
 

この章では、多分野の専門家と

に科学的立場から助言を行う

討経緯と実際にモニタリング活動等を行っている各

取り組みと成果についてご紹介します。

 

１ 自然環境モニタリング会議

                       

 

 

            

 

 赤谷プロジェクトは、「三国山地

16 年)4 月]に述べられているように

全管理のための新時代の

環境管理計画の実現、そして高い持続性をもつ地域社会づくり

うことに関する、日本におけるモデル

な根拠にもとづく森林管理

 そのため、プロジェクトの

ニタリング会議が企画運営会議に対して科学的な指針や助言を与えていく科学委

員会の役割をもつこととしています。

 

１ 自然環境モニタリング会議の経緯

自然環境モニタリング会議は、自然環境を構成する植生、動物、渓流環境など

の要素ごとにつくられた植生管理、猛禽、ほ乳類、渓流環境復元などの各ワーキ

ンググループの代表からなる委員と

成されています。その主な役割は、

を「赤谷の森・基本構想」と「赤谷の森

ります。 

自然環境モニタリング会議の経緯は

 

■2004 年度(平成 16年度

 自然環境モニタリング会議は

成 16年)9月に、第 1回自然環境モニタリング検討委員会

出席者は検討委員 4 名（亀山章、中井達郎、安田剛士、山﨑亨）

ェクトの３つのセクター

運営体制を主に議論しました。

 11 月の第 2回会議では、

査の体制、調査の目的と方法、調査で得られた情報のまとめ方、既存情報の収集

などについて議論し、「モニタリング基本方針」について意見交換しました。
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第 3 章 
赤谷の森を科学的に見る 

 
 
 

この章では、多分野の専門家と３つのセクターにより構成され、赤谷プロジェクト

に科学的立場から助言を行うなど「自然環境モニタリング会議」における今までの検

討経緯と実際にモニタリング活動等を行っている各ＷＧ（ワーキング・グループ

取り組みと成果についてご紹介します。 

自然環境モニタリング会議 

                        

       亀山 章 

            （日本自然保護協会） 

「三国山地/赤谷川・生物多様性復元計画」

に述べられているように、「三国山地一帯の地域において、

全管理のための新時代の協働の枠組み構築、生物多様性保全に資する

の実現、そして高い持続性をもつ地域社会づくりの

うことに関する、日本におけるモデルを構築することを目的」としており、科学的

な根拠にもとづく森林管理を目標としています。 

プロジェクトの中に自然環境モニタリング会議を置くことにして、モ

ニタリング会議が企画運営会議に対して科学的な指針や助言を与えていく科学委

員会の役割をもつこととしています。 

自然環境モニタリング会議の経緯 

自然環境モニタリング会議は、自然環境を構成する植生、動物、渓流環境など

の要素ごとにつくられた植生管理、猛禽、ほ乳類、渓流環境復元などの各ワーキ

からなる委員と、赤谷プロジェクトの構成

れています。その主な役割は、ＷＧ間の情報交換と調整、および

を「赤谷の森・基本構想」と「赤谷の森 管理経営計画書」に反映させることにあ

自然環境モニタリング会議の経緯は、以下のようになります。

年度)の経緯 

自然環境モニタリング会議は 2004 年度(平成 16年度)から始められ、

回自然環境モニタリング検討委員会の名で開催されました。

（亀山章、中井達郎、安田剛士、山﨑亨）

３つのセクターの関係者でした。この会議では、モニタリングの目的と

ました。 

回会議では、現地での視察をもとにして、モニタリングの対象、調

査の体制、調査の目的と方法、調査で得られた情報のまとめ方、既存情報の収集

、「モニタリング基本方針」について意見交換しました。

赤谷プロジェクト

「自然環境モニタリング会議」における今までの検

ワーキング・グループ）の

 

赤谷川・生物多様性復元計画」[2004 年(平成

三国山地一帯の地域において、生態系の保

協働の枠組み構築、生物多様性保全に資する科学的な地域

の 3点を整合的に行

しており、科学的

に自然環境モニタリング会議を置くことにして、モ

ニタリング会議が企画運営会議に対して科学的な指針や助言を与えていく科学委

自然環境モニタリング会議は、自然環境を構成する植生、動物、渓流環境など

の要素ごとにつくられた植生管理、猛禽、ほ乳類、渓流環境復元などの各ワーキ

赤谷プロジェクトの構成 3 団体によって構

および各 WG の成果

管理経営計画書」に反映させることにあ

。 

から始められ、2004 年(平

開催されました。

（亀山章、中井達郎、安田剛士、山﨑亨）と、赤谷プロジ

この会議では、モニタリングの目的と

モニタリングの対象、調

査の体制、調査の目的と方法、調査で得られた情報のまとめ方、既存情報の収集

、「モニタリング基本方針」について意見交換しました。 
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 2005 年(平成 17年)2 月の第 3回会議では、モニタリングの枠組みを以下のよう

にすることが検討されました。 

●基本方針 

①モニタリングは赤谷プロジェクトの全体のベースとして位置づけ、自然環境モ

ニタリング検討会を常設化する。 

②レスポンスの評価と場へのフィードバックをもつ。 

③よいデータをとることを最優先した調査設計およびフィールド設定とする。 

④生物調査は、再生事業の指標とすることを主目的に行う。 

⑤調査研究を重ねていく中で、モニタリングのためのユニット設定ができるよう

に進める。 

⑥環境教育などほかの事業への情報提供の機能を重視する。 

⑦地域への啓発的要素を織り込む。 

⑧林野庁若手職員の専門教育機会としても活用する。 

●目的 

①エリア全体の自然環境特性の把握 ②主要生物の基本生態の把握 

③人間の作為に対する応答と、多様性向上の効果の把握 

④自然の持つダイナミズムとその応答の把握  

●調査の項目・内容 

①植生図作成           ②自然林誘導試験地モニター  

③エリア全体の鳥類相と大型猛禽類(イヌワシ・クマタカ) 

④ほ乳類（ホンドテン、ニホンザル、ツキノワグマ） 

⑤土壌動物            ⑥気象 

⑦地形              ⑧渓流環境 

⑨景観              ⑩森林と地域社会の関係 

●基礎資料の収集 

①過去の住民の森林利用の聞き取り ②過去の施業記録 

③過去の調査研究報告       ④過去の自然観察記録 

⑤モニタリングに必要な専門性と研究者リスト 

●体制 

①特設チームによる一定期間の委託調査型 

②コアセクタースタッフによる長期継続型 

③コアセクターＷＧによる一定期間継続型 

④外部グループ（プロポーザル）による一定期間依頼型 

⑤サポーターグループによる一定期間継続型 

⑥住民参加の啓発的継続型 

●情報化 

①ＧＩＳの作成          ②動物の行動データベースの作成 

③｢モニタリング基本方針・基本計画｣の作成 

これらの内容は、これ以降のモニタリング事業の全体を考えるうえで重要なもの

であり、「モニタリングの基本方針」としてまとめました。 

 

■2005 年度(平成 17年度)の経緯 

8 月の第 1回会議で、自然環境モニタリング委員会を、生物多様性復元モニタ

リング委員会と緑の回廊モニタリング委員会の合同委員会とすることで、「自然

環境モニタリング会議」に変更しました。この年度から委員を 2 名（足立高行、

土屋俊幸）補充して 6名とし、現在とほぼ同じ体制のモニタリングが開始されま

した。 
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2006 年(平成 18 年)2 月の第 2 回会議では、生物多様性復元モニタリングとし

て、①植生管理分野、②大型猛禽類分野、③中小型ほ乳類分野、④大型ほ乳類分

野、モニタリング基盤整備として⑤ＧＩＳ、⑥物理環境、⑦森と人との関係史、

⑧茂倉沢治山委員会との調整、の成果が報告され、それぞれの分野はＷＧと称さ

れることとされました。 

 

■2006 年度(平成 18年度)の経緯 

6 月に植生管理ＷＧと合同でモニタリングサイトの現地視察を行い、新規に設

定する自然林復元モニタリングサイト（小出俣 241 つ林小班）を伐採前に視察し、

伐採方法などについて確認するとともに、モニタリングの手順について検討しま

した。 

また、2004 年度(平成 18 年度)に設定した植生復元モニタリングサイトの視察

と、当期施業実施計画[2006～2010 年度(平成 18～22 年度）]の伐採指定か所を視

察し、以降の自然林復元モニタリングサイト設定の資料としました。 

9 月の第 1 回会議では、企画運営会議で、渓流環境復元ＷＧの設置が決められ

たことが報告され、赤谷プロジェクトおよび自然環境モニタリング・プログラム

の進捗状況が報告されました。また、生物多様性復元に向けた中長期的な取り組

みについて、何をもって「復元」というか、各委員の話題提起をもとに議論され

ました。 

同年 12 月の第 2回会議と翌年 2月の第 3回会議では、各種モニタリング事業の

進捗状況の報告と、今後５～10年の間に進めるプログラムの検討と整理、モニタ

リング事業の体制検討と改良点抽出、各プログラムにおける教育素材の作り方・

教育要素の織り込み方、モニタリング成果の地域への還元の機会設定、「緑の回廊

モニタリング調査マニュアル」への成果の反映、およびＧＩＳの導入を具体的に

検討しました。 

 

