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序章 研究の背景と目的
第１節

研究の目的と構成

我が国の伝統的な農業景観である里山は，「人々や地域社会が特別な自然の価値・生物多
様性の価値・生態系の価値・生態系サービスの価値・社会的価値・文化的価値を認識し，こ
れらの価値を長期にわたって守るための対策を講じた土地」と定義される保護地域として，
適切な管理が必要とされる。一方で，1960 年代以降の里山は地域社会から分断され，「里
山跡地」化した。2000 年代まで，里山跡地はその隣接する空間が都市か奥山であるかで分
けて対応した。都市に隣接する里山跡地は，都市近郊林としてある状況をふまえた保護地域
化が図られてきた。
しかし，2010 年代以降は，これまで奥山に隣接した里山跡地の課題とされてきた，中・
大型哺乳類の生息域拡大が都市近郊林でも観察されるようになった。人口減少社会の到来に
よって，奥山と都市の里山跡地を一体として捉えることが必要となっている。中・大型哺乳
類の生息域は，奥山から都市に至るまで時空間的に変化してきたと考えられる。そして，少
なくとも 1960 年代以降には想定されていなかった問題を，都市近郊林化した里山跡地にも
たらしていると想定される。都市近郊林においては，里山から引き継がれてきた自然環境と
して，また都市の中の自然環境として，その多面的な価値の発揮がなされる空間を目指すこ
と，すなわち概念・理念としての保護地域化が求められており，中・大型哺乳類がもたらす
新たな課題は管理における重要な課題となる。しかし，その生息域がいかに変遷したのか，
現状の地域的な中・大型哺乳類の生息域を明らかとし，過去からの時空間的な変遷を示した
研究はごく一部の種や地域の研究に限られる。さらに，その変遷が現在の保護地域化された
都市近郊林に影響を与えているかを示す研究は不十分である。保護地域化された都市近郊林
が，その多面的な価値を発揮するためには，自然地域の計画論，野生動物管理学等の様々な
観点から都市近郊林をめぐる自然環境と中・大型哺乳類の出現の変遷を捉える必要がある。
そこで，本研究は 1960 年代以前まで里地－里山－里地－里山－奥山という構造を持って
いた地域が，1960 年代以降に都市－里山－里地－里山－奥山という構造へと変化し，その
後里山の奥山化が進行して現在に至った地域を事例とし，地域内での自然環境と中・大型哺
乳類の生息域の変遷を明らかとした。具体的には，筑波研究学園都市を含む「広域つくば圏」
における自然環境の時空間的な変遷を分析し，さらに中・大型哺乳類の生息域の変化を把握
するために，自治体が収集したロードキル記録による最新の出現記録地点と，文献・聞き取
り調査による 1940 年代以降の出現記録地点の時空間的な変遷を分析した。

10

本研究の構成を図１に示す。第１章では，研究対象地全体の時空間分析により，里山の時
代まで遡った自然環境の変遷をふまえ，保護地域化の必要性の高い都市近郊林を特定した。
第２章では，特定された重要性の高い都市近郊林を含め，研究対象地全体における保護地域
化の実態を明らかとし，さらに，一部の保護地域化した都市近郊林周辺の農村集落に着目し，
管理の現状と課題を解明した。第３章では，中・大型哺乳類の最新の出現状況を把握するた
めに，自治体が収集したロードキル記録を分析し，その実用性の検証と，記録そのものの特
徴を把握した。第４章では，第３章で有用であることが示されたロードキル記録を活用しつ
つ，1940 年代から 2010 年代までの変化について，文献調査と農村集落での聞き取り調査を
実施し，里山の時代まで遡った中・大型哺乳類の生息域の時空間的な変化を明らかとした。
終章においては，本研究の結果をふまえた最終考察をした。以上の研究の背景について，次
節よりその詳細を論じる。

図１

研究の構成
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第２節

保護地域と里山

２．１

保護地域の定義とその多面的な価値の発揮を目指す概念・理念

国 際 自 然 保 護 連 合 （ International Union for Conservation of Nature and Natural
Resources: IUCN） による最新の言及では，保護地域とは，「人々や地域社会が特別な自
然の価値・生物多様性の価値・生態系の価値・生態系サービスの価値・社会的価値・文化的
価値を認識し，これらの価値を長期にわたって守るための対策を講じた土地」とされる[1]。
このように，現在の保護地域には多面的な価値が位置づけられている。その価値は，伝統的
に保護地域に位置づけられてきた，象徴的な景観や絶滅危惧種の保全の役割に限らず，地域
社会の経済に貢献し，観光収入を通じて国家経済を強化し，気候変動の緩和に重要な役割を
果たす[2]。また，地域社会にとって神聖な空間として守られてきた場も保護地域の一形態
であり，そこは自然－人間の結節点として自然環境の持つ価値に限らず，社会的価値・文化
的価値も評価されている[3]。特に生物多様性について，保護地域は世界的な保全戦略の中
核的な存在である[4]。また，観光・レクリエーション利用の場としてあることによる便益
は，世界推定で年間 0.6 兆米ドルとされる[5]。加えて，近年は精神的健康の改善へも貢献す
ることが示されており，年間 6 兆米ドルの経済的価値が推定されている[6]。
一方で，保護地域の定義と価値は様々な議論を経て変遷している。保護地域とは，国際的
にも明確な定義がなされた概念である。IUCN による，2008 年の定義は

“A clearly defined geographical space, recognised, dedicated and managed, through legal
or other effective means, to achieve the long-term conservation of nature with associated
ecosystem services and cultural values.”

とされる[7]。ここで重要となるのは，生態系に関わる価値と文化的な価値について明記し
て，その自然環境の長期的な保全を達成するためには，“legal or other effective means”
（法的または他の効果的な方法によって）とあるように，必ずしも国家や自治体による法制
度にもとづく指定等に限らないという点である。これは，近年提唱された概念である，私的
保護地域（Privately Protected Area: PPA）が現在の保護地域管理カテゴリを構成する上で
外せないものとなっている点によく表れている[2,8]。PPA は宗教的に重要な場所や，伝統
的な農業慣行によって成立した文化的景観等，地域コミュニティが主体となって守られてき
た自然環境を保護地域管理システムに組み込むために提唱された。そのため，2015 年には，
IUCN の承認する保護地域管理に関するマニュアルである“Protected Area Governance and
Management”において，近年の保護地域という言葉が指す空間への言及が
12

“Contemporary protected areas are lands and seas where people and communities of
Earth have recognised the special natural, biodiversity, ecological, ecosystem service
and/or social and cultural values and where they have taken steps to protect these values
for the long term.”

と，管理主体や土地所有が誰かということではなく，管理が持続的かどうかを重視するもの
となっている[1]。保護地域はこれまで，様々な自然環境を保全・保護する柱石としてあっ
た[2]。その役割は今後も変わらないが，生態学的な自然の完全性よりも，私的機関によっ
て運営される保護地域を含めたその役割の評価も求められている[9]。2015 年に表明された
保護地域に関する言及[1]からは，保護地域とはここに言及される様々な価値の発揮がなさ
れる場であるべきという，IUCN の目指す概念・理念としての保護地域に込められた意味を
推察することができる。一方で，社会一般や国家間での保護地域に対する位置付けは，この
ような最新の定義と目指すべき概念・理念を反映していないことがしばしばある。我が国に
おいての正式な「保護地域」とされる領域が，その際たる例である。
生物多様性の危機に関連し，世界各国での実効性のある緊急行動を起こすことを求める
Aichi Targets が策定され，その達成が求められている。Aichi Targets のひとつとして，
2020 年までに少なくとも全世界の陸域及び内陸水域の 17 %，また沿岸域及び海域の 10 %
を保護地域システムに組み込むことがあげられ[10]，我が国においてもこの目標達成に向け
た様々な施策がなされている 1 。世界の保護地域データベースである World Database of
Protected Areas: WDPA において，我が国では陸域の 29.4 %，海域の 8.2 %が保護地域に
指定されていると報告される2。しかし，ここで報告されている陸域の保護地域は，自然環
境保全地域・自然公園・生息地等保護区・鳥獣保護区・森林生態系保護地域であり，いずれ
も法制度にもとづく公的な主体による指定・統治・管理（＝ガバナンス）がなされる。
PPA のような私的なガバナンスによる管理地域が含まれないのみならず，国有林・保安
林・都市公園及び都市緑地・河川敷・天然記念物等も含まれない。これでは，実質的に生物
多様性保全等，保護地域が持つ様々な価値の発揮に貢献し，持続的な管理が実施されている
地域を捉えることはできない。

1 環境省：みんなで学ぶ，みんなで守る生物多様性

愛 知 目 標 （ 20 の 個 別 目 標 ） ホ ー ム ペ ー ジ

<https://www.biodic.go.jp/biodiversity/about/aichi_targets/index_03.html>, 2018.10.1 更新, 2019.11.2 参照
2 UNEP-WCMC ： Protected Area Profile for Japan from the World Database of Protected
Areas<https://www.protectedplanet.net/country/JP>, 2019.11.2 更新, 2019.11.2 参照
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そこで，本研究において用いる「保護地域」は，その言及する対象に合わせ以下のように
使い分ける（図２）。第一に，制度上の定義としての「保護地域」である。これまで世界で
用いられてきた，ある制度によって位置づけられたゾーニングのひとつとしての「保護地域」
であり，我が国での自然環境保全地域・自然公園・生息地等保護区・鳥獣保護区・森林生態
系保護地域等が該当する。第二に，IUCN が定義する「保護地域」であり，本研究において
の「保護地域」の定義である。IUCN による 2008 年の定義[7]にもとづき，何らかの価値を
位置付け，その発揮のために持続的な管理がなされる土地とする。第三に，冒頭で紹介した
現在の IUCN の提唱[1]する「人々や地域社会が特別な自然の価値・生物多様性の価値・生
態系の価値・生態系サービスの価値・社会的価値・文化的価値を認識し，これらの価値を長
期にわたって守るための対策を講じた土地」という，概念・理念としての「保護地域」であ
る。本研究において，「保護地域」はこの概念・理念にもとづく多面的な価値の発揮のため
に持続的な管理がなされる土地であることを理想とする，という位置付けを一貫して用いる。
それぞれの位置付けを図２に示す。本研究で定義する保護地域は，制度としての保護地域を
内包し，我が国における正式な保護地域に加え，国有林や保安林，都市公園及び都市緑地，
河川敷，さらに PPA にも分類されるものを含む。概念・理念としての保護地域は，本研究
で定義する保護地域が，その多面的な価値を発揮した場合を指し，上記ふたつの保護地域を
内包する理想像として位置づける。以上にもとづき，本研究で「保護地域」を用いる際に
は，基本的には IUCN の定義と同義の「保護地域」を用いるが，制度上の「保護地域」，
概念・理念としての「保護地域」として言及する際にはその旨を明記することとする。

図２

保護地域の各種定義と本研究で用いる概念・理念としての保護地域
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２．２

我が国における保護地域と森林をめぐる価値

我が国における自然地域を，制度としての保護地域ではなく，このような新たな定義にも
とづいた保護地域として捉え，その実態を把握し，最終的には概念・理念としての保護地域
化がなされるべく，適切な管理を図ることが求められる。我が国では，陸域の自然環境の中
核をなすのは森林である。森林は，我が国における国土の 68.5 %を占める主要な土地被覆
である[11]。その値は先進国の中ではフィンランドに次いで 2 番目に高い。その森林の適切
な管理は，生物多様性の保全，地球環境保全，国土の保全，水源の涵養，快適な環境の形成，
保健・レクリエーション，文化の維持及び継承，木材等の生産といった，多面的機能をもた
らすとされる[12]。森林における機能とは，森林をめぐる価値とほぼ同一視されてきた一方
で，文化的価値をはじめとした様々な主体や時間スケールで表明される価値を評価するには
不足すると批判されてきた[13]。そのため，森林をめぐる人間社会の動きを，森林に対する
価値を要に深めていくアプローチが提唱されてきた[13]。この点は，保護地域の「自然の価
値・生物多様性の価値・生態系の価値・生態系サービスの価値・社会的価値・文化的価値」
の発揮がなされる土地という概念と相性が良い。したがって，森林をめぐる多面的な価値の
発揮を目指す研究アプローチと，新たな定義による自然地域の保護地域化，その多面的な価
値の発揮を目指す研究アプローチは，我が国における自然環境のより持続的・効率的・公平
な利用を実現するための共通の知見をもたらすと考える。森林をめぐる多面的な価値の発揮
を目指す研究アプローチとして，森林を利用する主体の，森林に対する多様な関係性をふま
えた詳細な聞き取り調査や，森林の歴史性を明らかにするにあたっての生活史記述等の質的
な手法が提案されてきた[13]。本研究においても，ひとつのアプローチとしてこの手法を採
用し，適切な保護地域管理の実現に向けた知見を得ることとする。
しかし，我が国においては，国立公園等の形で正式に「保護地域」化されてきた森林に対
し，一部の森林では，その実態の評価，管理上の課題の解明がほとんどなされてこなかった。
具体的には，我が国における伝統的な農業景観を形成してきた「里山」が都市開発に伴い
「都市近郊林」化した事例であり，その保護地域化に当たってはさらに異なる視点のアプロ
ーチが求められる。

２．３

伝統的な農業景観の保護地域化

人類の自然への関与において，農業は有史以来の主要な土地利用形態である。生物多様性
という価値に対し，農業はその損失の主要な要因として批判されてきた[14–16]。現代農業
においては食糧生産の最大化が優先され，生物多様性と生態系サービスの損失を引き起こし
ている[17]。しかし，近年は伝統的な「農業景観」が作り出す二次的自然環境によって豊か
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な生物多様性が維持され，多くの生態系サービスが提供されることが示されている[18–21]。
ここでの「農業景観」とは，世界農業遺産において定義される「ランドスケープ」の定義で
ある「土地の上に農林水産業の営みを展開し，それが呈する一つの地域的まとまり」と同一
のものとする[22]。そのような中で，伝統的な農業景観では，自然・半自然・人工的な生態
系が複雑に絡み合い，食糧生産の場であると同時に様々な野生生物の生息地としても機能す
る[23]。伝統的農法を続ける農家は，農地だけでなく，農地に隣接する自然・半自然生態系
内での生物多様性を維持するため，その農家は農地周辺の野生生物の生息地の利用と管理を
通じて，豊かな生物多様性とそこから得られる様々な生態系サービスの恩恵を受けることが
できる[24]。さらに，伝統的な農業景観は文化的景観としての性質も持ち，社会的・文化的
価値においても重要である。伝統的な農業景観を保護するための保護地域制度として，
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO の Man And
Biosphere: MAB 計画による Biosphere Reserve: BR（我が国での通称は「ユネスコエコパ
ーク」），ラムサール条約によるラムサールサイト，世界農業遺産等が考案され，世界各地
の伝統的な農業景観が指定されている[19,24]。
しかし，社会・政治・経済の変化に直面して，伝統的な農業景観は世界各地で急速にその
機能を消失している[24]。生産性の向上，より肥沃でアクセスしやすい土地への農業活動の
集中は，山岳地帯等，遠隔地の農地の放棄につながり，それらの場にあった生物多様性や文
化的な価値の消失につながる[25]。また，近年は世界的な規模で都市への人口集中が生じて
おり[26]，都市化によって農業景観を構成する二次的自然環境が消失することも，生物多様
性保全における課題である[27]。一方で，伝統的な農業景観の保護地域化による保全は推進
されているものの，生物多様性保全と文化的景観の保全の両立には，既存の法律的解釈，制
度，政策の見直しが必要と指摘され[19]，未だ課題が多い。

２．４

我が国における伝統的な農業景観「里山」の保護地域化

このような状況は，我が国における伝統的な農業景観である「里地里山」においても同様
である[28]。「里地里山」とは，農村集落・二次林・農地等，人間の働きかけにより形成さ
れてきた，我が国における人間－自然の関係を表す伝統的な農業景観である[29]。里地里山
的な自然環境を類型化した「さとやま指数」[30]からは，我が国における国土の約 6 割が里
地里山と分類可能と指摘されている[31]。里地里山は，人間の働きかけによって生じた二次
的自然環境として，世界的に見ても豊かな，固有の生物多様性を有するとされ，生物多様性
ホットスポットに指定されている[32]。また，人々はそこから供給される生態系サービスを
持続的に得るために，「自然と共生してきた日本の智恵と伝統」[28]にもとづくシステムを
構築し，実践してきたとされる。
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一方で，里地里山という我が国の伝統的な農業景観においても，その機能の消失による生
物多様性と生態系サービスにおける価値，さらには社会的価値・文化的価値の損失または危
機が指摘されている。過去数十年において，生物多様性ホットスポットとしての里地里山の
価値は低下した[32,33]。土地利用の変化，自然資源の過少利用，都市化により，「里山」
を構成する森林，「里地」を構成する水田・畑地・農村集落における伝統的な管理は放棄さ
れてきた[34]。生物多様性国家戦略においては，このような現象を「第２の危機：自然に対
する働きかけの縮小による危機」として整理し，その対応を位置付けてきた[28]。加えて，
我が国は人口減少期を迎えており，このまま農村の衰退と都市への人口集中が続いた場合，
農地の放棄とその森林化によって，森林と農地の混じり合った伝統的な農業景観はさらに失
われると予測されている[35,36]。これらの伝統的な農業景観の機能消失に伴い，地域の自
然環境に根ざした文化の消滅も生じている。例えば，我が国における農村の文化的景観を象
徴してきた，棚田の放棄があげられる。棚田は，農村集落における生物文化多様性において
重要でありながら，過疎によって衰退した農村集落でも，都市近郊の農村集落でも維持が困
難となっている状況が指摘されている[37]。
このような里地里山をめぐる問題に対し，1990 年代以降より政府や NGO によって多く
の戦略と政策が実施されてきた[38]。本研究における保護地域の定義に則れば，そのような
戦略と政策が実行された里地里山は，ある価値を守るための対策を講じた土地として，保護
地域化によってその問題の解決を図った事例と言える。環境省による「生物多様性国家戦略
2012-2020」では，里地里山の現状と課題を指摘した上で，今後の里地里山が目指すべき方
向性を提案している[28]。里地里山に関する調査研究も蓄積し，2012 年の時点では研究の
対象が生物多様性の保全，市民参加，歴史・文化，現代的活用，制度・政策の 5 つに類型化
されると指摘されている[39]。逆に言えば，1990 年以降に指摘されてきた問題構造に対し，
取り組まれてきた戦略では十分とは言えず，課題の解決には至ってない[34,37]。

２．５「里山」の定義とその領域の変遷
ここで，本研究における「里山」の定義とその領域について一度整理する。近年では「里
山」という言葉が市民権を得て久しく，その定義にも混乱が見られる。元々「里山」とは，
図３に示すように農村集落から遠い山を指す「奥山」に対し，近い山を指すという地理上の
用語であった[29,40,41]。農村社会学では，伝統的な農村の空間を捉える概念として「里山」
「奥山」が用いられる場合がある。ここでは，農村集落住民の居住地である「ムラ」，「ム
ラ」を囲う田畑等の作物生産の場（場合によっては「ノラ」）に対して，それらの周辺に位
置する森林（場合によっては「ヤマ」）を「里山」，「里山」からより離れた空間に位置す
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る森林を「奥山」に分類して捉える[29,41]。1950 年代において，里山や奥山はそのような
地域社会の地理区分を指す政策用語としても用いられていた[40]。

図３

農村社会学等で用いられる伝統的な農村集落における空間の呼称

一方で，江戸時代から営まれていた自給自足的な農業には，田畑への肥料，日々の燃料と
いう形で，自然資源供給のために広大な樹林地・柴地・草地が必要とされた[42]。そのよう
な樹林地・柴地・草地は，一般に農用林と呼称される。農用林は，利用の形態によって定義
される森林の呼称であり，地理上の用語としての「里山」とは意味が異なる。しかし，地理
上の用語としての「里山」は，農村集落から距離的に近いという定義であるため，実質的に
自然資源を得る場として利用されていた農用林と重なる空間であった。自然資源の利用は，
1960 年代における燃料革命と化学肥料の普及によって急速に衰退し，その空間の未利用に
よる問題が生じるようになった[40,43,44]。1970 年代になると，「里山」を自らの造語とす
る四手井綱英は，「里山」を「農村の集落に接し，農家が農業を営むための自然資源を得る
農用林」と定義し「里山」＝農用林とした[40,45]。1970 年代は，農用林の利用放棄によっ
て植生遷移が進行し，二次的自然環境としてあった農用林が変容していく時代であった。四
手井は里山について，「この語はただ山里を逆にしただけで，村里に近い山という意味とし
て，誰にでも解るだろう。そんな考えから，林学でよく用いる『農用林』を『里山』と呼ぼ
うと提案した」[45]と述べている。四手井による「里山」＝農用林という位置づけは，人間
との関わりの中で成立する自然環境の社会・文化的な意味を捉えるという，1970 年代当時
はほとんどみられなかった，現在に通じる議論を先取りしたものであると指摘されている
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[40]。この定義により，農用林の未利用としての「里山」問題を社会一般へ周知し，その保
全を図る意図があったと考えられる。
1970 年代以降には，環境保護や自然保護の重要性が社会的に認識されるようになった。
当初は原生の自然環境を対象とした保護運動が盛んであったが，次第に「里山」のような身
近な自然環境に対する関心も高まっていった[29]。ここでの「里山」とは，「里地」に隣接
した地理上の用語としての森林を指す。農用林としての利用が停止してから既に数十年が経
過した森林であり，農村集落住民にとってその森林を維持する動機は少なく，ゴルフ場をは
じめとする開発の対象となった[46]。1970 年代～1980 年代においては，身近な自然環境が
開発によって消失する問題の場として「里山」があり，「里山」の開発による消失の危機が
問題の中心にあった。農用林のように，人間の利用を通じた「里地」とのつながりの重要性
は指摘されていたものの，ここでの「里山」は，原生の自然環境が開発によって失われるこ
とに対する保護と同じく，自然環境が人工的な環境に改変されることを防ぐという意図で捉
えられていたと考えられる。
その後，1980 年代の後半から 1990 年代の前半にかけて，政策用語としても「里山」へ人
との関わりを位置付ける傾向が見られるようになった。1987 年に策定された第四次全国総
合開発計画では，森林を「奥山天然林」・「人工林」・「里山林」・「都市近郊林」 に分
類し，里山林については「農山漁村集落周辺にあり，かつては薪炭生産など人との深い関わ
りを有していた森林であり，多様な樹種で構成されている」ところと定義した[47]。1994
年に策定された環境基本計画では，国土空間を「山地自然地域」・「里地自然地域」・「平
地自然地域」・「沿岸海域」に分類し，「里地自然地域」については「農林水業活動等々な
人間の働きかけを通じて環境が形成され，また，野生生物と人間とが様々な関わりを持って
きた地域」と定義した[48]。ここでの「里地自然地域」は，「里山」を含んだ空間として位
置付けられていた。そして，1990 年代の後半より，生態系保全の対象として「里の山」で
はなく，「里と山」と農業景観全体を一体的に捉える重要性が指摘されはじめ，「里山」概
念 は 拡 張 さ れ た [29,40] 。 こ の よ う な 意 味 で の 「 里 山 」 は “Satoyama” ， “Satoyama
Landscapes”等，環境省及び国連大学の研究グループの提唱する「SATOYAMA イニシアテ
ィブ」に関連した「二次林，農地，ため池，草地を含む複数の生態系からなるモザイク構造
のランドスケープ」という定義に見られる[29,40]。環境省の用いる「里地里山」[28]も，こ
のような意味付けのもとで使用される。
これは，四手井の言う「里山」とは，農用林のように人間との関わりの中で定義される空
間であるという点を踏襲していると言える。しかし，四手井の言う人間の関わりとは，農村
集落住民によるものであり，農用林に限定される。“Satoyama”，“Satoyama Landscapes”，
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「里地里山」においても，里地と里山が一体となってあることを前提としており，空間とし
ては農村集落全体に及んでいるが，農村集落における人間の関わりがある点を重視している
点は同様である。一方で，近年の「里山」へは，農村集落住民による関わりに限らずとも，
市民参加やレクリエーション，環境教育の場としての利用等，新たな形での人間の関わりが
位置付けられている場合も見られ[39]，定義の混乱を招いている。「里山」の定義とその領
域の変遷は，「里山」という言葉の社会一般への浸透を生み，2010 年代においては，「里
山」への社会一般の関心も広範である。例えば，「里山」を表題にもつ 2013 年までに発行
された公刊図書を対象とした分析からは，「里山」に関する関心や嗜好の存在は，日本国内
のほぼ全国的なもので，自然や環境問題等に限らず，文学・芸術までを含めた幅広い関心や
嗜好が表明されていると指摘されている[49]。結果として，2019 年現在においては農村集
落と関係がなくても，「里山型の樹木葬」3，「里山住宅博 in TSUKUBA 2019」4，「山岳
地図に未掲載の里山秘境トレイル」5等，「里山」という言葉が用いられる新たな例が見ら
れる。
そこで，本研究における里山とは農村集落住民による関わりの中で定義される空間とし，
四手井のいう農用林，または“satoyama”

“Satoyama Landscapes”「里地里山」等におけ

る森林（草地を含む）を指すこととする。したがって，1960 年代以降に農村集落住民によ
る利用が放棄された森林は里山の跡地であり，そのような森林に対して市民参加や自治体が
主体となった関わりがなされた場合は，里山という自然環境の持つ価値の発揮を目指した保
護地域化による，里山の復元であると定義する。1960 年代以降，我が国における伝統的な
農業景観を構成していた里山は変容し，それによって生じる様々な問題から，問題への対策

3 NHK ： あ さ イ チ 「 ど う す る ？ イ マ ド キ の 墓 選 び 」 ｜ 番 組 表 検 索 結 果 詳 細 ｜ NHK ク ロ ニ ク ル
<https://www2.nhk.or.jp/archives/chronicle/pg/page010-0101.cgi?recId=0001000000000000%4000000000000000000000004F251100000000000000000000&hitCount=12&sort=&programPage=1&cornerPage=&keyword=%E3%81%8
2%E3%81%95%E3%82%A4%E3%83%81&op=AND&keyword_not=&op_not=OR&year_1=2017&month_1=1
2&day_1=18&year_2=2017&month_2=12&day_2=20&from_hour=&from_minute=&to_hour=&to_minute=&
lgenre1=&lgenre2=&lgenre3=&genre_op=AND&rec_count=10&cal_edit=>，2019.11.29 更新，2019.11.29 参
照
4 里 山 住 宅 博 in つ く ば ： 「 里 山 住 宅 博 in つ く ば 」 と は ｜ 里 山 住 宅 博 in つ く ば <https://satoyamatsukuba.com/aboutsatoyama/>，2019.11.29 更新，2019.11.29 参照
5 神奈川県・山梨県東部トレイルラン連絡協議会：神奈川県・山梨県東部トレイルラン連絡協議会オフィシャル
サイト：第 7 回上野原秋山トレイルレース<http://www.k-y-trail.com/uenohara/index.html#001>，2019.11.11
更新，2019.11.29 参照
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が提言・実行されてきた。一方で，里山跡地に隣接する空間によって，その問題の内容は異
なり，求められる対策も異なる。

２．６

里山跡地の「都市近郊林」化と「奥山」化

２．３で紹介したように，里地里山をめぐる問題に対し，1990 年代以降より政府や NGO
によって多くの戦略と政策が実施され，IUCN の定義する意味での保護地域化が図られてき
た。しかし，近年の状況変化や，「里山」をめぐる概念の複雑化によって，問題の所在は不
明瞭である。そこで，本研究における里山の定義にもとづき，問題点の整理をする。
里山と里山が変化した里山跡地は，その周辺空間が持つ特性の差異により，都市近郊から
中山間地域まで様々な場所に存在する。それぞれにおいて異なる人間－自然の関係から，里
山跡地の活用や管理における異なる問題が生じてきたとされる[50–52]。具体的には，「奥
山」に隣接した里山と，都市に隣接した里山，他の農村集落に隣接した里山における差異で
ある（図４）。ここでいう「奥山」とは，里山と異なり農村集落住民による生業の場とはさ
れない，農村集落から地理的にも離れ，里山よりも人間活動の影響が少ない森林と定義する。
すなわち，都市または他の農村集落に隣接した里山に関しては，奥山を持たず，里地と里山
のみで構成され，隣接する空間が都市または異なる里地里山であるところと言いかえること
ができる。
1960 年代以前において，里山は農村集落住民による生業を通じて成立していた（図４
左）。しかし，1960 年代以降には，多くの農村集落において生業として利用がなくなり，
里山は里山跡地となった。結果として，図４右に示すように，それまでの農村集落から受け
ていた影響の代わりに，都市と奥山から影響を受けることとなった[50]。都市に隣接する里
山跡地は，都市への空間的な距離の近さから開発の影響を受け，「都市近郊林」化する。一
方で，奥山に隣接する里山跡地は，農村集落から地理的には近いものの，農村集落住民によ
る生業の場とはされない，人間活動の影響が少ない森林となり，「奥山化」する。ここでの
奥山化は，それまで奥山であったところと連続して人間活動の影響が少ない森林となること
を指し，農村集落との地理的な距離は関係しない。それぞれにおける問題に対し，既存の研
究では異なる視点から解決が図られてきたが，以下の点において研究が不足している。詳細
をそれぞれ次節以降において述べる。

21

図４

本研究における里山・里山跡地での周辺空間が持つ特性

第３節

都市近郊林化した里山跡地と奥山化した里山跡地における課題

３．１

都市近郊林の保護地域としての管理に関する先行研究

２．１で述べたように，保護地域には目指すべき概念・理念としてのゾーニングとしての
意味があり，その自然環境の持つ多面的な価値を長期に渡って守るために対策を講じた土地
である[1]ことが望ましい。一方で，そのような概念・理念としての保護地域を目指し，一
面的でも価値を位置付け，そのための管理を実施する空間は，保護地域化が図られた場と言
うことができる。IUCN としても，多面的な価値が発揮される場を目指すべき保護地域とし
ているが，同時に IUCN による保護地域の定義は，その前提として，何らかの価値を位置
付けた場としていると解釈できる。すなわち，保護地域は，自然の完全性の担保やガバナン
スの主体によって限定された既存のものから，自治体レベルの公有や私的な所有，管理のな
される土地まで大幅にその対象を拡大させた[9]。この変化は，我が国における都市近郊林
の保全において重要である。
生物多様性の保全をはじめ，自然環境の持つ多面的な価値を持続可能に管理・利用してい
くことは人類全体での重要な課題であるが，その実現は自然地域に限らず，人為影響の大き
い都市の自然環境においても同様である[53]。我が国においても，生物多様性国家戦略にも
とづき都市での生物多様性確保が目指されている[28]。また，都市公園及び都市緑地の形で
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都市住民に自然体験の場を提供する都市の自然環境は，いわゆる「経験の消失」を防ぎ，生
物多様性保全の動機を維持するのに重要である[54]。さらには，近年は住民にとって身近な
自然環境であるがゆえの利用の多様化が見られ，多面的な価値の持続的な利用のための管理
が求められている[55]。
一方で，都市では社会経済的及び文化的影響が複雑である。都市近郊林は，多くの場合小
面積の民有地であり，様々な利害関係を持つ。それは相続発生時の土地の売却や分割，開発
による宅地化等によってより複雑化し，所有者の高齢化や世代交代に伴い管理放棄も生じて
きた[56]。結果として，不法投棄の増加や地価の上昇等，管理者にとってはその森林を維持
する動機が希薄となりながら，都市住民の生活環境保全において重要な意味を持つ等，都市
からの比較的強い人間活動に由来する影響が問題となった[40,50,57]。そのために都市近郊
林の保全を実現するための地域住民との合意形成[58]，機能（＝価値）の評価によるゾーニ
ング[59]，政策による位置付け[60]が求められてきた。また，都市公園及び都市緑地等，一
定面積の自然環境として確保されても，芝生の維持や非在来植物種の導入等，一般的な都市
緑地や公園の管理慣行は，むしろ生物多様性を脅かすとも指摘される[61]。したがって，社
会経済的優先事項と生物多様性保全等，守るべき価値とのバランスをとる戦略，または妥協
が必要となる[61,62]。その際には，人口密度が高く昼間人口が多い，都市化の進行した地
域に隣接した都市近郊林の保護地域化のために高い優先順位を与えるべきである。
その点，新たな保護地域の定義及び概念・理念は，その多面的な価値の内からひとつでも，
共通する価値の発揮を目的として，様々な主体の関わりや利用・管理の意図が交錯する都市
近郊林をひとつの方向にまとめることができる概念と考える。一方で，多面的な価値を長期
に渡って守るために対策がなされるという「保護地域化」を実現するには，その都市近郊林
周辺の環境をふまえた相対的な価値の評価と，都市近郊林そのもののガバナンスの実態を把
握する必要がある。
我が国において，都市近郊林の相対的な価値の評価は不足している。これは，これまでの
研究が主にそれぞれの都市近郊林保全の事例に着目してきた[55,57]ことによる。しかし，
都市化の進行した地域において開発を免れた都市近郊林の保全は，生物多様性の保全と人間
にとっての社会的な価値の両立につながり，そのような保全のための優先順位が与えられる
べき場所を特定するようなマクロスケールの評価が求められている[63]。ガバナンスについ
ては，自然環境保全における重要性がかねてより指摘[64]されており，それは都市近郊林の
保全においても同様であろう。しかし，その議論は国立公園をはじめとする，IUCN による
定義変更以前の定義から変わらない，制度としての我が国の正式な「保護地域」におけるも
のが主流である。近年は UNESCO MAB 計画等の影響から，農村集落を含めた比較的人為

23

的影響の強い領域への議論の発展も見られる[65]が，都市近郊林を対象とした議論にまでは
至っていない。したがって，保全のために高い優先順位を与えるべき都市近郊林を，そのガ
バナンスを含め明らかとすることが，今後の我が国における都市近郊林保全において必要で
ある。

３．２

里山跡地としての都市近郊林の位置付けと先行研究

そして，保全の対象となる都市近郊林は，その歴史を紐解けば多くは里山へ行き着く。実
際に保全を目指す都市近郊林が里山跡地の自然環境である場合，里山としての伝統的な農業
景観と，里山跡地化，都市近郊林化するにあたる経緯を明らかとすることは重要である。伝
統的な農業景観は，持続可能な自然資源の供給を可能とするかつての農村集落住民の知恵を
表すとともに，保全対象の自然環境の原型を示し，生物多様性保全や生態系サービス等の価
値を提供する利用の実例を提示する。里山に限らず，二次的自然環境における自然環境への
人為的介入の変化を時空間的に捉えることは，自然地域の管理実施・計画において重要とさ
れてきた[18]。そのような背景から，我が国においても，過去にあった二次的自然環境を評
価し，現在までの人為的介入の変化による二次的自然環境の変遷を明らかとした研究がなさ
れてきた[44,51,66,67]。先行研究において，二次的自然環境の変遷を明らかとするスケール
は，里山の単位であるひとつの農村集落を対象としたもの[51,67]から，里山的な利用がな
されてきた国有林，または里山跡地が都市化した自治体に着目したような，地域全体を対象
としたもの[44,66]までが見られる。本研究においても，里山としての伝統的な農業景観と，
里山跡地化，都市近郊林化するにあたる経緯を明らかとし，そのような背景をふまえたそれ
ぞれの自然環境の持つ価値の発揮がなされる保護地域化の実現に向けた知見を得る必要があ
る。

３．３

里山跡地としての都市近郊林の保護地域化における農村集落との関係

里山跡地は，1960 年代以前まで本研究で定義するところの里山として存在し，農用林と
して農村集落にあった。農用林の所有と利用は，基本的にひとつの農村集落を単位になされ
る。樹林地・柴地・草地と田畑の面積比率には一定の法則が見られるという指摘[42]から，
樹林地・柴地・草地の一形態である農用林は，農村集落内の他の土地利用と密接な関係を持
つ。現在の農村集落における里山跡地を，過去に農用林として利用されていた時代まで遡っ
て比較し，利用が自然環境へ及ぼした影響を示した研究は多く存在する。様々な農村集落に
おいて，過去には農村集落住民による林産物利用を目的とした手入れが図られた結果として，
モザイク状の植生のまとまりから成る多様な自然環境が保たれていたこと，その後社会的情
勢の変化から林産物利用がなくなり，放棄によって植生遷移が進行し，樹林地・柴地・草地
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からなる自然環境は樹木が密生した樹林地へ単一化したことが明らかとなっている[51,67–
69]。
一部では農村集落住民による利用が継続していることで樹林地・柴地・草地が維持される，
すなわち里山が跡地化せず存続している場合もある。しかし，特に都市近郊では多くの森林
は管理されていない状態にあり，里山跡地化している。ゆえに森林に対する人間の影響力の
復元が必要[38,50]とされ，農村集落住民に限定されない主体による管理，すなわち市民に
よる利用を位置付けた，公共空間 = 公園緑地としての価値を位置付け，そのための管理を実
施するという形での保護地域化が提案されてきた[38,50,70]。都市近郊林の場合，都市の市
民がその利用の主体となり，行政がそのための管理実施をするというモデルが提案されてき
た。そのような管理がなされる公園緑地は，これまで膨張し過密化する都市への対応として
位置付けられてきた。しかし，都市域の公園緑地に対しても，人口減少・生物多様性への危
機への対応が求められる現在には，里山跡地の公園緑地化が提案されてきた[70]。森林公園
や市民の森等，行政が公園緑地としての価値を位置付けた保護地域として管理を試みる事例
は全国的に見られる。これらを対象とする事例研究では，アカマツ林や雑木林といった，過
去に里山で見られた自然環境を維持するために必要な管理や方法等，行政が管理する際の指
針や課題が示されてきた[71]。
管理主体が農村住民から行政に変わると，その管理目的は公園緑地として，市民のための
安全で快適な植生の管理へと変化している。農用林として利用されなくなった里山跡地の管
理を実施することの意義は，森林に対する人々の関わりが維持されることにあると指摘され
る[72]。里山跡地は，農村集落にある森林として過去の里山と同様の空間にあっても，その
管理手法は変化し，形成される自然環境も異なる。しかし，農用林は里山として，我が国に
おける文化的景観を構成してきた。したがって，里山としての農用林と里山跡地を保護地域
化した樹林地・柴地・草地において，それぞれの植生と，そこで実施される植生管理に共通
点があれば，里山跡地の保護地域化の推進における重要な要素である。保護地域として行政
が樹林地・柴地・草地を管理する上で，農村集落が管理していた時代から何を引き継ぐこと
ができ，何を引き継ぐことができなかったのかを明らかとした研究はこれまで見られない。
したがって，農用林から里山跡地となり，さらに保護地域化した樹林地・柴地・草地にお
いて，農用林と保護地域それぞれの植生によって形成される景観及びその管理の差異から，
保護地域でかつて農用林だった頃の自然環境を復元する際の課題を検証する必要がある。

