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EP-01 

干潟に生育するハマサジの発芽と塩分条件 

 
○荒木悟，國井秀伸（島根大学・汽水域研究センター） 

Araki S, Kunii H : The salt condition of tideland surface and the effect of salinity on the germination 

of tideland halophyte, Limonium tetragonum.  

 

 干潟の塩生植物ハマサジの発芽と塩分の関係，及び生育地の塩分状況を調べた。太田川

水系河口域（広島市）沿岸の群落から種子を採集し，2 ヶ月の低温においた後，5 通りの塩

分の人工海水に種子を沈め，20℃，明暗 14／10 時間のサイクルでの発芽率を調べた。淡水

中の 60 日後の発芽率は 70％に達したが，海水比 25％及び 50％の塩分の水中での発芽率は

24％だった。海水比 75％，100％での発芽率は，それぞれ 16％，14％となった。これとは

別に，15℃で海水比 100％の塩分の水中に種子を 6 週間おいた後，（ア）そのままの塩分で

維持した場合，（イ）海水比 50％の塩分の水中に移した場合，（ウ）海水比 25％の塩分の水

中に移した場合の発芽率を調べた。（ア）の発芽率は 16％であったが，（イ）（ウ）の発芽率

は塩分低下から 25 日後には，それぞれ 50％，86％に達した。この事から，いったん高塩分

を経験した後に低塩分の条件になると，発芽が大きく促進されると考えられた。これには，

海水を漂流中に発芽するのを避ける効果があると考えられる。採集地の干潟の土壌の塩分

状況は，降水の有無，標高，土質によって大きく変化していた。特に，大潮の時だけ浸水

するような標高の高い部分で，かつ乾燥しやすい土質（粗粒砂〜中粒砂の割合が多い）の

所では，小潮の期間に表土が乾燥し，塩分は海水を大きく上回る濃度に濃縮された。この

ような塩分変化が発芽や実生の生存にどのように影響しているか，今後の検討課題である。 

 

EP-02 

太田川放水路の人工干潟形成にともなう陸生節足動物とカニ類の群集の変化 
 
○鶴崎展巨 1・井原 庸 2・亀山 剛 3・一澤 圭 4・河上康子 5（1鳥取大・地域・地域環境,

 2

広島県環境保健協会，3復建調査設計， 4鳥取県立博物館，5［高槻市］） 

Tsurusaki N, Ihara Y, Kameyama T, Ichisawa K, Kawakami, Y.: Change of arthropod communities 

on the intertidal flat artificially constructed along Discharge Channel of the Ota River, Hiroshima 

City. 

 

太田川放水路は広島市の河口デルタの西端に設けられた人口水路（1967 年完成）である。

流路のほぼ全体が感潮域で，現在は，フクド・ハマサジ・ハママツナなどの塩生植物の貴

重な生育地にもなっている。この放水路の河口から約 3.5 km 上流に位置する旭橋左岸下流

側に人工干潟が造成された（2009 年末着工，2010 年 3 月 1 日完成）。演者らは当地で干潟

造成前の 2009 年 10 月と造成後の 2010 年 5 月と 11 月で昆虫・クモガタ類，カニ類について

出現種の変化を追跡したのでその結果を報告する。造成前に生息が確認されたのはトビム

シ 2 種（ウミトビムシ Oudemansia の 1 種とオナガシオトビムシ Axelsonia nitida），ハネカク

シ 3 種（ヒメハネカクシ族 sp, ナカネナギサハネカクシ Bryothinus nakanei，ウスアカナギサ

ハネカクシ B. algarum），カキガラダニ（仮称），カニではチゴガニ，コメツキガニなど 4 種

である。干潟造成後，ヒメハネカクシ族 sp.の個体数の増加，残りの種の減尐または消失，

キバネキバナガミズギワゴミムシ（環境省 Red List で準絶滅危惧 NT）などの出現が見られ

た。カニの巣穴は造成 2 カ月後にはまだなかったが，8 カ月後の時点では底質に応じた種の

ものが出現し，新たにハクセンシオマネキ（環境省 RL で絶滅危惧 II 類 VU）の定着もみら

れた。 



 

 

日本生態学会 中国四国地区会 第 55 回大会講演要旨 May 14-15, 2011 

  5 

EP-03 

旭川中流域に生息するアカザの季節による食性の変動 

 
○撫養昂己 1，齋藤達昭 2，中村圭司 3，樋津智紀 3

(
1岡山理科大院・理・総合理， 2岡山理科

大・理・基礎理，3岡山理科大・総情・生地) 

Muya, T., Saito, T., Nakamura, K., & Hitsu T., : The seasonal variation of feeding habits by 

Liobagrus reini inhabiting in midstream of Asahi River ,Okayama Japan. 