■2007 年度(平成 19年度)の経緯 

6 月に茂倉沢と旧三国街道の現地視察を行い、11 月の会議では、各種モニタリ

ング事業の進捗確認、渓流環境復元研究事業の進捗状況の報告、赤谷プロジェク

トの中短期目標の設定について検討し、12 月の会議では、報告に加えて地理情報

システムの具体的活用方策、モニタリングデータの取り扱い原則、赤谷プロジェ

クトと森林計画とのかかわりについて検討しました。 

モニタリングデータの取り扱いについては、①データの帰属、②データの集積

か所、③公表に際しての配慮事項について検討しました。 

2008 年(平成 20 年)2 月は、当年度が赤谷プロジェクト第 1 期の協定（7 年間）

の 4 年目の折り返し地点であることから、これまでのモニタリング会議の取り組

みを評価しつつ、生物多様性保全に資する森林管理に向けた成果の統合と、その

成果を地域森林計画などに反映させていくための基本的考えを整理する試案につ

いて検討しました。 

 2008 年度(平成 16 年度)は、12 月に第 1 回会議を開催し、各種モニタリング事

業の進捗確認、モニタリング基本方針に基づく進捗状況評価と今後の課題抽出、

赤谷プロジェクトの成果を地域管理経営計画に反映させるための枠組みについて

検討しました。 

関東森林管理局が 2010 年度(平成 22 年度)に編成作業を行う「地域管理経営計

画・国有林野施業実施計画」に対して、赤谷プロジェクトの成果を反映させるた

め、自然環境モニタリングの成果や関係者の意向を反映した森の「将来像」と、

それを実現化するために必要なモニタリング項目や森林施業方針などの工程など
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を、2010 年(平成 22 年)3 月までに、赤谷プロジェクト独自の計画文書としてとり

まとめ、関東森林管理局長に提言・公表することとして、検討作業は植生管理Ｗ

Ｇが中心となって実施しました。2009 年(平成 21年)2 月には、地域協議会とサポ

ーターを対象に成果報告会を行い、同時にモニタリング会議を開催しました。会

議では、あらたに南ヶ谷湿地の調査と渓流環境の復元について検討しました。 

 

■2009 年度(平成 21年度)の経緯 

 第 1 回を 10 月に開催し、各種モニタリング事業の進捗状況、モニタリングにお

けるモデル性の発揮のさせ方、赤谷プロジェクトの成果を次期地域管理経営計画

に反映させるための検討を行いました。 

第 2回は、2010 年(平成 22年)2 月に「赤谷の森・基本構想」の検討会として開

催し、第 3 回は、「赤谷の森・基本構想（案）」の検討と南ヶ谷湿地の保全管理の

検討を行いました。 

 

■2010 年度(平成 22年度)の経緯 

9 月に「赤谷の森 管理経営計画書」の検討をはじめ、プロジェクト第 1 期 7

年間の成果と今後の課題、および成果を地域づくりへ反映させる方法について検

討しました。 

また、プロジェクトの成果を国有林の地域管理経営計画へ反映させるための

「赤谷の森・基本構想」を策定しました。 

2011 年(平成 23 年)2 月には、2004 年度(平成 16 年度)に作成したモニタリン

グ基本方針を点検し、各モニタリングの設定したねらいと目標の達成について議

論しました。 

また、モニタリング基本方針の点検と今後のモニタリング計画について検討し

ました。 

 

■2011 年度(平成 23年度)の経緯 

 12 月に第１期の成果のまとめとして、プロジェクトの成果を国有林の地域管

理経営計画へ反映させるための「赤谷の森・基本構想」を 2010 年(平成 22 年)

に 3 者協働で策定したこと、および「赤谷の森・基本構想」をもとに、「赤谷の

森 地域管理経営計画」を 2011 年(平成 23年)に策定することを確認しました。 

また課題として残されたことには、①地域の要望（水源の森としての機能の向

上、獣害対策など）に対する検討、②関係者との合意形成のためプロジェクトの

成果をわかりやすく伝えること、③赤谷の森林の健全性（生態系サービス）を測

る指標の開発、④順応的管理方法の確立、⑤「赤谷の森」の望ましい将来像へ向

かうまでの時間スケールの整理（いつまでに何をする）、などがあることを確認

しました。 

2012 年(平成 24 年)2 月の第 2回会議では、第二期（2011～2021 年(平成 23～

33 年)）のモニタリングのねらいと目標の再設定について検討しました。 

 

■2012 年度(平成 24年度)の経緯 

11月と翌2013年(平成 25年)１月に「赤谷の森の望ましい中長期的な将来像」

の策定手順の決定と、次期計画策定年[2015 年(平成 27 年)]に各ＷＧが達成すべ

き目標と行動計画について検討しました。 

2013 年(平成 25 年)1 月の会議の後に、「『赤谷の森』の今と未来を考える～赤

谷プロジェクト活動報告会～」を、みなかみ町新治支所で開催しました。 

２ 自然環境モニタリング会議の成果と課題 
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自然環境モニタリング会議の成果は、「モニタリング基本方針」の 8つの項目に

ついて、不十分なところはあるものの、ほぼ全体を網羅できています。目的とす

る 4 つの項目の把握については、エリア全体の自然環境特性、主要生物の基本生

態、人間の作為に対する応答と多様性向上の効果、自然のもつダイナミズムとそ

の応答のそれぞれについて、着手はされているものの、途上の段階であり、その

把握には長期を要するものと思われます。 

調査の項目・内容、基礎資料の収集、体制、情報化については、未着手の部分

もありますが、主要な部分については成果が得られております。 

特に、モニタリングの体制については、コアセクターによる長期継続型で進め

ることを主としてきましたが、住民参加や外部グループによるプロポーザル型の

進め方も今後の課題として残されています。 

赤谷プロジェクトの目標とする「科学的な根拠にもとづく森林管理」に関して、

モニタリングの成果を「赤谷の森・基本構想」と「赤谷の森 管理経営計画書」

に反映させることができたのは、はじめての試みとして評価されるものです。 

課題として残されている、水源の森としての機能の向上や獣害対策などの地域

の要望への対応、プロジェクトの成果の地域への発信と国有林管理のモデルとし

ての全国への発信、森林の生態系サービスを測る指標の開発、順応的管理方法の

確立などについては、一部は着手しているものの、多くが残されており、今後、

早急に取り組むべきものです。 

 

【自然環境モニタリング会議 委員】 

 氏名 所属 

亀山章(座長) 東京農工大学名誉教授(景観生態学) 

足立高行 応用生態技術研究所長(動物生態学) 

土屋俊幸 東京農工大学教授(森林政策学) 

中井達郎 国士舘大学非常勤講師(自然地理学) 

安田剛士 群馬県ニホンザル保護管理検討委員(獣医学) 

山﨑亨 アジア猛禽類ネットワーク会長(鳥類生態学) 

植生管理
ワーキング・グループ

猛禽類モニタリング
ワーキング・グループ

ほ乳類モニタリング
ワーキング・グループ

渓流環境復元
ワーキング・グループ

環境教育
ワーキング・グループ

フィールド利用マネジメント
ワーキング・グループ

地域づくり
ワーキング・グループ



 

２ 植生管理ワーキンググループ

     

植生管理ＷＧ（ワーキンググループ

広い守備範囲を持っています。例えば、赤谷プロジェクトのめざす「生物多様性復

元」を考える上で重要な植生・森林に関するさまざまなトピック（例えば、エリア

内の植物相、動物のすみかとしての森林のあり方、人工林の間伐など）をはじめ、

森林とその管理のあり方についての指針である「施業計画」までも議論しています。

これらは、技術的側面と制度的側面に大きく分けられ、前者は「これからの人工林

管理をどのようにすればよいのか」「人工林を自然林に復元するには何を考えれば

よいのか」、後者は「人工林を自然林に復元するためのシステム作り」、が主な内容

になります。 

 

１ これからの人工林管理をどのようにすればよいのか

   赤谷プロジェクトは人工林を否定するものではありません。しかし、木材を生

産するために造成された人工林の中に、土壌条件や気象条件が適さない場所にま

で造成された人工林があるのも事実です。そのような人工林は、このまま木材生

産機能を担わせるのではなく、生物相を育むなどの木材生産以外の機能を発揮す

るようにすべきでしょう。そのために、エリア内での人工林としての適地を、土

壌条件などから判定しました。適地にある人工林は、木材生産とその他の機能も

あわせて発揮する管理について今後考えていく予定です。

   当面木材を生産していく人工林については、通常の伐期よりも遅く収穫するこ

ととし、より大きな木で構成される人工林をめざします。この理由は、伐期が長

くなることで植栽木以外の樹木の定着・成長も見込まれること、人工林にはほと

んど見られないものの動物にはよく利用される樹洞などは大きな木ほど生じやす

いこと、が挙げられます。このほかにも、生態系や生物多様性を考えながら人工

林管理をする視点が必要ですが、これに関してはまだ議論の途中です。

また適地ではない人工林については、以下に述べるように自然林へ復元するこ

ととしました。 

 

２ 人工林を自然林に復元するには何を考えればよいのか

人工林を自然林に復元する上でまず必要なことは、「どのような自然林に復元す

るか」という目標を設定することです。なぜならば、どのような森林が成立しう

るかは、その場所が持つ潜在的な能力と森林の移り変わりによって異なるからで

す。 

例えば、本来はブナ林であるところの人工林での復元を考えた場合、すぐにブ

ナ林に戻る場所もあるでしょうが、その途中にほかの樹木（例えばウワミズザク

ラ）が優占する森林から、長い時間を経てブナ林へ戻る場合の方が多いでしょう。

この場合のウワミズザクラ林は、目標とするブナ林を

あることを認識することが

復元するか」を、標高や土壌条件を考慮して明らかにしました。

人工林を自然林に復元する上で、植栽した以外の木が人工林内にどの程度生え

ているのかは、今後の自然林化を占う上では重要な情報です。なぜならば、その
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植生管理ワーキンググループ 

 

長池 卓男 

     (山梨県森林総合研究所主任研究員) 