３．４

奥山から里山跡地への中・大型哺乳類の生息域変化に関する先行研究

都市近郊林化した里山跡地に対し，奥山に隣接した里山跡地においては，少ない人間活動
の影響が元々奥山であった森林からの中・大型哺乳類の進出をもたらした。結果として，農
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林業被害をはじめとする里地での農村集落住民との軋轢が問題となった[50,73,74]。一方で，
都市近郊林化した里山跡地とは異なり，被害の当時者である農村集落住民が主体となった対
策を行政等が支援することに重点が置かれてきた。
中・大型哺乳類と人間の軋轢発生については，我が国における中・大型哺乳類の生息域拡
大に伴い，1990 年代以降には大きな問題として扱われてきた。イノシシやシカ，ニホンザ
ル，ニホンカモシカといった大型哺乳類は，近年生息域を拡大しており，2028 年まで分布
が拡大することで，結果として人間と野生生物とのより多くの軋轢が発生する可能性が指摘
されている[75]。現状における，我が国の里地における中・大型哺乳類との軋轢は，先進国
の間で例外的な現象とされるほど深刻であり，農作物，樹木への被害から人間への直接的な
加害まで多岐にわたる[76]。
このような軋轢に対して，2010 年代には野生動物管理における人間事象（human
dimensions）の重要性が指摘され，人間と野生動物の相互関係から発生する現象について
法学や経済学，社会科学的な観点から行われる研究の必要性が増している[77]。しかし，我
が国では人間事象の研究と生態学的研究の統合という段階にはまだまだ遠いという指摘[78]
にのみならず，そもそも問題が顕在化してきた中山間地域に研究の対象が偏ってきた。研究
の対象である軋轢の当事者は農林業被害等を受ける農村住民であり，奥山と隣接した里山跡
地を中心とした中山間地域に分類されるところでの問題提起がほとんどで，都市住民との，
都市に隣接した里山跡地での問題には着目されてこなかった[50,57,73,74,78,79]。ただし，
皆無というわけではなく，2010 年代には都市近郊に出現するニホンザルやイノシシを対象
とした都市住民の意識を明らかとした研究がある[80,81]。これらの研究事例は，富士山や
六甲山等，比較的奥山的な自然環境に都市が隣接してあるもので，本研究で述べるような，
都市と奥山の中間帯である里地がもともとなかったものと考えられる。

第４節

人口減少社会の到来による都市近郊林の奥山化と新たな課題

４．１

都市近郊林の奥山化による問題の変化

しかし，執筆者は 2010 年代が終わりを迎える現在において，このような都市近郊林化と
奥山化のそれぞれに由来する里山跡地における問題が，人口減少社会を迎えた我が国におい
て進行中の，都市への人口集中と農村の人口減少によって変化したと考える。人口減少社会
の到来は，先進国において将来的にもたらされるものであるが，我が国における事例は世界
に先駆け急速に問題が先鋭化している。都市への人口集中と農村の人口減少がもたらす変化
[35]に対し，里地と里山の利用と管理の場がどのような影響を受けるか，2016 年時点でそ
の現状の把握も，今後求められる対応についても論じた知見は少ないと指摘されている[57]。
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1960 年代以降，2000 年代まで，問題の根底には里山が利用されなくなったことによる里山
跡地化，すなわち森林の未利用が原因としてあった。この時，前提として農村集落そのもの
の消失はあまり重視されていない。2009 年には，茨城県南部を事例とした研究において，
明治期からの土地利用の時空間的な変遷を明らかとした結果として「農村の樹林や草地は，
（中略）農村が残されていれば，1950 年代以降もある程度の割合で存続してきた」と指摘
されている[66]。「里地里山」という言葉においても，里山が里地と一体となって保全され
ることへの期待が込められている。もちろん，過疎による農村集落消失の問題は 1960 年代
以降我が国における大きな問題としてあったが，「都市から最遠の地域に現れた」ものであ
った[82]。2020 年代には，都市近郊においても農地の放棄とその森林化が予測されている
[35]。現在では既に，農村集落の消失が都市近郊にまで至り，都市近郊では，里山跡地の都
市近郊林化の問題が解決できないまま，奥山化の問題まで起きるようになっていると考える
（図５）。すなわち，都市近郊林の奥山化であり，中・大型哺乳類の生息域となることによ
る人間との軋轢が生じている可能性がある。

図５

４．２

里地の消失による里山跡地での周辺空間が持つ特性の変化

都市近郊林における野生生物の生息・管理に関する先行研究

都市や都市近郊においては，その自然環境は主に人間活動のために管理される。そのよう
な自然環境を生息域とする野生生物は，車両との交通事故や飼育下にあるペットとの遭遇リ
スクが高い等，負の，場合によっては致死的な影響を人間活動との相互作用から受ける[83]。
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また，肉食動物の場合，野生生物による人間やペットへの攻撃等の形で人間活動との対立が
起こる可能性がある[84]。そのため，都市や都市近郊に生息する野生生物へは，既存の農山
村や原生の自然地域を対象とした野生生物に関わる研究と異なるアプローチが求められる。
都市近郊林化した里山跡地における中・大型哺乳類の生息は皆無であったわけではない。
タヌキやノウサギ，キツネ等は里山を代表する種として認識されてきた[73]。しかし，これ
までの研究は都市化による都市近郊林の分断・孤立がもたらす生息域の減衰が課題であり
[85,86]，生息域の拡大に対して論じたものは少ない[87]。生息域拡大に伴う中・大型哺乳類
と人間との軋轢を軽減し，生物多様性保全等，変化する生態系との共存関係の構築へ繋げる
ためには，野生生物出現の時空間的な変化を把握することも重要である[88,89]。このよう
な状況の中で，我が国の国土全体における，マクロスケールの解像度での，数千年にわたる
野生哺乳類生息域の変容を解明する研究がなされた[90]。その結果，過去の強度な自然改変
が，現在における小型野生哺乳類の生息面積に負の影響を与えている一方で，中・大型哺乳
類の生息面積には正の影響を与え，中・大型哺乳類は里山のような，人為的な改変を受けて
きた自然環境に適応してきたことが明らかとなっている。この研究で明らかとなった分析の
単位は 10 km × 10 km の解像度で，地域的な変容を捉えるためには，より詳細な解像度の，
ミクロスケールの研究も必要と指摘されている[90]。
野生生物は，分類群や体格の大きさによって移動分散の距離は異なる[91,92]。歩行性の
中型哺乳類であるタヌキやイタチにおいては，その移動分散の距離として半径数 km の空間
スケールが管理計画上重要とされる。また，我が国において，都市から農村にかけての自然
環境の中で生息する多くの野生哺乳類は，生息地から半径 4 km 以上の空間スケールにおけ
る自然環境が重要とも指摘される[92]。都市近郊林化した里山跡地においては，周辺では都
市や農地等様々な土地利用がなされ，都市近郊林自体は大規模な森林からは独立し，分断さ
れている場合が多い[85]。したがって，10 km × 10 km よりも詳細な解像度の空間スケール
においての中・大型哺乳類の出現記録の時空間的な変化を把握することの必要性は高い。し
かしながら，市町村単位のような詳細な解像度の空間スケールにおける野生哺乳類の出現記
録地点の把握には，現状では課題が多いことが判明している。

４．３

都市近郊林を含む自治体単位での中・大型哺乳類の出現状況把握の課題

生物多様性地域戦略の策定にみられるように，近年は特に市町村単位での野生動物の現状
把握が重要視されている[93]。これは，本研究における仮説である，都市近郊林への中・大
型哺乳類の進出を示す上でも重要である。しかし，そのような単位での現状把握は全国的に
堅調に進んでいるとは言い難い[94]。我が国では，地域の野生生物生息状況調査として，
「自然環境保全基礎調査」が 5 年毎に実施されている。しかし，野生動物では一部の種を除
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いて経年的には実施されず，地域的な最新の情報による生息状況把握が求められている6。
この基礎調査以外にも，「モニタリングサイト 1000」7や，生物多様性保全に関わる研究に
伴った調査[95]が実施されてきた。しかし，都市域で実施されても植物や鳥類，昆虫類を対
象とした調査が多く，哺乳類の調査は少ない。特に野生哺乳類に関しては，捕獲や観察，ま
たは自動撮影カメラを用いた手法等，時間や労力，資金がかかる調査が必要[85,96]で，デ
ータが十分に集まっていない。また，野生哺乳類の分布拡大は，マダニの拡散による感染症
リスクの増大[97]や，農林業被害と人身被害の増加8等ももたらす。さらに，アライグマの
ような外来生物においては，既存の生態系に深刻な影響を与える等，種によっては早急な出
現の把握が求められる。

４．４

自治体が収集するロードキル記録による中・大型哺乳類の出現状況把握

そこで，自治体が収集する哺乳類のロードキル（Road Kill: RK）記録の活用が議論され
てきた。全国の自治体による RK 記録収集の実態の調査から，多くの自治体で記録が蓄積さ
れている現状が明らかとなっており，哺乳類の生息状況把握への活用の可能性が指摘されて
いる[98]。実際に，自治体が収集する RK 記録の活用によって，9 種の哺乳類の全国的な密
度指標が明らかとなり，狩猟対象獣や有害獣に限らない，さまざまな哺乳類の生息状況の把
握における有用性が指摘されている[99]。
一方で，我が国における RK 研究は，一部の生物種や自然環境に限られているとの指摘
[100]があり，自治体が収集した RK 記録を用いて野生哺乳類の出現地点の把握に用いるに
は未だ蓄積が少ない。自治体が収集する RK 記録を，その自治体における哺乳類の生息状況
把握に活用するには，その記録の特徴を明らかとする必要がある。自治体が収集した RK 記
録は，自然環境保全での活用を目指して収集されてきたわけではないことが多い。全国的に
道路清掃・廃棄物対策を管轄する部署の収集が多く，ほとんどの記録は自然環境保全に関わ
る部署・機関へ共有されることなく廃棄される[98]。また，高速道路上における RK 記録は，
専任の道路管理者による一定範囲・定期的な巡回によるもので，例えばタヌキに着目した研
究のように，収集された記録がそのままある程度信頼性の高いデータとなる[101]。しかし，

6

環境省自然環境局生物多様性センター 調査科：「自然環境保全基礎調査」の現状ホームページ：

<http://www.biodic.go.jp/relatedinst/20th/P-13.pdf>，2017.10.31 更新，2018.12.7 参照
7

環 境 省 生 物 多 様 性 セ ン タ ー ： モ ニ タ リ ン グ サ イ ト

1000

ホ ー ム ペ ー ジ

<http://www.biodic.go.jp/moni1000/moni1000/>，2019.8.11 更新，2019.11.8 参照
8 特 定 鳥 獣 保 護 管 理 検 討 会 ： 平 成 27 年 度 イ ノ シ シ 保 護 及 び 管 理 に 関 す る 検 討 会 議 事 次 第
<https://www.env.go.jp/nature/choju/conf/conf_wp/conf03-04.html>，2019.4.12 更新，2019.6.2 参照

29

自治体が収集した RK 記録は，基本的に道路利用者である市民による通報に依存する[98]。
市民によって収集されたデータは，研究者によるデータと比べ，広域・多地点という利点が
ある[102]。一方，その質についての課題[103–105]，なかでも誤同定の課題[106]等があげ
られている。また，市民の目に付きやすい場所に記録が偏る可能性がある[107,108]。この
偏りは全国スケールのような広域単位では無視できるが，都市域に着目するような，ひとつ
の自治体の範囲の分析では無視できないと考えられる。
一部の自治体では，市民による通報時の動物種名はそのまま記録として蓄積されている
[98]。また，多くの自治体では野生動物の専門家ではなく，道路管理や衛生管理に関わる人
員が最終的な種の同定をしている[98]。このように，自治体が収集したデータ，つまり市民
による通報時の報告，および野生動物の非専門家である業者による報告は，潜在的な誤同定
を 多 く 含 ん で い る 可 能 性 が あ る 。 こ れ に 対 し ， 国 外 で は “The California Roadkill
Observation System” (CROS) に寄せられた市民による報告での種同定正解率が，専門的な
知識をもつ人々の参加により 97％と高いことが報告されている[109]。また，専任ではある
が，野生動物の非専門家である道路維持管理要員が収集した RK 記録における種同定の信頼
性も検証されている[110]。しかし，国外におけるこれらの事例が，生息する動物相が全く
異なる我が国においてそのまま適用できるとは限らない。加えて，我が国における自治体が
収集する RK 記録は，衛生管理や動物愛護関連の担当課の対応が多く[98]，市民が自治体へ
対応を求める苦情処理といった性質が強いと考えられる。よって，CROS のように報告の目
的が RK の低減のための研究への貢献[109]で，主体的に RK 問題に取り組もうと考え情報
を寄せた人々とは異なり，我が国における自治体が収集した RK 記録の報告者は，通報の動
機や野生動物に対する知識が大きく異なる可能性がある。したがって，我が国における自治
体が収集する RK 記録の実用性は明らかとなっていない。以上の点から，自治体が収集した
RK 記録を自然環境保全に活用する場合における実用性の検討が必要である。

第５節

本研究の意義

本研究の意義は，保護地域化した都市近郊林における多面的な価値の発揮という目標に向
け，保護地域管理学，自然地域計画，農村社会学，野生動物管理学，市民科学のそれぞれの
視座に立ったアプローチによって，多様な分野を統合した知見を得る点にある。以下におい
て，それぞれの分野における意義の詳細を述べる。
保護地域管理学と自然地域計画について，本研究では IUCN の新たな定義によって規定
される保護地域の自然環境を対象に，我が国において保護地域と捉えられてこなかった自然
地域における管理の課題を明らかとする。我が国においては，国立公園等の形で正式に「保
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護地域」化されてきた自然地域に対し，伝統的な農業景観を形成してきた里山，都市開発に
伴い成立した都市近郊林の自然地域では，その実態の評価，管理上の課題の解明がほとんど
なされてこなかった。里山としての自然地域の価値，都市近郊に残された自然地域の価値は，
我が国における今後の自然地域計画の上で重要な価値であり，その多面的な価値の発揮を目
指した保護地域化のためには，既存の視点と異なるアプローチが求められる。
そして，里山における価値の発揮を目指す上では，農村集落にも着目する必要がある。伝
統的な農業景観は，持続可能な自然資源の供給を可能とするかつての農村集落住民の知恵を
表すとともに，目指すべき価値を表す自然環境の原型を示し，生物多様性保全や生態系サー
ビス等の価値を提供する利用の実例を提示する。里山としての伝統的な農業景観の自然環境
の持つ価値は，それらが所属する農村集落を単位とした土地利用・植生と強く結びついてい
ると考えられる。したがって，本研究では，農村社会学の視座に立ったアプローチによって，
里山としての伝統的な農業景観と，里山跡地化，都市近郊林化するにあたる経緯を明らかと
した。
一方で，我が国における 2000 年代までの都市近郊の自然地域を対象とした計画論では，
野生動物管理の視点が不足していた。2000 年代までは，野生動物管理学的な視点を持って
研究の対象とされる地域は，鳥獣害の発生等による軋轢の発生が顕著であった，奥山化した
自然環境に隣接した農村集落に主眼が置かれた。一方で，2010 年代には，そのような軋轢
をもたらす野生動物の都市近郊への急速な進出が見られる。都市や都市近郊においては，そ
の自然環境は主に人間活動のために管理される。そのような自然環境を生息域とする野生動
物へは，既存の農山村や原生の自然地域を対象とした野生生物に関わる研究と異なるアプロ
ーチが求められる。同時に，適切な野生動物管理の実施には，急速な進出が見られる中・大
型哺乳類の都市近郊での出現を把握する必要がある。しかしながら，市町村単位のような詳
細な解像度の空間スケールにおける中・大型哺乳類の出現記録地点の把握には，現状では課
題が多いことが判明している。そのため，既存の統計資料等による把握に加え，市民科学的
な手法にもとづいた把握が求められている。そこで，本研究ではロードキル記録の活用とい
う市民科学的手法を組み合わせた中・大型哺乳類の出現状況把握を実施し，適切な野生動物
管理の実現，ひいては野生動物がもたらす保護地域の価値の把握を試みた。
以上の意義にもとづき，本研究は研究対象地「広域つくば圏」における自然環境と中・大
型哺乳類の生息域の変遷を明らかとすることを目的とした。
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第６節

研究対象地「広域つくば圏」の概要

本研究においては，都市近郊林化・奥山化した自然環境が自治体単位の空間スケールにお
いて隣り合う事例として，茨城県の筑波研究学園都市を中心とする「広域つくば圏」を設定
した。広域つくば圏では，都市の開発と並行して，その自然環境の保全が図られ，結果とし
て都市緑地等として一定面積の都市近郊林が都市の中心部に残存した[111]。筑波研究学園
都市と関連して開発の進んだ牛久市や土浦市等，周囲の都市も含めてその都市近郊林の周辺
の環境をふまえた相対的な価値を評価するため，それらの都市を中心とし，東京から約 50
km，茨城県南部の東経 139 度 98 分から 140 度 23 分，北緯 35 度 92 分から 36 度 25 分の範
囲を研究対象地とした。
研究対象地の範囲を図６に示す。面積は約 80,000 ha である。この領域にはつくば市の全
域，桜川市・筑西市・下妻市・常総市・つくばみらい市・守谷市・取手市・龍ケ崎市・牛久
市・阿見町・土浦市・かすみがうら市・石岡市の一部を含む。領域は地理院発行の 1/25,000
地形図の図郭（おおよそ 10 km × 10 km）8 枚分にほぼ一致する。北端は図郭「筑波」「柿
岡」，南端は「藤代」「牛久」である（図６）。東西はつくば市の市域を含む関係で 2 km
程度西にずれ，おおよそ鬼怒川と霞ヶ浦の間とした（図６）。以下，この領域を「広域つく
ば圏」と定義した。
広域つくば圏には，水郷筑波国定公園に指定される筑波山地域を含む。筑波山地域は，少
なくとも奈良時代の「常陸国風土記」に記された時代から信仰の対象であった筑波山を中核
としている。したがって，広域つくば圏は本研究で定義するところの奥山の領域も含んでい
ると言える。なお，都市近郊林には様々な定義があるが，そのひとつである「人口 10 万人
以上の市町村で市街化区域から 20 km 以内にある区域」，または「人口 3 万人以上の市町
村で市街化区域から 7 km 以内にある区域」というどちらの定義[59]に則っても，広域つく
ば圏における森林はほぼ全て都市近郊林と言うことができる。これには，筑波山地域におけ
る奥山の領域も含まれることとなる。
また，茨城県南部では，台地と低地からなる平地の農業地域が発達し，台地上には森林が
分布する景観構造が典型的である[51]。広域つくば圏は，筑波山地域と大河川，霞ヶ浦の低
地に挟まれた台地を多く含んでおり，その典型的な事例のひとつである。16 世紀末には，
多くの農村を舞台とした山野争論が報告[112]されており，また明治期には薪の生産地とし
ての詳細な出荷量に関する報告[113]もなされた。したがって，里山としての自然地域の利
用が積極的になされてきた地域と言える。我が国の里地里山を，1950 年頃から 1985 年頃の
国土全体の景観構造から 3 類型に分けて捉えた研究では，広域つくば圏に含まれるつくばみ
らい市の農村集落を類型のひとつを代表する里地里山として選定していた[51]。ここでは，
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「1950 年頃に水田と針葉樹林が多かったタイプ，台地と低地からなる平地の農業地域」と
してその類型を定義していた。広域つくば圏における筑波山地域を除いた里地里山は，我が
国全体の事例から見てそのような類型のひとつとして位置付けられる。
全国的に里山跡地化が進行した 1960 年代後半からは，広域つくば圏では学園都市建設，
常磐線沿線の開発による首都圏のベッドタウン化，2005 年のつくばエクスプレス開業以降
の開発による都市化を経験しており，台地上の森林を中心に都市的な土地利用へと変化して
いた[51,66]。加えて，人口減少社会を迎えた我が国において予測される，都市への人口集
中と農村の人口減少の両方が，広域つくば圏の内部においては進行していくと予測された。
図７に，広域つくば圏における 2050 年将来推計人口指数9を示す。筑波研究学園都市を中心
に，2050 年に人口の維持または増加が予想されていたが，その周辺部では人口の減少が予
想されていた。
他方で，残存する森林は都市近郊林として，様々な制度や取り組みによって保全が図られ
てきた。茨城県においては，2008 年度から導入している森林湖沼環境税を活用した「身近
なみどり整備推進事業」10により，民有地の森林整備を支援していた。また，公共緑地とし
ての自治体による管理や，保安林指定等の制度によるもの，自治体の緑の基本計画[114]へ
の位置づけ等もなされてきた。2016 年には，広域つくば圏の多くを含んだ領域で「筑波山
地域ジオパーク」に認定された。ここでは山地から平地の都市までを利用・管理・活用等の
計画に位置づけており，地域全体の一体性を重視していた。都市近郊林の自然環境に価値を
位置付け，また周辺の自然地域とのネットワーク性を重視し，その活用を図ってきた点に特
徴がある。
以上のように，広域つくば圏は里山としての自然環境が維持されてきた歴史を持ちつつ，
都市近郊林化・奥山化した自然環境を持ち，またそれらの保護地域化のための様々な取り組
みがなされてきた地域と言える。

9

国土交通省国土政策局国土情報課：国土数値情報ダウンロードサービスホームページ：

<http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/>, 2017.12.22 更新, 2020.1.30 参照
10 茨城県農林水産部林政課：身近なみどり整備推進事業 いばらきの森林を守ろう！ | 茨城県森林湖沼環境税ホ
ームページ <http://www.pref.ibaraki.jp/nourinsuisan/rinsei/shinkozei/forest/contents/02/index.html>,
2019.4.26 更新, 2019.9.24 参照
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図６

広域つくば圏における地形・自治体の分布・三次メッシュ・二次メッシュ（図郭名）

※CS 立体図（国土地理院承認番号平 29 情使，第 77 号）及び国土数値情報より作成

34

図７

広域つくば圏における 2050 年将来推計人口指数
※国土数値情報より作成
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第１章 広域つくば圏における自然環境の時空間分析による
都市近郊林の現状把握
第１節

本章の目的

本章の目的は，広域つくば圏における都市近郊林の現状と，それらが過去の里山としてあ
った時代までの自然環境を把握することで，現在において里山から引き継がれた自然環境の
価値，都市近郊の自然環境としての価値の発揮がなされる保護地域化を目指す上で，優先順
位が高い都市近郊林を抽出することである。そこで，①自然環境として土地被覆に着目し，
その時空間変化の分析によって里山から都市近郊林化・奥山化した現状に至るまでの歴史を
明らかとし，加えて②自然環境として植生に着目し，同様にその時空間変化の分析によって，
里山から里山跡地化した時代と，その後数十年が経過した都市近郊林・奥山の時代における
植生の変容を明らかとした。さらに，③個々の都市近郊林の森林計画への位置付けから，土
地所有形態としてそのガバナンスの実態を分析した。最後に，④都市近郊林の面積と周辺の
都市的土地被覆をふまえた空間的な配置による評価を実施し，現在において都市近郊の自然
環境としての価値の発揮がなされる保護地域化の優先順位を与えるべき都市近郊林を特定し
た。以上の結果にもとづき，広域つくば圏における都市近郊林の現状と，多面的な価値の発
揮がなされる保護地域としての管理に向けた課題を解明した。

第２節

土地被覆の時空間分析に見る里山の時代に遡った自然環境の変遷

１．２．１

研究の方法：過去と現在の土地被覆の比較に用いるデータ

広域つくば圏における都市近郊林が現状に至るまでの経緯を明らかとするために，その自
然環境の変遷について土地被覆に着目し，過去と現在の比較による時空間分析を行った。過
去の自然環境としては，我が国の近代化に伴う農村景観の変化を経験する以前，農村が自然
資源の自給と都市部への供給の場として機能していた明治初期，約 140 年前の自然環境に着
目した。里山の時代としての過去の自然環境を明らかとする資料としては，迅速測図を用い
た。これは，近代測量法によって広範囲で作成された，我が国におけるはじめての地図であ
り，農村地域を含めた当時の自然環境を知ることのできる資料である。
広域つくば圏においては，1881（明治 14）年から 1884（明治 17）年にかけて迅速測図
として測量された縮尺 1/20,000 の地形図が存在する。本研究においては，関東地方におい
て作成された迅速測図をもとに，国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構（農研
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機構）が公開している土地被覆に関するデータベース11を使用した。データベースは，迅速
測図の幾何補正画像から作成した 100 m 間隔の点形式データ（二次メッシュ単位をひとつ
のデータ群として提供，GeoJSON 形式）から構成される。それらのデータのうち，広域つ
くば圏を含む二次メッシュに該当するものを使用した。迅速測図では，土地被覆によって異
なる色彩が彩色されている。このデータベースにおいては，その彩色にもとづき，100 m の
範囲内で代表する土地被覆の分類がなされており，広域つくば圏においては，「砂地」「湿
地」「水面」「村落」「水田」「畑・空地」「果樹園（桑，茶等）」「塩田」「草地・荒地」
「森林」「竹」「土手・崖」の 11 分類が存在した（表１－１）。これらの分類による過去
の土地被覆を，本研究では「1883 年前後の土地被覆」と定義する。
表１－１
時代
区分

過去と現在の土地被覆分類のもととなるデータと相互の分類の対応

データ

土地被覆分類

過去
1883 年 迅速測図

砂地 湿地 水面 村落 水田

前後

畑

果樹園

塩 草地

空地 桑，茶等 田 荒地

現在

地利用土地

水域

都市 水田

畑地

草地

2015 年 被覆図

土手
崖

落葉針葉樹
常緑広葉樹

裸地

常緑針葉樹

前後
本研究での分類

竹

落葉広葉樹

2008 年 高解像度土
前後

森林

水域

村落
都市

水田

畑地

草地

森林

その他

現在の土地被覆としては，高解像度土地利用土地被覆図のデータ12を用いた。高解像度土
地利用土地被覆図は，国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 (JAXA)が提供する土地被覆
情報である。衛星データ等を用いて，最新の土地被覆の状況を高い解像度で把握できるデー
タであり，また今後も継続的に最新のデータへの更新がなされていく予定である。我が国に

11 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構：GitHub - HabsNiaes/habs_luccdb: Repository of
HABS land use/cover data: 明 治 時 代 初 期 土 地 利 用 ・ 被 覆 デ ジ タ ル デ ー タ ベ ー ス ホ ー ム ペ ー ジ
<https://github.com/HabsNiaes/habs_luccdb>, 2017.10.16 更新, 2019.9.2 参照
12 宇 宙 航 空 研 究 開 発 機 構 地 球 観 測 研 究 セ ン タ ー ： 高 解 像 度 土 地 利 用 土 地 被 覆 図 ホ ー ム ペ ー ジ
<https://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/lulc/lulc_jindex.htm>，2017.10.16 更新，2019.7.2 参照
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おける，主に森林の土地被覆を扱うデータは，国土数値情報における森林地域，自然環境基
礎調査における植生調査の結果等があるが，最終更新が 2000 年代初頭と古く，2010 年代現
在の状況を知るには不適格である。
土地被覆情報は，ver16.03（2008 年前後：2006 年から 2011 年の期間における土地被覆
の平均的な状態，解像度おおよそ 10 m × 10 m）と ver18.03（2015 年前後：2014 年から
2016 年の期間における土地被覆の平均的な状態，解像度おおよそ 30 m × 30 m）のふたつ
のバージョンが存在する。より最新のデータとしては ver18.03 が適切であるが，過去と現
在の比較ではより解像度の高い ver16.09 のデータを用いた。ここでは明治期から現在まで
の変化を明らかとすることを目的としたため，ver16.03 から ver18.03 における変化よりも，
より高精度の変化を追えることが重要と考える。
さらに，過去と現在における変化の中でも，森林土地被覆における時空間的な変化が都市
近郊林の現状を明らかとする上で重要である。都市近郊林の開発のされやすさは，住宅等の
造成のしやすさに関わり，その地形・地質的な特徴に影響されると考えられる[56,115]。そ
こで地形・地質的な特徴として標高と傾斜のデータを数値標高モデル（Digital Elevation
Model: DEM）13から入手した。データは，二次メッシュ単位をひとつのデータ群として提
供し，グリッド（0.2 m × 0.2 m）に標高（ｍ）と傾斜（ラジアン）がそれぞれ格納される。
なお，弧度法で測られた角度ラジアンに関しては，度数法で測られた角度（°）に変換して
用いた。

１．２．２

研究の方法：データの変換と分析

高解像度土地利用土地被覆図の ver16.03 と ver18.03 の両バージョンにおいて，データは
一定の解像度のグリッドから構成されるラスタ形式で提供される。グリッドは，それぞれが
1 分類の土地被覆として値を持つ。広域つくば圏においては，土地被覆分類は「水域」「都
市」「水田」「畑地」「草地」「落葉広葉樹」「落葉針葉樹」「常緑広葉樹」「常緑針葉樹」
「裸地」の 10 分類が存在する（表１－１）。ここで本研究においては，「落葉広葉樹」
「落葉針葉樹」「常緑広葉樹」「常緑針葉樹」に分類されるグリッドを森林グリッドとして
再定義した。その上で，迅速測図にもとづく過去の土地被覆と相互に比較するために，現在
の分類に合わせて過去の分類を再定義した。具体的には，迅速測図における「砂地」「湿地」
「水面」を「水域」へ，「村落」と「都市」は同様に人工的な土地被覆を表すが，それぞれ
の時代で変更せず，「水田」は「水田」のままとし，「畑・空地」「果樹園（桑，茶等）」

13

国 土 地 理 院 ： 基 盤 地 図 情 報 数 値 標 高 モ デ ル （ 5 ｍ メ ッ シ ュ ） ホ ー ム ペ ー ジ

<https://fgd.gsi.go.jp/download/menu.php>, 2019.3.27 更新, 2019.7.2 参照
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「塩田」を「畑地」へ，「草地・荒地」を「草地」へ，「森林」「竹」を「森林」へ，その
他は「土手・崖」と「裸地」をまとめた（表１－１）。
高解像度土地利用土地被覆図と迅速測図，DEM データについて，それぞれのデータを比
較するための変換をした。高解像度土地利用土地被覆図のデータを基準とし，広域つくば圏
の範囲である東経 139 度 98 分から 140 度 23 分，北緯 35 度 92 分から 36 度 25 分の範囲，
10 m × 10 m の解像度に迅速測図，DEM のデータを変換した。
次に，過去と現在における土地被覆分類と分布を分析し，DEM データとの関係からそれ
ぞれにおける地形・地質的な特徴を明らかとした。さらに，過去と現在の比較から，広域つ
くば圏における土地被覆分類の分布と面積割合の変遷を明らかとした。この際に，過去の
「草地」「森林」が現在においてどの土地被覆に変化したのか，また現在の「都市」「森林」
が過去には何の土地被覆に由来するかを明らかとした。最後に，過去と現在の「森林」が位
置するグリッドにおける標高と傾斜の平均を求め，その地形・地質的な特徴における変遷を
明らかとした。これらの地理情報に関する分析に当たっては，R version 3.4.3（The R
Foundation for Statistical Computing, 2017）を用いた。

１．２．３

結果：地形・地質的特徴

広域つくば圏における標高と傾斜の分布を図１－１に示す。また，標高と傾斜の平均を三
次メッシュ（おおよそ 1 km × 1 km に相当）で集計した分布を図１－２に示す。広域つくば
圏では，標高が高く，傾斜のある山間部（図北東部）と，標高が低く平坦な平野部（図北西
部～南東部）に分けられた。山間部は，標高 877 m の筑波山を最高峰とする複数の峰から
なり，斜度 45°以上のような急傾斜地が連続して存在する。一方で平野部は，標高約 20 m
以下で起伏がなく，平坦で，その中でも標高がほぼ 0 m の低地と，標高約 20 m 程度の台地
とで分けられた。山間部と平野部の間には河川（桜川）に沿った低地が広がっており，低地
は河川に沿った河岸段丘によって台地と分けられた。また，平野部の西部には同様に河川
（小貝川・鬼怒川）に沿った低地が広がっており，この低地も段丘によって台地と分けられ
る。したがって，広域つくば圏の平野部の多くは桜川と小貝川に沿った台地上に存在した。
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図１－１

広域つくば圏における標高（m・左図）と傾斜（度・右図）
※基盤地図情報数値標高モデルをもとに作成

※※傾斜には，河川の水面と土手等の境界部分で斜度が極端に高い場合を含んでいる
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図１－２

広域つくば圏における三次メッシュで集計した

標高（m・左図）と傾斜（度・右図）の分布
※基盤地図情報数値標高モデル及び国土数値情報より作成
※※bilinear（双一次補間）を用いて解像度を変換したため，傾斜には河川周辺の河岸段丘
や土手等，三次メッシュ内で極端に高い値が反映された場合もある
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１．２．４

結果：過去と現在の土地被覆

このような地形・地質的特徴を持つ，広域つくば圏の過去（1883 年前後）と現在（2008
年前後）の土地被覆をそれぞれ図１－３，図１－４に示す。また，土地被覆分類の広域つく
ば圏に占める面積を表１－２に，その割合をそれぞれ図１－５，図１－６に示した。
土地被覆割合について，1883 年前後は「水域」が 3.8 %，「村落」が 6.9 %，「水田」が
23.2 %，「畑地」が 23.3 %，「草地」が 10.9 %，「森林」が 30.6 %，その他として土手・
崖が 1.2 %を占めた（図１－５）。また，図１－３からはそれぞれの土地被覆の空間的な分
布の特徴も見られた。1883 年前後においては，湖沼（霞ヶ浦・牛久沼・乙戸沼等），河川
（鬼怒川・小貝川・桜川等）の流域を中心とした開放水面が「水域」の多くを占めたが，そ
れらの周辺に湿地帯も広がっていた。また，集落ごとに溜池も散在していた。この時代にお
いて大規模な市街地は土浦（図中央東部）と谷田部（図中央南部），水海道（図中央西部）
のみであり，「村落」の土地被覆としては他に農村集落の居住地が散在していた。「水田」
は，平野部の中でも低地の鬼怒川・小貝川・桜川等の河川流域に沿うように分布した。また，
台地上の小河川（谷田川・花室川・小野川等）に沿い，樹状に発達した分布も見られた。
「畑地」は台地上，各集落と「水田」を挟むように分布した。「草地」は，平野部において
図南東部の台地上にまとまって分布したが，特徴的なのは山間部で，大面積が一定の標高以
上にまとまって分布した。「森林」は，山間部の山麓においてその「草地」を囲うように分
布した他，平野部においてもまとまった面積が台地上に分布した。
同様に土地被覆割合について，2008 年前後は「水域」が 1.7 %，「都市」が 11.1 %，「水
田」が 27.7 %，「畑地」が 26.7 %，「草地」が 3.0 %，「森林」が 28.5 %，その他として
裸地が 1.3 %を占めた（図１－６）。また，図１－４からはそれぞれの土地被覆の空間的な
分布の特徴も見られた。2008 年前後では，1883 年前後と同様に，湖沼と河川を中心とした
開放水面が「水域」を占めた。一方，乙戸沼をはじめとし，集落の溜池や湿地帯の一部は他
の土地利用へ転換された。「都市」は，1883 年前後にも見られた農村集落の居住地に加え
て，大規模な開発によって連続した市街地（図北西部～南東部，龍ケ崎・牛久・土浦・つく
ば等）と，つくばみらいや水海道，守谷といった図南西部に位置する個々の市の中心市街地
が成立した。「水田」は，河川の流域に沿うように分布し，「畑地」は台地上を中心に分布
する等，1883 年前後と似た傾向を持った。一方，「草地」は山間部でほぼ消失し，平野部
において散在した。これらは，ゴルフ場のほか，都市域の大規模公園の芝生が占め，また国
内生産量の多くを占めるつくばの芝生産地が「草地」として誤判別されたものと考えられる。
「森林」は，山間部においてまとまり，平野部においては台地上に散在した。
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図１－３

過去（1883 年前後）の広域つくば圏における土地被覆

※明治時代初期土地利用・被覆デジタルデータベースをもとに作成，一部改変
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図１－４

現在（2008 年前後）の広域つくば圏における土地被覆

※高解像度土地利用土地被覆©JAXA をもとに作成，一部改変
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表１－２
土地被覆
過去(ha)
1883 年前後
現在(ha)
2008 年前後
過去現在比

図１－５

過去（1883 年前後）の土地被覆分類の割合

図１－６

現在（2008 年前後）の土地被覆分類の割合

過去（1883 年前後）と現在（2008 年前後）の土地被覆の変化

水域

村落・都市

水田

畑地

草地

森林

3,173

5,693

19,127

19,274

8,998

25,298

1,344

8,948

22,392

21,575

2,458

23,001

0.42

1.57

1.17

1.12

0.27

0.91
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１．２．５

結果：土地被覆の時空間的な変化

1883 年前後を基準に，2008 年前後において増加した土地被覆は「村落・都市」，「水
田」，「畑地」で，減少した土地被覆は「水域」，「草地」，「森林」であった。過去を基
準とした現在における比率は，それぞれ「村落・都市」で 1.57，「水田」で 1.17，「畑地」
で 1.12，「水域」で 0.42，「草地」で 0.27，「森林」で 0.91 であった（表１－２）。1883
年前後から 2008 年前後において，その土地被覆面積が倍増した，または半減したのは「水
域」「都市」「草地」だった。
「水域」は 0.42 倍の面積となったものの，広域つくば圏に占める割合は 1883 年前後には
3.8 %，2008 年前後には 1.7 %であった。「水域」を主に占める湖沼や河川そのものには大
きな変化はなかったが，直線化等の流路変更や，湿地帯・溜池の他の土地利用への転換が減
少につながったと考えられる。
「村落・都市」は 1.57 倍の面積となった。「都市」は，2008 年前後の土地被覆の 11.1 %
を占めた。ここで，図１－７に 2008 年前後の「都市」が 1883 年前後のどの土地被覆に由
来するのかを示す。2008 年前後の「都市」は，1883 年前後の「村落」に由来するものが
12.2 %を占めた。一方，他の土地被覆化から変更されたものとしては，「森林」が開発され
たものが 38.2 %と最も多くを占め，続いて「畑地」に由来するものが 23.3 %，「水田」に
由来するものが 14.4 %であった。「都市」の増加は，「森林」の大規模な開発による増加
と言える。

