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　本研究は、在来の送粉共生系に深刻な影響を与える可能性があるセイヨウオオマルハナ

バチの野生化状況と生態的特性を明らかにし、その成果を駆除活動に応用することを目的

とした。野外調査の結果、北海道など5道県から1､800頭以上のセイヨウオオマルハナバチ

が採集された。捕獲された個体の中には繁殖個体が多数含まれており、春から秋まで連続

して採集された。6月に北海道で発見した自然巣でも、7月には大量の繁殖個体が準價され

ていた。これらのことは、海外で報告のある年2化以上の生活史が実現している可能性を

示している。本研究で新たに確認された訪花植物は25種で、在来種への訪花記録も増えて

いる。さらに、形態的特撒の解析から、コマルハナバチ亜属の種とも競合する可能性が示

された。セイヨウオオマルハナバチの駆除に際しては、継統的に生態的特性をモニタリン

グし、その成果を駆除活動に反映させることが重要である。

　はじめに

マルハナバチ類は、主に北半球に分布する大型

の社会性ハナバチであり、日本国内には3種6亜種

の固有分類群を含む15種6亜種が知られている

(伊藤1991 ；鷲谷他1997)。サクラソウなどの絶

滅危惧種を含む数多くの植物の受粉に不可欠であ

り 自身の固有性だけではなく、さまざまな植物
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の繁殖を司る生物として自然保護上きわめて重要

である。マルハナバチ類は、コロニーを蜜と花粉

だけで維持するため、春から秋までの間、絶え間

なく花が利用できる環境がないと生活できない。

したがって、マルハナバチ類の分布は植物相の豊

かさに左右され、環境の状態をモニターする指標

生物としても卓越した性質を備えている。
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　しかし近年、農業用の授粉昆虫として利用され

ているョーロッパ原産のセイョウオオマルハナバ

チBo琲b14s teyyestyis(Ｌ)が、在来マルハナバチ類

の存在を脅かす外来種として問題視されている。

本種は1991年の導入開始以降、主にハウス栽培ト

マトの授粉昆虫として全国で利用され、現在では

年間約5万コロニーが輸入されていると推定され

ている(五箇2002)。増殖力がきわめて強い本種

は、花資源や営巣場所を巡る競争力が強く、しか

も授粉せずに蜜だけ盗む行動をとることが知られ

ており、野生化によって在来マルハナバチ類とそ

れに依存する植物の両方の生存に深刻な影響を与

える可能性が懸念されていた(加藤1993；鷲谷・

森本1993)。その懸念は1996年の自然巣の発見で

現実のものとなり(保全生態学研究会1997)、野

外での観察司采集例は年々増加している。最も観

察例が多い北海道門別町・平取町では、毎年春に

多数の女王が観察されており、既に野生化を遂げ

ていると判断せざるをえない。このまま野生化が

進行すると、在来のマルハナバチ類と植物両方の

衰退という取り返しのつかない状況を招くおそれ

があり、早急な対応が望まれる。

　そこで本研究では、日本各地での調査をもとに

セイョウオオマルハナバチの野生化状況を把握

し、野外での生態的特性を明らかにするとともに、

それらの成果を応用して、北海道門別町・平取町

を中心に実際の駆除活動を展開し、効果的な駆除

方法を立案することを目的とした。

２．調査地と調査方法

　北海道：調査は沙流郡平取町（主に南部）およ

び門別町（主に富川地区）において行った。平取

町では、沙流川によって形成された扇状地で水

田・畑作が営まれており、10年ほど前から温室栽

培トマトの受粉にセイョウオオマルハナバチが使

用されている。2002年現在、温室ではセイョウオ

オマルハナバチが逸出防止策が徹底されないまま

に使用されており、逸出は日常的に起きている。

門別町富川地区は沙流川河□に開けた緑の多い市

街地である。　トマト温室が林立する平取町南部か

-

らおよそ5～6km離れている。調査に際してはあ

らかじめ調査範囲全体をまわって、マルハナバチ

類の訪花が最も効率よく観察できる植物種が集中

している場所をリストアップし、適宜巡回して効

率よく捕獲できるように配慮した。

　静岡県：引佐郡細江町はミカンや花斉の栽培が

盛んな地域で、傾斜地にはミカン畑が広く造成さ

れ、またヒノキ・スギの人工林と広葉樹林からな

る里山的環境も残っている。調査は昨年セイヨウ

オオマルハナバチが確認された小野地区（桧本

2001）を重点的に行った。統計資料に因れば、細

江町でも僅かにトマトが生産されているが、小野

地区では現在の所トマトハウスは確認できない。

　熊本県：主な調査地は、玉名郡横島町内の（1）

トマト栽培用ハウス周辺、（2）菅原神社とその周

辺、（3）山の上展望公園、および（4）玉名市大

栄にある二分岐した道路の内側に作られた花壇で

ある。（2）の調査地から最も近いトマト栽培用ハ

ウスまでの距離は400m、（4）の調査地では、その

最短距離がおよそ35mであった。調査地とした一

帯は、有明海を埋めたてた造成地であるため、訪

花昆虫相、植物相とも非常に貧弱である。ある程

度まとまった開花量のみられる植物種は、そのほ

とんどが外来植物あるいは園芸植物である。

　その他、ハウストマト栽培の情報が得られた地

域（北海道静内町､山形県寒河江市､宮城県角田市、

福島県新地町･原町市･南郷村･伊南村、埼王県上

尾市）についても、各1～数回の調査を行った。

　各地での調査は、ハチの活動に支障のない晴天

から薄曇りの日に行った。北海道では2002年5月

から9月まで計4回、静岡では2002年4月に2回、熊

本では2001年10月から2002年9月まで毎月1回の計

12回実施した。調査地で観察されたセイヨウオオ

マルハナバチは可能な限り捕獲し、採集日時、カ

ーストの別、行動、訪花植物の種類、個体の状態

等を記録した。また、北海道では門別町富川地区

の5軒の住民の方々にご協力いただき、2002年4月

から9月まで庭や畑等で目撃、ないし捕獲したセ

イヨウオオマルハナバチの情報および標本を提供

していただいた。
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3.

(I)

結果

セイヨウオオマルハナバチの野生化状況と捕

獲数の月別推移

平取町と、熊本県王名市・横島町での、月別の捕

獲数推移を図1、2に示す。北海道門別・平取町で

　7道県13市町村での野外調査の結果、5道県11市　表１

町村からセイヨウオオマルハナバチが得られ、こ

のうち3道県6市町村（北海道静内町、福島県原町

市・新地町・南郷村・伊南村、埼玉県上尾市）は

本研究で新たに記録されたものである。このほか、

保全生態学研究会に新たに報告された4県4市町を

加えると、2002年は7道県10市町村で新たに野外

でのセイヨウオオマルハナバチが記録されたこと

となる。これに過去の記録が明らかになった例

（高知県）を加えると、1996年からこれまでに、

一度でも野外でセイヨウオオマルハナバチ個体が

観察された都道府県は24に達する。この数は今後

も増加が予想され、これまで以上に広範なモニタ

リング調査を行う必要がある。

　本研究で野外で採集されたセイヨウオオマルハ

ナバチは、総数にして1､841頭に達した。各地での

捕獲頭数を表1に示す。北海道門別町・平取町か

らの記録が大半を占め、2002年4月から9月までに

1､651頭のセイヨウオオマルハナバチが捕獲され

た。この中には多数の繁殖個体が含まれており、

その割合は全体の約半数におよぶ（女王6.4％、雄

42.4％）。熊本では109頭が採集され、働き蜂が過

本研究で捕獲したセイヨウオオマルハナバ

チの個体数

北海道門別・平取町

北淘道静内町

福鳥県新地町

福鳥県厘町市

福鳥県南郷・伊南村

埼玉県上尾市

静岡県細江町

龍本県玉名市・横島町

400

350

300

個
体
数

(頭)

半数を占めているが、雄も全体の4割以上得られ　図１

ている。静岡で得られた個体は少ないが、調査地

周辺にトマトハウスが多い他の地域と異なり、周

辺にトマトハウスが確認できない地区での記録と

いう点で特筆に値する。今回の調査により、2年

続けてこの地区でセイョウオオマルハナバチが確

認されたことになり、野生化の初期段階を捉えて

いる可能性が高い。このほか、福島県原町市と北

海道静内町でそれぞれ39頭、27頭のセイヨウオオ

マルハナバチが捕獲された。いずれも雄が多く、

特に静内で得られた個体は全て雄であった。両地

域ともハウスで使用されているコロニーから大量

の雄が放出されていると推定され、新たな定着域

となる可能性をはらんでいる。

　本研究で多数の個体が捕獲された北海道門別・
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は、セイヨウオオマルハナバチの女王が4月から9

月まで、雄が5月から9月まで全ての月で捕獲され

た点は重要であり、この地域では春から秋まで繁

殖カーストが野外で活動していることが明かとな

った。平取町での捕獲データにはハウスからの逸

出個体が多数含まれていると考えられるが、周辺

にハウスのない門別町富川地区のデータは、その

ほとんどが野生化した個体であると考えることが

できる。富川での捕獲個体数は8月にピークを持

ち、女王が4月、働き蜂が5月、雄が7月に出現し、

それぞれ9月まで連続して見られた。このような

出現パターンが、この地域でのセイヨウオオマル

ハナバチの大まかな生活史を示していると考えら

れる。一方熊本県玉名市・横島町では、捕獲数の

ピークは3～5月にあり、ハウス内でトマトが開花

している期間に一致する。調査地一帯が干拓地で

植物相が乏しいことを考えると、本調査地で得ら

れた捕獲個体は、ハウスからの逸出個体であると

考えるのが妥当である。ただし、野外に蜜源植物

があれば厳冬期の2月でも野外での活動個体が観

察される点は、本種の低温期の活動能力の高さを

示しており、特筆に値する。

（2）セイヨウオオマルハナバチの花資源利用

　本研究でセイヨウオオマルハナバチの訪花が観

の訪花、および林内のような上層がうっ閉した環

境での採餌は、セイヨウオオマルハナバチの原産

地個体群ではあまり観察されないとされている

(Pry吋ones and Corbet 1991)。しかし、特に北海

道で観察されたミツバウツギヘの訪花は頻度も高

く、林内に生育している個体にも盛んに訪れてお

り、本種の花に対する高い適応能力を伺わせる。

また、国内の野生化個体群では訪花習性が変化し

つつあるのではないかとも考えられる。

　吸蜜のための器官である中舌の長さが短いセイ

ヨウオオマルハナバチは、自身の中舌が蜜源まで

届かない花に対しては、花の基部や距などに大顎

で穴を開けて盗蜜を行う傾向がある(Prys-Jones

and Corbet 1991)。本研究でも、セイヨウオダマ

キ、ヒレハリソウ、クサフジ、べニバナイングン

(ハナマメ)では盗蜜行動が観察された。自生植

物で盗蜜行動が観察されたのはクサフジのみであ

るが、この桂物はトラマルハナバチの花資源とし

て重要であり、クサフジ自身の種子繁殖を阻害す

るだけではなく、間接的にトラマルハナバチの衰

退を招くおそれがある。また、ペニバナイングン

での盗蜜行動は結果率の低下を導き、農業用の有

用昆虫が野生化して有害昆虫に転じるという皮肉

な結果となりつつある。

察された植物は22科55種に達し、このうち25種が（3）形態的特徴に基づくセイヨウオオマルハナバ

本研究で新たに国内での訪花が確認された種であ　　　チと在来マルハナバチ類の競合状態の予淵

る。全体の6割に相当する33種が外来種であった

が、これはモニタリングを行っている場所が農耕

地、市街地の花壇や路傍の雑草群落であることに

起因すると考えられる。在来桂物での記録のうち

大部分が植栽個体への訪花を観察したものだが、

ミツバウツギ（北海道平取町）、フジ、エゴノキ

（福島県新地町）、ホトケノザ、カラスノエンドウ、

シロバナタンポポ（熊本県玉名市・横島町）では

自生個体への訪花が観察された。前者3種は在来

マルハナバチ類（特にコマルハナバチ）にもよく

利用されており、花資源を巡る競合の深刻化が懸

念される。また、ミツバウツギやエゴノキのよう

に、細い花柄の先端に下向きに花をつける植物ヘ

-

　セイヨウオオマルハナバチと在来マルハナバチ

類の花を巡る競合状態を予測するために、マルハ

ナバチ類の形態的形質のうち、利用可能な花の形

態および採餌行動に直接的、間接的に関与すると

考えられる形質を計測し、比較を行った。計測し

たのは、頭部幅、頭部長、中舌長、下唇前基節長、

胸部幅、腹部幅の6形質である。北海道で得られ

たサンプルについて計測を行い、そのデータに基

づいて主成分分析を行った結果、セイヨウオオマ

ルハナバチは、同じ亜属に属するエゾオオマルハ

ナバチと最も形態的特徴が類似していることが示

された（図3）。この点は当初から予想されていた

結果である。しかしそれ以外に、エゾコマルハナ
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バチの一部の個体、アカマルハナバチとも形態的

特徴が類似している傾向があることが示された。
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４．考察

（1）セイヨウオオマルハナバチ野生化個体群の生

　　活史

タスマニアでは、年2化性や3化性の生活史を達成

しているという報告がある（Donovan and Weir

1978; Buttermore 1997）。これらの地域は北海道よ

りも温暖であるために、このような状況になって

いるとも考えられるが､今年度の調査結果からは、

北海道でも同様の生活史を獲得している可能性が

否定できない。また、より温暖な地域で野生化す

れば、ニュージーランドやタスマニアの例と全く

同じことが起こりかねない。熊本で2月に野外で

採餌している個体が観察されたことは、九州など

では冬季も活動が可能であることを示している。

静岡で4月に雄が捕獲された点は、既に温暖な地

域では年2化以上の生活史が実現していることを

示しているのかもしれない。もしそうであるとす

ると、セイヨウオオマルハナバチの定着域はこれ

まで予測されていたよりも急速に拡大していくこ

とが予想され、この点は駆除計画を策定する上で

きわめて重要である。今後、非休眠および短期休

眠をした新女王が正常に営巣・産卵できるかどう

かを、飼育実験によって確かめる必要がある。

　既に野生化が確実な北海道門別・平取町での調　（2）セイヨウオオマルハナバチと在来マルハナバ

査から、繁殖カーストである女王は春から秋まで、　　　チ類の花資源を巡る競合関係

雄は夏から秋まで連続して出現していることが明

らかになった。特に当年のコロニーから生まれた

と考えられる新女王が夏から出現している点は注

目すべきである。本研究の調査の過程で、6月に

国内で3例目となる自然巣を北海道から発見した

が、この自然巣も7月の段階ですでに大量の繁殖

個体を放出する準備を整えていた。したがって野

生化したコロニーの少なくとも一部は、早春に営

巣した後、夏にはコロニーを解散してしまうよう

　今年度のデータに加えて、北海道で保全生態学

研究会が中心となり1996年より継続的に収集して

きたマルハナバチ類各種の訪花櫨物相のデータを

集計したものを表2に示す。セイヨウオオマルハ

ナバチは最も数多くの植物種を利用しているが、

その半数以上が外来種であり、在来種の利用も栽

培個体で観察されたものが多い。一方在来マルハ

ナバチ類では、データの少ないアカマルハナバチ

である。また、門別町ではマルハナバチ類の活動　表２

期の終わりに近い時期にあっても新鮮な働き蜂が

捕獲された。この働き蜂の由来については、春遅

くに営巣を開始した越冬女王のコロニーに由来す

る可能性と、上記のように夏に生まれた新女王が

休眠せずに営巣を開始した巣に由来する可能性

の、2つの可能性がある。既にセイヨウオオマル

ハナバチが定着を遂げているニュＬジーランドや

-

北海道門別・平取町において、マルハナバ

チ類の訪花が認められた植物種数゛

セイヨウオオマルハナバチ　　　　37

エソオオマルハナバチ　　　　　31

エソコマルハナバチ　　　　　　24

エソトラマルハナバチ　　　　　53

ニセハイイロマルハナバチ　　　　２Ｓ

アカマルハナバチ　　　　　　　　1

゛:1996年から2C02年までのデータをまとめた種散を示す．

゛゛：栽培個体を含む

“゛：在来疆由来の栽培瞳も含む
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を除いて、利用する植物の半数以上が在来種であ　となる可能性が高く、野外での具体的な競合関係

る。しかしこのデータは上記の通り、セイョウオ　について、さらに注視して調査を行う必要がある。

オマルハナバチの調査を行っている環境の偏りに

起因している部分が大きい。また、セイョウオオ　　５．今後の展開

マルハナバチの記録数が年々増加傾向にあり、そ　　自然環境の人為的改変が進む中、セイョウオオ

の記録範囲も広がっていることを考慮すると、今　マルハナバチの野生化は、外来植物の増殖を助長

後自然檀生の広がる地域に広く侵入する可能性が　し、在来マルハナバチ類の利用可能な資源を浸食

あり、セイョウオオマルハナバチが利用する在来　することで、在来の植物、マルハナバチ類両方を

植物はさらに増加することが予想される。また、　衰退に導きかねない。外来櫨物が各地に多数生育

在来植物の栽培個体への訪花は、そのような植物　している現在の日本は、セイョウオオマルハナバ

を利用する潜在能力を示しており、このような植　チが定着可能な素地が各地に醸成されており、現

物の自生地付近でセイョウオオマルハナバチが野　に静岡県細江町の例のように、セイョウオオマル

生化すれば、利用される可能性のある植物種とい　ハナバチの利用量が少ない地域でも定着の可能性

うことになる。したがってセイョウオオマルハナ　があるなど、日本全国でいつセイョウオオマルハ

バチは、現在知られているよりも多数の在来植物　ナバチの野生化が起こっても不思議ではない状況

を今後利用するようになる可能性があり、在来マ　になっている。しかも現在北海道で野生化を遂げ

ルハナバチ類の花を巡る競合関係が現在よりも厳　ているセイョウオオマルハナバチの生態的特性

しくなることが懸念される。　　　　　　　　　　　　は、原産地で見られるものと異なりつつある。こ

　今年度のデータから、自生桂物への訪花が観察　れが飼育系統の選抜によるものか否かは定かでは

された事例のうち、3例は主にコマルハナバチが　ないが、昆虫のように世代時間の短い生物では、

利用する植物種への訪花であった。また、形態的　われわれの予想以上の早さで性質が変わりうるこ

特徴の解析から、エソオオマルハナバチと同様、　とを、常に想定しておく必要がある。このために

エゾコマルハナバチとアカマルハナバチもセイョ　も本種の野生化個体詳の駆除に際しては、今後も

ウオオマルハナバチと花資源を巡る競争に巻き込　継続的な生態的特性のモニタリングが必要であ

まれる可能性があることが示された。オオマルハ　リ、調査成果をリアルタイムに駆除活動に反映さ

ナバチとの競合、および雑種形成による遺伝子汚　せる体削の強化が必要である。

染の可能性については、これまでも指摘されてき　　効果的な逸出防止策が講じられていない現在の

たが、別亜属のコマルハナバチ亜属に属する種と　状態でセイョウオオマルハナバチの利用が続く限

の競合の可能性については、これまで指摘されて　り、本種の野生化に歯止めをかけることは難しい。

こなかった。エソコマルハナバチ、アカマルハナ　使用に際してはネットを張るなどの有効な方策を

バチはいずれも北海道で最も早く活動を始める　必ず実施し、国内の生物多様性を脅かす恐れのあ

が、最も早く活動を終えるため、年問のコロニー　る本種の野生化個体群をこれ以上増やさない努力

の活動期間が最も短いマルハナバチ類である。こ　がぜひ必要である。また、野外での目撃例が全国

れに対してセイョウオオマルハナバチの活動開始　に及んでいる現状では、研究者などを中心とした

は、これら2種と同程度からわずかに早く、しか　ネットワークではカバーできない範囲があまりに

も活動終丁期は北海道で見られるマルハナバチ類　も大きい。現在保全生態学研究会で実施している

の中で最も遅い。限られた期間で生活史を全うす　インターネットを用いた情報収集をさらに拡大

るエソコマルハナバチ、アカマルハナバチにとっ　　し、各地域のボランティアを結ぶ大きなネットワ

て、形態的類似から花資源を巡る競合が予想され　ークづくりが不可欠である。日本では在来のマル

るセイヨウオオマルハナバチの存在は大きな脅威　ハナバチ類に対する一般的な関心が薄いため、そ

-
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のためにも在来のマルハナバチ類をめぐる生物の

つながりが環境保全にいかに重要であるかについ

ての、さらなる啓蒙活動を行うことも今後の重要

な課題である。
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　　　The recent naturalization of introduced bumblebee， j3oml)us terrestris，in JaPan is

exPected to give strong imPact on native Plant°Pollinatorinteractions.ln this study，we

investigate the Present status of naturalizationof B. ter7estrisand the ecological features of

the sPecies.We also try to develoP the extermination Procedureof召.terrestris based on the

ecologicalinformation obtained in thisstudy. We collectedmore than 1,800individuals of召.

terrestrisin the fieldfrom 10 1ocalitiesbelonging to 5 Prefectures.EsPecially in Hokkaido，

more than l,600 individuals were obtained and reProductive imagoes (queen and male)

aPPeared continuously form sPring to autumn. We also find a natural colony of 召･terr6ぴzs

from Hokkaido in June. This colony Produced many reProductive individuals in July.These

factsmay suggest the establishment of multivoltine lifecyde in JaPanasrePorted in other

countries.We newly observed 25 sPecies of Plants used as flower resources by B.terrestris.

0bservations ofB.terrestrisonnative Plant sPecies of JaPan also increased.From the

analysis of morPhological characters，sPecies of subgen. PFoわombus･ as consubgeneric 召.

11印ocri吽were exPected to suffer seriousimPact by comPetition of flovverresourceswithB.

terrestns. For constructing effective extermination Procedure･ we should continue to

monitor the ecological features of naturalized 召･terrestris and renect the results to

extermination acts.
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第12期プロ・ナトゥーラ・ファンド助成成果報告書（2003）

イリオモテヤマネコ生息地としての西表島山岳部の評価調査

　　　　　　　　イリオモテヤマネコ研究グループ

　　　　　伊潭雅子1ハ中西希2）・渡辺仲一2）・土肥昭夫3）

　　Assessment survey on the imPortance of the mountainous

　environment in lriomote lsland for the endangered lriomote cat

　　　　　　　　　　The lriomote catresearch grouP

Masako lzawa l），Nozomi Nakanishi2），ShinichiWatanabe2）＆TeruoDoi3）

　イリオモテヤマネコは西表島のみに生息し、絶滅が危惧されている。これまでに沿岸低

地部がイリオモテヤマネコの好適生息地であるとされてきたが、島の大部分を占める内陸

山地部についてはその生息状況が不明なままであった。そこで、2002年1～n月に主に自

動撮影装置を用いて沿岸低地部1地区と内陸山地部2地区におけるヤマネコの生息状況を調

査し、地域間の比較から内陸山地部の生息地としての評価を行った。ヤマネコの生息密度

は低地部が山地部よりも高いと考えられていたが、今回の結果から山地部にも環境によっ

ては比較的生息密度が高い地域があることが示唆された。また、今回初めて山地部に一時

的な滞在固体ではないオスの定住個体やメス個体が生息していることが明らかになり、こ

れまで一概に内陸山地部といわれていた地域内でも、環境などにより低地部と同様に定住

し繁殖を行うことができる地域が存在することが明らかとなった。

１．はじめに

　沖縄県西表島に生息するイリオモテヤマネコ

は、生息個体数が約100個体と少ないこと、世界

的にも野生ネコ科動物がこのような小島嶼におい

て個体群を維持している例が稀であることから、

絶滅の恐れがあるとして、IUCNと環境省のレッ

ドデータブックでは共に絶滅危惧種と位置づけら

れ、その保護が叫ばれている。我々は、イリオモ

テヤマネコの生態学的調査を1980年代から継続し

て行っている。島の沿岸低地部がイリオモテヤマ

ネコの好適生息地であると考えられることから、

これまでこの地域を中心に本種の生態を明らかに

するとともに、生息環境保全について基礎資料の

提供と提言を行ってきた。しかし、島の大半を占

める内陸山地部については、痕跡の発見頻度の比

軟から低地部よりもイリオモテヤマネコの生息密

度は低いと推測されているのみで、生息状況の詳

細は明らかになっていない。イリオモテヤマネコ

の個体群全体を把握し、西表島全体の保全策を講

じるためには、残された内陸山地部の評価が必須

の段階に来ていると言える。本研究では主に自動

撮影装置を用いて、沿岸低地部との比較から内陸

山地部のイリオモテヤマネコの生息状況とその個

体群維持や西表島生態系における内陸山地部の位

置づけを明らかにすることを目的とした。

　本研究の実施にあたり、山地部の自動撮影装置

設置等に多大な御協力を頂いた沖縄営林署及び資

料提供をして頂いた環境省西表自然保護管事務所

1）琉球大学理学部海洋自然科学科（Laboratory of Ecology and Systematies,FacultyofSdence, UniversityofUle RylJkyus.）

2）琉球大学大学院理工学研究科（Graduate school of Engineering and Science,Universityof the Ryukylls.）

3）九州大学大学院理学研究院（Department of Biology,Faculty ofScience,Kyusyu university.）

-

11－



4

･ にヽからお礼申し上げる。

２．調査地

　西表島（北緯24゜20’、東経123°49ぺ面積284k�）

は琉球列島の最南端に位置するハ重山諸島の一つ

であり、海洋性亜熱帯気候域に属し、島の大部分

は常緑広葉樹に覆われている。島の南岸を除く沿

岸部には低地が広がっており、集落や耕作地はこ

の地域に集中している。一方島の内陸部は標高の

高い山地部（最高峰;古見岳469m）であり、人の

侵入は徒歩のみに限られている。沿岸低地部は北

部沿岸地域（北岸）に、内陸山地部は島の中央を

通る林道（横断道）の束側（横断道大富）と西側

（横断道浦内）に、計3ヵ所の調査地を設定した

（図1）。北岸地区では1989年にラジオ・トラッキ

ングを用いたイリオモテヤマネコ（以下混乱のな

い限りヤマネコとする）の詳細な調査が始まり

（Sakaguchi 1994）、カメラを設置した箱の中に餌

で誘引する箱型自動撮影装置を用いた定住個体の

入れ替わり等のモニタリングが環境省によって継

続されている。一方横断道においてはヤマネコに関

する直接的な調査は行われておらず､糞分析による食

性についての報告があるのみである（阪口ら1990）。

肖
ｊ

（

．方法

１）捕獲とラジオ・トラッキング

2001年11月16～18日に北岸地区でヤマネコの捕

獲を行った。捕獲した個体は体の各部を計測し、

電波発信機を装着後、捕獲地点で放逐した。 2001

年11月から2002年3月まで2ヵ月に1回、電波発信

機を装着したヤマネコのラジオ・トラッキングを

行った。個体の位置は約1週間連続して2～3時間

に1回の割合で、携行型受信機（ハ重洲無線製）

と二素子アンテナ（アルキテック製）を使用し、

三角測量法を用いて確認した。

（２）自動撮影装置

　2002年1月から2002年11月まで各調査地にそれ

ぞれ7～8台の通過型自動撮影装置をけもの道沿い

に設置した。通過型白動撮影装置は防水自動焦点

物が装置の前を横切ると、センサーが動物を感知

してカメラのシャッターが切れる仕組みである。

撮影日時は写真に記録される。カメラにはさらに

防泥、防水のためプラスチック製の箱で背面と側

面を被覆した。餌などを用いた誘引は行わなかっ

た。カメラ及びセンサーは金属製の杭を用い、地

面から40～50cmの高さに設置した。ヤマネコの

個体識別ができるような写真を撮るために、でき

るだけ顔や胸の模様が写る位置・角度にカメラを

設置した。1ヵ月に1～2回、装置の見回りを行い、

フィルムの枚数、カメラの状態を点検し、適宜フ

ィルムの交換をした。回収したフィルムを現像し、

撮影されたヤマネコおよび他の動物を日時とともに記

録した。装置の設置位置は携帯型GPSで測定した。

（３）地形・植生比較

　各調査地の地形と桂生を比較するために、自動

撮影装置の設置位置から半径500m以内の地形、

植生を40×40mメッシュごとにIDRISl version32

（Eastman 1999）を用いて求めた。地形、植生情

報はそれぞれ国土地理院が発行する数値地図と、

環境省自然保護局発行の自然環境情報GISのデジ

タル植生地図を用いた。

４．結果

（１）北岸地区における捕獲とラジオ･トラッキング

　2001年11月に成獣オス3個体（個体番号;W-81、

W-86、W-89）と亜成獣オス1個体を捕獲した。成

獣オス3個体には首翰型電波発信機を装着し、放

？

�2(x)m≦偉高

回5佃≦榎高＜2o(is

●自勅撮影銕庸

型カメラに赤外線センサーを接続したもので、動　図１　調査地域と自動撮影装置設置場所
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0.221

1.887

0.457

0.059

0.059

0.029

0.015

0.015

逐した。亜成獣オスは体重が2kgと軽く、今後成

長して首輪が障害になることが予想されたため電

波発信機は装着しなかった。 W-81は2000年11月か

ら、W-86は2001年9月から、環境省の箱型白動撮

影装置によって北岸地区で確認されていた個体で

あった。 W-89は今回初めて確認された。

　成獣オス3個体の行動圏は海岸沿いに並び、互

いに比較的排他的な行動圈を維持していた（図2）。

行動圈サイズはW-81が1.42士0.72（平均土SD）k�

（n=3）、W-89が2.07土0.93k�（n=3）、W-86が平均

3.18k�（n=2）であった。体サイズや行動圈配置、

確認期間から成獣オス3個体を定住個体とみなし、

これら3個体の行動圏が配置する西端から東端ま

での標高200m以下の地域を北岸地区調査地の面

積14.12�とした。

　2002年1月から10月の間に北岸地区調査地内で、

環境省が行っている箱型自動撮影によって、今回

捕獲された4個体以外に定住メス1個体、性別不明

放浪個体2個体が確認された（環境省西表自然保

　　　表１　各地域の自動撮影装置設置状況

護管事務所私信）。総合すると、2002年1～H月に

北岸地区には定住オス3個体、定住メス1個体、性

別不明放浪2個体、放浪個体であると思われる亜

成獣1個体の生息が確認され、この期間の北岸地

域の生息密度は定住個体のみで0.28個体/�、放浪

個体を含めた場合は0.50個体/�だった。

（２）通過型自動撮影

　自動撮影装置はフィルムが終了した時点で、次

にフィルムを交換するまでの間は装置が稼動しな

い状態になる。設置期間に対する稼動期間の割合

で示した装置の総稼働率は、北岸地区で約57％と

他の2地域よりも低くなった（表1）。

　哺乳類3種、鳥類13種、閣虫類1種の計17種の動

物が自動撮影によって確認された（表2）。また、

撮影された写真から種の同定ができなかったもの

を、クイナ類、ツグミ類、カエル類、トカゲ類と

した。カエル類とトカゲ類は体サイズが小さく、

確認場所と確認回数が限られていることから偶然

に撮影されたものと考えられた。ヤマネコを含む

　　　　　　　　　　　　　・　　　　　メラ。　　のべ　　曰　　のべ　　日　　　　　　　％

北　沿　　　2002/01/17～11/05　　　8　　　　　1338　　　　　2331　　　　　S7.40
横断道大富　2002/01/21～11/05 1611

2035

2044

2296

78.82

88,63

表２　自動撮影装置による各動物種の確認回数（Ｎ）と確認頻度（回/月）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　種名　　　　　　　　　　　Jm瑕mW

乳　イリ．モテヤマkコ　　　Feμs㎡ofylotensis　　　　　　　ll　　0.473　　　19　　0.354　　　3　　0.044

鳥類

リュウキュウイノシシ

クマネズミ

ズグロミソゴイ

カンムリワシ

オオクイナ

シロハラクイナ

クイナsp.

ヤマシギ

キジバト

キンバト

アカショウビン

ノゴマ

イソヒヨドリ

トラツグミ

ツグミsp.

シジュウカラ

ハシブトガラス

種不明鳥類

両生類カエルsp.

毘虫類セマルハコガメ
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W-81♂

９

図２　北岸地区のイリオモテヤマネコの行動圏配

　　　置（2002年11月）

哺乳類3種とオオクイナ、キンバト、ハシブトガ

ラスの計6種は全ての地区で生息が確認された。

各地区の確認種数は、北岸地区が最も多く14種、

横断道浦内地区が最も少ない8種だった。北岸地

区のみで確認された種はシロハラクイナ、ヤマシ

ギ、カンムリワシ、アカショウピン、イソヒヨド

　リ、セマルハコガメの6種だった。また横断道大

　富地区のみでトラツグミが確認された。

　ヤマネコの確認回数は北岸地区が最も多く７カ

所、21回で、各地区ののべ稼働月数に対する確認

回数の割合で示す確認頻度は0.47回/月だった。次

いで横断道大富地区が0､35回/月と高い値を示し、

横断道浦内地区の確認頻度は0.04回/月と極めて低

かった（表2）。ヤマネコを確認した場所の割合も

･北岸地区が最も高く、87.5％（7/8ヵ所）、次いで

横断道大富地区の85.7％（6/7ヵ所）、横断道浦内

地区が25.0％（2/8ヵ所）となった。また各場所の

出現頻度を比較すると、3地区間には有意な差が

みられ（Kruskal-Wams test、F=15.85、pく0.01）、

横断道浦内地区の確認頻度は北岸地区よりも有意

に低かった（Dunnett’s test、p＜0.001）。

　ヤマネコの餌動物となるクマネズミの確認頻度

は、浦内地区が最も高く、北岸地区では他2地区

と比べて低い値を示した（表2）。「クマネズミの

行動圏はふつう16～50mである」（矢部1996）と

の報告があり、本研究の調査方法では1ヵ所で頻

認した場所の割合で比較したところ、北岸地区が

37.5％（3/8ヵ所）、横断道大富100％（7/7ヵ所）、

浦内62.5％（5/8ヵ所）となり、北岸地区は山地部

の2地区より大幅に低い割合を示した。一方、ヤ

マネコが頻繁に採餌しているシロハラクイナ

（Watanabe 2001）などの地上性の強い鳥類（クイ

ナ類・ヤマシギ）をまとめた確認頻度は、山地部

の横断道大富、浦内地区がそれぞれ0､30、0.22回/

月であったのに対し、低地部の北岸地区は1.14回/

月と高い値を示した。

　撮影されたヤマネコの写真から、頬や胸の模様

の違いを用いて個体識別を行った。北岸地区では、

個体識別ができたのは発信機を装着した3個体（6

回）のみで、他に発信機を装着していない個体が

4回確認されたが、個体識別はできなかった。横

断道大富では6ヵ所で19回、オス2個体と性別不明

1個体の生息が明らかになった。また、横断道浦

内地区ではヤマネコは2ヵ所で3回確認されたが、

個体の識別はできなかった。ただしこの3回の内、

1回はメス個体と判別できた。山地部でメスの生

息が確認されたのは今回が初めてである。

（３）地形・植生比較

　各地域の平均標高は横断道大富地区が215.1mと

最も高く、北岸地区が36.0mで、その差は約185m

もあった（表3）。また、傾斜は横断道浦内地区が

最も急であり、北岸地区が最も傾斜が緩やかだっ

た。傾斜が10°未満の平地の割合は北岸が64.6％

と最も高く、横断道大富、浦内地区はそれぞれ

23.4％、12.8％と北岸に比べ極めて低かった。植

生は北岸地区が海岸沿いで民有地を含むため、照

表３　各地域の地形と植生の比較

　　　　　　　　　　　　　　　　゛　　　　　　　　　　；
メッシュ（40×40m）　　　1900　　　　1513　　　　2040

　　　面積(k�)

地形　標高(ｍ)平均士SD

　　　　　　　　　最小一最大

　　　傾斜(･)平均士SD

　　　　　　　　　最小一最大

　　　平地(傾斜く10｀)(％)

　　　水系(％)

繁に確認される可能性がある。そこで各地区内全　植生

体での生息状況比較を行うため、クマネズミを確　_

-

�瀧樹赫(髄)

植赫､人工赫(恥)
灘岸林(％)

　　3.04

36.0士28.1

　0-170

　8.8土6.3

　(ト35.6

　　64.6

　　8.8

　　57.4

　　13.1

　　15.7

　　13.8

　　2.42

215.1士30.1

　159-299

　16.2士7.9

　0-43.2

　　23.4

　　11.0

　100.0

　　0.0

　　0.0

　　3.26

174.1士60.0

　57-350

23.1土11.0

　(ﾄ55.6

　　12.8

　　8.9

　100.0

　　0.0

　　0.0
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葉樹林に加えて海岸林や耕作地などいろいろな植

生が含まれているのに対し、横断道の両地区は国

有林野内で照葉樹林のみで構成されていた。

５．考察

　近年、自動撮影装置は世界中で多くの動物のモ

ニタリングに使用されている。自動撮影装置は人

間によって動物の活動に干渉することなく、昼夜

を問わず、同時期に広範囲のモニタリングが可能

であるという利点がある。これまでにトラやグリ

ズリーペアでは自動撮影装置による確認頻度を用

いて個体群密度の推定が行われており（Mace d

α/｡1994；Carbone 2001）、確認頻度の比較から相

対的にその地域に生息する動物の生息密度を推測

することができると考えられる。

　今回の結果では、自動撮影装置によるヤマネコ

の確認頻度は低地部の北岸地区が最も高く、内陸

山地部の横断道大富地区が浦内地区よりも高い値

を示した。北岸地区の稼働率が低かったことを考

慮しても、3地区間で北岸地区のヤマネコ生息密

度が最も高いといえるだろう。また、これまで内

陸山地部として一概にとらえていた横断道沿いの

2地区で、自動撮影によるヤマネコの確認頻度は

大幅に異なり、大富地区が浦内地区よりもヤマネ

コの生息密度が高いことが予想された。 2001年1

～11月の期間の北岸地区のヤマネコの生息密度は

0.28～0.50個体/�と推定できた。今回、全ての地

区で自動撮影装置の設置密度を一定にできなかっ

たため、白動撮影装置によるヤマネコの確認頻度

から各地区の生息密度を求めることは難しい。

　横断道大富地区では今回確認されたオス1個体

が、2001年2～4月に環境省が横断道で行った同様

の自動撮影調査でも確認されていた（環境省

2001）。またこの時に確認された場所は今回確認

された場所の1つと直線距離が150mほどであっ

た。これらのことからこの個体が大富地区で定住

している可能性が高いと考えられる。また横断道

大富地区では個体識別された3個体のうち2個体は

同じ場所で、他の1個体も直線距離で300mほどし

か離れていない場所で確認されたことから、極め

-

て狭い範囲に3個体が生息していることがわかっ

た。以上のことと北岸地区とヤマネコの確認頻度

に大きな差がみられなかったことから、横断道大

富地区でも北岸地区と同程度の密度でヤマネコが

生息している可能性がある。

　イリオモテヤマネコの餌動物は昆虫類、両生・

趨虫類、鳥類、哺乳類と多様である。これまでイ

リオモテヤマネコは沿岸低地部で高頻度に観察さ

れていることから、水系が入り組み植生環境が多

様であることと、そこに生息する餌動物が多様で

あることを関連付け、島の低地部がヤマネコの好

適生息地であると考えられてきた（Sakaguchi

1994 ；自然環境研究センター1994）。また、低地

部のイリオモテヤマネコは摂餌のための移動コス

トを軽減するため、傾斜の急な地域を避ける傾向

があると考えられている（Watanabe 2001）。山地

部の横断道大富地区は標高が高いが、比較的なだ

らかな地形を示し、水系が広範囲に存在する（表

3）。すなわち大富地区は山地部ではあるが、多様

な環境が存在し、ヤマネコにとって多様で豊富な

餌動物が生息する比較的好適な生息環境であると

考えられた。

　自動撮影で確認された動物はほとんど全てがヤ

マネコの餌動物であった。確認頻度や確認場所の

割合からクマネズミの生息密度は山地部の2地区

で高く、低地部の北岸地区は山地部2地区と比ベ

極めて低いことが予想された。一方、地上性の強

い鳥類の生息密度は北岸地区で高く、山地部2地

区で低いことが予想された。これまでの糞分析の

結果、冬季に限られるが横断道沿いで回収された

糞ではクマネズミの出現頻度が高いのに対し、北

岸地区の糞では周年クマネズミの出現頻度は低

く

周年鳥類の出現頻度が高いことが報告されて

いる（阪□ら1990 ；Watanabe 2001）。このこと

から各地区における自動撮影装置による餌動物の

生息密度がヤマネコの食性に反映されていること

が考えられる。

　これまでの研究からイリオモテヤマネコは生息

地域によって餌メニューや行動圈サイズを変化さ

せていることがわかっている（中西2000 ；
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Watanabe 2001).内陸山地部でも餌メニューや環　　js昭り淘･;gssi昭回lzsg j a･j 2. Clark Labs，

境の違いから同様のことが予想され，今後，生息　　Clark university,Worcester.

密度推定を行うには個体追跡等によるさらに詳細　Mace，R.D.，Minta，S，C.and Anue，K.E.1994.

な調査研究が必要である。

６．結論

　今回の調査でこれまで一概に生息密度が低いと

考えられてきた内陸山地部においても、環境によ

って生息密度が異なり、また横断道大富地区のよ

うに定住個体が生息する、比較的生息密度が高い

と予想される地域があることが明らかになった。

また、生息密度は低いと予想された横断道浦内地

区において、山地部では初めてメス個体が確認さ

れた。メスの定住性が高いことから内陸山地部で

繁殖が行われている可能性が高いと思われた。面

積284k�という小さな島にネコ科動物が1つの個体

群を維持していくためには、低地部だけでなく、

島全体が重要な生息地であることが今回の調査結

果からも明らかになった。島の大部分を占める内

陸山地部がイリオモテヤマネコの生息地としてど

のような場所であるのかを評価するためには、そ

こに生息している個体の性別や定住性、行動圈な

ど、より詳細な情報が必要となる。
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comPletely unknown as the habitat of the cat.ltis necessary for theirconservation to assess

the condition of mountainous area as theirhabitat.Camera-traPs were Placed in one lowland

area and two mountainareafrom January to November 2002 to comPare relativedensitiesof

the cat between threeareas.There is a high Possibilitythat some tyPe of environment in

mountainous area should be suitablefor the lriomote cat.And a resident male and a female

were firstconfirmed to settlein mountainous area. ln this study it became clear that

mountainous area conclllded suitable habitats of the lriomote cat and they might become

resident and breed as well asin lowland area.
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第12期プロ・ナトゥーラ・フ７ンド助成成果報告書（2003）

沖縄島北束岸のサンゴ礁性貝類相の現状調査

　　　　　　　ウルマ貝類調査グループ

黒住耐二1）・大須賀健･）・石川裕j）・竹之内孝一4）

　　　　　　　宮城弘樹ヽ）・村山望6）

Present status of coral reef molluscan fauna in the northeast coast of

　　　　　　　　Okinawa'jima lsland，centraI Ryukyus

　　　　　　　　　Uruma Molluscan Survey GrouP

TaりiKurozumi, Ken Ohsuga, Hiroshi lshikawa, Kohichi Takenouchi，

　　　　　　　　HirokiMiyagi and Nozomi Murayama

　沖縄島北束岸の辺野古海域（辺野古崎から桧田間）で、貝類（殼を有するものに限る）

の種組成の調査を行った。その結果、現在までのところ815種を確認することができた。

この中には、０陥㎡辿7ruぷ面（リュウテン科）・Gi昴顧ｎｕｍａｍ２（ニシキウズ科）・

C�tki四1 kol)eybeygi（オニノツノガイ科）・　C�面四り面d面ｇ（オニノツノガイ科）・

尨＆回αssαﾀ�四面s（オリイレヨフバイ科）・＆回面昭z心s如2�fsなz（ニッコウガイ科）

の６種の日本新記録種が含まれていた。また、この海域から得られている沖縄県立博物館

所蔵標本を検討した結果、日本新記録のGαパノsa肩（イソシジミ科）が認められた。

　今回確認された種数は、これまでの日本の亜熱帯域の調査と比較して、遜色のないもの

であった。狭い地域で、限られた調査によるものであることを考慮すると、辺野古海域の

貝類相は豊富なものと考えられ、確実に1､000種を越える種が確認できるものと推定され

る。この豊富さは、辺野古のサンゴ礁のシステム内に、広大な面積の海草帯を有すること、

内湾的な環境を持つこと、マングローブ林が成立していることといった多様な環境が存在

していることによる。しかし、内湾的な環境は、沖縄島北部で顕著な赤土流出で多大なダ

メージを被っており、そこに生息していた貝類の多くはこの地域から絶滅したかそれに近

い状況にあると考えられた。

　本海域の保全とアセスメント方法に関しても議論した。

1）千葉県立中央博物館

2）日本ＩＢＭ

３）愛媛県立宇和島南高等学校
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4)奈良学園中学校高等学校

5)沖縄県今帰仁村教育委員会

6)新星出版



１．はじめに

　本調査の目的は、駐留米軍の普天間基地の代替

地とされる沖縄島北東岸の辺野古海域の貝類相を

詳細に調査し、その現状を明らかにすることであ

る。従来の群集を意識した生態的な調査ではなく、

本来の意味での多様性＝種組成を明らかにするこ

とを目指した。また、建設を前提とした環境アセ

スメントが実施される前に、詳細な種のリストを

作成し、アセスメント結果と照合できるデータを

他者が有する状況を作り出すことも目的の一部で

あった。現実には、本調査の期間中に、環境アセ

スメントの実施が決定したので、逆にアセスメン

トに正確で詳細なデータ等を提供することも目的

に加わることになる。

　ここで、サンゴ礁性貝類としたが、必ずしも造

礁サンゴ生息地のみではなく、この辺野古沖には、

ジュゴンの採餌が確認されている海草群落を含め

て、一つのサンゴ礁のシステムという意味でサン

ゴ礁性という語を用いた。現地調査では、辺野古

崎から松田の岬までのイノー（礁池）に囲まれる

海域を一つのシステムと捉えた。そのため、外洋

の影響下にある干瀬（リーフ）より外側の礁斜面

は調査の対象としなかった。

　また、対象の貝類の範囲は、殼を有する腹足

類・掘足類・二枚貝類とし、多板類・殼を持たな

いウミウシ類等の腹足類・浮遊性の腹足類・淡水

産貝類・陸産貝類・頭足類は除いた。ただし、陸

産および淡水産貝類とされるものの中でも、幼生

を海に放出する等の海と関係のあるオカミミガイ

類やカノコガイ類と長島の陸産貝類は対象とし

た。

２．方法

　調査方法は、主に水深5m以浅のイノーでのス

キンダイビングによる直接的な調査と、同じ海域

での底質（海底の砂）を持ち帰っての微小種（約

1cm以下）の抽出である。スキンダイビングによ

る調査は、13地点で約1時間、転石下や砂泥中・

海藻中など各自の好みの場所で適当な方法によっ

て実施した。これは、調査方法を統一しないとい

-

う点で一見非科学的のようであるが、短期間に本

当の意味での極めて多様な微生息場所を有する貝

類の種組成を調査する場合には、各自のこれまで

の長年の経験を生かした最も信頼のおける方法で

あると確信する。さらに、海岸での打ち上げられ

たものの調査（13地点）・潮間帯の調査（11地

点）・沖縄県立博物館に収蔵されている過去のこ

の地域の標本調査等も行った。

　ただし今回の調査海域内で、久志の海岸では養

砂に那覇沖の、辺野古漁協の港湾域の造成に名護

湾のそれぞれ海底堆積物を用いていることがわか

ったので、これらに由来する種は慎重に当海域の

ものから除いた。また、明らかに本海域のもの

でないと考えられる食用後の投棄殼もリストには

含めていない。ある地域のリストを編纂する場合

は、当然このようなものは除かなければならな

い。

　詳細な現地調査は、2002年1月28-30日、5月24-

28日、8月6-11日の3回行った。

３．結果および考察

(1)貝類相の概要と他地域との比較

　現在もまだ検討中であるが、現時点において今

回の我々の調査で815種の貝類が確認された(表

1)。その内訳は、海産腹足類618種・陸産腹足類6

種・ツノガイ類1種・二枚貝類190種である。この

種数には、沖縄県立博物館の所蔵標本や他の調査

者の確認種を含めていない。ただし、これらの多

くは死殼が採集されたもので、必ずしも生きた個

体が得られたわけではない。この中には、

C・1回丿池口皿訴面(リュウテン科)・G徊)141amaymo-

9α(ニシキウズ科)・C�厖z回加徊幼ａが(オニノツ

ノガイ科)・Cgrμみip71μE�回7(オニノツノガイ

科)･政＆回αSSαΓ�H血S(オリイレヨフバイ科)・

＆ｓ＆z昭z心s＆ｕ侑n崩(ニッコウガイ科)の６種の

日本新記録種が含まれていた。なお、日本新記録

種としては、この海域から得られている沖縄県立

博物館所蔵標本を検討した結果、G(lyHesso?li(イ

ソシジミ科)が認められた。他にも種名を明らか

にできなかったもので、これまで日本から報告さ
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表１

和　名

辺野古海域で確認された貝類

学　名

　　腹足綱Gastropoda

ツタノハ科Patellidae

ツタノハ Scutellastra flexuosa

ヨメガカサ科Nacellidae

ガサ　　　　　Cellana radiata

ッコウガサ　　　Cellanatestudinaria

カサ　　　　　Cellanatoreuma

クルマガサ　　　　　Cellana radiata

オオペッコウガサ　　　Cellanatestudinaria

ヨメガカサ　　　　　Cellanatoreuma

　　　ユキノカサ科Lottiidae

リュウキュウウノアシ　　Patelloida s.saccharina

ヒメコザラ　　　　　Patelloida pygmaea

タイワンシボリガサ　　Patelloida len句nosa

シボリガイモドキ　　　Patellolda signata

ヤヨイハナガサ　　　　Yayoiacmea oyamai

コガモガサ　　　　　Lottia【uchuana

　　　ミミガイ科Haliotidae

ミミガイ　　　　　　Haliotis asinina

イボアナゴ　　　　　Haliotis varia

ヒラアナゴ　　　　　Haliotis stomatiaeformis

マアナゴ　　　　　　Haliotis ovina

　　　クチキレエビスガイ科Scissurelldae

コギククチキレエピス　　Scissurellacoronata

クチキレエビス　　　　Scissurellastaminea

クチキレエビスsp.　　･Scissurellasp.

　　　スカシガイ科Fissurellidae

コモンスソキレ　　　　Emarginula punctata

ホクロスソキレ　　　　Ｅｍａりnulacompta

キヌジスソキレ　　　　Emarginula concinna

スソキレガイsp.　　　　Emarginulasp･

コバンスソキレ　　　　Emarginellaeximia

ナガコバンスソキレ　　EmargineSlasakuraii

クズヤスソキレ　　　　Emarginellaokinawaensis

フタカドスソキレ　　　Emarginellabiangulata

マドアキガイ　　　　　Rimula exquisita

ミカエリチドリガサ　　Montfortiairana

スソカケガイ　　　　　Montfortulapulchra

アサテンガイ　　　　　Diodoramus

ミカヅキテンガイ　　　Diodora semjlunata

ヤジリスカシガイ　　　Macroschima cuspidata

スカシガイsp.　　　　Macroschimasp･

オトメガサ　　　　　Scutus unguis

　　　リュウテン科Turbinidae

ミジンイトカケシタダミ　Pondorbisjaponicus

スキヒメカタベ　　　　Dentarenesarcina

ハグルマヒメカタベ　　Dentarenejoculosa

リュウキュウヒメカタペ　Liojnariaryukyuensis

ヤコウガイ　　　　　　Lunatica marmorata

チョウセンサザエ　　　Turboargyrostoma

コシタカサザエ　　　　Turbo stenogyrum

カンギク　　　　　　Lune【lagranulata

オオウラウズ　　　　　Astraliumrhodostoma

ぺニツプサンショウ　　Collonistarubricincta

ムラサキサンショウスガイCollonistacostulosa

コダマサンショウスガイ　Collonistaglareosa

　　　　　　　　　　　　　　Collonjstacandida

サンショウスガイ　　　Neoco【loniapjlula

サラサバイ　　　　　　Phaianellasolida

ベニバイ　　　　　　TOricolja variabilis

　　　ニシキウズ科Trochidae
ヘソアキアシヤエピス

サンショウガイモドキ

カゴサンショウガイモドキ

ヒナカコ゛ｻﾝｼｮｳｶ゛伐ﾄ゛ｷ?

クルマチグサ

オキナヮイシダタミ

Hybochelus c.orientalis

Euchelus lischkei

Euchelusinstrictus

Euchelus clathratus?

Gibbula marmorea

Eurytrochus cognatus

Monodonta labio

状態

ａ

ａ
ａ
ａ

ａ
の
ａ
ａ

ｎＤ

ａ

　ａ

ｍＤ

ａ
ａ

ｅ
ｆ
ａ
　
２
１
Ｑ
‘
９
９
２
Ｑ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｄ

ｍＤ

コ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｆ
コ
ニ
ぶ
て
；
ａ
　
ｆ
ニ
ぶ
ａ
ａ
ａ

サラサダマ　　　　　Chrysostoma paradoxum　　　a

a:生体,ｎＤ：新鮮な死殼,ｍＤ；少し古い死般,ｏＤ：古い死般
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表１ つづき－１

カザリクロズケ　　　　Diloma piPerita

チビアシヤ　　　　　Fossadna picta

ィヮカヮチグサ　　　　lwakawatrochus urbanus

オキナヮチグサ　　　　Thalotia gilberti

ニシキウズ　　　　　Trochusm.maculatus

ムラサキウズ　　　　　Trochus stellatus

ハクシャウズ　　　　　Trochus calcaratus

ムラサキィチモンジ?　　Trochuss.sacellus?

ヒメタカジリ　　　　　Trochus cumingji

ギンタカハマ　　　　　Trochus pyramis

サラサバティラ　　　　Trochus niloticus

ナッモモ　　　　　　Clanculus margaritarius

ウスィロナッモモ　　　Clanculus clanguloides

ペニフナッモモ　　　　Clanculus stigmatarius

テッィロナッモモ　　　Clanculus denticulatus

ハプタエシタダミ　　　Talopeavernicosa

キヌシタダミ？　　　　Ethminolia steamsii?

マルヒナシタダミ　　　Conotalopia musK/a

ニシキウズ科sp.　　　Conotalopia? sp･

コノボリガィsp，　　　Rossiteria sp.

キバベニバィ　　　　　Alcyna ocellata

ヒメアヮビ　　　　　Stomatella varia

ィロアセアシヤガマ　　Stomatolina decolorata

クレナィアシヤガマ　　Stomatolina sanguinea

フルヤガィ　　　　　　Stomatia phymotis ‘

ハナザラ　　　　　　Broderipiairjdescens

ハナザラ近似種　　　　゜BroderiPia’? sp｡

　　　ヮタソコシタダミ科Skeneidae

ミッカドオトギノスガィ　Leucorhynchiatricarinata

ヮダチシタダミ　　　　Mundjtiella ammonoceras

ミカガミシタダミ　　　Cyclostremiscus emeryi

　　　アマオブネ科Neritidae

ィシダタミアマオプネ　　Nerita helicinoides

コシダカアマガィ　　　Nerita striata

マングロープアマガィ　　Nerita unduiata

キバアマガィ　　　　　Nerita pjicata

フトスジアマガィ　　　Nerita costata

マルアマオプネ　　　　Nerita squamulata

アマオブネガィ　　　　Nerita alblcilla

ニシキアマオブネ　　　Nerita polita

リュウキュウアマガィ　　Nerita insculpta

カノコガィ　　　　　　Clithon sowerbianus

クサィロカノコ　　　　Smaragdia rangiana

ウミヒメカノコ　　　　Smaragdla sp. 1

キンランカノコ　　　　Smaragdia sp. 2

シラタマアマガィ　　　Pisulina adamsiana

フネアマガィ　　　　　Septaria porceSlana

　　　ユキスズメガィ科Pnenacolepadidae

ユキスズメ　　　　　　Phenacoscrenulatus

オキナヮミヤコドリ　　　Phenacolepas glathea

オニノツノガイ科Cerithiidae

オニノツノガイ

コオニノツノ

ザラカニモリ

ジュズカケカニモリ

コゲツノプエ

メオトスジカニモリ

ハナカニモリ

ホソシボリツノブエ

コンシボリツノプエ

クリムシカニモリ

ゴマフカニモリ

ハシナガツノプエ

クリフカニモリ

ダンダラノミカニモリ

ノミカニモリ

チビカニモリ

Cerithium nodolosLjm

Cerithium columna

Ce咆hium salebrosum

Cerithium balteatum

Cerithium coralium

Cerhium koperbergi

Cerhium interstriatum

Cerhlum p【acidum

Cerithium zebrum

Cerほhiumegenum

Cerほhium atromarginatum

Cer沈h↓um nesioicum

Cer睦hium punctatum

Cerほhium rostratum

Cerほhjum stigmosum

Cerほhium alutaceum

Bittium 9lareosum

Bittjum craticulatum

ｅ
ａ

ａ
0
0

ａ
ａ

ａ
ａ

の
ａ

ｍＤ

ｎＤ

ＯＤ

ａ
ａ

ａ

ＯＤ

ｍＤ

ｍＤ

ｍＤ

ｍＤ

ａ
ｉ

　ａ

ｍＤ

　ａ

ｍＤ

ｍＤ

ｍＤ

ｍＤ

ａ
ａ

ａ
ａ

ａ
ａ

ａ
ａ

ａ
ａ

ｎＤ

ｍＤ

叩

0 0

ａ

ｍＤ

ｍＤ

　ａ

ｍＤ

　ａ

ｏＤ

　ａ

ｍＤ

ｍＤ

心
ｆ

ｍＤ

ａ
ａ

ａ
ａ

ａ
Ｊ
こ
ぶ
一



表１ つづき－２

カヤノミカニモリ

ィワカニモリ

クワノミカニモリ

ヒメクワノミカニモリ

エビガィ

ヨコワカニモリ

トウガタカニモリ

ヒメトウガタカニモリ

ヤセトウガタカニモリ

カザリカニモリ

クリンニナ

オガサワラモツボ

lttibittium？sp･

(聊peomorus bifasciata

Clypeomorus batillariaeformis

Clypeomorus chemnitziana

Cerlhium zonatum

Colina macrostoma

RhinoclaMs aspera

Rhinoclavissinensis

Rhinoclaviscedonu111

Rhinoclavisdiadema

Rhinoclavisarticulata

Royellasinon

Cerihidium perparvulum

　　　スズメハマツボ科Dialidae

スズメハマツポ　　　　Diala semistriata

クリフハマツボ　　　　Diala albungo

コキザミハマツボ　　　Diala sulciiera

　　　ウキツボ科Litiopidae

ハリウキツボ　　　　　Alabagonjochila

　　　　　　　　　　　　　Alaba punctostriata

　　　フトヘナタリ科Ce咆hikjae

カワアイ　　　　　　Cerほhideopsilla djadjariensis

マドモチウミニナ　　　Terebralia sulcata

ウミニナ科Batillarjidae

リュウキュウウミニナ Batillariaflectosiphonata

ゴマフニナ科Planaxkjae

ゴマフニナ

マキミソニナ

Planaxhssulcatus

Planax紬suturalis

ヨコスジタマキビモドキ　Hineafasciata

　　　トウガタカヮニナ科Thiaridae

ネジヒダカヮニナ　　　Sermylariqueti

　　　カタベダマシ科Modulidea

カタペダマシ　　　　　Modulustectum
スナモチツボ科Scaliolidae

　　　　　　　　　Finella pupoidesモッボ

スナモチッボ

チビスナモチッボ

Scaliolabella

Scaliola9lareosa

チグサカニモリ科Plesiotrochidae

ヒメテグサカニモリ Pisiotrochus souverbianus

タマキビ科Littorinidae

イボタマキビ

タイワンタマキピ

マルアラレタマキビ

ホソスジウズラタマキビ

コウダカタマキピ

イロタマキビ

ウズラタマキビ

ヒメウズラタマキピ

コビトウラウズ

コンペイトウガイ

Nodjlittorinatrochoides

Nodilittorinavidua

Nodilittorinasp.

Littorariaundulata

Llttorariapintado

Littorariapallescens

Littorariascabra

Ljttorariaintermedia

P8asiellahabei

Echlnlnus cumlngl

ホシノミキビ科Cingulopsjdae

ホシノミキビ頻 Eatonina? sp･

リソツポ科Rissoldae

ダイリセキツポ

ミジンイトカケチョウジ

トゲツプチョウジガイ

ハブタエチョウジガイ

ホソスジチョウジガイ

シモトチョウジガイ

ツムガタチョウジガイ

カワリポリチョウジガイ

テョウジガイsp.

ニセチョウジガイ

キリコテョウジガイ

ガンコチョウジガイ

ノンピリチョウジガイ

コウシボリチョウジガイ

イボチョウジガイ

Pusillinamarmorata

Parashiela ambulata

Merelina wanawana

Rjssoina modesta

Rjssoina materinsula

Rissoina antoni

Rissoina artensis

Rissoina okinawensis

Rissoina sp･

Rissoina scplopax

Rissoir�obeliscus

Rissoinaturricula

Rissojnaflmbriata

Rissoina tornatilis

Rissoina sculpUlis

Rissojna caelata
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ケボリニセチョウジガイ

キンスジチョウジガイ

クリムシチョウジガイ

イサカイクリムシテョウシ゛力゛ｲ

ｼｮｳｸﾘﾑｼﾃｮｳｼ‘力‘イ

フトウネチョウジガイ

ルリチョウジガイ

クチキレチョウジガイ

Rissoina plicata

Rissoinacerithiformis

abinatridentata

Zebinalis

Sbinaisolata

Schwartziel旨triticea

Schwartzielkl subulata

Stosicia hiloense

ミジンギリギリツツ科Caecidae

ミジンギリギリツツ

ハリモチミジンツツ

バイプミジンツツ

モヨウミジンツツ

ネジレミジンツツ

Caecum 9racile

Caecumsp･

caecum kajiyamai

Caecumjaponicum

Caecum?sp，
カヮザンショウガイ科Assjmjneidae

ウスイロヘソカドガイ

サツマクリイ0ｶﾜｻ‘ﾝｼｮｳsp･

P●ludln●Ilasllmln●a strlcla

IAngustas●lmlnaa自sp･

クビキレガイ科Truncatellidae

クビキレガイ　　　　　Truncatella guerinji

　　　イソコハクガイ科vitdnellldae

マキスジイソコハク

ケボリカズウズマキ

ミジンカブトシタダミ

マンジュウシタダミ

イソコハクガイsp.1

イソコハクガイsp.2

Vltrinellalenticula

Circulus modesta

Lophocochlias minutissimus

Woodrjngillasolida

vitdnellidaegen.＆sp.1

vitrinellidaegen.＆sp.2

　　　スイショウガイ科Strombidae

ムカシタモト　　　　　Strombus mutabilis

ヤサガタムカシタモト　　Strombusmicrourceum

オハグロガイ　　　　　Strombusurceum

ミツユピガイ　　　　　Strombus dentatum

マガキガイ　　　　　　Strombus luhuanus

マイノソデ　　　　　Strombus aurisdjanae

イボソデガイ　　　　　Strombuslenti90

ヒメゴホウラ　　　　　Strombus sinuatus

アツソデガイ　　　　　Strombusthersites

クモガイ　　　　　　Lambis lambis

ラクダガイ　　　　　　Lambis truncatasebae

スイジガイ　　　　　　Lambis chiraga

トンボガイ　　　　　　Terebellum t.terebellum

　　　スズメガイ科Hipponicidae

アツキクスズメ　　　　Hipponix acuta

カワチドリ　　　　　　Hjpponb（匍liacea

スズメガイ　　　　　　Hipponixtri9ona

フウリンチドリ　　　　Chei一aequestris

シワフウリンチドリ　　　Cheiiatortiljs

チリメンフウリンチドリ　Cheileacicatricosa

カプトフウリンチドリ　　Cheibalayardi

　　　シロネズミガイ科vanikorjdae

マルシロネズミ　　　　vanikoro helicoidea

マルシロネズミsp.　　vanikorosp･

シロネズミ科sp.　　　　Macromphalus sp･

イトカケシロネズミ　　vanikoro 9ueriniana

　　　ムカデガイ科vermeidae

フタモチヘビガイ　　　Dendropoma maximum

ミジンムカデ　　　　　Dendropoma planorbis

ムラサキヘビガイ　　　Serpulorbisnodosouguosus

リュウキュウヘビガイ　　Serpulorbistrimeresurus

ヘピガイsp,1　　　　　°Serpulorbislsp.1

ヘピガイsp.2　　　　　°Serpulorbis“sp,1

　　　タカラガイ科Cypraejdae
キィロダカラ

ハナビラダカラ

コモンダカラ

カモンダカラ

ヒロクチダカラ

クロダカラ

カノコダカラ

ヨツメダカラ

Cypraea moneta

Cypraea annulus

Cypraea erosa

Cypraea helvola

Cypraeacyljnd而a

Cypraealisteri

Cypraea cribrada
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ナシジダカラ

ハナマルユキ

ナツメモドキ

ウスムラサキダカラ

サバダカラ

ニセサバダカラ

カミスジダカラ

ツマムラサキメダカラ

ゴマフダカラ

ヤナギシボリダカラ

ハテジョウダカラ

ヤクシマダカラ

ホソヤクシマダカラ

ホシダカラ

ヒメホシダカラ

クチムラサキダカラ

ホシキヌタ

チドリダカラ

コゲテドリダカラ

サメダカラ

ィボダカラ

　　　シラタマ科TrMdae

シラタマガィ

コムギツプガィ

ザクロガィモドキ

Cypraea labrolineata

Cypraea caputserpentis

Cypraeaerrones

Cypraea luchuana

Cypraea hirundo

Cypraea kieneri

Cypraea clandestina

Cypraea imbriata

Cypraea punctata

Cypraeaisabella

Cypraea mauritiana

Cypraea arabica

Cypraea eglantina

Cypraeati9ris

Cypraea¥nx

Cypraea cameola

CyPraea vitellus

Cypraea cicercula

Cypraea bistrinotata

Cypraea staphylaea

Cypraea nucleus

Trivirostraoryza

Trivirostrahordacea

Erato sulcifera

タマガイ科Naticidae

トミガィ

リスガィ

ネズミガィ

ネコガィ

ツツミガィ

カノコダマ

コハクダマ

ホウシュノタマ

アラゴマフダマ

タマガィsp･

ハギノツユ

　　　オキニシ科Bursidae

ィヮカヮウネボラ

シヮオキニシ

コプオキニシ

オキニシ

Polinicesmammilla

Mammillamelanostoma

Mammillasimiae

Eunaticinapapilla

Sinum planulatum

Naticabougei

Naticastellata

Naticagualterina

Naticariusonca

Naticariussp，

Tanea cemjca

Bursa9ranularis

Bursacruentata

Bursatuberosissima

Bursabufonia
トウカムリ科Ca�ida●

アメガイ

ヒナズル
Casmaia ponderosa

Casmaiaerjnacea
ヤツシロガイ科Tonnidae

イワカワトキワガイ

ウズラガイ

スクミウズラガイ

Mieapomum

Tonna perdix

Tonnacepa

フジツガイ科Ranellidae

シマアラレポラ　　　　Gyrineum gyrineum

ペニアラレボラ　　　　Gyrineum reseum

トウマキ　　　　　　Cymatium succincta

シロシノマキ　　　　　Cymatium mundum

サッマポラ　　　　　Cymatium aquatile

ミッカドボラ　　　　　Cymatjum nicobaricum

ハイイロボラ？　　　　Cymatium comptum?

シオボラ　　　　　　Cymadium muricium

ホラガイ　　　　　　Charonja tritonis

　　　ケシカニモリ科Cerほhiopsidae

ケシカニモリ　　　　　Notoseilamorishimaj

アミメケシカニモリ類　　゛Clathropsis'lsp｡

　　　ミックテキリオレ科Triforjdae

モザイクキリオレ　　　Monophorus tessellata

ホソヤカキリオレ　　　Tetraphorainjqua

ミケイロキリオレ　　　Mesophoramonili狛ra

クビマキキリオレ　　　Mesophora ustulata

トウキビキリオレ　　　Mesophora cnoeps
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クリィロキリオレ

ハリオレ

モザィクキリオレ

スミレハリオレ

ヘリトリムラサキキリオレ

ナンバンキリオレ

ムラサキハラプトキリオレ

シロィボキリオレ

サメハダキリオレ

トクサキリオレ

エビィロミックチキリオレ

フジィロミックチキリオレ

カネッケミックチキリオレ

チビミックチキリオレ

シラクモミックチキリオレ

トウマキキリオレ

フカボリキリオレ

シロキリオレ

トガリキリオレ

ネズミキリオレ

Mesophora sp･

lnellaasperrima

Monophorus tessellata

LatitriPhoramaxillaris

Monophorus hervied

Mesophora sp，

Mesophora rubra

Mesophorapapillata

Mastonia panites

Mastonia squajida

Mastonia undata

lniforisfusiforimis

lniforisikukoae

lniforispro9ressa

MastDniae匍risiousseaumei

vidola vulpina

vjdola inter9ranosa

Euthymella concors

EuthymeOa pyramidalis

lTriphora" rufosutura

Nanaphoratriticea

　　　ィトカケガィ科Eptonidae

ネジガィ　　　　　　GyroscalaJamellosa

ムラクモィトカケ　　　Epbnium marmoratum

ィトカケガィsp.　　　　Epitonium sp，

クルィィトカケ　　　　Cycloscala hyalina

　　　ハナゴウナ科Eulimidae

クロナマコヤドリニナ　　Melanella kuronamako

ヤドリニナsp.I　　　　Melanelja sp.1

ヤドリニナsp.2　　　　Melanella sp.2

オオツマミガィ　　　　Htpermastusteinostoma

ホソゴマフクリムシ　　Sticteeulima amamiensis

オネジニナ　　　　　Scalenostoma carinata

レィシツボ　　　　　Pyramidelloides miranda

ヤサガタテョウジガィ　　Pyramid�oides? angusta

ヒトデナカセ　　　　　Thyca crystalljna

　　　アッキガィ科ML』｢icidae

ガンゼキボラ

オオガンゼキ

コガンゼキ

チヂミバショウ

モロハボラ

ヒシヨウラク

ウネレィシダマシ

キナフレィシダマシ

ゴマフヌカポラ

コメボラ

クテペニレィシダマシ

ヒメシロレィシダマシ

シロレィシダマシ

レィシダマシ

フトコロレィシダマシ

ウネシロレィシダマシ

シロィボレィシダマシ

クチムラサキレィシダマシ

ニッポンレィシダマシ

コムラサキレィシダマシ

シィノミレィシ

ハナワレィシ

ムラサキィガレィシ

キマダラィガレィシ

シロィガレィシ

アカィガレィシ

キィロィガレィシ

ツノレィシ

ツノテツレィシ

シラクモガィ

テツレィシ

Chicoreus brunneus

Chicoreus microphyllus

Chicoreus strigatus

Marchia triptera

Aspella anceps

Favartia brevicula

Cronia margariicola

Pascula ochrostoma

Maculotriton serriale

Maculotriton digjtaljs

Drup811a concatenata

Drupella fragum

Drupella comus

Morula granulata

MOrula mutica

MOrula anaxeres

Morula purpureocincta

Habromorula striata

Morulajaponica

Habromorula biconica

usillaavenacea

Nassa francolina

Drupamorum

Druparlclnus rlclnus

Drupa albolabris

Drupa rubusidaeus

Drupa grossularia

Mancinella tuberosa

Mancinella hippocastanus

Thais armigera

Thais savignyi
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クチムラサキサンゴヤドリ

スギモトサンゴヤドリ

ヒトハサンゴヤドリ

COralliophilaneritoidea

Coralllophilaclathrata

Quoyula madreporara

　　　オニコプシ科vasidea

オニコブシ　　　　　vasum ceramicum

コオニコブシ　　　　　vasumturblnellum

　　　フトコロガイ科Columbellidea

フトコロガイ　　　　　Euplica versicolor

テヂミフトコロ　　　　Euplicavarians

ヒメマルフトコロ　　　Euplica borealis

マルフトコロ　　　　　Euplica borealis

ムシエピ　　　　　　Pyrenelava

ヒメマッムシ　　　　　Pyrene subcrebraria

アカマッムシ　　　　　Pyrene marmorata

タモトガイ　　　　　　Pyrene punctata

ペニシワマッムシ　　　Anachislonida

ッマベニマッムシ　　　Metanachis marquesa

オオッマベニマッムシ　　Metanachis calllope

オキナワシラゲガイ　　　Ｍほ｢ellanympha

ユメマッムシ　　　　　Mitrella hanley

ククリムギガイ　　　　Ｍ睦｢ellaPhila

チビムギガイ　　　　　Mitrella moleculina

ミナミカゲロウマッムシ　Pyreneola abyssicola

ノミニナ?　　　　　　Zafra pumila?