ワーキンググループ）は、一般的な意味での「植生管理」よりも

広い守備範囲を持っています。例えば、赤谷プロジェクトのめざす「生物多様性復

元」を考える上で重要な植生・森林に関するさまざまなトピック（例えば、エリア

内の植物相、動物のすみかとしての森林のあり方、人工林の間伐など）をはじめ、

森林とその管理のあり方についての指針である「施業計画」までも議論しています。

これらは、技術的側面と制度的側面に大きく分けられ、前者は「これからの人工林

のようにすればよいのか」「人工林を自然林に復元するには何を考えれば

よいのか」、後者は「人工林を自然林に復元するためのシステム作り」、が主な内容

これからの人工林管理をどのようにすればよいのか 

赤谷プロジェクトは人工林を否定するものではありません。しかし、木材を生

産するために造成された人工林の中に、土壌条件や気象条件が適さない場所にま

で造成された人工林があるのも事実です。そのような人工林は、このまま木材生

産機能を担わせるのではなく、生物相を育むなどの木材生産以外の機能を発揮す

べきでしょう。そのために、エリア内での人工林としての適地を、土

壌条件などから判定しました。適地にある人工林は、木材生産とその他の機能も

あわせて発揮する管理について今後考えていく予定です。 

当面木材を生産していく人工林については、通常の伐期よりも遅く収穫するこ

ととし、より大きな木で構成される人工林をめざします。この理由は、伐期が長

くなることで植栽木以外の樹木の定着・成長も見込まれること、人工林にはほと

んど見られないものの動物にはよく利用される樹洞などは大きな木ほど生じやす

いこと、が挙げられます。このほかにも、生態系や生物多様性を考えながら人工

林管理をする視点が必要ですが、これに関してはまだ議論の途中です。

また適地ではない人工林については、以下に述べるように自然林へ復元するこ

人工林を自然林に復元するには何を考えればよいのか 

人工林を自然林に復元する上でまず必要なことは、「どのような自然林に復元す

るか」という目標を設定することです。なぜならば、どのような森林が成立しう

るかは、その場所が持つ潜在的な能力と森林の移り変わりによって異なるからで

例えば、本来はブナ林であるところの人工林での復元を考えた場合、すぐにブ

ナ林に戻る場所もあるでしょうが、その途中にほかの樹木（例えばウワミズザク

ラ）が優占する森林から、長い時間を経てブナ林へ戻る場合の方が多いでしょう。

ミズザクラ林は、目標とするブナ林をめざす上での途中の状態で

ことが必要です。そのためエリア内で「どのような自然林に

復元するか」を、標高や土壌条件を考慮して明らかにしました。

人工林を自然林に復元する上で、植栽した以外の木が人工林内にどの程度生え

ているのかは、今後の自然林化を占う上では重要な情報です。なぜならば、その

    

 

 

 

は、一般的な意味での「植生管理」よりも

広い守備範囲を持っています。例えば、赤谷プロジェクトのめざす「生物多様性復

元」を考える上で重要な植生・森林に関するさまざまなトピック（例えば、エリア

内の植物相、動物のすみかとしての森林のあり方、人工林の間伐など）をはじめ、

森林とその管理のあり方についての指針である「施業計画」までも議論しています。

これらは、技術的側面と制度的側面に大きく分けられ、前者は「これからの人工林

のようにすればよいのか」「人工林を自然林に復元するには何を考えれば

よいのか」、後者は「人工林を自然林に復元するためのシステム作り」、が主な内容

赤谷プロジェクトは人工林を否定するものではありません。しかし、木材を生

産するために造成された人工林の中に、土壌条件や気象条件が適さない場所にま

で造成された人工林があるのも事実です。そのような人工林は、このまま木材生

産機能を担わせるのではなく、生物相を育むなどの木材生産以外の機能を発揮す

べきでしょう。そのために、エリア内での人工林としての適地を、土

壌条件などから判定しました。適地にある人工林は、木材生産とその他の機能も

当面木材を生産していく人工林については、通常の伐期よりも遅く収穫するこ

ととし、より大きな木で構成される人工林をめざします。この理由は、伐期が長

くなることで植栽木以外の樹木の定着・成長も見込まれること、人工林にはほと

んど見られないものの動物にはよく利用される樹洞などは大きな木ほど生じやす

いこと、が挙げられます。このほかにも、生態系や生物多様性を考えながら人工

林管理をする視点が必要ですが、これに関してはまだ議論の途中です。 

また適地ではない人工林については、以下に述べるように自然林へ復元するこ

人工林を自然林に復元する上でまず必要なことは、「どのような自然林に復元す

るか」という目標を設定することです。なぜならば、どのような森林が成立しう

るかは、その場所が持つ潜在的な能力と森林の移り変わりによって異なるからで

例えば、本来はブナ林であるところの人工林での復元を考えた場合、すぐにブ

ナ林に戻る場所もあるでしょうが、その途中にほかの樹木（例えばウワミズザク

ラ）が優占する森林から、長い時間を経てブナ林へ戻る場合の方が多いでしょう。

上での途中の状態で

必要です。そのためエリア内で「どのような自然林に

復元するか」を、標高や土壌条件を考慮して明らかにしました。 

人工林を自然林に復元する上で、植栽した以外の木が人工林内にどの程度生え

ているのかは、今後の自然林化を占う上では重要な情報です。なぜならば、その
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ような木が多くあるほど、自然林への復元が早いと考えられるからです。そこで

人工林の現状評価を行うため、植栽された木とともに、それ以外の木についての

調査を多くの人工林で行いました。 

これまでの知見から、種子の供給源となり得る森林に近い人工林ほど、そして

草地に造成された人工林よりも広葉樹林から造成された人工林ほど、植栽した種

以外の樹木が多いことが明らかになっています。このような視点を含めて、エリ

ア内の人工林を、自然林に戻りやすい人工林と、戻りにくい人工林に類型化し、

特に後者については、どのようなことをすればスムーズに自然林に戻るのかを調

査しています。 

さらに、人工林を自然林に復元するためにどのような方法を用いるかは、その

土地条件などによって異なるため、実験的な方法を用いて、よりよい方向性を導

き出す努力をしてきました。これまで行われてきた人工林の管理は、植栽した木

を育てるために、それ以外の種を排除してきました。今度は逆に、植栽した種以

外を人工林内に生やして成長させることになります。そのためには、植栽した木

を排除（伐採）していくことが必要となります。植栽した木をどの程度伐採すれ

ば多くの種類の木がより多く生えてくるのかは、まだわからないことが多いため、

伐採する幅を 20-40m と変えて、どの幅で成績がよいのかについて調査を行ってい

ます。 

自然林に復元するといっても、どのような自然林になればそれが復元されたと

いえるのでしょうか。それを判断するには、目標に対してまっすぐ進んでいるの

か、それともそれているのかをチェックし、軌道修正していくことが大事です。

そうでないと、自然林になったといわれているけれども、本来とはまったく異質

な自然林になってしまうこともありうるからです。そのためのモニタリングを今

後も続けていくことが重要になっています。 

 

３ 人工林を自然林に復元するためのシステム作り 

どのような森林をどのような方法で管理するのかについては、法律で定められ

た計画に基づく必要があります。「赤谷の森」では、この計画を、植生管理ＷＧが

中心となり、地域の皆さんの声も反映しながら策定しました。これは全国的にも

初めての試みで、国有林という公の森林をどのように管理していくかのモデルと

なることでしょう。 

 

今後は、現在は低密度で生息しているニホンジカが個体数を増加させるのか、近

隣に影響がおよんでいるカシノナガキクイムシによるナラ枯れにどう対処するの

か、さらには将来的なモニタリング体制や地域とのつながりのあり方など、山積し

た課題に取り組んでいきます。 

 

【植生管理ワーキング・グループ委員】 

氏名 所属 

亀山章(座長) 東京農工大学名誉教授 

酒井武 森林総合研究所植生管理研究室主任研究員 

長池卓男 山梨県森林総合研究所主任研究員 

長島成和 株式会社興林副調査役 

土屋俊幸 東京農工大学教授 
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平成 18 年度に設定したカラマツ林自然復元試験地での経過 

 

 

 

 

 

 

 

 

カラマツ自然林復元試験地のモニタリング経過 

・林床にササがなければ、5年目までは、成林に必要な稚樹の本数は確保できている。 

・更新速度（樹髙成長）を速めるなら、30～40m の伐採幅が有利。 

・個体数を増やすには、20mの伐採幅が有利。 

・30～40m 幅の伐採区は、伐採後 2年目までに定着した稚樹が大半を占めている。 

・目標とするブナ、ミズナラなどは発生本数が非常に少なく、伐採幅による違いは不明瞭。 

図１ カラマツ林自然復元試験地の位置と試験区の概要 

図２ 試験区ごとの個体数の 図 3 試験区ごとの天然更新木の樹高階分布 



 

３ 猛禽
も う き ん

モニタリング・ワーキンググループ

    

１ なぜイヌワシ・クマタカをモニタリングしているのか？

「赤谷の森」には大型の猛禽であるイヌワシとクマタカが周年生息し、繁殖し

ています。イヌワシとクマタカは共に大型の猛禽ですが、生態や利用する環境が

大きく異なることから、両種が共に生息し、繁殖し続ける環境を維持または向上

させることは、生物多様性に富む森林生態系の維持あるいは復元につなが

 

２ イヌワシとクマタカを指標とするための条件

両種を生物多様性に富む生態系再生のための指標とするためには、次のことに

留意することが不可欠です。

 

①イヌワシとクマタカの基本的な生態の認識

両種がもともとどのようなハビタットを必要としているのかを正しく理解し

ていないと、せっかく講じた対策が両種の生息、繁殖に不都合な環境を

してしまうことにもなりかねません。

イヌワシは北半球の高緯度地域の

地に広く分布する猛禽です。一方クマタカは

林地帯に生息する猛禽です。生息域の異なる両種がどのようにし

タットを見出し、共に個体群を維持してきたのかということを常に念頭に

ことが不可欠なのです。

 