図１－７

現在（2008 年前後）の都市における過去（1883 年前後）の土地被覆
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「草地」は 0.27 倍の面積となり，1883 年前後には 10.9 %を占めていたものが 2008 年前
後には 3.0 %となった。1883 年前後の「草地」が 2008 年前後においてどの土地被覆に変化
したのか，詳細を図１－８に示す。ここからは，「草地」の過半数の 62.7 %が，2008 年前
後には「森林」へと変化したことが分かる。逆に，「草地」が「草地」のまま 1883 年前後
から 2008 年前後まで残存したのは 2.5 %であった。図１－３，図１－４における分布の変
遷を考慮すれば，草地の減少は，1883 年前後には山間部と台地上にまとまって存在した土
地被覆が，2008 年前後には森林化することで消失したことによると言える。

図１－８

１．２．６

過去（1883 年前後）の草地における現在（2008 年前後）の土地被覆

結果：都市化による森林減少と草地の森林化による森林増加

「森林」は，0.91 倍の面積となり，1883 年前後には 30.6 %の割合を占めていたものが，
2008 年前後には 28.5 %となった。しかし，図１－３，図１－４に示されるように，「畑地」
や「水田」と異なり，「森林」が 1883 年前後から 2008 年前後に空間的な分布の変異を遂
げたことは明らかである。増減率へは，「森林」の他の土地被覆への変化による減少と，他
の土地被覆が「森林」へ変化したことによる増加が多く含まれていると考えられる。そこで，
「森林」の過去と現在について，その変化の詳細を示した。
図１－９に 1883 年前後の「森林」が 2008 年前後においてどの土地被覆に変化したのか，
逆に，図１－１０に 2008 年前後の「森林」が 1883 年前後のどの土地被覆に由来するのか
を示した。1883 年前後の「森林」は，そのまま「森林」であったものは 44.4 %で，27.5 %
が「畑地」へ，13.7 %が「都市」へと変化した。2008 年前後の「森林」は 48.1 %が 1883
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年前後の「森林」から引き継がれていた。しかし，24.6 %は「草地」が，12.8 %は「畑地」
が森林化したものであり，1883 年前後の「森林」，「草地」，「畑地」に由来するもので
約 9 割を占めた。

図１－９

図１－１０

過去（1883 年前後）の森林における現在（2008 年前後）の土地被覆

現在（2008 年前後）の森林における過去（1883 年前後）の土地被覆

また，これらの土地被覆割合の変化には地理空間的な特徴が見られた。図１－１１に，広
域つくば圏における「森林」土地被覆分布の変化を，三次メッシュ（おおよそ 1 km × 1 km
に相当）に占める「森林」面積の割合から示す。また，1883 年前後と 2008 年前後の「森
林」土地被覆のグリッド（おおよそ 10 m × 10 m に相当）における標高と傾斜の平均につい
て，散布図とヒストグラム，統計量を図１－１２に示す。
図１－３にもとづき１．２．４で示したように，「森林」は広域つくば圏山間部の山麓に
おいて，その「草地」を囲うように分布した他，平野部において，まとまった面積が台地上
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に分布した。図１－１１から，1883 年前後の「森林」の分布面積割合の高い領域が，三次
メッシュのおおよそ 1 km × 1 km に相当する領域で明らかとなった。ここからは，広域つく
ば圏における「森林」の分布は，北西部から南東部にかけてと，北東部におけるまとまりに
二分されていたことが分かった。同様に，図１－４から 2008 年前後の「森林」は，山間部
においてまとまり，平野部においては台地上に散在していたことが分かった。図１－１１か
ら，そのような「森林」が広域つくば圏の北東部においては大面積で密集し，北西部から南
東部にかけては小面積で孤立した現状が分かった。1883 年前後から 2008 年前後にかけて，
「森林」の分布は，その空間的な配置と密度が入れ替わるように変化していた。
このような「森林」の変化に伴い，「森林」の中心的分布は平野部から山間部へ移行した
（図１－１２）。1883 年前後の森林グリッドの持つ標高の平均は 42 m（中央値 25 m），
斜度の平均は 5°（中央値 2°）であった。ヒストグラム及び散布図からも，標高と傾斜の分
布は極端に左に偏る分布であった。2008 年前後の森林グリッドの持つ標高の平均は 90 m
（中央値 27 m），斜度の平均は 11°（中央値 7°）であった。ヒストグラム及び散布図から，
1883 年前後と同様に標高と傾斜の分布は左に偏る分布が分かるが，その分布はより右側へ
移行していた。

図１－１１

広域つくば圏における三次メッシュで集計した過去（左図・1883 年前後）と
現在（右図・2008 年前後）の「森林」面積の割合とその分布
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図１－１２

過去（1883 年前後）と現在（2008 年前後）の森林グリッドにおける標高・傾
斜の比較
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１．２．７

考察

以上の点から，現在の森林は，平野部において開発による都市化で多くが失われたが，山
間部を中心とした草地の森林化によって増加し，結果的に里山の時代から比較し，広域つく
ば圏全体に占める土地被覆割合としては大きな変化がなかったことが明らかとなった。人口
減少や社会的情勢の変化に伴う農村の衰退による森林の変容，人口集中に伴う都市的土地利
用の増加による森林の変容は，それぞれにおいて様々な研究がなされてきた
[44,51,56,66,67,116]。本研究の対象地広域つくば圏においても，その一部を構成する筑波
山地域及び牛久市周辺における森林の変容が明らかとなっている。広域つくば圏北部の筑波
山地域における森林については，農村集落住民による利用が減少した結果としてその自然環
境が大きく変化し，畑地や草地の森林化にとどまらず，かつては明るく開放的であった森林
が現在では見通しの効かない，野生鳥獣の生息にとって好都合と見られるほどの環境に変容
したことが明らかとなっている[116]。また，広域つくば圏南部の牛久市周辺における森林
については，明治期の草地が森林化したことで，1900 年代において森林の占める面積割合
が最大となったものの，1950 年代以降の都市化によって多くが消失したことが明らかとな
っている[66]。このような地域的な森林の増加と消失が起きることで，明治以降の 100 年間
において，国土全体のスケールでは，我が国の森林面積が一定に保たれてきたことが明らか
となっている[117]。本研究の結果は，広域つくば圏のようなひとつの自治体の空間スケー
ルにおいて，森林の増加と減少という変容が隣り合って生じてきたことを示している。本研
究の定義としては，広域つくば圏に含まれる筑波研究学園都市が成立した後の森林は，全て
都市近郊林である。しかし，より都市に近い森林は，都市化の影響を強く受け，開発によっ
てその面積を減らした。一方で，都市から遠い，筑波山地域を中心とした森林は，草地の森
林化によってむしろ増加した。この森林化は，里山が里山跡地化した後に放棄されたことに
よる植生遷移の結果であることが示唆される。よって，広域つくば圏の過去から現在におい
ては，その内部の異なる地域で里山の都市近郊林化と奥山化が起きていたと言える。なお，
2008 年前後の「森林」の 12.8 %は，1883 年前後の「畑地」が森林化したものでもあったた
め，里地の奥山化も進行していた可能性がある。
農村集落における人口減少と，それに伴う都市への人口集中はますます加速すると考えら
れ，かつて里山で見られたような森林・草地・水田・畑地等のモザイク状の農村景観の消
失・単純化が予想される[35,36]。そのような中で，それぞれに起因する森林の未利用と農
村自然環境の森林化による問題，森林の開発・孤立による問題は顕在化していくだろう。
2000 年代までは，両者の問題は，中山間地域と都市近郊林という空間的な特徴において分
けて考えることができ，それぞれにあった対策を実施が提案なされてきた[50]。しかし，広
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域つくば圏の例が示すように，今後は両者の問題が同所的に起こり得るものとして対処すべ
きである。自治体での都市近郊林保全の計画や，今後の研究において，両者の問題を複合的
な問題として捉える視点も重要となるだろう。

第３節

植生の時空間分析に見る里山跡地の都市近郊林における自然環境の変遷

１．３．１

研究の方法：過去と現在の植生の比較に用いるデータ

広域つくば圏における都市近郊林が現在の状態に至るまでの経緯を明らかとするために，
その自然環境の変遷について植生に着目し，過去と現在の比較による時空間分析を実施した。
そのために，統一した手法で経年的に実施される植生調査である，自然環境保全基礎調査の
植生調査(植生自然度調査)のデータを用いた。過去の植生として，縮尺 1/50,000 の地形図の
スケールで得られるデータの内，最古のデータである 1979（昭和 54）年度実施の第２回調
査の結果を使用した。広域つくば圏において，全国的な傾向[40,43,44]と同様に，1960 年代
に里山の里山跡地化が進行したと考えられる[51,66]。一方で，1970 年代前半には筑波研究
学園都市の初期開発は完了している。よって，1979 年の調査結果へは，里山跡地化して間
もない，里山における植生の特徴が反映されつつ，都市近郊林化した状態の植生を表してい
ると考える。また，現在の植生として，得られるデータの内，最新のデータである 1999〜
2004（平成 11～16）年度実施の第６回調査の結果を使用した。第６回調査より新しい調査
は 2019 年現在実施されておらず，現在から約 20 年前のデータとなる。しかし，1960 年代
の里山跡地化から 30 年程度が経過し，第２回調査と 20 年間の間隔を空けて植生の比較がで
きる点は，里山跡地化に伴う自然環境の変化を把握するのに適切と考える。なお。第６回調
査の結果は縮尺 1/25,000 の地形図のスケールであるが，縮尺がより詳細な分には比較にお
いて問題はないと考える。
両調査のデータを環境省生物多様性センターのホームページより入手した14。広域つくば
圏においては，第２回調査は全て 1979 年に実施され，第６回調査は 2000 年・2001 年・
2002 年に実施された。以下，第２回調査は 1979 年実施の植生調査，第６回調査は 2000 年
～2002 年実施の植生調査と表記する。

14 植 生 調 査

|

生 物 多 様 性 セ ン タ ー ( 環 境 省

自 然 環 境 局 ) ホ ー ム ペ ー ジ

<https://www.biodic.go.jp/kiso/vg/vg_kiso.html>, 2018.1.10 更新, 2019.11.21 参照
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１．３．２

研究の方法：データの変換と分析

本研究では，両植生調査における「統一凡例」を植生の変化を示す指標として用いた。統
一凡例では，植生を表す大・中・細区分のうち，細区分の「群集」を基本単位とする。「群
集」は特定の種組成・生育条件および相観をもつ，植物社会学的群落分類における基本単位
で，群団・オーダー・クラス域と上位に統合される。「群集」が決定できないものは優占種
によって区分される「群落」として暫定的に中区分に位置づけている。これらの群集・群落
には森林と草原，針葉樹と広葉樹，落葉性と常緑性等の区分，及び群系の分布の特徴，自然
植生か代償植生かの別を複合的にくみあわせて設定した大区分がすべて付加されている15。
この統一凡例にもとづき，表１－３のような植生自然度区分が定義される。植生自然度とは
植生に対する人為的影響の度合いによって，我が国の植生を 10 の類型に区分したものであ
り，環境アセスメントにおいて生態系に関わる検討の目安とされる等，自然環境の現況を知
るのに有用な指標である[118]。
本研究では，広域つくば圏における特徴を考慮しつつ，植生自然度の定義[118]と凡例の
活用例[119]を参考として統一凡例を整理・再分類し，その面積と空間的な分布を明らかと
した。具体的には，本研究で用いる分類として「常緑広葉樹」「落葉広葉樹（冷温帯）」
「落葉広葉樹（里山的）」「落葉広葉樹（河畔その他）」「常緑針葉樹」「常緑針葉樹（マ
ツ）」「樹林その他」「竹」「草地」「水域」「市街地等」「水田」「畑地」「現存植生不
明区分」の 14 分類を設けた（図１－１３～図１－１６）。
入手した両時期の植生調査データはベクタ形式で提供され，ひとつひとつのポリゴンに統
一凡例による植生の分類が与えられていた。本研究では，広域つくば圏における時系列分析
のために，広域つくば圏の領域に重なるポリゴンを切り出して分析に用いた。また，分析に
あたってはポリゴン毎の面積を計算し，ポリゴンに紐付いた統一凡例及び本研究の植生分類
における面積を集計した。これらの地理情報に関する分析に当たっては，R version 3.4.3
（The R Foundation for Statistical Computing, 2017）を用いた。

15 植 生 調 査

基本的な考え方と概要 | 生物多様性センター(環境省 自然環境局)ホームページ

<http://gis.biodic.go.jp/webgis/sc-015.html>, 2016.1.13 更新, 2019.11.21 参照
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表１－３
植生
自然度

統一凡例にもとづく植生自然度区分

区分内容

区分基準

10 自然草原

高山ハイデ，風衝草原，自然草原等，自然植生のうち単層
の植物社会を形成する地区

9 自然林

エゾマツ－トドマツ群集，ブナ群落等，自然植生のうち低
木林，高木林の植物社会を形成する地区

8 二次林（自然林に近いもの）

ブナ－ミズナラ群落，シイ・カシ二次林等，代償植生であ
っても特に自然植生に近い地区

7 二次林

クリ－ミズナラ群集，コナラ群落等，繰り返し伐採されて
いる一般に二次林と呼ばれている代償植生地区

6 植林地

常緑針葉樹，落葉針葉樹，常緑広葉樹等の植林地，アカメ
ガシワ等の低木林

5 二次草原（背の高い草原）

ササ群落，ススキ群落等の背丈の高い草原，伝統的な管理
を受けて持続している構成種の多い草原

4 二次草原（背の低い草原)

シバ群落等の背丈の低い草原，伐採直後の草原，路傍・空
地雑草群落，放棄畑雑草群落

3 外来種植林農耕地（樹園地）

竹林，外来種の植林・二次林・低木林，果樹園，茶畑，残
存・植栽樹群をもった公園，墓地等

2 外来種草原農耕地（水田・畑） 外来種の草原，畑，水田等の耕作地，緑の多い住宅地
1 市街地等

市街地，造成地等の植生のほとんど存在しない地区

0 （記載なし）

（記載なし）

※「1/2.5 万植生図の新たな植生自然度について」[118]，「植生自然度と区分基準」[119]
より作成

１．３．３

結果：広域つくば圏における本研究の定義する植生分類の特徴

図１－１３～図１－１６には，本研究の定義する 14 の植生分類について，その植生自然
度，植生調査年度毎における広域つくば圏全体に占める面積割合，該当する統一凡例におけ
る広域つくば圏全体に占める面積割合を示した。
「常緑広葉樹」「落葉広葉樹（冷温帯）」「落葉広葉樹（里山的）」「落葉広葉樹（河畔
その他）」「常緑針葉樹」「常緑針葉樹（マツ）」「樹林その他」「竹」は，表１－１での
「森林」土地被覆の分類に相当する。同様に，「市街地等」は「都市」の土地被覆分類に，
「草地」「水域」「水田」「畑地」はそれぞれ同名の土地被覆分類に相当する。以下で，そ
れぞれの分類について，広域つくば圏に占める面積割合と，該当する植生自然度及び統一凡
例について詳細を述べる。
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「常緑広葉樹」は，1979 年実施の植生調査では 0.31 %，2000 年～2002 年実施の植生調
査では 0.96 %を占めた。植生自然度 9～8 程度の「シラカシ群集」等，関東地方における潜
在自然植生とされる常緑広葉樹による植生の統一分類から構成された。しかし，2000 年～
2002 年実施の植生調査にて「シイ・カシ二次林」が 0.75 %を占めた点から見られるように，
寺院の境内等の手つかずの自然環境において成立していた植生と言うよりは，植生遷移によ
って成立した二次林が主体であったと言える。
「落葉広葉樹（冷温帯）」は，1979 年実施の植生調査では 0.17 %，2000 年～2002 年実
施の植生調査では 0.14 %を占めた。植生自然度 9～7 程度の「ヤマボウシ－ブナ群集」等，
関東地方においては比較的標高の高い冷温帯の地域に成立する，落葉広葉樹の一部による植
生の統一分類から構成された。広域つくば圏においては，そのような植生が成立するのは，
最高峰である標高 877 m の筑波山山頂付近のみである。
「落葉広葉樹（里山的）」は，1979 年実施の植生調査では 1.86 %，2000 年～2002 年実
施の植生調査では 11.10 %を占めた。植生自然度 7 程度の「クヌギ－コナラ群集」等，関東
地方における薪炭や堆肥の生産のために人為的に維持された，いわゆる里山利用のために用
いられた落葉広葉樹の一部による植生の統一分類から構成された。広域つくば圏においては，
「落葉広葉樹（冷温帯）」が成立する筑波山山頂付近を除き，ポテンシャルとしては平野部
から山間部の全域に分布し得る。
「落葉広葉樹（河畔その他）」は，1979 年実施の植生調査では 0.21 %，2000 年～2002
年実施の植生調査では 0.27 %を占めた。植生自然度 10～5 程度の「落葉広葉樹（冷温帯）」
「落葉広葉樹（里山的）」に分類されない落葉広葉樹植生の統一分類から構成された。「ハ
ンノキ群落（ＶＩ）」や「ヤナギ高木群落（ＶＩ）」等，主に河畔の自然撹乱の影響の大き
い地域に成立する植生である。
「常緑針葉樹」は，1979 年実施の植生調査では 2.93 %，2000 年～2002 年実施の植生調
査では 4.58 %を占めた。ほとんどを植生自然度 6 の「スギ・ヒノキ・サワラ植林」の植林
による常緑針葉樹植生の統一分類から構成された。植生自然度 9 で，自然植生と考えられる
「シキミ－モミ群集」も含むが，それぞれの調査で 0.18 %，0.20 %を占めた。広域つくば
圏においては，この 2 種類と，次に上げるマツに関連する植生のみが常緑針葉樹として見ら
れた。
「常緑針葉樹（マツ）」は，1979 年実施の植生調査では 15.78 %，2000 年～2002 年実施
の植生調査では 2.54 %を占めた。植生自然度 7～6 程度の，主に「アカマツ植林」から成る
常緑針葉樹植生の統一分類から構成された。他，「ヤマツツジ－アカマツ群集」「クロマツ
植林」を含んだ。関東地方においては，マツ植生は「落葉広葉樹（里山的）」と同様に，薪
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や堆肥の生産のために人為的に維持され，いわゆる里山利用に用いられてきた。マツは本来，
植生遷移の先駆種であるが，広域つくば圏においては植林によって大面積で維持されてきた
と考えられる。
他，樹林を形成する分類について，「竹」は，1979 年実施の植生調査では 0.17 %，2000
年～2002 年実施の植生調査では 0.28 %を占めた。植生自然度 5～3 程度の「モウソウチク
林」等，竹に分類される植生の統一分類から構成された。「樹林その他」は，1979 年実施
の植生調査では 0.00 %とごくわずかで，2000 年～2002 年実施の植生調査では 0.58 %を占
めた。これは以上に該当しない植生自然度 6～3 程度の森林植生から構成された。
「草地」は，1979 年実施の植生調査では 3.87 %，2000 年～2002 年実施の植生調査では
6.64 %を占めた。植生自然度 10～2 程度の幅広い植生の統一分類から構成された。先行研究
では生物多様性の保全上，天然・二次・人為的な草原に分類することが重要とされた[119]。
しかし，本研究で後に考察する野生生物の内，草地の環境と強く関係するのはノウサギのみ
と考えられ，ノウサギに関しても，草原環境の種類という点より，草原と森林の環境の隣接
が重視される[92]ため，本研究においての草地の細分化は重要でないと判断した。よって，
「ススキ群団（ＶＩＩ）」等の二次草原から，「ヨシクラス」等の湿地帯環境に成立する草
原，「ゴルフ場・芝地」等人工的な草原と，様々な自然度の植生をまとめた。
残る「水域」「市街地等」「水田」「畑地」「現存植生不明区分」の分類は，植生自然度
としては分類外や 3～1 程度の値で，植生を特徴として分類されるものではなく，人工的な
要素が強い。「水域」は「開放水域」，「水田」は「水田雑草群落」，「畑地」は「畑雑草
群落」等，それぞれ表１－１の土地被覆分類と一致するような植生の統一分類を位置づけら
れた。なお，土地被覆分類における「都市」へ一致するような植生の統一分類は，人工物に
覆われるような環境がふさわしいと考え，「市街地等」として「市街地」「緑の多い住宅地」
等を位置づけた。
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図１－１３

植生分類と統一凡例の関係及びそれらの広域つくば圏に占める面積割合（１）

57

図１－１４

植生分類と統一凡例の関係及びそれらの広域つくば圏に占める面積割合（２）
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図１－１５

植生分類と統一凡例の関係及びそれらの広域つくば圏に占める面積割合（３）
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図１－１６

植生分類と統一凡例の関係及びそれらの広域つくば圏に占める面積割合（４）
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１．３．４

結果：里山の里山跡地化における植生分類の時空間的な変化

図１－１７に，広域つくば圏における 1979 年及び 2000 年～2002 年実施の植生調査での
植生分類の変化を示す。この時，森林を構成する植生分類である「常緑広葉樹」「落葉広葉
樹（冷温帯）」「落葉広葉樹（里山的）」「落葉広葉樹（河畔その他）」「常緑針葉樹」
「常緑針葉樹（マツ）」「樹林その他」「竹」は，森林としてひとつにまとめた。また，
2015 年前後の高解像度土地利用土地被覆図における土地被覆の分布と合わせて示し，分類
による色分けを統一した。ただし，植生調査ではポリゴンとして植生分類を，高解像度土地
利用土地被覆図ではメッシュとして土地被覆を表しているため，単純に比較はできない点に
留意する。また，図１－１８に，森林に該当する分類のみを抽出し示した。植生調査に関し
ては「常緑広葉樹」「落葉広葉樹（冷温帯）」「落葉広葉樹（里山的）」「落葉広葉樹（河
畔その他）」「常緑針葉樹」「常緑針葉樹（マツ）」を，土地被覆については「落葉広葉樹」
「常緑広葉樹」「常緑針葉樹」（表１－１）を示し，共通する色分けとした。なお，前者に
おける「樹林その他」「竹」，後者における「落葉針葉樹」は，面積割合が小さく，ここで
の解像度では判別がつかないため省略した。さらに，これらの森林に関わる植生分類及び土
地被覆について，その広域つくば圏に占める面積割合の変化を表１－４に示す。
1979 年から 2000 年～2002 年では，「水域」「水田」「畑地」について，第２節におけ
る 1883 年前後から 2008 年前後の変化と同様に空間的に大きな変異は見られなかった。「草
地」及び「森林」，土地被覆「都市」に相当する「人工的土地被覆」においては，1979 年
から 2000 年～2002 年と 2008 年前後で，空間的に大きな変異は見られなかった。「森林」
について，広域つくば圏に占める割合は，1979 年に 21.4 %，2000 年～2002 年に 20.5 %だ
った。なお，2015 年前後の高解像度土地利用土地被覆図では 25.3 %で，おおよそ一致した。
表１－４
時代
区分

1979 年・2000 年～2002 年・2015 年前後（参考）における森林植生の割合と変化

データ

1979 年
2000 年
～2002 年

植生
調査

過去現在比

落葉
広葉樹
(冷温帯)

落葉広葉
樹（河畔
その他）

常緑
広葉樹

常緑
針葉樹
（マツ）

常緑
針葉樹

竹

樹林
その他

合計

0.17%

1.86%

0.16%

0.31%

15.78%

2.93%

0.17%

0.00%

21.4%

0.14%

11.10%

0.27%

0.96%

2.54%

4.58%

0.28%

0.58%

20.5%

0.82

5.97

1.69

3.10

0.16

1.56

1.65

-

0.96

（参考）

2015 年
前後

落葉
広葉樹
（里山的）

高解像
度土地
利 用 土 8.95%
地被覆
図

常緑
広葉樹

落葉広葉樹

5.39%
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常緑針葉樹

10.91%

落葉針葉樹

0.06%

合計

25.3%

図１－１７

1979 年・2000 年～2002 年実施の植生調査における植生分類

及び 2015 年前後の高解像度土地利用土地被覆図©JAXA における土地被覆の分布

62

図１－１８

1979 年・2000 年～2002 年実施の植生調査における森林植生分類

及び 2015 年前後の高解像度土地利用土地被覆図©JAXA における土地被覆「森林」の分布
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「落葉広葉樹（冷温帯）」は，1979 年に 0.17 %，2000 年～2002 年に 0.14 %を占め，過
去を基準とした現在における比率は 0.82 であった。その分布域は筑波山山頂付近に限られ
た（図１－１８）。また，「落葉広葉樹（河畔その他）」は 1979 年に 0.16 %，2000 年～
2002 年に 0.27 %を占め，過去を基準とした現在における比率は 1.69 であった。その分布域
は，広域つくば圏の平野部における細長い形状のものが主（図１－１８）で，小貝川流域・
桜川流域の河畔林と考えられた。これらの落葉広葉樹に関しては，増減も比較的小幅でその
分布空間には大きな変化が見られなかった。一方，「落葉広葉樹（里山的）」は，1979 年
に 1.86 %，2000 年～2002 年に 11.10 %を占め，過去を基準とした現在における比率は 5.97
であった。図１－１８からは，2000 年～2002 年に広域つくば圏全体にその分布を広げたこ
とがわかる。これについて，それぞれの調査年における「落葉広葉樹（里山的）」の面積割
合を，広域つくば圏における三次メッシュ（おおよそ 1 km × 1 km に相当）で集計した分布
を図１－１９に示す。その分布域は 1979 年にまばらであり，図北部の筑波山地域または図
南東部の牛久市周辺の平野部に限られた。2000 年～2002 年には，全体で分布域が拡大し，
筑波山地域ではより高密度・広範囲に分布し，平野部では牛久市からつくば市北西部付近に
かけてまばらに分布した。なお，落葉広葉樹全体としては，1979 年には 2.19 %から 2000
年～2002 年には 11.51 %へと増加し，2015 年前後の高解像度土地利用土地被覆図©JAXA
における 8.95 %とおおよそ一致した。

図１－１９

落葉広葉樹（里山的）の三次メッシュに占める割合
（左：1979 年

右 200 年～2002 年）
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「常緑広葉樹」は，1979 年に 0.31 %，2000 年～2002 年に 0.96 %を占め，過去を基準とし
た現在における比率は 3.10 であった。図１－２０に，「落葉広葉樹（里山的）」と同様に
三次メッシュでその分布変化を示した。図１－１８と合わせ，その分布域は，1979 年と
2000 年～2002 年の両調査においてまばらであり，2000 年～2002 年にいて分布メッシュ数
が増加し，メッシュに占める割合が増加しているところが見られたが，比較的小幅な変化で
あったことがわかる。なお，2015 年前後の高解像度土地利用土地被覆図における常緑広葉
樹は 5.39 %を占めた。ここでの差が，調査手法によるものか，約 15 年を経て樹種の構成に
変化があったのかは不明である。

図１－２０

常緑広葉樹の三次メッシュに占める割合（左：1979 年

右 200 年～2002 年）

スギ・ヒノキ・サワラに代表される「常緑針葉樹」は，1979 年に 2.93 %，2000 年～2002
年に 4.58 %を占め，過去を基準とした現在における比率は 1.56 であった。図１－１８と合
わせ，三次メッシュによる分布変化（図１－２1）からは，1979 年と 2000 年～2002 年の両
調査において，おおよそ筑波山地域に大面積で集中しており，2000 年～2002 年にはそのよ
り筑波山地域の山麓に広がる形で分布が拡大し，一部で平野部にも分布したことがわかる。
一方，「常緑針葉樹（マツ）」は，1979 年に 15.78 %，2000 年～2002 年に 2.54 %を占め，
過去を基準とした現在における比率は 0.16 と最も大きく減少した植生分類であった。三次
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メッシュでの分布変化を図１－２２に示す。図１－１８と合わせ，その分布域は，1979 年
には筑波山地域において特に大面積・高密度でまとまっており，平野部でも広域に分布して
いた。しかし，2000 年～2002 年には平野部でほぼ分布が消え，筑波山地域においても分布
域は縮小した。なお，常緑針葉樹全体としては，1979 年には 18.71 %から 2000 年～2002
年には 7.12 %へと減少した。2015 年前後の高解像度土地利用土地被覆図では，常緑針葉樹
は 10.91 %を占めた。

図１－２１

常緑針葉樹の三次メッシュに占める割合（左：1979 年
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右 200 年～2002 年）

図１－２２

常緑針葉樹（マツ）の三次メッシュに占める割合
（左：1979 年

１．３．５

右 200 年～2002 年）

考察

先行研究で指摘されるように，本研究で用いた高解像度土地利用土地被覆図を含め，我が
国における既存の土地被覆図は多くの生物にとって重要な生育・生息環境である森林タイプ
の分類が十分ではない[119]。よって，植生調査の結果は複数の年代に渡って比較が可能と
いう点を含めて重要な知見を提供する。広域つくば圏における変化として，全域に分布して
いたマツが主体の常緑針葉樹が衰退（図２－２２）し，クヌギ・コナラ等里山的な利用に用
いられるとされてきた落葉広葉樹へと置き換わった（図２－１９）ことが明らかとなった。
第２節では，1883 年前後の明治期から 2008 年前後の現在までの変化を示し，ここでは広
域つくば圏において都市化により平野部の森林が減少した分，山間部の草地が森林化し，総
合的な森林率としては大きな変化がなかったことを明らかとした。本節では，1979 年から
2000 年代初頭の変化を明らかとし，森林植生の主体がマツを中心とした針葉樹からクヌ
ギ・コナラを中心とした広葉樹へ転換したことを明らかとした。1979 年には，1960 年代後
半より開始した筑波研究学園都市の開発は既に落ち着いたものと見られ，その後も 2005 年
のつくばエクスプレス開業をふまえた開発はあるが，大規模な森林の都市化は既に完了して
いた。したがって，1979 年から 2000 年代初頭，そして 2010 年代現在に至るまで，森林の
面積と空間的な分布には大きな変化はなかったものと考えられる。よって，明治期から戦
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中・戦後に草地の森林化が進み，その後 1970 年代から 20000 年代初頭にかけて，森林植生
の変化があったと考えられる。土地被覆としての森林が明治～大正期に草地から転換し，そ
の後 1960 年代～1970 年代に都市化した箇所を除いては固定化されるというのは，広域つく
ば圏の一部である牛久市やつくばみらい市を事例とした研究の結果[51,66]と一致した。
ここでのマツを中心とした常緑針葉樹の衰退を伴う森林植生の変化は，植生遷移または人
為的な植林等による変化と考えられる。1960 年代には全国的に拡大造林政策が取られ，
1980 年代まで継続した。広域つくば圏においては，筑波山地域が国有林に指定され，図１
－１８，図１－２１における筑波山地域のスギ・ヒノキを中心とした常緑針葉樹の拡大は植
林によるものと考えられる。一方で，平野部におけるマツからクヌギ・コナラへの転換は，
1960 年代以降の堆肥需要・燃料需要の低下[43]と結びつかず，植林等人為による意図的な
変化ではなく，植生遷移によるものと考えられる。1976 年に筑波研究学園都市の開発に伴
う農村自然環境の変容を明らかとした研究では，1960 年代までは堆肥や燃料需要を賄う平
地林としてアカマツ林が維持されていたと報告された[51,120]。また，その後もメロンやス
イカ栽培に用いる落葉採取の場として需要があり，少なくとも一部では 2000 年近くまで管
理が維持されていたことが報告された[51]。しかし，そのような農用林としてのアカマツ林
の利用は，1970 年代以降にはごく一部に限られたと考えられ，松枯れの進行も相まって放
置され，遷移によってクヌギ・コナラを中心とした落葉広葉樹へ置き換わったと考えられる。
クヌギ・コナラを中心とした落葉広葉樹は，本研究で「里山的」と定義したように，全国
的に薪炭利用や落葉の堆肥利用で，里山の象徴的な自然資源利用の対象として認知される。
しかし，広域つくば圏においては，そのような自然資源利用のために用いられた樹種はアカ
マツであり，クヌギ・コナラは中心的ではなかった。1979 年の植生は，里山としての特徴
を残した植生であったと考えられ，2000 年代初頭の植生は，それらが里山跡地化した後，
数十年放置されたことによって変化した植生と考えられる。
広域つくば圏において，里山の植生はマツを中心とした常緑針葉樹であり，里山跡地化に
よる遷移の進行によってクヌギ・コナラを中心とした落葉広葉樹へと置き換わったことが明
らかとなった。関東地方における潜在自然植生を考慮すると，これらの植生はさらに常緑広
葉樹に遷移すると考えられる。実際に，高解像度土地利用土地被覆図からは，常緑広葉樹の
面積割合は森林土地被覆の 5.39 %を占めた。このような変化は，森林に生息する野生生物
に大きな影響を与えると考えられる。また，里山跡地化した森林を里山として保全を試みる
際にも，他の地域における「里山」のイメージに囚われれば，本来あった植生を無視してし
まう可能性もある。森林が森林として維持されてきたとしても，具体的な植生の構造とその
変化に着目することが，その森林の適切な管理の計画と実施において重要である。
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第４節

土地所有形態とガバナンスに見る都市近郊林の現状

１．４．１

研究の方法：土地被覆の分類による森林・都市グリッドの抽出

広域つくば圏における都市近郊林について，第２節と同様に高解像度土地利用土地被覆図
のデータ16を用いて，他の土地被覆と合わせその最新の分布を示した。ここでは，第２節の
ような高解像度のデータ（ver16.03：10 m 解像度，2008 年前後）である必要はなく，より
最新のデータ（ver18.03：30 m 解像度，2015 年前後）を用いた。土地被覆は 10 分類（表
１－１）され，この内から森林グリッドとして「落葉広葉樹」「落葉針葉樹」「常緑広葉樹」
「常緑針葉樹」に分類された土地被覆を抽出した。また，それらの森林グリッドに対する都
市化の影響を図ることを目的に，「都市」の土地被覆を「都市グリッド」として抽出した。

１．４．２

研究の方法：森林計画によるガバナンスの分析

次に，都市近郊林における多面的な価値の発揮を目指す，市町村・県レベルでの包括的な
ガバナンスとして，「森林計画制度」に着目した。森林計画制度は，「長期的な視点に立っ
た計画的かつ適切な森林の取扱いを推進する」17ための制度であり，適切な計画策定・実施
によっては本研究における保護地域の定義に則ると考える。森林計画制度は，市町村レベル
から国レベルでのスケールで策定され，森林の形態としては国有林及び民有林を計画に含め
る。一方で，森林計画に位置付けられないが，実際の土地被覆としては森林である場合も考
えられる。そのような都市近郊林は，森林計画制度におけるガバナンスから外れる。しかし，
両者が隣接してある場合はひとつの自然環境としてまとめて管理されるべきであり，その実
態を把握することは多面的な価値が発揮される都市近郊林の保護地域化を目指す上で重要で
ある。また，個々の都市近郊林においては，管理主体となる土地所有者がどのような主体で
あるかもガバナンスに関わり重要である。
そこで，広域つくば圏における森林グリッドひとつひとつに対し，森林計画に記載される
か否かを判断し，計画内外の都市近郊林を明らかとし，さらにその所有者を明らかとした上
で面積を集計した。森林計画のデータは，茨城県の森林計画図における小班の情報から得た。
県のオープンデータ一覧から，広域つくば圏域を含む霞ヶ浦森林計画区，2017 年 4 月 1 日

16 宇 宙 航 空 研 究 開 発 機 構 地 球 観 測 研 究 セ ン タ ー ： 高 解 像 度 土 地 利 用 土 地 被 覆 図 ホ ー ム ペ ー ジ
<https://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/lulc/lulc_jindex.htm>, 2017.10.16 更新, 2019.7.2 参照
17

林 野 庁 森 林 整 備 部 計 画 課 ： 森 林 計 画 制 度 |

林 野 庁 ホ ー ム ペ ー ジ

<http://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/sinrin_keikaku/>, 2019.5.4 更新, 2019.12.6 参照
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適用のベクタ形式データをダウンロードした18。土地被覆のデータとの比較のため，森林グ
リッドと同様の範囲と解像度のラスタ形式のデータへと変換し，森林グリッド全てにおける
森林計画との関係を調べた。森林グリッドに含まれない領域の森林計画におけるデータは，
2015 年前後の最新の動向をふまえ，伐採等によって無立木化したところと考え，集計から
は除いた。なお，国有林は森林計画に含まれるが，国有林の情報に関しては県の森林計画デ
ータに含まれないため，国土数値情報ダウンロードサービス19より国有林の領域を入手し，
同様にラスタデータに変換した。最後に，森林グリッドは存在するが，森林計画において該
当がないものを「森林計画外」として定義した。
土地所有については，森林計画に含まれるものでは小班の情報に記載される。その分類に
もとづき，「個人」「任意団体」を私有林，「市町村」「都道府県」「学校」を公有林，
「会社」を社有林，「共有」「集落」を集落林・共有林，「社寺」を社寺林，「不明」「そ
の他」「森林総研」を不明・その他と定義した。なお，国有林は国土数値情報ダウンロード
サービスより入手したデータにもとづき，公有林へ含めた。これらの森林計画内の森林に加
え，森林計画外の森林の特徴を明らかとするために，国土地理院の宅地利用動向調査[121]，
最新の地形図及び空中写真20からその内部の土地利用を抽出し，土地所有の主体と管理の実
態 を 判 断 し た 。 以 上 に つ い て ， 地 理 情 報 に 関 わ る 分 析 は 統 計 解 析 ソ フ ト R （ The R
Foundation for Statistical Computing, 2017）を用いた。