キリコノミニナ?　　　　Zafratro9lodyles?

クチマガリノミニナ　　Zafra cinnamonea

アミモンノミニナ　　　Zafra saviniae

ホソシワノミニナ　　　Zafra peasei

ハナマッムシ　　　　　Aesopus spjculus

オリイレヨフバイ科Nassariidae

ィボヨフバィ

カニノテムシロ

アワムシロ

ヒメオリィレムシロ

アツムシロ

ヒメヨフバィ

ミスジヨフバィ

ハィィロヨフバィ

シィノミヨフバイ

ヨフバィモドキ

キヌヨフバィ

Nassdus coronatus

Pliarculaiabellula

Niotha ibescens

Nlothanodi毎ra

Niotha semisulcata

Telasco 9audlosa

Telasco reeveana

Telasco mustelina

Telascovelatus

Telascoljmnaeけ○rmjs

Zeu)ds concinnus

Reticunassa rotundus

エソバィ科Buccinidae

ノシガイ

ノシメニナ

ホソノシガイ

シロイボノシガイ

ホソカゴメベッコウバイ

スジグロホラダマシ

ヒメホラダマシ

テラマチホラダマシ

ダルマヒサゴホラダマシ

コゲイロホラダマシ

ペヅコウバイ

シマベッコウバイ

Pusiostoma mendricaria

Eninopsisjineata

EnjnoPsis zonalis

Eninopsi phasianola

Prodotia lannumi

Polliaundosa

Polllarubiginosa

Polliawagneri

“Hindsia”nivea

Caducぼer decapitataus

Ecmanislgnea

apeuthria cjngulata

イトマキボラ科Fasciolariidae

イトマキポラ

ナガイトマキボラ

ムラサキツノマタモドキ

キイロツノマタモドキ

ペニマキ

マルニシ

リュウキュウツノマタ

スジグロニシキニナ

チトセボラ

Pleuroploca trapezium

PleuroPloca ilamentosa

Peristemia nassatula

Peristemialuchuana

Benimakia fastigium

Leucozonia smaragdula

Latiruspoly9onus

Latirulusturritus

Fuslnus nicobaricus

マクラガイ科01Mdae

オオシマポタル?

サツマピｆ

ジュド６マクラ

01ivella sp，

01iva annulata

O11va miniacea
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　　　ショクコウラ科

ヒメショクコウラ

Harpidae

　　　Harpaamouretta

　　　フデガイ科Mitddea

チョウセンフデ

マルフデガイ

オニキバフデ

ベニウミフデ

キバフデ

マュフデ

カノコフデ

コベニフデ

ヤママュフデ

フチヌイフデ

オオシマヤタテ

ミダレシマヤタテ

フトコロヤタテ

イモフデ

ヒメイモフデ

チョウチンフデ

ツノイロチョウチンフデ

マクラフデ

クチベニアラフデ

Mitramitra

Mltra cardinalis

Mitra PaPali

Mitra imperialis

Nebularia puncticulata

Nebularia chrysalis

Nebularia cucumerina

Nebularia fraga

Nebularja turgida

Nebularja coronata

Strigatellaretusa

Strigatellalitterata

Strigatelladecurtata

Pterygia dactylus

Pterygia undulosa

lmbricaria vanikorensls

lmbrlcaria punctata

lmbricaria olivaeformis

Neocancilla papilio

ミノムシガイ科Costellariidea.

ナガミノムシ

ミノムシガイ

オオミノムシ

シワミノムシ

ハイイロミノムシ

イトカケックシ

ワカックシ

クリイロワカックシ

カンムリックシ

タケノコフデ

チビックシ

ハマヅト･

チヂミハマヅト

トゲハマヅト

ナメラハマヅト

シボリオトメフデ

カスリオトメフデガイ

ミョリオトメフデ

マメオトメフデ

ハデオトメフデ

アラレオトメフデ

コツブオトメフデ

ヒナオトメフデ

オトメフデsp、

ノミフデsP･

vexillum taenitatum

vexillum balteolatum

vexillum plicarium

vexlllum ru9osum

vexiSlum gruneri

Costellariasemifaciata

Costellarlaianda

Costelほrianigricans

Costellarlacoronata

Costellariacostatum

Costellarlazebuense

Costellariaexaspertata

Costellariapaciica

Costellariacadaversa

Pusiasp･

Puslalnfausta

Pusiainerrupla

Pusiatusa

Pusia consanguinea

Pusiaamabile

Pusjalauta

Pusiacancellarioides

Pusia analo9ica

Pusia diutenurum

Pusiasp･

Thalasp･

　　　ヘリトリガイ科Marginellidae

ミドリコゴメガイ　　　Ｄｅｎｾﾞmar9o kawamurai

イリコゴメガイ　　　　Denｾﾞmargoteramachii

　　　コゴメガイ科Marginellidae

コゴメガイsp.　　　　Granulina sp｡

　　　クダマキガイ科Turridae

ツノクダマキ　　　　　Clavus exaperatus

ヒトスジツノクダマキ　　Clavus unizonalis

ノミクダマキ　　　　　Clavus pusilla

チピシャジクsp.　　　　Haedropleura sp･

トラフクダマキ　　　　Lophiotoma acuta

クダポラ　　　　　　Turriscrispa

カスリクダマキ　　　　xenuroturris millePunctata

レンガマキシャジク　　　Clavuslamberti

サピクギシャジク　　　CadnaPex minutissima

ｸﾛｲﾄﾏｷﾊﾗﾌ゛ﾄｼｬｼ゛ｸ　　　Turridrupa bijubata

スミソメシズクニナ　　Mitromorpha atramentosa

クロホシシズクニナ　　Mitromorpha stepheni

ｹﾎ'ﾘｺｼﾎ'ｿｸﾃｷﾚﾂﾞﾌ゛　　　Etrema glabriplicata
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サシコツブ

ルビーフタナシシャジク

リシケフタナシシャジク

モモイロフタナシシャジク

ヒメモモfﾛﾌﾀﾅｼｼｬｼ‘ｸ

ヒシガタコトツブ

カザリコトツプ

コトツブ

カゴメコトツプ

ハブタエコトツプ?

　ヒサゴコウシツプ

　ニクィロコウシツブ

　フジィロコウシツブ

　チチジマコウシツブ

　カスリコウシツブ

　ウスィロコウシツブ

　ヌノメウネコウシツプ

　マルミソフデシャジク

　　　　ィモガィ科Conidae

　クロミナシ

　ハルシャガィ

　クロザメモドキ

　アンボンクロザメ

　クロフモドキ

　マダラィモ

　ジュズカケサヤガタィモ

　サヤガタィモ

　ハナワィモ

，シロセィロンィモ

　ガクフィモ

　ゴマフィモ

　コモンィモ

　アラレィモ

　ツヤィモ

　アカシマミナシ

　ヒラマキィモ

　サラサミナシモドキ

　ユキゲィモ?

　ヤナギシボリィモ

　サラサミナシ

　ハィィロミナシ

　キヌカツギィモ

　ヤセィモ

　ィボシマィモ

　シロアンボィナ

　ムラサキアンボィナ

　アジロィモ

　タガヤサンミナシ

　ツポィモ

　ロウソクガィ

　ニシキミナシ

　ヒロクティモ

Macteola interrupta

Lienardia rubida

Lienardialischkeana

Lienardia malSeti

Lienardia rubicunda

Lienardia sp･

Eucjthara stromboides

Eucihara coronata

Eucithara marginellojdes

Eucithara bascauda

Eucithara conohelicoides?

Gurabussp.1

Guraleus sp. 2

Philbertiaphilppinensis

Philbertia9ranicosta

Philbertiasp･

Kermia bernardj

Kermja拍ssellata

Kermialutea

Eucyc10toma lactea

Hemidaphne cyclophora

Conus marmoreus

Conustessulatus

Conus ebumeus

Conuslitteratus

Conusleopardus

Conus ebraeus

Conus coronatus

Conus fulgetrum

Conussponsiis

Conusnanus

Conus musicus

Conus pulicarius

Conusarenatus

Conuscatus

Conus boeticus

Conus generalis

Conus planorbis

Conusvitulinus

Conus striatellus?

Conusmeles

Conus capjtaneus

Conus rattus

Conuslavidus

Conusemaciatus

Conuslividus

Conustulipus

Conus obscurus

Conus pennaceus

Conustextile

Conus aulicus

Conus quercina

Conus striatus

ConLJsspectrum

タケノコガイ科Terebridae

ムシロタケ

カニモリタケ

ウシノツノガィ

ベニタケ

リュウキュウタケ

キバタケ

ソウゲタケ

タケノコガィ

シロフタケ

マキザサ

Decorihastula affinis

Abratiellacerithina

Subula areolata

Subula dimidjata

Oxymeris maculatlJs

Oxymeris crenulatus

Oxymeris fellina

Terebra subulata

Terebra gittata

Dimidacus babylonia

ガラスツボ科Rissoellidae

ガラスツボ類
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クルマガイ科Architectonjcldae

コグルマ

クリィロナワメグルマ

ヒロベソナワメグルマ

Psllaxlsradiatus

Heliacus variegata

Heliacusfenestratus

トウガタガイ科Pyramidellidae

オオクテキレ

オオシィノミクチキレ

ネコノミミクチキレ

ィカリガタクテキレ

シィノミクチキレ

スジィリクリムシクチキレ

ソメワケクチキレモドキ

オオシマテョウジガィ

ｼｬ]力゛ｲｬﾄ゛9ｲﾄｶｹrり

Turbonillasp･

エンジサナギクチキレ

シロカエンクチキレ

ヒネモスクチキレ

ゴリンクチキレ

Lcngchaeus sulcatus

Milda ventficosa

Otopleura auriscatj

Otopleura nodicincta

Otopleura mjtralis

Styloptygma taeniata

Styloptygma versicolor

Mormula hirasei

Tibersymola? sP･

Turbonillacummingi

Pyr9olamros? sp･

“TL』rbonilla°sp.｜

“Turbonilla" sp. 2

0dostomella opaca

Quirellasuprafila

Hinemoaligata

Costabieta horrida

　　　オオシィノミガィ科Acteonidae

カヤノミガィ　　　　　Pupasulcata

コシィノミガィ　　　　Solidula stri9osa

　　　ベニシポリガィ科Bullinidae

ぺニシボリ　　　　　　Bullina ljneata

　　　ミスガィ科Hydatinidae

ペニヤカタ　　　　　　Hydatlna amplustre

　　　マメウラシマ科Rungiculidae

　　　　　　　　　　　　　　Ringiculinashimaensis?

　　　スィフガィ科Scaphandridae

オオコメツブガィ　　　Acteocjna coarctata

ヨワコメツブ?　　　　Acteocina exilis

　　　ヘコミツララガィ科Retusidae

ハデヤママユガィ　　　Retusa bizonata

コウシポリコメツプ　　Retusaconcentricta

ハナカゴコメツブ　　　Retusa waughiana

⊃メツプガィ？　　　　Decorrfer insignis?

　　　タマゴガィ科Atyidae

タマゴガィ　　　　　　Atysnaucum

カィコガィ　　　　　　メMiculastrum cylindricum

ホソタマゴガィ　　　　Limulatys ooformis

キバカィコガィ　　　　Dinlatys dentifer

ィッポンバカィコガィ　　Diniatys monodonta

　　　ナツメガィ科Bulllidae

ナツメガィ　　　　　　Bullavemicosa

　　　ユリヤガィ科Juliidae

ユリヤガィ？　　　　　Juliajaponica?

ゼブラユリヤガィ　　　Juliazebra

　　　カラマツガィ科Siphnaidae

コウダカカラマツ　　　siPhonarialaciniosa

コビトカラマツ　　　　Siphonafia rucuana

ヒラカラマッ　　　　　Siphonada atra

テリカラマツ　　　　　Williamia radiata

　　　オカミミガィ科E{lobiidae

ヒメヒラシィノミガィ　　Pythianana

クロヒラシィノミガィ　　Pythia pachyodon

ヘソアキコミミガィ　　　Laemodontatypica

カドバリコミミガィ　　　Laemodonta bella

カシノメガィ　　　　　匈lochroalayardi

ソナレガィ　　　　　　A11ochroa affinis

ツヤハマシィノミガィ　　Melampuslavus

スジハマシィノミガィ　　Melampus fasciatus

ハマシィノミガィ　　　Melampus nuxeastaneus

チビハマシィノミガィ　　Melampus Parvulus

ヌノメハマシィノミ　　Melampus granifer
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サナギガイ科Pupillidae

イ　　　　　　Gastrocopta armigerella

オカクテキレガイ科Subulinidae

カチョウジガイ？　Allopeaspyrgula?

ョウジガイ？　　　A¶lopeaskyotoense?

ペッコウマイマイ科Heljcarionidae

'イsp，　　　　Parakadeila? sp･

スナガイ　　　　　　Gastrocopta armigerella

　　　オカクテキレガイ科Subulinidae

ホソオカチョウジガイ？　Allopeaspyrgula?

オカチョウジガイ？　　　A¶lopeaskyotoense?

　　　ペッコウマイマイ科Heljcarionidae

キピガイsp.　　　　Parakadeila? sp｡

　　　オナジマイマイ科Bradybaenldae

バンダナマイマイ　　　Bradybaena circulus

　　　　　掴足綱Scaphopoda

　　　ツノガイ科Dentaliidae

リュウキュウツノガイ　　Graptacmeacicula

　　　　　ニ枚貝綱BivaMa

　　　フネガイ科Arcidae

オオタカノハガイ　　　Arca ventricosa

フネガイ　　　　　　Arca avellana

エガイ　　　　　　　Barbatialima

オオカリガネエガイ　　　Barbatiafollata

カリガネエガイ　　　　Barbatia vjrescens

トマヤエガイ　　　　’Barbatia cometa

べニエガイ　　　　　　Barbatia amygdaloumtostum

クロミノエガイ　　　　Barbatia cruciata

ハナエガイ？　　　　　Barbatla steami?

ハブタエエガイ　　　　Barbarca enella

コシロガイ　　　　　　Acar plicatum

リュウキュウサルボウ　　Ajladanaantiquata

ヤサガタミミエガイ　　　Arcopsissculptilis
タマキガイ科Ｇりcymeridedae

ソメワケグリ

ウチワガイ

　　　イガイ科Mytilidae

クジャクガイ

リュウキュウヒバリガイ

ホソスジヒバリガイ

ヒバリガイモドキsp･

ヌリマクラ

クロシギノハシ

キカイイシマテ

マラッカイシマテ

Glycymeris reevei

Tucetona aur治ua

Septifer bilocularis

Modiolus auriculatus

Modiolus philippinarum

Modioluslavidus

Hormomya sp･

Botula sjlicula

Lithophagateres

Lithophagalithura

Ljthophaga malaccana

　　　シラスナガイモドキ科Philobryidae

カネコシラスナガイモドキCrdskanekoi

豺八ｼｼﾗｽ幼'ｲﾓﾄ゛ｷ　　　　Crdsohashii

　　　ウグイスガイ科Pteriidae

クロチョウガイ　　　　Pinctada margaritifera

アコヤガイ　　　　　　Plnctada martensli

ぺニコチョウガイ？　　　Pinctadafucata？

ミドリアオリガイ　　　Plnctada maculata

　　　シュモクガイ科Malleidae

ニワトリガキ　　　　　MaK/ufundus regula

ヒリョウガイ　　　　　Malleusirregulads

　　　ハボウキガイ科Pinnldae

イワカワハゴロモ　　　Pinna muricata

　　　シュモクアオリガイ科lsognomonidae

シュモクアオリガイ　　　lso9nomonjsognonum

シロアオリガイ　　　　lso9nomonlegumen

ヘリトリアオリガイ　　　lsognomonnucleus

ヤプサメガイ　　　　　Crenatula modiolaris

　　　ミノガイ科Limidae

ミノガイ　　　　　　Lima vulgaris

ミダレハネガイ　　　　Ctenoides annulata

オオシマハネガイ　　　Ctenoides concentricus

オオユキミノガイ　　　Limariabasilanica

ユキミノsp.　　　　Limariasp.

コナユキバネ?　　　　Limatula nippona?

　　　イタヤガイ科Pectinidae

リュウキュウナデシコ.Chlamys squamosa

サンゴナデシコ　　　　Chlamys madreporarum
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シロスジナデシコ

リュウキュウオウギ

ヤガスリヒヨク

チサラガィ

ウミギクモドキ

Mimachlamys albolineata

Comptopalliumradula

Bractaechlamyscoruscans

GloripalliumPallium

Pedim spondyloideum

　　　ワタソコツキヒガイ科Propeamussiidae

コモチハリナデシコ　　Chlarr¥dellaincubata

ウスハリナデシコ　　　Chlar㎎della tenuissima

　　　ウミギク科Spondylidae

メンガイ　　　　　　Spondylus squamosus

ミヒカリメンガイ　　　Spondylus nicobaricus

ショウジョウカズラ　　Spondylus n.f.ciljatLJs

コシロトゲウミギク？　　Spondylus albibarbatus7

ウチワウミギク？　　　Spondyluslabelum?

　　　ネズミノテ科Plicatulidae

カスリイシガキモドキ　　Plicatula australjs

　　　ペッコウガキ科Gryphaeidae

ヒラガキ　　　　　　Hyotissajnaequivalvis

カキツパタ　　　　　　Hyotjssa inbricata

サンゴガキ　　　　　Anomiostrea coralliophila

　　　イタボガキ科Ostreidae

チャワンガキ　　　　　Booneostrea cucullina

ノコギリガキ　　　　　Dendostrea crenulifera

オハグロガキ　　　　　Saccostrea mordax

ニセマガキ　　　　　Saccostrea echinata

オハグロガキモドキ　　Saccostrea cucullata

カキsp，　　　　　“Ostrea° sp｡

　　　ツキガイ科Lucinidae

クチベニツキガイ　　　Codaia punctata

ツキガイ　　　　　　Codakjatigema

ウラキツキガイ　　　　Codaia paytenorum

ヒメツキガイ　　　　　Eμcoda㎞bella

ホソスジヒメツキ　　　EpjcodaMa sp.

コビトウミアサ　　　　EpicodaMa pygmaea

ウメノハナガイ？　　　P111ucina plsidium?

ウメノハナsp.　　　　Lucjnidae gen. ＆sp･

ナシノハナガイ？　　　Wallucina ictericus?

カプラツキガイ　　　　Anodontia edentula

カプラツキガイsp.　　AnodonUa sp｡

　　　カゴガイ科Fimbriidae

カゴガイ　　　　　　Fimbria soverbii

　　　フタバシラガイ科Ungulinidae

シオガマ類　　　　　Cycladicama sp｡

　　　ウロコガイ科Galeommatidae

キイロウロコガイ　　　Pseudogieomma lava

キイロウロコガイsp.　　PseudogieommasP･

マメアゲマキsp.I　　　Scintilla sp. 1

マメアゲマキsp, 2　　　Scintilla sp, 2

マメアゲマキsp,3　　　Scintllla sp. 3

テテノシタタリ　　　　Radobomia bryani

ミガキシタタリ？　　　Nesobomja bulla?

キザミシタタリ　　　　Lionel㎞denticulata

アケボノガイ　　　　　Barrimysia cumingii

　　　イソカゼ科Sportellidae

ソヨカゼ顕似　　　　　Sportellidae gen.＆sp.

ケヅメガイ　　　　　　Anisodonta angulata

　　　トマヤガイ科Cardjtidae

クロフトマヤ　　　　　Cardita variegata

トマヤガイ　　　　　　Cardita bana

　　　キクザル科Chamidae

ケイトウガイ？　　　　Chama dunkeri?

キクザル　　　　　　Charrajaponjca

シラガザル　　　　　Qlama asperella

カネツケザル　　　　　Charraiostoma

シマザル?　　　　　　Chama pacica?

シシガシラ？　　　　　Chama savignyi?

キクザル類　　　　　CharTasp｡

　　　ザルガイ科Cardiidae

イレズミザル　　　　　vasticardjum rubicundum
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ゴマフザル　　　　　vasticardium pectinげorme

リュウキュウザル　　　vasticardiumlavum

スペリザル　　　　　Acrosterigma biradiata

オオヒシガィ　　　　　Fragum fragLJm

カワラガィ　　　　　　Fragum unedo

リュウキュウヒシ　　　Fragumloochooanum

ヒシガィsp，　　　　　Fragum sp･

クサビヒシガィ　　　　Fragum mundum

ハートガィ　　　　　　LLJnulicardia hemicardium

キヌヒシガィ　　　　　Mjcrcfragum festh/um

ボタンガィ　　　　　　Fulvia australis

エマィポタン　　　　　FuMaaperta

　　　シャコガィ科Tridacnidae

シャゴウ　　　　　　Hippopus hippopus

シラナミガィ　　　　　Tridacna maxima

ヒレジャコ　　　　　Tridacna squamosa

ヒメジャコ　　　　　Tridacna crocea

　　　バカガィ科Mactrjdae

リュウキュウバカガィ　　Mactra maculata

タママキガィ　　　　　Mactracuneata

ユキガィ　　　　　　Meropesta njcobarica

　　　チドリマスオガィ科Mesodesmatidea

ィソハマグリ　　　　　Atactodea striata

チドリマスオ　　　　　Donacilla picta

ハマチドリ　　　　　　Spondervilja bisculpta

ハコベノハナガィ　　　Rochefortina sandwichensis

　　　チトセノハナガィ科Anatinelliae

テトセノハナガィ　　　AnaUnella nicobarica

　　　フジノハナガィ科Donacidae

リュウキュウナミノコ　　Latona毎ba

　　　ニッコウガィ科Tellinidae

リュウキュウサラガィ　　Lacioljna chloroleuca

ニッコウガィ　　　　　Tellinella virgata

ヒメニッコウガィ　　　Tellinella staurella

コニッコウガィ　　　　Tellinellaradians

ヒノデガィ　　　　　Tellinella crucigera

ダィミョウガィ　　　　Pharaonella pema

オオシマダィミョウガィ　Pharaonellatongana

ヒラセザクラ　　　　　Clathrotellina camicolor

ヌノメィチョウシラトリ　Pistris diphana

リュウキュウシラトリ　　Quidnipays palatam

サメザラ　　　　　　Scutarcopagia scobinata

モチヅキザラ　　　　　Cyclotellina remies

ナミノコザラ　　　　　Cadella semen

トゲウネガィ　　　　　Quadrans spinosa

　　　　　　　　　　　　　　Tellinidaegen, ＆sp･

ハツヒザクラ　　　　　Arcopella isseli

ミガキヒメザラ　　　　Pinguitellina pingujs

ゴシキヒメザラ　　　　Punipagia radia胎lineata

チヂミヒメザラ　　　　E11iptotel【ina euglypta

ゴシキザクラ　　　　　Jacte111na obliqLJistriata

シボリザクラ　　　　　Loxoglypta clathrata

シボリザクラsp.　　　　Loxo91ypta sp･

ハスメザクラ　　　　　Loxo91ypta transculpta

　　　　　　　　　　　　　　Semelangtulatenuilirata

リュウキュウザクラ　　Moerella philippinensis

　　　アサジガィ科Semelidae

サメザラモドキ　　　　Semele carnicolor

シワサメザラ　　　　　Semele obscurax

カケラガィ　　　　　　Lonoakatoi

ナノハナガィ　　　　　Leptomya adunca

シロナノハナガィ　　　Leptomyatrigonalis

ィソシジミ科Psammobiidae

ハスメヨシガイ

マスオガイ

フネマスオ?

ハザクラ

リュウキュウマスオ

Grammalomya ●quamﾛ●a
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表１ つづき－13

ウチトミガイ　　　　　Heteroglypta contraria

　　　キヌタアゲマキ科Solecurtldae

ズングリアゲマキsp.　　Azoinus sp･

　　　フナガタガイ科Trapezidae

フナガタガイ　　　　　Trapezium bicarinatum

スエヒロフナガタ　　　Trapezium oblongum

マルスダレガイ科veneridae

ヌノメガィ

アラヌノメガィ

カノコアサリ

チリメンカノコアサリ

ホソスジィナミガィ

アラスジケマンガィ

ィナミガィ

ユウカゲハマグリ

オミナエシ

オミナエシ顕

ガンギハマグリ？

マダラィオウハマグリ？

マルオミナエシ

サラサガィ

チャィロサラサ

タィヮンシラオ

トモシラオ

コキザミシラオガィ

フキアゲアサリ

オィノカガミ

リュウキュウアサリ

ヒメリュウキュウアサリ

ヒメアサリ

ハネマツカゼ

フスマガィ?

PeriglyptaPuerpera

Periglyptareticulata

Glycydontamarica

veremolpa costellifera

Gafrariumpectinatum

Gafrariumtumrdum

Gafrariumdispar

Pjtarstriatum

Pitarpellucidum

Pitersp，

Pitarlineolatum？

Hyphantosomalimatulum?

Lioconchacastrenis

Lioconchafastigiata

Lioconchalorenziana

CircetLJmefacta

Circesulcata

Crenocircepicta

GomphinaLJndulosa

Bonartemishjstrio

Tapesliteratus

Tapes belcheri

Rudiapes variegata

lrusmacroPhyljus

Clementiavatheleti?

キヌマトイガイ科Hiatellldae

キヌマトイガイ

　　　ツクエガイ科

ツクエガイ

サヤガイ

　　　　Hjatellaorientalis

Gastrochaenidae

　　　　Gastrochaea cunegormjs

　　　　Spen91eia mytjloides

ニオガイ科Pholididae

ニオガイ科sp. Pholadjdae gen.＆sp･
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　　　ミツカドカタビラガイ科Myochamidae

コカタピラ　　　　　　Myadora reeveana　　　　　oD



れていないと考えられる種が同数程度存在した。

　この海域に特撒的な種として、サンゴウラウズ

（０励zαaz泊回ｕ幼面９ａ）とサンゴガキが挙げ

られる。前種は、この辺野古沖の干瀬（リーフ）

から得られた標本を基に、新属・新種として1981

年に記載された3cm程度の腹足類である（Habe

and Okutani 1981）。本種は、私たちの調査では確

認できなかったが、これまでに8個体が同じ場所

の干瀬上から得られている（仲嶺私信）。この種

はサンゴ礁に生息する種なので、陸産貝類のよう

に辺野古にしか生息していないとは考えにくい

が、多くの研究者等からの聞き取りによる限り、

辺野古以外では得られていない。サンゴガキは、

日本では辺野古海域からのみ記録されていたカキ

で（仲嶺・波部1980）、これまで死殼のみの確認

であったが、近年1個体のみ久志に生貝が打ち上

げられた（仲嶺私信）。本種は、今回の調査で辺

野古周辺の各所で死殼が得られ、カタバルでは比

較的新鮮な合弁個体も確認された。このカキは、

名護湾で少数得られたものの、辺野古周辺で多い

ことは確実である。なお、仲嶺・波部（1980）で

報告された他の種は、礁斜面に生息する種と考え

られるので、今回の調査対象から除かれることに

なる。その他にも、この地域のボウバアマモ上で、

小形のカニモリガイ類を確認できた。この種は、

これまでの報告者らの琉球列島を含む日本各地の

調査では確認されたことのない種であった。

　辺野古海域の「貝類から見た豊かさ（多様性）

は、どの程度のものか？」と言う問いに関しては、

調査方法や時代の制約（本当に同時代のデータが

ない）から、他地域と直接比較することは現時点

では難しい。しかし、今回確認された種数を、こ

れまでの日本の亜熱帯域の調査（黒田1960 ；

Fukuda 1993､1994､1995；波部・土屋1998）と比

較してみると、遜色のないものであった（表2）。

海洋島の小笠原諸島では、辺野古より多くの種が

報告されているが（Fukuda 1993､1994､1995）、こ

れは波部・土屋（1998）も指摘しているように、

それまでの記録を集成した点と下部浅海帯の種を

含んでいるためと考えられる。試みに、表2には、

殼サイズがほぼ1cm以上あり、同定の混乱の少な

いタカラガイ類とイモガイ類を比較のために示し

た。それぞれの種数に対する調査者の確認種数

（表2では単に確認種数と表記）、更にはそのうち

の生貝確認種数を、その地域の種数と比較してみ

ると、小笠原諸島でかなり確認の割合の低いこと

が理解されよう。打ち上げ貝類の多い小笠原諸島

でも実は、複数回の調査でも、それ程多くの種は

得られていないのである。なお、小笠原諸島にお

ける調査回数等は、ほぼ辺野古と大差ないもので

ある。

表２　辺野古調査と日本の亜熱帯サンゴ礁海域での種数の比較

総対象

種数

腹足類

種数　　種数

今回　　　　　　　８０９　　６１１

　辺野古　　　　　｛腹足類の奔洽:75.5%｝

黒田（１９６０）　　　１７８７゛１３６６１

　沖縄県　　　　　（腹足類の割合:76.4%）

波部・土厘（１９９８）　８９９　　６９６

　阿嘉島（慶良間諸島）（腹足類の割合:77.4s）

Fukuda

(1993,1994,1995)

29

64

３５

タカラガイ

確認種数　　生貝

　　　　　　確認種数

２９　　　１２

　　{生貝の割舎:41恂

　一　　　　一

３５ 一

- ９６９゛４６(２)゛゛　２０　　　６

　　　　　　　　　　(生員の割ｉ:30S)

　　　　　イモガイ

種　数　確認種数

３３

７８(１)゛゛

３９

　生貝

確認種数

３３　　　２２

　　Ｃ生貝の割合:a7s】

　－　　　－

３９

６５(１５)"　１４

一

　　　　4

g生員の割舎:29s）

　小笠原諸島（火山列島/南鳥鳥を含む）

・：下部涜海帯（水潭30m以渫）のものを會む。小笛原論鳥の場會、仮にタカラガイとイモガイの全体の種数に占める下郎浅海帯の

　種数の割合（ISS）から今回と同じ１部浅海帯からより浅い場所の種数を推定すると、823種が対象馥足類種数となる。

“：０内は下部浅海帯の種数。
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　また、貝類相の調査では、打ち上げられたもの

の調査は、極めて重要な方法である。通常、亜熱

帯海域では、屋久島の栗生（コクホー1977）・奄

美大島笠利町の土浜（肥後1974 ；Kato 1989）・

慶良間諸島の各島（波部・土屋1998 ；黒住観

察）・小笠原諸島父島の宮之浜（Fukuda 1993、

1994､1995 ；黒住観察）等、数百種の貝類が打ち

上がる地点が知られている。これらの地点は、干

瀬や岩礁地帯が海岸に近かったり、干瀬の発達が

悪く、波浪の影響を強く受ける場所に位置してい

る。しかし、辺野古海域では、干瀬とイノーの発

達が良く、このことが逆に海岸に打ち上げられる

貝類を極めて少ないものにしている。

　しかし、今回は可能な限り生貝をも確認するこ

とに努力をはらった結果、表1に確認状態で示し

たように、海産腹足類で43％、二枚貝類で40％と

かなり高い割合で生貝を得ることができた。

　このように他地域と比較し、今回の狭い地域で、

限られた調査によるものであることを考慮する

と、辺野古海域の貝類相は豊富なものと考えられ

る。そして、今回の沖縄県立博物館に収蔵されて

いる本海域のものを多数含む仲嶺俊子氏の収集さ

れたコレクションの一部を検討した（沖縄県立博

物館1992参照）。この仲嶺コレクションには、今

回新鮮な死殼を得ることのできなかった埋在性二

枚貝のニッコウガイの生貝等、まだこの海域が比

軟的健全であった1980年代に得られた標本も多か

ったが、多くの今回の未確認の種を確認すること

ができた。さらにこの数年、本海域で貝類の採集

を続けている仲本小夜子氏のコレクション中に

も、中・大形の今回の未確認種が含まれており、

確実に1､000種を越える種が確認できるものと推定

される。さらに、調査努力に伴い確認種が確実に

増加したこと、各地で減少の著しいチトセノハナ

ガイ等の種が認められたこと、マガキガイやチョ

ウセンサザエ等の食用貝類でも未だに多くの個体

が生息していること、そしてこの地域のシステム

の中に多様な環境が存在していること等から、沖

縄島の中ではかなり豊かな地域であると考えられる。

　今回の調査海域の中には、長島・平島等の小面

-

積の島が含まれる。改変の影響がこれらの島に及

ぶことも充分想定されるので、今回、長島で陸産

貝類の調査も行った。その結果、6種が確認され

た。他地域に分布しない種は認められなかったが、

興昧深い現象に、楼小型のパンダナマイマイが生

息していたことが挙げられる。本種は通常殼径

20mm程度であるが、今回の長島では14.04mm

（n=4）であり、1983年に報告者の一人、黒住が調

査した平島では14､98mm（n-7）であった。同様

に、1983年に唯一個体の白化した死殼を平島で得

たオキナワヤマタニシも、通常は20mm程度であ

るのに対し、12.9mmとやはり楼小型であった。

この両種は、沖縄島の個体群と遺伝的に異なって

いるとは考えにくいが、長島・平島という小面積

の島で、環境に合わせて殼を極めて小型化したと

いう貴重な例と言えよう。

　今回の調査海域には、水産的にも重要な種のチ

ョウセンサザエ・ヤコウガイ・マガキガイ・シャ

コガイ類等が生息していた。これらの種の生息量

は、他地域と比較して多いように思われた。チョ

ウセンサザエは、1月の夜の大潮の祈り、干瀬で

一人あたり30個体以上採集している例もあった。

シャコガイ類でも8月の調査で、1時間でヒメジャ

コが10個体以上確認できた地点が存在した。ヤコ

ウガイは、本調査では極めて小形の幼貝が干瀬上

の潮間帯で確認され、さらに辺野古漁港に投棄さ

れたフタを72個も得ることができた。このフタの

廃棄の期間は不明であるが、少なくともこれだけ

の量が干瀬周辺で得られているわけである。その

フタの長径は65～70mmにピークを持ち、約1500

年前の沖縄島北東岸の国頭村宇座浜Ｂ貝塚から出

土したものでは80～85mmにピークを持つこと

（黒住1989）と比較すると、明らかに採集サイズ

が小形化していると言える。また、マガキガイは

平島の北で、5月には2時間で約200個体も得られ

た。しかし、8月には隣接した地点では極めて低

密度の場所もあり、捕獲圧により減少している可

能性も高い。つまり、辺野古海域の水産的に重要

な種は、かなり多いと考えられるが、その捕獲圧

は高くなりつつあると言えよう。
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（2）生息場所ごとの傾向

　辺野古海域では、1）広い干瀬およびイノー側

の転石地帯、2）イノー内の広い海草帯、3）久志

の内湾干潟、4）カタバルの干潟と連続する久志

大川河口のマングローブ林と、それぞれの環境に

対応し、多くの貝類が確認できた。しかし、1）

と　2）では、最近の白化現象によってほとんど生

きた造礁サンゴが見られず、造礁サンゴに特徴的

なサンゴヤドリガイ類等のグループが欠落してい

たり、サンゴに穿孔するフタモチヘビガイ・オオ

カリガネエガイ等の個体数が極めて少なかった。

比較の詳細なデータはないが、造礁サンゴの発達

する部分での転石下での多様性も報告者らのこれ

までの定性的な観察と比較して少ないように思わ

れた。今後、造礁サンゴ群集の回復に伴い、貝類

の種数も増加すると考えられる。

　2）では、海草上にイワカワチグサ・ハシナガ

ツノブエ・フトコロガイ等の葉上性貝類が認めら

れたが、メッシュサイズ２ｍｍ程度のザルですくい

取るという方法では僅かな種数しか確認できなか

った。また、本海域では、海草帯の多くの地点で

は密に海草が繁茂し、内部に転石や開けた砂泥底

が少ないこともあって、貝類の多様性は比較的低

いものとなっており、この状況は、特に底質中の

微小貝類で顕著であった。しかし、マガキガイ・

アンボンクロザメ・ロウソクガイ等のこの海草帯

に特徽的に生息する中・大形種は、種数としては

決して少ないものではなかった。さらに、この海

草帯では、ラクダガイとタケノコフデ等の主に礁

斜面下部の砂底に生息する種が発見され、イノー

の広いことがこれらの種の生息を可能にしている

のではないかと考えられた。

　3）と4）では、赤土流入・堆積による貝類の滅

少が著しかった。特に、久志の潮間帯下部から潮

下帯の海草帯においては、ヒメクワノミカニモ

リ・オハグロガイ・ミノムシガイ・カブラツキガ

イ・ヒメリュウキュウアサリ等の種の生貝は確認

できなかった。このような種は、黒住（1988）の

貝塚出土貝類の生息場所類型として、内湾一転石

域とした種であり、その場所は沖縄島束岸中・南

部の金武湾・中城湾のような沖に干瀬の発達しな

い場所で海草帯の発達の良い所を想定したもので

あった。上記のような貝類が久志で死殼ながら認

められたということは、小面積ながら、2）の海

草帯とは種組成において異なったタイプのものが

存在している（あるいはいた）ことを示している。

もちろん、この久志のタイプと2）のタイプが巡続

的なものであるのは、海域が続いている以上当然

である。久志の海草帯では､ソメワケグリ・リュウ

キュウヒシガイ等が低密度ながら得られている。

　また、4）のカタバルは赤土の堆積の顕著なと

ころとして以前から良く知られている場所であり

（例えば西平1974）、今回、酉平（1974）と同じ調

査地点で潮間帯貝類の調査を行った。その結果、

潮間帯上部のタマキビ類・アマオブネ類では滅少

が認められ、潮間帯中部ではゴマフニナの滅少と

新たに比軟的高密度で腹足類のリュウキュウウミ

ニナ・カヤノミカニモリと二枚貝のヒバリガイモ

ドキの一種が確認された。新たに確認された腹足

類はグレイザーで岩・石の表面の付着藻類等を削

り取って摂食し、ヒバリガイモドキの一種は懸濁

物摂食者である。このように赤土堆積の顕著な場

所でも、一部には異なった摂食様式を示す貝類が

復活している場合もあった。

　今後、このような狭い地域に多様な環境を有す

る辺野古海域では、赤土流出を制限すれば、沖縄

島における貝類の「典型的な」生息環境をセット

で再生させることができよう。また、久志大川河

□に小面積のマングローブ林が存在している。こ

のマングローブ林の貝類相は、近接した大浦のマ

ングローブ林のものと比較すると、オカミミガイ

科やアマオブネ科の多くの種を欠落させているこ

とが今回の調査で明らかとなった。大浦から久志

大川河□まで幼生の分散は行われている可能性が

高く、欠落はこれらの種の微生息場所の欠落に起

因する可能性が考えられる。これは、マングロー

ブ林の前面の干潟に生息するマドモチウミニナが

今回確認され、幼生の分散が生じていたと考えら

れることからも示唆される。また、久志集落内の

両面コンクリート護岸の河口域においても、メヒ
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ルギがソナレシバと共に生育していた。そこには、

ヒメウズラタマキビのみが確認された。このよう

な地点においても、今後、貝類の新たな分散を待

つか、あるいは大浦からの導入により、本来存在

していたマングローブ林の貝類相を復元できる可

能性が高い。

（3）今後のアセスメントヘの要望

　理想的なアセスメントは、環境改変等に対して、

「全ての種に対してその影響を評価する」ことで

あると考えられる。通常、そのようなことは難し

いので、貴重種や「生態系の重要種」だけを取り

上げることになる。しかし、今回は事前に800種

以上の種が生息している可能性を詳細なリストと

して提示し、事前に状況がある程度わかっている

ので、単に数種を取り上げるだけの従来の方法を

採用されないように望みたい。また貴重種だけで

は対応できないということは、上述のいくつかの

種（サンゴウラウズ・ヒメクワノミカニモリ・ソ

メワケグリ・サンゴガキ等）が、「包括的」とさ

れる和田ら（1996）のRDBに登載すらされていな

い状況からも明らかである。さらに、和田ら

（1996）では、今回コンクリート護岸に高密度で

生息の認められたヒメウズラタマキビが、今回古

い死殼のみ認めらたオハグロガイとともに、「危

険」というランクになっていたりする。別の例と

しては、今回潮間帯の粗粒砂底に生息するイソハ

マグリが僅かに確認できたが、通常イソハマグリ

と同所的に生息するナミノコマスオは古い死殼す

ら確認できなかった。このような「普通種」にも、

注意が払われねばならないと考えられる。

　その他にも、１）想定される直接の改変域のみ

だけではなく、辺野古のサンゴ礁のシステムとし

て少なくとも辺野古崎から松田までを対象とする

こと、２）貝類の場合、生体のみならず、死殼も

対象とすること、３）通常行われる小面積の採泥

器や方形区の調査、大形種の目視調査以外にも、

ａ：トラップによる調査、ｂ：影響の出ない範囲で

の岩塊内の調査、ｃ：ブイ等の設置による定着調

査等も行い、より詳細に調査すること、等を望み

たい。
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　１）に関しては、サンゴ礁のシステムとして最

初に述べた地域である。さらに、本調査の開始時

には、大浦湾側への影響は少ないと考えられたの

で、調査地域から除外した。しかし、その後の報

道では、滑走路は東よりに長島まで含めた地域に

なる可能性も指摘された。そのため、外洋に面し

た礁斜面やその下部と異なった内湾的な環境を有

する大浦湾全域の調査も必要不可欠となる。これ

までに、大浦湾に位置する瀬嵩からは、極めて多

くの種が報告されている（沖縄県立博物館1992）。

これは、今回の現地調査でも明らかになったが、

この地域の海岸が干瀬によって遮蔽されていない

ために、他と異なった環境を有するためだと考え

られる。このような地域に、大きな変化が生じる

可能性も高い。

　２）に関しては、詳細なアセスメントでは、今

回死殼しか得られなかった多くの種が生貝として

得られることは確実であり、（司時に得られた死殼

も生息している可能性が高い訳である。

　3）－aのトラップ調査は、余り用いられてい

ないが、今回簡単な篭を利用し、サンマを餌とし

たものでも、トゲハマヅトが得られた。このよう

なトラップ調査を実施することにより、通常確認

できない種が確認できたり、不明な部分の多い腹

足類の食性から、「生態系内での位置」をより明

確にできるものと考えられる。

　3）－bの岩塊内の調査では、今回、死サンゴ

を2リットル程度崩して、その内部に生息する貝

類を調査した。その結果、これまで確認されるこ

との少なかったツマペニマツムシやオネジニナの

生貝が得られた。その他の穿孔性の貝類を含めて、

破壊の影響が軽微と考えられる量で同様な調査も

必要であると考えられる。

　3）－cのブイ等の設置による定着調査では、１

年以上の長期間に渡るアセスメントの場合、ブイ

等を調査海域に浮かべ、そこに定着してくる貝類

の調査も行えば情報が増加するであろう。当然、

1-2年のタイムスパンでは、定着できるグループは

限られるものの、足糸で付着するイガイ科や殼で

固着するカキ類等が認められるであろう。この調



査では、貝類相の把握以外にも、潮流の動き・そ　Fukuda､H.1995.Marine Gastropoda (Mollusca)of

れぞれの種の定着時期・ブイと自然岩盤との比較　　the Ogasawara (Bonin)lslands. Part 3: additional

等の情報が追加されると考えられる。特に、潮流　　records.0gasawara Research､ 21:1-142.

の動きに関して、同じ現象に対して、潮流計等と　Habe､T.and T. 0kutani.1981.Unusual turbinid

異なった面を把握することができよう。

　最後に、アセスメント調査で得られた標本の少

なくとも全種を含む1セットは、問い合わせに対

して公開できる体制を作り上げるべきであるとい

う点を挙げたい。この問題は、黒住・岡本（1997）

で簡単に述べたが、博物館等の公的な機関に標本

が保管され、いつでもその検証を行える状況にす

べきだ、ということである。例えば、今回の調査

で得られた各種は、千葉県立中央博物館に保管さ

れている。同定結果の検討を行えるようにすると

いう意味の他にも、このことは、自然を切り取っ

た標本を人々の財産として後世に伝えて行かねば

ならないことも意昧しているのである。
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　　　At least 815 sPecies of shelled molluscs･ 618 marine gastroPods， 6 terrestrial

gastroPods， l scaPhoPod and 190 bivalves，are recorded from Henoko cora1 reef area，

Henoko'saki to Matsuda， in the northeast coast of Okinawa“jima lsland，centraI Ryukyus

(26°30'Nバ28°01'E).ln this survey，6 sPedes are newly recorded from JaPan: C�lonむt･2

cα�idα(Turbinidae)，Gi油�αmαΓmoreα(Trochidae)，Ceritねｉｕｍた9e幼e啄f(Cerithiidae)，

CeritMum pZαc�1＃n(Cerithiidae)，Reticunα認aromndus (Nassariidae)，and SemeZαng�us

tenuilirαなz(Temnidae).　At the examinations of sPedmens deposited in the Okinawa

Prefectura1 Museum， anotheronesPecies， GαΓ□e認o�(Psammobiidae)，isrecognized as

new record from JaPan.

-
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第12期プロ・ナトゥーラ・フフンド勤成成果報告書（2003）

三峰川水系における帰化植物の生物学的侵入が

　　　　　　生態系へ及ぼす影響

　　　　　　　　信大自然史研究会

大窪久美子･）・岡雅文1に新井隆介1）・川村みゆき1）

lnfluence of BiologicaHnvasion of naturalized Plant on the reaches ecosystem in the

　　　　　　　　　　　　　　　Mibu River water system

　　Societyfor the study of natural history of Shinsyu university

KumikoOkubo,MasafumiOka,Ryusuke Arai, Miyuki Kawamura

　近年、南アルプスを源とする三峰川水系の河床に中国原産の帰化桂物であるフサフジウ

ツギ（B・咄画dat)idir)が侵入定着し、在来種植物及び流域の生態系への影響が懸念され

る。フサフジウツギは9支流のうち8支流で、同属の在来種フジウツギ（Bddleja j(ゆo4ica）

は9支流のうち6支流で分布が確認された。両種の分布は共存する傾向にあり、生育地をめ

ぐる競合関係が生じていると考えられた。三峰川水系におけるフサフジウツギ定着要因と

して、流域地質の影響によって土壌pH値が高いところ、土砂移動量の多いことにより広

い裸地的河床環境が存在することが考えられた。両種の開花時期はほぼ重なり、フジウツ

ギのポリネーターであるマルハナバチの訪花頻度がフサフジウツギは前者の約2倍程度で

あった。両種とも訪花昆虫除去実験で結実率が著しく低下した。フサフジウツギはフジウ

ツギのポリネーターをめぐり競合し、その結実率を低下させている可能性があった。

１．研究目的

　生物多様性の危機が叫ばれる現在、移入種によ

る在来生態系の撹乱は生物多様性への重大な脅威

となっている。近年、南アルプスを源とする三峰

川水系の河床に中国原産の帰化植物であるフサフ

ジウツギ（Buddleja duidii）が侵入定着し、流域

の生態系への影響が懸念される。フサフジウツギ

は河川敷に純群落を形成し、昆虫を誘引する花を

大量に咲かせる。このため、在来種に対して生育

地を奪うことに加えて、送粉昆虫を奪うことによ

り、在来種種子生産へ悪影響を及ぼす恐れがある

Ｄ信州大学農学部（長野県上伊那郡南箕輪村8304）

と考えられる。特に支流のひとつである戸台川流

域は現在では絶滅の危惧される固有檀物種、河原

植物種の自生地として非常に貴重な地域であり、

フサフジウツギの優占はこれら希少在来種の生育

地を奪っている可能性が高い。また予備調査の結

果、フサフジウツギにはマルハナバチなどの多数

の訪花昆虫が誘引されることが確認されており、

本種の侵入・定着は在来種との訪花昆虫をめぐる

競合関係を生じ、送粉共生系への影響も懸念され

る。本研究の目的は三峰川水系におけるフサフジ

ウツギの侵入・定着状況を踏査により明らかに
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し、流域の環境条件からその要因について考察す

ることにある。また本種と、同属の在来種フジウ

ツギ（Bt4ddlejajOo4ica）における訪花昆虫をめ

ぐる競合関係を調査し、帰化植物の送粉共生系ヘ

の影響を検討することを目的とした。調査地は、

三峰川支流の戸台川、尾勝谷、丸山谷、小瀬戸谷、

粟沢川、菰立沢のさらに支流を含む9支流、標高

890m-1､660mの範囲とした（図1）。

甲斐駒ｹ岳se細

　△

　　△

Ξ峰怨2999m

４’

図１　調査位置

2.調査研究方法

　①分布環境調査

　調査区は各支流を約500mごとに計82区画設定

した。区画内の両種個体量、各5個体の最大自然

高及び地際径を測定し、洽山・砂防構造物の位置

と種類、優占群落を記録した。
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　②土壌調査

　各支流において、両種の生育地をそれぞれ2箇

所で2反復、合計32地点から土壌を採取した。持

ち帰ったサンプルは、pH値計測と粒度分析を行

った。

　③開花調査

　戸台川河川敷の3地点（それぞれ単独生育地点

と両種混生生育地点）における両種各10個体の開

花花序数を、一週間に一度記録した。

　④訪花昆虫調査

　開花調査を行った個体に訪花する昆虫の種類・

頻度を記録した。

　⑤訪花昆虫排除実験

　両種各5個体にそれぞれ4花序以上を無作為に選

び、7月上旬に、訪花昆虫を排除する防虫ネット

処理を行った。 11月中旬までに果序を採取し、果

序長、乾燥重量、果実数、未結実花数を計測し

た。

　⑥結実状況調査

　フジウツギの訪花昆虫調査個体すべての果序を

採取し、同様に計測した。

　⑦資料整理

　1/25､000地形図を用いて、調査区画の標高及び

河床勾配を計測した。関係機関への聞き取り調査、

及び資料整理を行い、構造物の履歴を把握した。

３．結果

（I）両種の分布生育状況

　帰化種フサフジウツギの分布生育状況は9支流

中8支流で確認された。全訓査区画に対する出現

頻度は35/82で、特に戸台川、丸山谷南沢、栗沢

川の3支流においては出現頻度の割合が50％を超

え、侵入が進んでいる現状が示された。小瀬戸谷

では分布が確認されず、尾勝谷塩沢、丸山谷北沢、

菰立沢では出現頻度割合が30％以下であった。ま

た在来種フジウッギは9支流中6支流で分布が確認

された。両種の分布相関を検討したところ、5％

水準で正の相関が認められた。

　出現標高については帰化種フサフジウツギは

890mから1､500mで確認され、900m以上1､200m



未満で出現が多く見られた。 1､200m以上では出現

頻度が低下したが、標高1､400m以上でも分布は4

区画確認された。標高と個体地際径の関係をみる

と、下流域において大型個体が多い結果となった。

以上のことから、フサフジウツギの侵人は下流域

から進行したと推察された。在来種フジウツギは、

標高960mから1､660mの広い範囲で分布が確認さ

れた。

（2）両種の生育地土壌条件

　土壌の粒度を指標する値として、平均粒度、淘

汰度がある。平均粒度はサンプル土壌の平均的な

粒径を示し、淘汰度は粒径の分級の度合いを示す

値である。共に土壌の硬さと通気性に高い相関が

あり、平均粒度は特に保水力と相関がある。両種

の生育地土壌を比較すると、共に有意差が認めら

れなかった。しかし、在来種フジウツギは帰化種

フサフジウツギよりも生育地土壌粒度の点からは

生育適地の幅が広いと考えられた。

　次に土壌pH値を支流別に比較した。尾勝谷、

丸山谷で5％水準、戸台川、栗沢川で1％水準の有

意差が認められ、全てフサフジウツギ生育地が高

い結果となった。しかし、全域を統合し同様に比

較したところ有意差は認められなかった。帰化種

フサフジウツギはpH値が高い土壌に生育する傾

向があるのと同時に、生育地においては撹乱強度

や光条件など他の要因に影響されていると考えら

れた。

（3）両種の分布環境条件

　両種の分布に対しては、いくつかの条件が複合

的に影響していると考えられた。そこで、両種の

分布に各環境条件がどのような影響を与えている

のかを考察するため、多変量解析の一手法である

数量化ｎ類を用いて解析を行った。数量化ｎ類は、

質的な情報をもとにした説明変数と、質的な目的

変数との相関度をみる方法である。

　今回は目的変数として、区画内の個体量を3カ

テゴリーに区分して用いた。また説明変数は「区

画標高」、「区画内平均河原幅」、「区画内優先群落」

の各環境条件とした。このうち「構造物」は、推

定侵入年代である1975年完成の以前と以降でカテ

-

ゴリー分けを行った。環境要素ごとカテゴリー数

量を算定し、分析の精度を示す尺度として相関比

を求めた。カテゴリー数量は、各環境要素が個体

量に与える影響を表す。正の値で大きくなるほど

その環境要素が個体量を多くし、負の値で小さく

なるほど個体量を少なくする方向に働くことを示

す。また相関比は分析の精度を示す値であり、精

度が上がるにつれ1に近づき、逆に下がるにつれ

てOに近づくものである。さらに選択した環境条

件がどの程度個体量の変化を説明しているかを示

す尺度として「偏相関係数」を求めた。また環境

要因と個体量との関連の強さを「範囲」として示

した。

　数量化Ｈ類の解析結果、帰化種フサフジウツギ

においては、第1軸の相関比は0.544であった。環

境条件別の偏相関係数をみてみると、「標高」、

「構造物」が0.574、0.526と高い値を示し、「範囲」

も1.608、1.420と高い値を示したことから、フサ

フジウツギの分布に強く影響していると考えられ

た。カテゴリー数量を見てみると、1.112、0.998

と「標高　1､100m以下」、と、「1976年以前完成構

造物」が個体量増加の方向に強く影響し、さらに

「草本群落」、「平均河原幅」、「1975年以前構造物」

も、同様の傾向がみられた。一方フサフジウツギ

の分布個体量の減少の方向に影響するものに、

「標高1､100～1､300m」、「標高1､300～1､500m」、

「標高1､500～1､700m」、「構造物無」があった。

　在来種フジウツギにおいては、第1軸の相関比

は0.55で、偏相関係数及び範囲より、「優占群落」、

「河原幅」、「構造物」がフサフジウツギの分布個

体量に強く影響していると考えられた。「オオバ

ヤナギ・ヤシャブシ群落」、「河原幅20～40m」、

「40～160m」、「1976年以降完成構造物」などの条

件がフジウツギの個体量を増加させる傾向に影響

していた。反対に減少させる傾向に影響するもの

として、「フサザクラ群落」、「河原幅20m以下」、

「標高1､500～1､700m」、「1975年以前完成構造物」

があった。

　両種の生育地は河原幅が広いこと、1976年以降

完成の比較的新しい構造物の設置があることが共
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通しており、開けた環境を好むことが推察された。

しかし、在来種フジウツギの分布は標高による影

響をあまり受けていないのに対し、帰化種フサフ

ジウツギの分布は強く影響を受けていた。 1976年

以降完成構造物の影響の程度が大きいことから

も、フサフジウツギの侵入に対し構造物建設が1

つの重要な要因として挙げられた。

（4）両種の開花特性

　帰化種フサフジウツギ開花時期は7月23日から

10月10日までの80日間、在来種フジウツギは7月

15日から9月28日までの76日間であった。フサフ

ジウツギはフジウツギよりも開花時期が全体に10

日ほど早いものの、開花期間は両種ともほぼ同じ

長さで重複した。

　個体当たりにつけた花序数は、フサフジウツギ

が215､91、フジウツギが34.00であった。また花序

あたりの開花数では、フサフジウツギが1､197.13、

フジウツギが83.58であった。フサフジウツギはフ

ジウツギの個体あたりの6.35倍の花序数、花序あ

たり14.0倍の開花数をつけ、圧倒的に大量の花を

つけることが示された。

（5）両種訪花昆虫

　帰化種フサフジウツギには4種のマルハナバチ

（トラマルハナバチ、ウスリーマルハナバチ、ミ

ヤママルハナバチ、オオマルハナバチ）、5科及び

11種の鱗短目、1科の双遁目、その他膜廸目、甲

虫目の訪花が確認された（訪花データは50時間あ

たりに換算し、年平均にした）。マルハナバチ訪

花割合は13.66％と低いものの、589.7回と多数の

訪花がみられた。鱗短目の割合が58.54％と過半数

を占めた。

　在来種フジウツギには、4種のマルハナバチ

（トラマルハナバチ、ウスリーマルハナバチ、ミ

ヤママルハナバチ、オオマルハナバチ）、2科3種

の鱗掴目、1科の双掴目、1科の膜痘目の訪花が確

認された。　トラマルハナバチ、ウスリーマルハナ

バチ、ミヤママルハナバチの3種の訪花割合が

95.74％と大きな割合を占めることから、これらマ

ルハナバチが送粉昆虫である可能性が高いと考え

られた。以上の結果により、帰化種フサフジウツ
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ギには在来種フジウッギに訪花するものと同種の

マルハナバチ訪花を受けていること、1個体当た

り2.06倍の量のマルハナバチを誘引していること

が明らかになった。

　フサフジウッギにおけるマルハナバチ訪花頻度

には、地点間による違いがみられた。フサフジウ

ッギ単独生育で平均1.55回、両種混生地点で7.21

回と、1％水準で有意差がみとめられた。単独生

育地点は桂生によりややうっ閉した環境にあるこ

とから、マルハナバチの訪花行動に影響したと考

えられた。一方、フジウッギにおいては、地点間

の差はみとめられなかった。これは、フジウッギ

ヘのマルハナバチ訪花頻度が1時間あたり平均2回

ほどと少ないことから、今回の調査精度では、差

を検出できなかった可能性が考えられた。

（6）訪花昆虫除去実験

　訪花昆虫排除処理による結実状況の違いは、帰

化種フサフジウッギをみると、処理ありで花序長

が有意に仲び、開花数が増加した。しかし、在来

種フジウッギでは花序長及び開花数に有意差は認

められなかった。また、両種ともに、結実率が処

理ありで13％以下と著しく低下し、両種の種子繁

殖における送粉昆虫の重要性が示された。

（7）フジウツギの結実状況

　両種混生地点とフジウッギ単独生育地点の結実

状況を比較した。その結果、花序長及び開花数に

おいて単独生育地点の値が有意に大きく、単独生

育地点において花序が大型であることが明らかに

なった。しかし、結実率は両種混生地点において

有意に高く、個体間のばらつきも小さい結果とな

った。これは、混生する帰化種フサフジウッギが

マルハナバチ訪花を大量にうけることから、近接

する在来種フジウッギヘの訪花頻度が安定した結

果ではないかと考えられた。しかしながらその一

方で、近接せずに生育する在来種フジウッギのマ

ルハナバチ訪花頻度が、低下している可能性も考

えられた。

４､考察

　帰化種フサフジウツギは、河原幅の広い立地に



成育し、低標高で出現頻度が高かった。また、構

造物と正の分布相関がみられた。これらのことか

ら、フサフジウツギは低標高で人為的撹乱を強く

受け、開けた立地に分布生育する傾向のあること

がわかった。

　侵入・定着の要因として考えられたことは、三

峰川水系の環境の特性として、土壌生産移動量が

多く裸地的河原環境が広く存在すること、流域地

質によりCa2･濃度が高いこと、帰化種フサフジウ

ッギの種特性として萌芽再生能力があること、貧

栄養条件下で高い成長能力があること、高いCa2･

濃度に対して耐性があることが挙げられた。さら

に、堰堤建設に伴った法面緑化がフサフジウツギ

侵人源となっている可能性が考えられ、建設によ

る裸地的河原環境の拡大がさらなるフサフジウツ

ギの生育地拡大をもたらしていると考えられた。

　帰化種フサフジウツギと在来種フジウツギの両

種の分布地域および開花時期は重複していた。さ

らに在来種フジウツギの送粉昆虫が帰化種フサフ

ジウツギヘ約2倍訪花しており、これらのことか

ら、両種は訪花昆虫をめぐり競合関係にあると考

えられた。また在来種フジウツギは種子生産を行

う上で送粉昆虫が必要不可欠であることから、種

子生産が低下している可能性が考えられた。

　一方、単独生育地点より両種混生地点でフジウ

ッギ桔実率は高く、混生する帰化種フサフジウツ

ギが在来種フジウツギヘのマルハナバチ訪花を促

していると考えられる事実が示された。しかし単

独生育のフジウツギにおいて訪花頻度が低下して

いる可能性が考えられ、今後のさらなる検証が課

題とされる。またフジウツギ単独生育地点と両種

混生地点でマルハナバチ訪花頻度に差がみられな

かったことについては、今後精度を上げての再調

査が望まれる。

　三峰川水系におけるフサフジウツギの生物学的

侵入は、標高1､500m付近までの高標高で自然性の

高い地点にまで進行している点で、一般的な帰化

植物の問題とは異なる。また本種の侵入定着は、

在来種の生育地を奪う以外に送粉昆虫をめぐる競

合を通じ在来近縁種の種子生産へ悪影響を与える

可能性が示された。当地域には希少種、固有種が

多種生育する上、戸台川一黒川流域の一部は国立公

園特別地区でもある。在来近縁種との浸透交雑に

よる遺伝子汚染も危惧されることから、三峰川水

系における侵人定着、さらに優占の著しい現状に

対して何らかの対応が急務であると考えられる。

対応にあたっては流域全体の現状把握、侵入源の

特定、帰化種フサフジウツギの種生態、さらなる

在来生態系への影響の把握が不可欠であると考え

られた。今後は、侵入した本種が在来生態系にお

いてどのような地位を占めるのかを把握し、管理

方法、駆除計画などを検討する必要がある。

　　　The distributionsituationand environmental conditionsof naturalized Plant 召ｕ�回a

＆7p辺iiand native close‘sPecies召ｕぷ1師αjαpo�cαillthe Mibu River water system in the

Akaishi Mountains. The distribution of both sPecies and environmental conditions were

studied in order to grasP invasion, established factorand consider the innuence oI Buddleja

dαひidiion native close“sPecies召uddlejαjapo�cαin the g branches of The Mibu River water

system. As a result,Positivecorrelationof distributedthe oPened environment. The niche of

the grain size and PH value for Bu＆1回αdαtjdfi growth was narrower than BuddZe佃

jαpo�az.Positivecorrelationof distributionvvas accePted between B�dZ姑z必ｐ油fandthe

sabo dam.
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第12期プロ・ナトゥーラ・ファンド助成成果報告書（2003）

西中国山地での堅果類の豊凶測定によるツキノワグマの

　　　　　　　出没予報システム構築の研究

　　　　特定非営利活動法人　日本ツキノワグマ研究所

　　　　米田一彦1）・溝目紀泰2）・小嶋聡3）・藤田昌弘4）

Construdion of system for Prediction of black bear aPPearancesrelation to acom

　　　　　　　　　　harvestat Nishi“chugoku mountainous area

　　　　lnstitutefor asianblack bear research and Preservation.NPO

Kazuhiko Maita, Noriyasu Mizoguchi, Satoshi Kojima and Masahiro Fujita

　西中国山地においてツキノワグマの出没情報と堅果類の調査を市民によるボランティア

活動として行い、西中国山地クマ個体群としての情報を一元化して収集することを目指し

た。市民からの目撃情報は、e-mail、電話等ですみやかにＮＰＯ本部へ連絡が入るようにし、

定着型のクマ出没時の際には、見回り、誘引物の除去、地元住民、行政への助言を行った。

また、堅果類の調査の結果は、すぐにホームページ上に公開し、誰でもが閲覧可能にした。

アンケートは合計188件収集された。目撃されたクマの73.0％は単独個体で、小型のクマ

が多かった。クマがよく目撃された時間帯は、16時から19時と、10時から11時までであっ

た。逆に、早朝2時から6時および12時から15時は比較的目撃が少なかった。定着型のクマ

の情報は11件あり、アンケート数は全体の21.3％を占めた。それらは、ナシ、養蜂箱、鶏、

生ゴミ等を食べたために、繰り返し出没し、アンケート件数が増えた。

１．はじめに

　現在、ツキノワグマ(Uysus tkibetaltusjal)o-

面・s、以下クマとする)の保護管理行政は、多く

の県で特定鳥獣保護管理計團が作られるようにな

り、クマの出没に対し、有害駆除以外にも対応策

がとられるようになってきた。　しかし、クマの行

動範囲およびクマ個体群の分布は、市町村や県の

行政境界を越えることもあるため、同じクマ、同

じクマ個体群に対し、足並みのそろわないクマ行

政が行われている場合もある。

1)特定非営利活動法人日本ツキノワグマ研究所

2)現：長野県原村在住

3)現：森の人企画

4)現：茨城県守谷市在住
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　そこで本研究では、主に西中国山地を対象に、

クマの出没状況や堅果類の豊凶を一元化して収集

し、西中国山地クマ個体群の保護管理政策の基礎

とする他、実際のクマ出没に対し、住民やボラン

ティアの力で人身被害の防止や、農業被害の拡大

を防止することを目的とした。

　本研究は、2001年9月に内閣府によって認証され

た、特定非営利活動法人日本ツキノワグマ研究所

（以下当NPO）の会員を中心に、NPO活動のー環と

して、他のボランティア活動とともに実施された。



２．調査地および調査方法

　調査は西中国山地を含む広島県、島根県、山口

県および東中国山地を含む鳥取県を対象に行っ

た。（財）自然環境研究センター（1999）の第4回

自然環境保全基礎調査（1992年）の結果をもとに、

調査地の植生の構成比を算出した報告では、西中

国山地は落葉広葉樹林（29.1％）、マツ林・モミ林

（23.6％）、人工林（23.6％）が大きな割合を占め、

ブナ林は0.5％であった。束中国山地では同様に、

人工林（46.0％）、落葉広葉樹林（27.9％）が大き

な割合を占め、ブナ林は2.1％であった。

　本研究では、クマの出没状況および堅果類の豊

凶を、調査地に住む当NPOの会員およびボランテ

ィア協力者に報告していただき、中国山地全体の

状況をリアルタイムで把握し、行政や地元住民ヘ

の助言を行ったり、結果をインターネット上で公

開し、クマの保護管理対策の一劾になることを目

指した。

　クマの出没情報を把握するために、クマ目撃ア

ンケート用紙を、2002年6月に作成した。アンケ

ート用紙には、目撃した日付、時刻、場所、クマ

の大きさ、クマの構成（単独、親仔等）、クマの

特徴、出没時の状況を記入できるようにした。さ

らに目撃した時にすぐにＮＰＯ本部に連絡可能な

ように電話番号およびe-mailアドレスを記載して

おいた。ただし、当ＮＰＯのアンケート用紙では

ない形式での情報も多数収集されたが、これらは

本研究のアンケート用紙の項目に整理し直した。

　アンケート用紙は当ＮＰＯ会員へ配布した他、

ＮＰＯ本部の所在地の広島県吉和村のキャンプ場

２ケ所、ドライブイン２ケ所、駐在所1ヶ所に配

布した。また、夏休み前に吉和小学校の全生徒

に配布した。また、当ＮＰＯのHPでも公開し、イ

ンターネット上でアンケート用紙を取得可能とし

た（http://www.seikyou.netp/home/kmaita/）。

　また、新聞やインターネット上のウェブサイト

（http://www.rescuenow.net/）等からも、クマの

出没情報を収集した。そしてその近くに住むＮＰＯ

会員へ連絡し、現地の情報を得るように努めた。

　クマ目撃の連絡の中で、人間がよく利用しそう

-

な場所で、クマが定着している可能性があると考

えられる場合には、当ＮＰＯのスタッフまたは会員

が現地を見回りに行ったり、現地の人からさらな

る聞き取りを行ったり、生活上の注意を呼びかけ

たりした。また、その結果は地元役場等の行政機

関へ報告を行った。

　堅果類の調査はブナびα詐ｓｍ･ｕたz)、ミズナラ

(Qgm;z4sﾀ回昭必εα)、コナラ(Q.sびＭｔａ)およびク

リ(Cαs旨９α､ｓｇ､洵)を対象とした。それぞれの樹

種について、堅果の落下する直前の8月下旬から9

月初旬に、肉眼および双眼鏡にて、堅果が樹冠に

対し、何％程度ついているのかを判別した。原則

として同じ地域で10本以上の個体について調査を

行った。判別方法については、7月７日および8月

22日に自然観察会を兼ね講習会を行った。調査方

法および記録用紙については、当ＮＰＯのHP上に

公開し、多くの方のボランティア参加を呼びかけ

た。また、調査結果はe-mail等により、調査後す

ぐに報告してもらい、当ＮＰＯに報告が入り次第、

HP上に公開した。ただし、ミズナラについての

情報が1件しか集まらず、本報告からは省略した。

３．結果と考察

（１）アンケート調査の結果

　表1には、県別に寄せられた情報件数を示した。

アンケートは通常の目撃（148件）の他、捕獲時

（錯誤捕獲、有害駆除）の目撃（12件）、痕跡（農

業被害を含む28件）の計188件の情報が寄せられ

た。

　寄せられた内容は、本人による目撃情報（一次

情報）が5件、目撃者からの聞き取り情報（二次

表１　収集された情報

　　の　　　広　　山口　鳥取　　　　　計

目撃　　　　　　　12　　　1　　　38　　　97　148ク
．
‐
Ｑ
》
４

１

１ ２

10　　23

　5　　12

足跡　　　　　　　　　　　　　　　５　　　　　　５

計　　　　　　　19　　　2　　55　　112　188
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情報）が69件（ただし、このうち53件は鳥取県の

行政による聞き取り）、聞き取り者からの聞き取

り情報（三次情報）が110件（すべて島根県で、

役場等ヘボランティアが聞き取り）および新聞・

インターネット上での情報が4件であった（表2）。

　また、月別、県別の目撃情報の件数を表3に示

した。6月が最も多く65件、5月が38件と次に多く、

4月、7月は17件、8月は10件、9月は1件であった。

　各県、市町村等においても、クマ出没情報の聞

き取り調査を行っているが、その全てを当ＮＰＯが

把握することはできなかったため、このデータか

らは、クマの地理的な分布、季節的な出没の多少

を議論することはできない。ただし、堅果類が餌

となりえない6月頃から8月頃までにもかなり頻繁

にクマの目撃があった。この時期の出没原因につ

いては、堅果類の豊凶という原因だけでなく、他

の原因も大きいと思われ、継続したデータ収集が

必要であろう。西中国山地クマの個体群の出没状

況を一元的に収集することは、個体群の保護管理

上重要なことであるので、今後、各県からの情報

表２　アンケートの情報源

を総合するような取り組みを行いたい。

　表4には、通常のクマ目撃情報（148件）の中で、

クマの構成を示した。単独クマの目撃が最も多く、

73.0％であった。個体識別が容易であると思われ

る親子グマの割合は、11.6％となった（仔グマ1頭

づれが6.1％、仔グマ2頭づれ4.1％）。ヒグマの出

没が多い、北海道斜里町においては1～2歳の単独

個体が目撃の多くを占めており、親から離れて分

散していく過程で市街地へ出てきてしまうのでは

ないかと推測している（岡田・山中2001）。本研

究の結果も同様な傾向がみられ、比較的小型の単

独クマが多く目撃された。

　表5には、通常のクマ目撃情報（148件）の中で、

クマが目撃された時刻がはっきり記録されている

106件の情報を1時間毎の時間帯別件数を示した。

最もよく目撃された時間帯は、16:00から19:00ま

での3時間で全体の28.3％が目撃された。 10時から

11時も多く全体の8.5％が目撃された。逆に、早朝

2:00から6:00や、12:00から15:00は比較的目撃が少

なかった。

　　　　　　　　　　　　　　提

　報区分　　　　　　　　NPOｽﾀｯﾌ　ﾎ‘ﾗﾝﾃｨｱ　　行政7ﾝｓｓＳＳＩ新簡･ｨﾝﾀｰﾈｯﾄ　　　総計
本人による目撃　　　　　　　　　４　　　　１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５

目撃者からの聞き取り
聞き取り者からの聞き取り

12

110

53
１

69

10

備考:｢行政｣は鳥取県からの情報､｢聞き取り者からの聞き取り｣は、主に島根県の各役場からの聞き取り。また、アンケート配布施設は、広島県吉

　　　和村内のキヤンプ場等5ケ所。

表３　月別・県別目撃件数

4月

５

６

７ 月

総計

県山口県
ｌ
ｎ
／
｀

ｆ
｀
．
ｖ
４

１２

１

１

取県島根
１
１
肖
り

　
　
　
　
　
１

7
‐
（
Q

7
‐
‐

１

３

計

－

15

35

１

1

3.