②科学的な現状評価がすべての基礎

生物多様性に富む生態系再生の具体的な目標を立てるためには、両種の生息

状態から、対象地域の森林の現状評価を科学的に行うことが重要です。

最初から自然林がベストなハビタットであるという思い込みはせず、両種が

現在の自然環境をどう利用しているかを現地調査によって明らかにする。これ

により、本当に必要としている植生環境を突き止め、どのような森林がどこに

存在すれば良いかを提言するこ

 

③アダプティブマネージメントの採用

提言された生物多様性復元のための森林管理施業は、これまでにない初めて

の試みであるため、常に実施に伴う効果の評価と予測の見直しを行い、検証す

ることが必要です。 

 

３ モニタリング調査の実施

モニタリング調査は、

類観察者、赤谷プロジェクトのサポーター、日本自然保護協会職員、

境保全ふれあいセンター職員

次の２つの項目を調査し

a.マクロな視点でのハビタットの評価（質と量）

・繁殖ペアの分布 

・繁殖率 
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モニタリング・ワーキンググループ 

山﨑 亨 

    (アジア猛禽類ネットワーク会長) 

 

なぜイヌワシ・クマタカをモニタリングしているのか？ 

には大型の猛禽であるイヌワシとクマタカが周年生息し、繁殖し

ています。イヌワシとクマタカは共に大型の猛禽ですが、生態や利用する環境が

大きく異なることから、両種が共に生息し、繁殖し続ける環境を維持または向上

させることは、生物多様性に富む森林生態系の維持あるいは復元につなが

イヌワシとクマタカを指標とするための条件 

両種を生物多様性に富む生態系再生のための指標とするためには、次のことに

留意することが不可欠です。 

①イヌワシとクマタカの基本的な生態の認識 

どのようなハビタットを必要としているのかを正しく理解し

ていないと、せっかく講じた対策が両種の生息、繁殖に不都合な環境を

てしまうことにもなりかねません。 

イヌワシは北半球の高緯度地域の、樹木があまり生育していない低木地や草

地に広く分布する猛禽です。一方クマタカは、東南アジアの熱帯から温帯の森

林地帯に生息する猛禽です。生息域の異なる両種がどのようにし

タットを見出し、共に個体群を維持してきたのかということを常に念頭に

ことが不可欠なのです。 

②科学的な現状評価がすべての基礎 

生物多様性に富む生態系再生の具体的な目標を立てるためには、両種の生息

対象地域の森林の現状評価を科学的に行うことが重要です。

最初から自然林がベストなハビタットであるという思い込みはせず、両種が

現在の自然環境をどう利用しているかを現地調査によって明らかにする。これ

により、本当に必要としている植生環境を突き止め、どのような森林がどこに

存在すれば良いかを提言することができます。 

③アダプティブマネージメントの採用 

提言された生物多様性復元のための森林管理施業は、これまでにない初めて

の試みであるため、常に実施に伴う効果の評価と予測の見直しを行い、検証す

 

モニタリング調査の実施 

モニタリング調査は、ＡＳＴＲ(Akaya Special Team for Raptors

類観察者、赤谷プロジェクトのサポーター、日本自然保護協会職員、

センター職員などで構成)が赤谷の現状評価を正確に行うために、

次の２つの項目を調査しています。 

マクロな視点でのハビタットの評価（質と量） 

 

  

 

には大型の猛禽であるイヌワシとクマタカが周年生息し、繁殖し

ています。イヌワシとクマタカは共に大型の猛禽ですが、生態や利用する環境が

大きく異なることから、両種が共に生息し、繁殖し続ける環境を維持または向上

させることは、生物多様性に富む森林生態系の維持あるいは復元につながります。 

両種を生物多様性に富む生態系再生のための指標とするためには、次のことに

どのようなハビタットを必要としているのかを正しく理解し

ていないと、せっかく講じた対策が両種の生息、繁殖に不都合な環境を生み出

樹木があまり生育していない低木地や草

東南アジアの熱帯から温帯の森

林地帯に生息する猛禽です。生息域の異なる両種がどのようにして日本でハビ

タットを見出し、共に個体群を維持してきたのかということを常に念頭に置く

生物多様性に富む生態系再生の具体的な目標を立てるためには、両種の生息

対象地域の森林の現状評価を科学的に行うことが重要です。 

最初から自然林がベストなハビタットであるという思い込みはせず、両種が

現在の自然環境をどう利用しているかを現地調査によって明らかにする。これ

により、本当に必要としている植生環境を突き止め、どのような森林がどこに

提言された生物多様性復元のための森林管理施業は、これまでにない初めて

の試みであるため、常に実施に伴う効果の評価と予測の見直しを行い、検証す

(Akaya Special Team for Raptors：地元の猛禽

類観察者、赤谷プロジェクトのサポーター、日本自然保護協会職員、赤谷森林環

が赤谷の現状評価を正確に行うために、
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b.ミクロな視点でのハビタットの評価（選択） 

・営巣環境 

・食性 

・ハンティング環境 

 

４ モニタリング調査の結果 

①「赤谷の森」のイヌワシとクマタカの分布 

これまでの調査で、赤谷プロジェクト・エリアには、イヌワシ１ペア、クマ

タカ５ペア（プロジェクトエリアに隣接するペアを含む）が生息していること

が確認されました。また分布密度は、共に全国の平均的な密度であることも分

かりました。 

 

②イヌワシとクマタカの獲物とハンティング場所 

イヌワシは、観察例は少ないものの、ノウサギ、ヤマドリ、大きなヘビが主

な獲物であると思われます。また、雪崩により死亡したカモシカを探していた

ことも確認されています。ハンティング場所は、夏緑広葉樹の展葉期（新緑期

から紅葉期まで）は高標高地のオープンエリアが多く、落葉期は壮齢な夏緑広

葉樹林をよく利用していることが確認されています。 

人工林におけるハンティングは観察されていません（過去には若齢の人工林

を使用していた例がある）。つまり、繁殖期には壮齢な夏緑広葉樹林が重要なハ

ンティング場所となっていることが明らかになってきています。 

クマタカの獲物は、ノウサギ、ヘビ類、キジ類（ヤマドリまたはキジ）のほ

かに、ドバト、クロツグミ、カケス、ハシブトガラス、イタチ類、ホンドリス、

ムササビ、ニホンモモンガ、ネズミ類、アズマモグラ、ニホンザルなど、小型

から中型まで、森林に生息するさまざまな野生動物であることが分かりました。 

クマタカのハンティング場所の多くは、営巣場所からおおよそ半径 1.5km 以

内のコアエリア内に存在していますが、コアエリア内の植生構成はペアごとに

さまざまであり、必ずしも人工林がクマタカにとって不適ではないことが分か

ってきました。さらにコアエリア内を均一に利用するのではなく、何カ所かの

お気に入りの場所があることが分かってきました。クマタカがハンティングに

よく利用している森林は、立木密度が低く、木が太い傾向にありました。また

亜高木層以下の見通しが良い沢に近い人工林、スギ人工林の林縁も利用してい

ました。 

 

③イヌワシとクマタカの営巣場所 

イヌワシの営巣場所は、赤谷川上流部に存在する急峻な崖地の岩場に限定さ

れています。つまり赤谷のイヌワシペアにとって、現在の営巣場所は代替地の

ない、きわめて重要な場所なのです。 

クマタカ 5ペアの営巣場所の標高は、約 700～800m でほぼ一定しています。

営巣木はほとんどがモミの大木で、樹高は 20～30m、胸高直径は平均で 95cm で

した。クマタカの巣は直径 1m ほどにもなる大きいものなので、それを支えるこ

とのできる太い枝のある大径木でなければ、営巣できないのです。 

 

④イヌワシとクマタカの繁殖成績 

イヌワシは 2004 年以降 8 年間で 3 回繁殖に成功し、クマタカはおおむね 2

年に 1回繁殖に成功していることから、イヌワシ・クマタカ共に、生息･繁殖に

必要な最低限のハビタットの量は確保できているものと推察されました。従っ



 

て、赤谷ではハビタットの質の向上を図ることが重要であることが明らかにな

りました。 

 

５ モニタリング調査に基づく森林管理への提案

これまでのモニタリング調査結果から、ハビタットの質を向上させるために次

のような提言を行っています。

【イヌワシ】 

①現在の営巣場所の環境（エリア１）を厳正に保護

森林施業などでやむ

モニタリングＷＧ（ワーキンググループ

②ハンティング環境の創出

営巣場所に近いエリア１の人工林を本来の壮齢な夏緑広葉樹林に長期的に復

元するとともに、人工林の伐採に伴う開放環境を有効利用すること

③獲物となる動物を生産する環境の創出

「赤谷の森」全域において、夏緑広葉樹林を中心に多様な森林環境を確保す

るとともに、人工林の定期的な更新を図ること

【クマタカ】 

①営巣木の確保 

コアエリア内の潜在的営巣適地における大径木の保残・育成を図り、繁殖テ

リトリー内で人的活動を行う場合は、猛禽類モニタリング

ている保全対策の順守すること。

②ハンティング環境の創出

コアエリア内の人工林管理において、積極的に林内空間を確保すること

③獲物となる動物を生産する環境の創出

コアエリア内の人工林管理において、多様な森林環境を確保するとともに、

コアエリア内の人工林の定期的な更新を図ること

 

６ 今後の課題 

赤谷プロジェクトの目的は、生物多様性に富む森林の再生であり、日本で初め

ての画期的な事業です。現状維持ではなく、イヌワシもクマタカも生息している

「赤谷の森」の素晴らしさを認識し、もっともっと良くしていこうというもので

す。 

このためには、イヌワシやクマタカがどのような野生動物をどこで捕食し、ど

のような森林を好んでいるのか、営巣場所の条件は何か

データが不可欠です。猛禽類

とともに、その成果を森林施業計画に反映していけるよう努力していきます。

なぜなら、イヌワシもクマタカも元気に生活できる森林は、私たち人間にとっ

ても安全で、豊かな水資源と自然資源を供給してくれる森林であるからです。

クマタカの若鳥                     
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のような提言を行っています。 