１．４．３

結果と考察：土地被覆と森林計画内の森林グリッドにおける土地所有

広域つくば圏における 2015 年前後の土地被覆は，水域が 1.7 %，都市が 7.6 %，水田が
27.6 %，畑地が 29.0 %，草地が 7.3 %，森林が 25.3 %，裸地が 1.5 %を占めた（図１－２
３）。この内，森林土地被覆を表す森林グリッドにおいて，所有には面積的な偏りと地理的
な偏りが見られた。

18 茨城県農林水産部林政課：[OpenData]森林計画図（林班，小班），森林簿，森林簿項目一覧ホームページ
<https://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/joho/it/opendata/od-01/0607002_20190401_sinrinbo.html>, 2019.6.14 更
新, 2019.9.19 参照
19 国 土 交 通 省 国 土 政 策 局 国 土 情 報 課 ： 国 土 数 値 情 報 ダ ウ ン ロ ー ド サ ー ビ ス ホ ー ム ペ ー ジ ：
<http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/>, 2018.10.19 更新, 2018.11.9 参照
20 国土地理院. GitHub - gsi-cyberjapan/gsimaps: The source of GSI Maps (http://maps.gsi.go.jp/)ホームページ
<https://github.com/gsi-cyberjapan/gsimaps>, 2019.9.17 更新, 2019.9.24 参照
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図１－２３

現在（2015 年前後）の土地被覆分類の割合

図１－２４，表１－５に，所有の分類による森林グリッドの分布と面積を示す。所有の分
類としては，私有林が 6,992.5 ha（35.3 %）と最も多かった。これは広域つくば圏の北部を
占める筑波山地域の標高 20～100 m 程度にまとまって分布した。また，標高 0 m 程度で広
域つくば圏を北部から東部へ貫く桜川低地，北部から南部へ貫く小貝川低地がある（図１－
１）が，私有林はそれらに挟まれた標高 20 m 程度の台地上にも散在した。二番目に多いの
は公有林・国有林で，2,501.5 ha（12.6 %）を占めた。広域つくば圏において，公有林・国
有林は筑波山地域における，私有林より標高の高い地域への分布がほとんどで，他ではほと
んど見られなかった。三番目以下は，社有林の 453.2 ha（2.2 %），社寺林の 396.3 ha
（2.0 %），集落林・共有林の 264.7 ha（1.3 %），不明その他 1089.0 ha（5.5 %）が占め
た。地形図との重ね合わせ判別から，社有林についてはゴルフ場の敷地，社寺林は筑波山神
社の敷地としての土地利用が多くを占めることが分かった。また，集落林・共有林は先行研
究[116]で指摘されていた，筑波山地域での農村集落共有林として用いられていた場と一致
した。

71

図１－２４

森林グリッドにおける森林計画に含まれる土地所有・森林計画外の森林・同位
置における標高の分布
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表１－５

森林グリッドの該当する森林計画上の土地所有の分類ごとの面積・森林計画外の
森林グリッドの面積

森林計画

分類

面積 (ha)
割合 (%)

含まれ
ない

含まれる
私有林
公有林・国有林 社有
集落林
社寺
不明
個人
市町村・都道府県 林
共有林
林
その他
任意団体
学校・国有林
会社 集落・共有 社寺
6992.5
35.3

2501.5 435.2
12.6

合計
小計

-

264.7 396.3 1089.0 11679.1 8125.7 19804.8

2.2

1.3

2.0

5.5

59.0

41.0

100.0

筑波山地域における森林計画外の森林グリッドは，地形図との重ね合わせ判別から，土地
利用としては畑地や水田と表記された。これらに関しては，耕作放棄等で植生遷移の進行し
た結果，最新の土地被覆としては樹林地と判断されたが，森林計画に位置付けられるような，
登記された森林でないものと推定された。また，低地に沿う分布は，その形状が河川とほぼ
一致し，地形図からも河畔林であることが判明した。さらに，台地上の分布は，筑波山地域
山麓と同様に，農村集落における耕作放棄による森林と推定された。筑波研究学園都市の中
心部におけるまとまった面積での分布は，研究機関等の敷地内の森林，すなわち都市緑地に
位置付けられていた。
以上のように，森林計画に位置付けられるか否かで，広域つくば圏全般におけるガバナン
スの実態を明らかとした。結果として，森林計画としてガバナンスが位置付けられた森林と，
そうではない森林計画外の森林が面積にしてちょうど半分ずつ広域つくば圏には分布してい
た。森林計画外の森林へは，どのようなガバナンスが位置付けられるかは個別に判断された。
それらはおおよそ，管理が放棄されたままの，耕作放棄地が遷移した森林，河畔林のような
河川管理者による管理対象となる森林，そして都市緑地を構成する森林に分けることができ
た。
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第５節

土地被覆の評価に見る都市近郊林の現状

１．５．１

研究の方法：森林グリッド周辺の森林・都市土地被覆の評価

本節では，保護地域とすべき優先順位の高い都市近郊林を，現状の都市近郊林周辺の土地
被覆にもとづき特定することを目的とした。そこで，都市近郊林の空間的な配置による評価
のために，それぞれの森林グリッドにおいて，周辺に占める森林グリッド及び都市グリッド
の密度のデータセットを用いた。森林グリッドの密度は，それぞれの森林グリッド周辺にお
ける他の森林グリッドの量の評点で表され，より周囲に森林土地被覆の多い都市近郊林を評
価する。同様に，都市グリッドの密度は，それぞれの森林グリッド周辺における都市グリッ
ドの量の評点で表され，都市化の進行した地域に隣接した都市近郊林を評価する。したがっ
て，都市域での優れた自然環境を有機的につなぐ試みである生態系ネットワークを実現する
上で，重要な森林の連続性や連結性を評価できると考える。具体的には，全ての森林グリッ
ドに対し，半径 3 km のバッファーを作成し，バッファー内に含まれる森林グリッド，都市
グリッドの数を集計し，広域つくば圏におけるそれぞれの密度を求めた。バッファー距離は，
孤立林としての都市近郊林において生態系保全の象徴種となると考えられる，ノウサギ・タ
ヌキ等中型哺乳類の生息環境に関する研究[85,86,92]を参照とし，行動圏や個体群の維持に
おいて重要な距離として設定した。また，広域つくば圏における土浦－牛久－つくば間等，
中心市街地の間にはおおよそ 1～2 km の緩衝帯があり，そこには多くの都市近郊林が分布
した。そのような都市近郊林は，大都市に挟まれるという点で保全の必要性を高く評価する
必要があると考え，両者の評価ができる数値としての設定ともした。
本研究では，地価と生物多様性の両方が高いサイト検出を試みた研究[63]において用いら
れた指標 High-High Value（Vh-h）を参考とし，「周辺の森林グリッド密度 + 周辺の都市グ
リッド密度」の評点を求め，その極大値を検索した。具体的には，地価と生物多様性を，そ
れぞれ周辺の森林グリッドの評点及び都市グリッドの評点に変換し，周辺の森林グリッド及
び都市グリッドの密度がともに高い (high-high) 森林グリッドを検出した。

Vh-h = α log f + β log u
f は周辺の森林グリッド，u は周辺の都市グリッドの評点による指標であり，α と β は重み付
けパラメーターである。本研究では，先行研究[63]と同様に α＝β＝1 とし，重み付けは作成
しなかった。
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１．５．２

研究の方法：指標 Vh-h による高い価値を持つ都市近郊林の選択

次に，森林グリッドから，ひとつのまとまりをもつ都市近郊林の位置と面積，そこに含ま
れる土地所有の割合と Vh-h を求めた。これは，保全の対象となるような生物種の多様さや持
続性には，単体での分断されない自然環境の大きさが重要となるためである[85,86,92]。本
研究においては，隣り合う森林グリッドを結合することで，連続した土地被覆としてのまと
まりをもつ都市近郊林の領域を表す多角形を作成した。しかし，森林グリッドの解像度は
30 m × 30 m であり，実態としては道路によって分断される都市近郊林の領域を表す多角形
も見られた。道路による分断は生態系へ様々な影響を与えると指摘される[122]ことから，
本研究における評価においては不適切であると考え，一定の幅を持つ道路による分断がある
ものに関しては分割し，多角形を作成し直した。具体的には，おおよそ 4 車線以上の道路で
ある幅員 13 m 以上の道路が含まれる森林グリッドを削除した。道路のデータは国土地理院
道路中心線21より入手した。土地所有は，第４節で用いたデータによる。それぞれの都市近
郊林の領域を表す多角形において，土地所有分類の割合と，最大の Vh-h を，同位置にあるひ
とつひとつの森林グリッドが持つ土地所有の分類と Vh-h から求めた。
最後に，中・大型哺乳類等が生息できる環境[85,86,92]として，10 ha 以上のまとまった
面積を持つ都市近郊林を抽出し，さらに Vh-h の高い順で並び替え，森林面積全体の約 10 ％，
1,920.2 ha，66 地点を選択した。さらに，その特徴を明らかとするために，66 地点の都市
近郊林に関しては国土地理院の宅地利用動向調査[121]，最新の地形図及び空中写真22から
その内部の土地利用を抽出し，土地所有の主体と管理の実態を判断した。以上について，統
計 ・ 地 理 情 報 に 関 す る 分 析 は 統 計 解 析 ソ フ ト R （ The R Foundation for Statistical
Computing, 2017）を用いた。

１．５．３

結果：森林グリッド周辺の森林・都市土地被覆の評価

森林グリッドの周辺に位置する森林及び都市グリッドの土地被覆密度にもとづいた評点を
得た。その結果，広域つくば圏内において地域による評点の偏りが明らかとなった（図１－
２５）。森林グリッドの 3 km 圏内で周辺の森林土地被覆密度の評点が高いのは，主に広域
つくば圏北部の筑波山地域で，中央から南部にかけての平野部では比較的低かった。ただし，
南東部のまとまった森林グリッドがある地域，中央付近の一部ではその周囲と比べて高く評

21 国土地理院：GitHub - gsi-cyberjapan/experimental_rdcl: 地図情報（道路中心線）のベクトルタイル提供実
験ホームページ<https://github.com/gsi-cyberjapan/experimental_rdcl>, 2017.8.17 更新, 2019.7.22 参照
22 国土地理院. GitHub - gsi-cyberjapan/gsimaps: The source of GSI Maps (http://maps.gsi.go.jp/)ホームページ
<https://github.com/gsi-cyberjapan/gsimaps>, 2019.9.17 更新, 2019.9.24 参照
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価される地域もあった。一方で，森林グリッドの 3 km 圏内で，周辺に位置する都市グリッ
ドの評点が高いのは，主に広域つくば圏中央部から東部にかけてで，自治体としてはつくば
市から牛久市，土浦市の中心地を結ぶ三角形の内部であった。また，南西部の守谷市中心地
付近においても評点は高かった。一方で，北部の筑波山地域や，南西部の牛久市，龍ケ崎市
の郊外の地域では評点は低かった。

１．５．４

結果：都市近郊林の Vh-h による評価

森林土地被覆密度の評点と都市土地被覆密度の評点を用いて，優先的に保全対象とする森
林グリッドを判定するための指標 Vh-h を求めた。さらに，森林グリッドを，道路による分割
の有無を考慮した上で隣り合うもので結合し，まとまった面積をもつ都市近郊林の領域を抽
出した。最終的に，Vh-h の評点と，単一面積の大きさを考慮し，評価の高い都市近郊林 66
地点を示した（図１－２５）。
全体として，Vh-h の評価が高い都市近郊林は，広域つくば圏における中央部のつくば市，
東部の土浦市中心部を結ぶ直線上，南東部の龍ケ崎市から牛久市，阿見町にかけての直線上，
南西部の守谷市中心部に分布した。北部の筑波山地域等，大面積がまとまって都市近郊林と
してあっても，都市土地被覆密度の評点が影響して比較的低い評価となった。周辺の森林土
地被覆による評価よりも，周辺の都市土地被覆による評価の高いところが Vh-h の評価に影響
していた。

１．５．５

結果：Vh-h の評点と面積による評価の高い都市近郊林の特徴

評価の高い都市近郊林 66 地点について，その Vh-h，面積，森林計画への位置付け，及び
地理院地図等からの判別によるその内部の土地所有の主体と管理の実態の分類を実施し，そ
の特徴を表１－６にまとめた。
その結果，66 地点へは土地利用「農村」が 23 地点と最も多く，その他に個数の多い順で
「新興住宅地」「制度による森林保全地域」「研究機関」「公共施設」「工場」「ゴルフ場」
に分類された。それぞれの分類の根拠について，具体的には，「農村」は，農村集落周辺に
位置し，周囲に集落や田畑以外の土地利用が見られないところとした。「研究機関」は，国
立研究開発法人産業技術総合研究所（産総研）といった，筑波研究学園都市における研究施
設の敷地内の 7 地点，「公共施設」は，各自治体の学校や清掃センターといった公共施設の
内部や周辺の 4 地点，「ゴルフ場」「新興住宅地」「工場」はそれぞれゴルフ場，新興住宅
地，工場の周辺や内部の都市近郊林を指すとした。「制度による森林保全地域」は，地形図
において「牛久自然観察の森」等，森林としてあることを前提とした施設としての固有の名
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称が見られ，内部でのトレイル等の整備が確認された 12 地点とした。具体的な制度として
は，鳥獣保護区への指定や市条例による指定が挙げられた。
これらの分類においての森林のガバナンスとの関係を明らかとすることを目的に，森林計
画内外の面積構成を広域つくば圏全体での面積構成と比較するために，カイ二乗検定を実施
した（有意水準 5 %）。結果として，Vh-h の高い都市近郊林のまとまりにおいては，広域つ
くば圏全体での森林計画内外の面積構成と比較し，有意に森林計画外の森林面積割合が高か
った（p < 0.001）。また，そのような Vh-h の高い都市近郊林のまとまりについて，土地所有
の主体と管理の実態の分類では，「研究機関」「公共施設」「農村」に分類される都市近郊
林は，有意に森林計画外の森林面積割合が高かった（「公共施設」：p < 0.01，「研究機関」
「農村」：p < 0.001）。

１．５．６

考察

Vh-h を考慮して抽出した，保護地域化の優先順位の高い都市近郊林においては，森林計画
に位置付けられない森林グリッドの割合が有意に高かった。これは，森林計画というガバナ
ンスの対象となっていないが，地域全体で見ればガバナンスを位置づけるべき都市近郊林が
多く存在していることを意味する。ただし，ここでの「ガバナンスを位置づけるべき」とい
う意味には，そもそも管理がなされていないで放置されているという意味と，管理はなされ
ているが，広域でのガバナンスに位置付けられていないという意味に分けられた。
後者の意味で代表的なのは，研究機関における都市近郊林であった。研究機関における都
市近郊林は，研究機関の敷地内にある，ほぼ森林計画外の森林によってひとつの都市近郊林
のまとまりを構成していた。周囲を都市的な土地被覆が占めるにも関わらず大面積の森林を
有するという周辺との関係もふまえ，優先的に保全がなされるべき重要な都市近郊林と言え
る。この内には，国立大学法人筑波大学，国立研究開発法人国立環境研究所のように，その
内部において生物多様性保全に考慮した緑地管理計画が策定されている事例があった
[123,124]。これらの敷地は，筑波研究学園都市の中心部に集中していることから，各機関
で生物多様性保全に考慮した緑地管理計画が策定・連携がなされれば，効果的な生態系ネッ
トワークの構築が可能であると考えられる。
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図１－２５

都市近郊林における周辺に分布する森林・都市グリッドの土地被覆密度，Vh-h
の評価とホットスポット
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表１－６

Vh-h の評価が高い都市近郊林における土地利用による分類と土地所有との関係
平均 平均

土地利用による
分類

全体

合計中，森林
計画内

合計中，森林計
画外

内と外

N

Vh-h

ha

ha

ha

%

ha

%

有意性

研究機関

7

17.2 21.3

148.9

6.4

0.0%

142.5

0.7% ***

公共施設

4

17.2 18.7

74.6

31.2

0.2%

43.4

0.2% **

23

17 25.7

591.8

264.3

1.3%

327.5

1.7% ***

2

17.2 39.7

79.4

42.2

0.2%

37.2

0.2% なし

新興住宅地

15

17.1 29.3

439.7

244.2

1.2%

195.5

1.0% なし

制度による森林
保全地域

12

17.1 45.5

546.5

317

1.6%

229.5

1.2% なし

3

17 13.1

39.3

23.2

0.1%

16.1

0.1% なし

小計
（Vh-h の高い）

66

17.1 29.1

1920.2

928.5

4.7%

991.7

5.0% ***

分類外
（Vh-h の低い）

6,608

15.8

2.7 17,884.6 10,750.6

54.3%

6,674

15.8

3 19,804.8 11,679.1

農村
ゴルフ場

工場

合計

7,134 36.0% ***

59.0% 8,125.7 41.0% 対象外

＊＊：p < 0.01，＊＊＊：p < 0.001

公共施設と農村における都市近郊林では，それぞれの内で森林計画に位置付けられた森林
の割合が有意に低く，森林計画外の森林を主体にひとつの都市近郊林のまとまりを構成して
いた。公共施設は，研究機関と同様に，その敷地内の森林で構成されていたために森林計画
に含まれていなかったと推測される。したがって，研究機関と同様に，管理はなされている
が，広域でのガバナンスに位置付けられていないという意味での都市近郊林であり，その個
別の緑地管理計画と，周辺の森林計画に含まれる森林における管理計画との整合が望まれる。
一方で，農村に分類された都市近郊林に森林計画外の森林が多く含まれたのは，耕作放棄等
によって新たに発生した森林が含まれたためと予想される。よって，そもそも管理がなされ
ていないで放置されているという意味での都市近郊林であり，何らかの管理を位置づける必
要がある。
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新興住宅地，工場における都市近郊林に関しては，開発に伴った一定面積の緑地確保の必
要性から，その周辺に森林が配置・維持されたと考えられる。また，ゴルフ場に関しては，
施設の性質上一定面積の森林が配置される必要があったと考えられる。これらの都市近郊林
においては，森林計画への位置付けにおいて有意差がなかった。したがって，個別の事例に
合わせて適切な管理を位置づける必要がある。
研究機関の例は，学園都市建設を目指して施設整備がなされたことによる，つくば市に限
った特徴である[111]。対照的に，公共施設，農村，ゴルフ場，新興住宅地，工場の例に関
しては，他地域にも応用可能な知見と考える。
制度による森林保全地域が，本研究において用いた指標から高い評価を得ていることは，
その制度が的確に重要な都市近郊林を保全できていることを示している。ただし，牛久自然
観察の森のように生物多様性の保全を考慮している事例もあるが，ここでの高い評価を得た
都市近郊林には，一般的な都市公園や城跡といった都市緑地・公園も含まれた。これは，生
物多様性と人間の関心の両方が高い場所が，自然の保護を目的とした保護地域ではなく，文
化遺産の保護地域と見なされていた研究[63]とも一致する。一般的な都市公園や都市緑地の
管理慣行は，都市の生物多様性を脅かすという指摘[61]もあり，評価をふまえ生物多様性に
配慮した管理計画を策定することも重要である。
本研究から，周辺の都市化が進行しつつも，周辺に森林があり，自身の面積も大きな都市
近郊林の特徴が明らかとなった。本研究で用いた，保全の優先順位が高い都市近郊林を選択
するための指標は，全国レベルで利用可能で，定期的な更新が期待されるデータにもとづく
ため，様々な地域での応用可能性が高いと思われる。一方で，そのような重要な都市近郊林
における土地所有の主体と管理の実態から，様々な主体が関わる現状が確認された。近年は，
生物多様性が保たれ，同時に地域振興や経済活性化にもつながる国土を実現するための取り
組みとして，保全すべき自然環境や優れた自然条件を有している地域を核としてこれらを有
機的につなぐ「生態系ネットワーク」が提唱されている。生態系ネットワークの構築には，
省庁や行政の垣根を超えた連携が重要であり，国土全体のスケールでは，国土交通省・農林
水産省・環境省での連携が見られる[125]。このような連携は，ひとつの都市圏のスケール
においても重要である。都市の生物多様性管理に対する全体的なアプローチを実現するには，
地方自治体内での調整と，都市プランナー，生態学者，私有林の所有者，コミュニティグル
ープ等のさまざまな利害関係者間のコミュニケーションの改善が必要とされる[61]。本研究
による一定の指標にもとづく評価が，そのようなアプローチの一助となるべきと考える。
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第６節

まとめ

広域つくば圏を対象とし，土地被覆・植生・土地所有及びガバナンスの分析から，自然環
境の時空間的変遷を分析した。広域つくば圏では，過去 140 年間で森林の面積は 0.9 倍とな
った。ずっと森林のままであったのは面積比で 44.4 %であり，平野部における畑地・水
田・村落に囲まれた森林は都市化していた。一方，山間部を中心に分布した草地の面積は
0.3 倍となり，その 62.7 %は森林化していた。また，マツから成る常緑針葉樹林の面積は，
1979 年から 2000 年代初頭で 0.3 倍となった。一方，クヌギ・コナラの落葉広葉樹林の面積
は，1979 年から 2000 年代初頭で 6.0 倍となった。このような変化を経験した都市近郊林に
は，都市化が進行した地域においても 10 ha 以上の面積を有したものがあった。そのような
優先して保全されるべき都市近郊林を 66 ヶ所選択し，その土地所有及び土地利用に関する
特徴を明らかとした。その結果，それらは筑波研究学園都市の開発に伴い，研究機関等の施
設内の緑地として残された森林や，都市住民のレクリエーション利用の場として整備された
森林，農村集落において耕作放棄によって新たに生じた森林という特徴が見られた。これら
の森林の多くは，森林計画のよう地域や自治体をまたいだ広域でのガバナンスに位置付けら
れていなかった。多面的な価値の発揮を目指す保護地域として都市近郊林を位置付けていく
上では，これらの時空間的な自然環境の変化と，他の土地利用，土地所有の実態をふまえる
必要がある。

81

第２章 農村集落における保護地域化した都市近郊林での
自然環境の時空間変化
第１節

本章の目的

本章では，広域つくば圏における都市近郊林について，里山としての利用と密接な関わり
を持った農村集落を単位としたアプローチにより，その自然環境の変化と多面的な価値の発
揮を目指した保護地域化における課題を分析した。そのために，第一に，広域つくば圏にお
ける本研究の定義する保護地域と位置付けられる自然地域の現状を整理した。第二に，その
ような保護地域の中から，都市近郊林において里山としての自然環境の価値を位置付けた事
例に着目し，そのような都市近郊林を持つ農村集落における里山＝農用林から里山跡地化，
都市近郊林を経て保護地域となるまでの変化の過程を明らかとした。第三に，多面的な価値
の発揮を目指し，保護地域化がなされた後の課題について，農用林と保護地域それぞれの植
生によって形成される景観及びその管理の比較から検証した。

第２節

広域つくば圏における都市近郊林の保護地域化の実態

２．２．１

研究の方法：制度・取り組みの実施状況による保護地域化の把握

本研究における保護地域の定義に従い，広域つくば圏における都市近郊林の保護地域化の
実態を明らかとした。本研究では，保護地域として公的なガバナンス・管理にもとづくもの
を，自然環境保全地域・自然公園・鳥獣保護区・国有林・保安林・都市公園・その他公共施
設における緑地とした。また，私的なガバナンス・管理にもとづくものを私的保護地域
（Privately Protected Area: PPA）とし，それに該当するものを個別の事例から判断した。
そのために，国土数値情報ダウンロードサービス23をはじめとした統計情報を参照としたほ
か，つくば市を中心に広域つくば圏内の自治体と公的機関が発行する資料[114,126–129]を
参照とした。また，PPA に該当する活動を把握するために，里山保全を目的とし，牛久市
を中心に活動する NPO 法人うしく里山の会，つくば市を中心に活動する NPO 法人つくば
環境フォーラムにおける参与観察を，それぞれ 2013 年～20017 年，2018 年～2019 年の期
間に実施した。

23 国 土 交 通 省 国 土 政 策 局 国 土 情 報 課 ： 国 土 数 値 情 報 ダ ウ ン ロ ー ド サ ー ビ ス ホ ー ム ペ ー ジ ：
<http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/>, 2018.10.19 更新, 2018.11.9 参照
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２．２．２

結果：公的なガバナンス・管理による保護地域化

図２－１，図２－２に，広域つくば圏における公的なガバナンス・管理による保護地域の
分布を示す。広域つくば圏において位置する保護地域のうち，公的なガバナンス・管理によ
るものは，我が国における正式な定義の保護地域にも分類される，自然公園・自然環境保全
地域に関連したもの・鳥獣保護区があげられる。これらについて，図２－１に示す。
自然公園は，水郷筑波国定公園が該当し，国立公園と県立自然公園に分類される地域は存
在しなかった。水郷筑波国定公園は，霞ヶ浦の湖面と筑波山地域のほぼ全域が該当した。第
１章において言及した，都市近郊林の中でも奥山にも分類される，斜度・標高が高い山間部
の地域のほぼ全域が含まれた。したがって，都市近郊林として，より都市に近い中での自然
環境としての価値は相対的に低く，本章において着目するものではないと考える。
自然環境保全地域に関連したものは，厳密には正式な保護地域である「自然環境保全地域」
とは異なる。それらは，茨城県の指定するもので，県立の自然環境保全地域が二ヶ所，それ
に準ずる緑地環境保全地域への指定が三ヶ所みられた。これも広い意味では，正式な定義に
もとづく保護地域のひとつであると言える。ただし，どれも 1 ha～2 ha 程度の，神社寺院
の境内等を指定した小面積のものであった。自然環境保全地域は，その性質上生態系の保護
を第一に，基本的には手を加えない保存（Preservation）の方針がとられる保護地域である。
したがって，里山及び里山跡地の保護地域化を図った事例として着目するには適切でないと
考える。
鳥獣保護区は，おおよそ国定公園と重複する山間部，河川や湖沼の周辺，河川や湖沼また
は都市近郊林を含んだ市街地，そして「牛久自然観察の森」「龍ケ崎市森林公園」等，市街
地に隣接した都市近郊林を活用した公共緑地において位置づけられた。基本的に，我が国に
おける鳥獣保護区は，自然公園法における特別保護地区と同等の規制が置かれる特別鳥獣保
護区（筑波山山頂付近が該当）を除き，狩猟者による狩猟鳥獣の捕獲を禁止するのみの規制
を持つ。したがって，これも本章において着目する保護地域の価値の事例としては適切でな
いと考える。ただし，「牛久自然観察の森」については，その指定地域が公共緑地として位
置づけられており，鳥獣保護区は重複してかけられたものであった。その指定地域における
管理は，牛久市の「牛久自然観察の森設置及び管理に関する条例」24にもとづき，NPO 法
人うしく里山の会が指定管理者として計画・実施をしていた。したがって，PPA としてあ
るという方が，より実態を表していると言える。なお，牛久自然観察の森は第１章において

24

平 成 18 年 4 月 1 日 施 行 「 牛 久 自 然 観 察 の 森 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 」

<http://www.city.ushiku.lg.jp/d1w_reiki/reiki_honbun/z500RG00000792.html>
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明らかとした，都市近郊の自然環境として保護地域化の優先順位の高い都市近郊林 66 ヶ所
のひとつに含まれた。
我が国の正式な保護地域に分類されていないが，公的なガバナンス・管理によるものは，
国有林・保安林・都市公園が見られた。これらについて，図２－２に示す。国有林は，国定
公園の中核的な地域である，筑波山地域の中腹以上の領域に位置づけられた。国有林の一区
分であり，正式な定義の保護地域にも該当する「森林生態系保護地域」は存在しなかった。
保安林についても，大面積を有するものは国有林と重複し指定された。これらは，国定公
園・鳥獣保護区と同様に，本章において対象とする事例としては適切ではないと考える。
一方，保安林は国有林に限らず民有林も指定され，その場合は PPA としての性質に近い
と考える。民有林における保安林の指定は，その固定資産税等，所有者の税制負担を軽減さ
せ，森林を維持し，また適切な管理を実施させるインセンティブを与える。したがって，所
有者の管理方針によっては，ある価値を位置付けた民間主体のガバナンスによる保護地域と
言える。広域つくば圏においては，国有林と重複する保安林と比べ少面積であるが，そのよ
うな民有林の保安林がつくば市中心部の市街地に隣接し，3 ヶ所存在した。このうちのひと
つは，茨城県による管理が位置付けられ，NPO 法人つくば環境フォーラムが主体となった
管理が実施される，「葛城大規模緑地」の一部の保健保安林であった。なお，葛城大規模緑
地は，第１章において明らかとした，都市近郊の自然環境として保護地域化の優先順位の高
い都市近郊林 66 ヶ所のひとつに含まれた。
都市公園については，平野部において市街化が進んだ地域に集中して見られた。つくば市
において，2018 年 4 月現在で 185 ヶ所が整備されていた25。これらは全て都市緑地として，
都市住民のための緑を提供するために管理される場である。近年は，都市公園法と関連する
都市緑地法において位置づけられる「緑地保全地域制度」に代表されるように，里山のよう
な二次的自然環境へも配慮した管理を実施する制度が整備されている。広域つくば圏域内に
おいては，そのような制度の適用例として「牛久沼近郊緑地保全地域」が該当したが，その
指定対象のほとんどは水域であった[130]。したがって，都市近郊林を対象とし，里山にお
ける価値を位置付けた事例は見られなかった。

25 つ く ば 市 建 設 部 公 園 ・ 施 設 課 ： つ く ば 市 都 市 公 園 一 覧 ホ ー ム ペ ー ジ
<http://www.pref.ibaraki.jp/nourinsuisan/rinsei/shinkozei/forest/contents/02/index.html>, 2018.7.5 更 新 ,
2019.7.14 参照
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図２－１

公的なガバナンス・管理による保護地域の分布（１）
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図２－２

公的なガバナンス・管理による保護地域の分布（２）
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都市公園に近い性質の保護地域として，その他公共施設における緑地があげられる。公共
施設における緑地とは，本研究では教育機関や自治体の施設等に付随した緑地とした。広域
つくば圏においては，1970 年代に開発された筑波研究学園都市に関連した施設とその緑地
が相当する。図２－３に，筑波研究学園都市の全体計画図における研究施設・大学の位置を
示す。筑波研究学園都市では，多くの公設試験研究機関と大学が新たに建設された。その用
地取得は台地上の平野部にある森林を中心とした買収によってなされた[120,128]。そのよ
うな森林は，アカマツ林や雑木林であり，開発以前には農村集落における自然資源採集地と
して重要な場であったが，開発により公共施設の緑地として農村集落からは分断され，断片
化した[120,131]。筑波研究学園都市では，当初より各施設において 30 %以上の緑地を確保
することが位置付けられており，また市の緑の基本計画においても，新規に開発された一部
地域では「地区周辺の緑と合わせ緑被率 40 %以上を確保するよう努め」[114]と明記された。
第１章に示したように，これらの制度・取り組みの結果として，現在まで大面積の森林が都
市化の進んだ周辺地域の中で残存していた[111,114]。なお，これらには，第１章において
明らかとした，都市近郊の自然環境として保護地域化の優先順位の高い都市近郊林 66 ヶ所
の多くが含まれた。それぞれの施設において緑地の維持管理のための計画が立てられ，実行
されてきた。これらの点をふまえれば，都市における自然環境の価値を位置付けた保護地域
として管理されてきたと言える。多くの施設では，都市公園と同じく緑を維持するために管
理される場として位置付けられた。なお，筑波大学[123]や国立研究開発法人国立環境研究
所[124]等，一部の施設では，その管理計画において生物多様性への配慮もみられた。特に，
国立環境研究所では，敷地内に残存する里山的な自然環境を「生きもの緑地」と定義し，他
の施設の敷地も含めた生態系ネットワークの構築を目指した管理を実施していた[132]。
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図２－３

筑波研究学園都市の全体計画図における研究施設・大学の位置

※国土交通省都市・地域整備局大都市圏整備課[128]より作成

２．２．３

結果：私的なガバナンス・管理による保護地域化

私的な主体によるガバナンスの PPA は，茨城県森林湖沼環境税による森林整備支援の適
用された都市近郊林が該当すると考える。茨城県においては，2008 年度から導入している
森林湖沼環境税を活用した「身近なみどり整備推進事業」により，県内の市町村において
「荒廃した（原文ママ）」私有地の平地林や里山林の間伐等の森林整備を支援している
[133]。森林湖沼環境税は，茨城県における森林環境税を税源とした制度である。森林環境
税は，国から都道府県への税源移譲の動きの中で導入されたもので，2000 年以降全国の都
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道府県において導入，導入への検討が進んでいる。実施にあたっては，市町村と森林所有者
等との間で，10 年間の森林保全に関する協定を結び，市町村が当事業で整備をした後は，
森林所有者等が森林を適正に維持・管理することと定められる。したがって，所有や管理は
民間ではあるが，持続可能な形で保全を目指す制度であり，「身近なみどり整備推進事業」
実施地はある価値を位置付けた民間主体のガバナンスによる保護地域のひとつと言える。た
だし，具体的な適応地は個人情報も含むことから，一部のモデルケースを除き公開されてい
ない26。
県全体で，「身近なみどり整備推進事業」における「県民生活に身近な平地林・里山林の
整備」として，2008 年～2017 年の実績で約 1,700 ha，18.8 億円の整備補助がなされてきた
[133]。県南地域においての実施は積極的で，例えばつくば市における整備面積は 236.58 ha，
件数 462 件にものぼる27。具体的な実施例としては，ボランティア団体「つくばフォレスト
クラブ」による小田集落や六斗集落における里山として管理28等があげられた。多くの整備
例において，学校通学路に面した私有林の手入れによる通学路の安全確保等，「荒廃した」
都市近郊林の藪を取り払うに留まる場合が多かった。しかし，小田集落と六斗集落において
は，それぞれ「宝篋山」「おぐろくの森」として，里山であることをふまえた管理を実施し，
散策道を備えたレクリエーションの場として位置付けられる等，その里山としての価値を位
置付けていた。牛久自然観察の森においても，大径木の伐採等，数年に一度必要な管理作業
において事業として受託し，レクリエーション利用における景観維持のために活用していた。
しかしながら，「身近なみどり整備推進事業」へは，その持続性を位置づけるための 10
年間の維持管理義務の履行が難しいということが課題として指摘されていた[134]。これを
実施するには，個人や任意団体ではなく，確固とした組織化がなされた管理主体が必要であ
る。その点，牛久自然観察の森においては，NPO 法人による運営で，かつ土地については
20 年間の借地契約が所有者と牛久市で結ばれており，持続可能性という点でモデルとなり
得た。PPA でも，上記のような行政による制度的な保証，金銭的な位置付けがないものの，
「宍塚の里山」における活動は，里山の価値を位置付け，管理を長期に渡って実施してきた
おけるモデルとして重要である。宍塚の里山は，つくば市と土浦市の境界付近の，両市の市

26

茨 城 県 林 政 課 ： 身 近 な み ど り 整 備 推 進 事 業 ホ ー ム ペ ー ジ

<http://www.pref.ibaraki.jp/nourinsuisan/rinsei/shinkozei/forest/contents/02/index.html>, 2018.4.1 更 新 ,
2019.11.2 参照
27 つくば市経済部農業政策課への聞き取り，2019.9.17 回答
28 つくばフォレストクラブ：つくばフォレストクラブホームページ<http://tfc096.opal.ne.jp/>, 2019.1.19 更新,
2019.11.7 参照
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街地に挟まれた宍塚集落，平野部の都市近郊林である。1990 年代より，市民団体（現・
NPO 法人）「宍塚の自然と歴史の会」による活動を中心に，里山としての地域の歴史と文
化，生物に関する調査や環境教育，保全が実施された[135]。活動を通じて，里山における
歴史的視点をふまえた保全策の提案等が評価されてきた[136]。なお，宍塚集落の里山は，
第１章において明らかとした，都市近郊の自然環境として保護地域化の優先順位の高い都市
近郊林 66 ヶ所のひとつに含まれた。

２．２．４

考察

広域つくば圏において，本研究で定義するところの保護地域化がなされた都市近郊林は，
公的なガバナンス・管理によるものから，私的なガバナンス・管理によるもの，さらに自治
体と NPO 法人との協働など公的・私的の混じり合ったものまで様々な形態が見られた。そ
れらの内でも，里山または里山跡地としての価値に着目した保護地域化を実行し，生物多様
性保全等を目的とした管理がなされた事例は，葛城大規模緑地，筑波大学，国立環境研究所，
宍塚集落・小田集落・六斗集落の里山，牛久自然観察の森があげられた。しかし，筑波大学
と国立環境研究所は研究機関としての性質が第一で，そこにおける自然環境の保全は副次的
な目的である。また，これらの施設における自然環境は，農村集落とは土地所有としても管
理への関与としても完全に分離[120]されてから既に 50 年近くが経過しており，その里山と
しての価値は相対的に低いと思われる。葛城大規模緑地，宍塚集落・小田集落・六斗集落の
里山，牛久自然観察の森は，PPA の性質をよく表す事例であり，里山保全の場としてモデ
ルとなる事例である。宍塚の里山に関しては，歴史ある活動に支えられ，既に様々な研究の
対象とされてきた。しかし，地域全体の土地を恒久的に保全するための公的な支援に欠ける。
そこで，本章におけるより詳細な分析の事例地として，牛久自然観察の森（結束集落の里山）
を選択した。その上で，広域つくば圏における事例として位置づけるために，北部の筑波山
地域を代表する小田集落の里山，中央部の研究学園都市中心部を代表する葛城大規模緑地
（平塚集落の里山），南部の平野で，大規模な開発のない地域を代表する六斗集落の里山の
事例と比較した。
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第３節

保護地域化した都市近郊林を持つ農村集落の比較

２．３．１

聞き取り調査と空中写真の判別・植生図による自然環境の変化の把握

第２節の結果にもとづき，広域つくば圏の中からモデル集落を 4 ヶ所選定し，集落内部・
周辺の自然地域に精通した古老を対象とした半構造化聞き取り調査を実施した。モデル集落
は，里山としての価値を位置付け保護地域化した都市近郊林が集落内部に存在するところと
した。それぞれ，広域つくば圏における北部の平野部と山間部の境界である小田集落，平野
部における中心部の筑波研究学園都市，南東部の牛久市市街地の周縁部に当たる平塚集落と
結束集落，平野部において隣接する集落も含め大規模な開発がなされていない六斗集落であ
る。半構造化聞き取り調査としたのは，対話を通じて過去の事象に関する思い出を引き出し，
語ってもらうことを意図した。聞き取り対象者の詳細を表２－１に示す。
表２－１