７

５

１７

１０

97　148

-

表４　目撃されたクマの構成

クマの1成件数割合
単独
親･仔1
親･仔2
親･拝1？

108　73.0

Ｃ
Ｍ
ｐ

Ｎ

１
１
４

　
Ｉ
　
Ｉ
　
Ｉ

〈
０
４
１

不明　　　　23　15.5

総計　　　　148 100.0
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表５　目撃された時刻

時間帯 件数 割合(%)

2:00 １ 0.9

3:00 ｜ 0.9

4:00 １ 0.9

5:00 ３ 2.8

6:00 ３ 2､8

7:00 ５ 4.7

8:00 ６ 5.7

9:00 ６ 5.7

10:00 ９ 8.5

11:00 ５ 4.7

12:00 ３ 2.8

13:00 ３ 2.8

14:00 ５ 4.7

15:00 ７ 6.6

16:00 １０ 9.4

17:00 １０ 9.4

18:00 10 9.4

19:00 ５ 4.7

20:00 ３ 2.8

21:00 ４ 3.8

22:00 ６ 5.7

23:00 106 100.0

2:00とは2:00から3:00（未満）の1時間

表６　定着型と思われるクマのアンケート件数

場所　時　　　ｸﾏの哨成ｱﾝｹｰﾄ件数誘引　　il政による吋応　　4poにょる対ら

鳥取県6月上旬　単独　　　　４不明　　惰呻周知･零板扱置　見回り
ー－－　－
鳥取県6月下旬　単独

烏取県7月中下句単独
,吻取県8月上旬　不明
鳥取県8月下旬　不明
島根県4月中旬　単独
島根県4月中旬　親1仔2
島根県5月下旬　単独
島根県6月上旬　不明
広島県8月下句　単独

7一－ﾄ聡敬に占める割色

４畑作物つ　惰眠周知･ハbﾛｰﾙ

８果樹（ナシ）4自報周知･有駆檻設ｌ

２果樹（ナシ）tl報周ｓ･有害駆昧

３果樹（ナシ）不明

２ウシの餌？不明

４不明　　不明

２ウシの餌？不明

４養蜂　　不明

５生ゴミ、米惰lil知･苓・駆除

4
0
Ｓ

　
ｎ
£

見回り

見回り

なし

なし

なし

なし

なし

旨
｀
一

繰り返したことが推測された。このような事例は、

長野県軽井沢でも報告されており（南2001）、ヒ

グマでも北海道斜里町（岡田・山中2001）で報告

されている。またヘテロ（2000）は、北米におい

て、人身被害を起こしたクマは、人間の食物に餌

付いていたことが多かったことを報告している。

　このように定着個体の場合は、再出没や入間に

危害を与える可能性も考えられるため、リアルタ

イムで報告された場合には、当NPOスタッフが見

回りに行き、現地の調査、誘引物の調査、除去等

を行い、現地の住民および行政へ助言を行った。

　白山で水野・野崎（1985）がアクトグラムによ

りクマの日周活動を調べた例では、午前6時頃か　（2）堅果類の豊凶調査

ら12時頃まで活発に活動し、13時頃活動が鈍った

あと、15時から18時くらいまで再び活発に活動し、

その後休息していたことを報告している。本研究

で多く目撃された時間帯は、クマが活発に行動す

る時間と一致し、目撃の少なかった時間帯はクマ

の行動が活発でない時間帯と一致していた。

　一方で、農作物などの人為的な食物を得るため

には、人を避けるために深夜に行動しているとい

う報告もある（宮尾1989 ；米田1996）。本研究に

おいても、農業被害に関する痕跡の情報は、夜に

起こり、朝気づいたというケースが多く、宮尾

（1989）、米田（1996）の報告を支持している。

　表6には、同じ場所で同じ時期に連続して複数

回の目撃または痕跡が発見され、同一のクマが定

着している可能性のある情報についてまとめた。

11件の情報が定着型と推測され、そのアンケート

数は40件となり、全体の21.3%を占めた。

　定着した原因には、ナシ、養蜂箱、鶏、生ゴミ

等の人為的な食物の昧を覚えたために、再出没を

-

　図1には西中国山地での堅果類の目視による調

査の結果を示した。同一調査地内で結実木の割合

が50％以上である地域は濃い几例で示した。

　ブナについては12地域、142本の個体を調査し

た。そのうち結実が認められたのは、3地域で、

結実木の割合が50％を超えたのは1地域（10本中5

本に結実）のみであった。結実が認められた個体

は合計10個体で、結実状況はすべて樹冠の30％以

下であった。

　クリについては16地域、155本の個体を調査し

た。全ての地域で結実が認められ、どの地域でも

結実木の割合が50％を超えた。結実が認められた

個体は136個体で、結実状況が樹冠50％以上の個

体は、結実個体の46.3％（n=63）と大きな割合を

占めた。

　コナラについは7地域、64個体を調査した。全

ての地域で結実が認められ、5地域で結実木の割

合が50％を超えた。結実が認められた個体は40個

体で、結実状況は全て樹冠の40％以下であった。
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ての地域で結実が認められ、5地域で結実木の割

合が50％を超えた。結実が認められた個体は40個

体で、結実状況は仝て樹冠の40％以下であった。

　以上のように、2002年はブナは凶作、クリは豊

作、コナラは並作と判断された。すなわち、ブナ

に関してはほとんど全般的に結実がなく、クリに

関してはその逆であり、コナラについては、場所

によって結実の多い場所とほとんどない場所がみ

られた。

　ブナ林の多い地域においては、ブナの豊凶によ

ってクマの食性や行動圏が変化することが報告さ

ようにブナの櫨生がそれほど多くない地域では、

ブナの豊凶はそれほどクマの食性や行動に影響を

与えていない（藤田未発表）。西中国山地、東中

国山地ともに、ブナ林は植生の0.5％、2.1％を占

めるに過ぎず（（財）自然環境研究センター1999）、

秋の食物はコナラ・ミズナラ・クリの存在する落

葉広葉樹林で採食していると予想される。これら

の樹種の豊凶と、クマの出没の関係については本

研究においては結論づけることはできず、今後さ

らなるデータの積み重ねが必要であろう。

れている（溝□ら1996）。しかし、西中国山地の　（3）

図１　堅果類の豊凶測定結果

　□：ブナ結実なし

　■：プナー部に結実

　●：クリ結実木50％以上

　▲：コナラ結実木50％以上

　△：コナラ結実木50％未満

堅果類の豊凶測定によるツキノワグマ出没予

報システム

　これまでのクマのアンケート調査法は、主に地

理的な分布や、農林業被害を調べる目的に主眼が

おかれてきた（（財）日本野生生物研究センター

1992;（財）自然環境研究センター1999等）。また、

現在多くの行政が行っている出没状況のアンケー

トは、やはり状況を把握すること白体が目的とな

り、出没情報がどれだけ迅速に担当者まで伝わっ

ているのかがあやしい上に、また把握した後の対

策も後手に回っている傾向がみられる。

　しかし、クマの出没が日常化している北海道斜

里町においては、斜里町役場およびしれとこ管理

財団によって観光客、住民からの出没情報をリア

ルタイムにアンケート収集し、仝体の分析や他の

業務を後回しにしても、緊急な状況を把握した時

に、早急に対応が可能な体制を確立し、駆除に頼

らずにクマとの共存をはかっている（岡田・山中

2001）。

　一方で西中国山地の場合、斜里町ほどクマの出

没件数が多くないものの、市町村や県の行政境界

を越えてクマが分布・出没している。現時点にお

いて、クマに対する対応方法は各行政ごとにバラ

バラであり、情報も「西中国山地個体群」として

は一元化されていない。現在、島根県・広島県・

山口県の3県共同の特定鳥獣保護管理政策を作成

中であり、政策・情報収集に関しては今後改善を

期待できるが、緊急な状況に対して行政として緊

急対応が可能かどうかは、西中国山地の物理的な
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に対し、ＮＰＯやボランティアがどこまで関われる

かについての試行でもあった。本研究期間内にお

いては、定着型のクマに対し、現地調査、見回り、

現地の人たちへの肋言活動を行ったが、最終的に

は有害駆除されてしまうケースが多かった。行政

との連携が充分でなかったことが原因であろう。

今後の課題としたい。

　本研究の一方で、実際にクマの出没に怯えてい

る人たちへ、どのようにすれば定着型のクマの発

生を防げるか、クマに出会ってしまった時にどう

すればよいのかを普及する活動を、平行して行っ

てきた。また、聞き取り調査や堅果類の調査を行

ってくれるようなボランティアリーダーには、地

元住民や他のボランティアヘクマの知識の普及活

動をお願いした。人間側の行動を適切にすること

により、クマによる人身事故、農業被害を未然に

防ぐことが可能であると思われる。

　また、堅果類の調査を多くのボランティアによ

って行うことは、最近人里と奥山の間の落葉広葉

樹林帯が不整備になり、クマの人里への接近を容

易にしてきたとされる反省面への、一つの改善策

となり得るかもしれない。

　堅果類の豊凶の測定によって、いつ、どこへ、

どれくらいのクマが出没するのかを予測するため

には、今後落葉広葉樹林帯の中でのミズナラ、コ

ナラ、クリの個体レペルでの分布および豊凶の情

報が必要であるし、当然、クマの密度や分布情報

も必要であろう。しかし、そのシステムの確立を

目指しつつも、クマの生息地に住む住民が、クマ

が出没した時に適切な行動をとれるようになるこ

とも重要であろう。どちらの活動にも、NPOやボ

ランティアが果たすことができる役割は多く、継

続したNPO活動が求められている。
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　　　We triedto catch informationsoOaPanese black bear (びrsus tl必心ｍｕ幻αpo�cus)and

acornharvest alloverthe Nishi-chugoku mountainous area by citizen volunteer activity･

The information of bears such as observation, caPture and sign were rePorted to our NPO by

telePhone or e-Tnailassoonas it was known. lf we judged bears may stay there long time，

we tried to get more information and instruct how to deal with bear to native PeoPle and

districtgovemment. Acornharvest was judged by observation ofcroxvn.The result was

rePorted to NPOassoon asit was done， and we showed the result on our web site

(http://www.seikyou.ne.jp/home/kmaita/).

　　　We collected 188 informations (induded 148 observations)between APril from

SePtember of 2002. 73.0％of observed bear was single and small. The most frequency

observed time was 16:00 to 19:00(28.3％).11 cases (40 informations，21.3％)was considered

that bear was staying small area.ln thesecasesbear ate Pear･ bee'hive，chicken･ or garbage，

which wasnot natural food for bear, and bear may study the tasteof that and aPPear several

times to try to eat again.
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第12期プロ・ナトゥーラ・フ７ンド勣成成果報告書（2003）

川辺川流域三世代自然ふれあい緊急調査

　　　　　　川辺川流域自然ふれあい調査研究会

蓑茂寿太郎1）・秋山寛2に矢渾容子’に平嶋孝3）・田河和剛3）

An emergency survey on coming in contact with nature of three

　　　　　　　　generationsin the Kawabe River

Kawabe River valley nature contact investigation research society

　　　Toshitaro Minomo, Hiroshi Akiyama, Youko Yazawa，

　　　　　　Takashi Hirashima and Kazuyoshi Tagawa

　ダム建設問題でゆれる熊本県球磨川水系川辺川流域において、その付近住民の「ふれあ

いの実態が時代の変化と共にどのように変遷してきたか」を客観的に把握することを意図

して実施した。調査では、川辺川の豊かな自然・人文環境を再認識し、四季を通じた多様

多彩なふれあい、祖父から孫への魚取り方法の伝授、メダカの採取など、豊かなふれあい

の実態が確認された。しかしその一方で、時代の変化と共に、川に対する自然観が世代や

日常の居住環境により異なり、川とのふれあいが激減し、単純化し、安全志向化すること

で、川と暮らす、川と遊ぶことから遠ざかりつつあることが指摘された。今後、予備調査

で結論した（仮称）『川辺川100の素顔』編集が、人と川辺川とのふれあいを把握する上で

極めて意義あるものと論じたように、広く多くの人々に、川辺川の魅力と価値を知らしめ、

全国の河川における自然とのふれあい復活に寄与すべく活動を展開していきたいと考えて

いる。

１．緊急調査の背景　　　　　　　　　　　　　　　　そうした地域に多く存在する二次的自然に心の原

　本調査は、ダム建設問題でゆれる熊本県球磨川　風景を抱く国民は決して少なくない。この調査は、

水系川辺川流域において、「人と自然のかかわり」　この二次的自然を含む様々な自然を対象に、その

に着目して緊急に実施した調査である。日本人は　付近住民の「ふれあいの実態が時代の変化と共に

古くから自然の恵みと恐怖を同時に理解してき　どのように変遷してきたか」を客観的に把握する

た。その自然は、原生白然だけでなく、二次的自　　ことを意図したものである。

然と呼ばれる施業林、畑地・水田等生産の場とし

ての自然を含むものである。過去四半世紀の急激　２．調査の概要

な都市化は、農村地域を相対的に弱体化させたが、　　調査は、河川空間の観察調査と流域住民に対す

1）東京農業大学地域環境科学部

2）（株）タム地域環境研究所
3）（株）大揮環境計画事務所
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るヒアリング調査の二通りで進めた。まず、予備　1）自然の中で生きる必須条件は、自然に逆らわ

調査として川辺川の観察調査（2001年8月30、31　　ないことである

日）を実施した。本調査であるヒアリング調査は、　　アユの収量は例年通りであるが、量が少なけれ

2001年11月15日、16日、および2002年7月28日の2

回にわたり実施した。地域の住民を対象としては、

昭和戦前期、戦後30～40年代、平成以降の三つの

時期に子供時代を川辺川流域で過ごした人を対象

に想定した（表1）。

表１　調査の概要

項　目 年　月　日 人数 内　容

予備調査 2001年8月30(木)～31日(金) 7名 川辺川＆球磨川関連資料収渠

水辺利用実態調査

本調査１ 2001年11月15(木)

　　　　　　　～16日(金)

7名 川辺川&球磨川水辺利用実態調登

有識者聞き取り調査

本調査２ 2002年7月28(日〉 6名 川辺川三世代自然れあいアンケ

ー卜調査。水辺利用実態調査

３．調査の結果

（１）予備調査一川辺川流域人のふれあい観察調査

　調査ポイントＵ箇所で行った。その結果、

①豊かな瀬や濃緑の淵、河畔林豊かな自然環境

　　につつまれた川辺川を再度認識した。

②そこでの活動として、水遊び、魚とり、釣り、

　　河原でのバーペキュー利用の実態を確認し

　　た。

③また、河川の風景として、河原に干された漁

　　網、流れに仕掛けられた張り網、木船の停留、

　　漁労小屋、親水テント、白然の水浴場が特徴

　　的であった。

④この予備調査によりヒアリング本調査を如何

　　に進めるかについての予見を得た。

⑤と同時に、ヒアリング調査研究に止まらず、

　　（仮称）『川辺川100の素顔』編集が、人と川辺

　　川とのふれあいを把握する上で極めて意義あ

　　るものだと結論した。

（２）本調査１－有識者聞き取り調査

　川辺川漁協吉村勝徳氏に、川辺川と人間の暮ら

し、川辺川と生き物の関係についてお話をお聞き

し、「人と自然との関わりにおいて何が大事か」

を次のように考察した。

-

ば少ないなりに努力すればよいし、多くいる時に

は、必要なだけ捕ればよい。自然の中で生きる必

須条件は、「自然に逆らわない」ことである。

2）川底の自然状態を見れぱアユが生息できるか

　がわかる

　川の特性にもよるが、ダムのある川とない川で

はアユの成長が明らかに異なる。ダムのある川で

はアユは大きくなれない。なぜなら、ダムは水を

貯め、水が滞留するためアオコが発生し、腐ると

その粒子が上流から下流に沈殿しないまま流れ、

ケイ藻に付着する。付着したものが増えてくると

ケイ藻の成長が抑えられ、20日程度で根元からは

がれてくる。また泥がケイ藻を覆ってしまうため、

アユが食べられなくなる。アユが川底をはぎ、餌

を食べると泥がつかず、川底が磨かれ、魚が多い

ほどコケがはえてくる。また、アユが泥を食べる

と腸や頭が大きくなる。よい餌を食べると頭は小

さく身体全体が太くなり、脂がのって食べるとう

まい。「川底が磨けているか」で水辺の環境が理

解できる。

3）アユに選ばれた川が川辺川であった

　50年前は、球磨川でアユが多く、川辺川はその

三分の一程度だった。アユの生息には14～15度の

冷水帯ではなく20～22度の温水帯が適している

が、川辺川は水温が低いことが原因であった。し

かし、球磨川に餌がないことを匂いで察知したア

ユが川辺川へと遡上するようになった。

4）アユが多く捕れる唯一の川が川辺川となった

　アユの放流は、川辺川の河□から上流まで約40

ヵ所で行っている。土日の約8割が遠方からくる

釣り人であり、現在1年間でのべ人数で約1万人以

上のアユ釣りが全国から訪れる。川辺川しかまと

もにアユが釣れなくなった。釣ったアユは氷で締

めて製氷器にかけて持ち帰っている。

5）かつて魚の種類ごとにいた漁師がいなくなった

　現在生業が成立するほどアユはいない。かつて

はアユ、ウナギ、ドンコと魚の種類ごとに漁師が
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いた。魚の量が減ったのは、川の水量が減ったか

らであり、遡れば山が変わったせいである。これ

は、林野行政が問題であり、魚道は登りだけで下

りは作られていないことも問題である。

6）川なくしては暮らせないが、川の環境が悪化

　することを危惧する

　1948年生まれで山田川で育った。ウナギが1匹

50円で当時の小遺いが5円だったが、中学の時に

は魚を売り、母より多くの収入を得ていた。産卵

で川を上るコイを投げ網で200kg抽り、堰を倒し

て捕ったこともあった。川の中にアユとウナギが

一番多くいた。

　川は自分の一部だから、川なくしては暮らせな

い。川が悪くなることが見える。川がかわいそう

でなさけなくなる。どうやって良くすればよいの

かがわからない。

7）川を遠ざけることが川との暮らしをなくし、

　ダムの建設を許してしまった

　かつて、川は「青々としてきれい」というより、

「透明」だった。川で遊ぶのは一部の子供だけと

なった。「川が危ない」と川を遠ざけるから川が

危なくなった。川遊びは教えるものではない。川

と暮らす生活がなくなり、川を遠ざけたからダム

の建設を許してしまった。

（３）本調査２一三世代自然ふれあい調査

I）調査の概要

　当初、小学校児童を対象としての調査を予定し

たが、これが不可能となったため、子供会行事で

公民館に来訪した地域の子供（主に小学生）、そ

の父母（30～40才代）、及び祖父母（70才代）、さ

らに、カヌー来遊者（30～40才代）、田代橋下で

9.4％で、その理由は、「水がこわい」「川がこわい」

「汚れているから」という理由である。

　およそ1割の地元児童に水への嫌悪が見られる。

問２　川や池などの水辺が好きな理由

　相良村父母は、「魚など生き物がたくさんいる

から」「自然がたくさんあるから」が61.1％、「美

しい凰景が好きだから」が44.4％、「魚とりができ

るから」「泳ぐことができるから」が38.9％と全て

の項目について均等に好きな理由をあげている。

　祖父母は、「魚とり」「泳ぐ」である。

　一方、その児童は、「泳ぐことができるから」

が59.4％、「魚とりができるから」が18.8％、「魚

などの生き物がたくさんいるから」「自然がたく

さんあるから」が9.4％と、「泳ぐこと」が突出し、

ついで「魚とり」が続く。魚とりも好きな理由だ

が、どちらかというと「泳ぐこと」が一番好きな

理由となっている。

　川辺川利用者は、「自然がたくさんあるから」

が50％で、あとは全て25％である。

　カヌー利用者は、「白然がたくさんあるから」

「美しい風景がすきだから」が80％、その他の理

由は「カヌーができるから」である。

　川や池などの水辺などの自然観に、属性によっ

てやや違いが見られる。父母や祖父母は、「生き

物」「魚とり」「泳ぐ」ことが他の属性より高く、

児童は、「泳ぐ」ことが突出して高い。川辺川利

用者、カヌー利用者は、「自然」「美しい風景」が

高くなっている。

問３　川や池などの水辺に（子供の頃）どのくら

　　　い行くか

　　「ほぼ毎日」行くと答えたのは、祖父母は

の来遊者（30～40代の大人及びその子供）を被験　表２

者に、調査表への聞き取り記入法により実施し、

以下の成果を得た（表2）。

2）三世代自然ふれあい調査結果概要

問１　川や池などの水辺が好きであるか

　相良村父母、祖父母、カヌー利用者、川辺川利

用者は100％が「好き」である。相良村児童は

90.6％が好きと答えているものの、「きらい」も
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三世代自然ふれあい調査概要

Ｎ０．

調査対象者 調査場所 人数 属性他

１ 相良村児童 公民館 32 夏休み子供会行事で公民館に来訪。

児童は小学生。父母は30~40代。２ 相良村父母 公民館 18
３ 相良村祖父母 公民館 １ 孫を迎えに公民館に来訪。70代。

４ カヌー利用者 公民館
５

公民館を駐車場として利用。鹿児島

県や近隣市町村から来訪｡30~40代。

５ 川辺川利用者大人 田代僑下 ８ 水遊びを行うために近隣市町村

や里帰りで来訪。30～40代。６ 川辺川利用者児童 田代橋下 ２

合計 66



100％、父母が66.7％、児童は15.6％である。児童

が多いのは、「月数回」が31.3％、「週数回」が

37.5％である。父母は、「週数回」が22.2％で、

「ほぼ毎日」と合わせると88.9％となる。これは、

問７でわかるように夏を中心に限ってである。

　祖父母や父母の代と現代の児童たちを比較する

と、今の子供たちは水辺に行く回数が激滅してい

る。それでも週数回約4割が水辺に行き、月数回

と合わせると約7割が水辺に行くというのは、全

国的な水辺離れが進む中では多い方といえるだろう。

　川辺川利用者50％、カヌー利用者20％である。

カヌー利用者は、「年数回」が40％と一番多い。

これは、今の利用について聞いたものである。

問４　水辺に誰と一緒に行くことが多いか

　父母は「友人」が88.9％、「兄弟」16.7％、「両

親」は5.5％であるのに対して、児童は「両親」が

68.8％、「友人」が43.8％、「兄弟」が21.9％の順で

ある。祖父母は友人とである。川辺川利用者は父

母と同様に、「友人」62.5％、「兄弟」37.5％、「両

親」12.5％の順である。カヌー利用者は「友人」

とであり、これは今の利用についてである。

　祖父母や父母の代と児童たちと比較すると、か

つては「友人」と行った水辺に、現代は両親の保

護のもとに行かなくてはならない。「子供だけで

は行ってはいけない。家の人がついていかなけれ

ばならない」という実態が浮き彫りになった。

問５　遊んだりふれあったりしている水辺の名前

　　　はなにか

　児童は「川辺川」が50％で、具体的な名称とし

ては権現橋、相良橋、柳瀬橋、観音橋の下である。

柳瀬橋には水泳場が作られ、権現橋では橋から飛

び込む児童もいるが注意されているとのことであ

った。

　父母は川辺川が44.4％と多いが、ついで球磨川

が38.9％である。

　川辺川利用者は、球磨川、川辺川、前川などい

ろいろであった。

　カヌー利用者は、球磨川、川辺川、鹿児島県の

川内川・イザコ川、宮崎県の綾川と広範囲にわた

っている。中でも、川辺川の巡り観音から下ると
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きれいな流れでカヌーに適しているとのことであ

った。

問６　そこはどんな場所か？水深、流れ、水底。

　　　水の状態、どこから近づくか

　遊んだりふれあったりしている水辺の様子は、

「水深」については、児童や親・祖父母は「深く」、

川辺川利用者は「浅く」、カヌー利用者は「普通」

と感じている。

　　「流れ」は、祖父母・父母、児童は「普通」

「早い」、川辺川利用者は「おそい」、カヌー利用

者は「普通」と感じている。

　　「水底」は、祖父母・父母、児童、川辺川利用

者、カヌー利用者仝て「石」が多い。「水」につ

いては、「きれい」と感じているのは、父母が

83.3％、児童が56.3％、川辺川利用者は75％、カ

ヌー利用者は60％である。

　父母から「今より子供の頃の方が川の水がきれ

いで魚がいっぱいいた」「今は護岸が整備され、

景観は悪いが、子供の遊び場としては安全なので

護岸整備した方がよいと思う」という意見もあった。

　カヌー利用者から「ここ5年きれいでなくなり、

昔はきれいだったが今はきたない」といった意見

があった。

　その場所に行くには、「河原」から行くのがど

の属性も多い。

　川辺川利用者からは「畔を通って、農道から堤

に降りていくと大きな飛び込み岩があって、橋下

でよく遊んでいた」。

　児童からは、「石がごろごろした坂道からすぐ

川に」「岩みたいなところへ降りていく」「魚がい

っぱいいる」。

問７　季節ごと水辺でどのように楽しんだか

　父母は、春はつり、虫取り、花摘み、木登り、

魚取り、放流、メダカをみる。夏は水泳が83.3％

と最多である。ついで魚つりが22.2％、魚取りが

16.9％、砂遊び、水の掛け合い、石積み、虫取り

（ヤマクワガタなど）。秋は魚釣りが16.9％、メダ

カとり、木登り、ドングリ拾い、水遊び。冬は魚

取りが16.9％、魚釣り、水の冷たさを触って遊ぶ

など、四季を通じ楽しんでいる。



　児童は、春は魚釣り、水遊び、生き物を見つけ

る。夏は水泳が68.8％、橋の上から飛び込む、魚

釣り、魚をさす、メダカ取り、水切り（石投げ）、

虫取り、石に印をつけて宝探し。秋は魚釣り。川

の中にプール場をつくり、ロープを張ってその外

は泳げないようにしている。

　川辺川利用者は、春はホタル、草花をとる。夏

は泳ぐが62.5％、魚釣り、モリでつく、魚つかみ、

飛び込み、川を横断、スイカを冷やす、虫取り、

観察。秋は虫取り。冬は川を眺める。

　カヌー利用者は、四季を通じ、カヌー、泳ぐ、

キャンプ、魚釣りである。

　以上より、四季別には夏が最も利用されている。

特に水泳が父母、児童、川辺川利用者の順に多く

利用されている。同じ水泳でも、現在は川の中に

ロープを張って、プール場をつくって親の監視の

もとで行っている例が見られる。

　属性別にみると、父母は年間を通じ多様な遊び

を行っているが、子供の代になると夏が中心で春

秋は魚釣りを行う程度で冬は皆無となる。一方カ

ヌー利用者は年間を通じて利用している。

　全体的に見て、川の利用の方法がカヌーや釣り

を除くと夏限定で、道びの方法も安全志向になっ

ている。

問８　水辺でどのような道具やモノを使ったか

　祖父は「もり」、父母は「釣りざお」77.8％、

「あみ」44.4％、「もり」33.3％。児童は、「釣りざ

お」「あみ」が15.6％、その他に水中めがね、浮き

輪、シュノーケル、虫取りあみなどである。カヌ

ー利用者は「釣りざお」が80％である。

　もりは「イザリ」といって、lmくらいの木に

三つ又の鉄かぎをつけ、手元はゴムとなっている

手作りのものである。児童の一人は、小学三年生

より80歳の祖父からイザリを教わり、おもしろく、

潜ってアユを刺して取っているという。

　子供の代になると「もり」がほとんど使われな

くなるが、まだ祖父から孫へ魚取りの方法が伝授

されている例も見られた。

問９　水辺で何をとったか

　魚は、祖父母はアユ、ハエ、イダ。父母はアユ
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が38.9％、イダ・コイが22.2％、ヤマメ22.2％、ハ

エが16.7％、ウナギが11.1％、フナ、メダカ、ナ

マズである。児童はメダカが25％、アユが15.6％、

ヤマメが12.5％、イダ、コイ、アサジ、ウナギ、

オイカワ、ドジョウ、ドグラである。川辺川利用

者はハヤ、アユ、ヤマメ、イワナ、ハエ、イダ、

フナ、コイ、ウナギ。カヌー利用者は、ハヤ、ハ

エである。

　貝は、父母はシジミ、ビナ、タニシ。児童は、

タニシが21.8％と多く、シジミ、ビナである。

　昆虫は、父母はカブトムシ、クワガタ、ゲンゴ

ロウ、ヤゴ、クロカワムシ、カワムシ、トンボ、

チョウ、バッタ、ヒラタカゲロウ。児童はカブト

ムシ、クワガタ、カワムシ、トンボ、チョウ、ハ

エ、ヘビトンボ、ヒラタドロムシである。

　植物は、父母はエビモ、カナダモ。児童は雑草

である。川辺川利用者はツユクサ。その他、父母

はカエル、マムシ、児童はカニ、カヌー利用者は

エビ、カニである。

　魚の取る量も種類も父母の代と比べ現代の子供

たちは減っている。中に、「魚とりをしてはいけ

ない」と言われている児童がいたが、親から魚と

りなどの水辺での遊びを禁止されつつあることも

一因であると考えられる。

　種類も、祖父母・父母はアユを最も多くとって

いたが、子供の代になるとアユよりメダカが多く

なっている。しかし、児童がアユを取れる川とい

うのは、全国的に見てもそう多くはないだろうと

思われる。

問10　とったものはどうしたか

　父母は「放した」「その場で焼いて食べた」が

44.4％、「うちで食べた」「うちで飼った」が

33.3％である。児童は「放した」が46.9％と最も

多く、次いで「うちで飼った」が25％、「うちで

食べた」「その場で焼いて食べた」の順であった。

　祖父母や父母の代では、「川辺でさばき、塩を

つけて焼いて食べた｡」が、子供の代になると、

「放した」が主流となっている。

問11　水辺で恐い目にあったことがあったか

　父母の55.6％、児童の37.5％、川辺川利用者の



25％が「おぽれそうになった」経験を持っている。

児童に、「深くなって、お父さんが笑って一時し

て助けてくれた」「おぽれそうになりお兄ちゃん

に助けられ、（それが原因で）水があまり好きに

なれない」「水に入って頭が痛くなり水に入れな

くなった」「流されそうになった」など水への恐

怖を語る例が多く見られた。

　川辺川利用者からも「同じ小学生が川でなくな

った」「蛇篭で足や手を切ったが、習慣的に遊ぶ

中で気をつけるようになる」「もりで目を突かれ

た同級生もいた」「足を切ったり怪我をした」。カ

ヌー利用者は、「流れにはまった」「増水で流され

そうになった」。

　次いで、父母の38.9％、児童の15.6％が「ヘビ

やハチにあったりさされたりしたことがある」経

験をもっている。その他にも、父母は「サルにか

まれた」「危ないセメントの固まりや太り針金を

見た」経験がある。

　このような経験が川で泳げるきっかけとなり、

川で何に気をつければよいかを習得する貴重な体

験となっている。　しかし反対に、児童の中には川

でおぼれた経験が川への恐怖心を植え付け、川か

ら遠ざかる原因となっている例も見られた。

問12　水辺でしかられたことがあったか

　　「遊泳禁止区域で泳いだとき」は父母の22.2％、

児童の12.3％、「大人から禁止されているのに水辺

に遊んだとき」は父母の16.7％、児童の6.3％がし

かられた経験を持っている。その他には、川辺川

利用者からは、「投網、もり、電気（バッテリー）

はやめるよう言われた」「ケランという毒性のあ

る櫨物をもんで流すと魚が浮くがやめるよう言わ

れた」「深いところに行って怒られた」「ゴミを捨

てるな」「もりをもっていたから」といった理由

でしかられた経験を持っている。

　児童は、「あまり飛び込むな（橋の上から）」

「遠くの方へ行くな」「深いところに行くな」「魚

は取ってはいけない」「休憩しなさい」「子供だけ

で川へ行ってはいけない」といった理由でしから

れた経験を持っている。

　カヌー利用者は、「カヌーなので釣り人に怒ら

-

　れた」経験を持っている。

　　今の子供の方がしかられる割合は減っている

　が、しかられる理由は今も昔も共通している。し

　かし現代は､子供だけで川に行くことが禁止され、

　父母の代では様々な違法な魚の取り方に工夫して

　怒られていたが、今の子供には見られなくなって

　いる。

　問13　どんな水辺を望んでいるか

　　児童は、「アユなどの生き物が豊かに生きられ

　る水辺」「美しい自然がいつまでも残っている水

　辺」が46.9％、「泳いだり魚をとったりできる水辺」

　が40.6％、「カヌーやボートが楽しめる水辺」が

　21.8％である。

　　父母は「泳いだり魚をとったりできる水辺」

　77.8％、「子供たちに後世まで残せる水辺」が

・72.2％､「美しい自然がいつまでも残っている水辺」

　が66.7％、「アユなどの生き物が豊かに生きられる

　水辺」55.6％、「カヌーやボートが楽しめる水辺J

　が50.0％の順となっている。

　　川辺川利用者、カヌー利用者も5項目同じ程度

　の割合で望んでいる。

　　その他の意見に、父母は、「川は水が冷たいの

　でよい」「権現橋の下でペットボトルをつないで

　プールをつくり親が当番で監視して遊ばせてい

　る」といった利用についての意見や、「堤防の河

　原いっぱいに車が止まる」「堤防の所で子供を泳

　がせていると上流で犬を平気で洗っている」「外

　からくるキャンパーが増えてきて、地元の子供が

　遠慮しないといけなくなっている」といった利用

　者のマナーに対する苦情の意見があった。

　　川辺川利用者は、「ダム建設については、反対

　だ。ダムができたら、球磨川のように色が変わっ

　てしまう。球磨川はダムができて被害があった。

　日本の自然を大切に守ってほしい。安心して川で

　子供を道ばせたい。『川は泳げるところ、川の水

　の冷たさ』を教えたくて、毎年神奈川県川崎市か

　ら父親の実家のある川辺川へ2人の子供たちを連

　れて帰っている｡」といった昔のままに泳げる希

　少価値となった川辺川の魅力を子どもたちに伝え

　残すためにダム建設を反対する意見もあった。
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　また、子供会事業として、夏に１回川辺川へ来

るグループは、「地元の岡原村には川がないため、

普段川遊びは禁止されており、親の目が届く子供

会事業として親の監視のもと川遊びを行ってい

る」という。

　カヌー利用者は、「コンクリートとダムをなく

して欲しい。ダムがない方がよい。市房ダムと比

べると川辺川にダムができることはよくない｡」

といった意見であった。

3）三世代自然ふれあい調査のまとめ

①祖父母、父厚、近辺から訪れた人、カヌー来

　　遊者の100％は水辺が好きであると答えてい

　　る。その一方で、この地域では約1割の子供

　　が水への恐怖心を感じている。

　②川に対する自然観が世代や日常の居住環境に

　　より異なり、地域の父母や祖父母は「魚とり

　　の場」としての見方が強く、子供は「泳ぎの

　　場」が突出し、近辺からやカヌー来遊者では

　　「美しい風景」が高い。

　③祖父母や父母の子供時代と現代を比較して、

　　今の子供は水辺に行く回数が激減している。

　　しかし約4割が週数回、月数回を合わせると７

　　割が水辺に行く実態は、全国的な水辺離れが

　　進む中で特異な実態である。

　④祖父母や父母の代では「友人」と行っていた

　　のに対し、現代は両親の保護のもとに行って

　　いる実態が浮き彫りになった。

⑤父母の代からは「子供の頃の方が、川の水が

　　きれいで魚がいっぱいいた」の回答が多い。

　⑥川辺川における春夏秋冬、多様多彩なふれあ

　　い実態も明らかになった。父母は年間を通じ

　　されていたが、現代は「もり」はほとんど利

　　用されず、「釣りざお、あみ」もわずかな利

　　用となっている。しかしこの地域では、現在

　　でも祖父から孫へ魚取りの方法が伝授されて

　　いる例があった。

⑧採取した魚種は、かつてはアユが最も多く、

　　現在はメダカである。

⑨採取した魚は、かつてはその場でさばき焼い

　　て食べたが、現在は放すのが主流となってい

　　る。

⑩祖父母や父母の水辺での怖い体験が泳げるき

　　っかけとなり、危険から身を守る術を習得す

　　る体験となっている。しかし、父母よりも怖い

　　体験が少なくなっている児童の中には、川で

　　おぼれた経験が川への恐怖心を桂え付け、川

　　から遠ざかる原因となっている例も見られた。

⑩水辺でしかられる理由は今も昔も共通してい

　　るが、その割合は父母の方が多く、現在では

　　子供だけで川に行くことが禁止され、父母は

　　魚の取り方に違法な方法で工夫して怒られて

　　いたが､今の子供には全く見られなくなった。

⑩父母、児童、近辺からやカヌー来遊者も、

　　「アユなどの生き物が豊かに生きられる水辺、

　　泳いだり魚をとったりできる水辺、美しい自

　　然がいつまでも残っている水辺、子どもたち

　　に後世まで残せる水辺、カヌーやボートが楽

　　しめる水辺」を望んでいる。さらに、透明度

　　の高い水辺で泳げ、カヌーができる川辺川を

　　希少価値と捉え、後世まで伝えるためにダム

　　建設を反対する意見も見られた。

て多様多彩な遊びを行っていたが、子供の代　（４）調査のまとめ

になると夏の水遊びが中心で春秋は魚釣り程　　以上の川辺川流域人のふれあい観察調査、有識

度、冬に至っては皆無となる。現代の川の利　者聞き取り調査、三世代自然ふれあい調査などの

用がカヌーや釣りを除くと夏限定で、川の中　結果から次のような考察を得ることができた。

にロープやペットボトルでつないでプールを　1）アユも人も選んだ豊かな自然・人文環境に包

　　作るといった、安全志向の遊びの方法となっ

　　ている。

⑦水辺で使う道具についても、祖父や父母の代

　　では、「もり、釣りざお、あみ」がよく利用

-

　まれた川辺川

　アユが適する水温から見ると川辺川よりも球磨

川の方が適しているにも関わらず、約50年前は球

磨川に多く生息していたアユが今では川辺川へと
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遡上するようになったという。球磨川にダムが建

設されることによって水が滞留し、アオコが発生

し、腐った粒子が下流に流れケイ藻に付着し、そ

の生長を抑え根元からはがしてしまう。また泥が

ケイ藻を覆ってしまう。そのためアユにとって十

分なエサであるケイ藻が供給されなくなり、その

ことをアユは匂いで察知し、球磨川ではなく川辺

川を選択して遡上し始めたのである。

　さらに、川辺川にはアユだけでなくアユを求め

て全国から年間約1万人もの釣り師が集まるよう

になった。アユが納得のいくように捕れる川が全

国的にも少なくなっているからである。

　川辺川のあちこちに見られる河原に干された漁

網、流れに仕掛けられた張り網、木舟の停留、漁

労小屋などは昔ながらのアユと人が織りなす営み

の風景である。それは、豊かな自然・人文環境を

示す河川の風景であり、川辺川がアユも人も引き

寄せる河川であるということは、豊かな自然・人

文環境を未だ保持している唯一無二の河川である

証なのである。

2）川とのふれあいが息づく川辺川

　川辺川はアユ釣りだけでなく、多くの地元や近

辺からの子供や家族によって水辺遊びの場、魚と

りの場、バーベキューの場として利用されている

河川でもある。全国の河川で見られなくなった大

きな岩や橋の上から飛び込む風景を今なお見るこ

とができる河川の一つでもある。

　また近年カヌー来遊者も増え、地元の子供たち

がカヌー講習会を受け、小学校の授業で「川辺川

探検」を行う時代ともなっている。

　地元の父母や児童、近辺からやカヌー来道者全

てが「アユなどの生き物が豊かに生きられ、泳い

だり魚をとったりでき、美しい自然がいつまでも

残っている、子どもたちに後世まで残せる、カヌ

ーやボートが楽しめる水辺」を望み、透明度の高

い水辺で泳げることやカヌーができる川辺川を希

少価値と捉え、それを後世まで伝えるためにはダ

ム建設を反対する意見も見られた。

　川辺川は、現在もこれからも豊かな川とのふれ

あいが息づき、求められている河川であるといえ

よう。

3）川とのふれあいは激減、単純化、安全志向化

　している

　夏になるとほぼ毎日川に行った祖父母や父母の

子供時代と比較すると、地元の子供達が水辺に行

く回数が激減している。それでも、週数回約4割

が水辺に行き、月数回と合わせると約7割が水辺

に行くというのは、全国的な水辺離れが進む中で

は多い方といえるだろう。

　しかし、祖父母や父母が年間を通じ水辺には主

に友人と行ったことに対して、現代の子供達は夏

の水遊びを中心に両親の保護のもと、川の中にロ

一プやペットボトルでつないだプールを作り、そ

の中で親の監視の元泳ぐといった安仝志向の遊び

の形態に変化している。

　さらに水辺で使う道具が、祖父や父母の代では

「もり、釣りざお、あみ」がよく利用されていた

のに対し、現代は「もり」はほとんど利用されず、

「釣りざお、あみ」もわずかな利用となっている。

これは、川に対する自然観が祖父母や父母は「魚

とりの場」としての見方が強く、子供は「泳ぎの

場」が突出していることからも裏付けられる。

　また、採取した魚種もアユからメダカヘと変化

し、かつては捕ったアユはその場で焼いて食べた

が、現在は放すのが主流となっている。

　水辺でしかられる理由も、現代の子供達は子供

だけで川に行くことが禁止され、父母は魚の取り

方に違法な方法で工夫して怒られていたが、今の

子供では全く見られなくなっている。

　これらのことからも、現代の水辺遊びが親がか

りで単純化、安全志向化しているといえよう。

4）「川が危ない」と川と暮らす、川と遊ぶことを

　遠ざけるようになった

　祖父母、父母、近辺から訪れた人、カヌー来遊

者全てが水辺を好きであると答えているのに対

し、この地域の約1割の子供が水への恐怖心を感

じている。祖父母や父母は水辺での怖い体験が泳

げるきっかけとなり、危険から身を守る術を習得

する体験となっているのに対し、現代の子供達は

父母よりも怖い体験が少なくなっており、川でお
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ぼれた経験が川への恐怖心を植え付け、川から遠

ざかる原因となっている。川遊びは教えるもので

はなく、自ら学び取るものなのである。

　かつてはアユ、ウナギ、ドンコと魚の種類ごと

に漁師がおり、川の水がきれいでアユやウナギが

一香多くいて、子供でも魚を捕って小遣い稼ぎが

できた時代であった。川は人間の一部であり、川

なくしては暮らせない、自然に逆らわない生活が

あった。

　しかし川の水量が滅り、川がよごれ、魚が少な

くなり、「川が危ない」と川を遠ざける時代とな

ったことが、川とのふれあいを滅少させ、川と暮

らす生活をなくし、ダム建設を許してしまった一

因であるといえよう。

　以上川辺川流域を中心に、水辺とのふれあいの

実態が時代の変化と共にどのように変遷してきた

かを客観的に把握した。豊かな自然・人文環境を

保持し、自然とのふれあいが息づく川辺川で、時

代の変化と共に川とのふれあいが激減し、単純化

し、安全志向化することで、川と暮らす、川と遊

ぶことから遠ざかりつつあることが指摘された。

今後、予備調査で結論した（仮称）『川辺川100の

素顔』編集が、人と川辺川とのふれあいを把握す

る上で極めて意義あるものと論じたように、広く

多くの人々に川辺川の魅力と価値を知らしめ、全

国の河川における自然とのふれあい復活に寄与す

べく活動を展開していきたいと考えている。

　　　At Kumamoto Prefecture Kawabe River valleyjt enforced itas intending objectivelyto

grasP¨How did the actual situationof touching it to each other with water change together

with a change of a time ？¨.Giving instruction about of a method， extraction of a killifish，

richly with no it takes fishto a grandchild with grandfather, as touching it to each other with

no various colorfulness through the four seasons，as havinga neiv understanding of a rich

naturalliteratureenvironment of Kawanabe River the actual situation of touching it to each

othervvas confirmed.　Sense of nature against a river，are oriented safely howeverパna

generationand as differingbya usual residence environment, touching it to each other with

a riverdecreases sharPly, are simPlied 肖ith theoneside･ togetherwith a change of a time by

getting，itlives with a riverjt was Pointed out to be going away from to Play with a river.

From now onjor many PeoPle，we rePort charm and value of Ka゛abe River and think that

we would like to exPand an activityto seem being able to revive for touching itto each other

with nature at a river.
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第12期プロ・ナトゥーラ・ファンド助成成果報告書（2003）

　外来種カミツキガメの野生化とその対策に関する研究

～ラジオテレメトリー法による生息地利用と野外繁殖調査～

　　　　　　　　　　　外来亀対策委員会

小林頼太1）・橋本典之･）・早川智人･・前園泰徳1）・長谷川雅美3）

The study of exoticturtleC11eりdra se叩ent&laescaped in the wild

　　Reserch forhabitat use and reproductions by radio telemetry

　　　　　　　　　　methods and fieldobservation

　　　　　　　　　　lnvasiveTurtlesSPedalistGrouP

RaitaKobayashi貼Noriyuki Hashimoto2≒Tomohito Hayakawa3）

　　　　　　　YasunoriN/laezono1≒MasamiHasegawa3）

　2002年6月12～24日の期間に印旛沼流人河川においてカミツキガメ15個体（雄6、雌9）

に電波発信機を装着した。12時間ごとの個体追跡に加えて野外観察を行ったところ、水田

内で交尾行動が1例、河川、用水路の土手で雌の穴掘り行動が4例確認された。産卵まで確

認されたのは2例であり、産卵数は50および41個であった。9月上旬に巣を掘り起こしたと

ころ、産卵数50個の巣からはO個体、41個の巣からは孵化直前の卵および幼体が11個体発

見された。さらに2002年4月下旬に昨年の孵化個体と思われる背甲長27㎜の幼体が水田脇

の水路から発見された。これらの観察事例から、カミツキガメが野外で繁殖していること

は確実といえる。また、電波発信機による行動追跡から雌雄ともに河川だけでなく、隣接

した水田や水路といった周辺環境を利用していることが明らかとなってきた。

１．はじめに

　カミツキガメは北米から中南米にかけて広く分

布しているカメである。北米においては食用の他、

生きたままの状態、爪や甲羅を加工した工芸品用

としての需要があり、野外捕獲の他、養殖が行わ

れている（Maxwell d α/｡1996）。日本国内には

1960年代にはペットとして輸人されていたが、近年、

安価な孵化個体が流通し（竹中2000）、都市部を

中心に野外からの発見報告がされている（小林他

2000 ； 日本カメ自然史研究会1999 ；竹中2000）。

攻撃的な防御行動をとる性質ため（Dodd and

Brodie 1975）、動物の愛護及び管理に関する法律

では「人の生命、身体又は財産に害を加える恐れ

のある」危険動物に指定されている。国内に定着

した場合、生物多様性への影響として、在来種の

捕食、競合・駆逐などの生態系への檀乱、野外活

動を行う人への危険が懸念されている（野生生物

保護対策検討会移入種分科会2002環境省HP）。

1）東京大学大学院農学生命科学研究科（Graduate School of AgricultureandLifeSciences､The universityof Tokyo）

2）銚子市立第一中学校（Choshi lstJuniorHigh School）

3）東邦大学理学部生物学教室（School ofBiology､Toho university）

-
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　移入生物の行動や生態的な知識を得ることは、　２．調査地

その種の駆除や個体数制御などの対策を立てる上　　調査地は千葉県北部に位置する印旛沼流域であ

で必要不可欠である。例えば、Congdondα1.

（1987）はミシガン州におけるカミツキガメの繁

殖行動に関してまとめ、平均70%の巣が外敵に襲

われていること、Congdon etal、（1994）は17年間

の巣の平均生存率は23%、個体の年間生存率は2歳

まででは65%以上、2～12歳まででは77%であるこ

とを報告している。これら研究は、原産国でのカ

ミツキガメの死亡率は卵や幼体時に集中している

ことを表し、捕食者のいない地域では一度定着す

ると爆発的に増殖する可能性を示唆する。そのた

め、日本国内に本種が定着することを防ぐ上で、

繁殖を制限することは大きな課題のーつといえ

る。

　これまで、野生動物の行動や生態的特性を調ベ

る手段の一つとして、バイオテレメーターによる

行動追跡が行われてきた。脚輪やタグによる標識

法に加え、超音波発信機、電波発信機を対象動物

に装着し、行動を追跡するテレメトリー法などで

ある。また、近年ではアルゴスシステムなどの人

工衛星追跡システム、アーカイバルタグやGPSな

どのデータロガー、PHSの利用、同位体をトレー

る。印旛沼は利根川水系に属し、沼面積1､155ha、

流域面積48､855haの湖沼である。流域人口は717

万人に達し、生活排水の流入から水質は悪化して

いるが、これまでに61種の魚類が確認されており、

平成11年度の漁獲量は725tにのぼる（千葉県水質

保全課2002）。印旛沼周辺では1997年よりカメ類

の生態調査が行われており、在来種のクサガメや

ニホンイシガメの他、移入種であるミシシッピア

カミミガメやカミツキガメ、ミナミイシガメなど

が捕獲されている（小林他2000）。本調査ではカ

ミツキガメの捕獲記録が多い流入河川の一部を調

査対象地域とした。対象地域は川幅4-5m、水深は

0.5-1.5mほどで、流速は比較的速い。底質は砂ま

たは泥であり、ヤナギモやエビモ、オオカナダモ

などの水草が繁茂している。岸辺は基本的に矢板

による護岸がされているが、崩れている箇所が多

く アシやマコモが生育し、自然護岸に近い環境

といえる。河川周辺は水田として利用され、水田

脇の水路は自然護岸で谷戸からの水によって1年

中湿っている場合が多い。

サーとした解析法など、行動追跡に関して様々な　３．方法

研究が行われるようになった。カメ類の生息地利　　実験に用いるカミツキガメは、2002年5月23日

用の研究では、標識法と電波発信機による個体追　から5月28日にかけて集中的に罠かけを行い捕獲

跡が広く行われてきた（Obbard and Brooks 1981　した。この時期は僑本（2002）により産卵時期の

他）。カメ類は生息地として陸上、水中、泥中な　直前から開始直後と推測された時期である。捕獲

ど様々な環境を利用するため、捕獲が困難な状況　されたカミツキガメのうち背甲長が繁殖最低サイ

下では標識法による継続的な追跡は難しくなる。　ズの200m（White and Murphy 1973）近くに達し

活動範囲が大型哺乳類や鳥類に比べて小さい淡水　た個体を対象とした。またi雌個体は鼠蹊部（足

性カメ類では、GPSなどのデータロガーやアルゴ　の付け根）の触診により（Congdon gl�｡1987）、

スシステムと比較して、電波発信機による追跡が、　輸卵管卵の有無を判断した。

費用や精度、追跡可能な期間など総合的にみて有　　装着した発信器はパルス問隔変調方式で周波数

効な手段といえる。　　　　　　　　　　　　　　　　53MHz帯、空中重量約25gである。発信器は後部

　そこで本研究は標識法とラジオテレメトリー法　縁甲板もしくは讐甲板に電気ドリルで穴をあけ、

により、野外で本種の行動を追跡し、繁殖および　アルミもしくはステンレス製の針金で仮止めした

生息地利用を確認することを目的とした。この研　あと、エポキシ系のパテで固定した。受信には携

究は、在来生態系への影響、人的被害の予防に関　帯型トランシーバー（スタンダードFT･817）、に

して重要な情報を提供するものである。　　　　　　アッテネーター（クラニシAT-563）を接続し、･ハ
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木アンテナ（Radix RY-62V）もしくは付属のホイ

ップアンテナを用いて探索、地図上にプロットし

た。水田脇の小水路や湿地であれば1m以下の精

度でプロットすることが可能だが、耕作中の水田

や河川内では接近が困難なため、精度は数ｍ程度

と思われる。

　雄6個体、雌9個体の計15個体を対象とし、予備

実験個体を除く14個体のカミツキガメを2002年6

月12日夕方、捕獲場所にて放流し、行動追跡を開

始した（Table 1）。Hammer （1969）によると、

カミツキガメの産卵の94%が、午前5時から9時と

午後5時から9時の時間帯に行われる。そのため、

追跡時間は午前6時からと午後6時から12時間ごと

とした。追跡調査は6月13日から25日にかけて重

点的に行った。また、電波発信機による追跡と同

時に徒歩による野外観察を行い、本種の発見、情

報収集につとめた。

Table l　印旛沼流入河川におけるカミツキガメの

　　　　移動　2002.6.12-6.24
-･-　　ＮＯ．　背甲長（ｍｍ）総移動距陽（ｍ）移動率（％）平均移飴距犀（m/回）（士SD）

オス（n･9）

　　９９

　　１０５

　　１０６

　　１０７

　　１０８

　　１０９

　　１１１

　　１１３

　　１１４

メス（nロ5）

１
ｒ
｀
り
４
１
｀
Ｑ
ｙ

４
５
６
８
１
１

303.0

211.9

208.4

193.8

192.9

194.4

224.4

243.7

237.8

333.4

332.0

260.8

217.5

220.9
　　－－

901.6

696.1

686.9

117.9

525.4

606.0

7SI.2

841.2

610.4

181.7

1469.6

1307.9

645.6

128.2

BI.0

66.7

40.0

33.3

S6.7

45.0

80.0

61.9

57.1

47.6

90.5

81.0

71.4

38.1

53.0土37.0

49.7士38.0

85.9士60.9

16.8ま8.5

37.5土21.0

67.3士63.0

50.1士30.5

64.7ま46.0

50.9士38.2

18.2士13.4

77.3土62.0

76.9士56.8

43.0土43.0

16.0土5.1
　　　　-

　捕獲された個体のうち発信器をつけなかった4

個体（N0.27､N0.30､N0.92､N0.125）の成熟雌に関

しては、産卵数および孵化時期を調べる目的で野

外に飼育設備を設置し、産卵実験を行った。産卵

実験設備は縦120、横180、高さ100cmの板で囲っ

た中に、幅40、長さ70、高さ20cmの水槽を埋め

込んだものである。なお、N0.125に関しては野外

観察により６月15日に捕獲した個体である。

N0.125をはじめ、産卵実験を行った個体は触診に

より卵を持つことが確認された個体を用いた。産

-

卵確認後は巣の上にザルをかぶせ、数日おきに観

察した。

４．結果

（1）交尾行動

　野外観察中に交尾行動が1例確認された。観察

されたのは2002年6月14日､7:49-8:12の間であった。

交尾行動は水田内で次のように観察された。1）

水田の中を雄が雌を追跡する　2）雌が停止した

後、雄が雌の背中に乗る　3）雄は前後の脚で雌

の甲羅に固定した後、雌の首にかみつく　4）雄

と雌が離れる。観察者と交尾個体は約2m離れて

いたこと、その距離の間には稲が生育していたこ

と、雄の体は陸上であるが、雌の体は水田の水及

び泥に埋まっていたことから、交接が行われたか

どうかは確認できなかった。また観察中、雄の筋

肉痙學などの動きは見られなかった。雌雄が分か

れた後、交尾個体は雌雄共に捕獲し、甲長および

体重を計測した（Table 2）。雌については鼠蹊部

の触診を行ったが、輸卵管卵の存在は確認できな

かった。

Table 2 印旛沼流入河川におけるカミツキガメの

　　　　繁殖行動　2002.6.12-6.24

交尾行勣 2002.6.14 7:49-8:12 新規個体（Ｎａｊ２３）オス 213.S

214.7
-

水旧

ＩＳ行勣 20a2.s.14

20C2.S.IS

2002.S.15

20a2.s.2D

6:○O　　N0.99　　　メス

6:S0.10:50 N0.106　　　メス

6150　　新琉僑体(No.未標睦)メス

7:26-8:44　N0.43　　　メス
　　　　ー－---

未測定

198.4
-

河川ｔ乎同川側

河川土乎水田側

河川土苧申央

用水路土乎水路側
-

（2）産卵

　電波発信機による追跡と野外観察の結果、雌に

よる穴掘り行動は6月14日に1例（N0.99）、15日に

2例（N0.106、No.未標識）、20日に1例（N0.43）

の4例、全て午前中に観察された。場所は河川、

用水路の土手であり、周辺との大きな環境条件の

違いは見られなかった（Table 3）。数日後巣を掘

り返し、産卵を確認できたのは2例であり、産卵

数は50個（N0.99）および41個（No洙標識）であ

った。また、N0.43は野外での穴掘り行動のみで、

産卵は見られなかった。鼠蹊部の触診では輸卵管
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卵が確認できなかったため、保管していたところ、（4）生息地利用

水槽内で2個産卵した。　　　　　　　　　　　　　　　調査期間中、電波発信機により雄5、雌9個体に

　産卵実験では2例（N0.27､N0.125）が水槽内で　関して利用場所を確認することができた。その結

産卵（粉砕されて発見）、2例（N0.30､N0.92）が　果、雌雄ともに河川だけでなく、隣接した水田や

土中に産卵した。 N0.30は6月28-30日の期間に、他　水路といった周辺環境を利用していることが明ら

の3個体は6月30日以降の産卵であったが、詳細な　かとなってきた（Fig.1a､b）。雌雄間で調査期間中

産卵日時および時間は確認できなかった。また、　の移動距離に差はなく（t=-0.48､p=0.63）、個体ご

N0.30とN0.92の産卵数はそれぞれ21個であった　とに大きく異なっていた（Table 4）。

（Table 3）。

（3）孵化

　産卵から85日目にあたる9月８日に巣を揖り起こ

したところ、「No.未標識」の巣からは孵化直前の

卵および幼体が11個体、卵殼片もしくは発生途中

で腐敗していた卵が発見された。「N0.99」の巣か

らは卵殼の破片のみが発見された（Table 3）。ま

た、「N0.99」の巣は産卵時よりも河川側へ若干移

動していた。物理的な移動は、周囲の状況から河

川土手の草刈りを行う大型機械によるものと推測

された。

Table 3 印旛沼で捕獲されたカミツキガメの卵お

　　　　よび孵化個体の確認例

Table 4 河川以外からのカミツキガメの記録

　　　　2002.4-7

2002.4.14　オス

2002､4.24　オス

2002.4.30頃不桐

2002.4.30頃不咽

2002.5.11　オス

2002､5jl　不明

2002.5.11　不明

2002.S.12　オス

2002.5.1Z　不明

2002.5.12　不明

2002.6.2　不明

2002.6.14　オス

2002.6.14　メス

2002.6.1S　メス

2002.6.15　オス

2002.6.19　不明
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224.4

188.9

28.1

26.6

Z20.9

69.7

56.S

205.5

194､○

124.1

不胡

213.5

214.7

230.9

108.8

40.5

水路

水田

水諮

水路

水田

畦

水路

｝
｝
一

畦

水田

水田

水路

－麹

溢路
－--

一

背●が劃れている

�4ﾋ個億

鱒4ﾋ個他

タレメSSS aUt3lf穴4にあliる

讐・餉－なし・・休

くだけた背甲のみ

交尾個体

交瘍個体

嘸死体

�死体
一

Ｒ但酋による個体退跡およぴＳ外鼓察

N0､99

Nc.棄標唯

Na.43
-

－外度卯霖該

n0.27

N0.12S

No､30

N0.92
-

2002.6.14

2002.6.1S

2002､6.20
　　　－

2002.6.30以降

2002､6.30以降

2002.9.8

2002.9.9

2002.9､8

鎗

ｄｌ

２

2002.10.20不明

ZOOZ,10.ZO不哨

2∽2.6.2a-3a 2gx12.1a.2021

2∽2.6.10一●2a32.1a.2a 21

○

１１

０

-

０
０

１１１上

０

一

●豊綺ａゐｓ礁皿

●洵鵬ｔ●●・●墨・12.S・1.21まSD】●四

●瞥申畠●
　　　一

水檜内の一破片として確認

水偉内の卯破片として確認

孵t個体は水槽内で兄つかる

　産卵実験では野外条件下で孵化する時期を調ベ

る目的のため、巣にザルをかけて数日おきに観察

していたが、孵化予定時期を過ぎても変化が見ら

れないことから、10月中旬に2つの巣を掘り起こ

した。その結果、N0.92の巣からは腐敗または卵

殼片が確認された。また、N0.30の巣からは腐敗

または卵殼片が確認されたのに加え、飼育設備内

の水槽より少なくとも幼体11個体分の死体が発見

された。また、保管中に産卵したN0.23の卵は発

生が進まなかった。

-



　また、野外観察および地元からの情報提供によ

り、本種は河川以外からも発見された。本種の水

田からの記録として4個体（交尾事例含む）、水路

から5個体、水田の畦から2個体の死体、路上の慄

死体2個体が発見された（Table 4）。畦からの死

体は頭部、前足が欠損した個体と砕けた背甲のみ

の発見であった。また、4月30日頃に水田脇の水

路から、背甲長27㎜の幼体2個体が発見された。

聞き取り調査からは、田おこしや代かきの際に本

種を重機に巻き込むこと（2例）や、草刈りの際

に機械で引っかけること（1例）、水路の泥上げの

際に掘り起こす情報（2例）を得た。

５．考察

（1）野外での繁殖について

　本調査では、交尾、産卵、孵化とカミツキガメ

の一連の繁殖行動を野外で確認することができ

た。しかし、本種が野外で定着していると判断す

るには、世代交代を繰り返していることを確認す

る必要がある。特に成体のカメ類は本来の生息地

と比較して条件の悪い環境でも、順応して生息す

ることができる。そのため、一見個体数が多いよ

うに見えても、寿命が長いために同一個体が何度

も確認され、世代交代が行われていない可能性も

ある。従って、野外の個体群構造を把握すること

は今後の本種の動向を予測する上で必要である。

その際に、国内で野生化した本種の生態は原産国

と同じであるか、環境条件の違いによって変化し

ているのかを調べることは、重要な意昧を待つも

のである。

　本研究で観察された交尾行動は6月上旬であっ

たため、原産国の交尾期間（4－11月）（Ernstd

α/｡1994）の範囲内であった。正常な交尾行動の

場合、｡交接の際に雄は生殖器挿入の前、串、後に

は筋肉痙學が見られる（Ernstd�｡1994）という。

しかし、こうした行動は今回の観察中には認めら

れなかった。このことから、観察された事例が、

一連の正常な交尾行動であったかは不明である。

また、雌のカミツキガメは雄の精子を活性能力の

あるまま数年（少なくとも数カ月）、保持するこ
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とができる（Galbraith et al.1993 ；Ernst d α/｡

1994）。　そのため、野外で産卵する雌がいつ交尾

したのかを特定することは困難であり、仮に野外

産卵が確認されても、受精卵を持った状態で野外

放逐された個体が産卵する可能性も否定できなか

った。本研究の観察例はたった1例であるが、野

外において雄と雌が遭遇し、交尾の機会があるこ

とを明らかにした。このことは印旛沼流域のカミ

ツキガメ個体群において、低密度のため繁殖の機

会がないという移人初期の段階を越えており、今

後急激に個体数が増加する可能性があることを示

している。

　橋本（2002）は印旛沼流域で捕獲されたカミツ

キガメの生殖腺を調べ、テネシー州個体群の生殖

周期（White and Murphy 1973）と類似している

ことから、産卵は5月下旬から6月上旬であると推

測した。5月23日から5月28日に捕獲した200m以

上の雌に関しては、鼠蹊部の触診により、全ての

雌から輸卵管卵の存在が判断された。また野外観

察により、６月15日に水路から発見された雌

（N0.125）は輸卵管卵を持ち、6月14日に発見され

た交尾雌は輸卵管卵が認められなかった。雌によ

る穴掘り行動がみられた4例は6月14日から20日の

期間であり、このことからも、本種の印旛沼流域

における2002年の産卵時期は6月中旬前後であっ

たといえる。

　本種の産卵時間帯は原産国でも場所によって異

なり（Emest d α/｡1994）、ペンシルバニア南西部

では夕方、バージニア北部では朝、ニューヨーク

では朝44%、夕方56%であり、サウスダコタ州では

産卵の94%が、朝（午前5時から9時）と夕方（午

後5時から9時）の期間（Hammer 1969）、ミシガ

ン州では午前11時までが60%、午後8時から11時ま

でが23%（Congdon dα1.1987）であるという。印

旛沼における本種の産卵行動の発見時間は6:00-

7:26の間であり、午前中のみの確認であった。し

かし4例の確認に過ぎず、夕方にも産卵が行われ

ているかどうか、今後の調査の積み重ねによる確

認が必要である。

　カミツキガメの産卵数は6-104個の範囲であり、



平均は2（MO個である（Emestet(11、1994）。本研究

の結果は19-50個とその範囲内であった。在来のニ

ホンイシガメの産卵数は5-8個、クサガメの産卵数

は4､7個（Fukada 1965）程度であり、原産国にお

ける巣立ち率の低い場合を想定しても、在来種よ

り一巣あたりの巣立ち数は同等か多くなる。今後、

在来種よりも大型である本種の個体数が増加する

と、同じような生息環境を利用する在来カメ類に

とっては、資源をめぐる競争相手になる可能性が

ある。

　Emest（1994）によれば孵化までの期間は55日

から125日の範囲であり、一般的には75-95日であ

る。卵殼片だけの発見であった「N0.99」の巣に

ついては、産卵から85日目に掘り返したため、正

常に発生、巣立ち後に掘り起こした可能性もある。

しかし、状況から判断するとこの卵が産卵直後の

段階で破壊されていた可能性も高い。孵化成功率

の観点からは、本研究で観察された他個体の一腹

卵の中には必ず未発生の卵（腐敗卵）が見られた

のにもかかわらず、「N0.99」の卵については全て

が卵殼片であった。また、巣立ち時期の観点から、

産卵時期が１日違いの「No.未標識」の巣におい

て巣立ち前の個体や孵化直前の卵が確認されたこ

と、産卵飼育実験を行ったN0.32の巣立ちは9月以

降であったこと、サウスダコタにおける4年間の

平均巣立ち成功率は19.8%（Hammer 1969）であ

り、9月上旬に全ての個体が巣立ったとは考えに

くいことが挙げられる。また、発生初期における

卵の移動は孵化率を低下させる（Feldman 1983）

ことが知られている。Obbard and Brooks

（1981b）によると、オンタリオ州の個体群では秋

に巣立ちに失敗した215巣のうち、翌春巣立ちに

成功したのは1個体である。気候が異なるため、

越冬中の死亡率について当てはめることはできな

いが、4月下旬に幼体が発見されたことは、この

幼体が前年に孵化した個体であり越冬に成功した

こと意昧する。

　原産国での多くの研究はカナダ南部、アメリカ

合衆国北部の個体群を対象とした研究であるた

め、気候の異なる印旛沼周辺の個体群とは単純に

-

比較はできない。しかし、例数は少ないが本研究

で確認された一連の繁殖行動は、ほとんどが原産

国での研究例が報告した値の範囲内であり、国内

で本種が繁殖することに関して大きな障害となる

条件は認められなかった。日本国内の生態系内で

本種の占める栄養段階位置や生物間相互作用は不

明であり、繁殖の成功が世代交代の直接的な証拠

とはいえないが、野外放逐された個体がただ生き

ているだけではなく、個体数を増加させているこ

とは明らかとなった。

（2）生息地利用について

　Congdon（1987）によると、雌は産卵のために

普段の生息範囲から500-1､650m移動するという。

また、水辺から産卵場所までの距離は2-183mにな

るという。本研究でも雌による大幅な移動が予想

されたが、結果的に雄と雌で大きな差はみられな

かった（Table 4）。カミツキガメの普段の生息範

囲は雄と雌で大きさに差がないことも知られてい

る（Obbard and Brooks 1987a）。産卵時期に雌の

大きな移動が見られなかったのは、印旛沼周辺の

個体群にとって、産卵場所が普段の生息範囲の中

にあったのかもしれない。発信器を装着し、追跡

できた個体の内、14個体中5個体が水田または水

路を利用していた。カミツキガメにとって、水田

は原産国の湿地と同じような生息地になっている

可能性がある。

　また、本種が水田や水路を利用していることは、

本種と農作業従事者が遭遇する機会をつくること

となる。 2001年6月には長野市でカミツキガメを

石と間違えて動かそうとした主婦（69）が長靴の

上から噛まれるという事故が発生した（信濃毎日

新聞2001.6.20付）。幸いにして現在までに印旛沼

周辺でカミツキガメにより怪我を負うなどの被害

例は確認されていないが、その危険性は潜在的に

存在していると思われる。田圃の畦から発見され

た本種の死体は、聞き取り調査の内容から判断し

て水田耕作や草刈りなどの農作業に使用される重

機や軽機械類が要因と考えられる。こうした農作

業と本種の関係は原産国でも可能性として挙げら
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れている（Saumure 2000）が、具体的な事例報告

には至っていない。日本国内では水田が発達して

いることから、本種と農業の関係は原産国と比較

して多くなる可能性もある。また、路上で発見さ

れた２つの慄死体はともに未成熟個体であった。

本研究では成熟個体を短期間行動追跡しただけで

あり、今後は若齢個体の分散や、冬眠場所の確認

など長期的な行動追跡が必要だろう。

（3）産卵場所特性による駆除対策について

　産卵場所として河川や水路の土手といった野外

にありふれた環境を利用していたことは、本種が

国内で普遍に繁殖可能であることを示唆してい

る。また、産卵場所の特性から有用な駆除方法を

確立することは、本研究の結果からは困難である

と思われた。しかし、原産国でも変動の少ない産

卵時期を確認できたことは、今後本種の調査をす

る上で有効に利用できると思われる。本種は大型

であるために、陸上では目立つ存在である。産卵

時期の集中した野外観察だけでも産卵中の個体を

発見、捕獲することが可能かもしれない。そのた

めに、原産国でも地域によって異なる産卵時間の

情報を蓄積することが必要である。また、カミツ

キガメの問題は都市部に限った問題ではない。寿

命が長いため、密度が低い地域でも長い潜伏期間

を経て繁殖、突然表面化する可能性がある。一度

定着した生物を徹底的に駆除することは多大な時

協力していただいた。サンプルや野外での情報提

惧に関しては、佐倉市在住の鈴木直政氏、印旛沼

漁協の高橋範男氏に大変お世話になった。また、

六崎優人君には野外から発見された貴重な幼体を

サンプルとして提供していただいた。

　その他多大な情報をくださった千葉県佐倉市・

成田市・四街道市・酒々井町・印旛村の農家、漁

師、釣り人の方々、助言や雑用を手伝って頂いた

束京大学生物多様性科学研究室、束邦大学地理生

態学研究室の皆様に感謝いたします。
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第12期プロ・ナトゥーラ・ファンド助成成果報告書〔2003〕

世界遺産春日山原始林と天然記念物ニホンジカの

　　　　　　　保全生態学的研究

　　　　　　　　　　　春日山原始林研究グループ

前迫ゆり11 ・和田恵次2）・神崎　護3’ ・名波　哲4）・磯部由香5に松村みちる2）

Study on EcologicaI Conservation of Kasugayama Primary Forest;