 

アカザ Liobagrus reini はナマズ目アカザ科の夜行性の底生魚で、食性は水生昆虫を中心

とした動物食である。全国版と岡山県版レッドデータブックで絶滅危惧Ⅱ類に指定され、

絶滅が心配されている。先行研究で旭川中流域の水生昆虫の生息割合とアカザの胃の内容

物における水生昆虫の割合が異なっていることから、アカザの食性には選好性があること

が示唆された。本研究では、水生昆虫の生息割合がアカザの食性にどのような影響を与え

ているか、あるいは、アカザの食性の選好性が季節により変化するかどうかを調べること

を目標とした。調査の結果、アカザの食性は季節によって変化していた。また、ブユ科や

ユスリカ科などのハエ目やシマトビケラ科やヒゲナガカワトビケラ科などのトビケラ目の

胃の内容物の割合が水生昆虫の生息割合よりも顕著に高かった。一方、本流域の優先種で

あるヒラタドロムシ(コウチュウ目)は一年を通してほとんど捕食していなかった。以上のこ

とから、アカザの食性はこれらの種に対して選好性があることが示唆された。 

 

 

 

 

EP-04 

岡山県白髪渓谷におけるカジカ(Cottus pollux)の地域個体群の mtDNA解析 

 
○井上宏和 1・斎藤達昭 2・藤原知広 2

(
1岡山理大院・理, 

2 岡山理大・理) 

Inoue H, Saito T, Fujiwara T (Mitochondorial DNA Analysis of regional population of Cottus pollux 

in Shiraga river, Okayama Japan) 

 

 カジカ(Cottus pollux)は、カサゴ目カサゴ科に属する底生魚である。日本各地の河川に分

布し、その生活史などから大卵型(河川陸封型)・中卵型(両側回遊型)・小卵型(両側回遊型)

の３タイプに分類されるが、形態的特徴からの判別は難しい。また、カジカは水質の変化

に敏感で、カジカ大卵型は岡山県版レッドデータブックでは絶滅危惧Ⅱ類に指定されてい

る。カジカ中卵型においては岡山県では情報不足となっている。そして、カジカは、商業

価値が低く人為的放流が尐ない為、地域個体群の遺伝的な相違が維持されている可能性が

高い。そのため、全国各地の河川において、カジカのハプロタイプの研究が進められてい

る。 

 本研究では、岡山県の旭川の源流域のひとつである鏡野町富の白賀渓谷に生息するカジ

カを捕獲し、外部形態からのアプローチとして胸鰭の軟条数の計測を行ったが、個体差が

あるため大卵型、あるいは中卵型のどちらかであることが考えられた。次に、既存の特異

的プライマーを用いて mtDNA の D-loop 領域と 12S rRNA 領域の解析を行った。そして、既

存の日本各地の地域個体群との比較を行う事で白髪渓谷に生息するカジカが大卵型、中卵

型、小卵型のどのタイプであるかを検討した。mtDNA 解析を行った結果、カジカは既存の

中卵型の配列とほぼ一致した。そのため、白髪渓谷に生息するカジカは中卵型である事が

示唆された。 
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EP-05 

徳島県域におけるニホンジカによる植生被害状況 

 
◯品川千種 1，小串重治 1，森一生 2，鎌田磨人 3

 (
1
NPO 徳島保全生物学研究会，2 徳島県西部

総合県民局保健福祉環境部，3徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部) 

Shinagawa C, Mori K, Kamada M : Situation of vegetation damage by Sika deer in Tokushima 

Prefecture 

 