聞き取り対象者

集落

生年

聞き取り対象者の詳細

年齢

聞き取り実施

備考

I 氏（夫妻・夫）

小田

1940 昭和 15

79 2019 年 2 月 3 日

I 氏（夫妻・妻）

小田

1939 昭和 14

79 2019 年 2 月 3 日

N. N 氏（文献）

平塚

1923 大正 12

96 2013 年 9 月 17 日

NPO 法人による聞き取り

I 氏（文献）

平塚

1937 昭和 12

82 2013 年 9 月 26 日

NPO 法人による聞き取り

N. S 氏

平塚

1933 昭和 8

86 2019 年 7 月 8 日

S 氏（夫妻・夫）

平塚

1939 昭和 14

80 2019 年 2 月 12 日

S 氏（夫妻・妻）

平塚

A氏

平塚

N 氏（夫妻・夫）

狩猟経験あり

所有する森林を保安林化

NA 2019 年 2 月 12 日

聞き取り時に一時参加

1947 昭和 22

72 2019 年 8 月 8 日

森林保全の活動に従事

六斗

1957 昭和 32

62 2019 年 2 月 27 日

過去林業にも従事

N 氏（夫妻・妻）

六斗

1955 昭和 30

64 2019 年 2 月 27 日

過去林業にも従事

T氏

結束

1925 大正 14

94

NA NA

2014 年 8 月～9 月
（計 3 回）

当時 89 歳，故人

※年齢は 2019 年現在，平塚集落における N.N 氏，I 氏は報告書から引用[137]
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聞き取り調査は，農村集落住民を対象に実施した。それぞれの集落において，複数人数か
ら聞き取りができるように対象者を選定した。しかし，結束集落においては調査時点で存命
の古老が T 氏のみであったため，T 氏への聞き取りを複数回実施した。農村集落において，
日々の農林業作業や長期に渡って在住する経験から，集落内や集落周辺の自然環境について
熟知した住民が存在する。そのような住民からもたらされる情報は，場合によっては誤解等
も含むが，集落というミクロの単位での自然環境の変化を把握するには有効である。
聞き取り調査に当たっては，里山の利用・管理の詳細，過去（1940 年代）から現在まで
の里山及び里山跡地における自然環境の変化について質問した。質問の際には，我が国の歴
史的事象，つくば市における歴史的事象を記した年表とともに，いくつかの代表的な時代に
おけるそれぞれの集落の空中写真29（1940 年代・1960 年代・1970 年代・2010 年代付近）
を示し，聞き取りの際に記憶を引き出す補助として用いた。回答時に「昔の」といった時期
に関するの証言が得られた際には，これらの資料を用いて具体的な年代を確認した。表２－
２に実際に用いた年表の一部を示す。
これらの聞き取り調査によって明らかとなった自然環境の変化を，空中写真の判別・植生
図による自然環境の変化の把握と合わせて示した。本節では，上記の空中写真から判別でき
る情報に加え，第１章で用いた植生調査の結果を用いた。それぞれの集落において，4 つの
年代の空中写真，1979 年実施の植生調査，2000 年～2002 年実施の植生調査の結果を示し，
聞き取りで得られた情報との整合性を見た。
以上の方法によって，聞き取り対象とした農村集落において，その自然環境がたどってき
た変化を明らかとした。聞き取りの結果と，各集落における空中写真から判別される特徴と
合わせ，各集落における自然環境の変化の概略を述べる。

29 国土地理院撮影：小田集落（1947 年 10 月 26 日，1961 年 9 月 1 日，1975 年 1 月 29 日，2008 年 5 月 6 日），
平塚集落（1948 年 1 月 5 日，1961 年 11 月 2 日，1975 年 1 月 19 日，2017 年 2 月 15 日），六斗集落（1947 年
11 月 1 日，1962 年 5 月 8 日，1975 年 1 月 30 日，2008 年 5 月 6 日，2013 年 5 月 8 日），結束集落（1948 年 3
月 27 日，1962 年 5 月 8 日，1975 年 2 月 3 日，2013 年 5 月 8 日）

92

表２－２
西暦

和暦

集落ごとの資料年代とつくば市・我が国における代表的な出来事
小田

平塚

六斗

1925 大正 14

結束

つくば市・日本

T 氏生

1933 昭和 8

N.S 氏生

1939 昭和 14 I 氏（妻）生

S 氏生

第二次世界大戦開
戦

1940 昭和 15 I 氏（夫）生

西筑波飛行場開設

1945 昭和 20

太平洋戦争終結

1947 昭和 22 空中写真：10 月 26 日 A 氏生
1948 昭和 23

空中写真：11 月 1 日

空中写真：1 月 5 日

空中写真：3 月 27 日

1950 昭和 25

朝鮮戦争勃発

1955 昭和 30

N 氏（妻）生

1957 昭和 32

N 氏（夫）生

昭和の大合併

1958 昭和 33

1961 昭和 36 空中写真：9 月 1 日

東京タワー完成
空中写真：11 月 2 日
日本自動車研究所
（ JARI ） 高 速 周 回
路完成・運用開始

1962 昭和 37

空中写真：5 月 8 日 空中写真：5 月 8 日

1964 昭和 39

東京オリンピック

1966 昭和 41

筑波研究学園都市
の用地買収開始

1969 昭和 44

筑波研究学園都市
の総合起工式

1970 昭和 45

大阪万博

1972 昭和 47

筑波大学起工式

1973 昭和 48

筑波研究学園都市
の用地買収終了

1975 昭和 50 空中写真：1 月 29 日

空中写真：1 月 19 日 空中写真：1 月 30 日 空中写真：2 月 3 日

1977 昭和 52

常磐自動車道着工

1978 昭和 53

成田空港開港

1985 昭和 60

筑波万博開催

1987 昭和 62

筑波鉄道廃止
つくば市誕生
牛久自然観察の森
開園

1990 平成 2
1994 平成 6

常磐新線起工式

1995 平成 7

阪神淡路大震災発
生

2005 平成 17

JARI の高速周回路
移転

2008 平成 20 空中写真：5 月 6 日

つくばエクスプレ
ス開業
空中写真：5 月 6 日

2011 平成 23

東日本大震災発生

2013 平成 25

空中写真：5 月 8 日 空中写真：5 月 8 日
筑波山地域「日本
ジオパーク」認定

2016 平成 28
2017 平成 29

空中写真：2 月 15 日
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２．３．２

小田集落

図２－４に，小田集落における 1940 年代・1960 年代・1970 年代・2010 年代付近の空中
写真，1979 年実施の植生調査，2000 年～2002 年実施の植生調査の結果を示す。ここでは，
小田集落のほぼ全域，大字境界までを含めた領域を植生調査の結果に示し，空中写真はその
内で居住地と宝篋山の山麓の領域が撮影されたものを示した。
小田集落は，標高 460.7ｍ の宝篋山山頂から山麓にかけての範囲を占める集落であった。
宝篋山は，筑波山地域の中では南西方向に飛び出すように位置し，つくば市の平野部に向け
せり出していた。集落の南西方向にある桜川が作る低地は，大規模な水田地帯である。隣接
する集落とは，宝篋山のひとつの稜線を境界とする。山麓の街道に沿って集落の居住地が位
置する。居住地の中心部には，中世の史跡である小田城があり，1987 年の廃線まで，筑波
鉄道小田駅が置かれた。小田城の城下町として成立した大規模な集落であり，江戸期には大
面積で多くの人口を有する集落として，周辺の農村との山野争論が頻発していた[112]。
居住地のすぐ北側に張り出した尾根は「前山」と呼ばれ，古くから自然資源の利用が盛ん
であった。宝篋山は中腹からは国有林となるため，山麓や前山の私有林が自然資源を得る場
であったとの証言が得られた。1970 年代までは，山麓には棚田が位置し，森林は所々で空
き地や，木々の合間に空隙がある箇所が見られた。これらは伐採等，植林等管理がなされて
いた証拠である。また，宝篋山山頂には宝篋印塔があり，聞き取り対象者の幼少期には「年
の初めの詣で山頂に松明をもちながらいく」行事が集落であったとの証言が得られ，山頂手
前に女人結界の名残がある等，宝篋山を富士山に見立てた浅間信仰がなされていた。したが
って，小田集落においてはその景観構造として里地－里山－奥山があったと考えられる。
2010 年代には，山麓の棚田の一部は森林化していた。また，森林については，空隙の見
えない密生化したものとなった。1970 年代より以前は，燃料や堆肥へと利用するために，
アカマツ林が維持されていたという証言が得られた。しかし，1970 年代以降にはそれらの
利用は停止し，アカマツはその後松枯れによりほぼ全滅した。その後，自然資源の利用はな
く植生遷移が進んだことから，現在の森林は落葉樹や常緑樹で構成された。これらの証言を
裏付ける結果が，植生調査結果の変遷からも見て取れた。集落全体において，古くから居住
地の位置した街道北部に国道が通ったが，大規模な開発はなされなかった。そのため，
1940 年代から現在まで，田畑－居住地－田畑－森林という構造は維持された。ただし，森
林との境界である棚田については，耕作放棄により居住地側に大きく後退した。
森林の景観が変化し「荒れた」ものになったという認識が集落住民には持たれていた。そ
のため，過去のような「きれいな」里山の復元のために，NPO 法人小田地域振興協議会，
ボランティア団体宝篋山整備隊が中心となり，登山道の整備と，登山道周辺の景観管理を実
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施していた。なお，整備初期においては，現在六斗集落で活動する「つくばフォレストクラ
ブ」の活動場所でもあった。つくばフォレストクラブは，茨城県の森林湖沼環境税を活用し，
現在の散策道につながる一部の森林の整理を実施していた。2010 年代の現在には，つくば
市観光推進課の支援により，登山道案内のパンフレット，休憩施設と山頂トイレの維持がな
されており，筑波山地域ジオパークのジオサイトのひとつとしても，つくば市の観光地とし
て市の HP でも紹介された30。

２．３．３

平塚集落

図２－５に，平塚集落における 1940 年代・1960 年代・1970 年代・2010 年代付近の空中
写真，1979 年実施の植生調査，2000 年～2002 年実施の植生調査の結果を示す。平塚集落
は，大字東平塚，大字西平塚，大字下平塚に分かれる。図２－５には，西平塚と下平塚の境
界付近を中心とした領域を示した。
東平塚と西平塚・下平塚の境界に蓮沼川が南流し，河川沿いに水田が見られた。1960 年
代までは，水田は蓮沼川沿いと，蓮沼川に注ぐ小河川が作る谷津に沿ってのみ見られた。こ
れは地形的な制限であり，水田の途切れるところからは僅かな傾斜の台地の縁で，1960 年
代までは居住地や畑，森林が位置していた。森林は台地上を覆い，他の大字の境界にまで至
った。台地の標高は最大でも 20ｍ 程度で，平地林に分類された。このような河川－水田－
居住地・畑地－森林という景観構造をひとつの集落が取り，この景観構造が河川に沿って繰
り返されていた。これは，茨城県南部の洪積台地において典型的な景観構造である[42]。
景観構造は，1940 年代と 1960 年代であまり変化は見られなかった。台地上の短冊状に並
ぶ土地利用は全て森林で，主にマツ林であった。モザイク状に見えるのは，伐採後の草地化
しているものや，植林後，生育段階にあるものが混在しているためであった。しかし，
1970 年代には，そのような森林の一部が円周状の道路施設の内部に組み込まれた。この施
設は，1964 年より運用開始した日本自動車研究所（JARI）のテストコースであった。その
結果，コース内側の森林の管理は JARI が主体となり，平塚集落から分離された。ただし，
1990 年代までヘリで松枯れ防止の空中薬剤散布を行う等，森林の管理はなされていた。
JARI のコース外の森林は，集落の森林として管理された。メロンやスイカ栽培に用いる落
葉を得るために，1990 年代程度まで維持されたとの証言が得られた。これは，同じような
景観構造を取る，広域つくば圏のつくばみらい市において残存していたマツ林における利用

30

つ く ば 市 経 済 部 観 光 推 進 課 ： 観 光 ス ポ ッ ト ・ 関 連 施 設 ホ ー ム ペ ー ジ

<city.tsukuba.lg.jp/kankobunka/kankojoho/spot/1001454.html>, 2019.7.11 更新, 2019.11.7 参照
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形態や時期と一致した[51]。これらの証言を裏付ける結果が，植生調査結果の変遷からも見
て取れた。
しかし，常磐新線（現つくばエクスプレス）の新駅建設地が集落南部に設定され，JARI
のテストコースの廃止による再開発がなされることとなった。1994 年の常磐新線起工式以
降，JARI の内部にあった森林は全て造成された。また，集落の森林においても，西平塚を
中心に開発と造成が行われ，2010 年代の現在には約 30ha が残る。この森林の所有は，聞
き取り対象の S 氏と茨城県であった。S 氏は，常磐新線の開発によって全ての森林が失われ
ることは避けたいと考え，自身の所有する森林を保健保安林とした。また，周辺の森林とも
合わせて保全することを望み，S 氏が所有する以外の集落の森林に関しても，他の地権者と
調整し，その土地を茨城県が取得することで，その後の統一的な管理が実施できるようにし
た。これらの森林は「葛城大規模緑地」として，県から委託された NPO 法人つくば環境フ
ォーラムが管理を実施し，数年以内に公園としての一般公開を目指している。その管理にお
いては，S 氏等集落住民と協力をしながら，都市化が進んだ地域に残された里山としての自
然環境の保全を目指している。
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図２－４

小田集落の空中写真と植生調査における植生分類
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図２－５

平塚集落の空中写真と植生調査における植生分類
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２．３．４

六斗集落

図２－６に，六斗集落における 1940 年代・1960 年代・1970 年代・2010 年代付近の空中
写真，1979 年実施の植生調査，2000 年～2002 年実施の植生調査の結果を示す。
六斗集落は，平塚集落と同様に，洪積台地に成立する典型的な集落で，河川－水田－居住
地－畑地－森林という景観構造を持つ[42]。ただし，集落西部を南流する谷田川は，牛久沼
への注ぎ口へ近く比較的大きな幅の河川である。ここでは，「浮田」という水面に浮く構造
の特殊な形状の田が作られ，河川－浮田－水田という構造をとっていた[138]。
大規模な開発等はなされず，農村としての景観構造には大きな変化はなかった。浮田につ
いては，1970 年代から 1980 年代にかけて圃場整備がなされ，常田化した。森林の景観構造
の変化は平塚集落と似ており，1940 年代と 1960 年代に見られた台地上の短冊状に並ぶ森林
は，伐採や植林の繰り返しによって生まれた景観であった。ここでの森林も，小田集落，平
塚集落と同様にマツを主体とした里山であった。1960 年代以降は，里山跡地化に伴い森林
を維持していく意義が薄くなり，1970 年代以降は，一部の森林が畑地化した。結果として，
小田集落，平塚集落と同様にマツを主体とした森林は落葉広葉樹の森林に置き換わった。し
かし，空中写真からは，2010 年代付近においても短冊状の形状の名残は見ることができた。
これらの証言を裏付ける結果が，植生調査結果の変遷からも見て取れた。なお，現在は比較
的多く残る畑地であるが，高齢化が進んでいることから，今後数十年で急速に失われていく
のはないかという懸念が聞き取り対象者からは表明された。
森林における自然資源の利用は停止したことから，森林は藪に覆われていた。そのような
状況に対し，ボランティア団体「つくばフォレストクラブ」が地権者との協定を結び，散策
道を備えた里山として管理を実施していた31。

２．３．５

結束集落

図２－７に，結束集落における 1940 年代・1960 年代・1970 年代・2010 年代付近の空中
写真，1979 年実施の植生調査，2000 年～2002 年実施の植生調査の結果を示す。
平塚集落・六斗集落と同様に，洪積台地に成立する典型的な集落で，河川－水田－畑地－
居住地－森林という景観構造を持つ[42]。集落北部を東流する河川は小野川で，江戸時代に
は水運に用いられた。大規模な開発等はなされず，農村としての景観構造には大きな変化は
なかった。森林の景観構造の変化は平塚集落と六斗集落と似ており，1940 年代と 1960 年代

31 つくばフォレストクラブ：つくばフォレストクラブホームページ<http://tfc096.opal.ne.jp/>, 2019.1.19 更新,
2019.11.7 参照

99

に見られた台地上の短冊状に並ぶ森林は，伐採や植林といった里山の管理に由来し，その後
管理の停止によって短冊状の配置は失われた。結果として，里山の時代のマツを主体とした
森林は，落葉広葉樹の森林に置き換わった。これらの証言を裏付ける結果が，植生調査結果
の変遷からも見て取れた。ただし，結束集落では，その森林は 1990 年に開園した「牛久自
然観察の森」の敷地として位置付けられ，牛久市の指定管理者である NPO 法人「うしく里
山の会」によって管理された。
結束集落は，他の集落と異なり約 30 年間に渡って保護地域化が図られており，またその
管理は今後も継続する見込みが高い。よって，この事例からは，農村集落の里山が里山跡地
化し，その後再び里山として保護地域化がなされた場合において，その管理を持続させるた
めの知見を得ることができると考える。そこで，次節では結束集落及び牛久自然観察の森に
着目し，その自然環境の変化と実施されてきた管理をより詳細に明らかとした。
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図２－６

六斗集落の空中写真と植生調査における植生分類

101

図２－７

結束集落の空中写真と植生調査における植生分類
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第４節

里山跡地の保護地域化による自然環境の時空間的な変化とその管理の課題

２．４．１

「牛久自然観察の森」の概要

本節では，都市近郊林としての価値と，里山としての価値を位置付けた上で，それらの多
面的な価値の発揮を目指して保護地域化がなされた後の課題について検証した。そのために，
農用林から保護地域化した都市近郊林において，農用林と保護地域それぞれの植生によって
形成される景観及びその管理を比較した。農用林における樹林地・柴地・草地，都市近郊林
における樹林地を相互に比較するため，本節では樹林地・柴地・草地をまとめて「林野」と
呼称する。事例として，放棄された農用林を行政が管理し，里山としての地域の文化・伝統
の価値を位置付け，かつレクリエーション，環境教育の場としても活用される都市近郊林を
選定した。さらに，このような林野においては，集落の田畑等の土地利用との関係が重要で
あり，農村集落の土地利用構造が大きく変化していないことも条件となる。そのような条件
を満たす事例として，広域つくば圏の内から牛久市「結束集落」，その集落の農用林として
の利用がなされ，後に「牛久自然観察の森」として保護地域化された都市近郊林を選定した。
牛久自然観察の森は，環境庁の「身近な自然活用地域整備事業」によって，1984 年から
全国 10 ヶ所の自然観察の森のひとつとして整備された。整備の主目的は，環境教育やレク
リエーションの場としての市民利用と，都市近郊に残存する農村のような身近な自然環境の
保全にある[139]。自然観察の森（21.5 ha）と「みどりの保全区」（7.4 ha）は，牛久市の
条例によって位置付けられ，指定管理者の NPO 法人うしく里山の会が管理運営を担ってい
る。「みどりの保全区」は，自然観察の森と一体化した森林自然環境の保全のために，開
発・樹木の伐採等各種行為を制限する区域である。散策等，公園緑地としての利用は可能で
あるが，自然観察の森とは異なる管理計画にもとづき管理される。どちらも牛久市が地権者
と 20 年間の借地契約を結んでおり，それらの土地は結束集落において農用林として利用さ
れていた林野の一部である。図２－８に，結束集落と牛久自然観察の森の関係を示す。結束
集落は，天正期（1573～1592 年）に成立したとされる[140]。集落の面積は約 100 ha であ
り，北方に位置する小野川，東西の谷津を他集落との境界とする。人口は，明治期より 70
～90 人程度で推移しており[141]，2019 年現在には 66 人である32。林野は台地の斜面に位
置し，緩やかな傾斜の平地林である。

32

牛 久 市 ： 住 民 基 本 台 帳 人 口 （ 町 名 別 ） | 牛 久 市 公 式 ホ ー ム ペ ー ジ

<http://www.city.ushiku.lg.jp/page/page005894.html>, 2019.10.30 更新, 2019.11.1 参照
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図２－８

結束集落と牛久自然観察の森

本研究では，農用林として利用があった時代を 1960 年代までとし，その中でも 1950 年
前後を「農用林時代」と定義し分析する。1960 年代には，牛久市の農村集落においてプロ
パンガスと化学肥料の普及が進んでおり[141]，その後，農用林の管理は放棄されたと考え
られる。また，得られる文献資料や集落古老の記憶が 1940 年代以降に限られることに加え，
事例地を含めた現牛久市周辺の土地利用が都市的なものへと変化するのは 1950 年代以降と
報告されている[66]。したがって，1950 年前後の状況に絞って調査を実施する。自然観察
の森は 1990 年から開園しているが，開園から 20 数年が経ち，維持管理の作業行程や作業
頻度が固定化した 2013 年前後を「保護地域時代」と定義し分析する。

２．４．２

研究の方法：農村集落内における土地利用の比較

本研究を進める上で，集落が里地里山の土地利用構造を維持しており，農用林から保護地
域化した林野を所持していることを確認する。そこで，農用林時代と保護地域時代における
結束集落全体の土地利用構造と，林野の変遷を明らかとした。
国土地理院発行の 1/25,000 地形図（1952 年測量，2010 年測量），結束集落を含む空中写
真（1948 年 3 月 27 日撮影，2013 年 5 月 8 日撮影），宅地利用動向調査図（2005 年），土
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地所有図33をもとに，地理情報システム QGIS(Version 2.18.6)を用いてそれぞれの時代にお
ける土地利用の分類をした。
土地利用の分類は，地形図に記載されている地図記号をもとに，相互の比較のために林
野・田畑・住宅地・水域・道路・屋敷林・その他34とした。地形図で明確な境界線が描写さ
れていない場合には，宅地利用動向調査図や空中写真，土地所有図から境界線を確定させた。
得られた結果をもとに，時代毎に土地利用の構成，生じた変化とその面積を集計した。また，
結果をもとに，自然観察の森とみどりの保全区に指定されている区域の内，林野のまま変化
していない区域「自然観察の森の林野地区」を定義した。

２．４．３

研究の方法：自然観察の森の林野地区での植生が形成する景観の比較

空中写真から林野の植生を判断し，自然環境を分析した既往研究[67–69]を参考に，1948
年および 2013 年撮影の空中写真から植生が形成する景観を分析した。分析対象は，「自然
観察の森の林野地区」とした。
まず，林野の利用は基本的に土地所有者の意向が反映されるため，地籍図上の境界線をも
とに区画毎に多角形を作成した。次に，それぞれの区画を空中写真から見られる樹木の粗密
度にもとづき，以下の 4 つの判断基準から分類した。

a. 樹林（密）：樹冠投影面積 71～100 %程度
b. 樹林（疎）：樹冠投影面積 11～70 %程度
c. 柴地

：樹冠投影面積 0～10 %程度，林床に苗木がある

d. 草地

：樹冠投影面積 0～10 %程度，林床に苗木がない

樹林は，樹冠投影面積の割合から樹木が密生するものと疎であるものとに分け，樹林でない
ところは，細かな点々として確認できる苗木の有無から伐採直後（草地）とその後ある程度
経過したもの（柴地）とを分けた。なお，2013 年の空中写真は 5 月の撮影であるのに対し，
1948 年の空中写真は 3 月末の撮影で，樹冠投影面積を同一の基準で推定するには，2013 年
では特に広葉樹において葉の展開の影響があると考えた。そこで，2016 年 2 月 26 日に現地

33 「登記情報提供サービス」より最新の「地図情報」を取得した。<http://www1.touki.or.jp/gateway.html>
2018.1.9 更新, 2018.1.9 参照
34 道路は地形図上で 1m 以上の幅があるものとした。屋敷林は集落の東西中央線の南方が農用林とされていたと
のことから，その北方に位置する樹林地とした。その他へは，1970 年代以降に整備された施設や駐車場等利用
施設を分類した。
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調査を実施し，撮影写真を樹冠投影面積判断の補助とした。なお，一部では区画内部に樹木
の粗密度が異なるまとまりが明確な境界をもって観察され，そのような場合は境界線を追加
し，区画を分割した。
最後に，空中写真を背景として隣り合う区画を比較し，境界線を確定した。この際，空中
写真の立体視判読もあわせて実施した。隣り合う区画が異なる樹木の粗密度の分類だった場
合，境界線を残した。同一の分類だった場合は，内部の植生の樹冠の高さに差が見られた場
合，もしくは道による分割がみられた場合には境界線を残し，それらが観察されない場合は
削除した。このようにして，同一の植生を持つまとまりを作り，それらから成る景観を示し
た。この時，道による分割とは「農村集落内における土地利用の比較」で明らかとした「道
路」の土地利用とは異なり，空中写真から判別できるものである。
結果から，農用林時代と保護地域時代での林野における植生が形成する景観を比較し，生
じた変化とその面積を明らかとした。

２．４．４

研究の方法：自然観察の森の林野地区における植生管理の比較

土地利用としては林野であっても，その管理は農用林の場合と，保護地域の場合とでは異
なると考えられる。そこで，「自然観察の森の林野地区での植生が形成する景観の比較」で
明らかとした両時代の各植生のまとまりと，実施された管理の場所と内容を対応させること
で，植生毎においてなされた管理の形態を明らかとした。そのために，両時代での林野の土
地所有者，利用者，利用方法，管理の実施主体，植生毎の管理内容，頻度，樹種を調査した。
農用林時代については集落の古老である T 氏への聞き取り35，保護地域運営者が過去に実施
した聞き取り調査資料[142]を参考とした。保護地域時代については運営者への聞き取り 36，
管理計画の記された報告書[143]，日々の管理内容について，作業と方針を記述した報告書
[144]，管理作業の頻度としてその実施回数と場所を記録した報告書[145–147]を確認した。
以上の結果から，農村集落内部での土地利用の変遷，自然観察の森の林野地区における農
用林時代と，保護地域時代の植生が形成する景観及び植生管理を比較し，その差異を明らか
とした。

２．４．５

結果：農村集落内における土地利用の時空間的な変化

図２－９に，農用林時代から保護地域時代での結束集落における土地利用の変化を示した。
農用林時代には，集落の総面積 101.4 ha のうちを林野が 44.9 ha(44.3 %)，田畑が 35.9

35 2014 年 8～9 月実施，1 回あたり 1 時間程度，全 3 回，当時 89 歳
36 常勤・非常勤の職員 5 名を対象とし，半構造化インタビューを複数回実施
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ha(35.4 %)を占め，次いで 13.9 ha(13.7 %)を屋敷林，残りが住宅地や水域等であった。保護
地域時代には，林野が 30.4 ha(30.0 %)，田畑が 39.0 ha(38.5 %)，屋敷林が 13.7 ha(13.5 %)，
新たな土地利用のその他が 5.8 ha(5.7 %)であった。内訳をみると，林野は 14.5 ha が変化し
たが，それ以外は最大でも田畑の 3.1 ha の変化であり，最も変化量が大きかったものは林
野であった。図２－１０に，保護地域時代の林野の土地利用 30.4 ha について農用林時代で
の土地利用を示し，同時にその内で「自然観察の森の林野地区」が占める割合を示した。
「自然観察の森の林野地区」は，自然観察の森とみどりの保全区に指定されている区域
（29.0 ha）の内，駐車場，建造物，水域，過去に利用されていた道路を除いた，林野のま
ま変化していない区域（26.4 ha）である。現在の林野 30.4 ha の内，林野のまま変化しなか
ったのは，29.6 ha と大半であり，農用林時代の林野土地利用が残存した箇所が保護地域時
代での林野のほとんどを占めることが確認できた。さらに，その内で自然観察の森の林野地
区が 26.4 ha とほとんどを占めることも分かった。

図２－９

結束集落における農用林時代から保護地域時代の土地利用の変化

図２－１０

保護地域時代の林野内訳と履歴
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また，集落内部の土地利用を比較（図２－１１）することで，以下の点が明らかとなった。
集落中央付近を東西に貫く道路が田畑と林野の境界となっていて，その道路に沿って住宅地
が配置された。基本的な集落内の土地利用の配置に大きな差は見られなかった。集落内部で
土地利用の変化のほとんどは，住宅地から離れた位置にある林野であり，田畑とその他への
変化だった。その他とは，具体的には研究機関や畜産施設の建造物であり，それらの運営主
体は集落外部であった。

図２－１１

２．４．６

結束集落における農用林時代と保護地域時代での土地利用図

結果：自然観察の森の林野地区における植生景観の時空間的な変化

図２－１２に，農用林時代から保護地域時代での自然観察の森の林野地区 26.4ha におけ
る樹木の粗密度の分類と変化を示した。農用林時代では，樹木の粗密度の構成は，樹林（密）
12.1 ha(45.8 %)，樹林（疎）2.1 ha(8.1 %)，柴地 6.4 ha(24.2 %)，草地 5.8 ha(21.9 %)であ
った。比率としては，密・疎でまとめた樹林と，柴地・草地とがおおよそ 1：1 で存在して
いた。一方，保護地域時代では，その構成は樹林（密）21.7 ha(82.3 %)，樹林（疎）4.4
ha(16.5 %)，柴地 0 ha，草地 0.3 ha(1.2 %)であった。

図２－１２

自然観察の森の林野地区における農用林時代から保護地域時代の樹木の粗密度
の分類と変化
108

これらの変化について，位置関係を図２－１３に示した。1948 年撮影の空中写真からは，
林産物利用のための施業ローテーションに由来すると考えられる，樹林が発達しているもの
とそうでないものが混ざりあった，モザイク状の植生のまとまりが確認できた。その結果，
農用林では，土地所有の境界と一致して，隣り合う植生の違いが判別できる区画は 94 ヶ所
あり，ひとつの区画の平均面積は 0.3 ha 程度であった。一方，2013 年撮影の空中写真から
は，境界が区別できない樹林（密）がほとんどだった。その結果，自然観察の森では土地所
有境界と一致するような小規模の区画はなく，植生が形成する景観は単一的であった。

図２－１３

自然観察の森の林野地区における農用林時代と保護地域時代の植生が形成する
景観

２．４．７

結果：自然観察の森の林野地区における植生管理の変化

農用林時代を対象とした聞き取り及び文献調査から，土地所有者，利用者，管理の実施主
体は結束集落の住民であったことが分かった。管理の内容と頻度は，樹種毎に定められてい
た場合と，林野全体で共通する場合があったことが明らかとなった。伐採・植林の頻度は
20～50 年程度と樹種により異なり，草刈りや落ち葉かき，枝打ち等の手入れは，樹種に依
らず日常的になされていた。これは，伐採により木材を得る目的と，林床の下草や落葉落枝
を得る目的の２つの異なる目的を同時に満たすための管理と言える。
主に用いられた樹種は，スギやマツ，一部でクヌギ等であり，材木として利用できる種で
あった。その単位は樹種毎にまとまっており，基本的に土地所有に紐付いた小規模の面積で
あった。伐期はスギで 50 年，マツで 20 年とされた。スギは住居近くの台地縁に植えられた
との聞き取りから，図２－１３の農用林時代に見られる樹林（密）の内，中央北にまとまっ
てある箇所と推測される。マツはスギより短期間で伐採し，同じ時期に植林したまとまりが
土地所有にあわせて短冊状にみられたとの聞き取りから，図２－１３において草地や柴地，
樹林（疎），樹林（密）が交互に配置されているところは，多くがマツ林であったと推測さ
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れた。クヌギは製炭に用いられたが，全体に占める面積は少なかったとの聞き取りが得られ，
位置の特定まではできなかった。これらの樹種が樹齢毎にまとまった結果が，図２－１３に
おける 94 ヶ所の区画に分かれる植生のまとまりを作り出していた。この構造により，集落
住民は植林後に材木となるまで数十年かかっても，毎年どこかで出荷に適した木材を得るこ
とができていた。
一方，保護地域時代には，土地所有は結束集落住民にあるが，利用は一般市民で，管理の
実施主体は，牛久市の指定管理者である NPO 法人うしく里山の会となった。聞き取り・文
献調査からは，一部で環境教育目的での炭焼き等がなされるが，資源利用を目的とした伐採
はなく，管理作業で発生した落葉落枝等も活用はされず，林産物利用はほとんど消失したこ
とが明らかとなった。また，2000 年前後までは結束集落住民を交えた協議会，地域の伝統
的な林産物利用についての助言を得る場等が設けられていた。現在では，1950 年代以前の
集落の姿を知る人々の高齢化等により，開催されていないことも明らかとなった。現状とし
て，自然観察の森運営への集落住民の関わりはほとんどなかった。
運営主体の文献資料の調査からは，具体的な林野の管理計画と内容が明らかとなった。自
然観察の森においては，開園前からゾーニング計画が策定されており，現在まで同一の方針
が維持されていた。ゾーニング計画によって設定された区域は，駐車場等を除いて 19 ヶ所
あり，それぞれに目標とする植生，具体的な管理手法が設定されていた。各区域で目標とさ
れる植生は様々であるが，来園者の利用を想定せず，植生遷移に任せるいわゆる
Preservation の方針が取られる場所と，利用のために特定の植生を維持すべく，いわゆる
Protection の方針が取られる場所とに分けることができた。そして，来園者の自然体験の場
としての利用がある場においても，林野以外の土地利用であるものと，林野として特定の植
生を管理しているところに分けることができた。さらには，これらの場所では，管理方針に
おいて「過去に結束集落に見られた『里山』の景観を目指す」と言及しているところもあっ
た。この時の「里山」は，実際に自然観察の森が発行する文献への記載，または聞き取りと
して得られたものを指す。これらの内容について，表２－３に示し，それぞれの特徴から A
～D，みどりの保全区の E を加えた 5 区分を設けた。管理内容と樹種について以下に示す。
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表２－３

自然観察の森におけるゾーニング計画の対象の区分と区域

A の区分には，Preservation の方針を取り，生態系保全の場とする区域をまとめた。B～
D の区分は，protection の方針を取り，来園者の自然体験の場と位置付けられる。B の区分
は，利用施設である「ネイチャーセンター」や水辺環境である「カッパ沼」等，林野以外の
土地利用が位置付けられていた区域とし，C・D の区分には，林野を特定の植生に誘導をし
ている区域をまとめた。その内 D の区分は，管理方針において「里山」の景観を目指すと
言及されているものとした。D では，数年毎の択伐の実施や，林床植生の積極的な管理を目
指す方針が取られている特徴があった。なお，E のみどりの保全区は，A～D の自然観察の
森と管理計画が異なり，報告書[144–147]に記述されていないため，別の枠組みとした。
表２－３には，「事業実施報告書」[145–147]のデータにもとづく 2013～2015 年度に実
施された植生管理の頻度も示した。管理作業は３年間で 314 回（日）分実施されていた。こ
れは，駐車場での作業や，ゴミ拾い，水辺環境の整備等，植生に関わる管理以外の実施回数
を含んでいる。それらを除くと，植生管理は 182 回（日）分実施されていた。なお，E では
管理計画が異なるためここでの比較はできず，空白としている。図２－１４にその内訳を示
す。作業内容としては，林床部の環境の整備を含む「草刈り」「落葉落枝除去作業」「低木
剪定」で大半を占め，樹木の伐採に関わるような「倒木処理」「間伐」作業は 10%を占め
るのみだった。植生管理を目的とした 182 回の作業内容について，区域ごとに集計し，作業
の実施回数と区域の関係を図２－１５に示した。なお，表２－３にも主な実施内容と作業実
施回数を合わせて示した。図２－１５からは，D の区分に作業が集中していることが判別で
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きた。D には 7 つの区域が位置付けられるが，その合計面積は 8.8ha であり，A～D の合計
20.3 ha の 43.3 %を占めた。そこに，182 回分の植生に関わる管理作業のうち，115 回
（63.2 %）が割り当てられていた。なお，D で実施される作業は草刈り，落葉落枝除去が大
半であった。

図２－１４

2013～2015 年度に自然観察の森で実施された植生管理作業の内訳

図２－１５

植生管理作業の実施回数と区域の関係

一方で，D には目標植生を定めて，「数年毎の択伐」実施が計画されていたが，実際には
択伐の記録は確認できなかった。これについての聞き取りにより，伐採の実施については計
画通りになされてこなかったことが明らかとなった。伐採が実施できる機会は，「森林湖沼
環境税」の適用等，外部資金を獲得できた時に限定されていた。開園前の 1980 年代後半に
は，整備のために環境庁，県，市から 2 億 2,500 万円の事業費が割り当てられ[139]，その
一部を用いて大径木の伐採や再造林等もなされていた[143]。しかし，その後は市からの定
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期的な運営予算の割当を除き，伐採の実施に用いることができるような予算が割り当てられ
たことはなく，上記のような外部資金を用いて伐採が実行できた機会はこれまで数回で，ご
く一部の区域でのものであった。