　　　　World Heritage and Sika deer; NaturaI Monunlent

　　　　　　　　　　　　　KasugayamaPrimary ForestResearchGrouP

YuriMaesako, Ke単Wada,Mamoru Kanzaki,SatoshiNanami, Yukalsobe,Michiru Matsumura

　本研究はニホンジカ（天然記念物）の高密度化を背景に、森林の存続が危惧される春日

山原始林（特別天然記念物・世界文化遺産）の保全に向けて、両者の生態的・生物的惰報

を定量的かつ質的に把握することを目的として行われた。コジイーカナメモチ詳集に属す

る疎開林冠の森林では、移入種であるナギは草本層から高木層までの各階層に出現し、一

方ナンキンハゼはギャップにおいて100％の出現頻度であった。約45haを踏査し、GPSに

より当年生以上の移入種の位置が個体あるいはパッチ毎に記録された。胸高直径10.0cm以

上の個体はナギで488個体（7.9％）、ナンキンハゼでは63個体（1.4％）確認された。シカ

による樹皮剥ぎの意義が行動観察、植生要因および樹皮の化学成分などから多面的に検討

された。樹皮剥ぎの要因の特定には至らなかったが、生息地利用頻度と樹皮剥ぎとの間に

は有意な相関が認められた。本研究により森林とシカの相互作用に関する基礎資料が提供

され、春日山原始林の生態的問題点の一部が明らかにされた。

世界的にも認められている。しかしながら春日山

原始林の実態把握およびその保全に関する基礎資

料はきわめて少ない。一方、同地域に長年生息し

ているニホンジカは1957年に天然記念物として指

定されている（以下、シカと略称）が、近年、シ

カの個体数増加により春日山原始林に大きな負荷

がかかっている可能性が高く、森林の存続が危惧

１．はじめに

　都市域に隣接しながら多様な生物相を育んでき

た春日山原始林にはコジイ、ツクバネガシ、アカ

ガシ、イチイガシなどからなる発達した照葉樹林

が成立している。春日山原始林は1956年に特別天

然記念物に指定され、また1998年には世界遺産に

登録されるなど、その学術的および文化的価値は

1)奈良佐保短期大学生態研究室
2)奈良女子大学理学部
3)京都大学大学院農学研究科
4)大阪市立大学大学院理学研究科
5)三重大学教育学部

65－



されている(前迫2001a､2002 ；山倉ほか2001)。

　シカの植物に対する直接的行動として、春日山

原始林の多くの種に樹皮剥ぎや角研ぎが確認され

(前迫･鳥居2000 ；前迫2001b)、中には枯死する

樹木も生じている。ニホンジカの樹皮剥ぎ行動に

ついては、季節性や日周性、個体の性別、樹皮剥

　本研究は春日山原始林の将来にわたる存続と生

態系保全に向けて、文化財でもある動物と植物の

相互作用を明確にし、きわめて不足している春日

山原始林とニホンジカの生態学的基礎資料を得る

ことを目的として実施された。

ぎに費やす時間や樹皮剥ぎの方法なども明らかに　２．調査地域と調査方法

されていない。奈良公園に約1､200頭いるシカの生

息地に関する研究もきわめて少なく（立滞・藤田

2001）、春日山原始林の保全にあたって、シカの

行動把握や樹皮剥ぎの意義に関する調査研究が必

要とされるところである。

　春日山原始林の群集組成については1960年代に

植物社会学的研究がなされているが（小清水・菅

沼1971）、それ以降、種組成に関するまとまった

研究はなされていない。しかし春日山原始林では

　奈良市街地の東方に位置する春日山原始林

（34°41’N､135°51’E）は、スギ･ヒノキ植栽林を除

く花山（標高498m）の一部と狭義の春日山をあ

わせ、計298.63haが昭和31年に特別天然記念物に

指定されている（大正13年天然記念物指定）。ま

た1998年12月には春日大社と一体となって形成さ

れる文化的景観として、ユネスコ世界文化遺産に

登録された。

木本実生の更新阻害が報告されており（Shimoda　（I）春日山原始林における群集組成

et a1.1994）、また生物学的侵入として、ナギ　　1999年より特別天然記念物指定地域において、

（狗而cαゆgsuが）とナンキンハゼ（S０緬琲　Braun-Blanquet（1964）の植物社会学的調査方法

sebifenm）の侵人が懸念される（菅沼・高津

1975 ；前迫2001a）。ナギは約1200年前に山麓の

春日大社に植えられたものが分布拡大したものと

されている（小清水1943 ;菅沼孝之・河合洋子

1978;山倉ほか2000）。一方、ナンキンハゼは中

国原産のトウダイグサ科の高木で、戦後、市街地

の景観作りのために奈良公園内に植栽された。ナ

ギは重力散布型種子で狭い範囲にしか散布されな

いが（Nanamx et a1.i999）、ナンキンハゼの種子

は鳥散布型である。しかしシカが葉を食べないこ

とにより、春日山原始林に侵入後、拡大した可能

性がある。移人種は春日山原始林の群集組成を大

きく攬乱する危険性があり、実態調査が急がれ

る。

により春日山原始林の植生調査を進めてきたが

(前迫　2000)、本研究助成を受け、2002年10月まで

さらに調査を継続し、全68調査区で植生調査資料

を得た(なお群集組成についての植物社会学的位

置づけについての詳細は現在解析中であり、本報

では移入種と群集組成の関連性について述べる)。

（2）春日山原始林における移人種の実態把握

　GPSを使用して、春日山原始林内に侵入してい

る移入種として当年生実生を含むナギとナンキン

ハゼの位置の定量的把握を行った。位置の記録に

はGPS（Global PositioningSystem）受信機である

GPSIIl plus（Garmin社）とPathfinder PRO/XR

（Trimble社）を用いた。原則として、全個体の位

表１　春日山原始林における移入種（ナギとナンキンハゼ）の個体数（約45haを踏査）

種名

ナギ

ナンキンハゼ

H＜1.3m

3212（0.522）

4093（0.910）

H＞1.3m

　－

DBH<10.0cm

2447（0.398）

343（0.076）

-

66－

H＞1.3m

　－

DBH＞10.0cm

　　　－

総数

H>Om

488（0.079）　6147（1.000）

63（0.014）　4499（1.000）



け

高

草

置の記録に努めたが、個体が枢めて高密度のパッ

チとして存在している場合は、パッチの中心の位

置を記録し、パッチ内の個体数をカウントした。

　樹高1.3m以上の個体についてはＤＢＨを記録す

るとともに、将来的な継続調査のために幹毎にナ

ンバーテープを付けた。

（3）シカの樹皮剥ぎ行動に関する野外実験

　シカの樹皮剥ぎ行動の意義を行動観察から検討

するため、実験的に樹木を設置し、雌雄性、季節

性などを検討した。また異なる植生域（森林と草

地）における樹皮剥ぎ頻度の違いから、シカの森

林利用について考察した。

（4）樹皮の化学成分の分析

　タンニンとシカの選択性との関係（前迫2000、

2001a）を検討するため、タンニン量を含む樹皮

のポリフェノール含有量を春日山原始林構成種お

よび植栽種（奈良公園構成種）の樹木計41種、樹

皮との比較対照として飛火野で採取したシバ（茎

葉および花穂）を対象に分析した。樹皮資料は採

取後、化学天秤で水分量のための測定を行った。

資料は分析までの間、マイナス30℃以下で保存さ

れた。実験方法は以下の通りである。

　①熱水抽出試料の調製

　　　試料を凍結乾燥後、ミルサーにて粉砕し、

　　0.05gをサンプルチューブに取った。 1.5､�の

　　蒸留水を加え、沸騰水浴中で10分間加熱して

　　抽出を行い、遠心分離（10､000rpm、10分間、

　　25℃）した上清を分析用試料とした。

　②水分の定量

　　　常圧加熱乾燥法にて分析を行った。すなわ

　　ち、採取した試料を、105（C、24時間乾燥し、

　　加熱前後の重量差を測定し、水分含量とした

　　（食品分析法編集委員会1984）。

　③ポリフェノールの定量

３．結果および考察

（1）春日山原始林における群集組成の特異性

　1964年に小清水・菅沼（1971）によって得られ

た植物杜会学的調査資料（14調査区）とほぼ同一

の群落において、1999年以後得られた植生調査資

料（13調査区）について、階層別の種数比較を行っ

た。その結果、草本層と低木層の構成種数は1964

年に比べて有意に低いことが明らかにされた。

　得られた68棲生調査資料を検討した結果、47調

査区がコジイーカナメモチ群集に属すると考えられ

た。同群集における移人種の生態的特性を検討す

るため、林冠閉鎖度によって閉鎖林冠型、疎開林

胞
雌

腿
底

||

1 1 1

IV

　Folin-Ciocarteu（フォーリンチオカルト）　図１

法にて分析を行った。なお、分析には凍結乾

燥試料からの熱水抽出試料を用いた（演渦・

飯島1999）。
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冠型およびギャップ型の3タイプに森林を区分し　たのは春日山原始林特別天然物指定地域の中の約

た。その結果、閉鎖林冠型、疎開林冠型およびギ

ャップ型に属する森林タイプが、それぞれ34調査

区、7調査区および6調査区得られた。それらの林

冠タイプ別に各階層におけるナギとナンキンハゼ

の出現頻度を算出した（図1）。

　疎開林冠タイプでは草本層から高木層までの全

ての階層に出現しており、出現頻度は16.7-33.36％

であった。一方、ナンキンハゼはギャップタイプ

の草本層の出現頻度は100％に達している。低木

層（83.3%）と亜高木層（16.7％）にも出現してい

るが、疎開林冠タイプや閉鎖林冠タイプでは低木

層以上にはほとんど出現していない。

　本調査結果はナギがコジイーカナメモチ群集に侵

入し、すでに高木層にまで達していることを明ら

かにしており、ナギはギャップから閉鎖林冠まで

のあらゆる林冠タイプに適応していることを示唆

する。

（2）GPSによる移人種の実態把握

　春日山原始林に侵入しているナギとナンキンハ

ゼの分布をGPSで記録した。本調査期間に踏査し

図２　春日山原始林でGPSによって記録された移

　　　入種（ナギとナンキンハゼ）のウェイポイ

　　　ント（白丸）．地図内の破線は調査エリア

　　　を示す

45haである（図2）。図にはナギとナンキンハゼ両

種で記録したウェイポイント（WPT）の位置を示し

ている。ナギとナンキンハゼのwFr数および各種

の個体数は表1に示すとおりである。記録された

ナギとナンキンハゼの総個体数はそれぞれ6､147個

体と4､499個体に達した。 ＤＢＨﾝ10.0cm以上の個体

はナギで488個体（7.9％）、ナンキンハゼでは63個

体（1.4％）であった。

　観測地点をそのWPTにおける個体数により5つ

のカテゴリーに分類し、各カテゴリーの比率を算

出した。ナギが分布していたWPTのうち40%以上

において、ナギは1個体しか分布していなかった。

ナギの種子の分散力が小さいことを考えると、ナ

ギは定着個体が強い集中分布を示すことが予想さ

れたが、定着は単木的に起こる傾向にあることが

示唆された。一方ナンキンハゼの場合は、分布し

ていたWPTのうち約40%で、!O個体以上が分布し

ていた。ナンキンハゼは、林冠ギャップなどの生

育適地で、多くの個体がー斉に定着すると考えら

れた。

　植物の侵入種に関する報告例のほとんどは、開

発や都市化の進んだ地域に分布拡犬した草本に関

するものであり、森林に侵人した高木に関する例

は、小笠原諸島におけるアカギ（B{sdofia

μz･uたα｝の例（谷本ら1995）があるものの、ほ

とんど見当たらない。ナギおよびナンキンハゼの

分布拡大プロセス、個体群維持機構および在来種

への影響を明らかにするため、今後春日山原始林

の全域的な実態把握と継続調査が必要とされる。

（3）行動観察によるシカの樹皮剥ぎの特徴

　奈良公園に樹木（クロガネモチおよびシキミ）

を実験的に設置して、シカの樹木に対する樹皮剥

ぎ行動を観察した。剥皮された部分は、樹皮のみ

の剥皮と形成層まで剥皮した場合があるが、クロ

ガネモチとシキミは、大部分は形成層まで達して

いた。

　昼間における各月の樹皮剥ぎ個体数は、10月お

よび１月に著しい増加が見られたが、シカの通過
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頭数に占める樹皮剥ぎ個体数の割合は、6月、9月

を除くどの月でも同程度の割合を示した（図3）。

さらに月ごとの通過頭数と樹皮剥ぎ個体数との間

には正の相関が認められた（r2＝0.884 、♪＜

0.05）。
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顧
孝
聊
（
’
£
‥
、
い

０

May(mid.) Jun. Aug， Oct， Jan，

図３　樹皮剥ぎを行なった個体数（NB,黒丸）

　　　通過個体数に対するNBの割合（白丸）

　　　経月変化。
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　草地と森林という異なる植生域において、シカ

の樹皮剥ぎ頻度は草地で有意に高いという結果が

得られたが、これは植生要因に反映されるシカの

ハビタット利用や嗜好性に依存していると考えら

れる。春日山原始林保全にあたっては、シカのハ

ビタット利用と嗜好性を反映している奈良公園お

よびその周辺域の櫨生要因に配慮した野生動物管

理が不可欠である。

g
O
r
O
t

（
７
巨
酋
回
’
‐
柵
）

ｎ
　
（
Ｎ
　
　
ｒ
‐

叙
如
冪
裾
蔀

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０

　かじりによる樹皮剥ぎは、雌雄そして仔ともに

行なうことから繁殖行動と関連はないとみられ　図４

る。昼間、樹皮剥ぎをする個体の割合は、シカの

餌となる下草や木の葉が十分ある春・夏と、その

　草地　　　　林縁　　　　林内

草地、林縁部および林内における樹皮剥ぎ

頻度の比較

ような餌が少ない秋および冬との間で、顕著な違　（5）樹皮の化学成分と樹皮剥ぎ

いが見られなかった。このことは、樹皮剥ぎが単　　樹皮に含まれるポリフェノール類と春日山原始

なる餌補給のために行なわれているという考えを　林構成種および植栽種（奈良公園構成種）の樹木

必ずしも支持しない。

　樹皮剥ぎ行動の直接観察により、樹皮剥ぎ行動

の意義が若干なりとも示唆できた。樹皮剥ぎを行

なう個体が、餌の充足度、餌成分の充足度、繁殖

要求性などにおいてどのような特徴を持っていた

かについては今後の検討課題である。

(4)シカの樹皮剥ぎと植生要因との関係

　草地、林縁部および林内におけるシカの行動内

容を比較すると、草地では主に採食(feeding)、林

縁部では採食および移動(moving)、林内では採食

と休息(sitting)する個体数が多く観察された。樹

種に関係なく、３ヵ所間で樹皮剥ぎ数(1日2回、

計10回確認)を比較すると、草地で有意に高い結

果が得られた(図4　ANOVA;♪<0.05)。

計41種およびシバ（茎葉および花穂）に含まれて

いるポリフェノール量と各種の選択性指数（前迫

未発表）との間に有意な相関は認められなかった。

しかし各種のポリフェノール量の頻度分布を描い

た結果、シバに比べて樹木（多い樹種ではシバの

約10倍）のポリフェノール量はきわめて多いこと

が明らかになった（図5）。また遊離の糖はシバの

3-4倍量という高い値を示すなど、シカの主要食性

であるシバに比べて、いくつかの成分含有量が著

しく高い傾向を示した（前迫・磯部　未発表）。

従って先に述べたシカの行動観察から、空腹を満

たすという要因以外に、シカが効率的に樹皮から

ある成分（要素）を摂取している可能性が示唆さ

れた。
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４．おわりに

　本研究によって春日山原始林における森林群集

に関する基礎資料が提供されるとともに、生態系

に大きな影響を与えるニホンジカの樹皮剥ぎ要因

の検討から、両者の保全に向けての有益な情報が

得られた。しかしそれらの結果は同時に、春日山

原始林が重大な生態的問題点を抱えていること

を、定量的かつ質的に示唆するものであった。シ

カの生態や生息地利用などまだ十分に解明されて

いないことが多く、春日山原始林の保全策策定に

あたって、明確にすべき課題を多く残している。

　中でも全国的な生態的問題である移人種に関し

ては、これまで春日山原始林において定量的なデ

ータが得られていなかったが、今回の調査からそ

の侵入と分布の一端が明らかにされた。また樹皮

剥ぎに関する行動観察と樹皮成分の両方からのア

プローチにおいても新しい知見を得ることができ
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　　　The research was conducted on i)floristiccomPositionji)distributionand structure of

non-native sPecies(P�ocαΓps n昭iand S即沁mseわ収rum)jii)bark-striPPing by Sika deer

Cerひusnφμ)n throgh direct observationsjv)vegetation factors and bark-striPPing,and v)

the amount of PolyPhenol in bark to Pro゛ide irlfoimation for the conservation of

Kasugayama warm｀temPerate forest(World Heritage and SPecial Natural Monument)and

Sika deer(Natura1 Monument)･Photinio^CastarloPsietum cusPidatae was recognized as the

association that has mainly develoPed on Mt. Kasugayama. j).nagf frequently aPPeared in

each layer in unclosedcanoPy sites，and S･ se回erum aPPeared in a frequency o□00％in

herbaceous layers of gaP sites.lndividuals induding current｀yearseedlings for R nαgiand

S. seわ涵ruy71vvererecorded using GPS in an area of 45 ha of Kasugayama Forest Reserve.

These resultssuggest that non｀native sPecies have invaded and disPersed in Kasugayama

warm°temPerate forest.Barking by gnawing was made by eithermalejemale or fawn in any

season･ with the frequency being correlated with the number of deer. vegetation factors

linked to habitat'use by deer and Palatability may be imPortant ones that affect bark-

striPPing.The amount of PolyPhenol contained in the bark of 41 tree sPecies tended to be

significantin comParison with Zo!μｉ徊po�a，which is an feeding grass for Sika deer.The

Present study Provided valuable data on Mt. Kasugayama and Sika deer，and some

ecologicalProblems were found.
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生態的プロセスに着目して地域の生物多様性保全を考慮する森林管理

スギ人工林における生物間相互作用の復元－

　　　　　人工林生態系研究グループ

紙谷智彦1）・箕□秀夫･）・塚原雅美･）・長池卓男’）

する上で、人工林は様々な生物相に影響を及ぼし、

生物間相互作用を変化させている可能性があるこ

とから、これらの存在様式や管理体系は重要な意

味を持つ。しかしながら、このように大面積を占

めている人工林における生物相の情報は皆無に近

く、研究としても無視されてきたに等しい（長池

2000）。

地域レペルで生物相を保全　　一般に建築材を収穫するための人工林では、生

新潟県新潟市五十嵐二の町8050（Niigata university）

新潟県岩船郡朝日村大字鵜渡路2249-5（Niigata Forest Science lnstitute）

山梨県南巨摩郡増穂町最勝寺2290-1（Yamanashi Forest Research lnstitute）

73－

Forest ecosystem management conserving the biodiversity through ecologica1

　　　　processesin a forestedlandscaPe “Restoration for Plant’animal

　　　　　　　interactionin a Cr!lptomeriαjapo㎡cαplantation-

　　　　　　　　　　　Researchgroup forPlantationecosystems

Tomohiko Kamitanil）・Hideo Miguchi1≒Masami Tsukahara2≒Takuo Nagaike3）

　スギ人工林を対象として、管理の集約度の違いが林床の生物相および生物間相互作用に

及ぼす影響を明らかにすることを目的として研究を行った。

　間伐・未間伐の林分に出現した維管束植物を継続して調査した結果、間伐は、林床の攬

乱によってのみ発芽できる植物の増加と、多様な昆虫を誘引する可能性が示唆された。ま

た、管理の集約度が異なる林分の間で出現する樹木の種子散布型を比軟したところ、管理

放棄後の植生遷移は被食散布型の樹木の侵入と定着によって始まることが示唆された。

　また、多様な管理状態の人工林をモザイク的に分布させることは、異なる種類の森林性

野ネズミ群集の生活場所を確保できる可能性が示唆された。

　多雪地においては､伐採の手控えによる高齢林化にともなって生じる人工林内の空問に、

多様な樹種が比較的均等に分布できる可能性のあることが示唆された。

１．はじめに

　森林は、多様な生物の相互関係が構築された生

物群集として、生物相保全のための高い機能を有

する。わが国における現在の森林は、有用な建材

用樹種であるスギやヒノキなどの人工林面積が

1､040万ha（森林面積の41%）も占めている。　した

がって、わが国の森林における生物多様性保全の

ための戦略を構築し、

1)新潟大学農学部

2)新潟県森林研究所

3)山梨県森林総合研究所



産される木材の質と量を確保するために、植栽か　が人工林内に侵入・定着した樹木の種子散布型に

ら伐採まで立木密度を管理しながら育てられる。　及ぼす影響、③管理形態やその後の経過年数が野

このよう､な育林過程で、林床植物が利用できる光　ネズミ群集に及ぼす影響、④成熟した林分におけ

の量は変化する。間伐による林冠の一時的疎開に　る冠雪害と林分構造との関係、の4項目について

より林床に到達する光の量は増加する。林冠疎開　研究を行った。

による林床の光環境の好転は、林床植物の種多様

性やバイオマスを増加させ（Fuhr｡hzl.2001）、非　２．調査地および方法

酎陰種や遷移初期種を増加させることが知られて　（I）間伐による植物種への影響

いる（Moore and A11en 1999）。　　　　　　　　　　　　調査は新潟県束蒲原郡鹿瀬町のスギ人工林で行

　このように、間伐を行い、集約的な管理が行わ　った。 1999年に1､600�の調査プロットに１ｍｘｌｍ

れている林分がある一方で、林業の不振などによ　のコドラートを5m間隔で40個設置し、2000年10

り管理が放棄された林分も近年増加しており、現　月に、この調査プロットを列状に間伐した。 1999

在は管理の集約度の違いが大きくなっている。し　年、2001年、2002年に、コドラートに出現した維

たがって人工林における管理の集約度が生物多様　管束植物の種名を記録した。記録された植物には、

性の保全機能に及ぽす影響に関しても考慮する必　①生活型、②花の形態によるポリネーションシン

要がある（Bhuju and Ohsawa 1999）。　　　　　　　ドローム型、③種子の形による散布型をそれぞれ

　森林生態系において、野ネズミは植生遷移や森　割り当てた。また、間伐前後の光環境の変化を明

林動物の繁殖にかかわる生物間相互作用系のキー　らかにするために、各コドラートの中央において

ストン種と考えられている（Miguchi 1994）。野　高さ50cmで全天空写真を撮影し、Hemiphoto

ネズミの生息場所は、捕食回避、餌探索などの行　（ter Steege 1993）によりRPPFD（相対光合成有

動特性と､植生･階層構造や食料資源の時空間的分　効光量子束密度）を計算した。

布の異質性との関係により決定されている（箕口

2001）。人工林における様々な施業は、植生・階　（2）管理の集約度の違いが捕物種へ及ぽす影響

層構造や食料資源の時空問的分布を大きく変化さ　　調査は、新潟県東蒲原郡上川村を対象として行

せると考えられる（Saitoh and Nakatsu 1997）。　　　った。管理の集約度が異なるスギ人工林に32ヵ所

　多雪地帯の人工林では、20年生頃までが雪圧害　の調査区を設定した。それぞれの調査区の大きさ

の多発期にあたるとされ（野表1984）、その結果、　は幅10m、長さ100～150mである。調査区内に生

前生の広葉樹林あるいは造林地周辺に残存する広　育する胸高直径5cm以上の生立木を対象にして、

葉樹林を構成している樹種からなる針広混交林が　毎木調査を行った。毎木調査で出現した種につい

形成されることが多い（豪雪地帯林業技術開発協　て、種子の散布型を図鑑から調べた。

議会2000）。すなわち、多雪地帯では幼齢期に受

けた雪圧害が高齢級になるまで林分構造に影響　（3）管理形態の違いが野ネズミ群集へ及ぽす影響

し、林分内の種多様性にも大きく影響すると考え　　調査は新潟県中蒲原郡村松町水戸野地区の標高

られる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　80mから100mのほぼ平坦地にある民有林で行っ

　以上のような背景をもとに、新潟県の阿賀野川　た。調査地の大部分は28年生から55年生のスギ人

流域に分布するスギ人工林を主な対象とし、管理　工林であるが、一部は旧薪炭林やスギ主伐後放置

の集約度の違いが林床の生物相および生物間相互　された先駆性広葉樹二次林となっている。調査地

作用に及ぼす影響を定量的に評価することを目的　内で間伐方法等の施業履歴が異なる林分を網羅す

として、①間伐前後の植物種の変化とそれらの繁　るように調査ラインを5本設定し、各ラインに

殖に関わる動物相の推定、②管理の集約度の違い　10m間隔で調査ポイントを設けて、記号放逐法に

-
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より野ネズミの調査を行った。なお、機械間伐は

タワーヤダーを使用した列状間伐で、普通間伐は

定性的下層間伐である。調査は3日間連続で8月18

～20日、9月5～8日及び20～23日と10月18～21日

の追加調査を加え計4回実施した。

（4）冠雪害と林分構造の関係

　調査は新潟県岩船郡（三面川流域、大川流域）、

束蒲原郡（阿賀野川流域）の50年生以上のスギ人

工林22林分において行った。積雪環境は椎定最深

積雪150cm以上とそれ以下に分けた。各林分に

0.09ha～0.2haの調査プロットを設置し、それを

10mx10mのサブプロットに区切り、樹高、胸高

直径、樹型級を調査した。樹型級は、優占木（Ａ

級木）、被圧木（B級木）、雪害木（C級木）、枯死

木とした。調査結果は、胸高直径40cm以上の大

径木とその他の個体にわけて検討した。

３．結果および考察

（I）間伐による植物種への影響

　間伐直後の林床の光環境は間伐前より有意に明

るくなった。総出現種数は、間伐前に比べて間伐

後で2倍以上に増えた。生活型では、木本や多年

生草本の増加が著しく、また間伐前にはなかった

1年生草本が出現した（図1）。図2に間伐前後に出

を示した。アブや甲虫類などをポリネータとする

ジェネラリストタイプの棲物が3倍に、ハナバチ

タイプが2倍に増加した。図3に間伐前後に出現し

た植物の種子散布様式別の推移を示した。被食散

布タイプおよび風散布タイプの植物が著しく増加

した。また、自然落下タイプの植物も増加した。

　以上の結果から、間伐による光の変化には、出

現種数を増加させ、種多様度を高める効果が認め

られた。新たに出現した植物は、それらの花の多

くがハナアブや甲虫類などをポリネータとし、果

実は鳥類や哺乳類に種子散布を依存する液果や、

小種子をもつ風散布型が多かった。したがって間
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　０

－●－ジェネラリスト

→－ハナバチ媒花

間伐前

(1999年)

間伐1年後

(2001年)

蘭伐2年後

(2002年〉

スギ人工林の間伐前後に出現した植物のポ

リネーションシンドローム型

間伐前

(1999年)

蘭伐1年後

(2001年)

-６－櫨童放:

-●-一凰散布

-o-一自鐘藩･

→一機櫨散:

→一貯１放:

－-●-一付着飴:

→一塵予

間伐2年後

(2002年)

図１　スギ人工林の間伐前後に出現した植物種数　図３　スギ人工林の間伐前後に出現した植物の種

　　　とそれらの生活型の推移　　　　　　　　　　　　　子散布型
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伐は、被食散布され休眠状態にある埋土種子や林

床の援乱によってのみ発芽できる小種子をもつ植

物の増加を促し、開花によって多様な昆虫を誘引

する可能性のあることが示唆された。

ワミズザクラ、カスミザクラ、キハダ、コシアブ

ラ、ミズキ、ヤマグワ、ヤマボウシなど）の樹木

の多い傾向が見られた。従って、管理の放棄後の

植生発達過程は、被食散布型の樹木の侵入・定着

によって始まることが示唆された。

（2）管理の集約度の違いが植物種へ及ぼす影響

　対象とした人工林の管理目的は木材生産である　（3）管理形態の違いが野ネズミ群集へ及ぽす影響

ため、管理が集約的に行われている林分ほど、目　　4回の調査、1､356トラップ・ナイト（以下、TN

的収穫物であるスギの優占度の高いことが一般的

である。逆に言えば、管理が粗放または放棄され

ている林分ほどスギ以外の樹木が生育し、スギの

優占度が低い。

　管理の放棄度合いが高い、すなわち植栽木の相

対優占度が低い人工林では、貯食散布型（クリ、

コナラ、トチノキ、ブナ、ミズナラ）の樹木が多

く生育していることがわかった（図4）。さらに、

植栽木の相対優占度が高い（管理の放棄度合いが

低い）人工林に出現する樹木は、披食散布型（ウ

缶

匈
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あ風放布－

図４　植栽木相対優占度と種子散布型別相対相対

　　　優占度の関係

表１　施業履歴別トラップ数と野ネズミ捕獲頻度

　　施業履歴

-
　2002年３月機械問伐

　20〔X〕￥２月機喊間伐

　1999年３月普通間伐

　1994年３月笹通間伐

　　施業放粟地

主伐後放変地{先駆広葉樹二次休}

　　作業遊

　旧薪炭広栗樹二次林
一一　-
　　　　　＆訃

トラップ数

4
5
９
旧
８
ｒ
６
３
５
一
113

-

　　　アカネズミ

捕禰頻度　/1(xyTN

６
８
４
３
３
０
０

Ｎ
　
＝
ｎ

95

-

4.81

741

333

1354

10､19

0(刃

０(刃

18.33
－-－
6.88

-

ﾋﾒﾈｽﾞﾐ

捕掻頻度

一
３
０
０
０
４
３
０

/10(yTN
一
　〇.56

　0､oo

　O､(珀

と略)の捕獲機会で、アカネズミ　ｋＡＩ)ｏｄｇｕｔｓ

s佃dosｕs)とヒメネズミ(/1.問μ�as)が延べ39

頭、106回捕獲された。表-1に施業履歴ごとの捕獲

頻度を示した。アカネズミは、主伐後放棄地と作

業道では捕獲されなかったが、他の施業履歴林分

では全て捕獲された。 100TN当たり捕獲頻度は'99

年普通間伐＜'02年機械間伐≦'00年機械間伐＜施

業放棄ぐ94年普通間伐＜旧薪炭二次林であった。

ヒメネズミが捕獲されたのは'02年機械間伐、施業

放棄、皆伐後放棄および旧薪炭二次林だけで、

100TN当たり捕獲頻度では'02年機械間伐≦施業放

棄＜旧薪炭二次林地く皆伐後放棄であった。施業

履歴ごとのトラップ数と2種の捕獲頻度は有意に

異なっていた(p<0.001、適合度検定)。したがっ

て、スギ人工林の野ネズミ群集は施業形態、経過

年数の施業履歴によって異なっているといえる。

また、2種で施業履歴に対する反応については、

施業履歴ごとの捕獲頻度には有意差が認められ

(pく0.05、コルモゴロフ・スミルノフ検定)、両種

の施業履歴に対する反応が異なっていた。

　ヒメネズミが間伐施業実施林分をほとんど利用

していなかったのに対し、アカネズミは間伐施業

実施林分も比較的利用していた。そして、間伐作

業種にかかわらず施業後の経過年数が長いほどよ

く利用していた。これは、ヒメネズミが階層構造

の発達した場所を主に利用しているのに対し

カネズミが草本層の植被率の高い場所を主に

　
　
－

ｘ
禾
‐

　ア

り用

するという両種の生息場所嗜好性（箕□2001 ；

関島ら2001）と、上層林冠疎開と低木層刈り払い

により林床の光環境が好転して草本層が急速に繁

茂するという間伐施業の林内環境を変化させる特

性によるものと考えられる。野ネズミの間伐施業

C.fS
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4.17
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I.67
-

0.10
-

-



地への侵入定着速度は、施業を実施した場所の植　　Pierre stands as innuenced by stand age and

生・階層構造の変化、回復速度と野ネズミの　　thinning.For.Ecol.Manage.140:117-132、

sourceとなる好適生息場所との距離で決定すると　豪雪地帯林業技術開発協議会.2000.雪国の森林

考えられる．したがって、スギ人工林生態系にお　　づくりスギ造林の現状と広葉樹の活用．日本林

いてキーストーン種である野ネズミ、特にアカネ　　業調査会．東京.189pp.

ズミの生息を保障するためには、間伐実施の有無、　小谷二郎.1990.多雪地帯における広葉樹林造

間伐作業種よりも野ネズミの待避場所となる林分　　成・改良技術．石川県林試研報.21:1-13.

をモザイク的に配置することが重要であると考え　Miguchi、H.1994.Role of wood mice on the

られた。

（4）冠雪害と林分構造の関係

　積雪地帯では優勢木平均樹高とそれ以下の個体

の平均樹高の差が有意に異なり（Mann-Whitney

U-test､p<0.05）、優勢木の立木密度の変動は林齢

と有意な負の相関を示した（r=-0.67､pく0.05）。こ

れにより林齢が高くなるにしたがって、優勢木は

より均質に分布することが明らかになった。

　優勢木密度は林齢が高くなるにしたがってより

均質に分布することから、今後の高齢化にともな

って、スギの樹冠以外の空間が比較的均等に生じ

る可能性がある。現在針広混交林型を示している

スギ人工林では、スギの樹冠のないところに広葉

樹が分布していることから（小谷1990）、高齢化

に伴って生じる人工林の空間に将来多様な樹種が

比較的均等に分布できる可能性があると考えられ

る。
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　　　We studied the effectsof the management and itsintensity on Plant sPedes diversity

and Plant°animalinteractionsin Cr卯tomeriα徊po�ca Plantations of heavy snowy region，

centra1JaPan，to conserve the biological diversityin Plantation ecosystem. Thinning seemed

to increase the sPecies which germinated by disturbance on forest floor and diverse insects

which was attracted by those Plant. Secondary succession after abandonment of

management would be started by the colonization of the endozoochory sPecies. Mosaic

distribution of differentlymanaged Plantationcould Provide the habitat for wood mice.

Stand structure of long-rotation Plantation hadcanoPy gaPs which be able to colonize

naturally regenerated treesPecies.

-
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馬毛島の自然と歴史:市民調査の成果を生かした報告書の作成と活用

馬毛島の自然を守る会

長野広美1）づ頼下満義2）

Publicationanduseof 'The Nature and History of Mageshima lsland'･

　　　　　　　　　　arePort of urgent investigations by dtizens

The Association folrNatul'e Collservationof Mageshima lsland

　　　　　　　Hiromi Nagano, Mitsuyoshi Seshita

　本会の活動は、A）強引に進められつつある持

続性の低い開発の中止のための活動（主に裁判支

援）と、Ｂ）環境保全を前提とした民主的かつ持

続的な島の利用を進めるための活動（調査・学習）

の２つを柱としています。今回ご支援いただいた

「報告書の作成と活用」は、後者で行った市民調

査や会に関係する研究者による成果をとりまと

め、その内容や成果物を活動に活かすことを目的

としました。

　具体的には以下6点の活動を行うことができま

した。

　１）市民調査の実施と取りまとめ：独自調査と

　　して海水透明度調査、協力調査としては海

　　岸・海中生物調査、歴史調査などを主催・共

　　催しました。

　２）調査報告書の発行：１）の成果を元に、過

　　去になかった馬毛島の自然と歴史に関する総

　　合的な報告書「馬毛島の生物相」（90頁）を

　　発行しました。またこれに先立ち、「馬毛島

　　を守る鹿児島の会」に参加する形で「マゲの

　　島から吹く風～馬毛島が危ない！～」（44頁）

　　を発行しました。

1）事務局〒891-3221西之表市井関1115,hiromin＠jca.apc.org

2）瀬下行政書士事務所〒891,3111西之表市納曽9972-1

- 79－

３）リーフレット（ニュースレター）の発行:

　2001年9月、2002年1月、同3月、同7月、同10

　月、の5回、会員および裁判支援者に馬毛島

　や会の活動を知らせるニュースレターを発

　行・発送しました。

４）勉強会・講演会・出張授業（講師派遣）の

　開催：Ｉ）や２）の結果を利用した公開勉強

　会を3回（2001年9月、2002年5月、同7月）、

　報告講演会（2002年3月3－4日於東京、7月21

　日於鹿児島）、西之表市立立山小学校での授

　業（4月22日）を行いました。

５）イペント開催：馬毛島や会のことを知って

　もらうと同時に、漁師の方々と一般市民とが

　交流できる「馬毛島まっり」（野菜と販売物の青

　空市場、紙芝居）を西之表市で､「馬毛島を食

　べる!ライブ」（「馬毛島の守る鹿児島の会」と共

　同開催；種子島の野菜･馬毛島の魚貝類の販

　売、講演会、ライブ）を鹿児島市で行い、多く

　の市民と漁師が参加してくれました。

６）裁判への資料提出：現在、（株）馬毛島開発

　による杜撰な工事の中止を求めて漁師および

　市民有志が裁判を行っています。ここで漁業



　　権だけでなく自然環境保全の観点からも、広

　　く工事の影響を議論するために、「馬毛島の

　　生物相」を裁判資料として証拠提出すること

　　を予定しており、また裁判所からは、馬毛島

　　を知る研究者への審尋が打診されています。

　このように、今回プロ・ナトゥーラ・ファンド

のご支援を受けた活動は、普及・啓蒙と裁判支援

という馬毛島の自然を守る運動の両面において大

きな役割を担っており、今後の運動のための基盤

となりました。

　なお、「馬毛島の生物相」は、内容的には当初

のタイトル（馬毛島の自然と歴史）通りですが、

歴史的内容を別に発行する企圓があるため現行の

タイトルとし、何より客観的資料であることを重

視して研究者グループに編集を依頼するという形

図1-1

図1-2

図1-3

図14

図1-5

図2-1

図2-2

図4,1

図5-1

図6-1

図7-1

図7-2

図7-3

図7-4

図8-1

図8-2

図9-1

種子島側から馬毛島を望む（写真）

馬毛島の南西端（下ノ岬）側から北方を望む（写真）

馬毛島の日平均気温の年変化

馬毛島付近の海底地形

馬毛島の16河川

馬毛島の相観植生

ｲﾜﾀｲｹﾞｷの大群落（馬毛島東海岸）（写真）

淡水魚の生息を確認した河川

アカウミガメの孵化幼体（写真）

海中の獲物を狙うミサゴ（写真）

葉山港に座礁したマッコウクジラ（写真）

マゲシカのオスの群（写真）

マゲシカの母子（写真）

草むらで母親の帰りを待つ新生仔（写真）

馬毛島の主要海岸と海岸生物調査地

馬毛島沿岸の造礁性サンゴの例（写真;2点）

馬毛島東海岸における海水透視度調査の結果

をとり、そして実費で頒布して売り上げを活動資

金とすることとしました。また、申請時に予定し

ていた「活動報告楊」は、「馬毛島が危ない！」

と「ニュースレター」の発行で替えました。

　現在は「活動報告書」を取りまとめるとともに、

島の持続的利用の代案をかねた観察ガイド「馬毛

島へいこう！」を発行し、ニュースレター等の成

果物をホームページ上でダウンロードできるよう

準備をすすめています。なお、活動内容をベース

に製作協力した絵本「馬毛島のふしぎな夜」（小

川みさ子／文・原田美夏／絵・南方新社刊）も発

刊されました。

　最後に、「馬毛島の生物相」に掲載した図表と

写真の一覧を示します。

図協1

図10-2

図10-3

図玲4

図祢5

図拵6

図祢7

図11-1

表2-1

表2-2

表3-1

表6-1

表8-1

表8,2

表8-3

表8,4

表8-5
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岳之越から南を望む（写真）

馬毛島の古代遺跡の位置

塔の崎を見守る池田小屋の供養塔（写真）

住吉小屋（下ノ岬）の集落跡（写真）

岳之越上の卜－チカ（写真）

神性を帯びるガジュマルの大木（写真）

マゲシカが移入された，またはその可能性のある島

計測し終えたマゲシカの角で遊ぶ子供たち（写真）

馬毛島のフロラ（隠花櫨物）

馬毛島のフロラ（顕花櫨物）

2000年に馬毛島で採集された昆虫目録

馬毛島で確認された鳥類

馬毛島主要海岸の潮間帯で確認された貝類

馬毛島の潮下帯（潜水調査）で確認された貝類

馬毛島の潮下帯（潜水調査）で確認された造礁性サンゴ類

馬毛島の潮下帯（潜水調査）で確認された魚類

聞き取り調査による馬毛島近海の魚類相
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立山小学校での馬毛島と種子島の自然に

関する授業風景・1時間目

写真３　立山小学校児童が描いてくれた絵の例
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写真２ 立山小学校での馬毛島と種子島の自然に

関する授業風景・２時間目

写真４　立山小学校児童が描いてくれた感想文の

　　　　例
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　　　　　　　佐渡島における陸封型(河川型)

ヤマメ((:知ω向･ｇ佃s肖αs凹回zs回)の保護増殖と遺伝子解析調査

特定非営利活動法人　渓流再生フォーラム

　　　　　　　飯塚友章t）

lncrease＆Protectionof Landlocked YAMAME(Oncorllgndlusmαsou mαsou)

　　　　　　　　　　　inSado islandNiigataPrefecture.

Mountain ReProductionForum

　　　　Tomoakilitsuka

2001年9月　佐渡第1回の拙獲成魚34匹小出水産試験場へ運搬。 10月採卵を試みるも成熟期

　　　　　　がずれていて交配できず失敗。

2002年4月　第2回捕獲43匹の成魚。

2002年9月　第3回捕獲28匹の成魚。

10月第3木曜日　第1回目採卵300粒確保。

10月第4木曜日　第2回目成熟群の採卵、1､500粒の受精卵を得る。孵化は1月初旬。

2002年5月　能登半島の陸封ヤマメのヒレ採取約28匹分。

　同　7月　第2回能登出張46匹分の検体を採取。能登半島の陸封ヤマメも30年前5ケ所確

　　　　　　保していたが、採取できたのは山王川の上流部1ケ所だけだった。

2002年8月　青森県庁へ下北半島の丈畑川の陸封ヤマメの特別採捕申請するも却下される。

　その後水産試験場で養殖している個体詳のヒレを提供してもらえそうなので、十和田町

の現地へ出向き、ようやく10月に入ってから提供してもらうことが出来た。

　遺伝子調査の検体は青森、能登半島、佐渡のものをまとめて解析依頼を出した。助成事

業が終了してからとなったが結論が出るのは2003年の後半になりそうである。

　孵化した受精卵は2年後成魚になるため、来年分の捕獲事業を継続する必要がある。連

続して毎年採卵出来る体制をつくれば、早く放流事業が軌道に乗るだろう。

l）

特定非営利法人　渓流再生フォーラム（新潟市五十嵐中島2-25-17）
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写真１　佐渡陸封ヤマメ生息渓流の水質調査
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写真２

写真４

青森県水試より提供してもらったスギノ

コの稚魚

遺伝子調査のためのヒレ収集サンプル　マテー

バイアルに
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藤岡のヤリタナゴ・マツカサガイの保護のための

　　　　フォーラム開催とその成果の出版

　　　　　　　　　　　ヤリタナゴ調査会

斉藤裕也・掛川優子・福田睦夫・市毛保夫・小林　博・佐藤善治

　Promotion of a forum on the conservation of｀aritanago(71znalciαlanceolαta)and

Matukasagai(ZmJgrsi＆sj即anensis)in Fujioka City and Publication of Proceedings

　　　　　　　　　　　　　　　YARITANAGO restratiollProjectteam

Yuya Saito,Yuko Kakegawa, Mutsuo Fukuda, Yasuolchige, Hiroshi Kobayashi, Yoshiharu Satoh

　群馬県下に在来種のタナゴ類は藤岡市のヤリタ

ナゴしか残っていない。この個体詳はマツカサガ

イを産卵母貝としており、いずれも県版レッドデ

ータブックでは最も上位にランクしている。市で

はこの2種とホトケドジョウを天然記念物に同時

指定した。ヤリタナゴの主たる生息地である笹川

にはマツカサガイは生息せず、その下流の岡之郷

用水に生息するものの個体数は多くない。一方、

笹川の最上流部の湧水のある未整備の水田地域に

は県下有数のマツカサガイ生息地があることが判

明している。この地域のほ場整備計画が正式に承

認され、ここのマツカサガイ生息地の保全のため

に広く市民にこの事実を周知して関心を高め、こ

れを行政に反映させて生息地を保全することが適

切であると考え、フォーラムを企画した。

　フォーラムにはヤリタナゴやマツカサガイの保

全を行う側だけでなく、県の農政部局の部長や、

土地改良区の理事長にも出席いただき、広く議論を

展開するように努め、平成14年4月14日に開催した。

　入り口のロビー部分には生息地の状況を説明す

- 85

る写真を30枚展示し、文化財保護課の協力を得て

ヤリタナゴの生体展示を行った。フォーラム当日

は80人の会場に140人が詰め掛けて盛況であった。

さらにフォーラム終丁後も出席者と別室で話す機

会を持つことができ、開発側との意見交換も活発

に行い、両者が公式な会議以外で話し合うよい場

を提供できたと思っている。

　フォーラム終丁後、土地改良区側から貴重種生

息のために土地の無償提供の話が出ており、換地

計画の中にもこの案が盛り込まれている。現在は

地元側の協力を生かすべく、河川の設計や工事の

方法について、図面上で議論を行っている。

　さらに工事終了後の管理についても議論が始ま

っており、当調査会を中心として幾つかのグルー

プと連携して生息地の管理について、市長あての

要望書を作成中である。市長もすでにヤリタナゴ

の写真入りの名剌を作成しており、市役所職員に

与える影響は少なくないものと推される。なお平

成15年1月28日には要望書の件で市長との面会が

決定した。



写真１　丸山隆氏の基調講演
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写真３ フォーラム開催のメンバー

写真５　ヤリタナゴ上（♀）、下（♂）

-

写真２ フォーラムの状況
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写真４　群馬県下唯一の生息地(岡之郷用水)の状況
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活動する市民によるワークショップと緊急レポート

　｢市民参加と環境教育によるワイルドライフ・

　　　リハビリテーション＆レストレーション｣

　　　　　　ふくしまワイルドライフ市民フォーラム

溝□俊夫1)、富田洋子1)、佐原佐百合1)、堀江まり子1)、佐藤重敏1)、

　　　　天野和彦1)、羽山仲一1)、山本信次1)、山本茂行1)

WorkshoP and rePort “Wildlife RehabilitationandRestoration by Citizen

　　　　　　　　　　ParticiPationand Environmental Education”

　　　　　　　　　　　　Fukushima VvildlifeCitizenForum

Toshio Mizoguchi,Yohko Tomita, Sayuri Sawara, Mariko Horie, ShigetoshiSatoh，

　Kazuhiko Amano, ShinichiHayama, ShinjiYamamoto, Shigeyuki Yamamoto

１．目的　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に市民参加のシステムやプログラム、活動の担い

　本活動の目的は、野生動物保護における具体的　手や場を具体的にデザインすることができるよう

な活動目標として、「2つの回復（レストレーショ　　になる。

ン:種と環境の回復、リハビリテーション:傷病野

生動物款護における野生復帰）」を掲げ、その活　２．活動の内容

動に対し市民が主体的に参加するための仕組みを　　　とくに、以下の5つの項目について、その活動

デザインし、かつ市民向けの環境教育プログラム　結果を報告する。

の開発を、市民グループ白らの手で行うことであ　　1）WR（ワイルドライフ・リハビリテーショ

る。さらに、本活動により、日本野生動物医学会　　　　ン）プロジェクト会議の開催

の3年間継続（平成13年～15年）特別プロジェク　　2）第8回日本野生動物医学会大会（大会テーマ

ト事業「市民参加と環境教育によるワイルドライ　　　「市民協働と環境教育によるワイルドライ

フ・リハビリテーション＆レストレーション」に　　　　フ・リハビリテーション」）の企画と運営

対して、市民セクターとして主体的に参加するこ　　3）野生動物救護における市民参加のデザイン

ととなり、その結果として、野生動物医学、環境　　　　と2つの市民活動の支援

教育、市民活動等の研究者、さらに鳥獣保護セン　　4）環境教育プログラムの開発とワークショッ

ター、動物園、水族館、獣医師会、野生動物保護　　　プの開催

行政担当者等々のネットワーク化、および市民保　　5）環境モニタリングのためのネットワークの

護団体との協働が可能となり、野生動物医学や環　　　構築

境科学に基づく情報と教育を市民が共有し、さら

1）ふくしまワイルドライフ市民フォーラム:福島県安達郡大玉村玉井字前ケ岳122-2
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３．結果

（１）ＷＲ（ワイルドライフ・リハビリテーション）

　プロジェクト会議の開催

　平成13年11月７日日本獣医畜産大学での準備会

議（東京都武蔵境市）、平成13年12月９日滋賀県獣

医師会との共同ワークショップの開催（滋賀県近

江ハ幡市）、平成14年1月12～13日島根県獣医師会

との共同ワークショップの開催（島根県出雲市）

を経て、平成14年1月26～27日、福島県鳥獣保護

センターでWR（ワイルドライフ・リハビリテー

ション）プロジェクト会議（Ｉ）が開催され、本

活動に関わる市民参加のシステムや環境教育プロ

グラについて検討し、第8回日本野生動物医学会

大会の開催プログラム計画書を作成を行った。

（2）第8回日本野生動物医学会大会の企画と運営

　第8回日本野生動物医学会大会計画書及び大会

講演要旨集の作成を行った。その結果、平成14年

9月5～8日、福島県鳥獣保護センターをメイン会

場に、記帳参加者数320名により第8回大会が開催

された。また、9月４日と９日の両日は、それぞれ

大阪府立大学学術交流会館およびフォーラムよこ

はま会議室でサテライトシンポジウムが開催さ

れ、計130名が参加した。従って、総計450名に及

ぶ多数の皆様が第8回大会に参加されたことにな

る。

（3）野生動物救護における市民参加のデザイン

　と2つの市民活動の支援

　①シンポジウムの開催

　平成14年9月６日、二本松市岳温泉の陽日の郷あ

づま館のコンペンションホールを会場に、スペシ

ャリストシンポジウム「市民協働や環境教育を通

して、野生動物救護のゴールに何が見えるか?」

が､日本獣医畜産大学、（社）日本獣医師会野生動物

対策委員会委員長の羽山仲一氏をコーディネーター

に迎えて、約4時間に渡って開催された。第一部は

パネリスト4名によって、次のようなﾀｲﾄﾙで講演が

行われた。「PAWS Wildlife Department－One

Approach to Wildlife Rehabilitation」（KiParker･

88

PAWSワイルドライフ・ディレクター）、「福島県

保護センターにおける野生動物款護のミッショ

ン」（溝口俊夫・福島県鳥獣保護センター）、「款

護の問題は官と民の関係で考えると理解しやす

い」（小川巌・エコ・ネットワーク）、「市民参加

型野生動物救護システムの問題点とは?」（山本信

次・岩手大学農学部、NPO法人森づくりフォーラ

ム）。

　②2つの市民活動の支援

　市民参加の具体的なデザイン例として、WCFが

中心になり、野生動物救護のボランティア組織で

あるふくしまワイルドライフレスキュー・サポー

ターズWRSS及び、（社）福島県獣医師会との協働

により「福島県野生動物ERドクター（款急款命

医）制度」発足の支援を行った。なお、福島県野

生動物ERドクター（救急救命医）制度の目的は

次のようなものである。「烏獣保護法に基づいて

県内各地で保護される野生動物のうち、搬送中に

死亡するものも多く、初期治療による救急款命処

置が重要な課題になっている。このため社団法人

福島県獣医師会では、福島県と連携し、福島県野

生動物款急款命医（ERドクター）の養成及びそ

の活動を支援するため、野生動物款護支援事業を

実施することとする。この事業は、本会が実施す

る様々な公益事業の一環として実施するもので、

傷病野生動物一つ一つの命を款うことを原点と

し、これらの活動を通して生物多様性を保全し、

さらに環境教育や野生生物の生存権の確立に貢献

するものとする。また、これらの市民活動を推進

するため、岳温泉あづま館のコンベンションホー

ルを会場に、一般公開シンポジウムが開催された。

このシンポジウムでは野生動物枚護活動を行う際

に必要な救護技術について、アメリカ合衆国の

PAWSからジョン・ハッカピー獣医師をお招きし、

宮下実氏（大阪市天王寺動植物公園）のコーディ

ネーションより行われた。なお、このシンポジウ

ムの後、「福島県野生動物ERドクター（救急救命

医）制度」発足のための研修会も実施された。コ

ーディネーター：宮下実（大阪市天王寺動植物公

園、日本野生動物医学会国際交流委員長）、「野生



動物ファーストエイド」りhonR.Huckabee ・

PAWS（Progressive AnimaI Wehre Society野生動

物専任獣医師）、「野生動物ファーストエイドQ＆

A」（黒沢信道・野生動物救護研究会）、「野生動物

救護に必要な法律知識」（大槻晃太・福島県生活

環境部環境政策室野生生物チーム）。

（4）環境教育プログラムの開発とワークショップ

　の開催

　環境教育フィールドワークは「森と野生動物と

人と」という統一テーマで3つのプログラムが、

フォレストパークあだたら森林学習エリアを使っ

て行われた。なおこのワークショップには、地元

の安達太良小学校の4年生～6年生約40名が参加し

ている。

　コーディネーション：ふくしまワイルドライフ

市民フォーラムWCF、ふくしまワイルドライフ・

レスキュー・サポーターズWRSS

　r炭焼きを通して、野生動物生息空間について

考える」（山本茂行・富山市ファミリーパーク飼

育課長、熊谷さとし・学習漫圓家、武田義盛・ふ

くしま森の案内人）

　「野生動物回廊をデザインするための森の自然

観察」（大野正人・（財）日本自然保護協会普及広

報部、細野純人・NACS¬J自然観察指導員）

　「体験・テレメの鬼ごっこ?テレメーター宝さ

がし?」（斎藤慶輔・（社）北海道野生生物保護公

杜、渡漫有希子・北海道大学）

（5）環境モニタリングのためのネットワークの構築

　①市民参加による款護原因の究明

　野生動物の救護原因を究明し、予防や環境復元

を図る目的で、野生動物のロードキル問題に焦点

をあてて、市民参加の調査・研究を実施した。そ

の結果、とくにフロクロウ類で冬期の交通事故が

多いこと、また里山の荒廃の問題が今後大きな要

因となることが判明した。60～70年代頃から、里

山が開発で姿を消したり、また農業スタイルが変

わって雑木林の手入れがされなくなるなどの問題

が起こってきている。これは、里山を生活場所と

している野生動物にとっても深刻な問題といえ

る。例えばフクロウについても、林床にササなど

のない場合は林内でハンティングをするが、ササ

刈りのされていない林の中ではハンティンク゛を

せず、その他の空間を利用する動物の捕獲割合が

増加するという調査結果がある。その結果、ハタ

ネズミなどをねらって畑に出てきたところ、キュ

ウリ用のネットに絡まるという事故が発生してお

り、畑に出現する遠因として、森林の手入れ不足、

特に林床の荒廃の問題について検討する必要があ

ると思われる。今後、冬期以外の季節にも、フク

ロウの交通事故が増えるようであれば、森林管理

との関連についても、注意深くデータを分析して

いく必要があろう。

　②福島県下におけるハクチョウ鉛中毒症の調査

　　研究ネットワーク

　DDTやPCBのような環境ホルモン様作用を持っ

た有機塩素化合物や、ダイオキシンのような発が

ん性物質、タンカー事故による重油の流出、水銀

やカドミウムなどの重金属、農薬や有機溶媒によ

る土壌や地下水脈への浸透など、様々な化学物質

による汚染、さらにウイルスや細菌、寄生虫など

による感染症の蔓延や人獣共通伝染病の発生な

ど、私たちを取り巻く環境は、危険に満ちたもの

になってきている。福島県鳥獣保護センターでは、

救護されてきた動物や、手当ての介なく命を落と

した動物たちを通じて環境を監視することができ

ないかと考え、ふくしまワイルドライフ市民フォ

ーラムが中心になって、岐阜大学農学部獣医学科

公衆衛生学教室や福島県環境センターと協働して

「環境モニタリング」を進めている。福島県で、

ハクチョウ鉛中毒症の発生が確認されたのは、

1996年に、食道や腺胃、筋胃に食べ物がつまった

ハクチョウが県中、県南地方で保護されたのが始

まりである。翌1997年に、同じような症状のハク

チョウの肝臓中の鉛濃度を県環境センターで分析

した結果、それぞれ30.9ppmおよび19.4ppmとい

う高濃度の鉛が検出された。その後、1998年に郡

山市で2羽、鏡石町と矢吹町で3羽、相馬市で1羽、

1999年には鏡石町と矢吹町で2羽、西郷村で1羽、
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表郷村で1羽、相馬市で2羽、楢葉町で1羽、2000

年には鏡石町と矢吹町で6羽、白河市で1羽、相馬

市で7羽、楢葉町で1羽、2001年は鏡石町と矢吹町

で7羽、東村で1羽、白河市で1羽、安達町で1羽の

発生が確認されている。

４、まとめ

　今回のワークショップにより、野生動物救護活

動をどのようにして野生動物保護に結びつけるこ

とができるのか、野生動物保護を目的とした環境

教育のプログラムとその担い手とは、野生動物款

-

護における市民参加のシステムとは、また様々な

野生動物保護問題を解決するためのネットワーク

と協働とはなど、様々な課題に対して大きな一歩

を踏み出すことができたように思える。 2002年12

月のP.N.ファンド助成発表会の後も、ヤンバルク

イナやツシマヤマネコなど危瀕動物の保護グルー

プとのネットワークが構築されつつあり、さらに

大学や諸研究機関との共同研究が開始されるな

ど、重要な意義をもった一年間であったように感

じられる。最後に、P.N.ファンド並びに担当者諸

氏に深謝中し上げる。

90－



１

第12期プロ・ナトゥーラ・フ７ンド勣成成果報告書（2003）

小出川の環境保全と子供たちへの自然環境教育活動。

　　小出川に親しむ会15年誌「小出川」を製作

　　　　　　　　　　　　　　小出川に親しむ会

丹沢久子・片山恵美子り酉井充代・斉藤和子・鈴木章雄・水頭紫・丹沢富雄・

　　　　　　　　浜村高登・村中恵子・宇都木由美子・村中純

Conservation of the environrnent of Koidegawa and suPPort of environmental

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　educationforchildren.

　　　　　　　　　　　　　　　　Koidegawa'ni‘shitashimu'kai

Hisako Tanzawa, Emiko Katayama, Mitsuyo Sakai,Kazuko Saito,Keiko Muranaka etα1.

　活動内容

「小出川に親しむ会」は、小出川を心から愛し、

小出川に親しみながら、気づき、考え、そして行

動する中で「小出川の白然環境を保全していきた

い」という願いを込めて活動してまいりました。

1987年に発足してから、15年目を迎えることがで

きました。発足当時から、小出川が緑豊かな美し

い景観を持ち、川に生息する多様な動植物に優し

い棲みかになるよう、土手の改修工事には「多自

に生育する種類の苗木を植え、「木の実の散策路」

と名づけました。今では大きいものは8mを超え

る木に成長しています。その他にも河川水質浄化

実験や小中学校の総合学習の課外授業へのお手伝

い、小出川通信（年4回46号）発行等により環境

に関する意識高揚を図るなどの活動も行ってきま

した。少しずつ地域のみなさんが小出川に優しい

目を向けて下さるようになってまいりました。

然型川づくり」の採用を行政に要望し続け、1996　2.「小出川」のまとめ誌作成

年に小出川は多自然型川づくりの川として位置づ　　2000年10月頃から15年誌作成の構想が具体化

けられました、おかげさまで、だんだん貴重な緑　し、座談会を開いたり、原稿の分担を決め、執筆

の空間として潤いのある景観が育ちつつあります。　からページの構成まで一から手掛けて完成させま

　　「小出川に親しむ会」では、野鳥の観察会、植　した。冊子はA4判124ページ、18項目から構成さ

物の観察会、水質測定、大気汚染測定、樹木の下　れております。会の発足からの歩みや自然観察会、

草刈り、川そうじ、川辺のコンサート、野草つみ　様々な活動の記録が写真、挿絵、図表を添えて分

と試食会、自然保全に取り組んでいる川の見学会、　かりやすく解説されています。小出川の自然図鑑

農業見学会等を、楽しみながら自然を学ぶ機会と　　としても活用できるよう、小出川に生息する野鳥

して、また地域のみなさんとのふれあいの場とし　や植物もカラー写真と観察された場所なども記載

て活動してまいりました。小出川の赤橋付近に野　してあります。また巻末には圃家のむらなかじゅ

鳥が憩える森づくりを目指して、約600本の地域　ん氏による小出川の源流から河口までの心温まる
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図も析り込みで綴じ込まれております。

　本冊子に目を通していただくことで、小出川周

辺に多様な動植物が生息していることに気づか

れ、小出川の貴重な自然を愛し、大切にしていた

だけるとありがたく思います。また小出川の自然

　
　
　
１
１
Ｉ
Ｉ
『

゛
ｌ
一
Ｊ
ノ
Ｊ

観察会、学校の課外授業、環境教育などで活用し

ていきたいと思っております。次世代を担う子供

たちに少しでも多くの自然を残し伝えていけるよ

う願っております。

小出川

小出川に幌しむ金15年誌
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第12期プロ・ナトゥーラ・フフンド助成成果報告書（2003）

第14回日本の森と自然を守る全国集会in北海道の開催

第14回日本の森と自然を守る全国集会in北海道　実行委員会

　　　　　　　　　　　寺島一男

14th National Meeting forConservation of Nature and Forest

14th Nationa1 Meeting for Conservation of Nature and Forest Executive Committee

　　　　　　　　　　　　　　　　Kazuo Terashima

１．全国集会の開催目的

　日本の森と自然を守る全国集会は、1988年に第

1回を開催してから、毎年各地で開催しているも

のである。

　開催の目的は、日本の森と自然の保護と問題点

を明らかにし、活動経験を交流することである。

2001年は北海道で開催することになり、当実行委

員会が担当した。

　集会が北海道で開催するため次のとおり開催目

標を設定した。

　①自然保護運動を多くの市民に知ってもらう

　②全国に北海道の自然保護運動の経験と現状を

　　広める

　③北海道の自然と自然破壊の現状を知ってもら

　　う

　以上を基本に集会の構成を行った。

2.開催の結果

　①では、参加目標を初日600名とし、知名度の

ある作家立松和平氏、「どろ亀先生」こと元東大

演習林長の高橋延清氏に講演をお願いした。

　参加者は予定通り600名集まった。

　集会を知らせる宣伝物は、道内自然保護団体と

個人など182団体・個人、道内労・婦人団体など9

-

団体、道内マスコミ・自治体・政党、市役所・商

店など13ケ所。本州自然保護団体と前年度の村上

集会の監査者など578団体・個人へ宣伝物を送付

した。

　②の自然保護運動の経験では、千歳川の水を日

本海から太平洋に流すという千歳川放水路計画を

市民が止めたこと。ナキウサギ裁判と時のアセス

メントで道路工事をとめたこと。現在進行中の日

高横断道路の中止をめぐる問題を報告した。

　③の北海道の自然のすばらしさ、自然破壊の現

状は、第3日目に2ケ所に分かれ現地視察した。自

然観察では、富良野の束大演習林に75名が参加し、

天然林から人工林まで見学し、森林管理の必要性

などを学んだ。

　もう1隊は56名が十勝管内静内町の温泉で地元

の自然保護団体と交流し、日高の自然を削って進

められている日高横断道路の調査に参加した。

　日高山脈は崩れやすい地質であり、工事現場が

毎年崩落していること、工事のやり方が杜撰で自

然の破壊が進んでいる現状をつぶさに見て回っ

た。

　この現地視察を通じ、地元日高山脈を取り巻く

白然保護団体が「日高山脈保護連絡会」を結成し

たことは特記に値する。
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第12期プロ・ナトゥーラ・ファンド助成成果報告書（2003）

箕面北部開発地の市民参加環境調査と自然保護、地域づくり

　　　箕面北部の自然と開発を考える府民の会自然保護部会

　　　　　　　　　　　　　本多　孝

The civiIParticiPatedinvestigation･nature conservation and community building in

　　　　　　　　thenorth Part of Minoh, 0saka under rura1 Planning

CitizengrouP of Osaka Prefectllrethinking about nature conservation and develoPment in north

　　　　　　　　　　　　　Partof Minoh, nature conservation sub section

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TakashiHonda

　大阪府箕面市止々呂美地区の余野川ダム計画に

あたり、この地域で「自然観察から始まる自然保

護」の活動を進めているみのお山自然の会が、フ

ィールドとして長らく自然観察会やフィールドワ

ークを進めてきた。この地域は、大阪府下でも野

生動物の生息をよく確認できる地域であるため、

その自然環境の状況を調べる必要性がある。また

ダム計画による野生動物への影響に関心をもつよ

うになった。今回、箕面北部の自然と開発を考え

る府民の会自然保護部会が、調査のための資金援

助をして下さることになり、府民の会自然保護部

会と協力して、みのお山自然の会が調査のコーデ

ィネートを担当し、専門家の協力を得て調査する

こととなった。

　この調査では、市民の自然観察会、専門家の肋

言を得て行った市民調査、専門家によるフィール

ド調査を行った。自然観察会により、市民の皆さ

んにこの地域の自然環境を知り、親しんでもらう

活動を進めるとともに、その中から理解者を募り、

市民環境調査への協力を求めた。市民調査では、

専門家の助言をもとに3箇所でシカの足跡のデー

タを取ることにより、専門家調査の補足資料を得

る活動を16回行った。

　専門家調査は、春・夏・秋・冬延べ10日間現地

に入り、植物相の調査とともにニホンジカの食草

解析を行っていただくことで、現在のシカの生息

-

環境と開発計画による影響について、国土交通省

の調査結果に反映していただく予測を調査いただ

いた。専門家調査については、その報告が行われ

たので、原文のまま記載した。これらの一連のも

のをひとつにまとめた、報告書を作成した。

■余野川ダムの環境調査報告：専門家による１年

　間の調査と市民調査の結果

☆概要

　＊地域の全植物種を掌握した。 121科587種：そ

　　のうちシカが食べていたもの67科121種

　＊生育分布と採餌植物

　　谷部402種/143種(谷部に402種あった中の

　　143種を食べていたということ)

　　尾根部159種/56種

　　耕作跡地・河川240種/50種

　　造成地91種/24種

　＊季節変動で食べていた種

　　春　100種

　　夏　111種

　　秋　111種

　　冬　29種

　シカの調査とはいえ、実際には植物の調査であ

り、調査では植物と哺乳類の専門家がペアーで動

いて下さった。このことからシカがこの山のどこ

で主に食事をし、生きているかが見えてきた。さ
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らに詳しいデータは、報告書に掲載している。こ

の調査によって、この地域にダムができると、シ

カの生息と箕面個体群に影響が出ることが浮き彫

りにできた。とても興昧深い調査であった。

活動日誌

　2002年10月20日、ダム開発を問うシンポジウム

　　　　　　　　　調査報告を行う

　2002年10月６日、第3回淀川水系流域委員会ダ

　　　　　　　　　ムワーキンググループ会議

　　　　　　　　　調査報告を行う

　2002年10月１日、第14回淀川水系流域委員会猪

　　　　　　　　　名川部会

　　　　　　　　　調査報告を行う

　2002年８月25日、北部開発を考えるシンポジウ

　　　　　　　　　ム　調査の中間報告を行う

　2002年７月13日、第16回野生ジカ白然環境調査

　　　　　　　　　市民調査

　2002年７月７日、第10回野生ジカ自然環境調査

　　　　　　　　　専門家調査

　2002年７月６日、第9回野生ジカ白然環境調査

　　　　　　　　　専門家調査

　2002年６月22日、第15回野生ジカ自然環境調査

　　　　　　　　　市民調査

　2002年６月15日、第14回野生ジカ自然環境調査

　　　　　　　　　市民調査

　2002年５月25日、第13回野生ジカ自然環境調査

　　　　　　　　　市民調査

　2002年５月８日、第12回野生ジカ自然環境調査

　　　　　　　　　市民調査

　2002年５月８日、第11回野生ジカ自然環境調査

　　　　　　　　　市民調査

　2002年５月７日、第10回野生ジカ自然環境調査

　　　　　　　　　市民調査

　2002年５月５日、第8回野生ジカ自然環境調査

　　　　　　　　　専門家調査

　2002年５月４日、第7回野生ジカ自然環境調査

　　　　　　　　　専門家調査

　2002年５月３日、第6回野生ジカ自然環境調査

　　　　　　　　　専門家調査

-

2002年４月21日、止々呂美自然観察会

2002年４月20日、嬉9回野生ジカ白然環境調査

　　　　　　　　市民調査

2002年４月６日、第8回野生ジカ自然環境調査

　　　　　　　　市民調査

2002年３月24日、第7回野生ジカ自然環境調査

　　　　　　　　市民調査

2002年３月24日、止々呂美自然観察会

2002年３月16日、第6回野生ジカ自然環境調査

　　　　　　　　市民調査

2002年３月２日、第5回野生ジカ自然環境調査

　　　　　　　　市民調査

2002年２月23日、第4回野生ジカ自然環境調査

　　　　　　　　市民調査

2002年２月16日、第3回野生ジカ自然環境調査

　　　　　　　　市民調査

2002年２月ｎ日、第5回野生ジカ自然環境調査

　　　　　　　　専門家調査

2002年２月10日、第4回野生ジカ自然環境調査

　　　　　　　　専門家調査

2002年２月９日、第3回野生ジカ自然環境調査

　　　　　　　　専門家調査

2002年２月２日、第2回野生ジカ自然環境調査

　　　　　　　　市民調査

2002年１月19日、第1回野生ジカ自然環境調査

　　　　　　　　市民調査

2001年12月16日、野生動物・止々呂美自然観察

　　　　　　　　会　主催・みのお山自然の

　　　　　　　　会、府民の会自然保護部会

2001年11月18日、第2回野生ジカ自然環境調査

　　　　　　　　専門家調査

2001年11月17日、第1回野生ジカ自然環境調査

　　　　　　　　専門家調査

2001年10月27日　夜の止々呂美自然観察会

　　　　　　　　主催・みのお山自然の会、府

　　　　　　　　民の会自然保護部会

2001年９月８日、箕面北部の野生ジカの講演会

　　　　　　　　と夜の止々呂美自然観察会
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写真１ シカの食跡
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写真３ 市民調査のメンバー
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写真２　専門家調査（２名）

写真４ 市民調査（シカの足跡）
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第12期プロ・ナトゥーラ・フフンド助成成果報告･自:（2003）

小笠原諸高におけるエコツーリズムの嬉立

　　　　　　　　　　　小笠原ネイチャーフォーラム

有川美紀子・雨宮紀子・青木伸夫・北村肇・柴崎大輔・早草紀子・佐藤英樹

The establishment of Ecotourism on the Ogasawara lslands

　　　　　　　　　Ogasawara nature forum （ONF）

Mikiko Arikawa, Noriko Amemiya, Nobuo Aoki, Hajime Kitamura，

　　　　　DaisukeShibazaki,Noriko Hayakusa, Hideki Sato

　エコツーリズムの確立ということを大目標として、

ＯＮＦでは父島で2回のツアーを開催した。

　プログラム内容は季節や現地受け入れ団体のス

ケジュールなどによって多少異なるが、共通項と

して、以下の要素は必ず含むように心がけた。

　・事前／事後のセミナーによる、小笠原の自然

　　への深い理解

　・現地ＮＰＯ、ＮＧＯまたは研究者などによる自

　　然回復事業のサポート（例:移入種除去、固

　　有種植林、播種など）

　・現地ＮＰＯ、ＮＧＯやフィールドガイド、住民

　　との意見交換

　また1日は楽しみながら島を学ぶためのプログ

ラムを用意した。 2001年11月にはマッコウクジラ

ウォッチング、2002年6月では南島来訪など。い

ずれもONFと交流があり、信頼のおける自然ガイ

ドの同行により行った。

　こうした活動を通し、ＯＮＦとしては以下の3点

に特に留意した。

　①参加者の白然保護意識の向上とその持続

　②現地自然ガイドほか、エコツーリズムに関連

　　した協力団体や個人への経済効果

　③自然回復事業の前進

-

　①についてはほぼ意図した効果が得られた。

　②については、まだはっきりした効果はでてい

ない。ツアーは、自然へのインパクトを考慮して

少人数削で開催しているため、1年間で約30人ほ

どの引率しかしていない。ただし、すでに参加者

の中からリピーターが生まれている。

　③は、ＯＮＦは自然回復事業そのものを独自に牡

團・実行していない。あくまでも現地NPOあるい

は東京都、小笠原村が立てた計画の中で、手が回

らない部分をサポートしている。そんな中、父島

では毎回ほぼ同じフィールドで作業をしたが、桂

林した苗がほとんどノヤギにより壊滅させられた。

これについても、10年単位でのデータ蓄積後判断で

きると思う。

　この活動は、地道に継続させることが必要で、

これからも同様のツアーを開催していく予定であ

る。今後は、2005年にアクセスが大幅に改変され

るため増えるであろう観光客の中で、小笠原の白

然をより理解し、小笠原から地球環境問題へ意識

を向けられる人々を増やすために、内地でのセミ

ナーあるいは体験的講座を開催し、旅行者の意識

を高めることにも着手していきたい。
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写真１ 2001年11月、シマホルト植苗（森林総研

と）
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写真４ 2001年11月、NACSJ－ O会長による海上
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写真5　2002年6月、移人種除去（現地NPOと）

写真７ 2002年6月、小港海岸での作業後風景

写真６
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小笠原ホエールウ

南島ガイドツアー

ォッチング協会による

（2002年6月）



第12期プロ・ナトゥーラ・フフンド助成成果報告書（2003）

　　　　中国天目山の植生垂直分布パターン

達良俊1)、夏愛梅1)、楊永川1)、陳鴫1)、李宏慶へ秦祥坤ぺ

　　　　　　趙明水‘)、楊淑珍‘)、楼涛4)

The study on verticaldistributionPattern of vegetation on Mt. Tianmu･

　　　　　　　　　　　Zhejiang Province･ China

Da Liangjun l!laj.