 近年のニホンジカ個体数の急増により，徳島県域の植生は大きな被害を受けてきている。

しかしながら，その被害状況の空間分布は把握しきれていなかった。このような中，2010

年度，環境省による植生図作成が徳島県全域で行われることになった。そのため，環境省

の植生調査票に，シカ被害状況やシカの分布痕跡に関する情報を記入する欄を設け，業務

で実施される植生調査を利用してシカ被害の把握を試みた。また，簡易調査票を用いて，

調査地点間の移動中にも被害状況の把握を試みた。あわせて，剣山地域ニホンジカ被害対

策協議会のメンバーである登山家等にも簡易調査票を配布して，補足的な情報の収集を試

みた。これら調査は，すべてボランタリーな活動として行われた。 

 その結果，植生図作成業務に伴う調査によって 358 地点（うち植生調査地 115 地点，簡易

調査 243 地点），調査協議会メンバーによって 34 地点，計 392 地点での被害状況が明らか

にできた。そして，剣山周辺は，徳島県域内でも特に被害程度が大きい地域であることが

明確となった。  

 

 

 

 

EP-06 

四国南西部・三本杭におけるニホンジカの剥皮被害による天然落葉広葉樹林の衰退 

 
○奥村栄朗 1・奥田史郎 2・伊藤武治 1・酒井敦 1（1 森林総研・四国、2 森林総研・関西） 

Okumura H, Okuda S, Ito T, Sakai A : Damage to natural deciduous forest caused by Sika deer 

bark-stripping in the southwestern part of Shikoku Is., Japan. 

 

 四国南西部の三本杭（1226m）周辺には、ブナ、カエデ類等に、モミ、アカガシ等が混じ

る天然林（中間温帯林〜冷温帯林）が、およそ 800ha にわたり残されている。しかし、近年、

ニホンジカの生息数増加により、この一帯で山頂部のササ原の裸地化、林床植生の消失、

林木の枯死・減尐等、顕著な森林の衰退現象が生じている。そこで、天然林でのシカによ

る剥皮被害実態について 2005 年度より継続調査を行ってきたので、その結果を報告する。 

 山頂周辺に調査プロット 6 ヶ所（0.10ha×5、0.12ha×1）を設定し、プロット内の全生立木

について、樹種、胸高直径、摂食剥皮の程度および枯死木の発生状況を毎年記録した。 

 調査開始時、シカの不嗜好樹種以外の立木はすでに高頻度で剥皮害を受け、最優占種の

コハウチワカエデで約 55%、嗜好度が高い樹種では 95%以上に摂食剥皮痕があった。調査

期間内にすべてのプロットで新規被害と枯死が発生した。全期間では全立木の 8.2%が枯死

し、その約 70%が剥皮被害木であった。調査結果から、剥皮被害による疎林化・裸地化、

あるいは不嗜好樹種低木林への林相変化が進行し、本来の落葉広葉樹林から急速に衰退し

つつある実態が明らかとなった。なお、この研究の一部は四国森林管理局の調査委託によ

り行った。 
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EP-07 

高知県中部山間地の異なる地域における棚田周辺に成立する小規模草地植生の比較 

 
○世木田和也 1，兼田侑也 1，石川愼吾 2（1 高知大学・院・総合人間自然科学，2 高知大学・

理） 

Sekida K, Kaneda Y, Ishikawa S : Comparison of grass-land vegetation developed around terraced 

rice-fields in different rural mountainous areas, Kochi Prefecture. 

 

中山間地の棚田周辺には畦畔以外に広い面積にわたって採草地に利用されている法面が

存在し，草刈りなどにより豊かな植生が維持されてきた。しかし 1960 年以降，多くの地域

で草地の利用が減尐し，植林や放棄による森林化が進みつつある。半自然草地は森林植生

とは異なった多種多様な生物種の生育環境を提供しており，その中には絶滅危惧植物も多

く含まれている。本研究では草原生植物の保全における棚田周辺に成立する小規模草地植

生の重要性を明らかにすることを目的とし，高知県大豊町怒田地区およびいの町成山地区

の法面，放棄棚田で植生調査を行い，それぞれの種組成・種多様性を比較した。種数，草

原生植物ともに怒田のほうが多く，草原生絶滅危惧種は怒田の法面でのみ確認された。怒

田では年一回，秋から冬にかけて刈り取りが行われており，成山では不定期に 4，5 回刈り

取りが行われる。以上の結果より，放棄棚田や法面のような小規模の草地でも草原生植物

を保全していくことは可能であるが，放棄棚田のような土地利用が変化した場所より法面

のように昔から草地が維持されている場所のほうが，草原生植物が多く残る可能性が高い

ことが示唆された。 

 