①現在の営巣場所の環境（エリア１）を厳正に保護 

でやむを得ず人的活動を行う場合は、その方法について猛禽類
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の素晴らしさを認識し、もっともっと良くしていこうというもので

このためには、イヌワシやクマタカがどのような野生動物をどこで捕食し、ど
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とともに、その成果を森林施業計画に反映していけるよう努力していきます。

ぜなら、イヌワシもクマタカも元気に生活できる森林は、私たち人間にとっ

ても安全で、豊かな水資源と自然資源を供給してくれる森林であるからです。
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ての画期的な事業です。現状維持ではなく、イヌワシもクマタカも生息している

の素晴らしさを認識し、もっともっと良くしていこうというもので
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とともに、その成果を森林施業計画に反映していけるよう努力していきます。 
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【猛禽類モニタリングワーキング・グループ

 

 

 

 

 

 

 

 

氏名 

山﨑亨(座長) 

伊藤隆文 

水上貴博 

横山隆一 

表１ イヌワシ AK ペアの繁殖成績（○：繁殖成功、×繁殖失敗

表２ クマタカペアの繁殖成績（○：繁殖成功、×繁殖失敗
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【猛禽類モニタリングワーキング・グループ委員】 

所属 

 アジア猛禽類ネットワーク会長 

日本イヌワシ研究会 

日本イヌワシ研究会 

日本イヌワシ研究会 

ペアの繁殖成績（○：繁殖成功、×繁殖失敗） 

ペアの繁殖成績（○：繁殖成功、×繁殖失敗） 

イヌワシ特設調査の打合せ
平成 22 年、日本イヌワシ研究会

協力を得て実施した
 
特設調査は、9 月

～15 日の計 8日間、

行われました。 

・AK ペアの行動圏は、赤谷プロジェクト

エリアを中心として、北西側と北側の

県境を越えて広がっていたこと

・北西側と北側の県境を越えた行動圏の

範囲は、おおむね

内であったこと 

が分かりました。 

イヌワシ特設調査の打合せ 
日本イヌワシ研究会の

を得て実施した。 

月 17～20 日、11 月 12

日間、のべ 106 人の調査が

ペアの行動圏は、赤谷プロジェクト

エリアを中心として、北西側と北側の

県境を越えて広がっていたこと 

・北西側と北側の県境を越えた行動圏の

、おおむね県境尾根から 1km 以

 

 



 

４ ほ乳類モニタリング・ワーキンググループ

（１）赤谷の森のほ乳類相 

 

 

            

１ 目的 

    わたしたちは、ほ乳類からみた「赤谷の森」の生態系の健全性を評価し、その

成果を森林管理に活かすことを目的として、「赤谷の森」におけるほ乳類各種の分

布と、その歴史的な変遷

課題として、外来生物や生態系をかく乱する可能性のあるほ乳類（ニホンジカな

ど）が増加する可能性や、保全が必要な種がいるかなどに着目して、「

のほ乳類の生息地管理のあり方を検討しています。

 

２ 方法 

   「赤谷の森」のほ乳類相とその時間的変遷

と、カメラトラップモニタリングを実施しました。

   既存資料は、環境省の自然環境基礎調査、捕獲統計、「赤谷の森」において実施

されたほ乳類調査[小林（

ェクトで行われた調査成果

ました。 

   カメラトラップモニタリングは、「

サーカメラを設置し、ほ乳類

年間実施しました（現在も継続中）。

Fieldnote IIa（（株）

した。 

 

３ 結果 

（１）「赤谷の森」のほ乳類相

   既存資料およびカメラトラップモニタリングの結果、「赤谷の森」において

４３種のほ乳類が確認されました（表１）。本州に生息し、潜在的にこの地域に

生息すると考えられるほ乳類はほぼすべて確認されました。もともと日本に生

息していなかった外来のほ乳類は、ノイヌ、ハクビシン、ノネコの３種でした

（外来鳥類については、

ウシチョウを確認）。

 

（２）「赤谷の森」とその周辺部におけるほ乳類の分布とその歴史的変遷

環境省の自然環境基礎調査の結果（図１）から、

年（昭和 58年）調査時には、赤谷周辺に分布しておらず、近年赤谷周辺地域へ

分布拡大したことがわかりました。また、捕獲統計資料から両種ともに

年（平成 13 年）以降から捕獲記録があり、地元の猟友会関係者の聞き取り調査

の結果、イノシシは約

ニホンザルは 1978

されていましたが、2000

特定外来生物のアライグマは、「赤谷の森」周辺部の沼

確認され、群馬県全体で増加傾向にある（姉埼ら
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ワーキンググループ 

 

       藤田 卓 

            (日本自然保護協会) 

ほ乳類からみた「赤谷の森」の生態系の健全性を評価し、その

成果を森林管理に活かすことを目的として、「赤谷の森」におけるほ乳類各種の分

布と、その歴史的な変遷を調べています。特に人とほ乳類が共存していくための

課題として、外来生物や生態系をかく乱する可能性のあるほ乳類（ニホンジカな

ど）が増加する可能性や、保全が必要な種がいるかなどに着目して、「

のあり方を検討しています。 

「赤谷の森」のほ乳類相とその時間的変遷を把握するために、既存資料の整理

と、カメラトラップモニタリングを実施しました。 

既存資料は、環境省の自然環境基礎調査、捕獲統計、「赤谷の森」において実施

小林（1985）、斎藤ら（1989）、姉埼ら（2012

ェクトで行われた調査成果[関東森林管理局（2008）、佐々木ら（

カメラトラップモニタリングは、「赤谷の森」全域 51地点において赤外線セン

ほ乳類の分布調査を 2008～2011 年（平成

年間実施しました（現在も継続中）。センサーカメラは、フィルムカメラの

（（株）麻里府商事製）を用い、夏と秋の年 2回の調査を実施しま

（１）「赤谷の森」のほ乳類相 

既存資料およびカメラトラップモニタリングの結果、「赤谷の森」において

４３種のほ乳類が確認されました（表１）。本州に生息し、潜在的にこの地域に

生息すると考えられるほ乳類はほぼすべて確認されました。もともと日本に生

息していなかった外来のほ乳類は、ノイヌ、ハクビシン、ノネコの３種でした

（外来鳥類については、2009 年（平成 21年）にガビチョウ（いきもの村）、ソ

ウシチョウを確認）。 

（２）「赤谷の森」とその周辺部におけるほ乳類の分布とその歴史的変遷

環境省の自然環境基礎調査の結果（図１）から、ニホンジカ、イノシシは

調査時には、赤谷周辺に分布しておらず、近年赤谷周辺地域へ

分布拡大したことがわかりました。また、捕獲統計資料から両種ともに

以降から捕獲記録があり、地元の猟友会関係者の聞き取り調査

の結果、イノシシは約 20 年前から目視されるようになったようです。

1978 年（昭和 58 年）調査時には、三国峠周辺の山間部で確認

2000 年代には人里周辺に分布を拡大していました（図１）。

特定外来生物のアライグマは、「赤谷の森」周辺部の沼田市、中之条町などで

確認され、群馬県全体で増加傾向にある（姉埼ら 2008，2011

 

 

ほ乳類からみた「赤谷の森」の生態系の健全性を評価し、その

成果を森林管理に活かすことを目的として、「赤谷の森」におけるほ乳類各種の分

調べています。特に人とほ乳類が共存していくための

課題として、外来生物や生態系をかく乱する可能性のあるほ乳類（ニホンジカな

ど）が増加する可能性や、保全が必要な種がいるかなどに着目して、「赤谷の森」

把握するために、既存資料の整理

既存資料は、環境省の自然環境基礎調査、捕獲統計、「赤谷の森」において実施

2012）]、赤谷プロジ

）、佐々木ら（2011）]を参照し

地点において赤外線セン

（平成 20～23 年）の 4

フィルムカメラの

回の調査を実施しま

既存資料およびカメラトラップモニタリングの結果、「赤谷の森」において

４３種のほ乳類が確認されました（表１）。本州に生息し、潜在的にこの地域に

生息すると考えられるほ乳類はほぼすべて確認されました。もともと日本に生

息していなかった外来のほ乳類は、ノイヌ、ハクビシン、ノネコの３種でした

にガビチョウ（いきもの村）、ソ

（２）「赤谷の森」とその周辺部におけるほ乳類の分布とその歴史的変遷 

ニホンジカ、イノシシは 1978

調査時には、赤谷周辺に分布しておらず、近年赤谷周辺地域へ

分布拡大したことがわかりました。また、捕獲統計資料から両種ともに 2001

以降から捕獲記録があり、地元の猟友会関係者の聞き取り調査

年前から目視されるようになったようです。 

調査時には、三国峠周辺の山間部で確認

年代には人里周辺に分布を拡大していました（図１）。 

田市、中之条町などで

）ため、今後この
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地域に侵入する可能性が高いとみられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１ 赤谷プロジェクトエリアほ乳類目録 
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（３）2008～2011 年実施のカメラトラップモニタリング結果 

「赤谷の森」全域 51地点に赤外線センサーカメラを設置し、ほ乳類相の調査

を 4年間行った結果、19 種のほ乳類が確認され、過去に確認されたほ乳類相の

内、ムササビとヤマネの 2 種を除く種をすべて記録することができました（種

同定が困難なネズミ類、コウモリ類を除く；表１，図２）。 

また、ハクビシンや特定外来種ソウシチョウ（鳥類）のように、センサーカ

メラのみで確認された種もありました。また 2008 年（平成 20 年）から 4年間

でニホンジカの出現地点数が増加しているため、今後分布拡大・生態系のかく

乱が起こらないよう注意深い監視が必要です。以上のことから、カメラトラッ

プ調査は、中型大型ほ乳類相やその分布変遷を把握することや、外来種の侵入

をいち早く把握する優れた手法といえます。 

またカメラを設置した地点において、ほ乳類による食痕を 2009～2011 年（平

成 21～23 年）の 3年間調査した結果、2011 年（平成 23年）から食痕を確認し

た地点数が増加していました。現状では、動物による摂食によって林床の植生

がなくなってしまうなどの、甚大な悪影響は認められませんでした。 

 