１．はじめに

　中国東部の植生タイプは多様かつ複雑で、国内

外の研究者から注目を浴びてきた。『中国森林』

（Wang 1961）及び『中国植被』（Wu ed. 1980）に

おいて中国束部における森林植生の区分が論じら

れ、侯学塁が80年代に相次いで『中国植被分布』

を発表した（Hou 1983､ 1988）。 80年代後期、徐文

鐸、方精雲がKira（1945）の暖かさの指数を用い

て中国の植生分布と気候との相関を研究し（xu

1985 ；Fang and Yoda 1989 ； Fang 1991）、李霞ら

はHoldridgeの植生一気候分類システムを応用して

中国の植生の地球温暖化への反応を研究した（Li

dα1.1994）。 90年代後期、宋永昌、方精雲は中国

束部植生帯の区分について新説を提起し（Song

1999 ；Fang 2001）、方精雲はさらに植生一気候関係

及び中国の植生帯の区分における応用を発表した

（Fang d �｡2002）。しかし、気候帯としての亜熱

帯及び暖温帯に対する見解の違いにより、中国束

部植生帯の区分に関する論争が繰り返されてい

る。また、植生の水平分布と垂直分布との関係に

関する研究は、中国植生研究の中において軽視さ

れてきた経緯があり、垂直分布の特殊性は強調さ

れながらも、水平分布に従属するものと考えられて

きた（Wu ed. 1980 ； Hou 1988）。Kira（1945､1976）、

1)華束師範大学環境科学部

2)華東師範大学生物学部

3)上海自然博物館

4)天目山自然保護区管理局

Holdridge（1947､1967）、Thornthwaite（1948）、

Thomthwaite and Hare （1955）、Hamet.Ahti et a1､

ｪ（1974）等ほとんどの植生区分システムでは、水

平分布との相応関係として垂直分布をとらえてい

る。 Ohsawa （1993、1995）は、東アジア山地植

生タイプの水平及び垂直分布パターンを分析し、

Tang and Ohsawa （1997）は中国四川省峨眉山の

垂直分布の特徽を明らかにした。

　本研究地の天目山は中国東部亜熱帯と暖温帯の

移行帯に位置し、櫨生の垂直分布に関する研究が

非常に重要であり、亜熱帯と暖温帯植生の境界線

の圓定にも比較研究が必要とされる。本研究では

天目山における標高別の植生タイプおよびその種

組成と群落構造を調べ、垂直分布パターンを分析

した。

２．調査地概況

　天目山自然保護区（30°18’30″～30°2r37″N、

119°24’11″～119°27j1″E）は中国浙江省西北部の

臨安県に位置し、総面積は1､050haである。主峰

は仙人頂で標高が1､506m。山麓（禅源寺：標高

400m）及び山頂（仙人頂）の気象観測所のデー

タによると、年平均気温は14.8～8.8℃、最寒月

（1月）の平均気温3.4～2.6℃、極端最低気温は
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－13.1～－20.2℃、年降水量は1､390～1､870mmで

ある。

　天目山は中亜熱帯北部と北亜熱帯の移行帯にあ

り、温暖かつ湿潤な海洋性気候の影響を強く受け

ている。海抜400mの山麓におけるzonalな植生タ

イプは常緑広葉樹林である。山体が急峻なため、

標高の上昇に伴う気候条件の差異も大きい。その

ため、特徹的な植生垂直分布パターンを呈してい

る。

３．調査方法

　2001年5月から2002年10月まで、天目山自然保

護区において、8回にわたり現地調査を行い、植

生の垂直分布パターンと貴重な植物群落を調ベ

た。山麓の禅源寺から山頂の仙人頂まで標高差約

100m毎に、南斜面を中心に方形区合計10個を設

置し、毎木調査を主体に群落調査を行った。調査

地の標高はそれぞれ400m、550m、710m、840m、

930m、1､100m、1､220m、1､300m、1､400m、

1､500mである。方形区の面積は常緑と落葉の高木

林については300�以上、そのうち大木のある山

麓渓畔林では1､000�、また種多様性が高いとされ

る標高1､100mの方形区では1､600�とし、標高

1､400m以上の凰衝低木林は100�とした。調査で

は高さ1.5m以上の木本層の樹木を対象にすべて個

体の高さ及び胸高直径を測定し、1.5m以下は草本

層として各種の最大高と被度を調べた。

　４．調査結果

　（1）標高別群落の特徴

　　標高別群落の種組成や分布立地、階層構造は

　Table 1に示した通りである。各調査群落での出現

　種は全部で44科89属132種が確認された。また種

゜の生活形から見ると、常緑針葉樹が4種、常緑広

　葉樹は18種、落葉広葉樹は50種、常緑広葉低木は

　13種、落葉広葉低木は47種であった。常緑針葉樹

　はTaxodiaceae（スギ科）、Taxaceae（イチイ科）、

科）、Daphniphyllaceae（ユズリハ科）等、落葉広

葉樹はFagaceae、Rosaceae（バラ科）、Cornaceae

（ミズキ科）、Ｂｅｔｕｌａｃｅａｅ（カバノキ科）、

Araliaceae（ウコギ科）、Aceraceae（カエデ科）、

Juglandaceae（クルミ科）、Magnoliaceae（モクレ

ン科）、Rubiaceae（アカネ科）、Styracaceae（エ

ゴノキ科）より構成されている。各詳落の種組成

は以下に述べるとおりである。

①Pkogbe ckaiaxgasis-Q14eyc14s aciltissisl-

　Z面面趾�･αΓﾉbs四zg群落

　群落は標高400mの渓流沿いの斜面に分布し、

斜面方位は真南で傾斜は5度。調査面積は1､000�

であった。人為の影響で下層には低木がほとんど

なく、種子楠物は9科11属11種しか出現しなかっ

た。群落の優占種は針葉樹のCりφloz函α池だ回･･f

の他、落葉広葉樹のQ14eyct4s act4tissima、

£j卯�α�･αΓ鳶りﾀｚ∂ｇｕおよび常緑広葉樹のPhoebe

油ｄ必昭四治である。その他、渓畔林の湿潤立地に

よく出現する落葉広葉樹のCμ/aaワα卸/謐rz･s、

Ulmus szechniea、Kodyat�a4昭吻oliolaおよ

訊4顛uaμzazsμ昭が分布している。

　群落は４層からなり、高木層は高さ25mで植披

率40％、亜高木層は高さ14mで櫨被率40％、低木

層は高さ6mで個体数が少なく櫨被率は5％、草本

層の高さは0.8mで植被率は80％と高い。全種類の

樹高階分布は図1に示す通りである。

心

工

Cephalotaxaceae（イヌガヤ科）、常緑広葉樹は主　図1

にLauraceae（クスノキ科）、Fagaceae（ブナ科）、

Symplocaceae（ハイノキ科）、Theaceaeツバキ
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②Sckima s卯eyba-Cast(讃ol)sisey咄群落

　群落は標高550m、傾斜25度、方位N50Eの斜面

上部に分布し、調査面積は300�であった。種子

植物は13科22属29種が出現した(Table l)。群落

の優占種は常緑広葉樹のS油函αａμ幼α、

Cast皿o函sり粍i、(ｙＭα／ｏ卯治gn涜s、針葉樹

のコウヨウザン(ａｕ油一α而αlaaa/αなz)、落

葉広葉樹のSassajyas tz14m14の5種より構成されてい

る。その他、主な構成種はアラカシ((ﾆy/昴α/u卯治

がuaz)、シラカシ(C、myysiuφlia)、Ｇｎｏｌａ凹尚

s一ａａｆ四z、£涵ｇαゆgsぶ面＆r、Ｌｋ�ａ託dii等の

常縁広葉樹で、常緑広葉低木としてはツツジ科の

衿zぴ緬油堺房㎝面r油θΓg脚、V、tyichocladl跳、

Rkodode箭dro笥o皿t14m、ツバキ科のE14巧a�14yicata、

Cの9/面函ぬａα１、Ｅ．ｍｂ汝緬osavar.α陥ｎ此z等

が多く出現している。落葉広葉樹種はDalbergia

h助e(IR(l、/1/Mz泌辨αぴθμが/α、Zαが勧り/z､。

aita削koides等の先駆種でギャップに単木的に分布

し、下層には£緬面ΓαがαＥα、£治ａａ蝕蝕、

vib14nl14�dilatatu批等の落葉広葉低木が散在して

いる。

　群落は4層からなり、高木層の高さは18mで桂

被率は30％と低く、亜高木層は14mで植被率65％、

低木層は7mで植被率は50％、草本層の高さは1m

で植披率は15％である。全種類の樹高階分布は図

２に示す通りである。

μＥ雨Sが優占し、他の優占種は落葉広葉樹の

Sass(φ･as tz皿讃、Cy/gα聊z卸1緬as､Ptぴostyyax

印り凹1･aas、Toxico&筒dyo筒s14cceda筒e副4枇と針葉樹

のコウヨウザンで6種優占型である。他の構成種と

してはアラカシ、シラカシ、Ｃ緬がα堺θ辨μ附

s一α脚嗜油辨、Litsea coyea筒ａvａｒ．ＳＩ覧ｅ鈍StS、

L池oc(哨)t4s k4a､1dii等の常緑広葉樹以外に、落葉

広葉樹は£功肩而肖蝕Γαａ哨､ｄｕ、習賤yazryα

s的&読zaα、μ�α加徊αゆα、ａゆfus z面面ａ等

6種がある。常緑広葉低木種はC卯�lia斤atenal、

瓦勧面面�Γθ鯨θ四哨堺、ＥＲりand)ig泌osαvar.

attりu4ataの4種と少ない。落葉低木種ＵＷ／池・α

βａ回sα1種のみであった。

　群落は4層からなり、高木層の高さは25mで櫨

被率は45％であり、亜高木層は14mで植被率80％、

低木層は6mで植被率は45％、草本層の高さは1m

で植被率は25％である。全種類の樹高階分布は図

心Ｅ
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　群落には落葉広葉樹種が多く出現しているが、　図２

先駆的なものがほとんどであり、優占種のコウヨ

ウザンも植栽起源と考えられ、Sass(がrastzR竹脚は

単木のため、この群落は常緑広葉樹林と認識する

が、優占種のQdobal皿ol)sisFa�isは小径木しか

ないため、後継木の多いSchimas卵eybaと

Casta9lol)sisり㎡をもって命名した。

③Ｑｄｇα､･ｙα卸侑｡。s-Pteyostyyax coyy枇bostts-

0画1･誠zﾀz卯jsggd治群落

　群落は標高710m、方位S45W、傾斜40度の急斜

心
　Ｅ

Ｗ
工

面上部に位置し、調査面積は600�であった。調　図３

査区では種子植物は17科22属25種が出現した

(Table 1)。群落は常緑広葉樹のＯｄａＭＩαｕμな
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3に示す通りである。

　上述の＆仙回s卯�･α-(池如1卯sisり･雨群落と同

様、この標高では極相林は常緑広葉樹林と考えら

れるが、強い人為影響のためこの群落でも先駆的

な落葉広葉樹種４種が優占種となっており、遷移

の途中段階として常緑と落葉混交林の相観を呈し

ている。混交林としてCydgαり･α知/緬ａｓ-

Ｒ∂･�yraωり�･６ｓ-０画Ｍｌｕゆsjs gπz�fs群落

と命名した。

④£i卯i而附＆Γαcα1μ緬α-Cαゆ緬μsp油油四-

　CylθMlnゆsisgnzd治群落

　群落は標高840m、方位S60W、傾斜35度の急斜

面に位置し、調査面積は600�であった。種子桂

物は18科23属28種が出現した(Table 1)。群落の優

占種は落葉広葉樹のむ卯㎡α扨ＭΓαａ哨･ｄｕと

Cαり6H4S Z雨肩Ｕα、そして常緑広葉樹の

Cydoba1皿ol)sisgya�isと針葉樹のコウヨウザンであ

る。他の構成種としてはシラカシ、ZjlsgαaMz､zαvar.

s函朗sfsヱ而aaゆgs仙心g必等が出現する以外に、

より標高の高いところを中心に分布する常緑広葉

樹の(:ﾌyd必αla∂μis sla凹�iaα、匈肖μaas

αs∂辨α1α、S.s討油g､隋ｊs、Ｄ副)恥哨)kylほ琲

ｓαｍゆ�uz等が出現し始めた。落葉広葉樹は優占

種の他、月的･g7z ゛s的屁ααα、Ａｗ･･匈皿�四z、

yyssαs緬asisおよびQ回ras g/α�zd凶Γαvar.

b粍咄)etiolata等が単木的に出現している。常緑広葉

低木種はC9�1必β㎡mzα/、孤��aj回□凹lzs

および£1｡yみ､函dαゐs等4種と少ない。落葉広葉

低木種は£緬而Γαがａａ、Vibun114m dilatat14跳、

Phohial)(四蜘ｈなど6種が出現した。

　群落は4層からなり、高木層の高さは20mで植

被率は80％であり、亜高木層は12mで植被率50％、

低木層は5mで櫨被率は40％、草本層の高さは

1.5mで植被率は30％である。全種類の樹高階分布

は図4に示す通りである。

　なお、優占種の1､i卯丿必�､αΓαｇ／ｙｄｕは同属の

あるため、この群落は常縁と落葉の混交林タイプ

と認識された。

⑤匈ssαjg7�s-Od必αln卯治mz･･α�iαu-C

　ggsμfs群落

　群落は標高930m、方位Ｅ、傾斜25度の斜面上

部に位置し、調査面積は400�であった。種子植

物は19科23属27種出現した(Table 1)。優占種は

針葉樹のコウヨウザンをはじめ、常緑広葉樹の

OdθMIα､z∂μisμαs侑s、C.slmα�iのzα、

Sy叫而ａＨ山仙asjs、落葉広葉樹のニッサ科の

Nyssa silte?lsis、モクレン科のＭ昭ｏ陥ボj�汝α、

クルミ科の０山ａｚ７り必gasおよびエゴノキ科の

Pteyostyy(lxco巧mbos鴛s等、計8種がある。種の多様

性が非常に高く、Nyssa si?1e?tsis、Mαgﾀz∂1泌

cyliytdyicaのような貴重な植物が多く分布するソー

ンである。他の構成種では上述のLiq14ida琲bay

α･�ydu-(:1吋iusz面面ｇ-０画必loゆsis gs�fs

詳落と比較すると、常緑広葉樹の£治ga､rau

var.s緬asis、Lithocayl)14skaylaltdiiが依然出現し

ているが、優占度が減少し、一方、Symμocos

αg回面、Z)卯佃i糾芦四ロｇｍゆ�g辨の優占度が

増えた。落葉広葉樹の場合は優占種の他、

/1/肩♪勿11z4肖かrtnd、ﾒ1r･り･･心卯肩glz4ﾀ､zおよび

Cdtis bioltdiiの3種が点在した。常緑広葉低木種は

ツバキ科の(如�而加な陶α/､£阿眉/z幽咄励s､£

ntb祖緬osa var.α治ｕ咄溥5種が確認され､た。落葉

広葉低木種はＭｄ雨szルズgasαの他、Ｃθりlz4s

心Ｅ

ぞ

L、佃ｙｍｏｓａ?ｔａより標高の高いところに出現し、垂　図４

直分布上におけるすみわけが知られており、また、

ａゆius z･倆緬ｇは温帯を主要分布域とする種で
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heteyo鴎痢ａvar.sMrh､りzり�s、瓦y＆α町az

皿詐stil)et(11aなど計4種出現した。

　群落は4層からなり、高木層の高さは16mで植

被率は70％であり、亜高木層は10mで檀被率50％、

低木層は5mで植被率は80％、草本層の高さは1m

で桂被率は55％である。全種類の樹高階分布は図

5に示す通りである。

　後継木を多く持つＱ画1･α/u卯治がαj治および

C.山z4､α�沁ﾀ紹は自然に更新できると推測される

が、一方、遺存植物でもある落葉広葉樹種の

Nyssa si筒e箆sis、Ｍα卯硲α削畑d沁α、（ｙｌｇαりα

1)ali14y14sおよびj］Mr�ya□哨凹&ss等が群落に出

現し林冠層で優占種となっており、パッチ状に常

緑広葉樹と混交している。相観では混交林をなし

ているため、Nyssa si筒e箆sis-Ｑｄ昴α1αuμis

山回�必ｕ-ＣＪ即sf治群落と命名した。また、こ

れらの落葉樹は小径木を持たず、更新が難しいと

思われるが、群落が分布するこの標高帯は地形が

急竣となり、ハビタットが多様さを有し、その上

雲霧帯であるため、ギャップ等撹乱が生じる特殊

な条件下に群落が維持されると考えられる。

⑥QdθMI皿卵sjs slmα�沁ﾀzα-C.gm�is-Qwyct4s

　glanh1蜘yavar.&抑z辱函�αなz-Q.α治u var.

　acttteseγyata群落

　群落は標高1､100m、方位S40W、傾斜20度の斜

面中部に位置し、調査面積は1､600�であった。調

査区内では29科38属52種の種子植物が出現した

(Table 1)。優占種は常緑広葉樹の○山＆lnゆ治

ggsiμsとC.泊。α､留αｕ、落葉広葉樹のQt4eyclts

j面��汲g var. 1･叩祠μμθ1�α、Q.αμaαvar.

act4teseyyata、Nyssa面e屈s、Co咄4s�eyol)hyh var.

s肩油ｇむzり�s、OdθcαΓyα♪α/油rgs、?r四郷

b四勿1)o必および針葉樹のコウヨウザンの計8種類

があり、多様性に富んでいる。常緑広葉樹種は

Utsea coye(讃ａvar.s函朗治、L池oc(lr匹sky1皿訟、

colltyoむeysa等が見られるようになった。常緑広葉

低木種はja��朗丿回za凹1回z、£g7z加ゐ�α面s

等4種が確認された。落葉低木種は優占種の他17

種が出現し、その内硲揖μθas油緬ａ肩ｓ、

£ｓａ顛jり卯ｏ凶7、笞ゐｇｕﾀssdな･り･zsおよび

Styraxco頑4sesが初めて出現した。

　群落は4層からなり、高木層の高さは20mで植

被率は60％であり、亜高木層は14mで植被率55％、

低木層は5mで植被率は30％、草本層の高さは1m

で桂被率は25％である。全種類の樹高階分布は図

6に示す通りである。

　本群落は常緑広葉樹種の他、標高の高い落葉広

葉樹林帯に優占種となるQgπgsがｎ面1汲g var.

b粍吻)etiotataとQ.daαvar.αa池gmぬも優占し

ているため、典型的な混交林タイプだといえる。

心

Ｅ

ﾖIE’

17，

13，

　9.

5

，

1

，
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図5　Nyssa si?tdれsis-Od必必z刄卯治絢a･α�juα-

　　　C､gyasms群落の樹高階分布（仝種）
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が分布し、落葉広葉樹は冷温帯構成種のTilia

mtqt4elt(ほａ、j)四冶･詞｡哨1仙。治y卯四敞z var.

chbteltsis、71aszα哨池z、＆功郷α滅/漬α、arus
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⑦Ｑｕｒａｓがｕ而1汲Γαvar.みraiμf泌/α1α-

　Z)卯仙φ勿治ｓｓｚｍ涵油尚群落

　群落は標高1､220m、方位S40E、傾斜5度の斜面

中部に位置し、調査面積は400�であった。調査

区内では23科27属32種が出現した(Table 1)。優

占種はQ回だz4sがα��汲れz var.byail)etiolataと常

緑広葉樹の1)(ゆhipkβ四1 macyo知血跳の2種であ

るが、後者は亜高木層および低木層に多く出現し、

群落の相観では落葉広葉樹林の様相を呈している。

その他の構成種では常緑広葉樹種は

CyMα1皿卯sjs j即s唐sとL池ocay餌sk(�皿diiの２

種のみの出現となり、高木層の下層に分布してい

る。落葉広葉樹は１０種が分布し、その内

Z)a＆昴aμzα斑iα畑知肩ごαvar.油緬aμsと11ex

ｇαｍ･知面の優占度の増加が著しい。常緑広葉低

木種はy1冶ｕｒｇｇｚ四zの1種が確認された。落葉

低木種は１５種が出現し、その内Ｓｔｙγａｘ

odoyatissi枇ｕs、Syml)tocos匹nialataおよび

£回k･回加回匈･7回等が初めて出現した。

　群落は4層からなり、高木層の高さは16mで楠

被率は60％であり、亜高木層は10mで植被率50％、

低木層は4.5mで棲被率は25％、草本層の高さは

1mで植被率は35％である。全種類の樹高階分布

は図7に示す通りである。

⑧C･zslasg s可sisij-Qsgr㎝s glas･ls11β!ravar.

　bye禰)etiok血群落

ペＥ

ぎ

15.5-17.!

13.5，15.!

11.5，13.!

9.5-11.5

　7.5,9.5

　5.5,7.5

　3.5,5.5

　1.5-3.5

０ 30 60

No，

90 １２０ １５０

　群落は標高1､300m、方位S10W、傾斜15度の斜

面中部に位置し、調査面積は300�であった。調

査区内では24科36属46種が出現した(Table 1)。

落葉広葉樹だけで群落を優占し、典型的な落葉広

葉樹林である。優占種はCαstalleαsq皿箆ｎ、

Qnras glの��汲Γαvar.＆ajμ面/�α、μa

房αm7知面および£)､�､励al仙。必μ知肩az var.

油油四治の4種である。その他の構成種では、常

緑広葉樹はＯｄａ-bala､tol)sisgrasilis1種だけとな

り、林冠層の下層にのみ出現している。落葉広葉

樹は14種が出現しているが、新出現種はＣｅｙａｓｕｓ

sen141ata、C(哨)緬t4scoydata、Styγax血sya址kn4sで

ある。常緑広葉低木種はEt4りa kbedadosだけであ

り、落葉低木種は21種が出現し、ａが砂治s油ａ治、

Lildey(□φaa、＆mα㎡αs油四治､S匈･仙凹而ｇ

油油ａ治等が初めて出現した。

　群落は4層からなり、高木層の高さは11mで植

被率は50％であり、亜高木層は5mで植被率30％、

低木層は2.5mで植被率は70％、草本層の高さは

1mで植被率は60％である。全種類の樹高階分布

は図8に示す通りである。

⑨乃陥ss詔雨､籾＆ａゆ泌脚z面面ｇ-

　７)ａ函函耐幼面り卯凹斂zvar.ckiyle?tsis群落

　群落は標高1､390m、方位S40W、傾斜5度の斜面

上部に位置し、調査面積は100�であった。調査

区内では14科25属33種が出現した(Table 1)。
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　落葉広葉樹だけで形成される群落であり、優占

種は乃四s z4ssz�a治、Z)a＆涌ａ治α而αﾉ卵回俵z

var.油油朗治、ａゆ油餌厨�訓?α、Qz祀だgsα＆u

var.αa咄･･ｍぬおよびＧ７ｓＭｗα哨函㎡fの5種があ

り、その他の構成種では、落葉広葉樹は9種出現し、

主要な種はQzgggsj面��汲s var. M面μ面/政z、

崩/∂卸誂zxsゆ弛�θ佃s、Ceyastts seyytdataおよび

S而面回治函等である。落葉低木種は16種が出現

し、主要な種はむ�びα月画９回祠α、勿辨Z面QS

油油ａ治､S.卸一a/･ぬおよびStymxco可14sesである。

　群落は４層からなり、高木層の高さは10mで植

披率は85％であり、亜高木層は5mで桂被率40％、

低木層は2.5mで植披率は60％、草本層の高さは

lmで植被率は80％である。全種類の樹高階分布

は図9に示す通りである。

　優占種の乃四s gssrfa治とCayl)int4sむimi筒eaは

大径木しかなく、7)ajr必ａ治ｏ治z畑知肩az var.

油油四治のみが更新できると推測される。Ｑｓｇｓ

diey1(lvar.αad6り７訂α、Cα討四gαs曙肩肩j、

Q回rasがｎ血/汝az var. &9祠μ向/�αおよび

瓦α/卯αﾀ1αxs岬g�必z､sも単木的に出現している。

群落の相観は£)ａ＆昴ａ哨αsiα畑知肩az var.

油油ａ治が優占する落葉広葉亜高木林である。

⑩Z)a＆必朗治α�αμ抑gたαvar.油緬四治4公ぬs

　k助ekeltsis群落

　群落は山頂付近の標高1､500m、傾斜10度の南斜

面に位置し、調査面積は100�であった。調査区

内では15科18属22種が出現した(Table 1)。

　落葉広葉樹だけで形成される群落であり、優占

種はミズキ科のＤ四冶･必aμzαsjα畑卸肩a var.

ck緬e筒sis、Conほs co耐yowysa、バラ科のMah4s

h卵ek箆sis、そしてG�α､z､αsgz､緬μおよび落葉広

葉低木のLI筒deya n4byo筒e即iaの5種があり、その他

の構成種では、落葉広葉樹はQgm;gsα＆u var.

ac14teselTataとQ.ぶ面�gl汝れzvar. ゐｍ弁�必ぬな

ど3種が出現し、落葉低木種は12種が出現し、主

要な種は£緬面ΓαΓ一り9r�α、L、obtusiloba、

勿剛･汝as＆緬asisおよびS･抑ﾀ汝辿ぬである。・

　詳落は風衝のため、楼生低木林の相観を呈し、

-

階層では低木と草本の2層からなり、低木層はさ

らに2亜層に分けることができる。低木層１の高

さは4mで桂被率は85％、低木層２の高さは2mで

桂被率は50％、草本層の高さは0.8mで植被率は

90％である。全種類の樹高階分布は図10に示す通

りである。

（2）植生の垂直分布パターン

　上述したように標高の上昇に伴い、群落はそれ

ぞれに相観や優占種タイプ、種組成、階層構造に

著しい変化があり、また最大個体サイズ、群落の生物

量の垂直分布も特徹的なパターンを示している。

　まず、相観および群落の優占型をみると、山麓

から山頂まで常緑広葉樹林、常緑・落葉広葉混交

林、落葉広葉樹林および風衝落葉低木林の4タイ

プの樹林帯が確認された（写真1-5）。また標高の

上昇に伴い、群落出現種の生活形組成も特徴的な

ヘＥ
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9.5~11.5

　7.5~9.5

　5.5~7.5

　3.5~5.5

　1.5~3.5

０ 20 60 80

図９　巧ａｓｓ諏吻sis-Cαゆjus z面面f･α-Z）aj-

　　　り＆副･α�αμ加肩az var. 池油ａ治群落の

　　　樹高階分布（全種）
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次林化しているためと考えられる（図12）。

　詳落の生物量を単位面積における基底面積で表

すと、標高の上昇に伴う変化は最大個体サイズと

同様なパターンを示した（図13）。
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麓の禅源寺付近の調査区を別にして、他の調査区

では常緑高木および低木樹種は減少し、標高

1､300m以上では出現しなくなる。一方、落葉高木

および低木樹種は900m付近より種数が急増し、

1､300m付近で最大となって減少する傾向であった

(図11)。

　最大個体サイズでは、全体の傾向として、標高

500～600mのところのS油倆α詔μ幼α-Cαs治月卯sjs

り�群落を除くと、標高の上昇に伴い、個体の最

大高および最大胸高直径はそれぞれ25mから8m、

89cmから19cmに低滅した。標高500～600mのと
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（3）天目山植生垂直分布帯の区分　　　　　　　　　特に標高1､000m前後はここ西天目山の桂生および

　上述した群落の相観や優占種型また種組成など　貴重植物の精華な部分である。その上部は典型的

の特徴を総合的に分析し、現地での観察結果も考　な混交林亜帯であり、温帯起源のＱ１４ｅｒｃ彗ｓ

え合わせると、天目山垂直分布帯におけるそれぞ　gla(涼瞬ya var. 餉而μljalα1αを優占種として持つ

れの植生帯の標高の範囲及び群落の特徴は以下の　０山&α1皿ゆsis g4z�沁Qgm;gsがn＆1汲nz var.

ようにまとめられる。　　　　　　　　　　　　　　　b粍朗)etiolata群落の領域である。

1）常緑広葉樹林帯（The evergreen broad-leaved　3）落葉広葉樹林帯（The deciduous broad-leaved

　　forestzone）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　forestzone）

　780m以下の標高に分布し、主な植物群落は標　　1､160m-1､350mの標高に位置し、主要な群落は

高の低い順からそれぞれ習zθ一、dzdiα､zg｡�s一　標高順にQsπ郷がｎ面/汲Γαvar.&m㈲雨必zlα-

Q回πgsαa治s細α-む卯丿面辨Mrルr回回ｕ群落　Dal)hil)kylh4mmacro知(h4携群落（1､220m）およ

（400m）、S油倆αａμ一α-Cα肘ａ卯sfsり�群落　びCαstag sg㎡肩f-Q回rasがα��汲g var.

（550m）および（きむlacαびα知lirgs- j々a･･･s印Γαx　み９哨･雨必zなz群落（1､300m）の2タイプが分布し

ωり･�sgs-0画1･αla･胸iり即ｄ治詳落（710m）が　ている。

確認された。　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｑ回rasがα�g/凶Γαvar.&raiμμθ1α1α-

　?勧d･･･dzdi㎝μssfs-Qg･?だgsαa出ｊ斑α-　7）α顛肩μ耀回口蜘zm功θ血辨群落は常緑成分を持

£i卯丿必�･αΓ池rs･sαﾀ1α群落は山麓の渓畔林であ　つ落葉広葉樹林として位置づけられ、階層での混

り、土地的な極相である。S油函αａμΓ&α一　交林である。Cαslag s曙zμ肩i-Qwrasがα�-

as如1卯jHy雨詳落および０山Ｍ／ｏゆsjsp2d治　�汝ya var. byeli徊tiolata群落は天目山の典型的落

が優占種となる群落は典型的な常緑広葉樹林で天　葉広葉樹林で、温帯の落葉広葉樹林と共通すると

目山地域のzonalな植生タイプだと考えられる。そ　ころが多い。

のうち＆油azs卯耐α-C�u4咄り･�群落はさら　4）風衝落葉亜高木、低木林帯（The deciduous

に同地域で多く分布するCαsなzgかlsり･�林に遷移　　scrub zone）

すると推測される。　　　　　　　　　　　　　　　　　標高1､350mより山頂まで分布し、強風により高

2）常緑・落葉広葉混交林帯（The mixed forest　木樹種が矯生化し、亜高木林および低木林が形成

　　zone）　　　　　　　　　　　　　　　　　　されている。巧rgs z4∬z�朗sfs-aゆius 厨面､腿α-

　標高780m～1､160mの範囲に出現する植生タイ　Z）adrgal加ｓ必畑知肩むαvar.d雨zasfs群落

プであり、主な植物群落は標高順にLi卵idambaγ　（1､390m）およびDe?1dyobeyltha恨ia jal)ollicavar、

αg徊緬α-Cαゆius l･倆佃g-C涙1必αln∂かisFα�ls　油緬asふMαlz4s /z卯油asfs詳落（1､500m）の2タイ

詳落（840m）、yyssαsiuﾀ�s-Cyd昴α1αuμis　プがある。群落の相観によりこの樹林帯はさらに

gyasms群落（930m）、（yM･α/αnμfs grαごぷs-　2つ亜帯に分けられる。巧・s z､s､函､�s-Cαゆfus

Quyasがα��汝Γαvar.byelil)etiolata群落　z面血g-Z）朗洽一aμzα�αμ知一a7 var.dzigsis群

（1､100m）である。　　　　　　　　　　　　　　　　落の相観は亜高木林であり、典型落葉広葉樹林か

　群落の性質および立地条件から、この樹林帯は　らDadyobatkamia jOoniea var. 油佃朗治が優占

さらに２つの亜帯に分けられる。Liqt4id(l�baγ　種となる低木林への移行ﾀｲﾌﾟで、その付近は亜高

αglydu-Gzゆ油ｓ厨�ｇα-０ゐ1･α1αa㈲fsβαd治　木林亜帯である。その上部は£）adrd･aμzα雨α

群落および7Vys j､z｡zs＆0山1･αla卯治gnzd治群　μz加㎡αz var.d面asis、Mah4s h痢)ek朗sisが優占す

落が分布する下部は、雲霧帯であり、立地条件も　る低木林亜帯である。

多様であるため、貴重な植物群落、遺存植物種も

多く分布し、バイオマスや生物多様性が最も高く、
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５．考察　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天目山は遺存植物の宝庫として非常に注目さ

(I)天目山の垂直分布帯　　　　　　　　　　　　　れ、生態学的に、また保護生物学上においても重

　山体における植生の垂直分布は、標高傾度上に　要な場所である。しかし、近年、観光圧の増加や

現れる各種の地理分布パターンの再現であり、そ　竹林の蔓延が危惧され、植物種、またそれを取りま

れに及ぽす影響要因は総合的なものである。それ　く環境や植生を一層保護することが必要である。

には山体の位置する場所(経度、緯度)、水分条

件および土壌状況などが含まれる。『中国植被』　引用文献

(Wu ed. 1980)は西天目山が中亜熱帯の北縁にあ　Anonymous author(s)｡1990｀s.天目山自然保護区自

たり、方精雲、宋永昌等がいう亜熱帯北縁であり　　　然資源総合考察報告、Tianmu Mountain Nature

(Song 1999、Fang 2001、Fang d�｡2002)、基帯　　Reseverves Protection Zone、 Comprehensive

のzonalな植生は常緑広葉樹林だと指摘している。　　lnvestigation Report on Natural Resource of

本研究でもこれと同様な結果が得られており、　Tianmu Mountain Nature Reserve. 241pp.

S油倆αs卯�･αやCast皿ol)siseyyeiが優占する群落　Cai R-H(蔡壬候)、1980.天目山森林檀被分布。

は典型の１タイプだと確認した。このことより西　　杭州大学学報(自然科学版)。

天目山が亜熱帯と暖温帯の移行帯にあるとの説は　Fang J-Y (方精雲)｡1991.Ecoclimatological

不適当だと考えられる。　　　　　　　　　　　　　　　analysis of the forest zones in China. Acta Ecol｡

　一方、西天目山の植生垂直分布については、そ　　11:377-387.(in Chinese)

れぞれ違った見解がある。 Feng (1956)の報告で　FangJ-Y(方精雲)｡2001.Re-discussion about the

は、1､000-I､250mは落葉広葉樹林帯、1､000m以下　　forest vegetation zonation in Eastem China. Acta

は常緑、落葉混交林帯と記述している。 C ai　　Botanica Sinica.43(5):522-533.(inChinese)

(1980)は、500-1､200mは常緑・落葉針広混交林、　FangJ-Y.and K Yoda. 1989.Climate and vegetation

500m以下は常緑広葉樹林と主張した。また、　　in China (II)Distribution of main vegetation

Wang(1986)は南斜面における植生の分布につ　　types and thermal dmate. Ecol.Res.4:71-83.

いて、800-1､200mは常緑・落葉広葉および針葉混　Fang J-Y.､Song Y-C.､Liu H-Y. and Piao S-L.2002.

交林、1､200-1､507mは山頂楼林と述べている。こ　　vegetation -Climate Relationship and its

れらはいずれも断片的な記述にとどまり全垂直分　　Application in the Division of vegetation Zone in

布帯に言及しておらず、相観や群落の現状による　　China.Acta Botanica Sinica.44(9):1105-1122.

区分が主であり、群落の性質を含めた分析はなか　Feng H-Z. 1956.浙江西天目山自然地理概述。浙江

った。90年代の『天目山自然保護区自然資源総合　　師範大学学報。

考察報告』では、870m以下は常緑広葉樹林、870-　Hamet-Ahti、L.､T.Ahti and T. Kopnen.1974.A

I､100mは常緑・落葉広葉混交林、1､100-1､380mは　　scheme of vegetation zones for Japan and

落葉広葉樹林、1､380､1､506mは落葉矯林とされ、　　adjacent regions.Ann.Bot.Fennici.11:59-88.

全垂直分布をまとめた。この報告は本研究で得た　Holdridge､L.R.1947.Determination of world plant

結果と比較的に近く、大きい相違点は常緑広葉樹　　formations from simple climatic data. Science.

林帯の標高である。これは常緑広葉樹林域では昔　　105:367-369.

からの人為影響が強く、伐採や竹の植林などによ　HOldridge､L R. 1967.Ufe Zone Ecology.Tropical

り常緑広葉樹林が退行遷移に入り、二次林化して　　Sdence Center､ SanJose.

いるからである。桂生の保護により、混交林から　Hou H-Y. 1983.vegetation of China with reference

常緑広葉樹林に回復すれば、常緑広葉樹林域は上　　to its geographical distribution.Ann.Missour.

昇すると考えられる。　　　　　　　　　　　　　　　　　Bot.Gard.70:509-548.
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Ｈｏｕｘ-Ｙ (侯学迄).1988.Chinese Physical　　vegetation zonation of forest region in Eastern

　Geography: Plant Geography (n)(vegetation　　China. Acta Botanica Sinica. 41(5):541-552.(in

　Geography of China )，SciencePress, Beijing.(in　　Chinese)

　Chinese)　　　　　　　　　　　　　　　Tang C. Q. and M. 0hsawa.1997.Zonal transition
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第12期プロ・ナトゥーラ・フ７ンド助成成果報告書（2003）

中国海南島における稀少動物の分布とその歴史的変遷に関する研究

　　　　　　　　　李　玉春

中国・海南師範学院野生動物保護管理研究センター

Conservational research on the terrestrialmammals distributionand itshistorica1

　　　　　　　　　　　changesin Hainan Main lsland，China

　　　　　　　　　　　　　　　　　　YuchunLi1）

　本研究は聞き取り調査法を用いて中国・海南島に生息する稀少動物12種の分布の現状と

約30年間の歴史的変遷を明らかにした。調査対象種は、クロテナガザル（珀而沁ra

ag�ar）、アカゲザル（ＭαΓＥαｓ�αμα）、サンバー（Grns Hfalar）、ホエジカ

（ＭＨ心ａｓｓＨ面ゐ）、カイナンターミンジカ（Ｇｒａｓｄ心仙油αus）、イノシシ（Ss

scy雨）、ツキノワグマけノsa治餉治us）、ウンピョウ（Neφtis ubulosa）、カイナンノウ

サギ（£ゆｓみαfuus）、ジャワマングーズ、（77εゆ�ａμ凹雨as）、シナイタチアナグマ

（yWI哩α/ogs油政z）とコツメカワウソ（LRtyah4tm）の12種で、いずれも海南島を代表し、

かつ識別しやすい種である。このうちシナイタチアナグマ、イノシシとカイナンノウサギ

の分布は僅かに拡大したが、他の9種は30年前より分布面積を縮小させていた。クロテナ

ガザルとカイナンターミンジカは、それぞれ覇王嶺クロテナガザル保護区、大田ターミン

ジカ自然保護区内に残存しているのみであった（邦渓ターミンジカ自然保護区のターミン

ジカは、再導入個体群）。専用保護区に生息しているクロテナガザルとターミンジカを含

め、全ての種の密度は30年前より大幅に滅少し、中でもサンバー、ホエジカ、イノシシ、

カイナンノウサギとシナイタチアナグマは海甫島の主要な狩猟獣で、その密度の減少幅は

最も大きく、強い狩猟圧を受けてきたと考えられる。ツキノワグマ、ジャワマングーズ、

コツメカワウソ、アカゲザルとウンピョウの分布面積と密度滅少は他の種より程度は低か

ったが、その減少程度も危険レベルにあると判断できる。クロテナガザルの分布域の減少

は生息地の喪失と狩猟（密猟）による結果で、ターミンジカ、サンバーとホエジカの大幅

な減少は主に70年代以降の狩猟によるものと考えられる。イノシシとカイナンノウサギの

分布面積が他の種と違って拡大していた。その原因は海南島の環境変化がこの2種のハビ

タットを増加させたことと、高い繁殖力も貢猷している。現在の海南島における野生哺乳

類は密度が非常に低く、高い狩猟（密猟）圧がこれらの中大型哺乳類を滅絶のレペルに追

い込んだといえる。有効な保護と生息密度の回復は、これからの海南島の野生動物保護と

資源管理の最も緊急な課題である。

I）Hainan WildlifeManagament and Conservation Center Hainan Normal university
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１．はじめに

　海南島は、熱帯から亜熱帯に属し、自然環境に

優れ、生物種が豊富で生物多様性のホットスポッ

トの一つになっている。しかし、経済の発展や文

化習慣などによって、天然林、特に熱帯雨林の破

壊や地域住民の密猟によって生物資源や生物多様

性が著しく破壊されているといえる。海南島は海

南省の主島であり、「生態省建設」は海南省の今

後の長期的な発展戦略となっている。そのため、

野生生物資源を保護し、生物資源の持続的な開発

と利用は、海南島（省）の将来の経済と社会発展

の方向性を示すものであろう。しかし、これまで

海南島には、野生動物の分布と密度に関する基礎

的資料もなく、野生動物資源の保護管理システム

と必要なデータペースが欠けている。生物多様性

の保護、生物資源の開発利用と生態系管理には野

生動物の分布と密度データは不可欠な基礎的資料

であるため、それらのデータを集める必要がある。

そこで、海南島の稀少動物の分布と相対密度の最

近の変遷を明らかにするために、経済的価値と保

護価値が高くて、識別が容易にできる12種の哺乳

類を対象に分布調査を行った。これらの動物種は、

クロテナガザル（幼面1､αSa､gω沁）、アカゲザル

（Macacamldatta）、サンバー（Ｇ凹gsnf�ar）、

ホエジカ（Ｍｎｌ必ａｓｓＨなαゐ）、カイナンターミ

ンジカ（Ｑｒｎｓ ｄ心jzαiuus）、イノシシ（S14S

sm面）、ツキノワグマ（UysRs tkibetam4s）、ウン

ピョウ（7V照斥治ｇ佃函α）、カイナンノウサギ

（む釦s jzαiuus）、ジャワマングーズ（Ｈ哨)estes

畑凹肩as）、シナイタチアナグマ（Melogale

辨as油曲7）とコツメカワウソ（石､Mzl耐ｇ）の12

種である。

２．調査地域

　海南島は、中国南部、北緯18°12'~20°10ぺ束経

108°40t111°03勺こ位置し、熱帯生物地理区に属す

る。島は東西約290km、南北約180km、洋梨型で、

面積は3.39万�、日本の九州とほぼ同じ面積であ

る。地形、植生及び土地利用によって海南島は西

南部の山岳地帯と束北部の台地・平原地帯に分け

ることができる。束北から西南方向に脊梁山脈が

続き、五指山（1､867m）、鸚歌嶺（1､812m）と雅

加大嶺（1､519m）などの標高1､800m級の山並みが

続き、これらを中心に島の外側に向かって標高が

漸減する。海南島は高温多湿で、年平均気温23～

25℃、年平均降水量1､600mm以上であるが、乾湿

の季節性が明瞭である（海南省測絵局　1996）。

　海南島には陸棲脊椎動物は561種が記録され、

両棲類は37種（11種が海南島の固有種）、諸虫類

は104種、鳥類は344種、哺乳類は76種である（海

南省測絵局　1996）。クロテナガザルとカイナン

ターミンジカは世界的希少種、サンバー、アカゲ

ザル、ツキノワグマ、ウンピョウの4種は中国国

内の希少種に指定されている（注松主編　1998）。

また、海南島は植物の種類が多く、630種以上が

海南島の固有種である。熱帯林の垂直分布帯が明

瞭で、五指山、吊羅山、黎母嶺などの高標高域に

見られる（海南省測絵局　1996）。西南部の山岳

地帯を除いて、現存の森林の殆どは人工林で、橡

膠樹（HeRa bγasiU㎝sisパラゴムノキ）と小叶鞍

は主要な経済樹種となっている。東北部の台地・

平原地帯は主に農地、果樹園となり、経済作物種

の栽培地帯で森林地帯とはモザイク状に接続して

いる。

　海南島の人口密度は220人/�、村落密度が約0.6

村/�である。西南部の山岳地帯でも人が住まな

い広大な面積の地区はなく、野生動物の生息地と

人間の居住空間が重なる。山岳地帯に住むのは殆

どが少数民族の黎族と苗族で、古くから狩猟の習

俗が残っている。台地・平原地帯は村落密度が山

岳地帯より高く、農業と果樹園・ゴム園などの経

営が主な産業である。
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３．調査方法

　歴史的記録のない広い地域にわたる野生動物の

分布と歴史的変遷の調査については地元住民への

聞き取り調査がほぼ唯一的な方法である（小金滞

正昭　1989）。海南島は野生動物の分布や密度お

よびその歴史的な変遷資料が殆どないため、本研

究では地元住民への聞き取り調査法を採用した。



　調査は2001年6月から2002年6月までの間に実施

し、島全体を対象に190箇所の郡（鎮・郷）の中

心的な小学校の五年生5､958名を聞き取り調査の調

査員と選んだ。聞き取りの対象は生徒が住む村の

60歳以上の老人で、調査用紙と動物図鑑を使って

行った。動物名の間違いによる記録錯誤を防ぐた

めに、動物図鑑には調査表と一致する番号が付け

られた。

　調査用紙は2種類あり、一枚目は小学生と老人

の年齢、性別、住所などのデータを記録した。二

枚目は12種の動物の発見地点と発見年に、遭遇し

た回数で、遭遇年代は3年前（政府が鉄砲を取り

締まる以前）と30年以前（土地使用個人化の1970

年以前、この前は人民公杜などの集体労働生産制）

に分けた。各時期にそれぞれの動物に遭遇したこ

とがあるかないか、最後の遭遇した地点と年に遭

遇した頭数を記録した。動物との遭遇地点は村落

名を中心に、その方位（束、西、南、北、束南、

西北、西南、西北の8段階に分ける）と村落から

の距離を記録してもらった。

４．データ分析

　動物の遭遇地点は、140万分の一の地図を用い、

村落(農場、林場と郡等を含む)の平面座標系デ

ータペースを作った。村落の座標V(xv、YV)によ

り、動物の遭遇地点の座標A(xa、Ya)を求めた。

　xa=xv＋d･Cos(α)

　Ya=YV＋d゛Sin(α)

　式の中で、ｄは動物遭遇点と村落の距離、αは

方位(東:O、東北:45、北:90、西北135、西:

180、西南:225、南:270と束南:315)である。

以上の式から、各種の動物が1970年以前(以下は

30年以前ともいう)と1998年以前(以下は3年以

前ともいう)の遭遇点座標データペースが作られた。

　各種の動物の分布面積は、5×5k�のグリッド

(小金滞正昭　1989)を採用した。各段階の勣物

の相対密度の変化を分析するには、遭遇率を用い

て同一老人の遭遇率(年に動物との遭遇回数)を

比較した(対をなすt検定)。計算にはldrisiver.2.0

(Clark university)とExcel 2000(Microsoft Co.)を

-

用いて、遭遇点座標を求めるにはVBA（visuaj

Basic for Appncation､ Excel 2000）プログラミング

で行った。

　小学生が書いた調査用紙には一定の記入ミスや

信頼度の低い情報が含まれる可能性が考えられ

る。そこで、これらの調査情報をフィルターにか

け、不確実な情報を取り除いて、より真の結果に

近くする必要がある。今回の研究では、2重のフ

ィルターを掛けた；つまり、疑わしい分布情報の

ある調査情報はデータ入力から取り除いた（一次

フィルター）；分布があらかじめ判っている動物

の分布域（クロテナガザルとターミンジカの1998

年以降の分布）を標準に内容が明らかに事実と異

なると判断される調査情報をデータ分析から削除

した（二次フィルター）。これらの調査情報は無

効として、分析から外した。ちなみに、白沙県邦

渓では、ターミンジカの自然個体群が滅絶した後、

大田ターミンジカ保護区から再導入された再導入

個体群が分布するが（約120頭）、自然個体群では

ないので、今回の分析では検討から外した。

５．結果

　今回の調査では、35､000通の調査用紙を配布し、

このうち8､390通が回収され、回収率は24.0%であ

った。記録不備などで一回目のフィルターで2､336

通が無効とされ、6､064通の調査票を分析の対象と

した。

（I）稀少動物12種の分布の現状と分布面積の変化

1）分布の現状

　　調査した12種の稀少動物の分布現況は、その

分布と情報の密度によって５つのタイプに分けら

れた（図1）。

　タイプA:海南島全域に分布し、かつ比較的観

察頻度の高い種。ホエジカ、イノシシ、カイナン

ノウサギの3種が含まれる。なかでも、イノシシ

とカイナンノウサギの分布範囲は広く、かつ密度

が高い種であり、ホエジカは比較的密度が低い。

　タイプB:海南島全域に分布するが、観察頻度

は低い種。ジャワマングーズ、シナイタチアナグ

マ、コツメカワウソの3種が含まれる。これらの
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アカゲザル　ＭａｃＱｃａ ｍｕｌａｔｔａ

～1970

コツメカワウソ　£｡rra/,jM7
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図１　海南島における稀少動物12種の分布現状と30年前の分布、2002年調査
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種は分布範囲が広いものの、個体群密度が低いた

め、稀にしか遭遇できない。

　タイプC:山地帯に分布し、かつ比較的観察頻

度の高い種。アカゲザルの1種であった。主に西

南部の山地帯に生息し、比較的密度は高い。

　タイプＤ：山地帯に生息し、かつ観察頻度は低

い種。サンバー、ツキノワグマ、ウンピョウの3

種が含まれる。この3種は西南部の山地帯に分布

しているが、密度は非常に低い。

　タイプE:局部的にしか分布していない種。ク

ロテナガザルとターミンジカがこのタイプにあた

る。クロテナガザルは覇王嶺地域に、ターミンジ

カは大田地域にしか生息情報は得られなかった。

この２箇所は、それぞれクロテナガザルとターミ

ンジカの保護区であり、保護区以外の生息は確認

されていない。白沙県の邦渓には、大田ターミン

ジカ保護区から再導入されたターミンジカ120頭

の再導入個体群があるが、ここでは検討の対象と

しなかった。

2）分布面積の変化

　調査した12種の分布を、それぞれ3年前（1998

年以前）の分布と30年前（1970年以前）のそれを

比較すると、その増滅傾向から3つのタイプに分

けられる（表1）。

表１　各種動物の分布グリッド数の変化
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　滅少型：ターミンジカ、クロテナガザル、ジャ

ワマングーズ、ウンピョウ、コツメカワウソ、ツ

キノワグマ、ホエジカ、サンバーの8種類の動物

が含まれるが、そのうち、減少の程度によって激

減型と急減型、漸減型の3タイプに分けられた。

　Ａ．激減型：ターミンジカとクロテナガザルの2

種で、その分布面積の変化は極めて急激であった。

ターミンジカは1970年以前の31グリッドから1998

年以前の5グリッドに激減し、クロテナガザルは

1970年以前の5グリッドから1998年以前の1グリッ

ドに激減した。その減少率はそれぞれ83.9%と

80.0%であった。

　Ｂ．急減型：ジャワマングーズ、ウンピョウ、

コツメカワウソ、ツキノワグマの４種が含まれた。

その減少率は40～60%で、急減した種である。

　Ｃ．漸減型：ホエジカ、シナイタチアナグマ、

サンバーの３種が含まれた。その減少率は30%以

下であった。

　安定型：イノシシとアカゲザルの２種で、その

変化率は3%未満で、分布面積の増減は比較的安定

的であった。

　増加型：カイナンノウサギの１種で、その増加

率は16.1%であった。

（2）動物個体群の相対密度の変化

　各種類の相対密度を、それぞれの種に出会う頻

度（1年間のうちに遭遇した回数）を指標として

分析した（表2）。ターミンジカとクロテナガザル

は分布が限定されているので、ここでは分析の対

象から外した。対をなすt検定の結果、10種類す

べての種で、3年前の密度が30年前より有意に減

少し（PくO.05）、大きく重減型と軽減型に区別され

る。イノシシ、ホエジカ、カイナンノウサギ、シ

ナイタチアナグマ、サンバーの５種は重減型で、

その密度減少率はいずれも50%以上であった。他

の６種は軽滅型で、減少率は30%未溝であった。



表２　各種動物の相対密度(遭遇回数/年)の変化

動物種
-

イノシシ

ホエジカ

カイナンノウサギ

シナイタチアナグマ

サンバー

アカゲザル

コツメカワウソ

ジヤワマングーズ

ウンピョウ

ツキノワグマ

1970年以前1998年以前変化率％

9.17

5.82

9.49

7.26

5.18

4.12

2.85

4.07

1.50

1.80

3.01

2.26

3.72

3.14

2.60

3.09

2.22

3.58

1.33

1.63

67.1

61.1

-60.7

･56.8

-49.9

-25.1

-22.2

-12.1

-11.1

　-9.7

６．考察

（I）調査方法の長所と短所

　聞き取り調査法は、広い範囲で中大型野生動物

の分布と歴史的変遷を把握するのに有効な手法で

ある。本研究では、小学生と地元老人を通して分

布情報を収集した。この方法の利点としていくつ

かの点が挙げられる。

　（1）小学生の人数が多く、海南島全域に広がっ

ているので、ほぼ全域からデータが得られる。

　（2）この調査は、小学生の学校教育の一環とし

て実施されたことから、より計画通りに進められ

る。

　（3）多くの老人は何十年にわたって同じところ

に住んできたので、野生動物の生息状況がよくわ

かる。

　しかし、以下のような欠点もある。

　（1）小学生と地元老人は、ともに必ずしも教育

レベルは高くなく、理解不足による記入のミスが

避けられない。

　（2）小学生はこの調査を任務として受け止めた

ために､他人の調査用紙の模写や変造がみられた。

　以上のことから、分布情報の分析の際には、そ

れらの誤った情報を取り除くことが必要になっ

た。今回の研究では、同じ学校の学生から回収さ

れた用紙の中に同じ内容（特に同じ老人の場合）

と判断された用紙を一次ノイズとして取り除い

た。その際、分布の現状が既知のクロテナガザル

とターミンジカの2種を指標にして、二次ノイズ

として不正確な情報を取り除いた。このような不

正確な情報の排除は、一定数の真の情報を失うト

レードオフ（tradeoff）手法であるが、真実の結

果を得るためには有効であろう。

　今回の結果は、植生、地形、気候などのGISデ

ータによる分析に適しており、今後は、これらの

GISデータを用いて分析する必要がある。

（2）動物分布の面積の変化とその要因

　動物分布の面積の変化は、主に自然環境（動物

のハビタット）の変化と狩猟圧を反映する。海南

島における12種の稀少動物の分布面積はターミン

ジカとクロテナガザルの2種が絶滅のレペルまで

縮小したが、その原因は異なる。クロテナガザル

は、中国で最も広く分布し、かつ密度の高い種で

あったが、海南亜種でも1950年代までは海南島12

県（区）に分布し、推定生息数は2､000頭を数えた。

1960年代中頃には6県で絶滅し、1983年には、鸚

寄嶺主峰及び黎山主峰の南披に僅か30頭が

13､000haの天然林に残存していた（劉振河ら

1984）。ほぽ全域を天然林に覆われていた海南島

は、1949年までにその天然林率は25.7%に減少し、

1981年の時点では僅か24万haで全島総面積の7.2%

をしか占めていない（海南省年藍編輯委員会

1999）。クロテナガザルの生息範囲内では75%のハ

ビタットが破壊された。このような生息地の喪失

の下で、さらに密猟の圧力も加わってクロテナガ

ザルは絶滅のレベルまで減少し、覇王嶺の狭い区

域に残存し、20頭前後までに減少した。このよう

に、ハビタットの喪失はクロテナガザルが絶滅寸

前になった根本的な原因と考える。

　一方、ターミンジカのハビタットは今日でも海

南島に広く見られることから、明らかに狩猟圧が

個体群減少の直接的原因であると判断される。

1950年代までターミンジは、屯昌、僊州、白沙、

昌江、東方、楽束など6県の20箇所以上に約300k�

の範囲で生息し、個体数は約500～600頭であった

（余斯綿ｄα1.1984）。 1960年代後期になって生息
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数は100頭以下に滅り、70年代中頃の調査ではタ

ーミンジカは白沙県の邦渓と束方市の大田2箇所

にしか生息していなく、生息地は面積が40k�以下

で、個体数は50頭以下であった。海南島には現在

でもターミンジカの生息環境は大量に存在する

が、強い密猟圧力と人間活動の下ではその個体群

回復が不可能に近い状況にある。海南島では昔か

らターミンジカの薬膳功能が神化され、ターミン

ジカは強い狩猟圧の下で残存してきた。このよう

にターミンジカは保護区以外の生息は不可能であ

るが、ターミンジカ個体群の保護区以外の地域で

の再建が将来の課題であろう。

　重減型のジャワマングーズ、ウンピョウ、コツ

メカワウソ、ツキノワグマの4種は肉食性や雑食

性種で海南島の主な狩猟動物ではないが、これら

の動物は生態系の中で数の少ない種に属する。そ

のため、森林や自然環境が農業環境へと開発され

ることは、これらの種の分布域を滅少させる原因

となるであろう。軽減型の3種の中にふくまれる

ホエジカとサンバーが主な狩猟種であるため、30

年前の分布は限定されていたと考えられ、そのた

め変化率は低かったと考えられる。海南島におけ

る近年の環境の変化は、耕作放棄地などの出現に

よって、イノシシとノウサギにとって良好なハビ

タットが増加してきていると判断される。これま

でイノシシの分布面積が比較的安定していたの

は、強い狩猟圧に相殺されてきた結果と考えられ

る。また、ノウサギは主な狩猟種ではないことか

ら、狩猟圧が低いことに加え、ノウサギにとって

良好な生息環境の増加が、その分布面積を大きく

拡大させてきた要因と考えられる。

　重減型の5種のうち、サンバー、イノシシ、ホ

エジカの3種は海南島の主な狩猟動物で、カイナ

ンノウサギとシナイタチアナグマの2種も次級の

狩猟種である。今回の調査では、1975年以降の

「包産到戸」が海南島における野生動物の減少と

結びついている可能性が示唆された。 1975年以前

は、人民公社などの組織で統一の労働管理を行わ

れたので、狩猟に出かける日があまり多くなかっ

た。しかし、1975年以降は、人民公杜が解散し、

一

地域住民が狩猟する自由な時間ができたために、

狩猟による経済収人が重視された。そのため、狩

猟圧が急激に上昇し、全島で野生動物の分布と密

度の急激な滅少が起きたと判断される。

　今回の調査で海南島の陸生哺乳類動物の分布と

密度変化が明らかになったが、環境変化との関係

や重要な種については今後とも続けて具体的に研

究する必要性が残っている。
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第12期プロ・ナトゥーラ・ファンド助成成果報告書（2003）

A survey on biodiversity andconservation of butterfliesin

　　　　　　ShimentaiProvindal NaturaI Reserve

VVang Minl)･Osam11 Yata2)･Fallxiaolingl)･Tian Mingyil)

　　　A series surveys aiming to PrePare the inventory of buttermes and their conservation status were

ca�ed ollt from October2001 to SePtember 2002 in Shimentai ProvinciaINatural Reserve (E113° 01≒1″

－113°46' 22″，N 24° 17' 49″－24°31' 02″，82,260 k�)，Guangdong Province, S.China,where is located in

the llorthe3stel'11Part of lndo'Burma， one of the 8 hottest hotsPots of biodiversity in the world. The

methods adoPted during the surveys include adults netting andcounting at different habitats，

PhotograPhing of adults， early stages of buttermes and their habitats， feeding and nectar
Plants， and

younger larvae sPotted out in the field were taken back in the laboratory for breeding. A total of 4,853

individuals belongiilg to 356 sPedes (excl. 1 unidentified skiPPer sPecies)were confirmed. This number

rePresents 67％of the sPecies so far recorded in Guangdong Provillce. The families PaPilionidae, Pieridae

and NymPhalidae indude many sPecies with both a large number of individuals and relatively broad

distribution， while Satyridae， Lycaenidae and HesPeriidae are the families that the sPecies are less

abundant in individuals･ SPecies comPosition analysis shows that butterflies in the Reserve are

PredominantlyOriental and Sino°Himalayan elements with the forrnerslightly higher in ProPortion. For

those in families analysis･ Oriental element in PaPilionidae･ Pieridae･ Danaidae， Lycaenidae and

HesPeriidae are higher than Sino-Himalayan element; and those in Amathusiidae， Satyridae and

NymPhalidae keeP the reverse situation･ Early stages of 16 sPecies were observed， among which

丑eZioがlorusλ:o/?imensis and 亙．わr�zmαare first record in the science. Conservation measures for

buttermes in the Reserves areProPosed accolrding to the data accumulated during the survey.

1.1NTRODUCTION

　　　Shimentai Provincia1 Natural Reserve (E113° 01' 11″ -113° 46' 22″，N 24° 17' 49″ -24°31' 02″)is

located in northeast Part of lndo'Burma， one of the hottest hot sPots of biodiversity in the world with a

totalareaof 82,260 k�(Fig. 1).lt is the largest reserve in Guangdong Prov.，as well as in S. China.

According to Myers (2000)，there remains only 4.9％of the origina1 Primary forests of the lndo-Burma

remains. Soバhe Piotection of biodiversity in this region is extremely imPortant for sustainable

develoPment｡

　　　Butterniesare onegrouP of the most POPular and attractive insects. There may be those who have

never seen the Giant Panda but this is not the case for butternies. For this reason， buttermes have been

well studied and docunlented by amateurs and entomologists alloverthe world. However，there are

differences in the extent of survey among regions. ln EuroPean， N. American and other develoPed

countries such as England， Germany, U. S.A.and JaPan， inventory works have been finished for a long

1）k?旨ぼj?）ryoHnsect Ecology, South China AgriculturaI University.Guangzhou，Guangdong 510642, P.

2）BiosystematicsLaboratory，Faculty of Social and Cultural Studies，Kyushu university，ROPPonmatsu，
　Fukuoka,810-8560 JaPan
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time,while in develoPingcountries, esPeciallythosein S.America, SE. Asia and Africa,butterfyinventory

is far from comPletion. The data of buttermes in most of the reserves are fragmentary or comPletely blank

in these countries｡

　　　ln comParison with other animals，butterfliesoccurconlnlonly，breed severalgenerations in a year

and ny in the day time･ Soμhe materials are easily and abundantly available.ltis a good titleto raise

Public awareness of imPortance of biodi゛ersity･becallse activitiesof PeoPle li゛illgnearby directly

influence the conservation of the Reserve.With Poor economiccondition，children and adults in these

areas almost have Poorer oPPortunities to visitmuseums or toreceive theireducations onsuch the things｡

　　　The aim of thisProjectis to make a detailed survey on sPecies diversity of butterny in thereserve

where the data on butterfliesand their conservation status are almost unavailable as the basis of

conducting a long°term butterfly monitoring in thenearfuture and to aPPeaI Publics awareness for

conservation of the reserve.

2.AREA AND METHODS

2.1.Study Sites (Figs. 1，2):

　　　　ln order to get accurate and much more available information on buttermes in the Reserveバhe

　　　following sites were selected as camP Places for surveys.

　　　A: BimuPing: a site(alt. 1,000m)without inhabitant in the core area by a riverμhe surroundingarea

　　　　aresteeP mountains with fewer broad oPen sPacesμhere are nlany buttermes along the river and

　　　　the Paths lead to the nearest village Huangdong located.

　　　B.Shimentai(Figs.2-B，2-C):a small village in the core area from which the name of the reserve

　　　　derived･ with good vegetations in the nearby mountains. A new substation for the management

　　　　was established in the margin of forest near the town. The Path from the substation (alt.200m)to

　　　　the village (alt. 900m)･which is about 10 km Passing by some oPen sPaces and streaks that many

　　　　butternies occur, as wen as the nectar source nowers.

　　　C. Shuitou (Fig. 2-A):a village (alt. 300m)with broadareaof cultivated land with a rugged road

　　　　leading to the core area･ lt sPent abollt one hour and a halfs walk on foot to good forest.

　　　D. Huangdong (Fig 2-E):A water Power station with good vegetation in thecore area.The collecting

　　　　sites are along theroad from the Power management building of the station to Huangdong

　　　　Reservoir(along the riverside, about 2.5 km),and the way down to the town Shakou (about4 km

　　　　length).This is a good Place with many oPen sPaces, water sites and nectar source Plants.

　　　E. Jiulangdong (Fig. 2-D):a village (alt. 300m)surrounded by cultivated fieldin the east Part of the

　　　　reserve･ with good ゛egetations in the nearby mountains (600‘1･100m)･One or two hours' ゛alk is

　　　　needed to the suitable Places for coUecting･

　　　F.Boluo: avillage(alt. 600m)in the west Part of the reserve near the famous Daxiaagu (Great

　　　　Gorge･)･where is Planned by the local govemment for de゛eloPing ecological tour.

　　　G, Chuandiding: the hi8hest Peak of the Reserve (alt.1,586m)，
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lﾂﾞｱ惣㎜惣
Fig.I The Place of Shimentai

Reserve and the loeaUties for

Buttermes Survey

A.必木坪Bimuping E.九郎洞Jiulangdong

B.石□台ShimenlaiF.波9Boluo

C.水尖Shuitou　　G.船底頂Chuandiding

D.黄洞Huangdong

Fig.2Some study sitesin Shimentai NaturaI Reserve

　　　A:Shuitou

Fi8･2'B:Shimentai
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Fig.2-C:Shimentai

Fig.2-D:Jiulangdong

Fig.2'E:Huangdon

-
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2.2.1Vlethodology

2.2.1.Document survey

　　　　Prior to the survey and comParative analysis of the data，literatureon butterny biodiversityof

　　　Shimentai and relatedReserves vveresurveyed.

2.2.2.Time and frequency of survey

　　　　ln genera1,surveys were to be done on the one-week-Per-month basisfor autumn and winter and

　　　on the two°゛eeks｀Per-monthbasis forsPring and summer. The following surveys were carried out:

　　　October 23-31,2001(BOluo)

　　　November 15-21,2001(Shuitou)

　　　December 19-24,2001 (Huangdong)

　　　January 28- February 2,2002 (Shimentai,Hangdong)

　　　February 26-28,2002,(lilangdong)

　　　March 27-31,2002(BOluo)

　　　APril17-23,2002 (Shimentai)

　　　May 5-15(Shuitou,Huangdongjiulangdong)

　　　May 27june 3 (Chuandiding,BimuPing)

　　　June13-21(Shimentai,BOluo,Shuitou)

　　　July3-12(Jiulangdong,Huangdong,BimuPing)

　　　July27-August 5 (Shuitou,Shimentai,Chuandiding)

　　　August 26-SePtember 3 (BOluo,Huangdongjiulangdong)

　　　SePtember 17-23 (Shimentai,BOluo)

2.2･3.Record吊g, collectillgand identifying butterflies

　　　　A listof butterfliesProbablyseenin thereserve and investigatorsand a Pictorialbook were made.

　　　The sPeciesthatcould be identifiedby investigatorswith the naked eyes (generally largein sizeand

　　　consPicuous)were recorded in the hst together with itsindividual number, male or female and their

　　　habitats.For these sPecies，some individualsvverecollected for sPecimens.Smaller sPecies in

　　　microenvironment that could not be identifiedby investigatorlseyesvverecollected and taken back

　　　tothe laboratory for detailed examination. ln order to record the sPedes as many as Possible，

　　　collectingwas done in various habitatsjorexanlPle,roads,Paths,Ponds,nectar sources and streams

　　　atdifferentaltitudesand vegetations.

　　　　Early stages of butterflies，food Plants，and nectar source of adults were recorded and

　　　PhotograPhed(early stages were sometimes surveyed in the sitesother than those listedabove for

　　　some sPecieslessabundant).

　　　　ldentificationof butternies was mainly based on Chou (1994,1998),0sada etal.(1999)，Gu(1997)，

　　　Wang＆Fan(2002),and D'Abrera (1982-1986).

3.RESULTS AND DISCUSSION

3.1. A checklist of butterflies (Table l)

　　　　　A database was comPiled for the butterflies collected and counted during the study. According to

　　　the database， list of butterflies of Shimentai Reserve vvas surnrnarized in Table 1. The asterisk mark
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Table l　Checklist of butterny sPecies with their abundance and faunal element in Shimentai Provincial

　　　　Nature Reserve (2001.10-2002.09).∵∵“rePresent the number 1'5, 6'20,＞21 of buttermes confirmed.