２．４．８

考察

農用林時代と保護地域時代では，結束集落における林野・田畑は，両時代共に集落全体の
7～8 割を占め，特に保護地域時代の林野はその 8 割が農用林時代から林野のままである等，
主要な土地利用の構造に大きな変化はなく，研究目的に対して適切な事例地と確認された。
なお，結束集落を含めた牛久市周辺部では，農村集落であればその土地利用構造が維持され
てきたとの指摘[66]から，農用林時代の林野が保護地域時代にも引き継がれてきたことは，
自然観察の森がもたらした特殊性とは限らないと推測される。
農用林時代において，草地・柴地・樹林（疎）・樹林（密）として見られた樹木の粗密度
にもとづく植生の違いは，林産物利用に用いられたマツやスギ，クヌギが，植林から伐採ま
での成長段階の違いとして表れていたものと考えられる。また，それぞれの区画において下
草や落ち葉等を得るために，こまめに草刈り，落ち葉かきがなされていたことにより，ほぼ
全ての区画の林床には植生がほとんど存在しなかったと考えられる。農用林時代の林野の植
生が形成する景観は，全体を見ればモザイク状に見える。このような，植生のまとまりが小
面積で多数配置されることによる，全体としての景観多様性は農用林の特徴として典型的な
ものである[67–69]。しかし，そのモザイクを構成する景観のまとまりは，数種類の樹種，
ほとんど存在しない林床植生，４つの成長段階から構成され，まとまりそれぞれの間には比
較的単純な違いしかなかったと考えられる。
一方，保護地域時代には，既に林産物利用はなく樹林（密）が占め，成長段階によるモザ
イク状の植生のまとまりにもとづく景観の違いはなくなっている。しかし，19 ヶ所の区域
毎に目標とする植生の状態が定められることで，マツ，スギ，クヌギ等の林産物利用に適す
る樹種だけでなく，様々な木本や草本，藪から高木林までの複数の林冠，林床植生の有無等
といった変化が生じるような植生分布を目指して管理がなされ，多様な景観が形成された。
どちらにおいても，植生管理によって景観の「多様性」を確保している点は変わらない。
農用林としては，日々の暮らしで用いるための林産物資源がいつでも得られ，材木について
もローテーションを組んで定期的に得られるような，利用機会の多様性が求められていた。
一方，保護地域としては，来園者である市民にとって有意義な自然体験が得られ，さらに自
然保護にも貢献するような場を目指し，農用林時代の植生から極相林に遷移する過程で見ら
れる潜在植生まで，植生の多様さによって生物多様性を求めた結果と解釈できる。
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このように，林野の利用目的が変化したことで，農用林時代と保護地域時代では管理手法
が異なり，結果として植生，そこから形成される景観が大きく異なっていた。自然観察の森
には，レクリエーション・環境教育の区域（表２－３，B～D）と，人の手を入れない生態
系保全を図っている区域（同 A）が存在し，前者の一部（同 D）に地域の文化・伝統の保全
の役割を位置付けていた。このようなゾーニングは，里山管理の本質は，過去にあった自然
環境や管理をなぞらえることではないとの指摘[72]と一致する。ここで，牛久自然観察の森
には，一部において地域の文化・伝統の保全の場としての役割を果たすべく，農用林時代の
植生の復元・継承を目指した管理をしようという意図が見られた。その場としては，表２－
３，図２－１５であげた D の区分に分類される区域が挙げられる。しかし，D の区分にお
いてその植生の維持をするための管理実施回数は，他に比べ多い（図２－１５）ことから，
農用林の植生の復元・継承には，多くの管理実施が必要となることが分かる。ここで実施さ
れている植生管理とは，草刈りや落葉落枝の除去等，林床部分の作業がほとんどである（図
２－１４）。そうして管理された結果としての植生は，バッタの原を除き樹林（疎）か樹林
（密）であり，成長した樹木で構成されている（図２－１１）。自然観察の森は，農用林時
代の植生を復元・維持するために，農用林時代になされていた管理のうち，林床を日々手入
れすることを共通して実施していた（図２－１６）。しかし定期的な伐採と植林については
実施していなかった。
伐採と植林は，計画上は定期的に実施するはずであった。しかし，初期の整備からおおよ
そ 30 年が経って樹木の大径木化，密生化が進んだことで十分に実行できていない。林床の
管理のみでは，今後はますます樹木の大径木化，密生化が進むと考えられ，数十年後には現
状として農用林の植生を目指し，維持している良く林床の管理された，見通しの良い樹林で
はなくなってしまうだろう。
牛久自然観察の森では，農用林時代に見られたような植生を，保護地域としての利用空間
の目標植生のひとつに位置づけ，その管理を実施してきた。しかし，その管理手法では林床
部の植生の維持に留まり，年々大径木化していく樹木に対して十分に対応することができず，
将来的には農用林時代にあった植生が形成していた景観とは全く異なる自然環境が創出され
る可能性が示唆された。これを避けるためには，管理開始から 20 年 30 年先を見据え，農用
林時代で見られたように伐採と植林を管理計画に組み込むことが必要となると考える。都市
公園等の施設長寿命化計画においても植栽に関する計画の不足が指摘されてきた[148]が，
里山跡地の保護地域化においても同様の課題であると言える。その人材と費用をどのように
工面するかが課題となるだろう。
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図２－１６

農用林と保護地域における林野の管理の共通性と差異

※農用林の写真[149]は 1950 年代の出島集落（結束集落から約 20 kｍ）
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第５節

まとめ

第１章で明らかとした都市近郊林の一部では，都市の自然環境としての価値や，里山とし
ての価値を位置付けた保護地域化が図られていた。このような都市近郊林の中でも，里山の
文化的な価値や生物多様性保全による価値を目的に位置づけ，保護地域化した事例も存在し
た。過去の植生が形成した景観は，農村集落による自然資源利用と密接に関わっていた。
過去の里山の自然環境は，マツを主体とした森林で構成されるモザイク状の景観であった。
広域つくば圏では，1960 年代以降に生じた樹林地・柴地・草地への人為的な影響力の減少
が見られた。当時，東京オリンピック開催等，高度経済成長に伴う社会構造の大きな変革が
あり，特にプロパンガス・化学肥料の普及，出稼ぎ労働による現金収入源の確保が集落の樹
林地・柴地・草地から得られる自然資源の価値を大きく減少させた。1960 年代までは，樹
林地・柴地・草地から得られる薪炭，材木，下草，落葉等の自然資源は日々の暮らしに欠か
せないものであるだけでなく，一部では消費地への売却も含めた収入源であった。そのため，
集落総出で樹林地・柴地・草地の管理には気を遣い，かつては「裸足でどこへでも入ってい
けた」「きれいだった」との証言が得られるような樹林地・柴地・草地が広がっていた。し
かし，1960 年代以降には自然資源を得続ける必要がなくなり，多くで樹林地・柴地・草地
の管理が放棄された。その状態が数十年と続いたことで植生が遷移し，「ジャングルのよう
な」「近寄りがたい」との証言が得られるような，現在の都市近郊林となった。
事例とした保護地域「牛久自然観察の森」においては，里山としての利用の歴史は管理者
に共有されていた。しかし，その里山としての価値の発揮は，ゾーニングによって保護地域
の一部領域として位置づけられるに留まった。全体では，過去の里山の復元がその第一の保
全目的とされていなかった。他のゾーニングとしては，梅園の維持といった，生物多様性保
全を考慮しない公園としての景観保全，また，アクセス手段の制限と植生遷移に任せた自然
に手を加えない管理方針による，原生的な自然環境を維持する保護（Preservation）が位置
づけられた。この内でも，過去の里山自然環境の保全は，強度な人為的介入を運営主体によ
る管理コストとして計上する必要があり，持続可能な形で維持してくことの難しさが課題と
なっていた。
牛久自然観察の森は，農村集落における里山が里山跡地となり，その後都市近郊林となっ
た際に，公的な主体が中心となって保護地域化を図った例であった。このような里山跡地の
公園緑地としての保護地域化は，都市近郊において里山が持っていた価値を現在に発揮させ
るために提案されてきた手法であった[70]。しかし，里山が里地との関係を絶たれたままで
は，里山的な自然環境を維持することには限界が見られた。
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第３章 自治体が収集したロードキル記録の活用による中・大型哺乳類の出
現記録地点の把握と都市近郊林における野生動物管理への活用
第１節

本章の目的

我が国において不足する中・大型哺乳類の出現状況を，自治体が収集する RK 記録によっ
て補完することが提案されてきた。本章では，自治体が収集した RK 記録を，実際に自然環
境保全に活用する場合における実用性の検討を目的とした。第一に，RK を通報した市民，
RK を記録した野生動物の非専門家である委託業者の両者による種同定の信頼性を検証した。
第二に，信頼性が検証された RK 記録にもとづき，実際に自治体が収集した RK 記録の特徴
を明らかとした。特徴から，都市域における哺乳類の生息状況把握に向けた基礎的知見を得，
先行研究で明らかとなっている知見と比較した。そのために，茨城県つくば市が収集する
RK 記録を研究対象とし，研究対象における市民・委託業者の同定結果を専門家の同定結果
と比較した。さらに，記録地点の道路種別と周辺自然環境との関係を分析した。

第２節

つくば市が収集したロードキル記録とつくば市における中・大型哺乳類

３．２．１

研究対象地の概要：茨城県つくば市について

本章では，茨城県つくば市を研究対象地とした。つくば市は，本研究で設定した広域つく
ば圏の内，筑波研究学園都市の中心である。我が国において，自治体が収集する RK 記録に
は，統一した記録手法や自治体横断型の記録のとりまとめはほとんど見られず，各自治体が
独自の手法で RK 記録を収集・管理している現状がある[98]。そのため，広域つくば圏に所
属するそれぞれの自治体においての記録を収集し，比較することは難しいと考える。よって，
広域つくば圏に行政界が全て含まれるつくば市のみを分析の対象とした。
つくば市は，東京の北東約 50 km に位置し，その面積は 284 km2 である[150]。北部に水
郷筑波国定公園に指定される筑波山地域があるが，その他は標高 20～30 m の平坦な地形で，
関東平野の一端を形成する。図３－１に，つくば市とその周辺の土地利用の分布を示す。平
野部においては多様な土地利用がモザイク状に混じり合う。森林地域は 43 km2 で，うち筑
波山地域に 22 km2，残りは平地林等の形で平野部に分散する。市街化区域は 54 km2 で，主
に市中央付近から南北に伸びる平野部に位置する。農業地域は 80 km2 で，主に市街周辺に

117

位置する37。市中心部には DID（人口集中地区）が存在し，人口は 2018 年現在約 23 万人で
ある[150]。また，図３－１に，つくば市における道路網の分布を示す。平野部を中心に自
動車道路網が発達し，つくば市内では高速道路を除いた国道，県道の総延長は 282 km，市
道の総延長は 3,674 km に達する38。なお，ここでの道路総延長からは，つくば市による RK
回収の管轄外である高速道路，RK が主に発生する地上部の道路ではない高架・トンネル内
の道路，自動車の通行できない歩道等の延長は除外されている。

３．２．２

茨城県つくば市における中・大型哺乳類の出現状況

茨城県レッドデータブック[151,152]，茨城県自然博物館の報告[153–156]，県内の機関や
任意団体が発行した報告書[135,142,157–160]に記載された記録，つくば市環境保全課及び
市内在住の猟師への聞き取り等執筆者の調査から，つくば市に生息すると推定される中・大
型哺乳類を把握した。この把握の結果について，第４章で詳細を述べる。市内で生息する
中・大型野生哺乳類は，確実な出現記録が存在し，定着が推定されるものではニホンアナグ
マ Meles anakuma（以下，アナグマ），アライグマ Procyon lotor（アライグマ），ニホン
イタチ Mustela itatsi（イタチ），ニホンイノシシ Sus scrofa（イノシシ），ホンドギツネ

Vulpes vulpes（キツネ），ホンドタヌキ Nyctereutes procyonoides（タヌキ），ホンドテ
ン Martes melampus（テン），ニホンノウサギ Lepus brachyurus（ノウサギ），ハクビ
シン Paguma larvata（ハクビシン）の 9 種が確認されている。2019 年現在，ニホンザル

Macaca fuscata の目撃情報はごく稀にみられる[153]。ホンシュウジカ Cervus nippon は，
死骸の確認と罠による捕獲の 2 件という，一部の目撃情報[156]に限られる。これらの種は，
ツ キ ノ ワ グ マ Ursus thibetanus ， ニ ホ ン カ モ シ カ Capricornis crispus ， ヌ ー ト リ ア

Myocastor coypus を含め定着していないと考えられる[153]。

３．２．３

つくば市が収集した RK 記録の概要と取得

つくば市では，高速道路と私有地内を除いた道路上での動物死骸に対し，市民による通報
があった場合，市から委託を受けた業者が出動し，回収・記録する。対応期間は元日を除く
通年であり，対応時間は 08:30～17:00 である。通報時には，市の担当窓口が市民より動物
死骸の種名，具体的な地点を聞き取り，内容を委託業者に転送する。委託業者は動物死骸の

37 国 土 交 通 省 国 土 政 策 局 国 土 情 報 課 ： 国 土 数 値 情 報 ダ ウ ン ロ ー ド サ ー ビ ス ホ ー ム ペ ー ジ ：
<http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/>, 2018.10.19 更新, 2018.11.9 参照
38 国土地理院：GitHub - gsi-cyberjapan/experimental_rdcl: 地図情報（道路中心線）のベクトルタイル提供実
験ホームページ<https://github.com/gsi-cyberjapan/experimental_rdcl>, 2017.8.17 更新, 2019.7.22 参照
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発見後，実際の地点，回収時刻，種名，写真を記録する。なお，つくば市における RK 記録
の収集は，主目的がイヌ，ネコ等愛玩動物の死亡情報の記録，道路衛生・安全管理にあり，
自然環境保全への活用はほとんどない。委託業者はペット葬儀会社であり，回収された死骸
は火葬される。
このように収集された記録について，市民からの通報時の文書，委託業者の最終報告書を
入手した。また，通報時の状況や記録の詳細等について確認するため，市担当者に対する聞
き取り調査を毎月 1 回実施した。最終的に，2017 年 4 月 1 日～2019 年 3 月 31 日の 727 日
間に収集された記録を取得した。なお，元の記録には記録時には道路上から私有地へ移動・
保管された個体等，RK 地点が特定できない記録が含まれた。それらに関しては，それぞれ
の記録における備考欄，最終報告書の写真記録および聞き取り等をふまえ除外した。
その結果，つくば市が収集し，本研究において用いる RK 記録の全報告数は 2,305 件であ
った。そのうち，無効記録 512 件を除外すると，有効な記録は 1,793 件であった。本研究で
は，この内で鳥類 170 件，その他分析対象外の 23 件を除いた中・大型哺乳類 1,600 件の記
録を対象に分析した。この記録には，アナグマ（N = 4），アライグマ（N = 34），イタチ
（N = 17），イヌ（N = 22），イノシシ（N = 5），キツネ（N = 3），タヌキ（N = 324），
テン（N = 1），ネコ（N = 833），ノウサギ（N = 134），ハクビシン（N = 223）が含ま
れた。これら 1,600 件の記録について，位置情報を特定し，図３－１に示した。
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図３－１

つくば市と周辺の土地利用，つくば市の道路網・ロードキル記録地点
※国土数値情報ダウンロードサービス，道路中心線より作成
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第３節

市民による通報をベースとした自治体の収集するロードキル記録における

種同定の特徴
３．３．１

研究の方法：専門家によるロードキル記録の精査と比較

つくば市が収集した記録からは，市民からの通報時に市職員が記述した文書における，市
民による種同定結果と，委託業者の最終報告書における，野生動物の非専門家である委託業
者による種同定結果を得ることができた。そこで，市民および委託業者による種の同定結果
を，専門家による同定結果と比較した。専門家による同定結果は，最終報告書における写真
記録から，執筆者ら複数人が同定したものとした。なお，執筆者らは狩猟免許を所持し，野
生動物モニタリング調査・研究での実務経験を有す等，本研究の対象とする野生動物に対し
て十分な識別能力を持つ。ここで，市民による種同定結果に関しては，市への対応を依頼す
る通報時の記録であるという特性上「タヌキまたはネコ」「わからない」といった，種が特
定されていないものを含む。これらに関しては，まとめて「不明」という分類とし，誤同定
として扱った。
一方で，市民の同定と委託業者による同定は独立の関係ではない。実際には，市民から通
報された種名をもとに，委託業者は現場で動物死骸を発見しており，市民の同定結果が委託
業者の同定結果に影響している可能性がある。そこで，委託業者の報告と市民の通報時の報
告について，執筆者ら専門家の同定した種名を最終同定結果として種判別の経緯を明らかと
した。

３．３．２

研究の方法：ロードキル動物死骸の損傷状況による種同定の正解率

また，市民と委託業者が種を正しく識別することができるかどうかは，RK 後の動物死骸
の状況にもよる[110]。重度に損傷した動物死骸は，同定において重要な種の形態的特徴が
失われた可能性がある。また，市民による通報では，凄惨な状況の動物死骸はあまり確認さ
れずに通報された可能性も高い。そこで，動物死骸の状況と，市民・委託業者の種同定正解
率の関係を明らかとした。動物死骸の状況に関しては，執筆者らが最終報告書における写真
記録を参照し，「大きな損傷なし」：元の種の形態をほぼ維持，「軽度の損傷」：形態は留
めるが，一部で欠損等損傷あり，「重度の損傷」：形態をほとんど留めない，の 3 段階で評
価した。なお，写真記録のみでは損傷具合を判断できないものは分析対象から外した。
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３．３．３

結果：種同定の正答率の比較

RK 記録にもとづき，通報した市民による種同定と，野生動物の非専門家である委託業者
による種同定を専門家である執筆者らによる種同定と比較し，正解率を明らかとした。結果
を図３－２に示す。全体の正解率を平均すると，市民で 71.4 %，委託業者で 94.4 %であっ
た。市民・委託業者において，ともに正解率が 100.0 %であった種はイノシシのみであった。
100.0 %ではないが，ともに比較的正解率が高かったのはイヌ（市民：81.8 %，委託業者：
100.0 %），タヌキ（70.4 %，98.8 %），ネコ（91.4 %，99.8 %）であった。市民において
正解率が比較的低く，委託業者では高かったのはイタチ（47.1 %，100.0 %），ノウサギ
（48.5 %，100.0 %），ハクビシン（25.1 %，79.8 %）であった。なお，ハクビシンに関し
ては，委託業者の正解率は 79.8 %で，イタチ・イヌ・イノシシ・タヌキ・ネコ・ノウサギ
（平均 99.8 %）に比べて低い。ともに正解率が低かったのはアライグマ（2.9 %，8.8 %），
キツネ（0.0 %，33.3 %）で，アナグマとテンは正解率 0%であった。市民による種同定の正
解率は相対的に低く，委託業者による判断の結果として，正解率が劇的に改善する種と，全
く改善されない種に二分されることが明らかとなった。

図３－２

市民と委託業者における種同定正解率
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委託業者の報告と市民通報時の報告について，専門家の同定した種名を最終同定結果とし
た種判別の経緯を図３－３に示す。アナグマとイタチについては，全体で市民の半数以上が
不明としていた。また，アライグマ・イタチ・タヌキ・ノウサギ・ハクビシンにおいても，
それぞれの種内で 20 %～30 %程度を市民が不明としていた。ノウサギに関しては，市民が
ネコと捉えたことが，ハクビシンにおいては，市民がタヌキと答えたことが，誤同定の最も
大きな原因であった。ただし，ハクビシンにおいては，市民によってイタチと報告された記
録が 12 件，5.4 %あった。テンにおいても，市民によってイタチと誤同定された記録が
100 %であった。一方，市民によるイタチが，そのまま正解だった場合は 8 件，47.1 %と比
較的多かった。また，アライグマは，タヌキへの誤同定が委託業者によるもので 79.4 %，
市民によるもので 50.0 %と比較的多かった。その他に関しては，基本的に市民が正しく同
定していた場合，そのまま委託業者も正しく同定している場合が多かった。なお，市民が正
しく同定していたにも関わらず，委託業者が誤同定したのはアライグマとハクビシンのそれ
ぞれ 1 件のみであった。

３．３．４

結果：ロードキル動物死骸の損傷状況による種同定の正解率

1,600 件の RK 記録の内，動物死骸の損傷状況の判断ができなかった記録は 31 件存在し
た。したがって，1,569 件の記録において損傷状況と種同定正解率の関係の分析をした。な
お，写真のみでは損傷具合を判断できなかった内，誤同定された記録は 4 件で，全て市民に
よる誤同定であった。この 4 件の記録は，結果からは除外した。
動物死骸の損傷状況について，全種でまとめると，対象の記録 1,569 件では大きな損傷な
しは 898 件（57.2 %），軽度の損傷は 332 件（21.1 %），重度の損傷は 339 件（21.6 %）
であった。1,569 件の記録へは，市民による誤同定が 454 件，委託業者による誤同定が 89
件含まれた。これらの記録について，種ごとに誤同定が生じた際の動物死骸の損傷状況との
関係を図３－４に示した。専門家が同定した哺乳類それぞれについて，市民と委託業者の誤
同定数，動物死骸の状況がどのようなものであったかを表した。
全種でまとめると，市民により誤同定された記録 454 件の内，大きな損傷なしは 208 件
（45.8 %），軽度の損傷は 115 件（25.3 %），重度の損傷は 131 件（28.9 %）であった。
また，委託業者により誤同定された記録 89 件の内，大きな損傷なしは 51 件（57.3 %），軽
度の損傷は 24 件（27.0 %），重度の損傷は 14 件（15.7 %）であった。全体として，大きな
損傷なし，軽度の損傷の割合が高かった。一方で，種ごとの市民の誤同定については，重度
の損傷であった場合に誤同定した場合が相対的に多かった。種ごとには，RK 記録全体での
重度の損傷個体割合 21.6 %を，市民による誤同定での重度の損傷個体割合が超すか，越さ
ないかで，おおよそ二分される特徴が見られた。
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図３－３

専門家による同定結果に対する委託業者，市民の種の認識
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図３－４

各種における市民と委託業者の誤同定と動物死骸の損傷状況の関係
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市民による誤同定がなされた場合において，重度の損傷個体割合が 21.6 %を超さなかっ
たのは，アナグマ（市民：0.0 %，委託業者：0.0 %）・アライグマ（市民：18.2 %，委託業
者：19.4 %）・キツネ（市民：0.0 %，委託業者：0.0 %）・テン（市民：0.0 %，委託業
者：0.0 %）・ハクビシン（市民：19.9 %，委託業者：17.8 %）だった。
市民による誤同定がされた場合において，重度の損傷個体割合が 21.6 %を超したのは，
イヌ（市民：25.0 %，委託業者：誤同定記録無し）・タヌキ（市民：38.9 %，委託業者：
0.0 %）・ネコ（市民：31.9 %，委託業者：0.0 %）・ノウサギ（市民：44.8 %，委託業者：
0.0 %）だった。なお，これらの種には，委託業者による誤同定で重度の損傷個体が見られ
なかったという特徴もあり，その点ではイタチ（市民：11.1 %，委託業者：誤同定無し）は
重度の損傷個体割合は 21.6 %より小さいが，これらの種のグループに近かった。

３．３．５

考察

つくば市における RK 記録の収集において，通報した市民一人一人の通報動機までは定か
ではないが，市の対応は道路上の死骸を処理するためのものであり，野生生物の出現を積極
的に報告しようという動機ではあまりないと思われる。したがって，自発的な報告としての
市民の種同定においては，先行研究のように専門的な知識をもつ人々が参加していることに
よる高い正解率[109]は期待できないと予想された。結果として，予想通りに市民の正解率
が低いことが確認された。対して，委託業者の正解率は相対的に高かった。市民による種同
定に対し，委託業者が判断を下すことで，種同定の信頼性の向上には大きく寄与していた。
一方で，正解率には種による特徴があった。市民と委託業者は，一般に認知度が高く体長
が大きい種（例：イノシシ）を正しく識別していた。しかしながら，稀または滅多に見られ
ない種（例：キツネとアナグマ），他の種に似ている種（例：タヌキに似るアライグマ，イ
タチに似るハクビシンとテン）は，両者によってしばしば誤認された。見慣れぬ種であった
こと，似た種がいることが高い誤同定率につながる点は，先行研究[110]に一致した。イノ
シシは，記録された種の中では唯一我が国において大型哺乳類と分類されるもので，社会的
な認知度は高い。その結果が，全正解に結びついたと考えられる。一方で，キツネとアナグ
マにおいては市民にまったく同定されず，委託業者にも誤同定された割合が高い。キツネと
アナグマは，茨城県レッドリストにおいて県南地域で情報不足とされながらも，比較的個体
数の少ない種とされ[151]，またつくば市内でも平野部での生息は希少とされており39，同
定者にとって身近な存在ではなかった可能性が考えられる。また，狩猟における誤判別に注

39 つくば市環境保全課，市内在住の猟師への聞き取り等執筆者の調査による。
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意喚起がなされるような，タヌキ・アライグマ，またはイタチ・ハクビシン・テンの組み合
わせでは誤同定が多かった。それぞれにおいて，アライグマはタヌキ，ハクビシンとテンは
イタチと判断された傾向があり，社会的な認知度の高さが影響した可能性がある。つくば市
において，主要な道路が密集し，都市的なものを含め様々な土地利用がモザイク状にあるの
は平野部である。そこでは，キツネとアナグマ，テンについては珍しいとされており，逆に
アライグマに関しては，特定外来生物として積極的な防除が実施されている[161]。また，
第２次茨城県アライグマ防除実施計画において，つくば市は「重点防除対応地域」に指定さ
れ，「目撃等により生息が確認された場所及びその周囲で徹底した捕獲を行うとともに，計
画的な捕獲を行い，生息域の拡大を防ぐ」と明記される[161]。したがって，ここでの誤同
定は，地域の自然環境保全において重要な意味を持つ野生哺乳類の出現を見逃している点で
大きな問題である。
また，本研究から，市民による一部の種の識別は，死骸の状況に依存すると考えられた。
アライグマ，ハクビシンは，死骸の状況に関わらず市民と委託業者の両者で誤同定が多い。
これは，両者が種の形態や特徴を熟知しておらず，かつ類似した種がいる影響と考えられる。
一方，市民に誤同定され，死骸の損傷も大きい種はタヌキ，ネコ，ノウサギである。この時，
委託業者は，先行研究[110]と同様に，業務としての対処から特徴を良く観察する機会があ
り，死骸の状況が悪くとも識別できていたと考えられる。市民については，死骸の状況が悪
い場合では観察が忌避され，誤同定が多くなったと思われる。ノウサギをはじめ，比較的小
型な種は時間経過とともに腐肉食動物による損傷が大きくなる[162]ことから，そのような
種の出現把握のためには委託業者による早期の回収と同定は重要である。ただし，この結果
においては，市民の通報時と委託業者の記録時での時間的な差異による，損傷の程度の差も
考えられる点には留意する必要がある。
市民・委託業者の両者で，種同定の信頼性向上は必須ではない。しかし，野生動物の非専
門家であっても，委託業者の判断は種同定の信頼性の向上に寄与している。自然環境保全へ
の活用を目指すのであれば，委託業者による種同定は維持すべきである。一方で，委託業者
の判断でも，希少種や特定外来生物の出現は誤判別されている。不明な，同定に自信のない
種であっても，業務上その精度向上が求められていないことも原因と考えられるが，いわゆ
る普通種に比べ，絶対的な出現頻度が低いことが大きな原因と考えられる。これにより，市
の報告では希少種や特定外来生物が記録されない結果となった。
したがって，市民や委託業者に向けて，地域に生息する可能性のある希少種や外来生物に
対する認知度を上げるための対策が必要と考えられる。つくば市では，比較的地域住民の環
境への関心も高く，環境教育事業が実施されている[163]。認知度の上昇には，市民を対象
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とした身近な環境での RK の実態を知るようなプログラムの設定等が考えられる。業者に向
けては，先行研究[110]で指摘されたように，地域に生息する可能性のある希少種や外来生
物の判別訓練プログラムの提供が必要である。また，市民が正しく同定をしたにも関わらず
委託業者が誤同定をする例はほとんどないことから，特に市民への野生哺乳類の認知度を上
げる取り組みが重要と示唆される。ただし，動物愛護と道路衛生・安全を担当する自治体部
署の業務としては，これ以上の業務負担は現実的ではないだろう40。さらに信頼性を向上さ
せ，野生哺乳類の出現把握に活用させるためには，道路維持管理のみを目的としたデータ収
集に限らず，自然環境保全の意義を付与する必要があると考える。そのために，自治体内で
の動物愛護，道路衛生・安全管理，自然環境保全の知見を融合した部署横断型のロードキル
観測システムの構築を提案する。予算や人員等，行政の持つ資源を広く共有することが，生
物多様性保全への対応においてもますます重要な役割を求められる自治体には必要となって
いくだろう。

第４節

中・大型哺乳類の生息状況把握に向けた自治体の収集したロードキル記録

の特徴
３．４．１

研究の方法：ロードキル記録地点と道路種別・車線数の関係

中・大型哺乳類における，種の違いによる出現の特性[85]を考慮し，RK 記録地点の道路
種別と周辺土地利用との関係について種ごとに分析した。RK 発生の物理的要因として，道
路の交通量，制限速度の影響が大きいとされる[100]。しかし，つくば市全域における道路
の具体的な交通量，制限速度に関するデータを入手することはできなかった。そこで，本研
究においては，交通量，制限速度をよく反映するデータとして，道路種別と車線数のデータ
を用いることで代替とした。元データは，国土地理院の道路中心線データから入手した41。
道路中心線データからは，道路の分類として道路種別と車線に関する情報を得ることができ
る。道路種別は「国道」「都道府県道」「市区町村道等」と分類され，本研究においては
「国道」「県道」「市道」と表記した。つくば市内の国道の総延長は 56 km，県道の総延長
は 282 km，市道の総延長は 3,674 km であった（表３－１）。車線は，「19.5 m 以上」
「13 m -19.5 m 未満」「5.5 m - 13 m 未満」「3 m - 5.5 m 未満」「3 m 未満」に分類され

40 つくば市への聞き取りからは，年々対応件数が増加しており，平成 31 年度は当初予算を超過したことが明ら
かとなっている。
41 国土地理院：GitHub - gsi-cyberjapan/experimental_rdcl: 地図情報（道路中心線）のベクトルタイル提供実
験ホームページ<https://github.com/gsi-cyberjapan/experimental_rdcl>, 2017.8.17 更新, 2019.7.22 参照
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る。本研究においては，車線数に着目し。「19.5 m 以上」と「13 m - 19.5 m 未満」を「4
車線以上」，「5.5 m - 13 m 未満」を「2～4 車線程度」，「3 m - 5.5 m 未満」「3 m 未満」
を「1～2 車線未満」とした。つくば市内において，4 車線以上の道路の総延長は 112 km，
2～4 車線程度の道路の総延長は 439 km，1～2 車線未満の道路の総延長は 3,461 km であっ
た（表３－２）。
表３－１
道路種別

道路種別と総延長
総延長（km）

国道

56

県道

282

市道

3,674

※道路中心線データより作成
表３－２
車線

車線数と総延長

車線

総延長（km）

19.5m 以上

4 車線以上

104

13m-19.5m 未満

4 車線以上

8

5.5m-13m 未満

2～4 車線程度

439

3m-5.5m 未満

1～2 車線未満

1,308

3m 未満

1～2 車線未満

2,153

※道路中心線データより作成

３．４．２

研究の方法：ロードキル記録地点と周辺土地利用との関係

道路周辺の土地利用は，RK 発生の環境要因のひとつとされる[100]。本研究においては，
国土数値情報ダウンロードサービス42から得られる森林地域，農業地域，市街化区域，DID
（人口集中地区）の土地利用区分を RK 発生に影響する要因として用いた。データの入手範
囲はつくば市を含む茨城県南部とし，その詳細を表３－３にまとめた。図３−１へは，これ
らの土地利用のつくば市とその周辺における分布を示した。

42 国 土 交 通 省 国 土 政 策 局 国 土 情 報 課 ： 国 土 数 値 情 報 ダ ウ ン ロ ー ド サ ー ビ ス ホ ー ム ペ ー ジ ：
<http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/>, 2018.10.19 更新, 2018.11.9 参照

129

表３－３
土地利用

土地利用と面積

国土数値情報の定義

面積(km2)

森林地域

森林に相当する地域

43

農業地域

農地に相当する地域

80

市街化区域

すでに市街地を形成している区域

54

DID（人口集中地区）

市区町村の境域内で人口密度の高い地域

17

道路種別と土地利用のデータを GIS（QGIS version 2.18.6）に入力し，RK 記録との関係
を分析した。道路種別と車線幅については，全ての RK 記録地点において GIS 上での重ね合
わせ処理から該当する道路情報を割り当てた。その結果を用いて，RK 記録地点の道路種別
分布と車線数分布を明らかとした。土地利用に関しては，GIS を用いて RK 記録地点から各
土地利用までの最短距離を算出した。記録地点がその土地利用の領域内に含まれる場合，距
離は 0 となる。ある土地利用からどれ程離れているかという特徴は，RK にあった種が生息
地とするような土地利用との関係，RK を通報するような市民の目が多い土地利用との関係
それぞれを考慮できる。その点から，自治体が収集する RK 記録の実用性を検討するという
目的に合致すると考える。これらの数値を用いて土地利用の違いによる特徴を明らかとした。
最後に，つくば市におけるロードキル記録地点について，種ごとに地図上へ示し，道路と
土地利用の分布と比較した。図示に当たっては，QGIS にてカーネルによる密度推定を用い
た密度推定図を作成した。この時，推定される密度の表示は道路上のみとし，道路以外の土
地は黒で塗りつぶした。各種統計解析においては R version 3.4.3(2017 The R Foundation
for Statistical Computing)を用いた。

３．４．３

結果：ロードキル記録地点と道路種別・車線数

RK 記録地点と道路種別の関係を図３－５に，車線数との関係を図３－６に示す。道路種
別に関しては，全種を合わせた平均として国道で 15 %，県道で 46 %，市道で 39 %が記録
されていた。一方で，その内訳では種による変異があり，アナグマ（50 %），テン（100 %）
では比較的市道での記録が多かった。また，イノシシとテンでは国道の記録が存在しなかっ
た。車線数に関しては，全種を合わせた平均として 4 車線以上の道路で 28 %，2～4 車線程
度の道路で 47 %，1～2 車線未満で 26 %が記録されていた。こちらでも種による変異があ
り，アナグマ（50 %），イノシシ（40 %），キツネ（67 %）で 1～2 車線未満の道路の割合
が高く，テンでは 2～4 車線程度の道路の記録のみ存在した。アナグマ（N = 4），イノシシ
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（N = 5），キツネ（N = 3），テン（N = 1）に関しては，そもそも記録数が少なく，他の
種での全体としては平均に一致する傾向が見られた。

図３－５

図３－６

３．４．４

ロードキル記録地点の道路種別分布

ロードキル記録地点の車線数分布

結果：ロードキル記録地点と周辺土地利用

次に，RK 記録地点と土地利用の関係を示す。表３－４は，ひとつひとつの RK 記録地点
から，各土地利用までの最短距離を算出した結果をまとめたものである。土地利用ごとに，
算出した最短距離の平均値と標準偏差を示した。結果から，種ごとに特徴が見られたため，
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各土地利用における平均値をもとに Ward 法と平方ユークリッド距離を使用したクラスター
分析を実施し，その結果を図３－７に示した。なお，ここで記録数が少ないアナグマ，イノ
シシ，キツネ，テンは除いている。大きく分けて，ノウサギ・タヌキ・アライグマ・イヌ・
イタチ（クラスター1）と，ネコ・ハクビシン（クラスター2）に分類された。
これらの分類がどの土地利用によって特徴づけられるかを明らかとするために，クラスタ
ー1（N = 531）とクラスター2（N = 1,056）に属するそれぞれの種のグループで，各土地利
用までの距離における差を Wilcoxon rank sum test を用いて検定した。その結果，有意水
準 1 %において DID，市街化区域，森林地域の値に有意な差がみとめられ（p < 0.01），ク
ラスター1 はより森林地域への距離が近く，クラスター2 はより DID，市街化区域に近い傾
向が見られた（表３－５）。
表３－４

RK 記録地点から各土地利用への最短距離

DID
種名

記録数

平均値
(m)

森林地域

標準偏差

平均値
(m)

農業地域

標準偏差

平均値
(m)

市街化区域

標準偏差

平均値
(m)

標準偏差

ノウサギ

134

2,807

1,698

197

207

221

213

482

630

タヌキ

324

2,470

1,789

216

227

251

267

669

750

アライグマ

34

3,062

1,921

184

159

165

197

758

727

イヌ

22

3,484

1,682

256

319

201

190

737

939

イタチ

17

1,934

1,537

223

249

111

145

574

572

ネコ

833

2,270

1,828

293

255

251

251

489

631

ハクビシン

223

2,219

1,746

259

223

250

266

382

500

アナグマ

4

6,356

2,268

33

60

466

400

1,854

1,291

イノシシ

5

8,300

474

1

2

719

458

2,974

479

キツネ

3

3,542

3,061

436

315

19

33

315

362

テン

1

2,817

NaN

0

NaN

104

NaN

1,373

NaN

全種

1,600

2,410

1,847

260

243

246

254

531

672
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図３－７

RK 記録地点から各土地利用への最短距離による種のクラスタリング
※Ward 法と平方ユークリッド距離を使用

土地利用との関係について，図３－８に各土地利用までの最短距離の分布を 1,000 m 以下
の値に絞って示した。分布はカーネルによる密度推定を使用し示した。1,000 m という基準
は，先行研究において本研究とほぼ同種の哺乳類に関して，行動圏を設定して分析する際に
妥当とされた数値である[85]。この範囲内には，全 RK 記録 1,600 地点のうち，森林地域と
農業地域のほとんどが分布した。市街化区域は 1,285 件とやや少なく，DID に至っては 430
件であった。DID については，1,000 m 以上の領域でもその分布には特徴的なピークは見ら
れなかった。一方，森林地域，農業地域に関しては，1,000 m 以内においても，特に 0～
200 m の範囲に共通したピークがあった。
表３－５

各クラスターにおける土地利用までの距離

クラスター1（N = 531）

クラスター2（N = 1,056）

土地利用
平均値
DID*

中央値

標準偏差

平均値

中央値

標準偏差

2,618

2,387

1,780

2,259

2,002

1,810

市街化区域*

627

314

727

466

227

607

森林地域*

211

152

223

286

220

249

農業地域

231

166

246

251

177

254

*は有意差あり（p<0.01, Wilcoxon rank sum test），単位：m
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図３－８

RK 記録地点から各土地利用への最短距離の分布（全種，0～1,000m）

図３－９に，種ごとのロードキル記録の道路上での推定密度を示す。赤い箇所ほど RK 記
録が集中した道路を表し，青に近いほど記録は少ない。道路ではない箇所は黒で塗りつぶさ
れる。結果として，種ごとに RK 記録が集中する地点には空間的な差異があることが分かっ
た。つくば市におけるこの結果は，道路種別・車線数と，周辺土地利用における RK 記録地
点の特徴とおおよそ一致した。
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図３－９