 

EP-08 

高知県の山間地における放棄年数の異なる棚田の埋土種子集団 

 
○細川雅代 1，平野美奈子 2，岸大介 2，山田奈美 2，石川愼吾 2（1 高知大学・院・総合人間自

然科学，2高知大学・理） 

Hosokawa M，Hirano M, Kishi D, Yamada N, Ishikawa S： Seed banks in some abandoned rice 

terraces in a rural mountainous area, Kochi Prefecture. 

 

 水田は日本で最大の湿地環境であり，湿地生植物において重要な生育地となっている。

一方で農村部の高齢化や減反政策などによる耕作放棄地の増加や除草剤の普及により多く

の水田生植物が絶滅の危機に瀕している。近年，湿地生植物の再生に埋土種子を用いた研

究が進められているが，その情報は尐なく特に山間地の棚田の情報はほとんどない。そこ

で，本研究では高知県の山間地における放棄年数の異なる棚田における埋土種子集団を，

出現実生調査法と直接計数法を併用して調査・比較した。その結果，放棄年数が長くなる

ほど出現種数，種子数ともに減尐し，埋土種子組成も変化した。希尐種であるマルバノサ

ワトウガラシは現耕田で多く，放棄年数が増加すると急激に減尐した。マルバノサワトウ

ガラシが埋土種子として残りにくいのは，暗条件でも発芽率が高いことが原因の一つと考

えられた。 
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EP-09 

堤防のり面に定着したオオキンケイギクの生育と植生管理様式との関係 

 
○瓜生真也，波田善夫（岡山理科大･総情･生地） 

Uryu S. & Hada Y.: Relationship between the establishment of plant invasion Coreopsis lanceolata 

and differential management type. 

 

堤防のり面に定着したオオキンケイギクの防除を目的とした植生管理を行い，管理によ

って成立する植生について評価をした。 

2010 年 6 月から堤防のり面において管理実験を行っている。A)オオキンケイギクのみを

抜き取る区，B)7 月刈り取り区，C)2011 年 5 月刈り取り区，D)火入れ区，E)管理放棄区，

F)対照区の 6 条件を設定し，各管理区に 1m×1m の永久方形区を 6 つ設けて，月に一度植生

調査を行った。 

オオキンケイギク除去区および 7 月刈り取り区では，在来の河原植物 4 種（カワラナデ

シコ，カワラマツバ，カワラサイコ，カワラケツメイ）が長期間生育し，出現頻度が高か

ったのに対して，対照区での河原植物の出現頻度は尐なかった。管理放棄区ではオオキン

ケイギクよりも草丈の大きいススキやセイタカアワダチソウが優占し，オオキンケイギク

の抜き取りを行った区を除いたすべての管理区中，最もオオキンケイギクの生育が抑制さ

れた。 

堤防のり面において，オオキンケイギクが優占する管理方法は，刈り取り頻度が高く，

植生高が安定する，従来型の管理方法と考えられる。また，刈り取りの時期がオオキンケ

イギクの生育に影響し，6 月の刈り取りに加えて，9 月の刈り取りが在来種の生育を阻害し，

オオキンケイギクの生育を助長させている可能性も示された。 

 

 

EP-10 

高知県物部川下流域の砂礫堆における植生変遷と立地環境の変化 

 
○古田観佳子 1，石川愼吾 2（1 高知大学・院・総合人間自然科学，2高知大学・理） 

Furuta M, Ishikawa S : Changes in the riparian vegetation and habitat conditions on a bar in the 

lower course of the Monobe River, Kochi Prefecture. 