　　　　Distrjbution＆
　　　　　Fauna
レぐ胆

Species

Distribulion Faunalelement
Jaj咄n･

9dor9

Huan･
9dcwー

Ｓｈｕ１･

ｌＯｕ
Shil，
en匍i

Sinu･
plrり

Boluo Ch鴎n
gdi匈

Oren-
　lal

SinQ･
Hima･
ivan

Pa臨･
eardic

白ｒｓｄ

Papilionjdae

01.7?old∂saeac鳴(FelderelFelder) Ａ

QI･j4trQPhaneuraai必nea(|Doublcday) △

03.知salc仙ag(Klu&) △

04.聊aa＆jara･2(Moore) △

QS.Pachltop脇arほ狛k3chtae(Fabicius)
●● ●● △

06.C耐一a卯gfQ尹Gfay
●● ●奉 △

07.C岫sc徊細(|,･) ●● △

08.ai&ljagycjda(Hewkson)
●参● △

09.r卯il沁帛e阿朗sLinnaeus
●申 奉● △

10.?卯ljQμりlea∂rCramCf
●疹 ●● ●● △

n.raμliﾌﾀo!yzaLin陥eus １幕 ●恚 ●● ●● 會● ●参 △

12.r卯面7ゐｄ朗紹Linnaeus
ー● ●● １● △

13.7≒,ij必酋eμej紹Boiduval 寥● ●１● ●● ●● △

14.戸卯μ帥芦ral.innaeus ●● ●●泰 ●● ●● ●参 ●● △

15.r卯μ一blaa6rCramer ●●● ●● ●● △

16.r卯誼aarclMz叫Wcstwocxl △

17.βαμ1一ｘ征1み誌JLinnaeus
●● ●●● ●● ●参 △

18./匈辺沁＆MaleljLinnaeus 皐● 曾● ●● △

19.狗μ必飢acA∂α昂Linn2cus ●● ●● △

20･々心gelw�(LeaJh) △

21､£a岬明7feMcu痴(Fab＆ius)
●●参 ●●● ●●● ●●奉 命●＆ △

22.Gr卯&加n加り7e必MLjnnaeus） ●章● ●●● ●●零 ●●● ●●● △

23.Qaμlus必sa(Fclcr ctFeldcr) 奉● 孝● △

24.Qaμjsa哨がw(Linnaeus)
泰● 参●

Λ

25.Gr卯hl彗焼chi司咄les(Honぽh)
●● △

26.G.卯ゐ・一ａμｍど摺関l(Linnass) Ｓ●● 毒●● ●●● ●● ●● △

27.Qa画ｓ画αn心j(Wcstwoαj)
●● △

28.乃2哨μaga卯加lei(Camer) △

29.均匈却aggs(Weslwりod) △

30.＆ra一cQ芦£Smqasj(WeStwCX)d) △

31.ハzz幽arりa(Leech) ●● ●● △

32，raz㎡αs2必2心a(Oberthur) △

33、Meaadれ4asciron(14ech) △

Pieridae

ol.a帥一而芦ss(Fabdcius)
●秦 ●● ●● ●● △

02.CαΓa一μaicylla(Linnacus) 孝● ●・

△

03.Qla芦心pyrzz扇e(Linnacus) △
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Table l Continued

04.7J∂cayぴゐldlivandaHQevel △

0S.Dercaslycaisφoublajay) △

06.Z)ぴcαJ al･/laMell △

al.R･arl跳血kleabl(1.innaeus) ●●● 毒●● ●拿● 毒●● ●●● ●●●

△

o8.argz4/αela(Boiduval) △

09.ags油㎡a(Boisduval) △

10．Ｇａ鴎一eryxrak鵬・(Linnaeus) △

n.Gan９1き叩xs2Aaμr･Gitel △

12.1zijyae(1,innaeus) １會 ●●● ●参 ●・ ●● ●● △

13.脚1緬ﾘｇ油ae(Linnaeus) ●●＊ ●●● ●●● ●●● ●●● △

14.脚1沁aaja(Godart) △

15,糾９Ｍμ&叫ylμDoubleday） £

16./帥沁a/Ma(Boiduval) △

17.々幽哺哨&ea(Fablicius) ●考 ●● ●● △

18･々plむ＆c凶(Craeり △

19･々?帥沁如(Mcx)re) △

20･々Qria&9gmall(ObeithUr) △

21.(ごe卯raa�m(Fabr沁ius) ●● Ｓ● 奢● 奉●・

△

22.CcpoMnadiれa(Lucas) ●● △

23.ﾊIriscaaほiil(S阿回an) ●● ●●● ●●● ●●● ●● △

24./｀igrirMμae(Linnaeus)
●● ●● ●参 ●●

△

25./?なr£islgzg(1jnnaeus) ●奉 ●● △

26.7izlMIisgals (Moore) ●● ●●● ●●● △

27,脚恥ﾀ心a一gc吻e(1jnnaeus) ●●零 △

28.aだroalavαjer細(Ciamer) △

29,£９ｓ細als(Fabr沁ius) 参●● ●●● ●● △

Danaidae/Nymphalidae(Danainaeレ

01.ZJanasgagzia(Crseり △

OZZ知4a吋吻ys卿4(Linnaeus) △

03,Z)gugμa卵s(Linnaeus) △

04.77fus&加s心cE(Cfamer) ●● ●● ●● △

05.・r祉maksePtmtrinis(Bullcr) ●● △

06.7iama・FμΓasa(Mcxxe) △

07.Para屈cameiga(Crameり ●● △

08,狗ra哺c4j如(Kalhlr) ●● ●● △

09.ryaricugla(Sk)11) ●●● ●● ●● ●● △

10./＆卯玲丿涵曲(Linnaeus) ●● △

ｎ．なe卯1政yalga巾Butler ●● △

12.＆ρlaas凶sg(Linnaeus) ●● ●●＊ ●●

△

13.ap�acwE(crsa) ●● △

14.£‘lμ∂aeg㎡ceGodart △

15.aplQsポyarEr(Fabdcius) △

16,£ゆka陶旅油2(Fabriius) △

-

131 －



Table 1 Continued

17.aplQEαM11d&er(Crmer) △

Amathusiidae/ Nymphalidae (Amathusjinae)

０１．む政c卯＆Γα∫aailcαBOMuvaL ●●● １●参 △

02.£/吻郊1μnalu一Leech △

03.jむ。∂,iz2a。ta咄哨・Ｈｅｗｉｌｏｎ Ａ

04.jど肺∂轟aje,taAlinson ∧

05.Fa･れaeum£喊(Drury) △

06.狗u吻aez卯ε(Leech) △

07.11c&aμz&zjma&7wgu(Wstwo�) △

08.ふic&∂pみf&治,sa晋咄脚∂g㎝iLea咄 黎● △

Satyridae/Nymphalidae{Satyrinae)

01.M画･i治�a(Linnaeus) ●●● 拿●● ●掌 △

01.Melaa社lspk4ima（;rwler 歯者 △

03.LelheegoPa(Fabdcius} ●●● △

04.£4ゐec加Mjca(Moo哨 ●１ ●● △

05.1aiea●細a（Aurivillius) ●●● ●●● ●拳● ●●● ●●４ ●●奉 △

06.£どiel紹a昂4Kohr △

07.£elみeyer跳a Kollar △

08.むzA9必1lcg卯lc･a(Poujade) Ａ

09.£�ecAr£y卿淑(aech卜 △

10.1�ejyrcis(Hsitson) ●● ●● △

ｎ．£ｅ仙elaaja同i2L4ech △

12,£�dlz244(B�er) △

13､/JAどνja必yaFeMび △

14.£ezゐe&2･a4Butler △

15,£ど咄どμ肺lajz1£ech △

16.£e禎ebdErjLe∝h ●● △

17.£αみeふ4なzi5aButlef △

18./.EfAEzyﾌゐr・Fabriius ●孝 △

19jV岬ﾌ印山&2(Moore) △

笛.Nc卯ebre誂eri(Fekjeり △

21.旅印e冽lirAeaa(Felder) ●寥 △

22.Ma��siggα治(Lecch) △

23.NeoriRapatriaLeech △

24､.4crgal£μみajaLeech △

25.Myde縮mi4e昭(Linnaeus) ●瘤 ●●● △

26.吟c�e珀即aszMoore 皐● 参●● △

27.My�e池知ac£ica(S�) ●● ●参 章●● △

2急､Pe貳Ｍｍａａｄｄ哨a(Feld司 ●● △

29.Elymntashypermntslra(ljnnaeus) ●ー

△

旅IMlsMi(Fabicius) ●● △

31･冷Ｍ池acQ可g4cほl,eexlh １● 雷●●

△

32.印himaa誠r4ra(Cramer) １● ●● △
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33.冷淘ａり,,a｡u&ilal4ech ●Ｓ ●●

△

34.冷哨jsH7iぬ心1雨i(Bremeret

Grey)

●● ●ｌ

△

35.j?alαどaay91ρみa∂j7allaz2Butler △

Nymphalidae(Nymphalinae)

01.r∂ly吋αsarcaea(Hewilon) △

02./゛りlywQa吻(FeMera Felda) ・●

△

03./Wy9αa必�印回(Doublajay) ・●● ●●

△

04.戸嶮wa哨ﾌe紬ａ(Ｇ句se･Smilh) △

05.C&2raaわどfazz㎡吋(Fabricius) Ｓ・

△

06.az幼畑MMI(Drury) △

07.Chi･む心凶μ(Dohelty) △

08.RQ&ag一冶a治(Weslwcx]d) 孝● Ｓ碓 △

09.S印紬acAajra(Moore) △

10.脚lcyraabalba(Poujlde) Ｓ●

△

ｎ．／允lcyMs叩ぴ＆Leech △

12.汝耀ｇｓｓ肖'治(Li間aeus) ●● ●● 泰●

△

13.aﾀj芦lnyc�i昭【)oubleday ●●

△

14.Sa3aiachaμ}Ma(Hewiほ]n) △

15･ヽ知細/a4心£y(lzech) △

16,1向c泌u㎡ca(Gray) ●● ●● ●●● ●●● ●●●

△

17.Dic硲rragiaa�li押噫ckl吸o㎞duval) 集● △

18.Cupkaeryma孔1}血(Drury) △

19./拙㎞向ρ紬lga･&a(Diury) △

20.冷Zya4り卯ゐiα(Linnaeus) △

2】.λΓgyreuskyperbts(I,innaeus) 希● ●● ●● Ｓ● ●●

△

22Jasraggas(Doubl�ay) 會●

△

23.ai&細gcみ瓜加ai(Gr3y) ●● ｅ●

△

24.723ac哨山･(14sen) △

25.alA4陥111&egg(Cfaer) △

26.どulA421i。i印e垣Slrand △

27ヽどμ1&ぬ2μs帥(Doubleday) 参●

△

28.gaz&ぬ2ふ1r印ん㎝Ｇ匈sc,Sm油 △

29.a向1・押£a&2(Kollaり △

30，£｀吋一&りﾌralfilzech ●●

△

31.az紬涵λQse肺μ加Fruhsな)rfer △

32,£alaj政ls(Fabrkius) △

33.£a41ρぽ必＆McxMe 心

34.£im�1£Hu価1・(Cramer) 奮● ●● △

35.加n4治ｓａりsuがyama △

36.jiya4ajuMMoorc ●● △

37.j匈s2卯aaa(Kollar) △

38.ぶみys4μΓjg(Linnaeus) ●皐 △
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39-j勿maj山gμara(Kollar) ●● △

40.j41Ayzｱgca琲4Moore △

41､ぶみy四μｕＭ(蜀re △

41.j4tkyslorlls Ue＆ △

43.ぶみyspuca一lzech △

44.ぶみy脚aMaμMOOre △

45.ぶ砂肖a・φeCほmef
１● △

46.,仙肖ﾌ一μagaM(x〕fe
●奉 △

47.血ａ柚面gya(Moorc) △

48.加一ゐ如alj記ai(Moore) ●● ●孝孝 △

49.M6d昿aPrQc巾(|Cfarlcr) △

50.Plf仙�padl血(Westwocxj) △

51.掬4呻副ｕみala吻(恥11) ●●會 奪● ●●● ●章 △

52.an岬副a緬･1(Obe曲司 △

53.y印ladi㎡4Mcx)re ●● △

54.1V印z政卯f?saMoore △

55,/V9μsゐylaJLinnaeus
参● ●● ●● △

56.jVど声ii剤jaみMoore
●争 ●●● △

57.Nep咆sa池a阻(Ｋoollar) △

58,?Vり7＆ρみ1･jyMMenelries △

59､Nepほcaraca Mg3it △

碕.Nepttsana4aMQQt △

61.1Vどp吻αa11友7?eLeech △

6･NeP臨8･iC1吻uaWang △

63.Ngtisarrnand・(○berthur) △

64.1V9治♭邸QeUech △

65.jV9ほMaaagMoore
●● △

66.jV印fislJyfyerlStaudin8μ △

61.PhaedymaasPda(Leech) △

68.昂aedysa cajusgl&2(Cramer) △

69､かidMaridMLinDaeus
●寥 ●● △

70.Cyr6吻1砂σゐszふBoisjuval △

71.xa耀爪ai聞cゐ嘔Doubj�ay ●● △

72.z/か咄ｓａｓ㎡両7s叫nnae吻 ●● ●● △

73､狗nasa凶iica(llabsl) △

74.(徊f細az面j(Linnaeus) △

75.xaa一acaaacど(Linnaeus) △

16.PolygoMac-aぽewれ(Linnaeus) 毒孝 ●● △

77.丿μn∂s以al剤aaaくLinnacus） △

78.Jlg幽ari匈a(Linnaas) ●● ●１ △

79,jugぬ沁z一(Fabricius)
●ー △

80.juaailsa帥(Ljnnae邸) △

81.jgs2,1i2azlizs(Linnacus) △
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82.Jun4niiPkitaCramer ●● ４●●

△

83,卯紬ra淘a仙回(Hewilson) Ｓ● ●●

△

Nymphalidae(Acraeinae)

01.jcraaa即吋α(Hubner) ●●● ●● △

Ljbythejdae/Nymphalida6(Ljbytheinae)

01.£φy法eacd治Ｇｏｄａｎ
△

Riodinidae/Lycaenidae(Riodininae)

01.屈如ra加1α(Westwood) △

02.jMyaranEQpみ7o一(Hewoson) △

03.j&政aﾀaわuMμdeN㎞ville △

04,助加raむごA耐s(S凶l) ●● ●●● ●参 ●● △

05.1φ哩ａ叩aμaa Butlcy △

06.ZemeMs恥gy斡(Cramer) ●● ●● ●● ●●●

△

07.Z知面ga agMcy Batls △

08.j紬必aa∂gぱaMα)re △

09､j勿必n4j勿必ａＨどｗ池on ●●

△

10.£政1必i＆rga(Koller)
△

Lycaenidaa(Lycaeninae)

01.jl&7面財＆u�a Moore △

02.Mi/el吻＆Me几∫ilFeMer △

03.7agλa&zszぬ(Druce) ●●●

△

04.Cwど治aculaM(x)re △

05,Cぽど冶&ulaMoore △

Q6.CkrysazephynﾑsdtsParatg

(Ilowarth)
△

U7.Ckrylozghyrsscintihs(Leech) △

OR､C∂r＆ji1加wd11 Koiwaya △

09.Co咄旨ωma(Leech) △

10.aa琲2か心μiShirQzu △

11.Z.egcaaf¥咄ａ辺yalicuShimzu

Yamamo恥
△

12.μの帽z哨一cみc㎡ChoudWalg △

13.洵回zl紬sd(Fo7s(er) △

14./Z∂－riia叩． △

15.yama,na恥zePhyr略kwar咄叫nessis

(Forster)
△

16.冷ゐ卯a14&42a14(Hewi咄on) △

17.かMpala paramuta(deNieville) 皐●

△

18,か&卯�acQ㎡ca(deNkevillc) △

19,肖尋cみ4＆芦ーμ月aa(deN㎞vil】e) △

20.ra・咄a紬bjr聊aaaM(x)re △

21.F凶eagλa(dc Nievuille) △

22.MαAa･&ぬａｓ咄(Hewitson) △
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23.Ma&21&2jaarjajcyaM(x)｢e △

24.加冲lis油a(S叫ll) △

2S.LQ瑞raaty四l謔(S以)11) △

16.HoraRaonyz(Moorc) △

17.HoraRaalbi飢acula(W�･Masonel

de Niceville)
△

28.知&jaJa必み面(Hosrield) △

29,匈･fsis5yas(Ho5field) △

30jya卯dEya(M(x)re) △

31.7φ吻c吻回(Fabrius) △

32.7可哨as2a・£a(Hewitson) ∠X

３３．ａｇａｄ帥b£i(Godart) △

54、λncelれacte3ほ(Hcwason) △

35.RE馬ε・sμlg�4Horsfiekj △

36.かzfμeryx(Linnaeus) 乙

37.Da必汝９脚4s(Moore) △

38.£ja必4xμど鉱必尹αp祓心aWanget

Chou
△

39.ぬpa&2吻ja(Kollar) ●●

△

40.RaPakltakaぶagonis(Matsumura) △

41.μaFQ&2/?sa一sa(Hew㎞)n) △

42.511みsa幽744加g(Moo吻 △

43.ぶ＆φa心y心1(Lea2h) △

44.Sa吟眺antdiayanμ(Riley) 心

45.故1岬1ﾌr･1扮α㎞z2(Moore) △

46.Hel恥ph6rusphae叫caPaりPhs

(Hollarxj)
△

47.j畑師&arwbゐjme411ytlef ●奉 ●参 △

48.arf4a�e11押ｰla(Uwes) 心

49.a尹哨∂泗iEIﾑ2raalaizaaa Forslef △

50.ひr&74elﾑ2βφnes£ylFoster △

51.SyMaruc･りli4us(Goda司 △

52.μμαduMλ吋a四(Moore) 奉●

△

53､Ja。ほabQch咄Ｑ抑琉て △

54.jamga�ecω(Fekjeり △

55.QZQeiczyla芦ylrabQ(Fabricjus) 心

56.La肌pid肪bodcu(Lin馳eus) △

S7.Pse猛必ztze老吻mahμ|Kcllar) ●● △

58.Z凶la勿㎞Fabr沁ius △

59.なｇ咄£arJa肖かα(Mcx)re) △

&).asgaaa&uls

(11erkh-SchaeCfer)
△

61.Evres lac･gau (Godart) △
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62.7?xμ&ﾘa2耐ni(Ajpheraky) ●● ・●● △

63.戸晶ec卯∫c∂ΓνはぶFru㎞torrer △

64.λcy狛lepis陛sPa(Hofsfield) ●４

△

65.び必加ａ拾θcaぴulg(MOQre) △

66.U必限da枕一(Moore) △

67.Meμh肌aiya(Ho�icld) ∧

68,Cゐ幽函12畑(S凶1) △

69.Cゐμaja芦叫lpa(Hors【ield) ●● △

7【).Fgyer&リdj(Kohり △

Hesperiidae

01.jφα屁y椚ひacgla Evans △

02.侑みal£リaal･a(Mcx)re) △

03，βi&ajむμaaM(x)re △

04.μaJarαμnMra de Nzevil】e △

０５．脚Jag 4な2(Buller) △

06.11asarackyamu(Cramer) △

07.7仙釦g£aMI‘几a以(Hubner) △

08､加ゐ一4a画s2励吻(Fabicius) △

09.a∂むμ1/uralw Evans ●寥

△

10.C卯t･lafM肴ふIMc㎡αlzech △

11.C叩而μ９･･ｄなzlm(deNicville) △

12,£必画&･･恥沁2(BremerelGraey) △

13.Ceienarrhi1auja3peru Leshl △

14.Ccta㎝ayrkil1nus maculQsus(Felderet

Felder)
△

15.Celaど政ar一ialj rgzztaFruhsk)rfer △

16.Ceieaor4iMa awivittatM(M£)Qi4 △

17.Qlaga∂rrゐisμc&∂afGu △

18./仙rax･‘sypみadayぽi(Mabil】e) △

19.jbralla∂η池a&どr柄がMell △

20.Cap?QnaaRa肌ａ(M(x3re) △

21.aj㎡aja/a�(deN㎞ville) △

21.Coldeaial.sP･ △

23，CQlajMI゛4幼saEvans △

24.(｀oladcniaagnilo&kiEIWeSe1

11dward
△

IS、PsEud£)cak這忿ａ沁必ａ(Fabfk=ius) △

26.Cle｡∂μi＆創9a和aaMoore △

l!、Dai隋恥telkys(Mengries) △

28.(MQs政幼ljca(Fekja ctFelder) △

29.GerosisPMsara(M(x)re) △

30.θ＆7月むμ･･la阿α㎎u＆rujn(Fekjer) △

31.&l£a蹟芦go?a&IMoorc ●●

△
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32.Saμr卯aa∂･&e価Oberthur △

33.SeseriadokertylWatson △

34.&7咄lucdi(Mabille) △

％.ParscvlaPひbeh(Hcring) △

36.瓦μadaji14必∫aMoschkr △

37.7ilg�agas(Mcore) △

38.M∂りr釦掴1河c&MEuM（Felder et

Felder）

●●● △

39.心zQezypla cu涵ふc&l（Feldere1

Felder）
△

40./ajnMzglja&2(Moorc) ●● △

４１．囚呵ﾌａ如哨(Cramer) △

42.λsti㎝pten4jam4(Fekier el Felder) Ｓ● ●● △

43.淘徊励回励(Hewilon) △

44.旭徊μrs(Mabille) △

45.○孔ry2amaμ(Leech) △

46.SAag咄zlu㎡as(Moore) ●●● △

47.7&ylga jMbMacM12(Leech) △

48.BaortsμΓΓi(Mcx)re) △

49.norbocia聶aral(Wallace) △

50./'ia必Mr紬わeyasl(Moore) 参● △

51.Cal帥yiscarj7s∂iα(Hewitson) △

52./｀吋a4M&aゐMoore △

53.j)ar閲仙μ㎎aEvans 参● ・△

54.乃2raaMglgαza(Bremere1Grey) ●● △

55.Pek}pidasmatMas(Fabr沁ius) ●● △

56.raly・ε肺政1必rlcaM

(Heri沁h･Schaffer)

△

57.り一紬1fa支1卯F£rjごゐ11Evans △

58.7みysdlcgjyM11cs(Bremer) △

59.か∂哨a∂ala,叩rQ刄7il町Fekjefet

Fclder

●●● ●●● ●毒 ●●● ●● △

硲.Eriaa4ta恥r卿Ｅvans ●● ●● ●●

△

61.M4一芦αΓiMoore △

62.SCQ&豺ac∂n・ほHerin8 △

63.＆asaggremiuぶ(Fabicius) △

64.ハ21aal烏吋c｡,涵ｄ昭(Fekleret

Feldeり
△

65./'araaigﾉ7avll(Mumy) △

66.711如£acQIQn(Fab4ius) ●皐 △

67.7il如一QMra(Pblz) △

68.jmμzl一ylrgaraLeech △

9.ﾉ1肌pitli disQscorkles(Fabrklius) △
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rePresents the abundanceof POPulation: m゙eans the number 1-5;“ means 6-20，；“゛means＞21

3.2.Species richness

3,2.1.Total number of sPecies

　　　　ln total,4,853 individuals belonging to 356 sPecies (exdude l unidentified skiPPer)of ll famihes

　　　were confirmed･ The number of sPecies rePresents 67％of the buttermes recorded in Guangdong

　　　Province.Pamassidae,a family with tyPicaI Palaearctic and aIPine members has not been seen so far.

3.2.2.SPecies richness at family level (refers to Table 2)

　　　　According to the sPecies recorded, the family richestin sPecies was NymPhalidae that contained 83

　　　sPecies･ while the Poorest familiesvvereAcreaidae and Libytheidae induding only l each sPedes.We

　　　tentatively treat Satyridae， Danaidae，Amathusiidae，Acraeidae and Libytheidae as indePendent

　　　family, not as subfamily of NymPhalidae, and also for Riodinidae. The sequence is as follows:

　　　NymPhalidae(83)＞Lycaenidae(70)＞HesPeriidae(69)＞Satyridae(35)＞PaPilionidae(33)＞

　　　Pieridae(29)＞Danaidae(17)＞Riodinidae(10)＞Amathusiidae(8)＞Acraeidae(1),Ubytheidae(1).

3.2.3.1ndividual abundance at sPecies and family level (refers to Tables1 ＆2)

　　　　SPecies with many individuals were thoseof the families PaPilionidae， Pieridae and

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●　　　NymPhalidae: Pαpilfo pαΓis･j).11eZenus･ j)･polμes，RzcねZioptaαΓistolodliαe，£)eliαspαsitlM)e，

　　　7i7Zわotiαnαgαnum，CαtopsiZ紬po謂onα,j)o4尽o�αc-αureuyn,Juno�αoritねpa，forexan1Ple. ExcePt

　　　foraslTlall number of membersμhe families Satyridae･ Lycaenidae and HesPeriidae indude sPedes

　　　with individuals less abundant; many sPecies in these families are sPoradic.

3.3.Spatial change in species ridmess

3.3.1.ComParison with other areas(refersto Table 2)

　　　　ButterflysPeciesrecorded in Shimentai Reserve were comPared with those in other 4 Reservesin

　　　Guangdong Province (refers to Figs. 4･ 5 for theirlocation)where butterflieshad been surveyed

　　　formerly.lt is suggested that butterfliesin Shimentaiarerichest in sPecies numberanlong the 5

　　　Reservesbecause of its broadarea and detailedinvestigation.However，comParison with Taiwan，

　　　where has similarlatitude with Shimentai indicated that there remained some sPecies not recorded

　　　during the survey･ esPeciallythose in the familiesLycaenidae･ HesPeriidae and Satyridae.

3.3.2.SPeciesrichness at differentsitesin the Reserve (Table 3)

　　　　lnthe Reserve,individual number recorded largely dePend on the habitats,weathercondition and

　　　theseason.Generally,butterniesareabundant in good weather in the sPringseasonat the margin of

　　　forestand nectar nowers. Thesequenceof sPeciesnumber in the Reserve is as follows:

　　　BimuPing(202)＞Jiulangdong(162)＞Shuitou146)＞Shimentai(131)＞Huangdong(102)＞Buolo(47)＞

　　　Chuandiding(35).

3.4.Fannal elelnents

　　　　We classifythe distributional pattem into 4 types: Oriental，Sino-Himalayan，Palaearctic and

　　　broad distribution.lt is shown that Shimentai buttermes are predominantly Oriental(46.91％)and
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Table 2 Number ofbutterflysPeciesin Shimentai and other4 Reservesin Guangdong and Taiwan.

千
Nanlin9

(Chen，

1997)

Chebalin9

　　（Su et

al.j993）

Heshidin9

　(Ljan9，

　1989)

Neilingding

　(Zhou，

　2000)

Shimenlai Taiwan

(Hepper

　etal,，

　1992)

Papilionjdae 31 １８ 20 14 33 36

Pieridae 15 11 22 14 29 35

Danaidae ７ ３ 12 ９ 17 21

Amathusiidae ６ ２ ２ ２ ８ １

Satyridae 51 23 14 ８ 35 43

Nymphalidae 80 38 39 20 83 75
Acraejdae １ １ １ ０ １ １
Libytheidae １ １ ０ ０ １ ２

Riodinidae ７ ４ ３ ２ 10 ２

Lycaenidae 40 １２ 15 10 70 116
Hesperiidae 63 ８ ７ １９ 69 64

Total 302 121 134 98 356 396

Table 3 N11mberofb“tterny sPecies collected at different sitesin Shimentai.

≧ぺ
Jiulang-

　don9

Huan9-

　dong

Shujtou Shimen-

　　tai

Bimu-

ping

Boluo Chuan-

diding

Papilionidae １７ 17 16 22 27 ７ ４
Pieridae １５ 14 14 15 21 ６ ２
Danaidae ７ 12 14 ９ ６ ３ ２
Amathusiidae １ ２ ６ ４ ３ ０ ０
Satyridae 18 ９ 17 15 25 ４ ４
Nymphalidae 41 25 35 31 48 １３ ６
Acraeidae １ ０ １ １ １ ０ １
Libytheidae １ ０ １ １ ０ ０ ０
Rjodinidae ８ ３ ２ ３ ４ ３ ２
Lycaenidae 24 ８ 22 １７ 33 ７ ６
Hesperiidae 29 12 18 １３ 34 ４ ８

Total １６２ 102 146 131 202 47 35

Table 4 Faunal element of Shimentai butternies.

Family 　NO,0f

species

Oriental

species

Sino-Hjma-

　layansp.

Palaearctic

　species

Broad（1lstribution

　　　specles

Papilionidae 33 18 14 １ ０
Pieridae 29 20 ５ ２ ２

Danaidae １７ 13 ３ ０ １
Amathusiidae ８ ３ ５ ０ ０

Satyrjdae 35 ９ 26 ０ ０

Nymphalidae 83 32 41 ６ ４
Acraejdae １ ０ ０ ０ １

Libytheidae １ ０ ０ ０ １
Rjodinidae １０ ５ ５ ０ ０

Lycaenidae 70 35 33 ０ ２
Hesperijdae 69 32 31 ３ ３

Total 356 167 163 １２ 14
％ 100 46.91 45,78 3.37 3.93
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Fig.3 Field work at a study sitein Shimentai Natural

Ｒｅｓｅｒｖｅ

Fig.5 Some butlerfly specin!enscollected in Shimentai

　　　Natural Reserve.

-
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Fig.4 Butterflies(P卯伍opα沁)gathering at

　　　wet-sPots in Huangdon， Shimentai

　　　Natura1 Reserve (July,2001).



Sino-Himalayan elements (45.78‰).Here are some Photos of butterflysPecies(Rg.5)･

3.5.Endemic species of China

　　　　49 spedes identified in the Reserve are endemic to China. They include the families Satyridae，

　　　Nymphalidae, Lycaenidae and Hesperiidae.

　　　Papilionidae(1):4eZ･αnαebsi(Leech).

　　　Amathusiidae(1):E㎡印e lurlαtum Leech.

　　　Satyridae(14):1･etl･ed�s加plli(Leech)，£.sFcis(Hewitson)，£.laodamia Leech,£，1αylarisButler，

　　　L.butleri Leech， £.gtFiyla Butler，jVa)pe l･remeri (Felder)，jV. m㎡rlleadii(Felder)，Mandari㎡α

　　　Γ昭alis(Leech)，j4cropolis t7･alia Leech， yptllima con佃ncta Leech， y. lisαndra(Cramer)，y.

　　　praenullila Leech,j)alαa)ngmplla opalirlαButler.

　　　Nymphalidae(11):jﾓMCFasljbα11･a(Poujade),ji. s即e池a Leech, Sαsaiiα佃yl一ris(Leech),Eut11αlia

　　　strepllorl Grose'Smith･ E･ pratti Leech･ E. i:asempona Fruhstorfer･ £jme㎡tis misuji Sugiyama，

　　　j4t1111ma jbrtuylαLeech,jVeptis ayltilope Leech, Ⅳ.g㎡αChou et Wang, jV.IJeroe Leech.

　　　Lycaenidae(14):CI･rllsazep㎏njs scintillans (Leech)，Cordelia iita･aii Koiwaya， C.comsくLeech)，

　　　Euαspa jorlteri Shir6zu， 』ILeucant4iusαla!μzlicus Shir6zu et Yamamoto， j■】lzjarぴliaae㎡Chou et

　　　Wang，召.mglli(Forster)･Z)eudorix pseudorapaloides Wang et Chou， Rapalαtd:αsαgo�s

　　　(Matsumura)，j111･ergia niceilJilleりＬｅｅｃｈ)，Ｓｔｒ四ｌｏｎｊｄｉａ卯ngi(Riley)，召e励一Orus

　　　pZlog㎡c叩arlpllus(HOIland)，0rtllomiellanzntajzana Forster,0.佃jianensis Forster.

　　　HesPeriidae(8):別basis miracula Evans， Capila trαnsludda Leech， CelagnorrZlinusdloui Gu，

　　　j1&raxi謂orplla llerjngj Mell， Coladg㎡a slleilαEvans，C.ag㎡oids Elwes et Edward， ParsazJia

　　　μΓ1･ella(Hering),ScoZ･zjraα)㎡ata Hering｡

　　　　GenerallyバZephyrus¨(Theclini)，Z,一屁jVel]tjs and Eutlldaarethe grouPs that contain many

　　　endemic spedes in China.

3.6.Early stages

　　　　The eluddation of early stages of butterfliesis very imPortant for conservation of butterflies，

　　　especiallyfor species hitherto unknown. Wecould observe early stages oH6 sPedes during the

　　　Survey. However， early stagesi¥ere cornPletely recorded only forﾒ191!11αylaelulsi，geliopllorus

　　　bZlimesis Tytler(Fig. 7)and j7. Z･rallma(Moore)(Rg.6).Among them, ｣17eli叩?lanjsleollimensis

　　　Tytlerand 召.6rallma(Moore)of the family Lycaenidaevverescientifically recorded for the first

time.

3.7.Conservation strategy and action plan for butterflies

　　　　　lnorder to have a better conservation of butternies in the Reserve as weU as the lowland forests

　　　that have been destroyed in lndo゛Burma， the following suggestionsarernadefronlourexPerience.

1.To establisha scheme of butterflymonitoring to follow the changes of sPeciesand POPulation･

2.To study on conservation of some rarebutternies,esPeciallythose endemic to China.

3.TO Promote the Public awareness of imPortance of biodiversity by exhibition，intemet， and
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　conservation dubs in local schools and village Presentations.

4. To construct a management center in the east Part of the Reserve.

5. TO PIro゛ote the dialogue bet｀゛eellthe Reserve and local communities to enhance the establishment

　and Protection of the Reserve.

6. To imProve the quality of locaI PeoPle's life,carefully develoPing ecological tour.
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　　　Male adult, underside｡
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　　　　　　　　　　　　　要約

石門台自然保護区におけるチョウの多楡吐と保護に関する研究

　　　　　　　　　　　　　王　敏

　2001年10月～2002年9月にかけて、中国南部、

広束省石門台自然保護区（東経113゜ Or-113°46へ

北緯24°17へ24°31≒面積82､260�）において、チ

ョウのインペントリー作成およびその保護状況を

把握するため、一連の調査を行った。この保護区

は、生物多様性において世界8大ホットスポット

の一つ、インドービルマ地域の北東部に位置する。

調査では、石門台自然保護区内の７調査地を網羅

するように、秋、冬を除くチョウのシーズン中に

２週間問隔で1ヶ月間にのべ1週間行った。調査は、

一定のルートを歩きながら採集および目視による

同定と個体数のカウントによって行った。また、

成虫、幼生期、生息地、吸蜜植物などを撮影する

とともに、幼生期を実験室に持ち帰って飼育を試

みた。その結果、合計356種、4､853個体（未同定

のセセリチョウ1種を除く）を確認した。これは、

現在までに広東省で記録されている総種数の67%

にあたる。アゲハチョウ科、シロチョウ科、タテ

ハチョウ科（タテハチョウ亜科）は種数、個体数

ともに豊かで、分布も広いのに対し、タテハチョ

ウ科（ジャノメチョウ亜科）、シジミチョウ科お

よびセセリチョウ科は種数も個体数もより少な

い。種構成を分析すると、この保護区のチョウは

東洋区要素および中国－ヒマラヤ要素のものが主

であり、前者の割合がやや大きい。アゲハチョウ

科、シロチョウ科、タテハチョウ科（マダラチョ

ウ亜科）、シジミチョウ科およびセセリチョウ科

では中国－ヒマラヤ要素の割合が大きく、タテハ

チョウ科（ワモンチョウ亜科、ジャノメチョウ亜

科、タテハチョウ亜科）では逆に東洋区要素の割

合が大きい。 16種の幼生期が観察され、このうち、

ウラフチペニシジミ属の2種（Hdiopkon4s

kokime託sis、H.byah銚ａ）の幼生期はこれまで未記

録である。今回の調査で収集したデータに基づい

て、本保護区の保全対策を次のように提案する。

①チョウの種や個体群の変化を知るためにモニタ

リングを確立すること。②特定の種、とくに中国

固有種の保全生物学の研究を行うこと。③地域の

学校や村落において、展示会、インターネット、

保護クラブなどによって生物多様性の教育・普及

活動を行うこと。④本保護区東域に管理棟を建設

すること。⑤本保護区の理解と保護を進めるため

に、本保護区管理者と地域共同体との間で交流を

促進すること。⑥地域住民の生活向上を計るため、

慎重にエコツアーに取り組むこと。

　なお、本研究は、石門台省立自然保護区が国立

自然保護区に昇格するにあたっての基礎資料の一

部となったものである。同保護区は、1999年に広

東省の省立保護区として指定されたが、国立保護

区評価委員会の審査をパスして2001年12月に国立

保護区へ昇格した。

　　　　　　　　　　　　　　（推薦者：矢田　脩）
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　　　　　　　　第12期プロ・ナトゥーラ・ファンド助成成果報告書（2002）

Life History and Ecology of PaPilionid Butterflies of Province of

　　　　　　　　　　　　SumatraBarat，lndonesia

　　　　　　　　　　　　　　　　　Dahelmi1）

　　　To gather basic data for conservation･ l studied the sPecies comPosition･ seasonal nuctuations in

numbers, host Plants, mating and oviPosition behavior, develoPmental time and Parasites of PaPilionidae

in Padang and 3 Nat11reI Reser゛es(Lembah Harau･ Rimbo Panti and Batang PaluPuh)in the Province of

Sumatra Barat from December， 2001 to November， 2002. 1 have clarified that: (1)27 sPecies induding 12

j)apili0,8GΓαμlium,2 7yo�es and 5 other sPecies (/1tropllaneurα,Lαmpropterα,Meandnjsα,Pαc711ioptα，

7y昭on叩な7･α)were recorded; (2)in addition to 2 dominant sPecies (j)即ぷ(油函nus andj).memn回)，j)，

nepl?elus･ Pα(漏i叩tααΓ汝olocllfae and 7y昭on叩terαわrooたiana at Harau and P卯伍o poZｼﾞt6 at Padang

vverecollected constantly during g months; (3)9Rzpn)sPecies utilized 7 Rutaceae sPecies, 2Gr即1面m

sPecies 1 Lauraceae and 1 AnonaceaesPedes･ and the remaining 4 sPecies μtr叩ねαneura， Pαc/11iopta，

7yo�es,andmMμ)ngterα)かistoloc随z加ａ(而tα(Aristolochiaceae)in the field;(4)j)即伍o面molasand

j)･polｼﾞtes began to mate l and 2 days after eclosionand started oviPosition 2 and 3 days after edosion，

resPectively;(5)total develoPmental times o1 5 PapUio sPecies were shorter (29.2-49.4 days)than thoseof

Rz油li叩昨Troid6 and 7yo卯ｎ叩terα(56.7-70.3 days)under laboratory conditions; (6)2 Parasitic wasP

sPecies were recorded:　OoencFtus pαpilio�s(Encyrtidae)from eggs oi PapUio demolion， l).面moleus

and j)･polｼﾞt鴎andj)teromαlus sPecies (Pteromalidae)from j)ap伍o面哨olion PuPae, resPectively.

lntroduction

　　　Extremely high rate of sPecies extinction in the troPics, where the biological diversity has been most

develoPed，has been known widely since 1990's (Primack 1995; Pullin 2002).However，studies on

biological diversity are stillscarce in troPical countries because of the lack of taxonomic and ecological

studies，which makes even rough estimation of sPecies diversity stilldifficult (Pullin 2002).Under such

(:onditions，swallowtail butterflies (PaPilionidae)seem to beoneof the most Promising materials to

examine the Present situationsof biological diversity in the troPics and to look for the methods of Practical

conservation by the following reasons; (1)taxonomy and geograPhic distribution of PaPilionid butterflies

are well studied; (2)rearing o臼mmatures is not so difficult and useful for ecological studies and

conser゛ation;(3)comPared with rich ta)(onomic and biogeograPhical information， ecological research is

scarce. As the firststeP of the study on biological diversity of the butternies in lndonesia， we carried out

faunal survey of the butternies at SiPisang (60 km N of Padang),West Sumatra during 1995-1997 (Salmah

et al，1996パ997).0ur study showed 170 sPecies induding 12 PaPilionidaevveredistributed at SiPisang

(Salmah d �.1997).To follow this study， the Present study aims to gather fundamental data on the

ecology of PaPilionidae in more detail:(1)faunal comPosition, (2)seasonal nuctuations in the numbers, (3)

host Plant utilization,(4)mating and oviPosition behavior, (5)larva1 Periods, and(6)Parasites.

l）DePartment of Biology･ Faculty of Science･Andalas university，Padang 25163, 1ndonesia
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Materials and Methods

Study Sites

l.Field studies

　　　We chose 4 study sitesin West Sumatra for the fieldstudies;Lembah Harau Nature Reserve near

Payakumbuh(about 140 km NE of Padang, 400 －750 m alt｡thereafterabbreviated as Harau),Rimbo Panti

Nature Reserve near Lubuk SikaPing (200km NNW of Padang， 240-750 m alt;Panti)，Batang PaluPuh

Nature Reserve near Bukittinggi(100 km NNW of Padang, 820-860 m alt･;PaluPuh),and BiologicalForest

of Andalas university,Limau Manis in Padang (20 km ENE from the center of Padang, 310 m －450 m alt･;

Padang)(Fig. 1).Faunal comPosition， seasonal fluctuationin numbers， and host Plant utilizationwere

studied at allor some of the 4 study sites.

Fig.I Locations of West Sumatra (A)and four study sites(B).1，Padang，

　　　2.Harau, 3.PaluPuh. 4･Panti.
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2.Studies in the field cages

　　　Observations on mating and oviPosition behavior and a Part of the study of develoPmental times

were carriedout in a smal1 (3.0×1.5×2.0 m in height)and a large fieldcage (12×7.5×5.3 m)atthe

camPus of Andalas university,Limau Manis, Padang･

3.Experiments and laboratory rearing

　　　Food Plant accePtance， develoPmental times and　Parasitism by wasPs were studied at the

laboratory of AnimaI Taxonorny, Andalas university･Limau Ma“is･ Padang. A11 rearings were carried out

in the laboratory under a　relativelyconstant temPerature（27-30℃）and natural day length（12L/12D）

condition.

Methods

l.Faunal composition

　　　Faunal comPosition of PaPi]ionidae was studied by the field collection of buttermes at Harau,Panti，

PaluPuh and Padang. Field colledions were carried out at Panti on December 1，2001 and February 3, 2002

and at Batang PaluPuh on December 2，2001 and February 2，2002.Faunal surveys of PaPilionidae at

Harau and Padang were carried out twice Per month from January to SePtember， 2002. AIl sPecimens

conected were dePosited at laboratory of Anima1 Taxonomy, Faculty of Science, Andalas university.

2.Seasonal nuctuations in the numbers

　　　Seasonal nuctuation in the numbers of PaPihonidae was studied at 2 sites at Harau and l site at

Padang twice Per month from January to SePtember, 2002. At eachcensus3 Persons walked a fixed route

from 10:00 to 13:00 at Harau and from 9:00 to 12:00 at Padang. 2 Persons coHected buttermes nying within

a radius of 5m from them and 1 Person recorded the collection data. Buttermes collected were n!arked at

the underside of the hind wings with　a white Paint marker to avoid double counting and released

immediately. The marked butternies showed no behavioral abnormality. The routes for the census were

l,500 m and 2,500 m at site l and 2 at Harau， resPectively.ln the case of Padang, we collected butternies

in theareaof5,000�by the same method.

3.Host plant utilization in the fields and test of food plant acceptance in the laboratory

　　　Host Plant utilization was recorded at Harau， Padang and Panti sPoradically from January to

SePtember, 2002. VVhen we found a larva feeding on a Plant in the field,we recorded the Plant as a host.

　　　To test food accePtance， we collected eggs of 7 butterny sPecies from Harau and Padang(see the

origin of the eggs in Table 3).Eggs were Placed in the small Plasticcases(14×10×4.5 cm)in the

laboratory and newly hatched firstinstar larvae were reared using 3 sPecies of Rutaceae and l sPecies of

Aristolochiaceae; j)aがZio demoZeus，j).memnon，and R nep7zeZus on Ciむ-usαuΓαnti加1沁(Rutaceae)，j).

poZptes on C.sinensis alnd C. αurantがoZiα，j).たarna on Epoclfa mα1αジαnα(Rutaceae)，7rogonoptenz

わrooたiαnαand PαcねlfoptααΓむtoZodliαeon /1rfstoloclz必μ)ひeolαtα(Aristolochiaceae).XVhen firstinstar

larvae accePted a Plant and grew to adults, we regarded it as a food Plant.
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4.0bservation of mating and oviposition behavior

4･1.Survivorship and fertility schedules

　　　Adults of Papi&)面??lolel4s conected at Padang were allowed tolay eggs in the small field cage. The eggs

or larvae obtained in the cage were reared in the laboratory from March to November･ 2002. Eggs of P･ polｼﾞtes

were also obtained by the same method in October and November･ 2002. A Pair of newly emerged butternies

vvere confined in the sman field cage to study the survivorshiP and fertilityschedules. daily number of eggs

laid,the date of oviPosition and adult for each 4 Pairs of Pαpiliodeｱ?lolew and P･ polμ6,resPectively.

4･2.Mating duration and oviposition sites

　　　For 4 Pairs of P･ poZμesandj).＆謂oleljs,whose survivorshiP and fertilitywe studied schedules， we

simultaneously recorded the date of the firstmating and the mating duration in the smalHield cage from

APril to Nove°ber･ 2002. For 3 of the 4 Pairs of P. 面moleusjol″ ゛hich we studied the survivorshiP and

fertilityschedules， we also recorded daily oviPosition activity by recording time of the day， oviPosition

sites(underside and uPside of leaves or elsewhere)and their height 行om the ground from 8:00 to 17:00･in

APri1, 2002.

5.Developmental times of the immature stages

　　　Adults of ？. demoleus，j).polμes，and F. n印1191uslverecollected at Padang from March to

November･ 2002 and they were reared in the large field cage to obtain eggs. Eggs oＩＰ.＆zma,JP. mer?lnon，

7roidsαmp11rllsus,R2c111joptaαΓis加loclliαe，and 7rogonoptera 11roolciana were collected in the field at

Harau&om February， 1998 to January, 2002. Eggs of these 8 species were jsolated in the small plastic cases

(14 × 10 × 4.5 cm)with their host plants in the laboratory. 'nle following 6 plants were used in therearing;

Citrusαu,tzntがoliaforj).memnon,R nepllelus,and?.dgmoleus,C&rus sirlgylsisand Clauseyla exazljata for

F.pol!μes,Eむ�iαmala一na for j).A:a?71a,ﾒ1risa)loclliajbtjeolata for rn3gonoptera l)rooiiana and Tn)ld�s

amp11りsus, and j4pama ･]ogmllog for Rlalj卯ta aristoloclliαg.Food Plants were replaced every day and

dates of hatching and larval molt were recorded daily lo determine the developmental times.

6.Parasites

　　　Since we observed Parasiticwasps apProaching the eggs and pupae of the butterniesin the large

fieldcage, we collectedabout 30 eggs of j).demoleus,j)･pol!μesandj).demolion and 3 F. demolian puPae

from March to November, 2002.Eggs and pupae conected were placed in the sma11 Plasticcase(14×10×

4.5cm)to reai the parasitesin the laboratory･

Results and Discussion

l.Faunal composition

　　　The numbersof sPecies collected were rnuch larger in Harau and Padang than　in Panti and

PaluPuh(Table 1)Probably due to the differentintensity of the collection(18 vs. 2 times).Harauhad

about 2 times larger number of the butterny sPeciesnumber than thatof Padang, although the 2 siteswere

studied with the same intensity.The difference of sPecies number between Harau and Padang seems to

reflect the different diversity and abundance of host Plants and flowering Plants (see Results and
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Table 1 List of Papilionid butterflies conected at four locations in West Sumatra, lndonesia.

No. Species
COIlectionsites

Harau
N.R.＊

Panti
N.R.＊

Palupuh
N.R.＊

Pad皿g

１ Atrophaneuranox り

２ Graphi紺ｎ ａｇａｍｅｍｎｏｎ へ4 マ ｊ り

３ G，aゆ旭心 り ｊ り

４ G.1)�hycles り

５ G.delesserli り り

６ Ｇ．＆)ｓｏｎ り

７ Ｇ．ｇｗ摺㎝ り

８ Ｇ．ｒａｍａｃｅ１４ｓ ｊ

９ G.sarpedon ｊ ｊ ｊ

10 LamProplera meges り ｊ へ/

11 Menadrusa p卿e雨 り

12 PachlioP紬arislolochiae へ/

13 Papmo demoleus ｊ り ｊ

14 ?．demolion ｊ り

15 j).jorbesi り

16 P、helemjs り り ｊ ｊ

17 P.iswarQ ｊ ｊ

18 P、iswaroi山s り

19 7).尨Z7M ｊ ｊ

20 ?．房e堺刀θz7 り ｊ 々 ｊ

21 j).nephelus ｊ ｊ ｊ

22 P.p�imal･us り り

23 P･ paris り

24 7).?θ6ﾉZG り ･ヽj

25 Trogonopterabrookiana り り ｊ り

26 Troidesamphryss マ り ｊ り

27 T.helena ｊ

Totalnumber ofspecies 27 10 ７ 14

＊Natural Reserve.

-

151 －



Discussion 2. Seasonal nuctuations in numbers).lt should be noted that 2 Protected 印ecies， 77ro卯ｎ卯tera

ゎrookiαna and rroid6 αmがlrμus were collected at all study sites andone rnoreProtected sPecies，

rro�es llelenαwas also distributed at Harau.

2.SeasonaHluctuation in numbers

　　　Figures2“4 show the seasonal changes in adult numbers. j).ねelenusandl).mey?lnon weredominant

at allstudy sites.j).n印陥lus and Tr昭onopteraわrooλ:沁naatsitelatHarau，Pα油lio坦aαΓistoZo油沁eand

7.＆o哉一na at sitell at Harau， and P･ p(㈲tes at Padang have been collected constantly during g months.

Among 3 study sites，higher sPecies richness and larger number of individualsvvereobserved constantly

at sitel, Harau (Fig. 5).ln contrast with frequent occurrence of Aristolochiaceae at Harau，we did not find

any Plants of Aristolochiaceae in the study site at Padang. Further， the number of flowering Plants was

also smaller in Padang. Thus， the lower sPecies richnessof butterfliesin Padang seems to reflect a lower

occurrenceof Aristolochiaceae and smaller number of flowering Plants there.

3.Host plant utilization in the field and food plant acceptance under laboratory condition

　　　Table 2 shows the host Plants of 15 butterfly sPecies obser゛ed at Harau･ Padang， and Panti.　9

Pαpilio species utilized 7 Plants of Rutaceae， 2Gr叩11il4msPecies fed on l Lauraceae and l Anoniceae，

and the remaining 4 spedes dePended on j1ristoloc111 jbljeolatαin the field.Results of laboratory rearing

showed that firstinstar larvae of j)αpiliodemoleus,F.mgmnon,j).n叩一lus,j).polgtes and j).㎞rna grew

to adults successfully on Rutaceae as well as thoseof 7'rogonapterα17rooiiana andj)αdlilioptα

aristolodliαe on Aristolochiaceae (Table 3).

4.Mating and Oviposition

　　　SurvivorshiP and fertilityschedules ofR2pilio＆moleljs and j).pol!μs are shown in Fig. 6.Since 2

P.＆謂aleus females and 3 J).pol!μes femaleslAyerekilled by geckos in the small field cage, both longe゛ity

and fertilityof the 2 sPedesareunderestimated.For the first week after eclosion when most of females

were stillalive,P.polgts females lajd moreeggsthanthoseof P. demoleus did (Fig. 6).

　　　Table 4 summarizes mating and oviposition behavior ofJP.demolezjs and j).pal!μs.Mating lasted

for l to 2 hours in JP.demolgus and about l hour in ？. pol!μes.Females ofJP.demoleus and j).polμs

began to mate l and 2 day(s)after eclosion， respectively， and oviposition started 2 and 3 days after

edosion, respectively. Females of j).demolezjs laid eggs mainly in the moming, although the peaks of the

oviposition activity were different among 3 females; 9:00-10:00 in N0. 1 female， 10:00-11:00 in N0. 2 and

11:00‘12:00 in No. 4 (Fig. 7)．Ｐ.demolsus females laid about 70％of eggs at the underside of Citrus

aunzrlt涵liαleaves(Fig.8),and most eggs (84％)were laid less lhan 75 cm from the ground (Fig.9).

5.Developmental times of immature stages

　　　Table5 shows the duration of successiveimmature stages of 8 sPecies.The totaldeveloPmental time

(from eggs to adult eclosion)was the shortestin j)即ぶo面moleus(29.2 days)and the longest in 7yo�es

amが1rWus(70.3 days).Total develoPmental times of 5 PaがZio sPecieswere shorter(ranging from 29.2to

49.4 days)thanthoseofj)αdzZf印昨Tro�es and T明即19terα(56.7-70.3 days).

-
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Papiliohelenus
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Table 2 Host Plants oH5 PaPilionid butterfliesat Harau, Padang and Panti.

NO. Butternies 　　　　　Host plant

Species　　　　　　　　Family

　　　Observation sites

Harau　　PadanR　Panti

１ ｊひ卯加刀祓Γαη∂x Ａｐａｍａ ｃｏｒｙｍｂｏｓａ
Afistolochiaceae ＊

２ Gr卯hium sarpedon Ｃｉｎｎａｍｏｍｕｍ ｂｕｒｍａｎｎｉ Lauraceae ＊ ＊

３ Ｇ．収ａｍｅｍｎｏｎ j777?∂誂n?7zびjcαた7 Annonaceae
＊ ＊

４ Pachliopta ar�olochiae Aristolochia粕veolata Aristolochiaceae ＊ ＊

５ Ｐ卯山o demoleus

Citrus sinensis

C.aurannjolia

Ｃ．ａｍｂりcarpa

C.microcarpa

C、hystrix

Rutaceae

Rutaceae

Rutaceae

Rutaceae

Rutaceae

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

６ P.demolio?1 Evodia mal卯ａｎａ Rutaceae ＊ ＊

フ 戸．helemls ClaMsena excavata Rutaceae ＊ ＊

８ P.kar?la Evodia mal卿ana Rutaceae ＊

９ 戸.7?797?777()7?

Citrus sinensis

C.aurantiyolia

C、amblycarpa

C.microcarPa

C、hystrix

Rutaceae

Rutaceae

Rutaceae

Rutaceae

Rutaceae

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

10 戸．neDhelus C、aurantげｂｈａ

Clausena excavata

Rutaceae

Rutaceae

＊

＊

＊

＊

１１ P.palinurus Evodia mal卿ana Rutaceae ＊

12 P、paris £．ｍａｌ卯ａｎａ Rutaceae ＊

13 戸･即/声s

Citrt4ssinensis

C.aurantiyolia

C.amblycarpa

C.microcarPa

Ｃ．妙拍心

Clausena excavata

Rutaceae

Rutaceae

Rutaceae

Rutaceae

Rutaceae

Rutaceae

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

14 Tro又on卯tera brookiana ｊ,･所･/･湧治かｗ必7£α Aristolochiaceae ＊

15 Troides amphrys14s A.fi)veolalQ Aristolochiaceae ＊

Table 3 Seven PaPilionid sPecies reared to adult under laboratory conditions.

NO Butternies 　　　Food plant
Species　　　　　　　Family

　Origins of eggs

Harau　　Padang

Ｉ Ｐ卯山odemoleus Ｃ洽心a,･α,7rj/a/治 Rutaceae ＊

２ 7).z?7e7?7??り?7 Ｃ．ａｕｒ皿t面ha Rutaceae ＊

３ ?.nephelus C.auranlifblia Rutaceae ＊

４ P.polyles C.sine?lsis

C.aurQnlifolia

Rutaceae

Rutaceae

＊

＊

５ P.㎞rna £y()請αz77α/αW7z拉 Rutaceae ＊

６ Tro只onopterabrookiana Aristolochiafbveolata Aristolochiaceae ＊

７ Pachnopta aristolochiae A.fbveolata Aristolochiaceae ＊

-
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Table 4 Summary of the mating and the ovipositionof Rzpilio demoleljs and JI.μ)1!μs.

Bulterflies

Code fbr pair

c
P
U
t

JP. polyles

　　l

e
P
n

9

Age(days)at lst

oviposition

＝ ミ ＝ ミ ミ ー ＝ ＝ ～ ･

Longevity

　(days)

　F/M‘

＝ － ＝ ～ ＝ ～ ～

Fertility

6
2
″
｀

６
４

r
n

M

Mating

duration

58 min.

69 min.

Hgmin.

110 min，

64 min.

71 min.

40 min.

58 min.

Papiljodemoleus

　　　１

mating F/M‘

l /1

3/3

2/2

3/2

6/3

2/3

156

441

316

38

Ｗ － ㎜ Ｗ － － － －

　6*/4*

　8*/5*

16 /14 ＊

20/18＊

　8*/3＊

29*/15＊

14*/8*

　22/

－158 －

｀
’
４
４
４
り
ー

r
U
D
O

r
n

＊death by predation of gecko.female/male.

Table 5 Duration of successiveimmature stages(in days)of 8 sPecies of PaPilionidae.

No.
Butt9rflies
Foodp】anls

Duratlonlindavsl

ERR LI L2 L3 I.4 L5 L6 Prepllpa Pupa Total

lnlaboralory
ｌ

P叩l･ｈｏｋａ｡ａ

Ｅｖｏｄｉａ ｍａｌａｖａｎａ

5､1810.39a

(5･6)♭(nりO)

3.8210.53

(3-4xn=】7)

459t().71

(4･6)(n司7〕

5.19ニ0.98

(3-7)(n=16)

5.07こ0.70

(5-7)(n=151

9,13＋0.74

(8-10)(n=15)

l.0010.00

(n(n＝15)

14.27ニ046

14-15yn=15

　49.40七1

(48･53)(n＝

２

５）

２

P叩山opolytξs

C/alljalaeχぐα1りla

4､00こ()闇

C4)(n＝10)

2.9010.32

(2-3)(n=10)

3.00to

(3)(n=10)

2.56！o､53

C2･3)(n=9)

2.781()､44

(2,3)(n=9)

6､Hこ0.78

f5･8)(n=8)

1.00！0,00

　（ぼn-7）

12､00！058

(ll･13)(n=7)

34.57こ口3

(33･36)(n=7)

P叩l･h。P�yles

Ci･trusSlneれSII･J

4.00！0.00

　(4)(n=9)

2.56tO､53

((2-3)(n=9)

2､5610.53

(2･3)(n㎡})

2､22！0､44

(2-3)(n･9)

2.89t0.78

(2･4)(n=9)

5.62！1.06

(5-8)(n･8)

I.00こ0.00

　(1)(n4)

11.38！0.74

(ll･13(n=8)

32.0011,85

(30･35xn=8)

３ F9山゛Ｑ同m月Qa

C,lr,1・aΓαM,ybl･a

5.00九〇.00

(5)(n=16)

4.00tO､63

(3･5)(n哨6)

2.63！0.62

(2-4xn司６)

3.31t0.79
(2･5xn月6)

4､63t0.81
(3-6xn=16)

6.ﾜ5tl.34

(4-10)(n=16

l.00t.000

(1)(n判6)

14､0610､68

13-15)(n＝16

41.38t2.22
(37.47yn月6)

４ j)叩山･ｏ心斑a/guj

Gzru5a･Jlf/b/,a

3,0010.00

〔3xn=ln

2.5510.52
(2-3xn=ln

l.73リ).47

(l-21(n＝目)

2,00こ0.00

(2)(nり1)

2,09！0.30

(2-3)(n=l】)

4.64fO､67

（4-5xn=H）

l.00＋0.00

rぽn＝ln

12､18こ0.60

n-13xn=11

　29.18t075
（28-30Mn=H）

５ P叩山onephe

Ｃ洽ｕｊａ,Γα,１１

趾j

/bl･α

4.00こ0.00

(4)(nり9)

2､37t0.50

(2-3)(n=19)

2.74t0.43

(2-3)(n=19)
2､84t0,37
(2-3xn=19)

4､71！0.47

C4,5xn=17）

7,08土108

(5-9)(n=12)

l.00・(

(1)(n=

00

2）

14.00t0.00

　(14)(n＝ll

41.00立0.00

　（4Ixn司）

６ 戸αcゐ/沁戸laarfμ�ac肩af

jμz堺acory同ゐＱｊａ

5.71t0,85
(4-7xn=17)

4.59こ0.62

(3,5xn判7)

4.8810.72

(4-61(n=161

4､40て､o､63

(3-5xna15)

5､8010.77

(5-7){n=】5)
6.33ｺ11､23
(5･9xn月5)

9.07tl,53

(ﾌｰ12}{IF15)

2.00！0.00

(2)(n＝15)

17.00！0､75

16,18)(n＝15

　59.53t3､33

(54-62)(n＝15)

７ 脊θ1･desamPhry3lts

j4jlりja＆jlarQveolala

8.00！0.00

　(8yn=乃

4.00t0.63

(3-5)(n=6)

4.67t0.52

(4･5)(n=6)

4､67t0.82

(4･6)(n=6)

8.50！0.58

(8･9)(n-5)

10,25！0,50

rlO,ln(n=5)

2.00粂0.00

　(2)(n=3j

28.00tl.00

(27･29)(n=3)

70.33申.2.08

(68-72xn=3)

８ Ｔｒｏｇｏｎｏｐｔｅｒａ ｂｒｏｏｋｉａｎａ

jrlljl�o油1･ａ帛りeolala

7.00土0.00

(7)(n=10)

2.9010.74
(2.4xn判０)

3.90！().57

(3-5)(n･10)

4､30t0.48

(4-5xn=10)

5,0t0.53

(4-6)(11=10)

7.10t0,32

(7.9)(n=10)

200？0.00

(2)(･F10)

23,67こl,00

(23-26)(n=9)

56,67?､l､00

(54,61)(n=9)

lnneldcalﾐe
１ P叩l･ｈｏｄｅｍｏｌａｓ

GIrujar・Mf/b/沁

4.00t0.00

　(4xn=9)

3.33tl,12

(2,6)(n=9)

2.56tO､73

(2-4)(n=9)

233t050

(2･3)(n=9)

3,76＋0.20

(2-5)(n=9)

4.67ご1.5()

(3-ﾌ)(n功)

1.0010.00

　n)(11'9)

12.75t0.50

(12-13)(n-4)

33.25！3.30
(28-37xn哨)

aAverage土SD，b Range oleach lmmature stage，c Number oflncSvldualsexamlned、
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6.Parasites

　　　About 10 individuals of OoencFtus papilia㎡s(Encyrtidae)emerged from eggs ofJPapiliodemolion

and 5 from j).＆?moleus and P. μ)1!μs，resPectivelyat the laboratory. 15 individuals of J)tgmmαlus sP.

(Pteromalidae)apPeared from 3 j).demolion puPae. ln addition to the laboratory study， we also

observed 2 unidentified parasitic wasp speeies: one (l mm in body length)approaching eggs of

j).demaliorl,P.demolgus,andJP.polgtes and the other(2mm)attacking pupae of R demolion.

Concluding Remarks

　　　Because of their aesthetic beauty， swallowtail butterflies (PaPilionidae)have been collected and

studied for centuries(Conins and Smith 1995).　A total of 573 sPecies of swallowtail butterflies exist

worldwide and lndonesia has the richest swallowtail fauna (121 sPecies)in the world (Collins and Smith

1995).However，habitat destruction by notorious fires in 1997 and oil Palm Plantation have been the

largest threats to biological diversity in lndonesia. Under such circumstances･ faunal surveys of butterflies

in West Sumatra (Salmah et al.1996バ997; Dahelmi and Salmah 2001)，WestJawa(Ubaidmah d �.1998)，

South Sulawesi (Amird�.1993)and CentraI Kalimantan (SitomPuldα/.1993)offered the data of sPecies

richnessof butternies induding PaPilionidae and became the firststeP of the conservation biology in

lndonesia. Byaccun1111ating this kind of data, ゛ecanevaluate the value of conservationareas andchoose

hot sPots for Protectioll ill thenearfuture. The Present ecological study will also contribute to the

conservation of PaPilionid butterflies because informationonhost Plants， mating and oviPosition

behaviors，longevity and fertilityschedules, develoPmental times of immature stages of PaPilionidae has

been veryscarce and fragmental in lndonesia (Dahelmi 2000; Goh 1994; Matsuka 2001; Parsons1995)，and

becausethese ecological data ｀゛illbe vital to the Programs for breeding endangered sPecies. Furthel^，

reexamination of survivorshiP and fertilityschedules of j).面隋oleus and j).poZpt6 without the effect of

geckos and observations of mating and oviPosition behaviors of Protected sPecies are also needed in the

future.
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第12期プロ・ナトゥーラ・フフンド助成成果報告書（2003）

要　約

スマトラ西部州（インドネシア）における

　　　アゲハチョウ類の生活史と生態

ダヘル

　2001年12月から2002年11月まで、インドネシア

スマトラ西部州のPadang(アンダラス大学演習林)

と３ヵ所の自然保護地(Lembah Harau、 Rimbo

Panti､Batang Palupuh)において、保全に役立つ

基礎情報として、アゲハチョウ類の種類組成、成

虫個体数の季節変動、寄主植物、交尾・産卵行動、

卵から羽化までの発育日数、寄生蜂について調査

した。

　その結果、(1)合計27種、うちPal)mo属12種、

Gy吋ki襲祖属8種、7'r詞＆s属2種、その他の属

(ぷ抑顛α､zarα､£a､卵Γθ♪lmz､Maz�n4sα､Rz油沁

卯zα､7如gnaμgαの各属)5種を記録した。(2)

Harauでは、2種の優占種(P副)mo hele7ほsand

Rs･凹z四)とP.・e仙elus、Packliol)ta ayistolockiae、

乃･哩凹卯ａｇゐりθ肩αｕが9ヶ月間常にみられ、

Pandangでは上記の優占種とμ抑1声sが9ヶ月間常

に見られた。(3)野外での食草として、Pa回io９

゛
ベ

種はRutaceae（ミカン科）7種、Ｇｇ顛izs2種は

Lauraceae（クスノキ科）1種とAnonaeceae（バン

レイシ科）1種、その他の4種（Aty･pka｡a､･a、

Packiliol)ta、Tyoides、T?ogoltoμ･!yaの各属）は

Ayistolochiafoむeolata（Aristolochiaceae､ウマノス

ズクサ科）を記録した。（4）P叫)mo demolettsと

P.1)olytgsは、羽化後それぞれ1日と２日に交尾を始

め、２日目、３日目に産卵を開始した。（5）室内飼

育による卵から羽化までの発育日数は、Pal)mo属

5種では29.2～49.4日であり、八ｇ漬卵1α、7知i･治、

7同戸剱而Γα属の種（56.7～70.3日）よりも短かっ

た。（６）寄生蜂として、P.de鵬olio11、P.面。､/as、

μ夕嶮洽の卵から0－zり�z､sμμ必7画（Encyrtidae）

を、また7）.demolio筒の蝸から7）z｡､･a・αlz､s印｡

（Pteromandae）を記録した。

　　　　　　　　　　　　　　（推薦者：中村浩二）
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Further effortsfor establishingDNA bank of mammalianand bird faunae

lntroduction

Sri Sulandari 1），Maharadatunkamsil），M.Syamsu1 Arifin Zeinl）

　　　lndonesia is rich in diversity of faunasPecies. lt has 1,539 sPecies of birds or 17％of the total number

of birds in the world (Andrew 1992)and 681 sPecies of mammals or 12％of the world's mammals

(Suyanto etαZ.1998).These biological resources are not only imPortant forlndonesia but it has become an

intemational concem since they may have unknown imPortant genetic materials. lronically lndonesia has

the largest number of threatened sPecies on birds and mammals (2000 1UCN Red List of Threatened

sPecies)･Extiction of the threatened sPecies should beavoided because there is sti11 1ack of genetic

informationonthose sPecies. This is also to Prevent the disaPPearance of imPortant genes in the sPecies

that may be valuable for the future use. Major efforts to Preserve biological diversi昨in lndonesiaare

underway through 治-s価4 conservation， collection of living organisms as maintained inzoological parks

and theanlassing and docunlentation of museum sPecimen. However， relatively littleeffort has been

made to collectand document DNA materials as genetic resources｡

　　　Under Pro Natura Fund， establishment of DNA bank on mammals and birds has been started in

Zoologica1 Division, Research Center for Biology゛ LIPl since 1999. During firstyear of this Project, 4.9％of

the total mammals and 5.8％of the total birds in lndonesia are available in the form of DNA at the genetic

laboratory. Eventhough the number of collected DNA samPles under Pro Natura Fund (1999-2000)are

relatively stilHow， but the DNA collection has great value since many Protected-， endangered- and/or

endemic'sPecies either on mammals or birds have succesfully been collected in the study (Sulandari et α1.

2000).For e)(21111Ple･DNA samPles from 31'Protected °ammal sPecies have been collected. lt is imPortant

to have samples from thosesPecies which are limited in number. POPulation of the sPecies in their habitat

is also gradually decreased. At the moment there are stilla lot more of DNA samPles from other sPesies

need to be collected for DNA Bank. Thereforejurther efforts for establishing DNA Bank of mammal and

bird need to be continued and designed in this study.

Methodology of research

　　　Two activitieswere conducted in thisstudy. The firstactivitywas to collectsamPle and the second

activitywas to extractgenomic DNA in laboratory･

Effort to get entrance permission:

　　　Eventhough samPles from endangered, endemic or Protected animalsarefocussed to be collectedin

thisstudy (because number of those animalsarelimited and tends to decrease on theirnatural habitat)，

but other animal sPecies was also collected.T11ose animals (endangered，endemic or Protected animals)

are Partly kePt in caPtive breeding sitesas an ex-situconservation induding in lndonesian SafariPark，

I）Divisionof Zoology Research Center for Biology lndonesian lnstituteof Sdences
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bird Park orzoo.Those are rnanaged by either govemment or Private organization. 0thers are stillin their

natural habitat and Protected under govemment's regulation｡

　　　ln most cases･ a Procedure to get samPle of those animals from caPtive breeders is required. An

omdal letter signed by head of Research Center for Biology-LIPl is delivered to every caPtive breeder or

nationaI Park. A short ProPosal describing PurPose of this study is also attached to the letteらat the first

Term(November 2001- APri1 2002, Table 1)a letter was sent to: 1. Bird Park (TMIljakarta)，2.Hartono's

Bird Trader (Jakarta)，3. Hardi's Bird Trader (Jakarta)，4. Monkey Trader (Jakarta)，5. Tarsier Trader

(Cinangka，Sawangan，DePok)，and deer caPtive breeder (Jonggol，WestJava)，At the second Term (May

2002 “ October 2002･ Table 2)･a letter consisted of an officialletter and a short ProPosal were sent to:

Senlarang Zoo (Sernarang， CentraI Java)，Gembira Loka Zoo (Yogyakarta， CentraI Java)，Surabaya Zoo

(Surabaya,EastJava),Bandung Zoo (Bandung,WestJava),Bali Bird Trader (P.T, Anak Burung TroPikana，

Ba原Baji Zoo Park (Bali).ResPonse's letter from caPtive breeder was usually obtained after 20 －40 days. lt

wasatilne-consurning Procedure for entl2lnce Permissioll to the caPti゛e breeding sites.SamPles were also

collected from their natural habitat (collservation area)in this studyjncluding Cibodas Botanical Garden

(Cibodas，WestJava)，PangandaranNature Reserve(Pangandaran， West Java)，Raya Forest Park 'Raden

Soeryo'(EastJava)，Purwodadi Botanical Garden (Purwodadi，EastJava)，and Bali BotanicaI Garden

(Bedugu1･ Bali)･ln this case･ a resPonse' letter was obtained after 14 days.

COIlection of Samples

　　　After a letter of entrance Permissionvvasobtained，collection of materiaI DNAlvas conducted.

SamPlesvverecollected in the form of blood， tissuejiver,shed feathers,hair-root,saliva/rnucosa ordry

skin sPedmen. lncaseof died animals， samPleswereobtained from tissue and liver while blood， shed

feathers，hair root or sali゛awere obtained from living animals･ Total ゛olume of blood was taken 0.05－

0.10 ml from individual of bird　and 0.10－5.0 ml from individual of mammal. lf collection of blood was

technically difficult，shed feather，hair root or saliva was collected. While samPle was taken from each

bird/mammal,the PhotograPh's animal was also taken｡

　　　After coHecting samPles， each samPle was Preserved with 96％of ethanol absolute in a 1.5ml of

ePPendorf tube and kePt in freezer. These collected samPlesxvereready for further Processing in

laboratory genetic.

Extraction　and concentration of DNA:

　　　This activity was done in genetidaboratory, zoological division, Research Center for Biology －LIPI，

Cibinong －lndonesia. Total genomic DNAs of blood， tissuejiver or saliva was extracted using a standard

Protocol(Sambrook et aZ. 1989).Total genomic DNAs of shed feathers or hair root was extracted using

ISOHairKit(NiPpon Gene, Made in JaPan)。

　　　A1l extracted samPles were subjected to measuremQnts of DNAconcentration.lt is imPortant to

quantify DNA molecules obtained for further analysis. There are two methods that are widely used to

measure the amount of nucleic acid in PreParations (Sambrook et αZ.1989).ln this study， theanlount of

nucleic acid was measured using a sPectroPhotometer (Beckman DU 650，Made in USA)based on the

amount of ultraviolet irradiation absorbed by the bases and also was estimated from the intensity of

－164 －



fluorescenceemitted by ethidium bromide.