種ごとのロードキル記録の道路上での推定密度
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３．４．５

考察

つくば市が収集した RK 記録の約半数は，都市やその周辺の環境に大きく依存する種であ
るとされるネコが占め，タヌキ，ハクビシン，ノウサギと続く。タヌキ，ハクビシンは，山
地の大規模な森林から都市の孤立した森林の環境まで生息できるジェネラリストとされ，ノ
ウサギは孤立した森林では見られず，都市周辺での生息には森林の連続性が重要とされるこ
とから「都市から都市近郊域にかけての生態的ネットワーク計画の保全目標種」とされる
[85]。同様に，アナグマ，アライグマ，キツネも森林の連続性が重要とされる。しかし，こ
れらの種はイノシシとイタチも含め記録は稀である。したがって，つくば市が収集した RK
記録の多くは，山地や連続性の高い森林の周辺ではなく，都市やその周辺の，比較的孤立し
た森林があるような環境で生じたものと示唆される。
道路種別・車線数との関係について，RK 記録の地点はその道路の交通量や速度に強く影
響されるという特性があることが示された（図３－５，図３－６）。ここで，道路種別と車
線数による総延長の差が結果にほとんど影響していない（表３－１，表３－２）。道路種別
は市道が，車線数は 1～2 車線未満の道路がつくば市内での道路総延長の多数を占めるが，
RK 記録地点の道路種別と車線数はそのような割合の偏りを反映しているとは言い難い。自
治体における RK の記録は，どの道路であっても，市民から報告があれば記録される性質を
持つ。したがって，RK 発生は道路の交通量と速度に影響されるという先行研究[100]を強く
支持する結果であり，同時に自治体が収集した RK 記録であっても，モニタリングデータと
しての実用性は高いことを示唆する。
RK にあった種と土地利用との関係の分析からは，図３－７，表３－５に示すように，ノ
ウサギ・タヌキ・アライグマ・イヌ・イタチと，ネコ・ハクビシンの 2 つのグループ間にお
いて，DID・市街化区域・森林地域との距離が明確な差異となっていることが明らかとなっ
た。前者はより森林の近く，後者はより都市的な環境の近くで RK にあっていると言える。
ここで，全ての RK 記録地点における各土地利用までの距離との分析からは，図３－８に示
すように RK の記録が森林地域と農業地域から最も強い影響を受けている。また，この 2 つ
の土地利用には明確な対応関係が見られる。一方，都市的な環境を表す土地利用では，市街
化区域はある程度 RK の記録に影響を与えているが，DID は近い距離でほとんど影響を与え
ていない。
したがって，森林と農業の土地利用の場を主要な生息地とする種が，DID とは言わずと
も人口の密集する都市域の近くへ移動や分散をし，主要な道路を横断する際に RK にあって
いると考えられる。この時，それぞれの土地利用までの距離は種によって異なる傾向が認め
られた。自治体が収集した RK 記録という点をふまえれば，市民の目に止まりやすい DID
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周辺等特定の場所に記録が偏ることも考えられたが，種による出現の特性を反映した結果と
なっていた。以上の点から，自治体における RK 記録の活用が，中・大型哺乳類の分布状況
把握において有用であると示された。

第５節

まとめ

本章では，不足する自治体スケールでの中・大型哺乳類の出現状況を把握するための情報
源として RK 記録に着目し，その特徴を明らかとした。自治体が収集する RK 記録は，ノウ
サギ・タヌキ・イタチ・キツネ・アナグマ・イノシシ・テンといった在来の中・大型哺乳類
の出現を記録していた。また，ハクビシン・アライグマのような外来種の出現も記録されて
いた。このロードキル記録は市民と野生動物の非専門家による記録であるため，動物種の誤
同定が懸念されたが，専任の委託業者の判断によって 9 種中 5 種で 8 割程度の同定率が担保
されていた。ただし，一部の希少種や外来生物に対しては誤同定割合が高く，認知度を上げ
るための対策が必要と考えられる。アナグマ・アライグマ・イタチ・イノシシ・キツネ・タ
ヌキ・テン・ノウサギ・ハクビシンの 9 種から成る 745 件の出現記録は，既存の統計データ
や調査結果よりも多様な種の最新の動向をもたらした。記録の正確さが担保されれば，これ
らの記録は，死骸という形で確実にその場所へその種が出現したことを示す証拠であり，保
全や防除の計画を立てる上で重要な根拠となる。
一方で，RK 記録地点は主要な道路沿いで，市街地に接した，森林や農地の近くに集中し
ていた。RK 記録のみではこの条件に該当しない地域のデータは得られないため，自治体全
域での把握を目指すのであれば，それらを補完する調査を実施することが必要である。しか
し，この条件は，都市化が進行した地域に位置する都市近郊林での中・大型哺乳類の生息状
況を得るには好都合である。そのような地域における情報は，我が国において不足している
ものであり，積極的な活用を図るべきと考える。
RK 記録の適切な蓄積と活用は，我が国における中・大型哺乳類の出現記録地点の分析に
おいて大いに貢献するだろう。そのためには，予算や人員等，行政の持つ資源を広く共有す
ることが重要である。
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第４章 中・大型哺乳類の出現の記録と認識の分析による
生息域の時空間変化
第１節

本章の目的

本章では，広域つくば圏における里山の時代まで遡った過去から，現在までの中・大型哺
乳類の出現記録とその記録地点の情報，農村集落住民の持つ個々の種の出現への認識を収集
することで，中・大型哺乳類生息域の時空間的な変化を明らかとした。また，野生生物の分
布には，地理的な隔絶のない限りは行政界等の境界は関係しないため，広域つくば圏に限定
せず，茨城県及び全国における状況も整理した。

第２節

既知の手法と新たな手法の組み合わせによる中・大型哺乳類の出現記録・

認識の時系列的な把握
４．２．１

自治体が収集したロードキル記録の分析

第３章で明らかとしたように，自治体が収集した RK 記録は，自治体の単位やその内での
集落，または三次メッシュのような詳細な空間スケールにおいて，様々な種の最新の出現状
況を現すデータを提供する可能性を持つ。そこで，本章では広域つくば圏における最新の
中・大型哺乳類の出現記録を得るために，茨城県つくば市が収集した RK 記録を用いた。つ
くば市が収集した RK 記録は，第３章で言及した 2017 年～2019 年の記録であり，執筆者に
よる最終同定がなされた 1,600 件の記録を指す。この内から，本章では野生の中・大型哺乳
類 745 個体分の記録を抽出し，愛玩動物としてその出現に人為的な影響の考えられるイヌ
（N = 22），ネコ（N = 833）は除外した。内訳は，アナグマ（N = 4），アライグマ（N =
34），イタチ（N = 17），イノシシ（N = 5），キツネ（N = 3），タヌキ（N = 324），テ
ン（N = 1），ノウサギ（N = 134），ハクビシン（N = 223）である。
これらのひとつひとつの記録には，第３章で言及したように位置情報が付加される。それ
らの空間情報と種の情報を用いて，2010 年代の現在における広域つくば圏内部での中・大
型哺乳類出現の傾向を分析した。

４．２．２

中・大型哺乳類の生息域を把握する既知の手法との組み合わせによる
分析

序章ににおいて述べたように，我が国における中・大型哺乳類の生息域の把握は経年的に
なされてきたとは言い難く，自治体が収集した RK 記録の活用はその補完において有用であ
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る。しかし，RK 記録のみでは，道路のない場所や，道路があっても主要な道路沿いでない
ところ，都市的な土地利用に隣接していないところは情報を得ることが難しい。また，数十
年以上過去の記録に関しては，博物館等における資料や，地域住民の記録に頼るしかない現
状がある。これらは統一的な尺度での調査や情報の記録がなされてきたわけではない。した
がって，過去と現在で記録の単純比較は難しく，例えば個体数の推定に用いることは困難で
ある。しかし，確実な出現記録地点が分かること，あえて主観的な認識の視点を取り入れる
ことで，ある種についてその出現が稀であったのか，一般的であったのか，過去と現在で比
較することは可能と考える。したがって，中・大型哺乳類の生息域の系列的な変化を明らか
とする上では，聞き取り調査・文献調査・カメラトラップ調査等，我が国において広く用い
られてきた既知の手法を，自治体が収集した RK 記録によって得られる情報と組み合わせる
ことは有用である。
そこで，文献調査及び聞き取り調査を中心として得られた過去と現在の中・大型哺乳類の
出現記録地点・出現に対する聞き取り対象者の認識，さらにカメラトラップ調査による近年
の出現記録を，自治体が収集した RK 記録（2017 年～2019 年）を中心とした現在の出現記
録地点と組み合わせた分析を実施した。分析の対象は広域つくば圏全体であるが，モデル集
落として筑波山地域の位置する山間部を代表する神郡集落と小田集落，筑波研究学園都市の
位置する平野部を代表する平塚集落と六斗集落，宍塚集落，結束集落を選択した。
本研究における過去の里山の時代とは，最も古い時期で 1940 年代とした。これは，聞き
取り対象者の年齢による制限があるためである。それ以降は，具体的に何年代であるかを個
別に記す。現在は，2010 年代とした。また，調査の対象とする中・大型哺乳類は，江戸時
代まで遡り茨城県から絶滅した種について整理し，第３章の結果をふまえノウサギ（ニホン
ノウサギ，Lepus brachyurus）・タヌキ（ホンドタヌキ， Nyctereutes procyonoides）・
イタチ（ニホンイタチ，Mustela itatsi）・キツネ（ホンドギツネ，Vulpes vulpes）・アナ
グマ（ニホンアナグマ，Meles anakuma）・イノシシ（ニホンイノシシ，Sus scrofa）・テ
ン（ホンドテン，Martes melampus）・ハクビシン（ハクビシン，Paguma larvata）・ア
ライグマ（アライグマ，Procyon lotor）とした。

４．２．３

文献調査

文献調査は，広域つくば圏に限らず，その周辺を含めた地域で情報を収集した。茨城県に
おける記録について，県レッドデータブック[151,152]，茨城県自然博物館の報告[153–155]，
県内の機関や任意団体が発行した報告書[135,142,157–160]に記載された記録を調査した。
それらにおいて引用された文献が記録元となっていた場合については，可能な限り原著にお
ける記述を追った。
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ある地域や地点の記録は各文献において見られるが，それは記録された以外の地域におけ
る不在を表すとは必ずしも限らない。在不在について明確な記録を得るには，メッシュ単位
で実施された調査結果を用いることが有用である。そこで，環境省の自然環境保全基礎調査
において収集された，二次メッシュ（約 10 km × 10 km）単位の在不在データと報告書
[164–168]を用いた。自然環境保全基礎調査の哺乳類分布調査は，「全国規模での中大型哺
乳類の分布調査としては我が国初のもの」[168]とされる。自然環境保全基礎調査は，2019
年現在までに第 1 回～第 6 回の計 6 回が，おおよそ 5 年の間隔を空けて実施されてきた。し
かし，哺乳類の分布調査に関しては，それぞれの調査において調査対象種や手法が異なる。
第 1 回調査においては，哺乳類を対象とした調査は実施されなかった。第 2 回以降は，毎
回哺乳類を対象とした調査が実施された。ただし，第 3 回・第 4 回・第 5 回が種を限定しな
い全種調査であった[165–167]のに対し，第 2 回と第 6 回は調査対象種を絞った分布変化の
把握を目指した調査であった[164,168]。第 2 回調査は，1978～1979（昭和 53～54）年度
に，アナグマ・イノシシ・キツネ・タヌキ・ニホンザル・ニホンジカ・ヒグマ・ツキノワグ
マの 8 種を対象とし実施された[164]。第 6 回調査は，これらの種にカモシカを加え，第 2
回調査との比較を目的として 2000～2003（平成 12～15）年度に実施された[168]。なお，
全種調査として実施された第 3 回・第 4 回・第 5 回であるが，第３回調査については「哺乳
類分布調査としては初めて全種を対象とした。そのため，生息地が限定され，かつ研究の進
んだ種については密な情報が得られたが，広域に分布し研究者の関心の低い種については相
対的に疎な情報しか得られず，種によって分布図の完成度(情報の精粗)が大きく異なった」
[166]と報告された。そのため，情報としては不足であり，調査対象からは除外した。
以上の点から，本研究では第 2 回・第 4 回・第 5 回・第 6 回の調査結果を用いた。これら
の調査結果を，それぞれの種における 1970 年代～2000 年代の在不在データとした。各回の
調査結果にもとづく在不在データ43は，環境省自然環境局生物多様性センターのホームペー
ジにアクセスし入手した。

４．２．４

聞き取り調査による把握

聞き取り調査は，農村集落住民を対象に実施した第２章第３節における調査と同時に実施
した。農村集落においては，日々の農林業作業や長期に渡って在住する経験から，集落内や
集落周辺に出現する中・大型哺乳類について熟知した住民が存在する。そのような住民から
もたらされる情報は，場合によっては誤同定や誤解等も含むことも考えられるが，集落とい

43 環境省自然環境局生物多様性センター：哺乳類の分布調査 | 生物多様性センター(環境省 自然環境局)ホーム
ページ<http://www.biodic.go.jp/kiso/do_kiso4_mam_f.html#mainText>, 2019.11.5 更新, 2019.11.5 参照
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うミクロな単位での中・大型哺乳類の出現を把握し，地域における実情を反映した認識を明
らかとするには有効である。第２章第３節と同様に，広域つくば圏の中からモデル集落を 3
ヶ所（小田集落・平塚集落・六斗集落）選定し，集落内部・周辺の自然地域に精通した古老
を対象とした半構造化聞き取り調査を実施した。さらに狩猟への同行による参与観察の結果
も補足的に用いた。参与観察は，2016～2019 年の猟期における小田集落で実施された罠猟
への従事で行った。同行した猟師は，比較的狩猟人気が高いイノシシに限らず，毛皮を目的
としてタヌキやイタチ等，中型の哺乳類を狩猟対象としていた。昨今において，そのような
狩猟を継続している猟師は稀で，様々な狩猟対象獣について熟知していると考えた。参与観
察を通じて，捕獲された種の情報と，その種に対する猟師の認識を得た。

４．２．５

カメラトラップ調査による把握

カメラトラップ調査は，一部の集落において実施された結果を用いた。宍塚集落（宍塚の
里山）と結束集落（牛久自然観察の森）において，環境省のモニタリングサイト 1000 里地
調査，中・大型哺乳類調査の調査サイトとされ，それぞれの管理者によってカメラトラップ
調査が実施されている44。また，NPO 法人つくば環境フォーラムが管理する森林（葛城大
規模緑地：平塚集落）と水田（すそみの森：神郡集落）においても，環境調査の一環として
2015 年からカメラトラップ調査が実施されている。本章では，それらの調査記録の一部を
入手し，分析に用いた。さらに，小田集落においては，執筆者が地権者及び狩猟者の許可を
得て，獣道でのカメラトラップ調査を 2015 年に実施した。それぞれの調査結果から，調査
期間と種の撮影回数から出現の頻度を明らかとした。ここでは，個体数密度の推定等の解析
を実施するわけではないため，大まかな把握で十分と考える。そこで，撮影回数が複数に渡
って高頻度であるか，一回から数回に限り稀であるか，撮影なしかという基準で把握した。

４．２．６

全国及び茨城県における中・大型哺乳類の生息域変化

広域つくば圏における中・大型哺乳類の出現を把握するために調査した文献に加え，全国
及び茨城県における中・大型哺乳類の生息域変化を把握することを目的とした文献・統計資
料の調査も実施した。茨城県に分布した野生哺乳類の最古の情報として，第 3 回自然環境保
全基礎調査においてまとめられた「享保・元文諸国産物帳」を参照した[169]。この文献か
らは，1730 年代の茨城県に分布した野生哺乳類の情報が得られた。さらに，環境省・茨城
県・つくば市による各種統計を参照した。広域つくば圏に限らず，茨城県南部から全国のス

44 環境省自然環境局生物多様性センター：モニタリングサイト 1000

モニタリングサイト一覧ホームページ

<http://www.biodic.go.jp/moni1000/list.html>, 2019.11.5 更新, 2019.11.5 参照
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ケールまで，対象とする種の生息域変化の現状を整理した。この結果は，広域つくば圏にお
ける変化をより広域のスケールの変化と結びつけ考察することにつながると考える。

第３節

全国及び茨城県における中・大型哺乳類生息域の時空間的な変化

３．３．１

我が国における中・大型哺乳類の生息域拡大の現状

1960 年代以降の中山間地域を中心とした農村の過疎化や，自然資源利用の変化による人
間活動の撤退・衰退により，人間の活動領域への中・大型哺乳類の進出が指摘されてきた
[50,73,74]。それらの進出は農林業被害等の獣害をもたらし，元々中・大型哺乳類が生息し
ていた山林に接する農村集落においての課題として位置付けられてきた[50]。2018 年度の
野生鳥獣による農作物被害は約 158 億円と報告され，内獣類による被害が 129 億円とされ
た45。しかし，2010 年代には，中・大型哺乳類のさらなる進出が見られ，それまで問題と
されていた農村集落に限らず，都市近郊や平野部の大規模な山林からは孤立した農村集落，
さらには都市域においても進出による課題が見られるようになりつつある。
中・大型哺乳類の内でも，農林業被害や人的被害が顕在化しやすいニホンジカ・イノシ
シ・ニホンザル・ツキノワグマについて，また特別天然記念物であるカモシカについては，
様々な調査や報道からその生息域拡大の動向を掴むことができる。例えば，環境省の自然環
境保全基礎調査における哺乳類の全国分布調査結果から，2004 年に「いずれの種について
も前回調査よりも分布域の拡大傾向が見られ」と報告された。ここでの「前回調査」とは，
第 2 回の 1978～1979（昭和 53～54）年度に実施された調査で，第 6 回の 2000～2003（平
成 12～15）年度に実施された，アナグマ・イノシシ・キツネ・タヌキ・ニホンザル・ニホ
ンジカ・ヒグマ・ツキノワグマの 8 種での比較である。この結果を用いた分布拡大予測モデ
ルでは，2028 年にイノシシ・ニホンザル・ニホンジカ・ツキノワグマ・カモシカが，関東
北部，北陸，東北南部等の地域で分布を拡大すると予測された[75]。実際に，ニホンジカと
イノシシについては，環境省によって 5 倍地域メッシュ（約 5 ㎞ × 5 ㎞）を基準とした分布
域の調査がなされた46。その結果，ニホンジカの分布メッシュ数は 1978 年から 2014 年まで
の 36 年間で約 2.5 倍，2011 年から 2014 年までの 3 年間では約 1.2 倍に拡大し，全国的に

45

農 林 水 産 省 ： 全 国 の 野 生 鳥 獣 に よ る 農 作 物 被 害 状 況 に つ い て （ 平 成 30 年 度 ）

<https://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/hogai_zyoukyou/index.html>, 2019.12.15 更新, 2020.1.13 参照
46 環境省：(お知らせ)改正鳥獣法に基づく指定管理鳥獣捕獲等事業の推進に向けたニホンジカ及びイノシシの生
息状況等緊急調査事業の結果について<http://www.env.go.jp/press/100922.html>, 2019.8.8 更新, 2020.1.13 参
照
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分布域の拡大が続いていることが分かった。また，イノシシの分布メッシュ数は 1978 年か
ら 2014 年までの 36 年間で約 1.7 倍に拡大し，同様に全国的に分布域が拡大したことが分か
った。
これらはいわゆる大型哺乳類に分類される種で，上述のように人間活動との軋轢をもたら
し，一部は積極的に捕獲される狩猟対象獣であるためにデータも集まりやすい。一方で，ノ
ウサギやタヌキ等，中型で人間活動との軋轢も比較的少なく，狩猟対象であっても現在には
積極的に利用されない種では，2000 年代初頭の自然環境保全基礎調査[167,168]以降，その
分布状況は不明であった。そこで，自治体が収集したロードキル記録によるそれらの種も含
めた全国的な生息状況の密度指標図の作成が試みられ，結果として 2010 年代のノウサギ・
タヌキ・キツネ・イノシシ・ハクビシン・アライグマ・ニホンジカ・ノネコ・ノイヌの分布
が明らかとなった（図４－１）[99]。この研究では，タヌキやキツネをはじめとする，これ
までデータが集まりづらかった種においてその分布状況を把握できる有用性を指摘していた。
また，そのような種の一部で，2000 年代の自然環境保全基礎調査から分布拡大を確認でき
た点も重要である。
このような近年の生息域拡大の結果として，2010 年代後半には，新聞紙面にて「野生動
物とのたたかい」47「増え広がる野生動物」48という特集が組まれる等，社会一般にも生息
域拡大がもたらす問題に対する関心が高まりつつある。特に，イノシシについては「イノシ
シ猛襲 被害止まらず――勝てるか、人間」49という表題のニュースが配信される等，農村に
限らず都市にも分布を拡大し，農業被害・人身事故の発生が増加している。環境省による統
計では，イノシシについては狩猟や捕獲作業等に伴う人身被害の統計が取られてきたが，
2016 年度より一般市民への人身被害についても集計され，年間 50 件程度の人身事故が発生
していることが報告された50。また，朝日新聞デジタルの記事検索機能において，2015 年
12 月から 2019 年 12 月の 4 年間分の「イノシシ」をキーワードとした記事を検索したとこ
ろ，都市的な環境にイノシシが出現したニュースとして 72 件がヒットし，それらの内で一

47 朝 日 新 聞 ： （ ニ ッ ポ ン の 宿 題 ） 野 生 動 物 と の た た か い

伊吾田宏正さん、千松信也さん

<https://digital.asahi.com/articles/DA3S12780607.html?iref=pc_ss_date>, 2017.2.4 更新, 2017.6.13 参照
48 朝 日 新 聞 ： ( 科 学 季 評 ) 増 え 広 が る 野 生 動 物

共存の道、広い学識で探れ

山極寿一

<https://digital.asahi.com/articles/DA3S13886068.html?iref=pc_ss_date>, 2019.2.9 更新, 2019.2.22 参照
49 Yahoo!ニュース：イノシシ猛襲 被害止まらず――勝てるか、人間<http://www.env.go.jp/press/100922.html>,
2016.11.24 更新, 2017.6.22 参照
50
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般市民にけが人が出た事例は 35 件ヒットした51。2019 年には，関東地方において都市的な
環境への出現が相次いだことから，「アーバン・イノシシ」52という新たな造語が生まれる
に至った。
以上のように，我が国全体において 2010 年代後半より中・大型哺乳類の都市域への進出，
それに伴う人間活動との軋轢発生が顕在化している状況が確認された。このような状況は，
茨城県においても同様にあると考えられる。次項では，茨城県における動向に着目し，その
詳細を記す。

３．３．２

茨城県における中・大型哺乳類の分布と生息域拡大の現状

1730 年代の常陸国（現茨城県）において，ノウサギ・タヌキ・イタチ・キツネ・アナグ
マ・イノシシの分布は確認された[169]。当時は，ニホンジカ・ニホンザルも生息していた
ことが確認された。ニホンジカは他にも伝承で分布が記録されたが，1920 年代を最後に記
録がなく絶滅した[154,159]とされてきた。しかし，2018 年には県北の八溝山系でカメラト
ラップによる確実な出現記録がみられるようになり53，つくば市の六斗集落においては N 氏
の畑を食害する複数頭の個体が確認され，後に捕獲された[156]。ニホンザルは，1923 年に
は筑波山での目撃情報が記録されたが，その後は県内で絶滅したと考えられてきた
[154,155,170]。しかし，2011 年にはつくば市に隣接する守谷市と桜川市で捕獲の報告があ
り，その後も県内で目撃情報が見られた[153]。一方，江戸時代には分布が確認されていな
かったツキノワグマ・ニホンカモシカについて，1990 年代から目撃が確認されはじめ，県
北において定着が示唆されている[151,153,154]。

51 執筆者による調査。記事の全文を確認し，内容を判断した。地点については，記事に記されたイノシシの出
現場所を地理院地図等で検索し，市街地であるかを判断した。
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<https://digital.asahi.com/articles/ASMDN4HWHMDNUTIL01C.html?iref=pc_ss_date>, 2019.12.21 更 新 ,
2020.1.5 参照
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図４－１

全国の自治体が収集した RK 記録による推定動物密度指標地図
※ Tatewaki, et.al[99]より
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茨城県の 2018 年度の野生鳥獣による農作物被害は約 4.7 億円と報告された54。その内訳
は鳥類約 3.3 億円，獣類約 1.3 億円で，鳥類と獣類の占める割合が全国的な傾向と逆転して
いた。これは，全国でも有数の産地であるレンコン生産の蓮田が，冬季に飛来するカモ類に
食害されることによる被害が反映されるためであり，茨城県において特徴的な事例である。
しかし，2010 年代にはイノシシ・ハクビシンをはじめとする獣類の被害が増加し，被害の
全体に占める割合も増加していた。
茨城県は，森林率の低さ（31 %）に対し耕地面積が高い（29 %）ことによって，大型哺
乳類を中心として近世から近代にかけて絶滅し，「関東各県の中でも特異」と評価されてき
た[151]。しかし，2010 年代以降は一度絶滅した種の出現が確認されるようになっており，
また既存の種に関しても農作物被害の増加が見られ，状況の変化が示唆される。次節より，
広域つくば圏におけるノウサギ・タヌキ・イタチ・キツネ・アナグマ・イノシシ・テン・ハ
クビシン・アライグマの生息域の変化についてその詳細を述べる。

第４節

広域つくば圏とその周辺における中・大型哺乳類生息域の時空間的な変化

４．４．１

ノウサギ（ニホンノウサギ，Lepus brachyurus）

図４－２に，ノウサギに関する自然環境保全基礎調査の結果，農村集落周辺における出現
記録，つくば市のロードキル記録による生息域の時空間変化を示す。
過去において，ノウサギは広域つくば圏全般で一般的に見られる種であった。1940 年代
から 1960 年代にかけて，小田・平塚・六斗の全ての集落において頻繁に見られたとの目撃
証言が得られた。当時は毛皮を得るため狩猟対象ともされ，1990 年代近くまでは利用され
たようである。また，平塚集落では，里山としての積極的な利用があった時代から植林後の
苗木を食害する害獣として認識されていた。そのため，当時から平塚集落内には鉄砲持ちの
猟師が 3 名おり，捕獲に当たっていた。六斗集落においても，聞き取り対象者の幼少期
（1950 年代～1960 年代）には，ウサギを撃つ猟師が集落に多くいた（最低でも 4 名）ため
に，森林で遊ぶことができなかったとの証言が得られた。土浦市の宍塚集落（宍塚の里山）
でも同様な状況だったと推定される。宍塚集落では，集落の子どもたちが追いかけて遊ぶよ
うな，身近にいた種であり，農作物被害や林業被害をもたらし，さらには「一九八二年に銃
猟禁止になってから，一時増えた」と報告された[135,160]。また，結束集落と神郡集落が
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茨 城 県 ： 野 生 鳥 獣 に よ る 農 作 物 被 害 対 策 に 関 す る お 知 ら せ

<https://www.pref.ibaraki.jp/nourinsuisan/nokan/katsei/choju.html>, 2019.12.27 更新, 2020.1.13 参照
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所属する筑波山地域においては，同様に多くの目撃情報，痕跡や写真記録が報告された
[155,158]。
自然環境保全基礎調査では，第 2 回調査（1978 年～1979 年）と第 6 回調査（2000 年～
2003 年）の対象外で，当時の詳細は不明である。第 4 回調査（1990 年～1991 年）では「上
郷」の 1 メッシュを除いた 11 メッシュ，第 5 回調査（1997 年～1998 年）では「筑波」・
「上郷」・「水海道」・「守谷」・「土浦」・「牛久」の 6 メッシュで出現が確認された。
これらの結果は，おおよそ上記の聞き取りや文献調査の結果と合致した。
2010 年代現在においても，ノウサギは広域つくば圏全般で一般的に見られる種である。
RK 記録では 134 件が記録され，つくば市の南西部を中心に密度が高い領域が見られ，北部
の山間部を除き，広い範囲で見られた。文献においては，「開発が進んだ筑波研究学園都市
においても」「普通に生息」と言及された[157]。また，全ての集落において頻繁な目撃が
あり，神郡集落，小田集落，平塚集落においてはカメラトラップによる撮影も頻繁になされ
た。小田集落における狩猟でも頻繁に目撃され，執筆者自身によるフィールドワークでも見
かける機会が多いことから，筑波山地域においても一般的に見られる種と言える。ただし，
平塚集落においては，「周りが森が少なくなってきたからみんな集まっている」と，集落に
残った森林では多く見かけるが，開発によって集落の周辺では見られなくなったとの証言も
得られた。
ノウサギについては，過去から現在にかけて，開発によって森林環境が消滅していなけれ
ば，その出現には大きな変化はなかったと考えられる。

４．４．２

タヌキ（ホンドタヌキ，Nyctereutes procyonoides）

図４－３に，タヌキに関して自然環境保全基礎調査の結果，農村集落周辺における出現記
録，つくば市のロードキル記録による生息域の時空間変化を示す。
過去において，タヌキは広域つくば圏全般で見られる種であったが，集落によっては一般
的に見られるとは言えない存在であった。小田集落，平塚集落においては，複数名が 1940
年代から 1960 年代にはタヌキをあまり見ることがなかったと証言した。平塚集落において，
戦前からの様子を知る一人は，1950 年代後半から出るようになったと証言し，「誰かがペ
ットを放したのではないか」と捉えていた。この時には，集落の水田近くで捕まった個体が
おり，珍しかったために集落の多くの人が見に行ったと証言が得られた。平塚集落において
比較的よく見るようになったのは，1990 年代からという証言も得られた。同様に，小田集
落においても，聞き取り対象者は 1970 年代以降にタヌキを見るようになったのは，集落外
部の人が放したからではないか，との認識を抱いていた。結束集落においても，具体的な年
代は不明であるが，聞き取り時の現在のようにタヌキを見ることは，特に里山として森林を
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利用していた時代にはなかったとの証言が得られた。これらの証言者は，幼少期の 1940 年
代から 1950 年代にかけて，遊びや山仕事で頻繁に森林を出入りしていた。したがって，こ
こでのあまり見られなかったという証言は，タヌキの出現が稀であったという重要な証拠と
考える。同様に，筑波山地域においては，1990 年代後半において「タヌキは昔より増えた」
との狩猟者による証言が見られた[155]。一方，六斗集落においては，聞き取り対象者の幼
少期 （1950 年代～1960 年代）には，普通に見られたとの証言が得られた。宍塚集落では，
具体的な時期は不明であるが「昔はたくさんいた」と報告された[135,160]。六斗と宍塚両
集落において，農作物の被害をもたらすと認識されていた。また，結束集落と神郡集落が所
属する筑波山地域においては，多くの目撃情報，痕跡や写真記録が報告された[155,158]。
2001 年には「県下全域に分布する普通種といえる」と報告された[154]。
自然環境保全基礎調査では，第 2 回調査（1978 年～1979 年）で「筑波」・「上郷」・
「藤代」・「柿岡」・「常陸藤沢」・「土浦」・「牛久」の 7 メッシュ，第 4 回調査（1990
年～1991 年）で「石下」・「柿岡」の 2 メッシュを除いた 10 メッシュ，第 5 回調査（1997
年～1998 年）では「下妻」・「谷田部」・「柿岡」の 3 メッシュを除いた 9 メッシュ，第
6 回調査（2000 年～2003 年）では全メッシュでの出現が確認された。これらの結果は，出
現が稀であったのか，高い頻度であったのかの判別はできないが，おおよそ上記の聞き取り
や文献調査の結果と合致した。
2010 年代現在において，タヌキは広域つくば圏全般で一般的に見られる種と言えた。RK
記録では 324 件が記録され，ノウサギと同様に，つくば市の南西部を中心に密度が高い領域
が見られ，広い範囲で記録がみられた。北部の山間部においては，RK 記録としては見られ
なかったが，山麓の道路での密度が高かった。文献においても，ノウサギと同様に「開発が
進んだ筑波研究学園都市においても」「普通に生息」と言及された[157]。また，全ての集
落において頻繁な目撃があり，神郡集落，小田集落，平塚集落においてはカメラトラップに
よる撮影も頻繁になされた。小田集落における狩猟でも頻繁に捕獲，目撃された。
タヌキについては，過去から現在にかけて出現はあり，出現記録地点は広域つくば圏の全
般に及んでいた。しかし，集落によっては，かつては稀にしか見られなかった場合もあり，
それは 1940 年代から 1950 年代にかけて顕著であった。

４．３．３

イタチ（ニホンイタチ，Mustela itatsi）

図４－４に，イタチに関して自然環境保全基礎調査の結果，農村集落周辺における出現記
録，つくば市のロードキル記録による生息域の時空間変化を示す。
過去において，イタチはノウサギと同じく広域つくば圏全般で一般的に見られる種であっ
た。1940 年代から 1960 年代にかけて，小田・平塚・六斗の全ての集落において頻繁に見ら
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れたとの証言が得られた。イタチはノウサギと同じく，当時は毛皮を得るための狩猟対象と
もされた。また，家庭で飼っていたニワトリが襲われたという証言が複数あった。具体的に
は，平塚集落では 1940 年代～1950 年代，六斗集落と女化集落（結束集落に隣接）では
1980 年代に襲われたという証言が得られた。したがって。広範な地域と年代で出現してい
たと考えられる。宍塚集落では，具体的な時期は不明であるが「たくさんいた」と報告され
ていた[135,160]。結束集落と神郡集落が所属する筑波山地域においては多数の目撃情報，
痕跡記録が報告された[155,158]。
自然環境保全基礎調査では，第 2 回調査（1978 年～1979 年）と第 6 回調査（2000 年～
2003 年）の対象外で，当時の詳細は不明である。第 4 回調査（1990 年～1991 年）では「下
妻」の 1 メッシュを除いた 11 メッシュ，第 5 回調査（1997 年～1998 年）では「下妻」・
「石下」・「谷田部」・「藤代」の 4 メッシュを除いた 8 メッシュで出現が確認された。こ
れらの結果は，おおよそ上記の聞き取りや文献調査の結果と合致した。
2010 年代現在においても，イタチは広域つくば圏全般で一般的に見られる種であった。
RK 記録では 17 件が記録され，つくば市の南部で密度が高く，南西部・中央部・東部・北
部でも記録が見られた。北部の山間部においては，RK 記録としては見られなかった。文献
においては，「県の南部では平野部の稲作地帯と隣接するニュータウンでも，庭先にイタチ
が現れたりします」と言及された[157]。また，全ての集落において頻繁な目撃があり，神
郡集落，小田集落，平塚集落においてはカメラトラップによる撮影もなされた。小田集落に
おける狩猟では，時折捕獲，目撃された。
イタチについては，過去から現在にかけて出現は一般的で，出現記録地点も広域つくば圏
全体に及んでいた。
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図４－２

ノウサギ生息域の時空間変化

150

図４－３

タヌキ生息域の時空間変化
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図４－４

イタチ生息域の時空間変化
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４．４．４

キツネ（ホンドギツネ，Vulpes vulpes）

図４－５に，2010 年代現在において平塚集落周辺で撮影されたキツネの写真を示す。ま
た図４－６キツネに関して自然環境保全基礎調査の結果，農村集落周辺における出現記録，
つくば市のロードキル記録による生息域の時空間変化を示す。
過去において，平野部のキツネは稀に見られる種であった。1940 年代には，平塚集落に
おいて複数人から出現の証言が得られた。キツネは集落でも祠があるような場所にいて，
「怖い」存在であり，捕まった際に恐る恐る見に行ったとの証言が得られた。生息はしたが，
珍しい存在であったと推定される。1960 年代に，車に轢かれて死んだと聞いて以降，一切
見なくなったという。小田集落と六斗集落においては，出現の証言が得られなかった。宍塚
集落では，詳細な時期は不明だが，過去から目撃は報告され，ノウサギやタヌキ，イタチの
ように「たくさん」いたわけではないと報告された[135,160]。結束集落においては，1987
年に不確実ではあるが目撃証言が報告された[158]。しかし，その後牛久市内を含めほぼ目
撃はなく，2015 年までは絶滅したものと牛久自然観察の森の運営主体は認識していた。ま
た，神郡集落が所属する筑波山地域においては「目撃情報は 1 件と少なく，糞や足跡等確か
な痕跡は得られなかった」と報告された[155]。2001 年には，県南地域での開発による影響
を指摘しつつも「県下全域に分布する普通種といえる」と報告[154]され，ノウサギやタヌ
キ，イタチほどは頻繁には見られないが，ある程度の出現はあったと推定される。
自然環境保全基礎調査では，第 2 回調査（1978 年～1979 年）で「筑波」・「柿岡」・
「常陸藤沢」の 3 メッシュ，第 4 回調査（1990 年～1991 年）で「下妻」・「守谷」・「筑
波」・「上郷」・「谷田部」・「常陸藤沢」の 6 メッシュ，第 5 回調査（1997 年～1998 年）
では「石下」・「水海道」・「守谷」・「筑波」・「上郷」・「牛久」の 6 メッシュ，第 6
回調査（2000 年～2003 年）では全メッシュでの出現が確認された。これらの結果は，出現
が稀であったのか，高い頻度であったのかの判別はできないが，おおよそ上記の聞き取りや
文献調査の結果と合致した。
2010 年代現在においては，RK 記録では 3 件が記録され，出現記録はごく稀と言える。そ
の記録地点はつくば市の，北部・南部・西部と分散していた。文献においては，2012 年に
「県央や県北の里山や低山にあたる地域ではキツネがよく見られ」「県南の平野部ではキツ
ネがほとんど見られません」「今は県南の平野部にいないキツネ」としながら，茨城県にお
ける現状をふまえ，今後は進出してくる可能性を指摘していた[157]。2016 年の県レッドデ
ータブックにおいては「本県での生息実態には不明な点が多い」と報告された[151]。また，
神郡集落，平塚集落においては，カメラトラップによる撮影がなされた（図４－５）。平塚
集落での撮影記録は，上記の 1960 年代の目撃以降初の確実な記録と考えられる。小田集落
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における狩猟では，捕獲，目撃された。さらに，2015 年につくば市の南端の牛久沼周辺で
繁殖も確認され，牛久市における再定着が確認された55。
キツネは，過去から現在にかけて，つくば市やその周辺において出現は稀ではあるが広く
確認されていた。近年は目撃情報や繁殖の確認もなされ，その分布は拡大傾向にあると見ら
れる。