 

 近年，日本各地の河川において河床の複断面化や樹林化が進行し，河川本来の生態系や

景観が失われている。このような河川状況の悪化に対し，防災面からだけでなく生物多様

性の保全のために，日本の各地で複断面化の解消や樹林の伐採などを伴う自然再生事業が

行われている。高知県物部川でも 2004 年に最下流右岸の砂礫堆で，礫河原植生やチガヤ群

落回復のための植生誘導実験が行われ，自然再生のための具体的方法の検討が開始された。

本研究では，砂礫堆における植生遷移系列を明らかにするとともに植生誘導実験の効果を

検証することを目的に，施行 6 年後の遷移の実態と立地環境の変化を調査した。踏査によ

り調査地全体の植生図を作成して植物群落の変化面積を集計し，併せて堆積環境の変化を

検討した。その結果，ツルヨシ群落は細粒物質の堆積によりセイタカアワダチソウ群落，

チガヤ群落，オギ群落に遷移し，その後ノイバラ群落やエノキ林に移り変わるという一連

の遷移系列が認められた。また，植生誘導区の一部で礫河原植生とチガヤ群落の成立が確

認されたものの，広い範囲で上記のような遷移の進行が確認できた。 
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EP-11 

龍河洞スカイライン沿いの植物相 

 
○林枝里香１，田中伸幸 2（１高知大学・院・総合人間自然，2 高知県立牧野植物園） 

Hayashi E, Tanaka N : Floristic study in ‘Ryugado’ and its adjacent limestone area in Kochi 

Prefecture. 

 

龍河洞は，高知県有数の石灰岩地であり，特有の植物が産することが知られている。龍

河洞付近では，高知県植物誌編纂事業による採集調査が行われたが，採集標本は 143 点に

留まっている。一方，龍河洞スカイライン沿いにも香南市・香美市にまたがり石灰岩地が

広がるが，採集・調査はあまり行われていない。本研究では，龍河洞スカイライン付近の

植物相の調査を行うことを目的とし，道路沿い及び上三宝神社付近までの地域を中心に，

2010 年 3 月から 2011 年 1 月まで計 29 回採集調査を実施し，腊葉標本 628 点を採集し同定

を行った。その結果，86 科 175 属 330 種の種子植物が確認された。そのうち絶滅危惧ⅠA

類のキセワタ（シソ科），Ⅱ類のイブキボウフウ（セリ科），準絶滅危惧のヤハズマンネン

グサ（ベンケイソウ科），ヒメヒゴタイ（キク科）については，今回の研究で自生が再確認

された。一方，絶滅危惧ⅠB 類のタムラソウ（シソ科）が今回新たに同地域より確認された。

また，新たに同地域から採集された植物は，72 科 160 属 239 種であり，それを含めて龍河

洞スカイライン沿いの植物相をまとめた。 

 

 

 

 

EP-12 

中国内モンゴルの砂丘緑化地に植栽された灌木 Caragana korshinskii の天然更新の可

能性 

 
○田中 晴飛1，高橋 遥香1，原 鋭次郎2，増田 達志3，衣笠 利彦1

 

 （1鳥取大・農，2（社）地球緑化クラブ，3環境NGOエコスタイル・ネット） 

H. Takahashi , H. Tanaka, E. Hara, T. Masuda & T. Kinugasa: Possibility of natural regeneration of 

a shrub, Caragana korshinskii, planted on sand dunes in Inner Mongolia 

 

中国内モンゴル自治区では、過開墾や過放牧による砂漠化とそれに伴う砂嵐や黄砂の発

生が問題となっており、植林による砂丘の固定化が進められている。砂丘の固定化には自

生種で効果的な灌木が多く用いられるが、それらの寿命は短く、緑化の持続性を評価する

には種子繁殖による天然更新の可能性を知る必要がある。そこで、中国内モンゴルの植林

後13年経過した緑化事業地において、植栽されたマメ科潅木Caragana korshinskiiについて、

埋土種子の分布と実生の発生を調べた。その結果、埋土種子数と埋土種子に対する実生の

発生割合には方角による差異はなかったが、埋土種子は樹冠縁に多く、実生の発生割合は

親株から離れるほど有意に高かった。親株から離れるほど光強度と土壌含水率が高く、実

生の発生に適していたと考えられた。場所によっては散布された種子のうち20%以上が実生

として発生しており、砂丘緑化地に植栽されたC. korshinskiiによる天然更新は十分可能であ

ると考えられた。 
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EP-13 

コケ植物の散布様式と潜在的な遺伝的多様性について－蘚類アカイチイゴケ

Pseudotaxiphyllum pohliicarpum (Sull. & Lesq.) Z.Iwats.の例－ 

 
○久保晴盛 1，向井誠二 2，坪田博美 1（1 広島大・院・理，2 広島大・技術センター） 

Kubo H, Mukai S, Tsubota H: Dispersal and genetic diversity in populations of Pseudotaxiphyllum 

pohliicarpum (Sull. & Lesq.) Z.Iwats. 