　　　The sPectroPhotometric reading ofOptical Density (OD)was taken at wavelength of 260 and 280

nanorneter(nm).The ratiobetween thereadings at 260 nm (OD26o)and280nm(OD28o)gives a measure of

the Purity of the DNA samPle, with Pure DNA having a ratioof 1･8.The OD 260 allows calculationof the

concentrati6n of nucleic acid in the samPle. An OD oocorresPonds to aPProximately 50 (μg/ml for

double stranded and 40 (μg/ml forsingle stranded DNA or RNA (Sambrook et�.1989).

　　　Conversion of OD26o into a concentration unit(μg/mlorng/μ0:

　　　Concentration(μg/ml)＝OD26o x50 × 50 μg/ml

　　　where: A26o＝value of OD260

　　　50＝a dilutionfador

　　　50ニvalue equivalent to l of OD260

Results

　　　As shown in the schedule of acti゛ity (see Methodology)，effort to collect samPlesxvasslightly

delayed due to unexPected Problems such as recent flooding in most areas in lndonesia as well as long-big

holidays during Decembelr 2001 (Table l).We also organized workshoP on ¨APPlication molecular genetic

on biological sciences¨on July 15-24，2002 at the Laboratory of Genetic， Division of Zoology-LIPI. So，a

schedule of collection samPle was disturbed during June-July 2002 because vve vverevery busy for

workshoP's PreParation･ However･ collection of samPles conducted under this year Project is weII

accunlulated and documented. Results of this study, Term l (November 2001 －APri1 2002)and Term II

(May 2002 －October 2002)were Presented into 2 Parts, collection of bird and mammal samPles. Because

of limited time･ extraction of these collected materiaI DNA have not been finished yet.

(1)Sample Collection of birds

　　　Material DNA of bird (Term 1)which obtained from Hartono's bird trader，Cibodas Botanical

Garden and Pngandaran Reserve Forest (WestJava)areshown in Tables 3, 4 and 5. 184 DNA material

samPles of birds (from Term 1)were dePosited in DNA Bank at Zoological Division. 50 samPles which

consisted oH8 sPedes(6 families)were collected from Cibodas BotanicaI Garden (See in Table 3 )，76

samPles which consisted of 18 sPecies (3 families)were collected from Hartono's bird trader (SeeinTable

4)and 58 samPles which consisted oHO sPecies (6 families)xverecollected from Pangandaran Reserve

Forest(See in Table 5)｡

　　　MateriaI DNA of bird (Term 2)which obtained from Senlarang Zoo， Bird Market (Ngasem，

Yogyakarta)，Gembira Loka Zoo (Yogyakarta，CentraI Java).Surabaya Zoo (EastJava)，Bandung Zoo

(WestJava)，Raya Forest Park 'Raden Soerjo' (East Java)，Bali Bird Trader， Purwodadi Botanical Garden

(EastJava)，Bali Zoo Park and Bali Botanical Garden (Bedugu1， Bali)are shown in TableＳ６，７，8,9，10，11，

12，13，14 and 15，resPectively. 189 DNA material samPles of birds (from Term 2)werealso dePosited in

DNA Bank at ZoologicaI Division. 21 samPles which consisted of 14 sPecies (6 families)were collected

from Senlarang Zoo (Table 6)，15 samPles which consisted of 12 sPecies (n families)vverecollected from

Bird Market 'Ngase�，Yogyakarta(Table 7)，3 samPles which consisted of 2 sPecies (1 family)were

collected from Gembira Loka Zoo， (Table 8)･27 samPles which consisted of 16 sPecies (9 families)were
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collected from Surabaya Zoo (Table 9)，34 samPles which consisted of 21 sPecies (11 families)were

collected from Bandung Zoo (Table 10)，32 samPles which consisted of 12 sPecies (8 families)were

consisted of Raya Forest Park 'Raden Soerjo' (Table 11)，23 samPles which consisted of 21 sPecies (1

family)were collected from Bali Bird Trader (Table 12),3 samPles which consisted of 2 sPedes (2 families)

vverecollected from Purwodadi Botanical Garden (Table 13)，5 samPles which consisted of 5 sPecies (4

families)were collected from Bali Zoo Park (Table 14)and 16 samPles which consisted oHO sPecies (6

families)were collected from Bali Botanical Garden.

　　　There are totally 33 endemic birds sPecies obtained in this study (Terms l and 2)，including

Stαc/1ｼﾞrむmelanotllorαx，λet7lopｼﾞgαeximiα，Pｼﾞｃｎｏｎｏｔｕｓわimαc�αtus，C訥diぷum diαnα，E�curus

tjelαtus，0tusわrooki，Eosわorneo，£orius gαΓΓ�us，Cαcαtuαs�pl?ureα，Cねalcopsittαatra，A/fegαZaima

jαpensis，j)αpo muticus，？ro＆)scigerαterrimus，GaZlusひαΓius，£ondlurαleua)gαstro�6，ZesteTops

clzloris,Pri�a/αmiliαΓis,Spizαetus＆zrtelsi,£eucopsar rotねgildi,Cacαtuαgoがi�,Centmpus n緬rorzがt4s，

Cαaztua moluccensis,£umｼﾞαs indなo，Pericrocotus mi�αtus，Cαaztuαα1わa，Psitωc�irostns sα1ぴαdorii，

rridloglossus ornatus，Eos reticuZαta，E.匈uamata，£oric�us st泌mαtus，77ridloがossusμαpopiridis，

ylprosmictus jon9�ZZaceus,and£)icaeum trodlileum．

　　　According to lndonesian law･ Protected sPecies birds found in this study areﾒ１ｎ７ｄｌｎｏびlerα

lonがrostrα，Stαdlジris meZαnotllorax，ylet/2oppgαeximia，jlcedo me�ntin＆MegαZaima徊むensis，

たtinαetus mα1αｼﾞensis,Cαcαtuαg�eritα，j)れ)＆)g4eΓαterrimus,Pαpo muticus,j)ele(Mnus coれ印ic沼αtus，

£eptoptilos jαひα�cus,召αliaeetus Zeucogαster，Cico�αepiscopus，SpiZor�sdleelα，R11φidura徊ひa�ca，

jvectαΓiαjug�αΓis,Spizαetus＆zrtelsi,たtinαetusmalapens泌£eucopsαΓΓoぴlgiZdi,Cαszjarius casuarius，

Sがzaetusdlirratus，召aZiαstur indus， jnび1Γαcoceros conpexus，ylceros suわruμcollis,jrdeαpurpureα，

MFteria cinenMμVectari�a印eΓαtα，CαcαtuαsuZpllureα，and Spizαetus cirrllatus.

　　　A1I Parrot birds (Psittacidae family)which collected in this Part of study， for examPle in Tables 4

and 12)，Pα回muticus(Table 6)，朽tta卯萌7n(Table 5)，ylceros u��αtus，.4ceros s油nφcol治and

Ant11racoceros conlﾉexus(Table 10)，are dassified in CITES APPendix 2. SamPles from bird which

dassified in CITES APPendix l werealso obtainedjnduding Cαcαtua卯訳�,ProわひscなeΓαte�mus,and

£euc叩祠ｒｎボlgiZdi.

　　　There are4 number of samPles in Table 4: (HR-71，HR-72，HR-73，HR-74)and l samPle in Table 5

(Pd.38)which being confirmed for their sPecies identification at omithological laboratory. Systematics

arrangement for collection samPles of bird follows Andrew (1992)and MacKinnon etαZ.(1992)･

(2)Sample COIlection of mammals

　　　UP to now， a resPonse's letter from the monkey traders (Jakarta)and deer caPtive breeder (Jonggo1)

has not been received， data collection samPles from the 2 locationsxへ/erefailed to be Presented in this

study｡

　　　lt is Presented in Table 16，there areg sPecies of mammals (63 samPles)collected from Cibodas

Botanica1 Garden (WestJava).There are 3 sPecies of rats (MaxomｼﾞsbαΓtelsii，Rαttus tiomα�cus and

£eoμ)ldα謂脚saわαnus)，4 sPecies of bats (j吋lzaZ叩s alecto， CMronαx z?lelαnocep11αZus，Cｼﾞ?lopterus

＆ac佃�s and Mαmﾎﾞossus面ｎ面us)，l sPecies of Sciuridae family (Lar汝uHn絢面s)and l sPecies

fromcamivoragrouP(jjerpestesμぴαnias).Most of Cibodas samPles (Table 16)are not Protected sPecies.
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From thisstudy (Table 16)jt was obtained only l Protected sPecies by lndonesian govemment (Lariscus

in絢面s)and l sPecies which listedin CITES APPendix 3 (Herpest6徊ぴa�cus).Another sPecies of

camivoragrouP(稿むerric�αirldial)was actually caught in the net・but the animal was released before

taking of blood samPle. However, a PhotograPh of the animal was takenasaProo£

　　　6samples of 7izrsius印ectrum(CITES APPendix 2 and Protected sPecies)are obtained from Tarsius

Breeder(Table 17)in Cinangka (Sawangan，DePok).0nly l sPecies (Υα�us spectrum)is kePt in the

tarsiuscaPtivebreeding.

　　　ltis seen in Table 18バ3 sPecies of mammals from 6 families(n4 samPles)xverecollected from

PangandaranReserve Forest (WestJava).0nly l Protected sPecies (Es�xjα回nica)was found in this

survey and the other 113 samPles were not Protected sPecies and classifiedin non CITES (Table 18).There

are 3 sPecies of rats (Maxo謂μsuriμ?r，沢αttus治)mα�cus，R.tαnezumi)，5 sPecies of fruit'bats

(沢ousettus amplexicαudαtus，C!μlopterus sが?ｉｎｘ，Ｅｏｎ匹terisspelaea，Cｼﾞnopterus＆)rsμeZdi，C.

わΓα油即出)，1sPecies of Primata (Macαcαμscic�aris)，l species ofroundleaf-bat(丑ｼﾞ印osideros

lar凹tus)，2 sPecies of horseshoe-bats (幻1面)lo助us pusihs， R，司垣山)and l sPecies of porcuPine

(珀μ函幻αpa�ca).Fruit bat is the highest numbers of collectedsPecies from Pangandaran.

　　　ltwas obtained 10 sPedes of mammals from Bandung Zoo (WestJava)and allthe collectedsamPles

are Protected sPecies(Table 19).There are 5 sPecies(均μoわates昭i治,丑.moloclz，召･印ｎ面c匈lus,R)ngo

abelU,I)res&ｼﾞtacomαtα)thatare classifiedin CITES APPendix 1，and 2 sPecies(Mαcαcαnem6�na and

7知c胎pitねeasaurαtus)that are dassifiedin CITES APPendix 2.

　　　Table 20 show that allsamPles collectedfrom Sernarang Zoo, Gembira Loka Zoo and Surabaya Zoo

were Protected mammals sPecies.j)o昭o涌eZii(CITES APPendix 1)and Macαcαμzscicu�is(CITES

APPendix 2)wereobtained from Sernarang Zoo (See Table 20A).10 sPecies of Protected mammals (16

samPles)were from Gembira Loka Zoo (Table 20B)and 10 sPecies of Protected mammals (37 samPles)

were from Surabaya Zoo (Table 20C).SamPles of mammals from Gembira Loka Zooaredassified in

CITES APPendix 1 (EI印１１ａｓｍαｘｉｍｓ，ｇμｏわates sｼﾞ�αctｼﾞlusバVasαljs lαΓutus，j)凹go卯gmaeus)，

dassified in CITES APPendix 2 ﾘ)res佃山rul)icun面and 7yαc佃pitllecusαuratus)and classified in

GTES aPPendix 3 (Paguma larvata).lt isseenin Table 20C･ samPles of Protected mammals sPecies

obtained from Surabaya Zoo　are classified in CITES　APPendix l， includingAxisαxis，/1.λ:uMii，

召αわ卯ousal)α佃rusg,j句Zoわαtesαが治,丑.sｼﾞn＆zctｼﾞlus,j)rionαiZun4sbengalensis.The highest number of

DNA material collection are20 samPles from 20 individual of 召αbFousa&zbprussa.

　　　COIlection of mammal samPles to the original habitat (inJtu conservation area)are conducted at

the Raya Forest Park 'Raden Soerjo' (Table 21)，Purwodadi Botanica1 Garden (Table 22)and Bali Botanical

garden(Table 23B).lt is indicated that small mammals collectionjnduding chiroPtera, rodentia and small

camivora were mostly obtained from in'situ conservation area. 5 sPecies of mammals from 29 samPles

(ylet11αlopsαlecto，Mi�opterus sdlre治ersi， 7V沁ｉｐｅｎｔｅｒ／ｕｌｐｅｓｃｅｎｓ，ＲＭｎｏＺｏがｌｕｓｌｕｄｕｓ ａｎｄ

ｒπｚｄｌ印itllecusαΓαtus)were obtained from Raya Forest Park 'Raden So哺o'(See in Table 21).4 ofthe 5

sPecies are not Protected and classified innonCITES，and only 1 Protected sPecies obtained is

7知油!涵tllecusαΓαtus(CITES APPendix 2).3 sPecies (C卯叩terusbra(･卯t沁C. spllinx, C.t治α油efls)

were collected from Purwodadi Botanical Garden. A11 the collection are not Protected sPecies and non

CITES(Table 22).C卯叩terusbrαc佃otis is the highest number of mammals collection found in
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Purwodadi BotanicaIGarden.

　　　CollectionsamPles for mammals which conducted in Balifrom BaliZoo Park (Table 23A)and Bali

botanicaI Garden (Table 23B).0nly 3 sPecies(絢μoゎαtes昭i治，Ｍｕ肘iαasmzjnりaλ:，Mus�αnudφes)

obtained from BaliZoo Park (Table 23A).7 sPeciesof mammalsjnduding yle油�叩s alecな)，Cpn叩terljs

＆α油pot批C.印lz訥x,jV泌泌e酎eりepturus,RattMs ex�αns,沢11ino1911usαjﾐμｎ昿7yon匹terisroゎust�α

vverecollected from BaliBotanical Garden. The allsamPles collectedfrom Bali Botanical Gardenare not

Protected sPeciesand not dassifiedin CITES，

　　　Summary of aIIDNA materialof lndonesian mammals which collectedfor 2 years under Pro Natura

Fund is Presented in Table 24.

Djscussion

　　　Collection of materia1 DNA under Pro Natura Fondation (2001-2002)was conducted in two

locations，inJtu and ｅｘ,ｓｉｔｕｃonservation areas. As mentioned in the Table 3 －Table 23 show that total

number of conected samPles in this study (Terms l and 2)are 161 sPecies of birds and 52 sPedes of

mammals. 0f these･ 66 sPecies of birds and 18 sPecies of mammals were a1ready collected under Pro

Natura Fund (1999-2000).0ur bird DNA material collection is increased from 87 sPecies (Sulandari et�.

2000)to 182 sPecies (equal to 11.8 ％of totaHndonesian birds)while mamma1 DNA material collection is

increased from 33 sPecies (Sulandari et�.2000)to 67 sPedes (equal to 9,8 ％of a111ndonesian mammals

sPecies).

　　　The imPortant results from the collected samPles of bird induded 31 Protected sPecies and 33

endemic sPecies. The imPortant results from the collected samPles of mamma1 (See in Table 24)induded

31 Protected sPedes (equal to 23.8％of totaI Protected lndonesian mammals)and these consisted of 19

sPecies listed in CITES APPendix 1，9 sPecies listed in CITES APPendix 2 and 3 sPecies hsted in CITES

APPendix 3. From the data of our collection, small mammals (rats and bats)which mostly obtained in the

areaof in4tu conservation constituted the highest number of samPles collection for mammals， while

large mammals collection which usually obtained in the Zooareexotic sPedes since they are very rare，

Protectedけhreatened， endangered and/or listed in CITES APPendix， These arevaluable collections，

esPecially for endemic sPedesパs a big Potential to make collaborative research with foreign researcher

and also to Promote conservation of thesesPecies. 0f course， the number DNA collectionsofar has not

rePresented yet most lndonesian birds and mammals sPedes. Therefore,further extensive colledon need

to be conducted forincreasing of DNA materials collection.

　　　16 out oH8 birds sPecies obtained from Hartono's bird trader (see Table 3)and also collected

samPles from Bali Bird Trader， P.T. Anak Burung TroPikana (Table 12)are Parrots.　According to

Sulandari et aZ･(2000)･most collected samPles from Hardi's bird trader were also Parrots. This indicates

that Parrot bird is the largest number of sPedes in lndonesia to be exPorted abroad. ln addition lndonesia

is the secondcountry for Parrot exPorter in the world after Argentina (WCMC 1992)and 12％of the

world's Parrots is available in lndonesia. The Parrots forcornrnercial use as mentioned aboveareusually

obtained from natural habitat. Uncontrol exPloitation will make significant decrease in number of

POPulation of Parrot birds and wm lead to be threatened Parrot sPecies in lndonesia. Therefore，

lndonesian govemment Protects the parrots by law and most lndonesian Parrots are dassmed in GTES
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APPendix 2, meaning that 'exPort of this Parrot must be based onannualquota'.

　　　At the beginning of the Project, DNA material collection of mammals in this term of study have been

slowly conducted. Actually, some colledon sites deer caPtive breeder (Jonggol),monkey traders (Jakarta)，

Bird Park(TMIljakarta)，Hardils bird trader (Jakarta),Taman Margasatwa Raguna (Jakarta Zoojakarta)

have been Planned to be visited for samPle collection during　Period of January to APri1 2002，

Unfortunately， there was recent big flooding in most areas in Jakarta (January －February 2002)and

collection of DNA material on mammals for monkey and deer vveredelayed.Besides that，no definite

schedule has not been obtained from the owner of monkey traderand deer caPtive breeder (Jonggol)since

itis very difficultto contact them. UP to now, a resPonse's letter which from Bird Park (TMII),Jakarta Zoo

and Hardi's Bird trader has not been received. Possibly, thelre are no additional sPecies collection in Bird

Park(TMII)and Jakarta Zoo since last visitin 2000. 0n the other hand， collecting of some DNA materials

of lndonesian mammals， esPeciany tarsiervvas conducted successfully. Tarsier which Protected by

lndonesian Gove°ment and listed in CITES APPendi)(2 is only occurred in very limited range of

distribution(Sumatra,Kalimantan and Sulawesi).

　　　0ne week before we visited to Bali Zoo Parkμhe Zoo Park was just oPened for Public. The number

coHection of mammals and birds were not comPleted. Therefore， not many collected samPle obtained

from the Bali Zoo (Tables 12 and 23A).

　　　Since effort to establish DNA Bank has been carried out under Pro Natura Fund， other Positive

activities are acummulatively being gained. More andmore nevvDNA collection aredePosited，for

examPle DNA samPles of birds from Gunung Halimun NationaI Park in conjunction with Biodiversity

Conservation Project (BCP)JICA and RC for Biology-LIPl since 2000. 0ther Positive imPact of the Pro

Natura Project is that researchers in Di゛isioll of Zoology ｀゛ho has a conaborative study with other

overseas and domestic researcher donated his/her DNA samPle to be collected in the Division of Zoology.

　　　FOIlowing訥itiation of estabnshment of DNA Ballk under Pro Natura Fund, a ProPosal related to the

establishment of DNA Bank under financial suPPort from the Research Center for Biology is awarded. The

Project has been started in this year and the major activityin 2002 is to collect material for DNA collection

from wildlife(Flora,Fauna and Microbes)living in ujung Pandang (Celebes)jambi(Sumatera)and Dieng

Mountain Area (Centra1 Java).EXPectedly number of DNA collection at the ZoologicaI Division will be

accunlulated from time to time･ Availability of comPlete DNA samPles rePresenting lndonesian fauna will

make the Division Zoology as a center forDNA collection in lndonesia. This will be a very imPortant steP

for further genetic studies since the genetic resources Provide essential tool facilitatingsdentific research.

ln additionμhese DNA collection are believed to be more imPortant in the case of endemic， threatened

and/or endangered sPecies.

Conclusjon

　　　Activitiesunder thisPro Natura Fund enhanced the number of DNA collectionfrom varioussPedes

availablein lndonesia and accelerated the establishment of lndonesian DNA Database.This Project has

made significantcontribution to the develoPment of molecular genetic researchin animals in lndonesia.
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Recommendations

　　　There are otherrnorebenefits thatwe get from research grant of PRO NATURA FUND, for examPle:

　　　1.1mProvenlent of technicalskillon DNA technology for researcher in LIPl and other lnstitutions

　　　　through workshoP･

　　　2.Addition of facilityesPeciallyon laboratory instruments ・

　　　3.1mProvement on number of DNA research conducted in the laboratory

　　　4.Broadening network among researchers domestically and lntemationally･

　　　　At the end，we also try to design DNA database. From this exPerience we hoPe that we can

　　　　continue to get financialsuPPort annuany from Pro Natura Fund.
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Table l Schedule of sample collection(TERM-I)
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Table 2 Schedule of samPle collection(TERM-II)
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Table 3 COIlected bird samPles from Cibodas Botanica1 Garden.

　　　　(Coollector:Agus Kundarmasno･ MSA Zein･ Maharadatunkamsi, A. Saim)

NO Sample
No.

Colle�on

date

Species Family Englishname Distri

Bution*）
Form
sample

Status

１ CB-1 16-1･2002 Cyornjsunjcolor Muscicapidae Paleblue-nycatcher SKJ hepar

２ CB-2 16,1･2002 ,4Γαcゐ刑が1εΓa/c男glr∂∫ZΓα Nectariniidae Liule spiderhunter SKJ blood Proteeted

３ CB･3 16･1-2002 Rhynomyas onvacea MuscicaPidae Fulvous,chestedjnngle･

Flycatcher

SKJ blood

４ CB4 16-1･2002 硲卵lo町μ7ja/Mzcea Muscicapidae Fulvous-chestedjnngle･

Flycatcher

SKJ blood

５ CB-5 16･1-2002 itac恥rismelanothors Timamdae Crescent･chested Ｊ blood E、protected

６ CB･6 16-1-2002 Mcg丞1/αwslf渚al精i Muscicapldae LittlePied Flycatcher SKJCMT blood

７ CB-7 17-1-2002 Zootheraandromeda Tur(Udae SundaThrush SJT blood

８ CB-8 17･1,2002 01郷le叩UI Strigidac COIlaredscops owl SKJ blood

９ CB･9 17･1･2002 A＆/gacか7c/aj苧紬r/zj脚 Timaliidae Horsneld゛sbabler Ｊ blood

10 CB-10 17-】-2002 Flcedula kyperythra Muscicapidae Snowy-browed Flycatcher SKJCMT blood

ll CB-H 17-1･2002 Brac1!ypteryxleucoprys Turdidae L£ssershort wing SJT Hepar

12 CB-12 17･1-2002 刄妙以)吽47s必卿eeα Muscicapjdae Fulvos-chestedjnngle･

Flycatcher

SKJ Hepar

13 CB-13
17･1･2002 かachnolheralongiroslra Neはarinjidae Little spiderhunter SKJ blood Protected

14 CB-14 17-1-2002 j4rachnolheralo昨giroslra Nectariniidae Litt】espiderhunter SKJ blood Protect�

15 CB-15 17-1･2002 jelholyyga eximia Nectaliniidae White･nankedsunbird Ｊ blood E(Java)､Protected

16 CB,16 17-1･2002 Aetholyyga exim仙 Neaariniidae W11ite41anked sun bird Ｊ blood E(Java),Protected

17 CB･17 17-I･2002 j4rackothera long1roslra Nectariniidae Littlespiderhunter SKJ blood Protected

18 CB-18 17･1,2002 Malacocincla s印iarh4m Timaliidae Horsneld゛sbabler Ｊ blood － 　 　 　 ｄ

19 CB･19 17･I･2002 乃/ロ1㎝�z&ﾀみ£17耀c�α1附 Pycnonotidac Or即gc-spotted Bulbul SJ blood E(Java，Sumatera，

Bali)

20 CB,20 18-1･2002 Cinclidi14mdlana Turdidae Sunda Blue robin SJ blood E(Sumatenl.Java)

21 CB･2S 18･1･2002 りalひﾀﾌalぼゐ/摺αaj/αlw Pycnonotidae ○range-spoued Bulbul SJ Hepar E(Java，Sumatera，

Bali)

22 CB･22 18-1,2002 Cinclidium diana Turdidae Sunda Blue robin SJ blood E(Sumatera.Java)

23 CB-23 18-I･2002 j4rachnolheralongiroslra Nectaiiniidae Little spiderhunter SKJ blood Protected

24 CB･24 18-1･2002 jΓαご緬�加Γα/Qぺgかajf政2 Nectaliniid肋 Little spiderhunter SKJ blood Protected

25 CB-25 18-I,2002 Enicurt4svelalus Turdidae LjlsserForktail SJ blood E(Sunda,Java)
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Table 3 Continued

NO Sample
No.

Collection

date

Specjes Family Englishname Distri

Bution*）
Foml
sample

Statlls＊”）

26 CB,26 18-l･2002 Napothera epilePidota Timaliidae Eyed-browed wren･babier SKJ blood

27 CB-27 18-1-2002 Cyornisbaれyumas Muscicapidae Hillblue-nycatcher KJ blood

28 CB･28 18-1･2002 Rhynomyasolivacea Muscicapidae Fulvous･chestedjnngle-Flycatcher SKJ blood

29 CB-29 19-I,2002 Malacocincla sepiarium Timaliidae Horsneld's babler Ｊ blood
30 CB-30 19-1･2002 Araeknol㎏ra longirostra Nectariniidae Liule spiderhunler SKJ blood Protected

31 CB,31 19-I-2002 Åracknotheralongirostra Nectariniidae Little spiderhunter SKJ blood Protected

32 CB-32 19-I･2002 Årachnolheraloagirostra Nectariniidae Little spiderhunter SKJ blood Protected

33 CB-33 19-1･2002 j?ゐ泌∂摺yαぷ∂ljw7cea Muscicapidae Fulvous-chestedjnngle-Flycatdler SKJ blood

34 CB-34 19-1-2002 j?ゐ訥Q附yajoljvαcga Muscicapidae Fulvous･chestedjnngle,Flycatcher SKJ blood

35 CB･35 20･l-2002 Malacocincla sepiarium Timaliidae Horsneld's babler Ｊ biood

36 CB･36 20-1･2002 Rhynomyasolivacea Muscicapidae Fulvous-chestedjnngle-Flycatcher SKJ blood

37 CB,37 20-I･2002 A171accyc訥c紬ふ９1z哨μ71 Timaliidae Horsneld゛sbabler Ｊ blood

38 CB-38 20-|･2002 &z7cみyr£y脚e/aylひ1/iQrax Timaliidae Crescent-chesled Ｊ blood E、protected

39 CB-39 20-I,2002 Stachyrismelanothorax Timaliidae Crescent･chested Ｊ blood E,protected

40 ＣＢ-４０ 20･1-2002 Malacocincla sepiarium Timaliidae Horsneld's babler Ｊ blood

41 CB,41 21-l-2002 Rhyno爪yasoUvacea Muscicapidae Fulvous･chestedjnngle･Flycatcher SKJ blood

42 CB-42 21-I-2002 j?ゐyηQ吸yaふぴ/函1印α Muscicapidae Fulvous-chestedjnngle-Flycatcher SKJ blood

43 CB43 21-l-2002 Slachyrismelanothorax Timaliidae Crescent･chesled Ｊ blood E、protected

44 CB44 21･l-2002 Outbrokii Strigidae Ri幽scops･owl SJ blood E(Sunda
besar)

45 CB･45 21-|･2002 Stachyrismelanolhorax Timaliidae Crescent･chested Ｊ blood E，prolected

46 CB46 21-1-2002 Pteruthiusaenobarbus Timaliidae Chestnut-f¥ontedshrike-babler Ｊ blood

47 CB-47 21-1-2002 〃ゐyηQz71y心ｏ拓47cea Muscicapidae Fulvous-chestedjnngle-Flycatcher SKJ blood

48 CB48 21-1-2002 F趾�μ/α脚昭i訓dl’ Muscicapidae Mugimaki-Flycatcher SKJCMT blood

49 CB49 22-1-2002 jWalαcQc訥c/as9一池z扉 Timaliidae Horsneld's babler Ｊ blood

50 CB,50 22-I-2002 &a＆yr政謂e/αs∂盾∂rax Timaliidae Crescent-chesled Ｊ Hepar E、protected

゛)　　S:Sumatra; K:Kalimnt簡;J:Java;C:Celebes(Sulawesl);M:Moluccas;T:lndonesianNusaTenggara
●● ゛） E: Endemic; Protecled by lndonesia Law

Table 4 COIlected bird samPles from a Harton's bird trader(Jakarta)

NO Sample

No.

Collection

dale

Species Family Engli画name Distribution

゛）
FOrm
sample

Coll･clor＊*） Status＊＊）

Ｉ HR.I 5-3,2002 ｝lchoRlassushaemalodus Psillacidae Rainbow lory ＪＣＭＴＩ blood SS,SP,SH,AK,Z,M CITESApp,2
２ HR-2 5･3･2002 脊ichogiossus』emal�斑 Psittacidae Rainbow lory JCMTI blood SS､SP,SH,AK,Z,M CITESApp.2
3. HR-3 5,3,2002 Trlchoglossushaemalodus Psi吻cidae Rinbowlory JCMTI blood SS､SP,SH.AK乙Ｍ CITESApp.2
4. HR-4 5･3･2002 7yichttｐ://www.�us Psi吻cid配 Rainbowlory JCMTI blood SS､SP,SH,AK,Z,M CITESApp.2
5. HR-5 5･3･2002 7yichoglossushaemalodus Psi咄cdas Rainbowlory JCMTI blood SS､SP,SH､AK,Z､M CITESApp.2
6. HR.6 5･3･2002 7Mchoがossushaema�s Psittacidae Rainbowlory JCMT【 blood SS,SP,SH,AK,瓦Ｍ CITESA卯.2
ﾌ． HR-7 5,3･2002 rrichoがassushaemal�s Psitlacidae Rainbow lory JCMTI blood SS,SP,SH,AK,Z,M CITESApp.2
8. HR-8 5･3,2002 Trichoがas&砥haemal�回 Psitlac dae Rainbow lory JCMTI blood SS,SP,SH,AK､Z｡M CITESApp.2
9. HR,9 5･3･2002 Pseudeosμscala Psi咄cidae Duskylory １ blood SS,SP,SH､AK,Z,M CITESApp.2
10， HR･10 5･3･2002 Pseudeos徊cata Psi咄c dae Duskylory Ｉ blood SS､SP,SH.AK,Z.M CITESApp.2
11. HR･ll 5ふ2002 Pset4deosjacala Psi助cidae Duskyjory Ｉ blood SS,SP.SH,AK,Z,M CITESApp.2
12 HR･12 5･3･2002 Pseudeosj4scala Ps ltacidae Duskylory Ｉ blood SS,SP､SH､AK,Z,M CITESApp.2
13. ＨＲ-】３ 5･3･2002 Psludgosμscala Psittacidae Duskylory

Ｉ blood SS,SP､SH､AK,Z,M CITESA卯.2
14. HR･14 5,3･2002 Psittgu洽如risdesmQrestii Psiltacidae Desmarest'sFigparTol ｌ blood SS,SP,SH,AK､Z,M CITESApp.2
15. HR-15 5･3･2002 ＆/吻ご一raぷかlj＆Jz?7ぽalμ Psittacidae Desmarest'sFi8parTol Ｉ blo� SS,SP,SH.AK,Z.M CITESApp,2
16. HR.16 5-3-2002 拘/吻c一ros㎡jda壽ぽ紹哨 Psjttacidae Desmarlst's Fi8 parrot Ｉ blood SS,SP,SH.AK､Z,M CITESApp,2
17. HR,17 54･2002 PsmQculiraslris delmareslil Psjttacidae Desmarlst゛sFi8 pariol Ｉ blood SS,SP,SH,AK.Z｡M CITESApp.2
18. HR･18 5･3･2002 Psillac一ro哩1risdesmareslli Psittacidae De3marestss芦ΓΥal Ｉ blood SS,SP,SH,AK､Z､M CITESApp.2
19. HR-19 5･3･2002 PsillaculiroslrisedwardsU Psittacidae Edwards Fig parrot Ｉ blood SS､SP,SH､AK､Z,M CITESApp.2
20. HR･20 5,3,2002 Psillac㎡iroslrise＆wzrdsii Psittacidae Edward3 Fig pam)t Ｉ blood SS,SP,SH,AK,Z,M CITESApp.2
21. HR-21 5･3,2002 C&y附哩)堺aμace涸j Psittacidae Redn飢ked lorikeet MI blood SS,SP,SH,AK,Z,M CITESApp.2
22. HR･22 5-3,2002 Charmosynaplacen113 Psjuacidae Rednajlkedlor keet MI blood SS､SP,SH､AK.Z.M CITESApp.2
23. HR-23 5-3･2002 Charmosynaplacenlis Psittacidae Redn顛ked lorikeet MI blood SS､SP,SH,AK,Z,M CITESA卯.2
24. HR･24 5･3･2002 Ch�c叩一lasclnlihla

chloroptera

Psittacid肪 Yellow4reaklory Ｉ blood SS,SP,SH,AK,Z,M CITESApp.2

25. FIR-25 5,34002 Chakaplillasclnlillaほ
chloroμera

Psi吻cida£ Yellow4treaklory １ blood SS,SP,SH,AK,Z,M CITESApp.2

26. HR-26 5･3･2002 Ch�copsillascinlillala

chloroplera

Psittacidae Yellow･streaklory Ｉ blood SS,SP,SH,AK,Z,M CITESApp,2
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Table 4 Continued

NO Sample
No.

Collection

date

Species Family Englishname Distfi

bution*）
Form
sample

Collector**） Status＊●*）

27 HR,27 5-3-2002

C17aぬ卯s渚∂sc&1耀紬紬c蝕ｙ卯紬ra

Psittacjdae Yellow哺reaklory Ｉ blood SS,SP,SH,AK,Z,M CITESApp.2

28 HR-28 5,3･2002

Cha恥ops附ascintmatach�optera

Psittacidae Yellow4reaklory １ blood SS,SP,SH,AK,Z,M CITESApp.2

29 HR,29 5-3･2002 Chalcopsilladuivenbadei Psiltacidae Ｄほyvenbodei's】ory Ｉ blood SS,SP,SH,AKZ,M CITESApp.2
30 HR･30 5-3-2002 Chalcapsilladt如enbo＆i Psiltacidae Duyvenbodei'slory Ｉ blood SS,SP,SH,AK,Z,M CITESApp.2
31 HR-31 5･3,2002 Chalcopsilladuivenbodei Psittacjdae Duyvenbodel'slory Ｉ blood SS,SPsSH,AK,Z,M CITESApp.2
32 HR-32 5-3,2002 Ch�copsjlladuivenbodei Psiuacidae Duyvenbodei゛slory Ｉ blood SS,SP､SH､AK,Z,M CITESApp,2
33 HR･33 5･3･2002 Chalcopsilladuivenbodei Psitlacidae Duyvenb{)dei゛slory Ｉ bl(x)d SS,SP.SH,AK､Z､M CITESApp.2
34 HR･34 5,3･2002 Charmoyynap叩o･･g�ialhina(norm�) Psittacidae Stella'slory Ｉ blood SS,SP､SH､AK､Z､M CITESApp.2
35 HR･35 5･3-2002 Charmo即napqpou golialhinaCnormaり Psiuacidae Stella'slory Ｉ blood SS,SP.SH.AK､Z詞 CITESApp,2
36 HR･36 5,3-2002 Charmosysp叩ougQliathlna(norm葡Psi血c dae Stella'slory Ｉ blood SS,SP､SH,AK,Z､M CITESApp.2
37 HR-37 5･3,2002 Charmoyynap叩ou gollalhina

(melanlsllc)

Psittacidae Stella'slory １ blood SS,SP,SH,AK,Z,M CITESApp.2

38 HR･38 5-3-2002 Charmoyynap叩ougひ11alhina

函�αﾀ7/jljcJ
Psi吻cidae Stella'slory １ ♭lood SS,SP,SH,AK,Z,M CITESApp,2

39 HR-39 5-3･2002 Eosbornea Ps ttacidae Redlory Ｍ blQod SS,SP.SH､AK､Z,M E,CITESApp.2
40 HR･40 5･3,2002 Eosbor咄ａ Psittacidae Redlory Ｍ blood SS.SP､SH､AK､ZM E,CITESApp.2
41 HR･41 5,3,2002 Eosbornla Ps Uacidae Redlory Ｍ blood SS,SP.SH.AK.Z､M E,CITESApp.2
42 HR42 5-3,2002 Eosbornea Psiuacidae Redlory Ｍ blood SS､SP,SH,AK､Z､M E,C汀ESApp,2
43 HR,43 5-3,2002 &)sbomea Psi吻c dae Redlory Ｍ blood SS,SP､SH.AK.Z､M E,CITESApp.2
44 HR,44 5,3,2002 Lorlw garrulusjavop�lialus Psiuacidae Chatlginglory Ｍ blood SS,SP,SH､AK,Z､M E,CITESApp.2
45 HR-45 5-3･2002 Lor us2arrul脚morol一ａ咀4s Psiuacidae Chanerin8lory Ｍ ♭lood SS,SP,SH､AK.Z,M E,CITESApp.2
46 HR,46 5-3･2002 Loriusgarrul暇morびaianus Psiuacidac Chatteringlory Ｍ blood SS,SP,SH,AK､Z,M E,CrrESApp.2
47 HR･47 5-3.2002 Lむrlusgarrljlぼmorolaianlts PS ttacidae C㎞Ueringlory Ｍ blood SS,SP､S}LAKZM E,CITESApp.2
48 HR,48 5･3,2002 LorlusFrruls Psittacidae Chaneringlory Ｍ bkx}d ss,sP,S}tAK.Z,M E,CITESApp.2
49 HR49 5-3-2002 4nsleruschloropler犯 PS ttacidae Papuan Kin8 PIrTot Ｉ blood SS,SP,SH､AK,Z,M CITESApp,2
50 HR･50 5,3･2002 ぶisler唱chloroplerus Psittacidae Papuan Kjng Parrol Ｉ blood SS,SP､SH､AK.Z､M CITESApp.2
51 HR-51 5-3,2002 41isleruschloropler昭 Ps ttacidae Papuan King Parrol Ｉ blood SS､SP､SFLAK,Z､M CITESApp.2
52 HR-52 5-3,2002 Aliter鴎chlQr叩lerus Ps 11ac dae PapllanKing ParTot Ｉ blood SS,SP,SH.AKZ､M CITESApp.2

Table 4 Continued

NO Sample
No.

Collection

date
Species Family Englishname Distribution

゛）
Form
Sam
ple

Colleclor*゛） Status゛**）

53 HR,53 5-3-2002 Ålister協chloroplerus Psittacidae Papuan King Parrot Ｉ blood SS,SP､SH.AKZM
54 HR,54 5･3･2002 £ossquamala Psillacidae violet,neckedlory MI blood SS,SP,SH｡AK､Z､M E,CTESApp.2
55 HR･55 5･3･2002 Eossquamala Psi吻cidae violet･neckedlory MI blood SS､SP.SH.AKZM E,CITESApp,2
56 HR･56 5-3･2002 Eossq皿mala Psittacjdae violet-neckcdlory MI blood SS,SP,SH､AK､Z､M E,CITESApp.2
57 HR,57 5-3･2002 Eos sqt4amala Psiltacidae violet,neckedlory MI blood SS,SP､SH.AK､Z､M E､CITESApp.2
58 HR,58 5･3･2002 Eos祠ｕａｍａｌａ Psittacidae violeﾄneckedlory MI blood SS,SP,SH.AK､Z､M E,CITESApp.2
59 HR-59 5,3-2002 Cacaluasulphurea Psiltacidae LesserSulphurcrestedcockatoo JCT blood SS,SP,SH.AK.Z､M E,CrrESAI)p.2
60 HR-60 5-3･2002 CacaluQ&ulphurea Psittacida忿 LesserSulphurcrestedcockatoo JCT blood SS,SP,SH,AK,４Ｍ E,CITESAI)p.2

61 HR,61 5-3･2002 Cacaluasulphurea Psi吻cidae Lesser Sulphur crested cockatoo ＪＣＴ blood SS,SP,SH.AKZM E,CITESApp.2
62 HR,62 5･3,2002 Cacaluas�phurea Psittacidae Lesser Sulphur crested cockatoo JCT blood SS,SP､SH､AK､Z､M E,CITESApp.2
63 HR-63 5-3･2002 Cacaluasulphurea Psiltacidae LesserSulphurcrestedcockatoo ＪＣＴ blood SS,SP,S民AK､Z､M E,CITESApp,2
64 HR-64 5-3-2002 Cyclopsi㈲lophl�ma Psitlacidae Double･eyed Rg Parrot Ｉ blood SS,SP､SH､AK､Z､M CITESADp.2
65 HR,65 5,3･2002 qyclapsit拍diophlhalma Psiltacidae Double-eyed Rg Parrot Ｉ blood SS.SP,SH.AK､乙Ｍ CITESApp,2
66 HR,66 5,3-2002 CyclopsiuadioPhlhalma Psiuacidae Double-eyed Fig Parrot Ｉ blo{〕d SS,SP､SFLAK､乙Ｍ CITESApp.2
67 HR,67 5-3･2002 CycloPsilladiop紬halma Psiuacidae Double･eyed Fig Parrot Ｉ blood SS,SP,SH､AK､Z,M CITESApp.2
68 HR･68 5･3･2002 CyclopSiltQdiophlhalmQ Psittacidae Double,eyed Fig Parrot Ｉ blood SS,SP,SH,AK.Z､M CITESApp.2
69 HR,69 5,3･2002 Plinnopuslnelanospila COlumbidae Black･napedFruitdove SKJCMT blood SS,SP,SH､AK､Z､M CITESApp.2
70 HR,70 5･3･2002 Ptilinopusmglanasph Columbidae Black･napedFruitdove SKJCMT blood SS,SP,SH,AK､Z.M CITESApp.2
71 HR･71 5･3-2002 Gagak COrvidae blood SS,SPSH､AK乙Ｍ
72 HR-72 5･3,2002 Gagak Corvidae blood SS､SP.SH.AKZM
73 HR･73 5-3･2002 Beolrian Psjttacidae blood SS,SP,SH､AKZM
74 HR･74 5･3-2002 Beolrian Psiuacdae blood SS.SP.SH､AKZM
75 HR,75 5･3-2002 ChQlcops111acs�e「 Psittacidae TheBlackLz)ry Ｉ blood SS,SP,SH､AK､Z､M E,CITESApp.2
76 HR,76 5-3-2002 Chalcopsillacsaler Ps ttacidae TheBlackLz)ry Ｉ BloQd SS,SP,SH.AK.ZM E,CITESApp.2

゛)　S:Sumatra; K: Kalimantanり:Java;C:Celebes(S山ｗ部1);M:Moluccas;T:lndones･8nNusaTenRjlm･I:|rianり
器
。

5:5umatra;K:Kallmanlan;J:Java;c:Celebes(Sulw部i);M:Moluccas;T:lndonesi8nNu詞Ten88aa;I:|rian
SS;SriSulandari;SP:SriParyanli,SH:SriHandili;AK:AgusKundamlasno
E;Endemic;
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Table 5 COIlected bird samPles from Pangandaran ReserveForest,WestJava.

No. Collection

Date

No. Species Family Form
sample

Sex Locationin

Pan朗ndaran
Englishname Distri

bution
Conservatjon
Status

１ 104-｀02 Pd.1

Pycnonotus simplex
Pycnonolidae Blood Ｆ Nanggorak Cream-vented Bulbul SKJ Not protected,NonCITES

２ Pd.2 &al㎝仙gμ/z諧紅)j脚 Pycnanotidae Blood Ｆ Nan鼎orak 0live-winaed Bulbul SKJ Not protected,NonCI11ES

３ Pd.3

Pycnonotus simplex

Pycnonotidae Blood Ｍ Nanggorak Cream-vent�Bulbul SKJ Not protected,NonCITES

４ Pd.4 り㎝ωlc)Z叫μz庸嘗∂s慰 Pyenonotidae Blood Ｍ Ｎ如賎orak OHve-winRedBulbul SKJ Not protected.N(11CITES

５ Pd.5 尹y㎝∂ﾀ1α耀jj堺plaχ Pycnonotidae Blood Ｍ Ｎａｎ賎orak Cream-vented Bulbul SKJ Not protected、NonC TES

６ Pd.6 乃心四7ひ1峻幼即一 Pycnonotidae Blood Ｍ NanRaorak Cream-vented Bulbul SKJ Not protectedNonCnlES
７ Pd.7 Pvcnonotus simpla Pycnonotidae Blood Ｍ Nansorak Cream-vent�Bulbul SKJ Not protected.NonCITES

８ Pd.8 乃心1侭刎一助即/a Pycn㎝otidae Blood Ｆ Ｎ皿鼎orak Cream-vented Bulbu】 SKJ Not protected,NonCITES

９ Pd.9 戸ycy7朗Qf脚油湘QsS Pycnonotidae Blood Ｍ NanRRorak Olive･winRed Bulbul SKJ Not protected,NonCITES

10 Pdjo

りa7㎝∂zs励叩lgx

Pycnonotidae Blo� Ｍ Ｎ卸ggorak Cream-vented Bulbul SKJ Not protected,NonCITES

１１ Pd.11 戸ya()z?aZz4sμzsajs Pycnonotidae Blood Ｍ Ｎ咄践orak Olive･winRed Bulbul SKJ Not protected,NonCITES

12 Pd.12 &cﾀ1㎝曲ｓ幼即/aχ Pycnonotidae Blood Ｍ Ｎ即舷orak Cream･vented Bulbul SKj Not protected,NonCITES

13 Pd.13 /゛ycr7㎝ひ仙丿幼即/a Py㎝onotidae Blood Ｆ Ｎ皿践orak Cream-vented Bulbul SKJ Not protected,NonCITES

14 Pd.14 j)yC17㎝Qf叫励即laχ Pycnonotidae Blood Ｍ Nanuorak Cream･vented Bulbul SKJ Not protected,NonC TES

15 Pd.15 Alophoixus bres Pycnonotidae Blood Ｍ Caknlwisa Grey,cheeked Bulbul SKj Not protected,NonC】TES

16 Pd.16 41ophotxus bres Pycnonotldae Blood Ｆ Cakrawisa Grey･cheeked Bulbul SKJ Notprotected,NonCTES

17 Pd.17 Hypolhymis azurea Muscicapidae Blood Ｍ Nan鴎orak Black-napedmonarc SKJCT Not protected,NonCITES

18 Pd.18 ry㎝㎝al脚μ1四7(λn&s Pycnonotidae Blood Ｍ Ｎ回践orak 01ive-winRed Bulbul SKJ Not protected,NonCITES

19 Pd』9 戸yCz7㎝afsjjW/gχ Pycnonotidae Bload Ｆ Ｎ鋤鴎orak Cream･vented Bulbu】 SKJ Not protected,NonCITES

20 Pd.20 /)ycrw一脚μ。,ひａ， Pycnonotidae BI卯d Ｆ NanRRorak 01ive-winRed Bulbul SKJ Notprotected,NonCITES

21 H-4.｀02 Pd.21 &㎝㎝afぽμ1朗ais Pycnonotidae Blood Ｆ Nanagorak Olive-w ngedBulbul SKJ Not protected､NonCITES

22 Pd.22 Pvcnonotus simDla Pycnonotidae Blood Ｆ NanRgorak Cream･vented Bulbul SKJ Not protected.NonC 71ES

23 Pd.23 戸y師ひ寓)1ぽμ1渚IQIS Pycnonotidae Blood Ｍ Nanggorak Olive-winRed Bulbul SKJ Not protected.NonC TES

24 Pd.24 戸yロ四崩脚μ-Qss Pycnonotidae Blood Ｆ NanRRorak Olive-winRed Bulbul SKJ Nolprotected､NonCITES

Table 5 Continued

25 Pd.25 PW,?聊拍以りﾜ/jμ7jaぶＭ Pycnonotdae BIOod Ｍ NanRaorak 01ive･winaedBulbu】 SKJ Not prolecled.NollCITES

26 Pd､26 ρ以77θ夕7θljl.yμ＆/71∂y6･ Pycnonotidae Blood Ｍ Nan顛orak 01ive-winaed Bulbul SKJ Notprolecled.NonOTES
27 Pd.2ﾌ 戸匯77脚拍1財μ/μ堺a加ぶ Pvcnonotidae Blood Ｆ Nan践oak Oljvc-winged Bulbul SKJ Not prolecled Non CrrES

28 Pd.28 戸Kz7(堺θ1肪柚即なｙ Pvcnonolidae Blood Ｆ Ｎ簡顛orak Cream･vclltedBulbul SKJ NotDrole(MedNonCnlΞS
29 Pd,29 巧卿7gal餌功卯なｙ Pycnonolidae BIOod Ｍ Ｎａｎ骸Qfak Crcam-vcnled Bulbul SKJ Not prolectcd.NonCITES
30 H4.‘02 Pd.30 μ侭飢堺θ哨幻盾gj∂jZ/S Pvcnonol dae Blood Ｆ Na11顛○咄ｋ 01ive･winged Bulbul SK」 NolproledcdNon CITES
31 Pd.31 ＆り7叫珀/財μ1μ7za9ぱ Pvcnonolidae Blood Ｍ Nan顛ofak Olivc･wingcd Bulbul SKJ Not prolecled NOII CITES
32 Pd.32 Z￥7官ma/s淘刄?17/eT Pycnonoldne Blood Ｆ NanRs)mk Cralm,vented Bulbul SK」 Nol prolected Non CITES

33 Pd.33 Ｍ収alaim到ayen刄is Cnpilonidae Blood Ｍ Ｎａｎ賎ｏａｋ Black-banded B�xt Ｊ Elldcmic Pmlected

34 Pd.34 &ロy㎝a哨ぷμ/哨7jQ豺耀 Pvcnonolidae Blood Ｍ Nalaorak 01ive-winRedBulbul SKJ Not prolected Non CITES

35 11･4.‘02 Pd.35 ぷophalxus bres Pycnonotidae Blood Ｍ Nan既or3k Grev,cheeked Bulbul SKJ Not prolecled Non CITES

36 124,｀02 Pd.36 Pvcﾀlonolussimplex Pvcnonolidae Blood Ｆ Nan既orak Cream･vented Bulbul SKJ Notprotecl�NonCITES
37 Pd.37 rW7?∂z拍1肪jﾜ/四j∂肩β Pvcnonotidac BIood Ｆ Nan既ofak 01ive-w naedBulbul SKJ Not protecled NOII CITES

38 Pd.38 ７ ？ Blood Ｍ Nan践○rak ？

39 Pd,39 ?以7抑昨θ1財ρ/脚卯即5･ Pycnonotidae Blood Ｆ Ｎａｎ順orak Onve-win剱dBulbul SKJ Not prolecled No11 CITES
40 Pd.40 戸yぴ㎝θ1肪μ1叫ａ即ぶ Pycnonolidae Blood Ｆ Nan朗omk 01ive･winlﾐedBulbul SKJ Notprotect�NonCrrES
４１ Pd.41 戸脚脚琲曲1,yμ1四∂朗ｊ Pvcnonotidae Blood Ｆ Nansorlk OI ＶＣ･Ｗ ngdBulbul SK」 Not prolectedNon CITES

42 Pd.42 &印㎝θ仙.9幼即/ly Pycnonoljdae Blood Ｍ Nan緊只Orak Creanl･vcnt�Bulb111 SKJ Not prolectedNon CITES

43 134.｀02 Pd.43 戸匯1?朗f崩ぷρ/四拍肪ぷ Pycnonolidae B】ood Ｍ Nan朗omk 01 ve-winRed B111bul SKJ N01 protected Non CrrES

44 Pd.44 ＆ロ?£琲a/叫み陶雄le附 Pycnonotidae Blood Ｆ Nan良勁rak Red-cyed Bulbul SKJ Nol prolecled，NonCrrES

45 Pd.45 ?yafOfl�U&zy附1おJ.S･ PYcnonol dae Blood Ｍ Nan四〇ｍｋ Red-ev�Bu】btll SK」 Nol pr01ecled､NonCITES
46 Pd.46 Me2alaimaiayensjs Capilonjdae Blood Ｍ ＣrenRsnis Black-banded Barbel Ｊ Endemic P咄ected

47 Pd.47 AlophoixB bres Pvcnonolidae Blood Ｍ Nangs》rak Grev-cheeked Bulbul SK」 Nolprotected Non CrrES

48 Pd.48 瓦卿7脚拍ー∫μ/11四MI訪 Pycnonolidae BIQod Ｆ Nanaorak 01ive,winged Bulbul SK」 Not protecledNon CITES

49 Pd.49 Pycnonolus simplex Pycnonolidae Blood Ｆ Nan践omk Cram･venl�Bulbul SK」 Not protecledNon CITES
50 Pd.50 /り□7alθ11js肩z7唄/gx Pycnonotidae Blood Ｆ Ｎａｎ恕orak Cream,venled Bulbul SKJ Not DrotecledNon CITES

51
52

144.｀02 Pd.51

Pd､52

j/Q一Ｑ＆l,9か･お

Malacocinda

ぶgplαΓljl陶

Pycnonotidae
Timaliidae

Blood
Blood

Ｆ
Ｆ

Nanggorak

Circnggnnjs

Grey-cheeked Bulbul

Horsneld's Bablers
SK」
SKJ

Nol protected，NonCrTES

Nol protected,NonCrrES

53 P153 λlcedo j7teninling Alcedinidae Blood Ｍ CirenRRanis CommonKiRFiiler SKJ Protected
54 P154 Malacocinclasepiarium Timaliidae Blood Ｍ CirenRRanis Horsneld's Bablers SKJ NotpraectedN(xlCrrES
55 154.‘02 Pd.55 bnchyapunc�atq Ploce dae Blood Ｍ Ｃkami Scaly-♭reasledmunia SKJCT Not protected、N(xlCITES
56 Pdj6 昂1αgia卵ｓ Pittidae Blood Ｍ Ciren鴎anis BandedPi吻 SKJ CITESappendix2，

Protectec
57 P157 Pycnonol叫吻即la Pycnonotidae Blood Ｆ CirenRganis Cream･vent�Bulbul SKJ Not protected、NalCITES
58 16-4.‘02 Pd.58 Malacocinclaseplarl四1 Timaliidae Blood Ｆ CirenRganis Horsneld's Bablers SKJ Not protected.N㎝CITES
rMX・.ranSanaaJlm samples wlre collecreaDyハg!JsxunGarmasno， M5ハ乙eln，Manaraaatunkamsl、Nan圀ｇ，Mila踏d･加nklmsl，N仙圖ｇ
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Table 6 Collected bird samPles from Semarang Zoo (Tinjomoyo, Semarang, Centra1 Java)

NO Sample
No.

COIlection
date

Species Family Englishname Distibu
tion゛）

Form
sample

Collector**） Status

Ｉ KSM-l 6･8.2002 Edecl脚raralu3 Psittacidae Eclectus Parrot MTI Blood SS,MH,Z,P,AK CITESApp.2

２ KSM-2 6･8･2002 Eckl咄roralus Psiltacidae Ecleclus Parrot MTI Blood SS,MH,Z｡P,AK CITESApp.2

３ KSM･3 6-8･2002 Z�耀7el脚琲a/卯l脚/j Accipilridae BlackEagle SKJCM Blood SS,MH,Z,P,AK Protected

４ KSM-4 6･8･2002 CacalllaRde池ａ Psittacidae Sulphur,grested

Cockatoo

１ Blood SS,MH,Z,P,AK Protected

５ KSM-5 6,8･2002 Proboscigerale�mM Psittacid郎 Palm Cockatoo １ Blood SS,MH,Z,P,AK Protected,CITES App.|，Endemic

６ KSM･6 6-8･2002 戸αy∂四jZ/cS Phasiandae GreenPeaa)wl Ｊ Blood SS,MH,Z,P,AK Protected,CITESApp,2，Endemic

７ KSM.7 6･8･2002 戸e&cαﾀ1財

c㎝jpldl/ポ|・

Pelecanidae AustrijiaJIPelican JCMTI Bk)od SS,MH,Z,P,AK Protected

８ KSM･8 6-8-2002 Pelecanus

ca脚plcZI/alぼ

Pdecatjdae Ausl�ian PelicaJI JCMTI Blood sS,MFtz,P,AK Protected

９ KSM-9 6-8-2002 Peleca?1細

co隠Dki11ぬ4s

Pdecanldae Austrajian Peiican JCMTI Blood SS,MH,ZJ),AK Protected

10
ＫＳＭ･１０ 6-8-2002 1印z卯lj/ajμyα耐c脚 Ciconiidae LesserAdiutant SKJ Blood SS,MH,Z,P,AK Protected

ll KSM-II 6･8-2002 Leploplilasjavanic噫 Ciconiidae LesserA(lutant SKJ Blood SS,MH,Z,P,AK Protected

12 KSM･12 6･8･2002 £叩1叩lj/QりαWz吋凶ぷ Clconiidae LesserAiutant SKJ Blood SS,MH,Z,P,AK Protected

13 KSM-13 6-8-2002 Haii御吻lsleucogasler Accipltddae White-belliedSea-ea一 SKJCMTI Blood SS,MH,４P,AK Protect�

14 KSM-14 6-8-2002 Clconlaeplsco芦s Ciconiidae Woolly･neckedStork SJCT Blood SS,MH,Z,P;AK Protected

15 KSM,15 6･8･2002 Cicoiaepiscopus Ciconldae Woolly･neckedStork SJCT Blood SS,MH,Z,P,AK Protected

16 ＫＳＭ,１６ 6.8,2002 Spilomls cheela Accipitddae Crested Serpent-eagle SKJ Blood SS,MH,Z,P,AK Protected

17 KSM,17 6-8-2002 Spilomls cheela Accipitridae Crested Serpent,eagle SKJ Blood SS,MH,Z､P,AK Protected

18 KSM-18 6-8-2002 λΓdeapurpurea Ardeidae Pぼpleheron SKJCMT Blood SS,MH,Z,P,AK

19 KSM･19 6･8-20a2 恥licora邨�ax A㎡eidae Black･Ca)wnedNi一

heron
SKJCT Blood SS,MH,Z,P,AK

20 KSM･20 6･8･2002 Nyel�a邨icorax Ardeidae Black-CrownedNi8ht

heron

SKJCT Blood SS,MH,Z､P,AK

21 KSM41 6-8,2002 Q)rv咄eれca COrvidae Slender･billed crow SKJCM Blood SS,MH,Z,P,AK

　　　　　　　　　　　　　　　一一りS(Suman),K(Kalimanlanxj(javl),C(CdebesλM(Mollccas),T(LesserSundas),l(1(i的Jaya)

")Collecloy(SS-SriSulandari,MI和Mahamdmnkamsi,ZsMSAZein,P°Mumpuni.AK°A8us Kundarmasno)

Table 7 Collected bird samPles from Bird Market atNgasem, Yogyakarta (CentraI Java)

NO Sample
No.

Collection

date

Species Family Englishname Distrjbuti

onり

FOrm
sample

Colleclor･中）
Status

Ｉ PSN-l 9-8-2002 Ga11Mvari紹 Phasianidae GreenJunRlefbwl JT Blood SS.MHZPAK Endemic
２ PSN-2 Parusmior Paridae Greatlil SKJT Blood SS,MH.Z,P,AK
３ PSN-3 Lonc㎞ra lellcogaslrojdes Ploceidae Javanmunia SJT Blood SS､MH､Z.P.AK Endemic
４ PSN-4 Lonchuraleucogaslrojd6 Ploceidae Javanmunia SJT Blood SS.MH.Z,PAK Endemic
５ PSN-5 Rhipidぽajavanica Muscicapidae Pied filnlajl SKJT Blood SS､MH.Z.PAK Protected
６ PSN4 Lanlussckch L4niidae LonR,tail�shrike SKJT Blood SS,M｝l.Z,P.AK’
７ PSN･ﾌ ○rlholom14sn4nceps Silviidae Ashy tailorbird SK」 Blood SS,MH.Z,P,AK
８ PSN-8 ○rl㎞onarφeeps Silviidae Ashy tailorbird SKJ Blood SS,MH｡Z,P,AK

９ PSN･9 ZesleroDs chlorほ Zesteropidae Lemon･belliedWhite,eye SKJCMTI Blood SS,MHZ,PAK Endemic
10 PSN-10 Zeslerops chlorhl Zesteropidae Lemon･belliedWhite･eye SKJCMTI Blood SS,MRZ,P,AK Endemlc
II PSN-11 Neclariaれ卿daris Nectariniidae Olive･backedSunbird SKJCMTI Blood SS､MHZPAK Protected

12 PSN･12 Prlniajbmll�ls Silviidae Bar-winRedPrinla SJ Blood ss,M}tz,P,AK Endemic

13 PSN-13 PycnonolusRoiαvier Pycnonotjdae Yellow,ventedBulbul SKJFt Blood SS,MH,Z,P,AK

14 PSN･14 PycnoれolusauriRasler Pycnonotidae Sooty･headedBulbul FJ Blood SS,M11Z､PAK

15 PSN-15 Saxiiac卯rala Turdidas Pied Bushchat JCrl Blood SS.MltZPAK
゛)S(Sumlra),K(Kalimanlan),j(Java),C(Celebes),M(Moluceas),T(LesserSundas),I(ldanJaya)

“)Colleclor(SS-Sri Sulandari,P･Mumpuni,AK-Agus Kundanasno)

Table 8 COIlected bird samPles from Gembira Loka Zoo, Yogyakarta (Central Java)

NO Sample
No.

Colleclion
date

Species Family Englishname Disuibu

tion゛）
Form
sample

COllector･参） Status

ｌ AYI 9･8･2002 Spl加elu5 harlelsi Accipilridae JavanHawkeagle Ｊ Liver SS,MH,Z,P,AK,AY Endemk4
endangered,Prolecled

Specles
２ ＡＹ２ Spizaels barlelsi Accipjtdda£ JavanHawkeagJe Ｊ Liver ss,M}tz,P,AK,AY EndemiQ Prolected

Specles､endangered
３ AY3 Z�耀珈ぼ附�α芦4山 Accipitridae BlackEagle SKJCM Liver SS,MH,Z,P,AK,AY Protected

゛)S(Suratrl),K(Kalimanlan),Jりava),C(Celebes),M(Moluccas
゛*)Coll･clor(SS-SriSulandlri,MH＝Makmdalunkamsiヱ＝MSAZein,P-Mumpl･ni,AK－AgusKundarmasno)
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Table g COIlected bird samPles from Surabaya Zoo (Surabaya,EastJava)

NO Sample

No.
Colleaion
date

Species Family Englishname Dislribu
lion*）

FOrm
sample

Collector“） Status

１ KBS･85 12,8･2002 Ecleclu3roralus Psiulcidae Eclectus Parrol MTI Blood SS,MH,Z､P,AK CITESApp.2－
２ KBS･86 EcleclMrorat脚 Psitlacidae EclectljsParrot MTI Blood SS.MI{,Z,P,AK CITESApp.2－
３ KBS･87 Cc¥}sych1£ssaularis

ρ/ぱ∂

Turdidae Magple Robin SKJ BIood SS,MH,Z,P,AK

４ KBS･88 Lac叩sarr哨hぷcildi Slumidae Bali MyTla/ Bali Slarljng Ｊ Blood SS,MH,Z,P,AK Endemic,CITES App.l,Prolccted，
critical

５ KBS-89 Probosciger
alerrimus

Psittacidae Palm Cockaloo Ｉ Blood SS、MH,Z,P,AK CITES App.|,Protecl�,Endemic

６ KBS,90 Probosciger

alf功77叫

Psitlacidac Palm Cockatoo ｜ Blood SS.MH.Z,P,AK CITESApp.1,Prolected,Endemic

７ KBS,91 Cacalua2omi Psittacidae Tanimbar Corella FI｀ Blood SS,MH7,P,AK Endemic CITES App.】
８ KBS･92 Cacah4ag嶮inj Psittacidae Tanlmbar Corella FT BI(XXI SS,MH,Z,P.AK Endemlc,CITESApp.｜

９ KBS･93 Cacallag�erila Psittacidae Sulphur-crest�cockaloo FI Blood SS.MHZ,P,AK CITES ADD.2Protected
10 KBS,94 Cac一ｕａ即lerila Ps ttacidae Sulphur,crestcdcockaloo FI Blood SS.MH,Z,P.AK CITESApp.2Protecled
11 KBS･95 &㎡14βa知?以ﾌ11 Strisdae Bu酌FishOwl SKJ Blood SS.MH,Z,P,AK
12 KBS-96 Loriussrrul唱 Psitlacidae Chatlcr ｎ艮U3ry Ｍ Blood SS,MH,Z,P､AK Endem c,CITESADD2
13 KBS-97 Lorius 2arrul脚 Psiltacidae ChaU�naU)ry Ｍ Bkx){j ＳＳ,ＭＨＺ,Ｐ,ＡＫ Endemic CITES Ap口.2
14 KBS-98 Lori邱卿rrul喝 Psillacidae Chatt�nRU)ry Ｍ Blo6d ＳＳ,ＭＨＺ,Ｐ,ＡＫ Endemic CITES App.2
15 KBS･99 7ylQ�&7 Tytonidae BarnOwl SJCT Blood SS,MH,Z,P,AK
16 KBS-100 恥loalba Tylonidae BamOwl SJCT Blood ＳＳ,ＭＨＺＰＡＫ

17 KBS･101 Cﾛrv紺a7ca Corvidae Slender･billedCrow SKJCM Blood SS.MHヱ,P,AX
18 KBS-102 lclinaelMmalα碑nsls Accipitddae BlackEaRle SKJCM Blood SS,MHIZ,P,AK Protected
19 KBS･103 lcli閲elsmalayeMh Accipj哨dae BlackEaale SKJCM Blood SS,Mllヱ,Ｐ､ＡＫ Protected
20 KBS-104 C∂ry叫e,lca Corvidae Slendcr-billed Crow SKJCM Blood SS,MH,Z,P､AK
21 KBS-105 Cenlropusn暁roru佃s Cuculidae Javana)ucal Ｊ Blood SS,MHヱ,P,AK Endemic
22 KBS-106 Cenlrop唱niForu仙 Cuculidae Javancoucal Ｊ Blood ＳＳ,ＭＨ,Ｚ,Ｐ,ＡＫ Endemic
23 KBS-107 Lorhdlory Ps tlacida£ Black･cappedLX)ry Ｉ SS､MH,Z,P,AK CITES App.2
24 KBS･108 Loriuslory Psklacidae Black･caonedU)ry Ｉ SS,MH,Z,P,AK CITESADD2
25 KBS･109 Chalcopsilla alra Psiltacidae BlackLz)ry １ Blood SS,MH,Z,P,AK Endemic CITES App.2
26 KBS･IIO Chalcopsi11Q一ra Psiltacidae BlackLory Ｉ Blood ＳＳ,ＭＨＺＰＡＫ

Endemic､CITESApp.227 KBS･Ill Casxlari一ca加arius Casuariidae Southem cassowarv FI Blood SS,MH,Z,P,AK Protected
゜}S(SIlmatra)K(Kalimanlan)J(Java)C(Celebesj MfMolucc8sl゜}S(SIlmatra),K(Kalimanlan),Jりava),C(Celebes),M(Molucc8s)

")Colleclor(SSsSri Sulsdari,哺和Maharadatunkamsi,Z-MSAZein，P-M11mPuni,AK=Agus K,indannasno)

Table 10 COIlected bird SamPles from Bandung Zoo (Bandung,WestJava)

NO Sample
NO.

Collection
dale

Spede& Family En8lishname Dislribu

lion゛）

Form
sample

Colleaor･゛） Slalus

ｌ KBB-1 8･5,2002 Aceros undt41al砥 Bucerotidae Bk)od SS,MHふAK,A Prolected,CITESApp.2
２ KBB･2 jceras附7&ja以ぶ Bucerolid肋 Blood SS,MH,Z,AK､A Pm叱aed,CITESApp.2
３ KBB･3 Aceroluydλlal喝 Bucerotidae Blood SS.MH,Z,AK,A P7･teet喊CITESApp.2４ KBB-4 如Z耀脚昭堺a/即e附/J ACC pitridae BlackEagle SKJCM Blood SS,MH,Z,AK涛 Pmleαed
５ KBB,5 Spil㎝ltscheela Aecipitrida忿 Cr咄ed SerpenteaRle SKJ Blood ＳＳ,ＭＨ,Ｚ,ＡＫＡ

Proteaed
６ KBB･6 Haltallぼlndus Accip lddae Brahmmy Kjle SKJCMTI Bk)od SS,MII,4AK,A P狛tecled
７ KBB･7 Kぬ4pakglupu Stliidae Bu蒔Fish･｡wl SKJ BIood SS.MH,Z,AK,A
８ KBB,8 乃匍必α Tylonidae ＢａｍＯｗｌ SKjCT Blood SS,MH,Z,AK,A

９ KBB,9 Cacduamluece搦is Psi吻ddae Salmon,cfestedCockatoo Ｍ Blood SS,Mll,Z,AK.A Endemic
10 KBB-10 Cacぬ4a moluccen31j Psinacldae Salmon-crestedCockatoo Ｍ Blood SS,MH,Z､AK,A En＆mic

11 KBB･II 5･9-2002 知izaet叫chlr?halus

/1屑耀l吋脚

Accipitridae Changgable Hawk eaie SK∫「 BIひod SS,S11,SP,MIU,AK PTotaled

12 KBB,12 H�iajtぽind娼 Acc pitfda忿 Brahminy Kile SKJCMTI Blood SS.SH,SP,MHヱＡＫ Prlleaed
13 KBB-13 Spllomtsc秘ela Acc ｐ lfidae Crested Serpent eajje SKJ Blood SS,SH.SP,MHヱ,AK Pro吹led
14 KBB･14 £晴gxi＆afp・ StMaidae Bufly Fish,owl SKJ Blood SS､SH,SP,MHZ,AK
15 KBB15 Spila嚇scheela Accipi哨da CrestedSerpentellde SKJ Blood SS,S}1,SP,MHZAK Pro恥cted
16 KBB-16 細卿訟泌面 Columbidae SpottedDove SKJT Bkxxi SS,SH,SPμHZAK
17 KBB,17 SIrlptoplllact,1iiils COlumbida SpoltedDove SKJT Blood SS,SH､SP,MHZ,AK
18 KBB,18 SIrlp16阿11abjt一il,函 COlumbidaa lslandCollaredDove r「 B】ood SS,SH,SP,MHZ,AK
19 KBB,19 SIreplopeh bllorQuala Columbidae 図陥dColla㎝jDove 汀 BIα)d SS,SH,SP,MHヱ,ＡＫ
20 KBB･20 λcridclhgrgs iavanic細 SれJmidae Whlte,valtedMyn8 jC Blood SS,SH,SP,MHZ,AK
21 KBB･21 Pαvひmuzlcus Phasia㎡dae Green Peafbwl ｊ Blood SS,Sll,SP,MHZ,AK R・lecte4 CITES App,2、

Eldemic
22 KBB･22 Porphy向porphylo Rjlljdae PurpleSwampen SKJCMTI Blo(xj SS､SHSP,MH｡ZAK
23 KBB,23 Parpkyrioporphylo Rilidae PぽpleSwampcn SKJCMrl Blood SS,SH,SP,MHZAK
24 KBB･24 jll㎞le咄･r仙ciisii Buceπ)tidae Asian Pied Hombill SKJ Bltx)d SS,SH,SP,MH｡Z,AK Pto吹t絨CITESApp.2
25 KBB･25 j堆&acgeraぶｃど肩嘱x財 Bucerot dae Aslan Pied HomM】I SKJ Blood SS,SH,SP,MHjAK P脚lea絨CITESApp.2
26 KBB,26 ,4cerαssl4br咄coh Buccrotidae Plajn･叩uchedHombill Ｓ BI帥d SS,SH,SP,MH,Z,AK Prolecled.CITESApp.2
27 KBB47 Nycllars，wlic･,・ Ardeidae Black･ぐrownedN 励t･heron SKJCT Bkx)d SS,SH.SP,MHヱＡＫ
28 KBB-28 恥�ａ邨咄x Ardejdae Black-crowned Ni吻1,h勿on SKJCT Blood SS,SH,SP,MllZ,AK
29 KBB,29 Leploptilos iayaれlcus Ｃconiidae L4sserA蔀血nt SKJ Blood SS,SHSPMHZAK Prolecled
30 ＫＢＢ,３０ λΓ画apurpurla Afdeidae Pぽpleheron SKJCyr Blood SS,SH,SP,MHZ,AK Protecled
31 KBB,31 j4rdeapwpぼea Ardeidae Purpleheron SKJCMT Blood SS､SH,SP,MH,Z,AX 巧刎edcd
32 KBB,32 Leploptllos iavan胎唱 Ｃ coniidae LesserAdiutst SK」 Blood SS,SH.SP｡MHZAK Proteaed
33 KBB-33 j4rdeacinerea Ardeidae GrgyHeron SJT Blood SS,SH.SPμH,ZAK P『9teaed
34 KBB･34 ﾙﾀﾞw11r畑c細erea Cja)n ida忿 MilkyStork SJCT Rlood SS,SH,SP.M】μAK P?otecled

りS(Sustra),K(Kaljmanlan),J(Java),C(Celebes),M{Molucea3},T(LesgerSun細λ|(lnanJaya)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－－　　㎜■
･りCil1･gslSS咄iSII・緬量;謝－SIHsadjni;SSSliSysli,MH・M･hsd喊i�・i,Z4iSAZiyちAK･A･。Knaam。。－A･A11X｡贈i）
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Table n Collected bird samPles from Raya Forest P8rk‘R3de゛ Soeゆ’（E3stJ゛8）･

NO Sample
No.

