calledPHAB-Study at the uPstream and downstream of the dam before and

afterthe fishway installation.The PHAB-study consists of 3 activities:(1)fish observation，(2)rnacro-

benthos observation，and (3)measurement of Physical habitat condition such as water dePth，velocity，

substratum and cover condition. The data obtainedare analyzed by PHABSIM (Bovee,K. et al.1997)then

yield the HSC (habitatsuitabilitycriteria)foreach sPecies and lifestage.

　　　ThePHAB-study was carried out 6 times (onJan.20,21，Feb.17，18,Aug.20,and Nov. 11 in 2001)at

2 sites(uPstream site and downstream site;Fig. 6 and 7),mainly focusing to fish habitat｡

　　　As a result，we collected the HSC data for g fish sPeciesj.e･， Akara (j)治tol印isμzsciαta)，Bada

(ra必oraαgFotαaiα)，Garing(£面eobαΓわus soro)，KaPeras(Rmtiw l面otatw)，Kulari(771ｼﾞIQgutus

hispidus)Mungkus(Glossogo17it4sbioce11αtus，Sic卯pterljj ??1αcrotetllol印収Si印叩terus micrunjs)and

Nila(0reocllro面s�lotics)(Fig.8).Figure g Shows some HSCsasof velocity｡

　　　As shown in the figureμhese fishes Prefer sometimes higher velocity (i.e.suitabilityindex Sl equal

1.0 at higher velodty)but sometimes does lovvervelocity, so that the generalized HSC indicates that these

fishes do not show any sPecific Preference asof velocity，eventhough there are sonleexcePtions like as

Garing adult. Almost similar tendency was shown in the HSC of dePth and substratum. Thus， we may

condude that almost everywhere could be usable area for the troPical native fishes in such wild/natural

Fig.6 uPstream site(left)and downstream site
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Fig.7 Upstream site(upPer figure)and down stream site(lower figure)

ｹﾆj　］ﾚ白

Fig.8 Akara(uPPerleft),KaPeras(uPPer center),Kulari(uPPerright)

　　　　andM11ngkus(lo゛erleft)

streamsjrom the view point of(only)physical conditjon.

Benthic fauna stud

　　　The collection of data on water quality and samPles of benthic fauna was also carried out at almost

same time. The samPlesx¥erecollected at a set of Pool and riffle.0n August 20， the samPlesvvere

collected also for the stones inside of the fishway under the guidance of Prof. K.Tanida,0saka Prefecture

university and the he1P of Mr･ Njikei， Ms. eourse student of Toyohashi university of Technology (Fig･

10)｡

　　　As a result, 33 taxa of ePilithic algaeiverecollected at the downstream site before installing fishway，

including BacillarioPhyceae (15 taxa)，ChloroPhyceae(13)and CyanoPhyceae (5)，and 34 sPecies such as

BacillarioPhyceae(13 taxa)，ChloroPhyceae(16)and CyanoPhyceae(5)at the uPstream site.The taxa were

dominated by Z)&ztomα＆)ngαtum(BacillarioPhyceae)at the both sites.After the installation of fishway，
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39 and 18 sPecies were collected at the downstream and uPstream sites resPectively and dominated by

徊zg伍zriαcopsina(BadlarioPhy(=eae)･

　　　Also the following results were found:

　　　1)The macro'zoo benthic 37 taxa consisted of 31 insecta taxa，3 01igochaeta texa，Hirudinea，

　　　　Nematoda and Arachnida l resPectively･

　　　2)The density ranged from 480.8 to l,100,1 ind/�.

　　　3)The density and diversity of benthic animal were higher in the fishway than that in the natural

　　　　stream bed near fishway･

　　　4)召αetis sPP. were most raPidly colonized on the (nllmbered and newly introduced)stones both in

　　　　the fishway and in the natural bed, similar to the result for the introduced substrate in the ldaho's

Fig.9 0btained HSC as of velocityfor Mungkus り

-

Juvenlle，
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a:adult)and Garing

Fig.10 A grouP Picture at a

samPling of benthic fauna in the

installed fishway(1eft comer:

Prof. Tanida， right comer: Mr.

Jikei)



streams(Shaw and Minshan 1980)and for the artificialsubstratein a Sumatra's stream (lzmiarti

and Dahelmi 2000)･

　　　According to Pro£Tanida，it was suggested by the study the fishway was used by not only fishbut

alsoevenaquatic insect.They used the fishway for theirhabitatand uPstream｀or downstream’ migrating･
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要約

インドネシアにおける河川生態系保全のための

　　　　魚道設置と魚類生息場の研究

シティ・サルマ、アーマド・ジュナイディ、イズミアルティ、マスリザル、アザール

　ウラカンダムヘの魚道仮設の前後において、

PHAB（ピーハブ）調査（魚類生息場の物理環境

調査）を実施し、魚類およびベントス（藻類およ

び水生昆虫）に関するデータ、およびそれらの生

息場の物理特性、すなわち水深、流速、底質（河

床材料）、およびカバー（避難・隠れ場所提供物）

に関するデータを得た。

　設置した魚道はラリニア式魚道の改良型（待避

所付き舟通し型魚道）である。魚道は、ダムとダ

ム直下の減勢プールとをつなぐものと、減勢プー

ルとその直下流河道とをつなぐものとのふたつを

設置した。魚道勾配は1/10、流量は通常約0.09�

/s、魚道内の流速はもっとも速い部分で約1.4m

/sであり、魚道の総延長は31.5mである。魚道底

部の阻流材には木の板を用いた。また、祈り返し

プール内には、自然の渓流に似た流れをつくりだ

すために、こぶし大よりやや大きめの石を敷き並

べた。

　調査は2000年の11月から2001年の11月にかけて

行われ、調査結果はPHABSIM（魚類生息場の物

理環境解析）プログラム（IFIM : 環境流量漸増評

価法の一部）を用いて解析した。

　調査水域には、魚類9種（アカラ、バダ、カペ

ラス、クラリ、ムンクス、およびニラ）が生息し

ていた。生息数は上流（1､479尾）のほうが下流

（607尾）よりも多かった。 PHABSIMによる解析

の結果、これらの魚には水深、流速および底質に

関して、特に偏った選好性はないことが解った。

　藻類については、魚道設置前の調査では下流で

33種、上流で34種が確認および採取された。優先

種は、上・下流ともにZ万α如u、la､りμzlz－であっ

た。魚道設置後には、下流で39種が確認され、優

先種はj¥agilayiaco知siuであった。

　ペントスについては、昆虫類31種、貧毛類3種、

ヒル類、線形動物類、蜘形類がそれぞれ1種ずつ

確認され、密度は480.8～1､100.1ind/�であった。

動物性マクロベントスの構成は上・下流で異なっ

ており、魚道はその構成に変化を及ぼすと考えら

れた。また、魚道内の石に付着した種数や密度は、

自然の川より大きく、魚類のみならず水生昆虫も

この魚道を使って移動している可能性が示唆され

た。

　水質は常に良好であった。

　　　　　　　　　　　　　　（推薦者：中村俊六）
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