 

 コケ植物は被子植物に次いで 2 番目に大きな陸上植物の分類群であり，世界に約 20,000

種，日本に約 1,700 種が知られている。植物体は小型で，ほぼ全ての種が風散布型である。

一般に胞子による散布は新しい集団を形成する長距離散布に貢献し，無性芽による散布は

既存の集団を広げることに有効であるとされる。しかし，散布体の特徴や動態を含めて，

コケ植物の個々の種の集団サイズやラメットの大きさについて詳細な情報は多くない。本

研究では，蘚類アカイチイゴケ Pseudotaxiphyllum pohliicarpum (Sull. & Lesq.) Z.Iwats.を材料

に，葉緑体 rbcL 遺伝子や rps4 遺伝子などのマーカーを用いて遺伝的多様性の評価を行うと

ともに，散布体の微細構造の観察と密度の計測を行った。アカイチイゴケはアジアの熱帯

から亜熱帯にかけて広く分布しており，葉の形や色，大きさなどの形態変異が大きい種で

ある。そして，有性生殖と無性生殖の両方を行うことから，散布のあり方と集団間の多様

性との関係性を検討するのに適した材料である。詳細な議論は当日会場にて行う。 
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EO-01 

岡山県旭川中流域の竹枝地区におけるアカザの生息状況と年齢構成 

 
○柏 雄介 1，森下 陽介 2，小林 秀司 2，齋藤 達昭 2

(
1ＮＰＯ法人岡山淡水魚研究会，2

岡山理科大学)  

Kashiwa Y，Morishita Y，Kobayashi S，Saito T：Habitat condition and age structure of 

Liobagrus reini in Takeeda Area of the midstream of Asahikawa River, Okayama prefecture Japan.  

 

本調査は、旭川中流域竹枝地区で２００６年から２００９年の 11 月に開催した旭川再生

プロジェクト『かいぼり調査２００６～２００９』の一部として行った。調査地点は、旭

川本流の中にできた分流部を重機によりせき止め、水位を下げた状態でアカザを採取した。

参加者は毎年総勢２００人を越え、一定時間内で一斉に行った。採集場所を４区画に分け、

区画ごとにランダムに６０個体のアカザを選び出し、体長測定を 2008 年から通年３回行っ

た。その測定結果をもとに、竹枝地区のアカザの体長分布を区画ごとあるいは年ごとに解

析した。また、アカザの頭部を切開し、耳石を取り出し、偏光顕微鏡で観察することによ

り年齢の推定を行った。また、体長別の耳石を観察することにより、アカザの体長と耳石

の透明層の数との関係を明らかにした。以上の結果をもとに、旭川中流域の竹枝地区にお

けるアカザの生息状況と年齢構成について報告する。 

 

 

 

 

 

EO-02 

岡山県における陸生小型哺乳類相調査 －主に高梁川流域について－ 

 
○森光亮太 1，横山貴史 2，小林秀司 3（1 岡山理科大学・院・総情・生地，2 八千代エンジニ

アリング，3 岡山理科大学・理・動物） 

Morimitsu R, Yokoyama T, Kobayashi S : Fauna of small land mammals in Okayama Prefecture - 

especially on Takahashi River - 

 