Collection

dale

Species Family English nanle Dist吻u
tion゛）

Form
sample

Collector゛゛） Status

Ｉ TRS･l 10･9.2002 Eu贋yasi㎡|即 Muscicapldae lndi2o Flvcatcher SJ Bkx)d Z AIC H Endemic
２ TRS,2 11･9-2002 Pycnonols bimac㎡alus Py㎝onolidae Oransle-sDonedBulbul SJ Blood 乙ＡＫＨ Endemic
３ TRS-3 戸匯f7㎝∂心6倆acl必以i Pycnonotidae ○rans-sDoued Bulbul SJ Blood Z､AK，H Endemic
４ TRS-4 M�ac(xiinclas印iariu91Timali dae Horsneld'sBabbler Blood Z､AKH
５ TRS,5 Neclariniasperala Neclafiniidae Pぽple thmated Sunbird SKJ B】(x)d Z,AK,H Protecled
６ TRS･6 &㎝∂刀ol紹紬夥a7な/als Pycnonotidae Orange-spottedBulbul SJ Blood Ｚ,ＡＫＨ Endem
７ TRS･7 Pericra2ol脚mini�us Campephaidae Sunda Minivet SJ BI(x》d Ｚ､ＡＫ､Ｈ Endemic
８ TRS･8 Pericrocot剔minialus Cmpephaidae Sunda Minivet SJ Blood Z,AK,H Bndemic

９ TRS,9 Per/ごracalz£ﾀ渚/ηなzZg CampeDhaida£ Sunda Minlvel SJ Blood Ｚ,ＡＫ,Ｈ Endemic
10 TRS,10 MalacocjnclaabQltt Timali dae Abbott'sBabbler Blood Ｚ,ＡＫ､Ｈ
ll TRSH Pflcrocot脚跳inl�娼 Campephaidae Sunda Minivet SJ Blood Z,AK､H Ende飢ic
12 TRS,12 Laniusschach Laniidag Long-tded Shrike SKJT Blood Z，AK､H
13 TRS,13 Plricrocotsminlal喝 Campepha函dae Sunda Minivet SJ Blood Z､AKH Endem
14 TRS･14 戸gMcroc冴鴎哨訥一1附 Campephaidae Sunda Mlnivet SJ Blood Z,AKH Endemic
15 TRS･15 Perlcr(xol鴎阻lni･alus CampeDhaRidae SundaMln Vet SJ Blood ZAKH Endemic
16 TRS-16 戸grjぴga11£s摺丿雨ぽ雄 CampeDhagjdae Sunda Minivet SJ Blood ４AK､H Endemic
17 TRS,17 IJliusschach Ljniidae Long･tailedShyike SKJT Blood Z､AKH
18 TRS,18 12,9･2(}02 Ficdula kyperyl�a Mu3cicapidae Snowy,brt)wed Flycatcher SKJCMT Blood Ｚ,ＡＫ,Ｈ
19 TRS･19 M�αcocinclaふ印iari14斑 Timali d鴎 Horsfield's Babbler Blood Ｚ,ＡＫ､Ｈ
20 TRS･20 A必Zaca?か?c/aj印/ar垣脚 Tlmamdae Horsneld'sBabbler Blood Z,AK｡H
21 TRS-21 Pycno夕lonjsbim,知ulatsPycnonolidae Or即又e哨卯tledBulbul SJ Blood Z､AK,H Endemic
22 TRS-22 Brachvpteryxmonlana Turdidae White-ttowcd ShortwinR SJT BI(x)d Z,AK，H
23 TRS･23 I01evlresceM Pycnanotidae Sunda Bulbul Blood Ｚ,ＡＫ,Ｈ
24 TRS,24 LQniusschach Laniidae Long-lail6dShrike SKJT Blood Ｚ､ＡＫ．Ｈ

25 TRS,25 13･9-2(}02 Slachyris四lano画・r似 Timiiidae Crescent･dlestedbabhler Ｊ Blood Z,AK､H Endem c､Protected
26 TRS･26 Malacoclnclaslpiarium Timaliidae Horsneld'sBabbler Blo(xj ZAKH
2ﾌ TRS-27 LaniMschach I.屈liidae Long-tailedShrike SKJT Blood Ｚ．ＡＫ,Ｈ

28 TRS-28 　　　　　　-j■■■-=－　¶Slachyrjs melanolhora Timiiidae Cresccnt,chestedbabbler Ｊ Blood Z､AK,H Endemic.Protecled
29 TRS･29 Slackyrismelanolhorax Timiiidae Crescent･chestedbabbler Ｊ Blood 乙AKH Endem c､Prolecled
30 TRS,30 Fic�ulakyperylhra Muscicapidae Snowy-browed Flycatcher SKJCMT Blood Z､AKH
３１ TRS-31 14,9-2002 Seriれusal涙ｒａｅ FrinRillidae SundaS�n SJC Blo(xj Z,AK､H
32 TRS-32 Serin娼alherae Fringillidae SundaSIrin SJC Blood Z,AK,H

●SISIlmitr94 KfK9liman抽・ 1rlaむ｡１ｒＺｒ．１．ｋ。６ＭＩＭＡｌｌ１．｡｡ＡＴｒｌ　Ｃｊゝ
゛)S(Sumatrl),K{Kalimntan},J(Java),C(Celebes),M(MoluccasxT{LessefSundas}

“)Z(MSAZein),AK(AgusKun白『回sao』,H(Herysnto)

Table 12 Collected bird samPles from BaliBird Trader (P.T.Anak Buruug TroPikana),Bali Province.

NO Samplc
NO.

Collection

dale

Spccics Family Engljshname Dis詮ibuli
on゛）

Form
sample

Conector＊*） Stalus

１ ABT-1 20-9-2002 Cac油lall卵細4reas Psittacidae Yellow-cfesledCockaloo JCT Blood SS､MH､Z,AK Endemic､Protecled
２ ABT･2 Ｃａｃａれ峻corellal

Blood SS,MH,Z,AK
３ ABT･3 Cacaluas､cilrinocrislaa Citron･crested cockatcx） Blood ＳＳ,ＭＨ,Ｚ,ＡＫ Endemic､Protected
４ ABT-4 Cacalua alba Whlte Cockat(x) Ｍ Blood SS,MH,Z,AK Endemic
５ ABT,5 Cacaluagalkrilaeleonora Sulphur-crestedCockatoo Ｉ Blood SS,MH,Z,AK Prolected
６ ABT,6 Psillaciaajexan＆i･ Red･breaskedparakeet SKJ Blood SS,MH,Z,AK
７ ＡＢＴ･ﾌ Opp一ladiop細h�ma Double-eyedFig-parrot Ｉ Blood SS,MH,Z,AK
８ ABT,8 £cleclujror�ta Eclectus Parrol MTI Blood SS,MH,Z,AK

９ ABT-9 Psilla㎝lilroilrisglvadoriil Salvadori's Fig-pa汀ol Ｉ Blood SS,MH､Z,AK Endemic
10 ABT-10 7α砂g蹴涌11JJM堺αlr四ｓ Blue･back�Parrot Ｃ BIood SS,MH,Z,AK
11 ABT,11 TrichoglQss雄ornal娼 OrnaleLz)rjkeet Ｃ Blood SS,MH,Z,AK Endemic
12 ABT-12 £ori･Mj/07 Black,cappedLory Ｉ Blood ＳＳ,ＭＨ,Ｚ,ＡＫ

13 ABT,13 Trichogloss砥haem琲o＆s RambowLX)rikeet JCMTI Blood SS,MH,Z,AK
14 ABT･14 Lariwgarrul喝 Ch�eringLory Ｍ Blood SS,MH,Z,AK Endemlc
15 ABT,15 7屈yg?記zlぽ剤可�∂?虻厄y Great･bllled Parrot CMTI Blood SS,MH,Z,AK
16 ABT,16 Eosbornea MollucanredLory Ｍ Blood SS,MFtz,AK Endemic
iﾌ ABT･lﾌ EQs relkulala Blue･streakedLory FT Blood SS,MH,Z,AK Endemic
18 ABT,18 £a∫将卿哨戚2 Violet-neckedU)ry MI Blood SS､MH,Z,AK Endemic
19 ＡＢＴ-１９

Blood SS,MH,Z,AK
20 ABT-20 Loric㎡us sligmalus Sulawcsl hanging parrot Ｃ B】ood SS,MH,Z,AK Endemic
２１ ABT,21 Trichoglassu3鼎7vびviridis Yellow･and greenLorikeel Ｃ Blood SS,MH,Z,P，

AK
Endemlc

22 ABT･22 Neopsi11Qcs
musschenbroekii

Yellow-bmedLorikeet Ｉ Blood SS,MH,Z,P，
AK

23 ABT-23 卵rosmicl脚jon91･ihcel4s Olive･shouldered Parrot Ｔ Blood SS,MH､Z､P，
AK

Endemlc

●呪ｆｑ,ｌｍａｒｎゝＫ/KalimantaM111.v・rfr。1.k.6 UIKjnl 。。ゝTIT　Qjゝi/7　¶　、゛》S(Sumala),K(Kjlimanlan),Jりava),C(Cejebes),M(Moluccas).T(Lessef Sundas),I(lianJaya)

“)Colleclor(SS＝Sri Sulandari,MH･Maharadalunkamsi,Z－MSAZein，AK･Agus KundarmasnQ)
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Table 13 Collected bird samPles from Purwodadi Botanica1Galrdm (Pasuruan,EastJava)

NO Sample
No.

Collection

date

Species Family Englishname Distribu
tion゛）

Fom
sample

Collector ･゛)･ Stats

１ KRP-I 15-9-2002 DicaeumlrocMeu跳 Dicae dae S㎝rlet･headedFlowerpecker SKJT Blood Z.AK,H Endemic

２ KRP･2 1)lcaeumlrochlleum Dlcae dae Sarlet･headedFlowerpeQker SKJT Blood Z.AK.H Endemic

３ KRP･3 16-9･2002 Colloむdlavulcanorum ADodidae volcanoSwalet Blood Z､AK.H

゛)S(Sumalra),K(Kalimanta4J(Java)，T(LesserSundas)

゛゛)Z(MSAZein),AK(A8usKundarmas閲),H(Heryanlo)

Table 14 Collected bird samPles from. BaliZoo Park (Bali,Province)

NO Sa加ple
No.

Collection

date

Species Family Englishname Distribu
tion゛）

Form
sample

Collector ･･） Status

１ BZP-1 21-9,2002 Probasclgeralerrimus Psittacidae Palm Cockatoo 】 Blood Z､M凧SS,AK Protect絨CITES App.1，

Endemic

２ BZP4 21･9･2002 Ecleclusroralus Psittacidae Eclectus Parrot MTI Blood ＺＭＨ､ＳＳ,ＡＫ CrrESApp.2

３ BZP･3 21･9･2002 Splzaelus cirrha{us Accipitridae Cha喊eable Hawk-eaRle SKJT Blood Z,MH,SS,AK Protected

４ BZP-4 21･9･2002 PandlonhallaelM Pandionidae Osprey SKJCMTI Blood Z,MH.SS,AK Protecled

５ BZP･5 21,9,2002 Mycleriacinerea ａｃ∂㎡&Ｍ MilkyStork SJCT Bkxxl 乙MH.SS,AK

゛)S(Sumta),K{Kalimanlan},j(Java),C(Celebes),M(Moluccas),7XLesserSundas),|(1rianJaya)

“)Colleelor(SS'Sri Sulandari,MI和MahmdatunkamsiZ－MSAZein，AK･A8usKundarmasno)

Table 15 Collected bird samPles from. BaliBotanicaIGarde削Bedugu1, Bali)･

NO Sample
No.

COUection

dale

Species Family Eniishnme Distribu

tionり
Foml
sample

Collector

＊り

Slatus

Ｉ KRB-I 23･9･2002 Zostero脚monlanus Zosteropidae Mountain white-eye SJCMT Blood Z,SS,AK
２ KRB-2 Prlnia血miliaris Silviidae Bar-winaed Prinia SJ Blood Z,SS,AK Endemic

３ KRB･3 BrackyDlerwleucophl7s Turdidae L4sserShortwina SJT Blood ZSS,AK

４ KRB-4 Brachyplery鴬leuc卯hrys Turdidae L£sserShortwina SJT Blood 乙SS,AK

５ KRB-5 Stachvrilmelanothorax Timdidae Crescent･chestedBabbler Ｊ Blood Z,SS,AK EndemiQ Protected

６ KRB-6 23･9･2002 Brachyplerμlacophrys Turdidls LesserShortwi呟 SJT Blood Z,SS,AK
７ KRB･7 gψlg7!}ufa/jyacal Muscicapidae Fulvous･吻咄edJunがe

Flycatdler

SKJ Blcod Z,SS,AK

８ KRB-8 Arachnolheralonglroslra Nectariniidae LittleSpider hunter SKJ BI(x)d Z､SS,AK

９ KRB-9 Slac}iyrismelanolhorax Timaliidae Crescent･chestedBabbler Ｊ Blood Ｚ,ＳＳ,ＡＫ Endemic,Protected

10 KRB-10 Slachyrlsmelanolh･rs Timaliidae Creseent,chesledBabbler Ｊ Blood Z,SS,AK Endemia Prolected

Ｈ K良B-H Prinlafllmlbyis Silviidae Bar･winsdPrinla SJ Blood Z,SS,AK Endemic

12 KRB-12 Prinlajbminarls SilvUda£ Bar･win良edPrlia SJ BI(x〕d ＺＳＳ,ＡＫ Endemic

13 KRB-13 Z(7alゐesc11治1α Turdidae ○ranae-headednrush SJ Blood ZSS,AK

14 KRB･14 Flcedula}iyperylhra MusclcaDidu Snowy･browed Flycather SKJCMT Bkxxl Z,SS,AK

15 KRB･15 Rhinomyas olh鳩cea Muscicapid閻 Fulvous-chestedJungle

Flycatcher

SKJ BI(xxi Z,SS,AK

16 KRB･16 BrachyDte咋xleuco油rys Turdidae L£sser ShortwinR SJT Blood ZSSAK

゛)S(Suman),K(Kalimanlan),j(Java),C(Celebes),M(Moluccas),T(Le3serSundas)

“)Colleclor:Z(MSAZein),SS(SdS由n蝕i),AK(A8us Kundamasno)
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Table 16 Detailsof mammals sPeciescollectedat Phase llfrom Cibodas Botanical Garden, WestJawa.

　　　　Systematics arrangement follows Suyanto etα1.1998and Corbet and Hi111992.

No. FieldNo. Specics Family Sex Kindof
Samllle

Distribution
an lndonesia）

Status゛）

I. Ｍ２ Aelhalops aleclo Pteropodidae Ｆ Hepar,cor Kalimanla馬Sumat11,Jawa,Lombok Notprotected，

NonCrrES

2. Ｍ３ je治α/θμyα/gcω Pleropodidae Ｍ Hepar,cor asabove asabove

3. Ｍ７ Aelhalo阿aleclo Pleropodidae Ｍ Hepar，corasabove asabove

4. Ｍ８ ﾉklh�o叫aleclo Pteropodidae Ｆ Hepar.cor asabove asabove

5. M31 Aelhalops�eclo Pleropodidae Ｍ Hepar，corasabove asnbove

6. M46 Aelhalops aleclo Pteropodidae Ｆ Hepar,cor asabovc asabove
ﾌ． M47 ﾉ1elh�o閃�eclo Pleropodidae Ｆ Hepar,cor asabove asabove

8. ＭＩ Chironax melanocephalus Pleropodidae Ｆ Hepar,cor Kalimanlan,Sumatnl,Jawa,Lombok，
Sulawesi

Notpro{ected，

NonCrTIS

9. Ｍ４ Chiron匹melanocephnhls Pleropodidae Ｍ Hepar、corasabove asabove

10. Ｍ６ Chironax melnnoceph�11s Pleropodidae Ｍ Hepar、c4)｢ asabove asabove

11. M32 Chjronax melanoceph�us Pteropodidae Ｆ Hepar,cor asabove asabove

12. M33 C削ron㎝melanocephalus Pleropoddae Ｆ Hepar、corasabove asabove

13. M34 Chironaxmきlanoceph�us Pleropodidae Ｆ Hepar，corasabove asabove

14. M35 Chironax melanoceph油ls Pleropodidae Ｆ Heparcor asabove asabove

15. M36 Chironax melangcephahls PlerQDodidae Ｆ Hepar,cor asabove asabove

16. M49 Chironax melanocephahls PleR)podidae Ｆ Hepar.cor asabove asabove

17. M56 Cみirひ7?ayz7lg/a附}ぼρ/l�jぼ Pteropodidae Ｆ Hepar asabave asabove

18. Ｍ９ C戸ﾛμlr11.sbrachyotis Pleropodid加 Ｍ Hepar，corKalimantan,Sumalra，Jawa,Lesser

Sunda,MOluccas

Not pmtected、

NonCITES

19. M10 CwloplerusbMchyolis Pteropodidae Ｆ Hepar,cor asabove asabove

20. ＭＨ Cynoplerus brachyolis Pleropodidae Ｍ Hepar,cor asabove asabove

21. M12 CynOpleruSbMchyoljs Pteropodidae Ｆ Hepar､cor asabove asabove

22. M30 Herpes16iavanicus Herpestjdae Ｆ Hepar.cor Jawa CI.3

23. M54 Her阿slesfwanicus Herpestidae Ｍ Hepar Jawa CI:3

24. M62 Larisals insiRnis Sciuridae Ｆ Hepar Kalimanlan,Suma㈲､Jaxva Prolected

25. M63 &7r/記lg細珀び1/j Sciuridae Ｆ Hepar Kal mantan,Sumalra,J劃柵 Protected

26. M16 Leopoldamyssabanus Muridae Ｍ Hepar Kalimantan,Sumatra,Jawa Not prolecled，

NonCITES
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Table 16 Continued

27. M51 1,eoPoldam戸xabanM Muidae Ｆ Hcpar.cor Kalimanlall、Sumalra，Jawa Nol prolected、

Non CrrES

28. Ｍ５ 肩arr咽/a∬陥･jl向面111 Pleropodidae Ｆ Hepar,cor lndonesia，except Stlma㈲ Nolprolected、

NonCITES

29. M13 A函cr∂g/asj吋脚jj疸7以9 Pteropodidae Ｍ Heparcor asabove asabove
30. M14 Macro2lo&,SUSI･川lmmμS Pleropodidae Ｍ Hepar､cor asabove asabove

31. M44 A佃r陶�/osぷa･如z?油z/,9 Pleropodidac Ｆ Hepar､cor asabQve asabove

32. M45 Aかごμ)jl/M.gばμ1畑|･琲榔 Pleropodidae Ｆ Hepar，cor
ａｓａｂｏｖｅ

asabove

33. M15 Maxomvs barlelsii M11ridae Ｆ Hepar Jawa Not protecled、

NonCITES

34. M17 Maxomvs bartelsi･/ Muridae Ｍ Hepar asabove asabove

35. M18 Mamnlys barlelsii Muridae Ｍ Hcpar asabove asabove

36. M19 Maxonlvsb伊lel函 MIIridae Ｆ Hepar asabQvc asabovc

37. M20 Maxomvs barlel頑 MIlridae Ｍ Hepar asabove asabove

38. M21 Maxonlvs bartelsiI/ M11ridae Ｍ Hepar asabove asabove

39. M22 Moxomvs baMelsii Muridae Ｆ Hepar asabove asabove

40. M23 Maxom鴇ba吻ls･// Muridae Ｆ Hepar asabove asabove

41. M24 Maxomvsba巾l頑 Muridae Ｍ Hepar asabove asabove

42. M25 Å･4axomvsbarlelsii Mufidae Ｍ Hepar asabove asabove

43. M26 j面mz?1μゐ砂rf/辿 Muridae Ｍ Hepar asabove asabove

44. M27 j面yθ1叫４ゐα哨r＆j Mtlrdae Ｆ Hepar asabove asabove

45. M28 ｊかyθlzjy.sbartelsi･/ Muridae Ｆ He¶)ar asabove asabove

46. M29 Maxomvsbar{elM･j Mundae Ｍ Hepar asabove asabove

47. M37 Maxomvs barlelsii Muridae Ｆ Hepar,cor asabove asabove

48. M38 Maxolllvs bartel哨 Muridlle Ｍ Hcpar,cor asabove asabove
4り、

M39 j･laxomVs･ba吻lsii Muridae Ｍ Hepar､cor asabove asabove

50. Ｍ４１ Maxomvs barlelsii Muridae Ｍ Hepar､cor asabovc asabove

51. M42 Maxomv,9ba陶lsii Muiidae Ｍ Hcpar,cor asabove asabove

52， M43 Maxomvs bayielsii Muridae Ｍ Hepar，corasabove asabove

53， M40 Rauusliomanicus Muridae Ｆ Hepar，corKalimanlan､Sumala,Jawa Nol protecled，

Non CrTIES

54、 M48 /石斑laZI･ひ1?lr7711ごlg Muridac Ｍ Hcpar、corasabove asabove

Table 16 Continued

55、 M50 Rallusliomaniclls Muridae Ｍ Hepar.cor Kalimanlan､Sumatm,Jawa Nol proleclcd、

NonCrrES

56、 M52 RalluslioⅢ朗iclls Muridae Ｍ Hepar cQr asabove asabove

57、 M53 Ratluslionlanic鴎 Muridae Ｆ Hepar cor asabove asabove
58. M55 沢�1匹/i俳71a/?泌心 Muridae Ｆ Hepar cor asabove asabove
59. M57 μalr心jj∂111∂jljaj.? Muridlle Ｍ Hepar asabove asabove
60. M58 μα1111ぶr泌llja一ごμぶ Muridae Ｍ Ｈｅｐａｒ asabove asabove

61. M5り /柘㈲.□/θ7琲加azj Mundae Ｆ Ｈ卯a「 asabove asabove
62. M60 沢α卸,□/(堵丿脚面酎 Muridac Ｍ Hepar asabove asabove
63. M61 尺α趙/μ1｀θﾀ?la/?jご111 Muridac Ｍ He叩「 asabove asabove

゛）Protected:Protected by lndonesian Government

　CI.3: CITES Appendix 3.
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Table 17 Detailsof mammals sPgdes collectedfrom Pangandaran ReserveForest，West Jawa.

　　　　　Systematicsarrangement follows Suyanto et�.1998 and Corbet and Hill1992.

No. Field
No.

Collcction
　date

Slledes Sex Family Killdof
samllle

Djstribution
inlndonesia

Status4）

l. M123 124-2002 Cynopterus brn£hyotis Ｆ Pteropodidae Hepar Kalimanlan，Sumatra，Jawa，
Lesser Sunda Moluccas

Not prolected，

NonCITES

2. M126 12-4-2002 Cvnoplerllsbrachvひlis Ｆ Pleropodidae asabove asabove asabove
3. M129 12-4-2002 Cynopleril,？brachvolis Ｆ Pleropodidae asabove asabove ａｓａｂｏｖｅ

4. M148 13,4-2002 Cyn卯lenisbrochyolis Ｆ Pteropodidac asabove asabove asabove
5. M155 144-2002 Cynoplerusbrac肪olis Ｆ Pteropodidae asabove asabove asabove
6. MI72 164-2002 Cynoplenis brachyoli･ふ Ｆ Pteropodidae asabove おabove asabove
7. MI76 164-2002 Cynopler哨♭rQchyoli･s Ｍ Pleropodidae asabove asabove asabove
8. MI77 164-2002 Cynoplerus brachyotis Ｆ Pleropoddae asabove asabove asabove
9. M87 104-2(》02 Cynoplenls brachyoljs Ｍ Pleropodidae asabove asabovc asabove
10. M107 114-2002 Ｃ蹟叩lerl/1ゐ政7油卿冶 Ｆ Pteropodidae asabove asabove asabove

Ｈ． MI08 ll4-2002 Cynoplerus brachyoljs Ｍ Pleropodidae asabove asabove asabove
12. M82 104-2002 Cynoplerus horsfieldi Ｍ Plerop()didae asabove Kalimanlan,Sumala,Jawa，

LesserSlmda

Nol protecled，

NonCITES

13， M88 10-4,2002 Ｃ四Ｗｍ�ｘ)吻7,晟 Ｍ Plcropodidae asabove おabove asabove
14， M72 104-2002 Cyllopterussphinx Ｍ Pleropodidae asabove Sllmalra,Jawa，Sangean＆

Salayar

Nol prolecled，

NonCITES

15. M78 104-2002 Ｃ回叩防rl/sぶ一垣x Ｆ Pleropodidac asabove asabove asabove
16. M97 11･4-2002 Cvnoplenls sphinx Ｍ Pleropodidne asabove asabove asabove
17. M98 I】4-2002 Cvnoplenls sphinx Ｍ Pleropodidne asabove asabove asabove

18. M103 11･4-2002 Cynoplerllssphinx Ｆ Pleropodidae asabove asabove asabove
19. M104 11-4-2002 CVnoplerus sphinx Ｆ PleroDodidae asabovc asabovc asabovc

20. M105 11-4-2002 Cvnoplerllssphinx Ｆ Pleropodidae asabove asabove asabove
21. M106 1]･4-2(X)2 CWloμer£jjぶ一畑x Ｆ Pleropoddae asabove asabove asabove
22. MI09 114-2(X)2 Cvnoplertlssphinx Ｍ Pleropodidae ａｓａｂｏｖｅ asabove asabove
23. ＭＨＩ 11-4-2002 Cynoplerus sphinx Ｆ Pleropodidae asabove ａｓａｂｏｖｅ

asabove
24. ＭＨ２ 11-4-2002 CvnolMerlls即hinx Ｍ Pleropodidae asabove asabove asabove
25. ＭＨ７ 12-4-2002 Cvnopterlls即hinx Ｆ Pteropodidae asabove asabove ・asabove

26、 M118 124-2002 Cynopterlls即hinx Ｍ Pteropodidae asabove asabove asabove
27、 MI21 12-4-2002 Ｃ回卯防rl/ぶ即/?細ｘ Ｆ Pleropoddae ａｓａｂｏｖｅ ａｓａｂｏｖｅ

asabove
28. MI22 124-2圓2 Cvnoplerllssphinx Ｍ Pleropodidae asabove ａｓａｂｏｖｅ

asabove

Table 17 Continued

29、 MI24 124･2002 CynoPterus sPhinx Ｆ Ptempodidae asabove Sumatra,Jawa,Sangean＆
Salayar

Notp咄ected，

NonCΠIES

30. MI25 124-2002 Cynoplerlissphinx Ｍ Pleropodidae asabove asabove asabove
31. M131 12,4,2002 Cynoplerllssphinx Ｍ Plempodidae asabove asabove asabove
32. MI37 124-2002 Cynoplenls sphinx Ｍ Ptcropodidae asabove asabove asabove
33. M143 134-2002 Cy附)ρ/er匹ぶμy/rg Ｍ Pleropむddae asabove asabove asabove
34. M144 13-4-2002 Cynoplerllssphinx Ｆ P{cropcdidae asabove asabove asabove
35. M156 144･2002 Cvnoμerussphinx Ｍ Pteropodidae asabove asabove asabove
36. M135 12-4･2002 EonycterissPelaea Ｆ Pten)podidae asabove Kalimanlan,Sumatra,Jawa，

Lesser Sunda, S11klwesi，

Moluccas

Not prolecled，

NonCITES

37. M136 124･2002 Eonwleris spelaea Ｆ Pleropodidae asabove asabove asabove

38. M146 134-2002 Eonwleris spelaea Ｆ Pleropodidae asabove asabove asabove
39. M147 134,2002 Eonwteris spelaea Ｆ Pteropoddac asabove asabove asab(yve
40. M73 10･4･2002 Eonwleris spelaea Ｆ PleropQdidac asabove asabove asabove

41. MI01 H4-2002 HiPPosideroslaryalus Ｆ Hipposideridae asabove Kalimanlan、Sumatm，Jawa，

Lesser Sunda

Not protecled，

NonCrrES

42. M170 164･2002 Hjpposideroslarva{us Ｍ Hipposideridae asabove asab(yve asabove

43. M140 134,2002 H貨1rixiavanica Ｍ Hystricidae Roothair Jawa、Lesser Sunda Sulawesi Protecled

44. M64 94･2002 Macaca角scicularis Ｍ Cercopithecidae BIOod Kalimanla馬Suma吻，Jawa，

Lesser Sunda

Notprotecled，

NonCrnES

45. M151 134,2002 Macaca fhscicul・is Ｍ Cercopthecidae Blood asabove asabove
46. MI69 154･2002 Macacaf＆cicularis Ｍ Cercopitllecidae Blood asabove asabove

47. M132 124-2002 Macaca.lhscicularis Ｆ Cercopitllecidae BIOod asabove asabove

48. M133 124-2002 Macacal㎏cicularis Ｍ Cercop山ecidac Blood asabove asabove

49. M91 104-2002 Maxomys即r辰「 Ｍ Muridae Hepar Kalimanlan,Suma吻,Jawa Not protected，

NonCrrES

50. M93 10-4-2002 Maxomys加r爽･反「 Ｍ Muridae asabave asabove asabove
51. M94 10-4-2002 Maxomys slJrifir Ｆ Muridae asabave asnbove asabove

52. M95 104-2002 Maxomvsari&「 Ｍ Muridae asabove asabove asabove

53. M96 104-2002 Maxomvs卯ri汝「 Ｆ Muridae asabove asabove ・asabove

54. M100 11,4･2002 Maxonlys surifi!「 Ｍ Muddae asab(yve asabove asabove

55. ＭＨ９ 12･4,2002 Maxolllvs加ri阪 Ｆ Muddae asabove asabove asabove

56. M120 124･2002 Maxol即ssuri佃r Ｍ Muridae asabove asabove asabove
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Table 17 Continued

57. M145 134-2002 Ｍａｘｏｍ芦ｓｕｒ㈲「 Ｍ Mulidae asabove Kalimanlan,Sllmalm,Jawa Not prolecled，

NonCITES

58. M153 144･2002 Maxomvs即l･面「 Ｆ Muridae asabove asabove asabove

59. M157 144-2002 Maxomvssur喩「 Ｍ Muiidae asabove asabove asabovc

60. M159 144-2002 Maxonlvs sur喩「 Ｆ Muidae asabove asabove asabove

61. M164 154-2002 ﾙかxa111回,9w凶ｒ Ｍ Muridae asabove asabove asabove

62. MI65 154･2002 Maxomvssur而「 Ｆ M11ridae asabove asabove asabove

63. M138 124-2002 Ratluxlanezumi Ｆ Muridae asabove lndonesia Notprolecl�，

NonCITES

64. M139 124-2002 Ra仙slanezumi Ｆ Muridae asabove asabove asabove

65. M150 134-2002 ＆7fl匹峨琲laiiag Ｍ Muridae asabove Kalimanlan,Sul聞III,Jawa Notprotecled，

NonCITES

66. M152 144･2002 /む7111£y治琲珀㎡ａｇ Ｆ Muridae asabove asabove asabovc

67. M158 1444002 Rauus110manicus Ｆ Muridae asabove asabovc asabovc

68. MI63 154-2002 Rallusliomanicus Ｍ Muridae asabove asabove asabove

69. MI66 154-2002 Rallusliomanicus Ｍ Mulidae asabove asabove asabove

70. MI6ﾌ 154-2002 /むWμ/ぷlio扉附ljc附 Ｍ Mulidae asabove asabove asabove

71. M168 154-2002 Ra咄sliomanicus Ｍ Muridae asabove asabove asabove

72. M171 164-2002 /む治1/μj∂堺az7沁肱y Ｍ Muridae asabove asabove nsabove

73. M92 104-2002. /ﾏa㈲μ/ひ詞a㎡c払y Ｍ Muridae asabove asabove asabove

74. M99 11-4-2002 Rattllstiomanicus Ｍ Muridae asabove asabove asabove

75. ＭＨ３ ll4-2002 Raltusliomanic回 Ｆ M1lridae asabove asabove asabove

76. M160 154-2002 Rhinolophusφnis Ｍ Rhinolophidae asabove Kalimanlan,Sul闇tra,Jawa，

Lesser Sunda

Not prolecled，

NonC】TES

77. M141 134-2002 Rhinol卯h鴎pusillus Ｍ Rllinolophidae asabove Kalimanlan,Sumalra，Jawa，

Lesser Sunda

NOlprolecled，

NonCITES

78. M161 15･4-2002 1仙inolophus pu祠lus Ｆ Rjlinoloplidae asabove asabove asabove

79. M65 104-2002 Roueltus anlplexlcauda{us Ｆ Pleropodidae asabove Kalimanlan,Sumatra,Jawa，

L4sser Sunda, Subwesi，

Moluccas.Papua

Nolprolecled，

NonCrrES

80. M66 104-2002 /?Q町ef/心αZIZβなガ㎝11凌Z哨j Ｍ Pleropodidae asabove asabove asabove

81. M67 10-4-2002 /?θlfgZZμjど聊lp/eχja71j＆y/まｇ Ｆ Pleropodidne asabove
ａｓａｂｏｖｅ

asabove

82. M68 10-4-2002 /?a醍どfjμjα脚ρなxj㎝11&71μ∫ Ｍ Pleropodidae asabove
ａｓａｂｏｖｅ asabove

83. M69 104-2002 /?∂11glllgαg71β/fガcα1�a/jg Ｆ Pleropodidae asabove asabove asabove

Table 17 Continued

84. M70 104-2002 /?∂11ぶemfsαz717ﾌなxjcr7zyi71匹 Ｍ Pleropodidae asabove Kalimalllan,Suma㈲,Jawa、

Lesser Sundn, Sulawcsi、

Moluccas,P呻噛

Nol prolecled、

NonCITES

85. Ｍ７１ 104-2002 /7∂geZ/μjα堺βなxjαs&7ーぷ Ｍ Pleropodidae asabove asabove asabove

86. M74 104-2002 Rousellllsamplexicaudalus Ｆ Pleropodidae asabove asabove asabove
87. M75 104,2002 Rousellusalnplexicaudalus Ｆ Pleropodidae asabove asabove asabove
88. M76 104-2002 Rouseuus amplexicauda{us Ｆ Pleri)podidae asabove ａｓｎｂｏｖｅ asabove

89. M77 104-2002 /?Q肪e珀ｇα附Z7ながcaμ冶i/μぷ Ｍ PlerQpodidac asabove asabove asabove
90. M79 104-2002 μθμ卵砥ｇα堺j7/gガα11f&7Z討 Ｆ Pleropodidae asabove asabove ａｓａｂｏｖｅ

91. M80 104-2002 Ro闘e11喊a川plexicaudatus Ｍ Pleropodidac asabovc asabovc asabove
92. M81 104-2002 Rousellusanlplexicaudatus Ｆ Pleropodidae asabove asabove asabove

93. M83 104-2002 Ro肪吋11usamplexicaudatus Ｍ Pleropodidae asabove asabove asabove
94. M84 10-4-2002 Rolsellusamplexjcaudalus Ｆ Plerooodidae asabove asabove asぬove
95. M85 104,2002 Rousellusamplexica14dal回 Ｍ Plerc)Dodidae asabove asabove asabove
96. M86 104-2002 /?∂se治gαlylp/gｶﾞa7lfdα1匹 Ｍ Pleropodidae asabove asabove asabove
97. M89 104-2002 Roasellusamplexicau面lus Ｆ Pleropodidae asabove asabove asabove

98. M90 10,4-2002 /IQ匹おーぶα唐μｅｊａ聊必以9 Ｆ Pteropodidac asabove asabove asabove

99. M102 ll･4-2002 /iQ財靖財ａ閲虎がc仙面lzls Ｆ Pteropodidae asabove asabove asabove
100. ＭＨＯ 114-2002 Rolsellusamplexlcaudalus Ｍ Pleropoddae 部ａｂｏｖｅ nsabove asabove

101. MI14 12,4-2002 沢θggﾉﾉ心α朗虎ガcald7111ぷ Ｆ P【eroDodidae asabove ａｓａｂｏｖｅ asabove

102. ＭＨ５ 124-2002 Rouse㈲s amplexjcaudalus Ｆ P【cropodidae asabove asabove asabove

103， ＭＨ６ 124-2002 Rousellusamplexicaudalus Ｍ Pleropoddae asabove asabove asabove
104. M127 124-2002 /lolg泊1ぶａ琲β&xたazy&7畑ふ Ｍ Pleropodidae asabove asabove asabove
105. MI28 124-2002 j?∂zag珀ぼａ趙ρ&x/cmj&珀ば Ｆ Pleropodidae asabove asabove asabove
106. M130 124-2002 Rousellusamplal㎝udallls Ｆ Pleropoddae asabove asabove asabove
107. MX34 124-2002 /iθge/flばα摺βながc創jdα/lg Ｍ Pleropodidae asabove asabove asabove

108. M142 134-2002 Rousellllsamplexicalidallls Ｍ Pleropodidae asabove asabove asabove

109. M149 134-2002 /?∂Mefllgaylμaiα7z7r47哨ぶ Ｆ Pteropoddae asabove asabove asabove
II0. M162 154-2002 Rouselhls amplexicaudalus Ｆ Pleropoddae asabove asabove asabove
HI. M173 164-2002 Rouseuus anlplexicaudal皿 Ｆ Pleropoddae asabove asabove asabove

H2. M174 164-2(X)2 Ro鴎elれlsamplexicallda111s Ｍ Pleropodidne asabove asabove nsabove
H3. M175 16-4-2002 Rousellus amplexicaudatl,s Ｍ Pteropodidae asabove

ａｓａｂｏｖｅ asabove

114. MI78 164-2002 /?θ11甜珀1,ya堺β&ガcα1/＆71zls Ｍ Pleropodidne asabove asabove asabove
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Table 18 Detailsof mammals sPedes collectedfrom Cinangka Farm, West Jawa.

　　　　Systematicsarrangement follows Suyanto et al.1998 and Corbet and Hi111992.

No. Field
NO.

Collection
　date

SFcies Sex Family Kindof
snmple

Distribution
inlndonesia

S咄llsり

1， １ l,4-2002 ， Ｔｎｒ,s･111,ｓｓｐｅｃｌｒｕｍ Ｍ Tarsiiden Hair Sulawesi Prolecled,CI212

2. ２ 1･4･2002 Tarsiu.sSpeClnml Ｍ Tarsiidea Hair Sulawesi Prolecled､C121?
3. ３ 14,2002 71｀nrsill.?S7忿ご1r11μ1 Ｆ Tarsi dea Hair Su】awesi Protecled､C1212

4. ４ 14,2002 Tarsill刄s阿clrl田l Ｍ Tars dea Ha Sulawcsi Prolecled CI 2j2

5、 ５ 14,2002 Ta咄･11sspectru川 Ｆ Tarsiidea Ha Sulawesi Prolecled,CI212
6， ６ 14･2002 Tarsillsspeclrum Ｍ Tarsiidca Hajr Sulawesi Prolecled､CI212

7. M515 9･10･2002 苔7惣治ぶ1pgαΓ紺?J り Tarsiidea Tissues Sulawesi Prolecled,CI21
8. M516 り,l()-2002 7i7加1/ぷsμc帥限j ？ Tarsiidea Tissues Sulawesi Prolecled C1 27

9. M517 9-10-2002 T(1rsilfsspeclrllj?l ？ Tarsiidea Tissues Sulawesi Prolected,CI22
10. M518 り-I()-2002 7r7だj11ぶ刄7fr帥1房 Ｆ Tarsi dea Tissues Sulawesi Prolecl�,CI27

りProtected: Protectedby lndonesian Government

　CL2:CITES八ppendix 2.

1）Whole samples already extracted.

2）Allanimalswere captive-bomed、

Table 19 Detailsof mammals sPeciescollectedfrom Bandung Zoo, West Jawa.

　　　　Systematics arrangement follows Suyanto et（λI.1998 and Corbet and Hiii1992.

No. Fiehl
No.

COllectjon
　dale

Species Sex Family Kjndof
samllle

Distribulion
in lndonesia

St油ls●）

1. M 190 8･5-2002 jrc//cla･&治|μ印町1 Ｍ vive�dac Blood KalimanlanSumatraJawa Prolecled

1 2. M 191 8･5-2002 jr(7/lc･隔binれlrong Ｆ vive�dae asabove asabovc asabove
3， M437 5,り･2002 ,･1rむljclj5み訥μ印1呪 Ｆ viverridae ａｓａｂｏｖｃ asabove asabove

4. M438 5･9-2002 ,･1な裁ｺﾞ以･みμ?れ匹)刄1 Ｆ viverridae asabove asabove asabove
5. M445 5･9･2()02 Cervllslimorenyix Ｆ Cen･idae asabove Kalilnanlan,Jawa,Lesser

Sunda,Sulawesi、Mohlccas
Prolecled

6. M182 8･5･2002 //油l晶叱i啄1/ly Ｆ Hylobatidne asabove Kalimanlan.Sumal哨 Prolecled.C目

ﾌ． M180 8･5-2002 11vlobnlesmoloch Ｍ Hvlobal dac asnbove Jawa Protecl�,CII

8、 M181 8-5,2002 Ｈｖｌｏｂ(１１ｅｓｍｏｌｏｃｈ Ｆ Hylobatidae nsnbove asabove asabove
9. M 183 8,5,2002 llvlobatexmoloch Ｆ Hylobatidae asabove asabovc nsabove

10. M186 8･5･2002 11vlobalesmoloch Ｆ Hyk)batidae asabQvc asabove asabove

Ｈ、 M433 5･り･2002 Ｈｖｌｏｂａｌｅｓｍｏｌｏｃｈ Ｆ Hylobalidae asabove asabovc asabove

12. M435 5-9,2002 11vlobates川oloch Ｍ Hylobat dae asabove asabove asabove
13. M436 5･9-2002 Hvl(,b,llesmoloch Ｆ Hylobalidae asabove asabove asabove

14. M439 5･9･2002 H仙4)alesl･ｍｏｌｏｃｈ Ｆ Hylobatidae as;lbove asabove asabove

15. M440 5-9-2002 llvlobntesmoloch Ｆ Hylobalidae asabove asabovc asabove
16. M446 5-9-2002 //μ)みa161?1∂/ぼ/1 Ｍ Hvlobatidac ａｓｎｂｏｖｃ asabove asabove

17. M179 8･5-2002 11vlobaless脚面crvlus Ｍ Hylobalidae asnbove Sumalra Protecled C□

18. M184 8･5･2002 Hvlnbales syn面ctvllls Ｆ Hylobaljdae asabove asabove asabove
19. M185 8･5-2㈲2 IM()balessv,ldactvlus Ｍ Hylobatidae asllbove nsabove asabove

2{). M447 5･9-2002 1･lvlobatessⅥldactvlus Ｍ Hylobatidae asabove asabove asabove
21、 M448 5-9･2002 11vlobalessvndactvlus Ｍ Hylobalidae asabove asabove nsabove

22. M449 5･9･2002 Hvlobales svndacl油fs Ｍ Hylobatidae asabove asabove asabove

23. M188 8-5,2002 Ｍａｃａｃａ ｎｅｍｅｓｌｒｉｎａ Ｆ Cercopithecidae asabove KnlimantanSulnalm Prolecled C1 2

24. M18り 8-5-2002 ３かa7cαf7aj16Zrjz7α Ｍ CcrcopiUlecidae asabove asabovc asabove
25. M441 5-9,2002 Ｍａｃａ£ａｎｅｍ６ｔｒｉｎａ Ｆ Cercopilhecidae asabove asabove asabove
26. M442 5･9･2()02 jかごaご∂J?ajlどふlj初β Ｍ Cercopitllecidae asabove asabove　　　　　　　りlsabove

27. M444 5,9-2002 Munliacus munりak Ｆ Cervidae asabove Kalimanlnn、Sumatra,Jawa，

Lombok

Prolecled

28. M187 8,5-2002 裁,/7邸涌e/り Ｍ Homonidne asabove Sumnlra　　　　　　　Prolecled C□

Table 19 Continued

2ﾘ． M434 5･ﾘｰ2002 Pr6bvte,9a別la吊 Ｍ Cercopilhecidae ａｓａｂｏｖｅ Jawa Prolecled CI 1

3{). M443 5,9-2002 7y,7油印/1加c叫皿片珀1.吋?） Ｆ Cercopit}lecidac asabove lawa.Lesser Sunda Prolecled､CI2＊

゛）prolecled:Protecledby lndonesian Governmenl

　　CI.1:CITES Appendix l.

　　CI.2:CITES Appeldix 2.
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Table 20 Detailsof mammals sPedes collectedfrom Semarang Zoo, Gembira loka Zoo (Yogyakarta)and Surabaya Zoo.

　　　　　Systematicsarrangement follows Suyanto etαZ.1998 and Corbet and Hiii 1992.

　　　　　Collected by Maharadatunkamsi, M.S.A Zein, SriSulandariandAgusKundarmasnounderProNaturaFund.

20A. Semarang Zoo

No. Field

NO.

Collection

　山lte
Species Sex Family Kjndof

samllle
Dislribution
inlndonesia

Stalusり

1. M246 6-8-2002 Macaca角ycic�ari5 Ｍ Ccl･copidlecidnc Blood Kalimallan,Sumalm.Jawa.
LesserSuuda

Ｃ１２

2. M247 6,8,2002 陥収(J必e/
ａ?） Ｆ Homonjdae Blood Smnatnl Prolecled､C□

3. M248 6･8-2002 /¥収ぴ必一汀?｝ Ｍ Homonidae Blood S11malra asabove
4. M249 6-8-2()02 八祁ひ,必dj(?) Ｆ Homonidac Blood Sulnatnl asabovc

20B.Gembira loka Zoo (Yogyakarta)

NO. Field
No.

COIlection
　datc

S11ccies Sex Family Kjndof

samllle

Dislrjbulion
inlndonesia

Slalusり

|， M256 8･8-2002 ,･jrcμc/|‘j&μ泊/r四ｇ Ｍ vivcrridae Blood Kalimanlan､Sumalm,J;lwa Proleclcd

2. M255 8･8･2002 Cervus lilllorensi51･ Ｍ CeⅣidae ａｓａｂｏｖｃ Kalimanlanjawa､Lesser

Sunda､Sulawesi.MolucQls

Proleclcd

3. M252 8,8-2002 た゛/どμ?ay川αz1111μぶ Ｍ Elcphanlidac ａｓｉｌｂｏｖｃ Sumalra Prolccled､Cl l
4. M253 8･8-2002 Eleph(l.yl,1αΓ1111115｀ Ｆ Elcphanlidac ａｓａｂｏｖｃ asabove asabove
5. M254 8･8-2002 Elephns lllaximμs Ｆ Elephanlidac ａｓａｂｏｖｃ ａｓａｂｏｖｅ

asabove
6. M262 8,8,2002 i削ob(11essy)ldactylus Ｍ Hylobalidac ａｓａｂｏｖｃ

asabove
ａｓａｂｏｖｃ

7、 M251 8-8-2002 Nas�i･,v/anwllμ Ｆ Cercopitllecidac Tissues Kalimanlan asabove
8. M257 8･8,2U02 R7xzj111α/47n･a拓 Ｆ vivcrridac BIOod Kalimanlajl､Sumagra Ｃ１３

9、 M258 8･8･2002 Paradoxltrllshem叩hrod㈲s り vivc�dac ａｓａｂｏｖｃ Kalimanlan,Sumalra.Jilwa Protected
10. M263 9-8-2()02 μりflg(ﾌβ蹊丿尉?ｅｕｓ Ｆ Ｈｏｍｏｎdac ａｓａｂｏｖｅ Kalimanlan Protec{cd.CI I
11. M264 9-8-2002 /7()/7μ(Jμ哨Z?jαど11ざ Ｆ Homonidac ａｓａｂｏｖｃ asatx)ve asabovc

12. M265 9･8･2002 戸(J/7g(リ?1Zlj71αeM Ｍ Ｈｏｍｏｎdae asabovc ａｓａｂｏｖｅ
asabovc

13. M250 8-8,2002 Presbylisrubicunda Ｆ Ccrcopi山ccidac Tissues ａｓａｂｏｖｃ Protecled CI 2

14. M259 8-8-2002 Pr6bvlis r1,bicun面 Ｆ Cercopithccidac Blood asabove asabovc
15 M260 8-8･2002 ＆６机･心r而池･lz必 Ｆ Cercopitllecidac asabove asabove asabovc

j6. M261 8-8,2002 Trochvpilhecl防mfrall｡¥ Ｆ Cercoplhecidac ａｓａｂｏｖｃ Jawa.Lesser Sunda asabovc

20C. Surabaya Zoo

No. Fichl

NO.

Collection

　datc
S11ccies SCX Family Kjndof

saml)le

Distribution
inlndonesia

Stalus゛｝

1. M274 10･8･2002 λり｀5･axl･1 Ｆ Ccrvidae Bkx)d ･･－
Ｃｌ ｌ

2. M275 10･8･2002 .4xisaxi･,t Ｆ CCrV dae asabove W-－
Ｃｌｌ

3. M272 10-8･2002 jy/5･＆/?/1･/ Ｆ Cervdac Blood Bawean Prolcctcd､CII
4. M273 jO･8,2002 jtxis仙hlii Ｆ Ccrvidae ａｓａｂｏｖｅ Ｂａｗｅａｌｌ ａｓａｂｏｖｅ

5. M282 12-8-2002 B晶vnlusababvruMa Ｆ Suidac Blood Sulawesi､Moluccas Protcclcd､CI 1
6. M283 12･8･2002 ＆7&m4ar7陥砂印μα Ｆ Suidae asabove asabove ａｓ;ｌｂｏｖｃ

ﾌ． M284 12,8-2002 &7みm)μa7陥加r財＆7 Ｆ Suidae asabove おabove
ａｓａｂｏｖｃ

8. M285 12･8-2002 μαみ昨011＆7ゐ一匯1ほ腎7 Ｍ Suidae ａｓａｂｏｖｃ asabovc asabove
9. M286 12,8･2002 lk7ゐぽｏ尚･ａ如佃r匹R7 Ｍ Suidac ａｓａｂｏｖｃ asabovc ａｓａｂｏｖｃ

10. M287 12･8-2002 召r7ゐw(?lgr7ゐ一Ｆμぷw7 Ｆ Suidae ａｓａｂｏｖｅ asabove asabovc
日． M288 12･8-2002 Babvrousab油vruMa Ｆ Suidac asabovc asabove asabovc
12， M289 12-8-2002 ＆泌四)心ａみ必yrs･M7 Ｆ Suidae ａｓａｂｏｖｃ asatx)ve asabovc
13， M290 12-8･2002 Babvmu加babvru55a Ｆ Suidae asabovc asabovc asabovc
14， M291 12･8-2002 &7ゐyroμJ･aゐr7&jﾉr11.s‘ぶr? Ｆ Suidae asabovc asabovc as;lbovc
15. M292 12-8-2002 B油vrousababyruga Ｆ Sujdac asabove ａｓａｂｏｖｃ

asabovc
16. M293 12-8-2002 &7佃r()心αゐ一yr11ぶs¥7 Ｍ Suidae asabove asabovc ;ISilbovc

17， M294 12-8-2002 Bahvrousobabvrlls卯 Ｆ S1 dae asabovc asabovc asabovc
18. M295 12-8-2(}02 Zjrl佃y7,1陶Jゐ励げ1ぴ,wJ Ｆ SU dae asabovc asabovc ａｓａｂｏｖｃ

19. M2％ 12,8-2002 Bnhvrou5(d)(lbyru5,s7? Ｆ SU dac asabove asabovc ilSabOvC
20， M297 12-8-2002 ＆泌mJ附f7ゐ一F11.w? Ｆ Suidac asab(〕vc asabovc asabove
21、 M298 12-8-2002 /jf7M･nJzjぶαゐ一昨心M7 Ｆ Suidac asabQvc asabovc ａｓａｂｏｖｃ

22. M299 12･8,2002 Bnbvrutlsahabvruぶsa Ｍ Suidac asabovc as洽ovc asabovc
23. M401 12･8-2002 /?r7&ぽ1)μぶ7ゐ∂みぽ115･,S17 Ｍ Suidac asabove asabovc ａｓａｂｏｖｅ

24， M402 12,8-2{珀2 ∂α&げ,jlM･αゐ必Ｗ心M7 Ｍ Suidae asabovc asabovc asabovc
25. M268 10-8-2002 Ccrl･μ5･1泌ｌａｎＭぷ･5･ Ｍ Ccrvidae B】ood Kalima111an.Jawil.Lcsser

Sullda.Sulawesi、MOI11ccas

Protcctcd

26. M269 10･8,2002 (｀ervus Umorellsl･x Ｆ Cervidilc asabove asabove ａｓａｂｏｖｃ

27、 M276 10,8-2Q02 (｀ervux limorensisl.‘Ariuno’ Ｆ Cervidae asabovc asabove asabove
28. M277 10,8-2002 Cln･us ti111orll13is` Arjuno° Ｆ Ccrvidac 1lsabove asabcvc asllbovc
29， M278 10-8,2002 （ｌｅｎ･１１ＸＵｎ沁(而｢ Ｆ Cervidac Blood Kalimal㈲n.Sulnnlnl Prolectcd
30， M267 10･8-2002 Hylりわalesa只山s Ｆ Hvlobalidae Blood Ｋ面manlan.Sumalra Pro(eclcd.C11
31. M281 12-8-20()2 Hvlohalgsl･四il以 Ｆ Hvlobalidac asabovc ａｓａｂｏｖｅ ａｓａｂｏｖｃ

　32
，

･¶■■
M266 10-8,2{K12 出舶hlllcsl･M･ndaclvlい･ Ｆ Hvlobalidac Blood Sulnalm Protcclcd、C1 1
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２０Ｃ．Ｃｏｎｔｉｎｕｅｄ

ｎ M280 12-8-2002 Ilvlobole,sM蹟政ヽ片/11,、 Ｍ H51ob函dac ;lsabovc
ａｓａｂｏｖｃ ａｓａｂｏｖｃ

34、 M27り 10･8,2002 λ/四面c征り,皿ゆ活 Ｍ Cervidac Blood Kalilllanlan、Sull雇｢a、Jawa.

Lombok

Prolcctcd

35. M271 10,8,2002 A/11皿I(ｉＣＵ,いｎｕＨ㈲ｋ Ｆ Ccrvidae asabove ａｓａｂｏｖｅ
Prolcclcd

36. M30() 1()-8-2U02 Para面ｘｕｒｕ.s･hぞrⅢ卯hrod而,､･ Ｍ viverridac Hair Ka】imantan、Sumalra、Jawa Prolcclcd
37. M279 10-8-2002 /ｹjr?17r711/脚･心ゐど'?収7かμj､s･ Ｆ Fclidac Blood Kalimallta11.Sumalm.Jawa Prolcctcd.CI I

゛）Pmtecled:Protectedby lndonesian Goverllment

　　CI.l:CITES Appendix l.

　　CI.2:CITES Appendix 2.

Table 21 Detailsof mammals sPeciescollectedfrom Raden Soerjo Forest,EastJawa.

　　　　　Systematicsarrangemenoollows Suyanto et�.1998 and Corbet and HiII1992.

No. Field
NO.

COIleclion
　dale

SI)ecies SCX Family Kindor

saml)le
Distribution
inlndonesia

Status゛）

1. M454 ||,9-2002 AetllaloPs alec{o Ｍ Pler叩Qdidac Hcpar KalimaBlan､Sumatnl.Jawa、

しombok
Not proleclcd.

NOIICITES
2， M455 H･9･2002 ,4elhalo芦･alｾﾞclり Ｆ Ptcr卯odidac asabovc as必ｏｖｃ asabove
3， M458 12･9･2002 λelh�opsalccl() Ｍ Plcr卯odidilc asabove asabovc asabove
４． M476 14-9-2002 λdlalo阿�eclo Ｍ Pleropodidac asabovc asatx)ve asabovc
5. M450 10-9-2002 咄川叩lerussdlrd犯凶 Ｍ vcspcrtilionidac Hepar Kalimalltall.Sumatm，Jawa、

LesscrSunda、MOluccas.

Pal)ua

Nol protcclcd.

NO11(ITES

6. M451 10-り･2002 3,/1｀/z/θρler115ぶc/1輝1｀加r,り･ Ｆ asabovc asabovc ａｓａｂｏｖｃ asabovc

7. M452 j()-り,2002 Minioplerusschrcibers･/ Ｆ asabovc ａｓａｂｏｖｃ asabove asabovc
8、 M453 10-り-2002 λ//･nloplerux･schrelber3i Ｍ asabove ａｓａｂｏｖｃ asabovc asabove
9， M459 12･9-2002 Minioplerus･schr6わeMi Ｍ vesperl liollidac as油ovc asabovc asabove
10、 M460 12-9-2002 肩i雨卯ter11A･schreibersi リ vcspcrliliollidac asabovc ａｓａｂｏｖｅ asabove

□． M461 12-9･2002 Minioplerllssdlrejberxl Ｍ vesperliliollidae asabove asabove asabove
12 M462 12-9-2002 肩iⅢ卯lel･us5･＆陀訪er.､･j Ｆ vespertilionidae asilbove asabove asabovc

i 13. M463 12-9･2002 Miniopleru.s･schr6わe凶 Ｍ vcsperliliollidac asabove asabove asabove
14. M464 12-9-2002 Mi雨･o1)lerMghreibersi Ｆ vcsperliliondac asabove ａｓａｂｏｖｅ asabovc

・15. M465 12-9･2002 Milliopterlls schreibers･i Ｍ vesperl
ｌ

ollidac asabove asabovc asabove

16. M466 12･9-20()2 Ｍ面･ＯＤｔｅｒｕｓ.､･chrelbersl Ｆ vcsperlilonidae asabove asabovc asabovc
17 M46ﾌ 12,9･2002 MiⅢ･oDlerux xchrei屍MI･g Ｍ vcSpcrllion dae asabovc asabove asabove
18. M468 12･9･2002 肩ini･opleru.sschrelbersi Ｆ vesperli Ｏｎ dae asabove ａｓａｂｏｖｅ asabove
19、 M46り 12,9･2002 Mini･oDterux xchm･bersl･1' Ｍ vespenilion dae asabove asabQvc asabove
20. M470 12-9-2002 Mjniopteru,s schreihers･， Ｆ vespenilionidac asabovc asabovc asabovc
21. M471 12,9,2()02 Minioplerus schrfl･bersi Ｆ vcsperlilionidae ａｓａｂｏｖｅ ａｓａｂｏｖｅ

asabove
22、 M472 12,9-2002 訂仙･ol)lerus schrcibersi Ｍ vesper【ilionidae asabove ａｓａｂｏｖｅ asabove
23 M473 12･9･2002 X/1･nl･opterusschrel･佃惣1’ Ｍ vcsperlilk)nidae asabove ａｓａｂｏｖｃ asabovc
24、 M474 12-9-2002 肩iⅢ卯lerllパchrelbersi Ｍ vcsperllion dac asabove asabove asabove
25. M475 12-9-2002 Mink)r)leru.sM］/1陀/佃,･5/’　I　M vcspcrtilionidae i　as abovc asabovc asabovc

26. M477 14-9･2002 .V函ve?吻rかhwcens Ｍ Muridac　　　’Hcpar Sumalra､Jawa Notprolcclcd.

Non CITES

Table 21 Continued

27 M478 14･9-20()2 ＮＭｖｅｎｌｅＯｉｉｌｗｘｃｅｎｓ Ｍ Ｍ面dae asabovc ａｓａｂｏｖｃ asabovc
28. M457 12-9-2002 RhinoloPhu.UUCIUS Ｆ Rhinolophidac Hcpar Sumalra、Jawa Not prolccted.

NonCITES
2り． M456 目-9-2002 Trachypl･山ecMauranlx Ｍ Cercophilccldae BIOod ぬ11im朗tan､Sun喊ｍ Prolccted.C12゛

゛）Protecled:Protectedby lndonesian Govemment

　　CI.2:CΓΥESAppendix 2、
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Table 22 Detailsof mammals sPedes collectedfrom Purwodadi Botanical Garden, EastJawa.

　　　　　Systematicsarrangement follows Suyanto etα1.1998and Corbet and Hi111992.

No. Field
No.

Collection

　date
S11ecies S41X Falnily Kindりf

陥ml}le

Distribution
inIndonesia

Status゛）

1. M483 15-り,2002 Cynoplerus brachy(11is Ｍ Plcropodidac Hepar Kalimanta]1.Sulnatra,Jawa.

Lcsser Sunda. MOluccas

Nol prolcctcd、

NonCITES

2. M484 15-9,2002 Cvnopler哨brachyolis Ｍ Pleropodidac asabovc nsilbovc asabove

3. M485 15-9-2002 Cvnoplerux brac･加(が/5･ Ｆ Plcropdidae asabovc asabove asabovc

4. M486 15-!1-2卯2 CWI男府r匹ゐΓαCゐW111,1 Ｆ Pleroμ)didae asabovc asabove asabovc

5. M487 15,9-2002 C卯卯lerusbr(lchyolis Ｆ Ptcropoddac asabove asabove asabovc

6. M488 15-9･2002 (､'w?aμen/ぷゐrど7dyぴ/j,v Ｍ Pleropodidac asabovc asabovc
ａｓａｂｏｖｃ

7. M489 15-9･2002 Cμzlθμa･115･ゐΓαc加rJ//ぷ Ｆ Pleropoddac asabove asabovc
ａｓａｂｏｖｅ

8. M490 15･9-2002 Cvnoplerllsbrachyolis Ｆ Pter01x)didae asabove asabove
ａｓａｂｏｖｃ

9. M491 15-9-2002 Cynoplerus br(lchyolis Ｍ Plcropodidilc asabovc asabovc asabovc

10. M493 15-9･2002 Cwlひμerl岱･&Ｍｄ印la Ｍ Pleropodiilc asabove asabovc ａｓａｂｏｖｃ

Ｈ． M494 15-9-2002 Cvnoplerus brachvolis Ｆ Plcropodidac asabovc asabovc asabovc

12. M495 15-9-2002 CWloplgr附＆f7ご妙Q//1 Ｍ PlerQpodidilc asabove asabove asabovc

13. M496 15･9-2002 (￥1{卵e肖孫･加αご加如ふ Ｍ Plcmpodi面c asabove asabove
ａｓａｂｏｖｃ

14、 M497 15,9-2002 Cvno訓どrusbrachyolis Ｍ Pleropodidae asabove asabovc asabovc

15. M498 15,9･2002 Cvllopleru5♭rac恥olis Ｆ Pteropodidac asabove asabovc asabovc

】6. M492 15･9-2002 C蹟叩/er匹sp Ｍ Pteropodidae asabovc asぬovc asabovc

17. M479 15･9-2(}02 CIﾉ11cJμfrM･･sphinx Ｆ Pler｡p｡didae Hcpar Sumalr11，Jawa、Simgcal喀

Salavar

Nol proleclcd，

NollCITES

18. M481 15,9-2002 Cv17(Wer&jぶ･刄面りx Ｆ Pteropoddae asabove asabove asabovc

19. M480 15･9･2㈲2 (徊叩lmμ･titlacheilus(?) Ｆ Plcropodidac Hcpar Sumalra.Jawa，Lcsser Sullda Nol protcclcd.

NonCITES

20. M482 15-9･2002 CM7卯/e輝幻丿陥油�心(?) Ｆ Pteropodidae asabovc
ａｓａｂｏｖｃ asabove

Table 23 Detailsof mammals sPeciescollectedfrom BaliZoo Park and BaliBotanica1 Garden, Bali

　　　　　Systematicsarrangement follows Suyanto etα7･1998 and Corbet and Hiii1992･

23A.Bali Zoo Park, Bali

No， Field
No.

Colleeiion
　dale

Slleeies Sex Family Kindof
samllle

Distl･ibulion
illlndoncsia

Status゛）

i. M500 21-9-2002 芦/y必&㎡6ajび/政 Ｍ Hylobatidac Blood Kalilllanlall.SIlma㈲ Prolccled､Cll

2. M502 2】,9･2002 Muntiacusmu叫ak Ｆ Ccrvid;lc Blood Kaljmantan.Sulnalm.Jawa.
Lombok

Prolectcd

3. M501 21･9･2002 局,四/,7,,l向ﾌgぶ(?) ？ viverridac Hair Kalimanlan､Sumatra.Jawa Nol prolccted.

NonCITES

23B.Bali BotanicaI Garden, Bali

NO. Field

NO.

Colle£tioll

　dale
Species Sex Family Kjndof

Mml)le

Distribution

inlndonesia

Status

l. M510 24･9,2002 瀧t仙I(lひsalccto Ｆ Pleropodidac Hep訂 Kalimantan､Sumau馬jawa.
Lombok

Nol proteclcd、

Non CITES

2. M503 23-9-2002 Cy7りμどrよj5･6Γαc々ya/1･s Ｍ Pleropodjdae Hcpar Kalimalltan.Slllllalrl、Jaw;|、

Lcsscr Sunda､ MolucQls

Nol prolcclcd、

NO11CITES

3. M 505 23･9,2002 Cvnoplgrusbrachvo面 Ｍ Pteropoddne asabovc asabove llsabovc

4. M508 24-9-2002 CW7,JμeΓμ.iみｍ＆凶心 Ｍ Pteropodidac asabovc asabovc asabovc

5. M509 24-9･2002 Cw7()plerusbrachvひ面 Ｆ Plero叩didae asabove asabovc asabove

６． M504 23･9･2002 Cynoplerus sphi,lx Ｍ Pleropodidac Hepilr Sumalra.Jawa,San一al唇
Salavar

asabovc

7、 M506 23-9-2002 CVn{Jμerussphinx Ｍ Ptcropodidac asabovc asabovc asabovc

8. M514 25,9-2002 N函ve削erleplurus Ｆ Muridac Hcpar Jawa､Bali asabove
9. M512 24-9-2002 Nivivenlerlepluruふ Ｆ Murjdae ilsabovc asabove asabove

10. M 507 23･9･2002 /?a1111jen4/cJIU･ Ｍ Ｍ面dae Hcpar Kalimalllajl.Suma111.Jawa.
Lesser Sunda.Su』wesi、

MOluccas.PaDua

Not prolecled，

NonCITES

11. M511 24･9･2002 Rhinolophusφｍ･J Ｍ R11inolophidac Hepar Kalimallta11.Sul聞lra、Jawa、

LcsserSun&l

Nol protccted.

NonCITES

12. M513 25-9,2002 7μalWcler4㎎加泊1＆ Ｆ vcspcrtilioni

　　　　duc
Hepar Kalilnalltan.Sumatra､Jawa、

Lcsscr Sullda.Sulawesi

Nol prolectcd.

NonCITES

゛）Pmlぽlcd; PI’otcctJby hldonesian Govenunent, CI士CITESAI･paldixl
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Table 24 Summary of aH DNA materialoflndonesian mammals Collected under Pro Natura Fund.

Table 24 Continued

- 187 －



Table 24 Continued

*）

56， R油�o曲i,sa加面 ２ Not protected､NonCites

57， Rhjllolop}IIlshlcrlls １ Not protectedNon Cites

58， Rhiilolophlls pusi1111s ２ Not protected､NonCites

59. Rollseltllsanlplexicalldalus 36 Not protected,NonCites

60. nlpjr11,りndiclls ２ Protected,CI:1

61. Tarsillsbcl咄alⅢs ｌ Protected.CI:2

62. Tarsius speclrlml 10 Protected､CI2

63. 7泌凶1徊/＆c尚･四附隋ぷ ９ CI:2

64. TrachVpilheclls crislallls ２ CI:2

65. 7h7911/M/as四ljcM ２ Protected

66. TIて垠11ks･lg7Z?ly １ CI:2

67. Tvlollvclerjsrobll油da １ Not protected､NonCites

Protectedbylndonesjan Govemment

CI:I　CITES APpendix 1.

CI;2　CITES Appendix 2.

CI:3　CITES Appendix 3.
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第豊2期プロ・ナトゥーラ・フ７ンド劾成成果報告書（2003）

要　約

インドネシア産哺乳類・鳥類のDNAバンク

　　　　設立のための継続的努力

スリ　スランダリ

　2001年度PRO NATURA FUNDによる支援のも

と、161種の鳥類と52種の哺乳類からDNA標本を

採取した。1999年度の標本と合わせると、標本種

数は鳥類182種、哺乳類67種となり、それぞれイ

ンドネシアに生息する総種数の11.8%と9.8‰こ達し

たことになる。

　今回は特に保護対象種とインドネシア固有種か

らの標本採取に努め、鳥類ではそれぞれ31種と33

種であった。哺乳類では31種が保護対象種であり、

これはインドネシア全体の保護対象種の23.8%に

あたる。 CITESによると、31種のうち19種が

Appendix 1、9種がAppendix 2、3種がAppendix 3

に指定されている。

　Hartonoなどの鳥輸出業者から提供された鳥類

のほとんどはParrotであった。インドネシアには

全世界のParrot種の12%が生息し、アルゼンチン

に次ぐ第二位のParrot輸出国である。輸出用

Parrotのほとんどは野外で捕獲されたものであり、

不法捕獲が放置されれば、個体数の急激な滅少を

招き、絶滅の危機に追いやられる種も急増すると

思われる。

　2002年1月と2月にジャカルタ周辺で発生した洪

水は、特に哺乳類のＤＮＡ標本採集を困難にした。

その上、サルやシカを専門に捕獲・飼育している

業者と接触するのが非常に困難であった。しかし、

希少種であるメガネザル(tarsier)からＤＮＡ標本

が得られたのは幸運であった。

　PRO NATURA FUNDの助成金で始まったＤＮＡ

バンクづくりは、生物多様性研究JICAプロジェク

トや日本学術振興会拠点大学交流事業などの協力

もあり、順調に進んでいる。インドネシア科学院

(LIPI)の生物学研究センターでもこのＤＮＡバンク

づくりを積極的に支援しようとする動きがあり、

櫨物や微生物のDNA標本をも対象としたプロジェ

クトに発展する可能性がでてきた。現在、セレペ

ス島のUjung Pandang、スマトラ島のJambi、中央

ジャワのDieng高地で集中的な採集を行う計画が

進行しており、PRO NATURA FUNDの果たした

役割は極めて大きい。

　　　　　　　　　　　　　　(推薦者：束　正剛)
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