 

 

図１ 赤谷地域およびその周辺部における 4種の分布とその歴史的変遷 

(環境省自然環境保全基礎調査結果に基づく) 

※ ○は「赤谷の森」エリア 
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2008年 

 10月 

  2009年 

8月   10月 

  2010年 

8月   10月 

  2011年 

8月   10月 

RAI(数/100日） 

0 

0-5 

人工林 

自然林、 

草地など 

10-25 

 > 25 

 *撮影頻度指数（RAI)：（30 分離れた撮影での最

大頭数の合計/撮影日数合計）×100 日 

8月 10月 

2009年 

2010年 

2011年 

食痕なし 

食痕あり 
 

11月 

図２ ニホンジカの出現頻度（撮影頻度指数*；100日あたり）の経年変化 

図３ ニホンジカの出現地点数及び撮影頻度指数(RAI*;100日あたり)の経年変化 

図４ ほ乳類による食痕分布の経年変化(2009年～2011年) 
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 ４ ほ乳類の生息地としての「赤谷の森」の現状評価のまとめ 

・この地域に潜在的に生息すると考えられる種は、ほぼすべて分布している。 

・ほ乳類による森林の摂食状況は過剰ではない。 

・従来は見られなかったニホンジカの目撃が近年増えているが、森林の摂食状況

から進入のごく初期段階と考えられる。ニホンジカの餌場となる草地（伐採地、

法面、牧場など）を作らないようにし、プロジェクトエリア外に存在する牧場

やゴルフ場など既存の草地については、ニホンジカの餌場にならないような対

策を地主とともに検討することが望ましい。 

・ニホンザル、イノシシなどが集落の畑地へ出没し、農作物被害が生じている。 

・外来種はノイヌ、ハクビシン、ノネコの３種が分布しているが、今後、特定外

来生物のアライグマが侵入する可能性がある。 

・合瀬（かっせ）エリアの野犬など、外来種が局所的に生態を乱している可能性

がある。 

 上記の現状評価をまとめると、ほ乳類の生息地としての「赤谷の森」の現状は

ニホンジカによる過剰な摂食など今後新たな脅威が懸念されるものの、おおむね

良好と判断された。 

 

５ ほ乳類からみた「赤谷の森」の今後の課題 

これらの調査と既存の資料から、本州中部に分布するほ乳類はほぼすべて生息

し、ニホンジカなど大型ほ乳類の摂食が過剰ではないなど、ほ乳類の生息地とし

ての「赤谷の森」の現状はおおむね良好と判断されました。しかし人と動物との

あつれきが顕在化し始めるなどの問題が生じていることがわかりました。 

また今後「赤谷の森」の生態系におよぼす新たな脅威として、従来生息してい

なかったニホンジカの分布拡大、アライグマなどの外来生物の侵入、ナラ枯れに

よる生態系のかく乱（堅果類の減少によってほ乳類が人里へ進出するなど）など

が想定されます。従来このような農林業被害や外来生物やニホンジカなどの問題

は、被害がひどくなってから対処療法的な対策が行われてきました。「赤谷の森」

においては、生態系の健全性を維持するため調査を継続し、問題の前兆を常にモ

ニターしつつ、初期の段階から対策が実施できるよう、地域の方々、県、町との

協力体制を築くことが今後の課題です。 

 

６ 森林管理を進めるためにプロジェクトを通じて得られた知見 

生物多様性保全型の森林管理を進めるために、ほ乳類からみた森林生態系の現

状を評価し、課題を抽出する方法として、既存文献（自然環境基礎調査、捕獲統

計）、聞き取り調査、センサーカメラ調査が有効であることがわかりました。 

 
引用文献 
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におけるアライグマの棲息状況と個体の記録（2007）." 群馬県立自然史博物館自然史調査報告
書 12: 73－78. 
姉崎智子, 堀口浩司, 坂庭浩之. (2012). “群馬県におけるアライグマの生息状況と食性." 群
馬県立自然史博物館研究報告 16: 97-101. 
関東森林管理局 (2008). 三国山地／赤谷川・生物多様性復元計画（赤谷プロジェクト）推進事
業平成２０年度報告書. 東京, 日本自然保護協会.348pp. 
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【ほ乳類ワーキング・グループ委員】 

 

 

 

 

 

 

氏名 所属 

梶光一 東京農工大学教授 

足立高行 応用生態技術研究所所長 

安田剛士 群馬県ニホンザル保護管理検討委員 



 

（２）ホンドテンモニタリング

         

 
１ はじめに 

森林環境をモニタリングし評価することは

しかし森林に生息する特定の動物を指標種とし

を評価することは、ある程度可能ではないかと考えられます

指標種の条件としては

を森林で費やし、依存性が高いこと

なるべく広いカテゴリーに

人の生活との関わりがなるべく低いこと

６）生息分布域が広く他地域との比較が可能であること、

イタチ科のテン（Martes melampus
林生態系の食物連鎖の中で上位に位置する動物群の一種です

りでなく、植物質、特にサルナシ

とが知られていて、森林環境の指標種としての可能性がうかがえます

は一般に河原の石の上や林道など

います。この習性に注目し

テンのある程度の生態を把握することができれば

比較的容易な調査により

ではないかと考えました

 

２ 成果 

この調査は、テンのフンをサンプリングし、その内容物の解析を行うモニタリ

ング調査です。2005年度

年度(平成 23 年度)までにサンプリングされたフンは

調査対象ルートは、赤谷林道、

赤谷プロジェクトが対象とする地域の南側に位置しています。

 

これまでの調査でわかったこと

赤谷地域に生息するテンの生息個体数は

◆フンのサンプリング数から推定して、変動はあるもののおおよそ安定していま

す。 
◆各調査地域の変動は同調的で、ある地域のみの特異性は認められません。

 
赤谷地域に生息するテンの採餌傾向は

◆特定の植物種の豊凶に大きく左右されますが、

◆動物類では、ネズミ類と昆虫類が優占します。

◆植物類では、ヤマグワ、ウワミズザクラ、サルナシ、ツルウメモドキなどが目

立ちますが、なかでもサルナシは主要な餌植物となっています。

成 23 年度)調査までで、不明種を除き

れています] 
◆季節変動 

【春季】動物類では、ネズミ類、ノウサギ、モグラ類、鳥類などの種群がいず
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（２）ホンドテンモニタリング 

 

    足立 高行 

         (応用生態技術研究所) 

森林環境をモニタリングし評価することは、現実的にはかなり難しい調査です

しかし森林に生息する特定の動物を指標種とし、その種の生態を通じて

ある程度可能ではないかと考えられます。 
指標種の条件としては、１）採餌、休息、ねぐら、移動など生活の多くの時間

依存性が高いこと、２）食物連鎖の上位に位置し

なるべく広いカテゴリーにおよぶこと、３）強いなわばりを示さないこと

人の生活との関わりがなるべく低いこと、５）調査方法が比較的容易であること

６）生息分布域が広く他地域との比較が可能であること、などが考えられます

Martes melampus）は樹上空間に適応した中型の

林生態系の食物連鎖の中で上位に位置する動物群の一種です。テンは動物質ばか

にサルナシやヤマグワなどの果実（液果類）を餌にするこ

森林環境の指標種としての可能性がうかがえます

は一般に河原の石の上や林道など、開けた目立つ場所にフンをする習性を持って

この習性に注目し、フンの採取による分布や内容物などの解析を通じて

テンのある程度の生態を把握することができれば、捕獲圧などの悪影響を避け

比較的容易な調査により、テンが生息する森林環境の把握と評価が可能になるの

いかと考えました。 

この調査は、テンのフンをサンプリングし、その内容物の解析を行うモニタリ

年度(平成 17年度)の予備調査を経て毎年実施されており、

までにサンプリングされたフンは 3,750 個にも上ります。主な

調査対象ルートは、赤谷林道、小出俣
お い づ ま た

林道、ムタコ沢林道、雨見林道の各林道で、

赤谷プロジェクトが対象とする地域の南側に位置しています。 

これまでの調査でわかったこと 

赤谷地域に生息するテンの生息個体数は・・・ 

◆フンのサンプリング数から推定して、変動はあるもののおおよそ安定していま

◆各調査地域の変動は同調的で、ある地域のみの特異性は認められません。

赤谷地域に生息するテンの採餌傾向は 

◆特定の植物種の豊凶に大きく左右されますが、年間を通じて動物食が中心で

◆動物類では、ネズミ類と昆虫類が優占します。 
◆植物類では、ヤマグワ、ウワミズザクラ、サルナシ、ツルウメモドキなどが目

でもサルナシは主要な餌植物となっています。

調査までで、不明種を除き 30 種類の植物が被採餌植物として確認さ

】動物類では、ネズミ類、ノウサギ、モグラ類、鳥類などの種群がいず

  

現実的にはかなり難しい調査です。

その種の生態を通じて森林環境

 
移動など生活の多くの時間

２）食物連鎖の上位に位置し、餌対象種が

３）強いなわばりを示さないこと、４）

５）調査方法が比較的容易であること、

などが考えられます。 

）は樹上空間に適応した中型のほ乳類で、森

テンは動物質ばか

などの果実（液果類）を餌にするこ

森林環境の指標種としての可能性がうかがえます。またテン

をする習性を持って

の採取による分布や内容物などの解析を通じて

捕獲圧などの悪影響を避け、

テンが生息する森林環境の把握と評価が可能になるの

この調査は、テンのフンをサンプリングし、その内容物の解析を行うモニタリ

の予備調査を経て毎年実施されており、2011
個にも上ります。主な

林道、ムタコ沢林道、雨見林道の各林道で、

 