 岡山県における陸生小型哺乳類の調査は局所的に行われているものが多く、広範囲を 1

つの調査範囲とした研究は行われていない。そのため、分布・生息範囲を明確に把握する

こともできていないのが現状である。そこで岡山理科大学動物系統学・自然史研究室では、

2008 年度から岡山県の陸生小型哺乳類の分布と生息状況の調査を行っている。しかし、調

査地は山間部を主としており、河川敷のような開けた場所はあまり調査していなかった。

本研究では、まだ報告のない河川敷を主な調査地とするため、岡山県を南北に走る 3 大河

川に注目し、手始めとして県西部にある高梁川流域を調査範囲として調査を行うこととし

た。10 地点において生け捕り罠を使用したトラッピングを行い、得られた捕獲データを報

告するとともに、2008 年度から収集されている捕獲データとの比較を行ったのでこれにつ

いても報告する。 
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EO-03 

ダニ媒介性感染症のリスク評価に対する小型齧歯類の生態学的研究からのアプローチ

（予報） 

 
○中本敦 1,2，木田浩司 1，森光亮太 2，小林秀司 2，岸本壽男 1（1 岡山県環境保健センター，2

岡山理科大学・理） 

Nakamoto A, Kida K, Morimitsu R, Kobayashi S, Kishimoto T：An approach to risk assessment on 

tick-borne diseases from ecological study of small rodents as a reservoir 

 

 近年、野生動物由来の新興･再興感染症による健康被害が増加している。1984 年に徳島県

で発見された日本紅斑熱は、紅斑熱群リケッチアの一種 Rickettsia japonica を保有するマダ

ニに咬まれることによって感染・発症する熱性発疹性疾患である。病気の発生は西日本を

中心とした広範囲に見られるが、流行地域がスポット状に現れることから、病気の発生や

伝播には、マダニ類を保有する哺乳類（小型齧歯類やニホンジカ）の生態が関与している

と考えられているが、その実態はほとんど明らかになっていない。本発表では、岡山県で

2010 年から開始した小型哺乳類とマダニ類の分布や生息密度などの生態学的研究から感染

リスクを評価する試みを報告する。 

 

 

 

 

 

EO-04 

JaSPaにおける外来鳥類ソウシチョウの分布拡大 

－孤立したブナ林での侵略的外来種の挙動－ 

 
○佐藤重穂 1・金城芳典 2

 (1 森林総合研究所四国支所，2 四国自然史科学研究センター) 

Sato S, Kaneshiro Y: Distribution spread of introduced bird species Leiothrix lutea in JaSPa system. 

–A trend of invasive alien species on isolated natural beech forests– 

 

 ソウシチョウは中国大陸原産のチメドリ科の鳥類であるが、日本では古くから飼い鳥と

して輸入されてきた。1980 年代から日本国内の数箇所で野生化した個体群が確認され、こ

れまで関東、関西、および九州の山地帯に生息することが知られている。ソウシチョウの

定着した場所では高密度になって鳥類群集の構成が大きく変わることが知られ、環境省に

より特定外来生物に指定されている。四国においても 2000 年前後から野生化したソウシチ

ョウが確認されるようになっていて、近年、急速に分布を拡大している。さらに 2000 年代

後半には中国山地でも分布の拡大と新たな生息地への進出が記録されるようになっている。

国内におけるソウシチョウの生息環境は、おもに山地帯の低木層にササ類が密生するブナ

林である。中国四国地域においては、ブナ林は広く連続した分布域を持たず、山地の上部

に孤立化した島状の分布となっている。こうした状況下でソウシチョウが分布を拡大して

いく経緯をまとめるとともに、今後、侵入する可能性のある潜在的な生息可能域を明らか

にすることを試みた。 
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EO-05 

四万十川支流中筋川におけるオオカナダモとササバモの棲み分け現象について 

 
○山ノ内崇志 1，石川愼吾 2（1 高知大学・院・総合人間自然科学，2高知大学・理） 

Yamanouchi T, Ishikawa S : The habitat segregation between Egeria densa Planch. and Potamogeton 

wrightii Morong in the Nakasuji River, a tributary of the Shimanto River. 