◆フンのサンプリング数から推定して、変動はあるもののおおよそ安定していま

◆各調査地域の変動は同調的で、ある地域のみの特異性は認められません。 

年間を通じて動物食が中心です。 

◆植物類では、ヤマグワ、ウワミズザクラ、サルナシ、ツルウメモドキなどが目

でもサルナシは主要な餌植物となっています。[2011 年度(平
種類の植物が被採餌植物として確認さ

】動物類では、ネズミ類、ノウサギ、モグラ類、鳥類などの種群がいず
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れの季節よりも多い。 

植物類では、3月のツルウメモドキが少し目立つ程度でほかは少ない。 

【夏季】動物類では、昆虫類がもっとも活動的な季節であるため集中的に採餌さ

れ、春季との比較では約 3.5 倍になっています。 

植物類では、ヤマザクラやカスミザクラなどのサクラ類、ヤマグワ、イ

チゴ類などが出現し、初夏～夏期に実を結ぶ植物種が採餌されています。 

【秋季】動物類では、ノウサギやモグラ類がやや少ないものの、夏季と同じよう

な状況が継続しています。 

植物類は、赤谷地域のテンの採餌状況を特徴づけるサルナシの季節でこ

の季節の 75%以上になり、テンはこの時期ほぼサルナシを集中的に採餌

しています。 

【冬季】比率的にネズミ類や鳥類が目立っていますが、数量は多くありません。 

植物種はほとんど出現しなくなります。 

以上の状況は、2010 年(平成 22 年)の調査報告書で「赤谷地域のテン食物カ

レンダー」としてまとめてあります。 

 

赤谷地域のテンの採餌傾向から見えてくる特徴を、手持ちの全国 22 地域

31 地点のデータ（約 45,000 サンプル、2011 年 3月現在）と相対比較すると、 

◆第１に、動・植物種のメニューが乏しいこと 

◆第２に、植物ではサルナシとツルウメモドキの 2 種に極端に偏っているこ

と 

◆第３に、動物類ではほ乳類。中でもネズミ類に極端に偏っていること 

など、やや北部日本型の山地渓谷タイプの採餌傾向を示しているのがわかり

ました。 

 
図１ 赤谷地域のテン食物カレンダー 



 

３ 課題 

テンの採餌傾向から、テンから見た赤谷地域の自然環境の状況はおおよそ把握

できました。しかし生物多様性の動向をテンの視点から評価することや、伐採地

が自然林へと復元していくような変化を把握することなど、当初の目的である「自

然環境の変動をモニタリングする」という課題には行き着いていません。

2007 年度(平成 19 年度

いで樹木の伐採と、それに伴う復元動向の植物モニタリングが行われました。そ

こでこの間、この伐採試験区周辺において

実際のネズミの変動とテンのフンの中に出る採餌内容物に変化が見られるかを調

べたのですが、よく分かりませんでした。

テンのフン内容物分析による自然環境の把握は、かなり広い対象地域をザック

リ把握するのには適しているのですが、小面積の変動には不向きなようです。ま

た改変地などで発生する環境変動は、テンにとってタイムラグが生じている可能

性があります。たとえば、餌植物が結実するのに時間が掛かるといった問題です。

さらにネズミなどの場合、時間軸での変動量などには不確定な要因が介在します

ので、複雑になってきます。

継続してデータを積み上げることで、森林の再生・復元といった現場に資する

だけの成果が反映できるのか？といった疑問も生じています

ったモニタリング手法や解析方法は、今後の課題として残ります。

しかし、テンの生息環境には多くの動・植物が生息・生育し、テンはほかのど

の動物よりも多くの種類を餌資源として利用しています。テンの生息環境を維持

し保全することは、森やそこに育つ多くの動・植物をも保全することにつながり、

テンの生態系における上位性の指標種としての位置が担保されます。そしてこの

ことが、地域の生物多様性の指標につながるのではないかと考えています。

今後もフンのモニタリングを続け、検討を加えながら少しずつ進んでいくつも

りです。 
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テンの採餌傾向から、テンから見た赤谷地域の自然環境の状況はおおよそ把握

できました。しかし生物多様性の動向をテンの視点から評価することや、伐採地

が自然林へと復元していくような変化を把握することなど、当初の目的である「自

然環境の変動をモニタリングする」という課題には行き着いていません。
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さらにネズミなどの場合、時間軸での変動量などには不確定な要因が介在します

ので、複雑になってきます。 

継続してデータを積み上げることで、森林の再生・復元といった現場に資する

だけの成果が反映できるのか？といった疑問も生じています。こうした標的を絞

ったモニタリング手法や解析方法は、今後の課題として残ります。

しかし、テンの生息環境には多くの動・植物が生息・生育し、テンはほかのど
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し保全することは、森やそこに育つ多くの動・植物をも保全することにつながり、

テンの生態系における上位性の指標種としての位置が担保されます。そしてこの

ことが、地域の生物多様性の指標につながるのではないかと考えています。

今後もフンのモニタリングを続け、検討を加えながら少しずつ進んでいくつも
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る農林業被害に悩まされ続けてき

に、「サルをどうにかして

の森」の動植物種を未来へ残せても、農林業が営めなければ何もならない。そのよ

うな思いも含めて、プロジェクトの目標を「生物多様性の保全と持続可能な地域

くり」にしていただきまし
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なっており、赤谷プロジェクトが主体となってこの問題に取り組むことはでき
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最初の課題は、赤谷プロジェクトという

獣害対策をどう整合させ問題解決の糸口を見つけるか、
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ニホンザルに必要な植物の分布や量、ねぐらとなる林の配置といった森の構造、

移動経路を明らかにすること

正な数を推定し駆除計画を立案したり、ニホンザルが耕作地に出没しづらくする対
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める地域づくりにも貢献できる
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調査は 2004 年(平成 16

ア 3・4・6 一帯で暮らしていた

ました。 

調査の結果、2006 年(平成

ることが判明しました。またナガイ群の遊動域を地図上でぐるっと囲むと

さは約 20 ㎢でした。遊動域の中には、集落や耕作地なども含まれてい

うちプロジェクトエリア内の雑木林

さでした。ニホンザル１頭に必要な雑木林の面積は
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(赤谷プロジェクト地域協議会

赤谷プロジェクトの地元では、プロジェクト発足以前から、ニホンザルなどによ

る農林業被害に悩まされ続けてきました。プロジェクトの準備会合を開催する
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うな思いも含めて、プロジェクトの目標を「生物多様性の保全と持続可能な地域

きました。 

の種類によって必要な、餌やねぐらや巣などの生息環境は異なってい

。生物多様性の保全を実現するためには生きものの種類ごとに必要な生息環境を

明らかにして、それらを存続させる必要があります。一方、持続可能な地域

では、厄介者の野生動物と折り合いをつけ、農林業を成り立たせるために被害を低

減させる獣害対策が必要です。 

獣害対策には、耕作地をネットなどで囲む防除対策、被害を出す野生動物の数を

野生動物が耕作地に出にくくする環境整備対策があ

ろが現在の法律では、動物の生息状態を操作する獣害対策は、県や市町村の仕事に

赤谷プロジェクトが主体となってこの問題に取り組むことはでき

最初の課題は、赤谷プロジェクトというしくみを活用して、生物多様性の保全と

整合させ問題解決の糸口を見つけるか、でした。

ニホンザルは、群れで暮らしています。群れには遊動域と呼ばれる

ります。ニホンザルは植物食中心の雑食性の動物

が、群れが暮らせるだけの食べ物はいつも同じ場所に

。各群れは遊動域の中を毎日移動しながら、季節ごと
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移動経路を明らかにすることは、生物多様性の保全だけではなく、ニホンザルの適

正な数を推定し駆除計画を立案したり、ニホンザルが耕作地に出没しづらくする対

ます。そうすることでニホンザルとの新たな均衡を築き

りにも貢献できると考え、「赤谷の森」におけるニホンザルの暮らし

た。 
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一帯で暮らしていた「ナガイ群」と呼ぶニホンザルの群れを対象に行

平成 18 年)の時点でナガイ群は 133 頭の大規模な群れであ
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ので、ナガイ群の適正な数は 33～100 頭だろうと推定でき、生息数は過剰と思われ

ました。 

2004 年(平成 16 年)から 2007 年(平成 19 年)の調査期間中に、ブナやドングリな

どの木の実の実りが大豊作だった年と凶作だった年が、たまたまありました。大豊

作の年には、ナガイ群は耕作地にあまり出没しませんでした。一方で凶作の年は被

害がひどく、このことは、過剰な生息頭数を生存可能とするのに近い量の食べ物を

生み出す潜在能力が「赤谷の森」にあることを示しています。一方で被害を低減さ

せるためには、適切な駆除が必要であることも示しています。 

また群れの移動経路を調べることで、集落や耕作地への侵入経路が判明しました。

侵入経路の林を伐採して明るく開けた疎林として維持管理すれば、そうした場所を

嫌うニホンザルの耕作地への侵入を防げる可能性があります。人間が野生動物と生

活場所をすみ分けるためにこのような環境整備対策を行う森林管理を、ゾーニング

と呼んでいますが、調査結果で判明した侵入経路から環境整備対策を行うことで対

策の効率化が期待できました。 

 