 

水生植物は河川環境の重要な構成要素であり、水路の機能維持や絶滅危惧種の保全、外

来種の管理などに必要な情報として、分布を規定する要因についての知見が求められてい

る。本研究では、四万十川の一次支流中筋川において、オオカナダモとササバモの群落成

立要因について明らかにした。河川地形と成立する群落との間には対応関係が見られ、川

幅が狭く流速が速くなる地点ではササバモ群落が、川幅が広く流速が遅い地点ではオオカ

ナダモ群落が発達した。底質との間には関連性は見いだせなかった。両種は攪乱耐性、越

冬型、フェノロジーが異なり、各群落の成立は河川地形による攪乱頻度および強度の違い

と種間競争の結果であると推測された。このことから、河川地形を均一化・単純化させる

河川改修は、外来種であるオオカナダモの繁茂と水生植物相の単純化に影響を与えている

と考えられた。 

 

 

 

 

 

 

EO-06 

モウソウチクの稈密度の増加は里山林の現存量をどう変えるか？: 8 年間の追跡から 

 
○里村 多香美，小林 剛（香川大学・農） 

Satomura T, Kobayshi T: Possible effects of invaded giant-bamboo (Phyllostachys pubescens) culm 

increment on the stand biomass in a rural forest 

 

大型外来植物モウソウチクが侵入している香川県の里山林において，モウソウチク稈密

度と林分現存量の関係に注目し，8 年間にわたる毎木（毎稈）調査とバイオマス推定を行っ

た。その結果，モウソウチクの侵入によって，1）林分バイオマスが増大する，2）林分バ

イオマスの増大が停滞する，3）未侵入林よりも低いバイオマスへと向かう，という過程を

経て侵入林がモウソウチク純林に近づいていた。過程 2）から 3）においては，モウソウチ

クの密度効果や広葉樹の駆逐が関与している。本調査地のような林分では，モウソウチク

の稈密度を 40 本/100 m
2 未満に管理することによって，里山林の炭素吸収の維持や広葉樹林

への転換が促進されることが示唆された。 
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EO-07 

香川県白山のサクラ植栽地における植裁樹と雑草・雑木の生育状態の関係 

 
○森川沙依里 1，里村多香美 2，小林 剛 2

 （1 香川大学・院・農，2香川大学・農） 

Morikawa S, Satomura T, Kobayashi T: Coverage of weedy plants ameliorates/suppresses growing 

status of planted cherry (Prunus spp.) saplings in an open site  

 

香川県三木町の白山に植栽されたサクラ数品種の生育状態（葉の葉緑素濃度，着葉期間，

直径成長など）と，植栽地に侵入した雑草・雑木の自然高や被覆率との関係を調査し，後

者が前者に及ぼす影響を考察した。 

サクラの生育状態と，雑草・雑木植生を構成するアカメガシワの自然高との間には有意

な正の相関が検出されたが，ススキのそれとの間には負の傾向が示された。アカメガシワ

の樹冠は薄いが地表を覆うことによって乾燥などのストレスを緩和した一方で，ススキの

発達した株はサクラの水・栄養塩の吸収を妨げたのではないかと考えられた。雑草・雑木

による地表面の被覆はサクラの生育に必ずしも悪影響を与えるものではなく，適切な補助

緑化や選択的な刈り取り管理が有効である可能性が示唆された。 

 

 

 

 

 

 

 

EO-08 

四国山地三嶺山域稜線部におけるニホンジカの食害によるササ草原の衰退とヤマヌカ

ボを用いた植生回復 

 

中嶋宏心１，森本梓紗１，○石川愼吾１，坂本彰 2（１高知大学・理，2 三嶺の森をまもるみんな

の会） 

Nakajima H, Morimoto A, Ishikawa, S, Sakamoto A : Degradation of Sasa community caused by 

over grazing of Sika deer and vegetation recovery by Agrostis clavata in Mt. Sanrei, Shikoku 

Mountains. 

 

近年，全国的にニホンジカの急増によって生態系のバランスが崩れている地域が増えて

おり，様々な問題が生じている。三嶺山域においても，シカの過度な採食によってササ草

原が衰退して土壌流出が進行し，斜面崩壊の危険性が増大してきた。そこで，シカの強度

採食下でも増加しているヤマヌカボに注目し，土壌流出防止のための緑化植物として本種

が利用できるかどうかを検討するため，その生態学的特性の調査・研究を行った。その結

果，ヤマヌカボは種子生産量，発芽率が高く，発芽後の生長・分げつ速度が速いので，短

期間にマット状の群落を形成して地表面を被覆することが明らかとなった。発芽試験など

の結果を合わせて考察すると，ヤマヌカボは特にササ草原枯死後の裸地の早期緑化に適し

ていると考えられた。 