ではニホンザルの生息状況を調べたことは、「赤谷の森」の生物多様性保全に重

要な貢献ができたのでしょうか。獣害対策が進んで地域に貢献できたのでしょうか。

残念ながら答えは否定的で、課題が山積みです。 

ニホンザルはとても適応力が高く、ニホンザルだけが必要な特殊な生息環境を必

要としないので、特別な森林管理をしなくても、「赤谷の森」で群れの規模に応じ

て暮らしてゆけることは明らかです。一方でニホンザルは体格も比較的大きく（体

重 6～15ｋｇ）、群れで暮らすので、ほかの生きものに与える影響や相互関係は大き

いと考えられています。そうした生きもの同士のおよぼす影響や関係を丹念に調べ

ていくことは、ニホンザルに影響を受ける生きものの生息環境の保全に貢献できる

でしょう。このような調査研究は、研究者による活動が必要と考えます。 

調査結果に基づいた獣害対策を行うには、継続的な調査と同時に調査結果に基づ

いた獣害対策への理解と協力が欠かせません。調査をする人・対策を立案する人・

対策を実施する人・対策に利害関係のある人は、一人ではなく多数の別々の人々で

す。このような関係者の対話をうながし、相互の理解・協力を得ていくことが課題

となっています。 
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図２ ナガイ群の行動範囲 



 

５ 渓流環境復元ワーキンググループ

 

           

 

赤谷プロジェクトエリアは利根川支流の源流部に位置します。この地域内には、

プロジェクトの名称にもなっている赤谷川、赤谷湖で合流する西川、それらに合流

する中小の渓流があり、それらの渓流は血管のように張り巡らされています。赤谷

プロジェクトエリアの生態系を考えるとき、これらの渓流は欠かすことのできない

重要な働きをしています。

河川・渓流生態系の特徴は３つあります。まず

続性です。河川・渓流は、水や土砂、森からの栄養分などを下流へと運びます。そ

の流れに沿って魚などの生物が、上流から下流へ、あるいは下流から上流へと行き

来します。 

２番目の特徴は、変化の激しさです。森林も時間とともに変化しますが、それに

比べて、河川・渓流では圧倒的に速く激しく変化します。毎年の増水時、あるいは

数年に１度の土石流が起こるような増水時に大きく変化します。このようなときに

は水の力が大きく、大量かつ大きな土砂が運ばれるのです。河原の石がゴロゴロし

た所は、しょっちゅうこのような

のです。 

３つめの特徴は河川・渓流の働きが、多様な生物の生息・生育を支える点です。

１と２の特徴はさまざまな環境を作ります。流れよどみ深い淵と流れの速い瀬、大

きな石がゴロゴロする川底、石と石の間のすき間、増水時にだけ水が流れる場所、

激しい流れによって運ばれてきた巨石や流木などなど。このような多様な環境が、

さまざまな生物に生活する場所を用意しています。それは水の中にすむ生物に限り

ません。普段森に暮らす生物にとっても、水場や餌場として、生物によっては繁殖

の場所として大切な環境が用意されています。

ところが近代に入って、人間はこのような河川・渓流の特徴を大きく損ねてきて

しまいました。それは治山・治水や利水のためにダムを作ったり、過度の取水を行

ってきたりしたためです。赤谷プロジェクトエリアでは、いまだ昔のままの流れを

保った渓流もあれば、ずいぶんと変化した渓流もあります。

渓流ワーキンググループは、このようなエリア内の渓流を保全し、よりよい渓流

生態系の回復を図るために設けられました。現在ワーキンググループで議論され、

実施されている内容は２点です。ひとつはプロジェクトエリア内全域

る環境調査の実施、もうひとつは茂倉沢治山事業についての検討です。

前者は、各渓流の流れの特徴（瀬や淵などの地形や堆積物、流路の形、周辺植生、

ダムなどの人工物の有無など）を把握して、渓流保全のための基礎資料とする調査

です。現在エリア内１１０カ所

詳細は、別項で記しますが、

であり、ここでの治山事業も治山と渓流環境保全の両立のためのモデルケースと位

置づけています。 

 

【

 

  
氏名 

中井達郎 

- 68 - 

渓流環境復元ワーキンググループ 

 

     中井 達郎 

           (国士舘大学非常勤講師) 

赤谷プロジェクトエリアは利根川支流の源流部に位置します。この地域内には、

プロジェクトの名称にもなっている赤谷川、赤谷湖で合流する西川、それらに合流

する中小の渓流があり、それらの渓流は血管のように張り巡らされています。赤谷

プロジェクトエリアの生態系を考えるとき、これらの渓流は欠かすことのできない

重要な働きをしています。 

河川・渓流生態系の特徴は３つあります。まず 1番目は、森・山と海をつなぐ連

続性です。河川・渓流は、水や土砂、森からの栄養分などを下流へと運びます。そ

の流れに沿って魚などの生物が、上流から下流へ、あるいは下流から上流へと行き

２番目の特徴は、変化の激しさです。森林も時間とともに変化しますが、それに

比べて、河川・渓流では圧倒的に速く激しく変化します。毎年の増水時、あるいは

数年に１度の土石流が起こるような増水時に大きく変化します。このようなときに

は水の力が大きく、大量かつ大きな土砂が運ばれるのです。河原の石がゴロゴロし

た所は、しょっちゅうこのような運搬が起こっているために、植物も成長できない

３つめの特徴は河川・渓流の働きが、多様な生物の生息・生育を支える点です。

１と２の特徴はさまざまな環境を作ります。流れよどみ深い淵と流れの速い瀬、大

きな石がゴロゴロする川底、石と石の間のすき間、増水時にだけ水が流れる場所、

激しい流れによって運ばれてきた巨石や流木などなど。このような多様な環境が、

さまざまな生物に生活する場所を用意しています。それは水の中にすむ生物に限り

ません。普段森に暮らす生物にとっても、水場や餌場として、生物によっては繁殖

な環境が用意されています。 

ところが近代に入って、人間はこのような河川・渓流の特徴を大きく損ねてきて

しまいました。それは治山・治水や利水のためにダムを作ったり、過度の取水を行

ってきたりしたためです。赤谷プロジェクトエリアでは、いまだ昔のままの流れを

保った渓流もあれば、ずいぶんと変化した渓流もあります。 

渓流ワーキンググループは、このようなエリア内の渓流を保全し、よりよい渓流

生態系の回復を図るために設けられました。現在ワーキンググループで議論され、

実施されている内容は２点です。ひとつはプロジェクトエリア内全域

る環境調査の実施、もうひとつは茂倉沢治山事業についての検討です。

前者は、各渓流の流れの特徴（瀬や淵などの地形や堆積物、流路の形、周辺植生、

ダムなどの人工物の有無など）を把握して、渓流保全のための基礎資料とする調査

です。現在エリア内１１０カ所あまりの地点について調査中です。後者についての

詳細は、別項で記しますが、茂
し げ

倉
く ら

沢についての検討も、全域の渓流のうちのひとつ

であり、ここでの治山事業も治山と渓流環境保全の両立のためのモデルケースと位

【渓流環境復元ワーキンググループ委員】 

 
所属 

 国士舘大学非常勤講師 

  

  

 

赤谷プロジェクトエリアは利根川支流の源流部に位置します。この地域内には、

プロジェクトの名称にもなっている赤谷川、赤谷湖で合流する西川、それらに合流

する中小の渓流があり、それらの渓流は血管のように張り巡らされています。赤谷

プロジェクトエリアの生態系を考えるとき、これらの渓流は欠かすことのできない

番目は、森・山と海をつなぐ連

続性です。河川・渓流は、水や土砂、森からの栄養分などを下流へと運びます。そ

の流れに沿って魚などの生物が、上流から下流へ、あるいは下流から上流へと行き

２番目の特徴は、変化の激しさです。森林も時間とともに変化しますが、それに

比べて、河川・渓流では圧倒的に速く激しく変化します。毎年の増水時、あるいは

数年に１度の土石流が起こるような増水時に大きく変化します。このようなときに

は水の力が大きく、大量かつ大きな土砂が運ばれるのです。河原の石がゴロゴロし

運搬が起こっているために、植物も成長できない

３つめの特徴は河川・渓流の働きが、多様な生物の生息・生育を支える点です。

１と２の特徴はさまざまな環境を作ります。流れよどみ深い淵と流れの速い瀬、大

きな石がゴロゴロする川底、石と石の間のすき間、増水時にだけ水が流れる場所、

激しい流れによって運ばれてきた巨石や流木などなど。このような多様な環境が、

さまざまな生物に生活する場所を用意しています。それは水の中にすむ生物に限り

ません。普段森に暮らす生物にとっても、水場や餌場として、生物によっては繁殖

ところが近代に入って、人間はこのような河川・渓流の特徴を大きく損ねてきて

しまいました。それは治山・治水や利水のためにダムを作ったり、過度の取水を行

ってきたりしたためです。赤谷プロジェクトエリアでは、いまだ昔のままの流れを

渓流ワーキンググループは、このようなエリア内の渓流を保全し、よりよい渓流

生態系の回復を図るために設けられました。現在ワーキンググループで議論され、

実施されている内容は２点です。ひとつはプロジェクトエリア内全域の渓流に関す

る環境調査の実施、もうひとつは茂倉沢治山事業についての検討です。 

前者は、各渓流の流れの特徴（瀬や淵などの地形や堆積物、流路の形、周辺植生、

ダムなどの人工物の有無など）を把握して、渓流保全のための基礎資料とする調査

の地点について調査中です。後者についての

沢についての検討も、全域の渓流のうちのひとつ

であり、ここでの治山事業も治山と渓流環境保全の両立のためのモデルケースと位



- 69 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

セキヤ沢奥で確認された高さ 20m を超える滝 西川上流部の滝。西川は川幅が広くなったり狭く

なったりをくり返すため、川を上るのが容易では

ありませんでした 

図１ プロジェクトエリア内全域の渓流環境を把握するために考案した調査野帳 

倒木 

赤沢にあった倒木ダム(右)。倒木が本来の流路を

ふさぎ水路は右へずれ、上流には土砂が堆積して

いました（上） 