図４－５

2018 年・2019 年に筑波研究学園都市中心部で確認されたキツネ

※カメラトラップ画像， 2018 年 6 月 25 日（左）・2019 年 11 月 5 日（右）撮影
特定非営利活動法人つくば環境フォーラム提供

55

朝 日 新 聞 ： 茨 城 ） 牛 久 沼 に キ ツ ネ の 親 子

５ 月 ご ろ か ら 姿

<https://www.asahi.com/articles/ASH7953Y1H79UJHB00X.html>, 2015.7.15 更新, 2019.11.6 参照
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図４－６

キツネ生息域の時空間変化
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４．４．５

アナグマ（ニホンアナグマ，Meles anakuma）

図４－７に，2010 年代現在において平塚集落から約 1.5 km の地点で撮影されたアナグマ
の写真を示す。また，図４－８に，アナグマに関して自然環境保全基礎調査の結果，農村集
落周辺における出現記録，つくば市のロードキル記録による生息域の時空間変化を示す。
過去において，アナグマの出現は不明な点が多く，筑波山地域を含むつくば市北部を除い
ては稀，または見られなかった種であったと推定される。小田・平塚・六斗の全ての集落に
おいて，その出現は認識されていなかった。アナグマは地域によっては「ムジナ」等と呼ば
れ[155]，タヌキとの混同も考えられたが，「ムジナ」に関しても聞き取りからは出現が確
認されなかった。一方で，神郡集落が所属する筑波山地域においては，地域住民が複数の呼
び名で呼称しており，1960 年代後半までは剥製が筑波山測候所において展示されていた
[155]。したがって，筑波山地域では比較的見ることのできる種であったと推定される。宍
塚集落では，具体的な時期は不明であるが，かつて「見た人もいる」と報告された[160]。
1970 年頃には，結束集落の当時「ムジナ山」と呼称されていた地域の付近において，2 頭
を捕獲したという証言が報告された[158]。2001 年には「近年，特に市街地周辺部において，
分布域および生息個体数の減少が懸念される種といえる。その原因について言及するための
十分な資料はないが，人為的環境の変化や過剰な捕獲圧に加えて，ほかの中型動物が媒介す
る伝染病等により，家族単位で消滅していったことが考えられる」と報告された[154]。こ
れをふまえ，2000 年の県レッドデータブックでは，県南で分布域と生息個体数の減少が懸
念されていた[152]。
実際に，自然環境保全基礎調査において，第 2 回調査（1978 年～1979 年）では「筑
波」・「藤代」・「柿岡」・「常陸藤沢」の 4 メッシュで出現が記録されたが，第 4 回調査
（1990 年～1991 年）と第 5 回調査（1997 年～1998 年）では出現記録がなく，第 6 回調査
（2000 年～2003 年）の「筑波」・「柿岡」・「常陸藤沢」の 3 メッシュの出現記録と推移
していた。調査手法の差異がそれぞれの記録に影響した可能性もあり，一概に比較はできな
いが，1980 年代から 1990 年代にかけて一時的な生息域の減少があったと考えられる。
2010 年代現在において，RK 記録では 4 件が記録され，出現記録はごく稀で，筑波山地域
周辺の市内北部に限られた。一方，文献においては，2016 年の改訂版県レッドデータブッ
クにおいて，「近年は県南部の平地でも姿が見られるようになった」と報告された[151]。
神郡集落，小田集落においては，ノウサギやタヌキ，イタチほどではないが，比較的高い頻
度でカメラトラップによる撮影がなされた。小田集落における狩猟では，時折目撃された。
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さらに，2010 年代には，平塚集落から 1.5 km 以内の筑波研究学園都市中心部において確度
の高い目撃情報が寄せられ，2019 年には写真記録もなされた（図４－７）56。
過去から現在にかけて，アナグマは筑波山地域を中心に出現記録が見られ，ここ数年は平
野部への出現記録も見られた。ただし，キツネと比べてもその実態はあまり把握されておら
ず，「分布域に回復傾向があるのか，あるいは調査の不十分さに原因があったのかについて
精査が必要」との指摘[151]にあるよう，今後の動向に注視が求められる。

図４－７

2019 年に筑波研究学園都市中心部で確認されたアナグマ

※ 2019 年 7 月 1 日，野原大揮氏（筑波大学野生動物研究会）私信

56 2019 年 7 月 1 日，野原大揮氏（筑波大学野生動物研究会）私信，Twitter にて画像を確認後，直接本人に場
所 と 日 時 を 確 認 し た 。 <https://twitter.com/nohaolograph/status/1145668903424557056>, 2019.7.1 更 新 ,
2019.11.5 参照
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図４－８

アナグマ生息域の時空間変化
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４．４．６

イノシシ（ニホンイノシシ，Sus scrofa）

図４－９に，イノシシに関して自然環境保全基礎調査の結果，農村集落周辺における出現
記録，つくば市のロードキル記録による生息域の時空間変化を示す。
過去において，イノシシの出現は筑波山地域を含むつくば市北部に限られた。イノシシは
茨城県において近世から絶えることなく生息してきた唯一の偶蹄類である[151]。しかし，
つくば市においては，土浦市から下妻市へ至り，筑波山麓に沿って東西を結ぶ国道 125 号線
より北の，神郡集落・小田集落の所属する筑波山地域にのみ生息してきたとされる。小田集
落においては，筑波山地域に所属し，集落内に位置する宝篋山・小田山で 1940 年代～1950
年代の目撃証言が得られた。当時は，雪が降った日にイノシシの足跡をたどる遊びや，アカ
マツに登って向かってくるイノシシから逃げるような遊びをしていたと言う。逆に言えば，
2010 年代の現在と比較し，頻繁に見かけるというような存在でもなかったと認識していた。
平塚・六斗の集落においては，その出現はないものと認識されていた。イノシシがいた場合，
農業被害があり，また唯一の偶蹄類ということでその痕跡の判別も容易である。したがって，
聞き取り対象者は総じて筑波山地域にはいるという認識を持っていたが，小田集落を除き自
分たちが住む集落にはいなかったと捉えていた。宍塚集落と結束集落でも，イノシシの出現
は記録されていなかった[158,160]。1998 年には，筑波山地域において「目撃情報も多く」
と報告され，農業被害もあることから，毎年 5～10 個体程度が駆除されたと報告されていた
[155]。ただし，1970 年頃に伝染病によって個体数が激減した[154]とされ，1998 年の猟師
に対する聞き取りでは「昔より減った」との証言が得られた[155]。伝染病に関しては，小
田集落における猟師や地域の里山保全に関わる NPO 法人の職員からも同様の証言が得られ，
広く認識されていた模様である。
実際に，自然環境保全基礎調査において，第 2 回調査（1978 年～1979 年）では「筑
波」・「上郷」・「柿岡」・「常陸藤沢」の 4 メッシュで記録されたが，第 4 回調査（1990
年～1991 年）と第 5 回調査（1997 年～1998 年）で 1 メッシュ（それぞれ「常陸藤沢」・
「筑波」）の記録となり，第 6 回調査（2000 年～2003 年）で「筑波」・「柿岡」・「常陸
藤沢」の 3 メッシュの記録と推移していた。調査手法の差異がそれぞれの記録に影響した可
能性もあり，一概に比較はできないが，一時的な生息域の減少があったと考えられる。なお，
小田集落は出現が記録された「筑波」・「上郷」・「柿岡」・「常陸藤沢」の 4 メッシュの
結節点に位置する。
2010 年代現在において，アナグマと同様に RK 記録としての出現記録はごく稀（N = 5）
で，筑波山地域周辺の市内北部に限られた。2010 年代後半からは，茨城県全体における急
速な個体数増加・分布拡大の影響を受けていると思われる。2016 年には，「近年は，国道
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6 号線を越えた東側の涸沼や霞ヶ浦周辺にも定着を見せ始めている」と報告され[151]，イ
ノシシ管理計画を策定して農作物への被害抑制と個体群管理がなされるようになった。つく
ば市においても，2017 年には「つくば市鳥獣被害防止計画」が策定され，市内だけでも
2016 年度までに年間 110～120 頭程度の捕獲実績があること，2017 年度より 160 頭の捕獲
を計画していることが報告された[171]。1990 年代の捕獲実績[155]から比較し，10 倍以上
の個体数の捕獲計画であり，対策が追いついていない現状が見られた。神郡集落，小田集落
においては，比較的高頻度に撮影されたノウサギやタヌキ，イタチ以上に，最も高い頻度で
カメラトラップによる撮影がなされていた（図４－１０）。小田集落における狩猟では，主
要な捕獲対象として調査対象者猟師に限らず，複数の猟師が集落全体で十数個体程度の捕獲
を実施していた。つくば市における国道 125 号線より南への出現について，2014 年付近に
は，平塚集落から約 3 km の筑波大学農林技術センターにおいて，出現と農業被害が確認さ
れた57。2018 年には，つくば市中心部において同時多発的にイノシシが出現した58,59（図４
－９）。
過去から現在にかけて，イノシシは筑波山地域を中心に出現記録が見られ，ここ数年は平
野部への出現記録も見られた。繁殖までは確認されていないが，アナグマと同様に今後の動
向に注視が求められる。

57 2016 年 11 月 1 日，農林技術センター職員私信，他，2016 年に猟友会会員より同様の証言を得た。
58 2018 年 4 月 19 日，つくば市環境保全課への聞き取り
59 2018 年 4 月 11 日，@ShnKik1020_氏私信，Twitter にて画像を確認後，直接本人に場所と日時を確認した。
<https://twitter.com/ShnKik1020_/status/983971893077164032>, 2018.4.11 更新, 2018.4.11 参照
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図４－９

イノシシ生息域の時空間変化
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図４－１０

神郡集落（左）と平塚集落周辺（右）で確認されたイノシシ

※ 神郡集落はカメラトラップ画像，2017 年 8 月 9 日執筆者撮影
※※ 平塚集落から約 3 km 北東に位置する反町の森公園にて 2018 年 4 月 11 日撮影
@ShnKik1020_氏私信

４．４．７

テン（ホンドテン，Martes melampus）

図４－１１に，2010 年代現在において小田集落周辺で撮影されたテンの写真を示す。図
４－１２に，テンに関して自然環境保全基礎調査の結果，農村集落周辺における出現記録，
つくば市のロードキル記録による生息域の時空間変化を示す。
過去において，テンの出現はアナグマと同様に不明な点が多く，筑波山地域を除いては稀
な種であったと推定される。小田・平塚・六斗の全ての集落において，その出現は認識され
ていなかった。宍塚集落でも報告はなかった[160]。一方で，神郡集落が所属する筑波山地
域においては，地域住民が「コクテン」「スステン」と呼ぶ等，茨城県で冬季に見られるテ
ンの特徴である首周りが黄色い毛で覆われるテンを認識していた[155]。また，1960 年代後
半まで，テンの剥製が筑波山測候所において展示されていた点[155]から，筑波山地域にお
いては比較的見ることのできる種であったと推定される。結束集落においては 1992 年に目
撃記録があり，詳細な特徴が記されていたとともに，集落住民への当時の聞き取り調査をふ
まえて「はじめて確認」と明記されていた[158]。茨城県全体では，「本県での生息実態に
は不明な点が多い」と報告された[151]。
自然環境保全基礎調査では，第 2 回調査（1978 年～1979 年）と第 6 回調査（2000 年～
2003 年）の対象外で，当時の詳細は不明である。第 4 回調査（1990 年～1991 年）では出
現メッシュはなく，第 5 回調査（1997 年～1998 年）では「筑波」の 1 メッシュのみで出現
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が確認された。なお，この調査では茨城県全体で 2 つのメッシュのみ出現が記録された。こ
れらの結果は，おおよそ上記の聞き取りや文献調査の結果と合致した。
2010 年代現在においては，RK 記録としての出現記録は 1 件のみであった。その地点は，
市西部の比較的大面積の森林に隣接する道路であった。神郡集落，小田集落においては，キ
ツネと同程度の頻度でカメラトラップによる撮影がなされた。小田集落における狩猟では，
時折捕獲された。筑波山地域以外の出現報告は稀であり，RK 記録として出現した地点の情
報は貴重である。ただし，つくば市ではイタチを見る機会が多く，誤同定によってテンがこ
れまで正しく認識されてこなかった可能性もある。つくば市周辺で見られるテンは，夏季は
イタチと同色であり，冬季においても身体全体が鮮やかな黄色になることはない（図４－１
１）。RK 記録のように，全身をよく観察できる機会がなければイタチとの判別は難しい。
過去から現在にかけて，テンは筑波山地域を中心に出現記録が見られ，アナグマのように
平野部での出現も確認されている。しかし，アナグマ以上に情報不足の点もあり，今後の動
向に注視が求められる。

図４－１１

つくば市における「スステン」「コクテン」（2016 年 11 月 23 日執筆者撮
影）
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図４－１２

テン生息域の時空間変化
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４．４．８

ハクビシン（ハクビシン，Paguma larvata）

図４－１３に，ハクビシンに関して自然環境保全基礎調査の結果，農村集落周辺における
出現記録，つくば市のロードキル記録による生息域の時空間変化を示す。
ハクビシンは国外外来種と考えられ，1980 年代以前にはつくば市に生息しなかった。茨
城県では 1963 年に大子町で初めて確認され，1990 年代以降には全県に分布を広げた[151]。
また，茨城県を経由して南部の千葉県への流入経路となったことも明らかとなっている
[154]。神郡集落が所属する筑波山地域では，未確認情報であるが，1980 年代後半から 1990
年代にかけて，「友人が捕獲した」との猟師の証言が得られた[155]。1990 年代から 2000
年代にかけて，小田・平塚・六斗の全ての集落において目撃証言が得られており，文献にお
ける分布拡大とも一致していた。これらの集落では，ブドウ等果物への農作物被害や，家屋
の屋根裏に住み着くことによる糞害の証言が得られた。宍塚集落では，具体的な時期は不明
であるが，2005 年には「最近度々目撃」と報告された[160]。
自然環境保全基礎調査では，第 2 回調査（1978 年～1979 年）と第 6 回調査（2000 年～
2003 年）の対象外で，当時の詳細は不明であるが，第 2 回調査時にはその分布は広域つく
ば圏へ到達していなかったと推測される。第 4 回調査（1990 年～1991 年）で「守谷」・
「常陸藤沢」の 2 メッシュ，第 5 回調査（1997 年～1998 年）では「筑波」・「上郷」・
「水海道」・「守谷」・「藤代」・「土浦」の 6 メッシュで出現が確認された。これらの結
果は，おおよそ上記の聞き取りや文献調査の結果と合致した。
2010 年代現在では，ノウサギやタヌキ，イタチと同様に，つくば市全域で頻繁に見られ
る種であった。RK 記録では 223 件が記録され，特に東部で密度が高く，市内全域で記録さ
れた。北部の山間部においては，RK 記録としては見られないが，山麓の道路での記録があ
った。また，全ての集落で一般的に見られるとの証言が得られた。結束集落では，カメラト
ラップ調査で頻繁に記録され，これは神郡集落，小田集落，平塚集落における調査でも同様
であった。
過去から現在といいつつも，国外からの外来種であるハクビシンに関してはここ 20～30
年程度で急速に分布を拡大していた。結果として，現在においてはノウサギやタヌキ，イタ
チに並ぶ出現頻度を得た種と言える。
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図４－１３

ハクビシン生息域の時空間変化
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４．４．９

アライグマ（アライグマ，Procyon lotor）

図４－１４に，アライグマに関して自然環境保全基礎調査の結果，農村集落周辺における
出現記録，つくば市のロードキル記録による生息域の時空間変化を示す。
アライグマは，外来生物法による特定外来生物に指定された国外外来種であり，ハクビシ
ンより後に移入した。1990 年代より過去には，つくば市に生息しなかった。茨城県では
1996 年に猿島町，十王町で確認され，1998 年には総和町で記録された[154]。2005 年以降
に県内各地で定着の情報がもたらされるようになり[153]，2000 年代後半には同時多発的に
出現が確認され，生態系への影響や農業被害，建物への侵入被害等が大きいことから，県に
よる第１次・第２次防除実施計画が策定されるに至った[151,161]。2016 年には，茨城県内
31 市町村で生息情報が報告された[161]。
自然環境保全基礎調査では，第 2 回調査（1978 年～1979 年）と第 6 回調査（2000 年～
2003 年）の対象外で，当時の詳細は不明であるが，両調査時にはその分布は広域つくば圏
へ到達していなかったと推測される。第 4 回調査（1990 年～1991 年），第 5 回調査（1997
年～1998 年）では調査対象であるが，出現は記録されなかった。
2010 年代現在では，急速にその生息域を拡大させている。2007 年には宍塚集落[172]に
おいて，2014 年には結束集落において，それぞれ初めてカメラトラップ調査によって出現
が記録された。六斗集落においては，2010 年程度から，スイカの農業被害でアライグマの
出現を認識したとの証言が得られた。小田集落と平塚集落においては，周辺での被害は聞く
が，自身で見たという人はいなかった。しかし，小田集落での狩猟においては捕獲もなされ
ていた。平塚集落においては，2019 年に初めてカメラトラップ調査によって出現が記録さ
れた。その後，複数回・複数日時に渡り撮影には成功した（図４－１５）。RK 記録では 34
件が記録され，件数はタヌキ等と比べて少ないが，市内全域おいて出現が記録されていた。
アライグマは，ハクビシンと同様に国外からの外来種であったが，ハクビシンよりもさら
に急速に分布を拡大しており，近い将来にはタヌキやノウサギに並んで一般的に見られるよ
うな種になる可能性は高いと考えられる。
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図４－１４

アライグマ生息域の時空間変化
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図４－１５

2019 年に筑波研究学園都市中心部で確認されたアライグマ

※ 2019 年 10 月 12 日，10 月 14 日撮影，特定非営利活動法人つくば環境フォーラム提供

第５節

まとめ

本章では，RK 記録を活用しつつ，農村集落での調査によって，1940 年代から現在への
中・大型哺乳類の生息域の変化を明らかとした。広域つくば圏において，農村集落の森林が
里山としてあった，1940 年代～1960 年代の過去から，里山が里山跡地となり約 50 年が経
過し，さらに周囲が都市化して都市近郊林・奥山となっている 2010 年代の現在にかけて，
中・大型哺乳類生息域の時空間変化を明らかとした。結果として，広域つくば圏北部の山間
部に生息した中・大型哺乳類が，広域つくば圏中央部や南部にかけての平野部に進出してい
る状況が確認された。これは，現在に平野部の都市近郊林において見られる種が，開発以前
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の里山としてあった 1940 年代～1960 年代の過去において必ずしも見られたわけではないと
いうことを意味する。
ノウサギ・タヌキ・イタチ・キツネは，現在の広域つくば圏において比較的広い範囲での
出現の認識・記録が確認された。ノウサギとイタチは，過去と現在でその出現の認識・記録
地点に大きな変化が無い種であった。加えて，出現の頻度としても，過去と現在で比較的多
い種である。一方で，タヌキとキツネは，過去においては平野部での出現が比較的稀なもの
と認識され，実際にそのような記録も確認された。現在には，タヌキはノウサギとイタチと
同じく，広域つくば圏の山間部でも平野部でもよく出現する種であった。キツネは，これら
の種と比べると出現の記録は稀だが，2010 年代後半には繁殖の記録を含め，広域つくば圏
平野部，都市近郊での出現が見られるようになった。
一方，アナグマ・イノシシ・テンは，過去の出現の認識・記録がほぼ山間部周辺に限定さ
れ，それが 2010 年代の現在まで，過去から変化していない種であった。ただし，2010 年代
後半から平野部の都市近郊における出現記録が数件見られ，今後の動向が注視される。繁殖
等は確認できなかったため，分布が拡大しているとは言い切れなかった。しかし，茨城県全
体における動向としては分布拡大が示されており[151]，つくば市においてもその先触れと
して出現が記録された可能性は高い。
これらの我が国における在来の中・大型哺乳類に対し，ハクビシンとアライグマは国外か
ら侵入した外来種である。里山のあった 1960 年代以前の過去には全くいなかった種である。
しかし，ハクビシンは 1990 年代から 20 年間で，アライグマは 2000 年代初頭から 10 年間
程度の期間で分布を急速に拡大し，現在はつくば市内のほぼ全域に定着していた。これらの
種についての出現の認識も，平野部と山間部に問わず，現在には一般的なものとして見られ
ていた。
中・大型哺乳類の中でも，種によって環境選考性は異なる[85,92]が，広域つくば圏にお
ける出現の認識・記録地点の変化は，現在においては広域つくば圏の山間部に限らず，平野
部でもそれぞれの種にとって生息に好適な環境が存在している可能性を示唆している。人為
的に影響を受けてきた地域の環境に適応し，生息域を拡大する種の特徴を理解することは，
将来における適切な野生動物管理の実施および策定において重要である[173]。本研究にお
ける成果を，今後の野生動物管理へと活かしていくことが望ましい。
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終章 総合考察
第１節

本研究のまとめ

我が国の伝統的な農業景観である里山は，「人々や地域社会が特別な自然の価値・生物多
様性の価値・生態系の価値・生態系サービスの価値・社会的価値・文化的価値を認識し，こ
れらの価値を長期にわたって守るための対策を講じた土地」と定義される保護地域の一形態
として，適切な管理の実施が求められている。一方で，1960 年代以降の里山は地域社会か
ら分断され，「里山跡地」化した。2000 年代まで，里山跡地における課題は，その隣接す
る空間が都市か奥山であるかで分けて対処された。都市に隣接する里山跡地は，都市近郊林
として保護地域化が図られてきた。しかし 2010 年代以降は，これまで奥山に隣接した里山
跡地の課題とされてきた，中・大型哺乳類の生息域拡大が見られる。人口減少社会の到来に
よって，奥山と都市の里山跡地を通じた連接が予想される。しかし，里山から里山跡地化，
奥山との連接までの自然環境の時空間変化と，実際の中・大型哺乳類の出現との関係を結び
つける研究はなされてこなかった。そこで本研究は，筑波研究学園都市を含む研究対象地
「広域つくば圏」における自然環境の時空間的な変遷を分析し，さらに中・大型哺乳類の生
息域の変化を把握するために，自治体が収集したロードキル記録による最新の出現記録地点
と，文献・聞き取り調査による 1940 年代以降の出現記録地点の時空間的な変遷を分析した。
第１章では，広域つくば圏を対象とし，土地被覆・植生・土地所有及びガバナンスの分析
から，自然環境の時空間的変遷を分析した。広域つくば圏において，過去 140 年間で森林率
は 9.1 %減少した。その森林が森林のままであったのは面積比で半数に満たず，周囲を畑
地・水田・村落に囲まれた平野部における森林は都市化していた。一方，山間部を中心に分
布した草地は 72.7 %減少し，その過半は森林化していた。また，里山跡地化による植生の
変化が見られ，マツから成る常緑針葉樹林はクヌギ・コナラの落葉広葉樹林へと変化してい
た。
第２章では，広域つくば圏の内で里山跡地を保護地域化した都市近郊林を持つ農村集落を
対象とし，古老への聞き取り調査から，自然環境の時空間的変遷を分析した。森林率変化の
傾向，草地の減少，森林植生の落葉広葉樹林化は，広域つくば圏全般に限らず，里山跡地の
保護地域化を図った事例においても同様に見られた。1990 年に開園した「牛久自然観察の
森」では，里山復元を目的とした管理が実施されてきた。しかし，2010 年代には当初復元
が目指された里山自然環境の維持は困難となり，植生遷移によって大径木・密生化した。
第３章では，中・大型哺乳類の最新の出現状況を把握するために，つくば市が収集したロ
ードキル記録を分析し，その信頼性と実用性を検証した。このロードキル記録は野生動物の
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非専門家による記録であるため，動物種の誤同定が懸念されたが，専任の委託業者の判断に
よって 9 種中 5 種で 8 割程度の同定率が担保されていた。得られたアナグマ・アライグマ・
イタチ・イノシシ・キツネ・タヌキ・テン・ノウサギ・ハクビシンの 9 種，745 件の出現記
録は，既存の統計データや調査手法よりも様々な種の最新の動向をもたらした。
第４章では，中・大型哺乳類出現の時空間的変遷を分析した。第３章で有用であることが
示されたロードキル記録を活用しつつ，1940 年代から 2010 年代までの変化について，文献
調査と農村集落での聞き取り調査を実施した。平野部の開発に伴い孤立した都市近郊林とそ
の周辺において，2010 年代に 8〜9 種の出現が確認され，1940 年代から 1960 年代には 9 種
のうち 2〜4 種が確認された。一方で，まとまった範囲と面積が草地または森林として維持
されてきた山間部では，国外外来種 2 種を除き，1940 年代から 2010 年代の出現種数に変化
はなかった。

第２節

結論

広域つくば圏では，1960 年代以降に生じた森林・草地への人為的な影響力の減少が見ら
れた。当時，東京オリンピック開催等，高度経済成長に伴う社会構造の大きな変革があり，
特にプロパンガス・化学肥料の普及，出稼ぎ労働による現金収入源の確保が集落の森林・草
地から得られる自然資源の価値を大きく減少させた。1960 年代までは，森林・草地から得
られる薪炭，材木，下草，落葉等の自然資源は日々の暮らしに欠かせないものであるだけで
なく，一部では消費地への売却も含めた収入源であった。そのため，集落総出で森林・草地
の管理には気を遣い，かつては「裸足でどこへでも入っていけた」「きれいだった」との証
言が得られるような森林・草地が広がっていた。しかし，1960 年代以降には自然資源を得
続ける必要がなくなり，多くで森林・草地の管理が放棄された。その状態が数十年と続いた
ことで植生が遷移し，「ジャングルのような」「近寄りがたい」との証言が得られるような，
現在の都市近郊林となった。第１章の結果から，広域つくば圏全体では農業土地利用の森林
化と，森林の都市化が起きていたことがわかっている。農業土地利用の森林化は，山間部に
位置する大面積の，連続性の高い都市近郊林を発生させた。森林の都市化は，都市の内部で
農村から分断され，断片化した都市近郊林を発生させた。そのような都市近郊林を保護地域
化し，過去の里山において見られたような，人間による働きかけの復活を位置付けた事例が
複数見られた。逆に言えば，現在の都市近郊林へは人間による働きかけが皆無であることを
示している。広域つくば圏では，過去から中・大型哺乳類の生息地であった山間部も，過去
には一部の中・大型哺乳類しか生息しなかった平野部も，等しく人の手の入らない「奥山」
となり，植生は「密林化」した。また，その密林化した森林の植生は，アカマツを主体とし

172

た常緑針葉樹から，クヌギ・コナラを主体とした落葉広葉樹，さらにシイやカシを主体とし
た常緑広葉樹に遷移しつつある。遷移した植生は，どれもいわゆるドングリのなる木であり，
アカマツと比べ豊富な餌資源を中・大型哺乳類に供給する。平野部の都市近郊林は，都市化
によって多くが失われたが，保護地域化の成功によって一定の規模での森林としては残存し
た。平野部の都市近郊林における近年の急速な中・大型哺乳類の出現確認は，現在の都市近
郊林が生息にとって好適な環境を提供しており，かつ隣接して山間部からの種の供給ソース
があるためだと推定される。
以上をふまえ，本研究は，中・大型哺乳類の出現の変化は，その生息環境である自然環境
の変化と関係している可能性を示した。自然環境の変化は，自然環境への人間の働きかけの
変化に由来することは，本研究の結果からも示唆されたが，土地被覆・土地利用・植生へ着
目した様々な研究から明らかとなっている。人間の自然への関わりの減少によって，生物の
分布拡大が後押しされることは，歴史的に繰り返されてきたことである。しかし，それは人
間活動の撤退が著しい中山間地域や，過去数百年スケールにおける製鉄等，大規模な自然改
変後の撤退において指摘されてきた[50,90]。本研究の結果は，この現象が都市近郊林で生
じていることを示す。都市近郊林においては，その領域を保護地域とすることで開発から守
り，また都市住民に利用される空間としての景観管理が重要視されてきた[50]。これは，第
２章における広域つくば圏内部での，モデル的な里山保全の保護地域でも同様であった。
本研究から，広域つくば圏における自然環境の時空間変化は，図（終）－１のようであっ
たことが分かった。広域つくば圏では，1960 年代以前には奥山に隣接した里山と，里地と
里地の間に挟まれた里山の 2 種類が存在した。中・大型哺乳類は，奥山を主な生息地として
いた。1960 年代以降，奥山に隣接した里山は奥山と同一化し，里地と里地の間に挟まれた
里山は都市化しつつも，一部は保護地域化された。しかし，2010 年代には保護地域化され
た都市近郊林を含め，里山に見られた植生は遷移の結果，より大径木・密生化し，さらに
中・大型哺乳類にとって豊富な餌資源をもたらす樹種に転換し，その自然環境は中・大型哺
乳類の生息域となった。また，平野部の都市近郊林と奥山の領域との連接も示唆された。都
市近郊の里山跡地を保護地域化する際には，新たに進出してきた中・大型哺乳類を含め，変
化する自然環境に対応した管理の計画と実践が，その多面的な価値の発揮のために重要であ
る。
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図（終）－１

第３節

広域つくば圏における自然環境の時空間変化

今後の課題

我が国においては，農村の人口減少・都市への人口集中が今後ますます進行すると予測さ
れている。本研究は，人口減少と人口集中の影響が，中山間地域と都市近郊という構造では
なく，都市近郊の構造の内部において発揮されているという事例であった。ここで生じた
中・大型哺乳類の都市への進出や，生息する種の変化が引き起こす課題は，今後は他地域の
都市近郊林で起こり得る。保護地域化された都市近郊林は，そのような進出の最前線となる
可能性が高く，その野生動物の管理がますます重要となるだろう。
野生動物管理の実施例としてタヌキの保全の例を上げる。タヌキ・ノウサギ・キツネは，
我が国において里山の自然環境を代表する種として認識されてきた[73]。特にタヌキは，都
市の孤立した森林でも餌資源を得ることができ，里山的な自然環境から都市の自然環境にま
で生息可能な野生哺乳類とされてきた[174,175]。ここで，タヌキとハクビシンは，周辺の
都市化が進行した断片化した都市近郊林から，比較的連続した面積を持つ山地の森林まで，
様々な環境に生息するジェネラリストとされる[85]。したがって，タヌキは都市近郊林にお
ける保全の指標として広く用いられてきた種でもある。一方，タヌキ・ハクビシン・アライ
グマが同所的に生息する環境において，それらの餌資源は共通していたとの指摘がある
[176]。また，種間の競合について，タヌキはハクビシンから正の影響を受けるのに対し，
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アライグマからは負の影響を受けるとの指摘[177]もあり，アライグマの分布拡大が今後タ
ヌキの減少を引き起こす可能性もある。したがって，タヌキの保全を目指すのであれば，タ
ヌキの生息環境を保全し，タヌキの分布や生息域の調査をするに限らず，ハクビシンとアラ
イグマの進出や生息域の変化についても把握する必要がある。
また，ノウサギを例にすれば，生息地の分断化が個体数減少の原因である可能性が指摘さ
れ，都市近郊林では，開発によってその面積が縮小し，孤立することが絶滅につながると指
摘されてきた[86]。現状として分布が確認される生息地があったとしても，実際には生息に
不十分で，開発後数年から数十年遅れて個体数の維持が難しくなり，絶滅に向かうという可
能性もある。そういった傾向が見られるかを把握するためにも，現状の生息地がどのような
開発の履歴と土地利用の履歴を辿ってきたかを把握すること，また，保全対象となる哺乳類
の一時的な在不在のデータを含め，さまざまな情報源からデータを蓄積することにより，分
布データベースを開発することが不可欠である[86]。そして，安定した保全を目指すのであ
れば，生息に適した植生管理の実施や，生息地そのものをつなげる広域ネットワーク化等，
より生息地として質を高める管理が必要となる。
一方で，ここで複雑な点は，都市においては時として中・大型哺乳類の防除が求められる
こともある点である。都市近郊林において，そこに生息する中・大型哺乳類は，生物多様性
保全のシンボルとなることもあれば，周辺の住民との軋轢を生む可能性もある[178,179]。
象徴的な例は，イノシシの出現である。北米とヨーロッパにおいて，農村の人口減少，気
候変動による冬季の温暖化，捕食者の不在，狩猟者の不在等の要因により，イノシシ（Sus

scrofa）の分布が大きく拡大したことが報告されている[180–184]。同時に，都市へのイノ
シシの侵入と増加が報告される[184,185]。本研究で示したように，イノシシの都市への進
出は広域つくば圏において確認され，我が国全体で大きな問題となっている。イノシシの分
布拡大による都市への侵入，侵入による交通事故の発生，ペットや人間への直接的な加害，
感染症の媒介の増加等，人間との軋轢発生への対処は今後大きな課題となる。実際には，イ
ノシシに限らずとも，中型の肉食動物でもその生息域拡大・個体数増加は都市生態系におけ
る人間と野生生物の相互作用のエスカレートの指標であり[84]，広域つくば圏であれば，今
後タヌキ・イタチ・キツネ・ハクビシン・アライグマによる人間との軋轢は必然的に増加す
るだろう。
軋轢の軽減も，野生動物管理における重要な側面である。例えば，密生した植生を減らす
ようなランドスケープデザインが，都市に出現する中・大型哺乳類と人間の軋轢を減らすた
めには必要と指摘されてきた[84]。密生した植生は，中・大型哺乳類にとっての人工的土地
利用への見通し距離を狭めるとされ，ロードキルの危険性を増すという形で人間との軋轢を
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増加させるとも指摘される[186]。しかし，広域つくば圏における現状は，密生した里山跡
地の植生が放置されている状況であり，早急な対処が求められる。
直接的な自然環境に対する対処だけでなく，都市では軋轢の当事者となる地域住民への取
り組みも重要である。都市でのイノシシの出現に対する許容は，イノシシに対する過去の否
定的な経験の影響[187]や，幼少期の自然体験の有無の影響[178]が指摘される。すなわち，
過去の経験が重要であり，野生生物が進出している，または進出の可能性があるような都市
においては，住民は進出に対して否定的にも肯定的にもなる素養を持つ。よって，住民に対
する都市の野生生物進出の原因・結果・効果的な管理オプションに関する情報キャンペーン
は，進出に対する解決策の理解と受け入れにつながる[187]。したがって，野生生物の進出
傾向が見られる都市においては，具体的な野生生物管理対策を実施する以前に，情報キャン
ペーンを実行し，その評価を得て，住民の認識を理解することが有効であるだろう。
これらの保全策を実行するには，本研究で実施したような，都市近郊林の里山及び里山跡
地化の経緯を明らかとするアプローチ，面積と周辺の都市化の現状をふまえた保全すべき都
市近郊林の抽出，自治体が収集したロードキル記録と農村集落住民への聞き取り調査による
中・大型哺乳類の出現状況の把握の組み合わせが有効である。本研究の結果は，他の地域で
の野生生物の保全において活かすことができる可能性を持つ。
なお，自治体が収集するロードキル記録について，一部の希少種や外来生物に対しては誤
同定の割合が高く，認知度を上げるための対策が必要と考えられる。記録の正確さが担保さ
れれば，これらの記録は，死骸という形で確実にその場所へその種が出現したことを示す証
拠であり，保全の計画を立てる上で重要な根拠となる。ロードキル記録の適切な蓄積と活用
は，我が国における中・大型哺乳類の出現記録地点の分析において大いに貢献するだろう。
そのためには，予算や人員等，行政の持つ資源を広く共有することが重要である。
一方で，保護地域に進出してきた中・大型哺乳類に対し，取る対策が保全であるか，防除
であるかは，保護地域に対してどのような価値に主体が置かれているかによって変化する。
価値とは，過去の里山自然環境の復元，生態系の保存，レクリエーションの場と，様々なも
のが考えられる。全ての価値が発揮されることが理想ではあるが，現実的には管理リソース
や，保護地域そのものの置かれる環境によって制限される。生態系の保存が第一であれば，
外部から侵入してくる中・大型哺乳類は，在来種であっても，少なくとも里山の生態系にお
いては数百年間存在しなかった種であり，排除すべき場合も考えられる。逆に，1960 年代
以降の里山跡地化以降，数十年に渡り里山的な利用がなされてこなかった場合においては，
人間の関与が減衰した中で，野生生物の生息地としての新たな価値を得たとも考えられる。
どのような価値に主体を置くべきかは，個別の状況によって異なる。その判断には，管理者
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の意思共有，周辺地域住民との合意形成，自然環境の辿ってきた履歴の調査，野生生物のモ
ニタリング等が必要である。過去の人間－自然関係を把握した上での，目標とする自然環
境・野生動物の生息，そしてそれらからもたらされる生物多様性や文化的・社会的な価値に
ついて，社会科学や生態学，地理学等，様々な視点から複合的に捉え，計画に活かしていく
ことが求められるだろう。
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い点について，相談の度に的確なご助言を頂きました。また，佐伯いく代先生には，保全生
態学の観点からロードキルに関わる研究へのご助言を頂きました。さらに，国立研究開発法
人国立環境研究所の生物・生態系環境研究センター生物多様性評価・予測研究室のみなさま
からは，研究のお手伝いをさせて頂くことを通じて生態学・生物学・地理学に関する様々な
知見をご教授頂きました。異なる分野の先生方によるご助言により，本論文を学際的な視座
に立った研究とすることができたと考えております。先生方のご指導がなければ，本論文を
取りまとめることはできなかったと確信しております。改めて，篤く御礼申し上げます。
大学生活において，自然地域計画研究室の諸氏には，ゼミ等を通じて適切な助言を頂いた
のみならず，日々の研究を支えて頂きました。自身の研究のみならず，諸氏の研究へゼミや
現地調査を通じて関わったことで，自身の研究を客観的に見つめ直し，改善につなげること
ができました。原光宏氏・藤本結衣氏・坂入愛氏・堀下恭平氏・野中美那氏・崔悦朶氏・孫
含笑氏・氏家萌美氏・大熊美桜氏・小竹佳穂氏へは，この場を借りて御礼申し上げます。ま
た，同期の小河澄香氏・三ツ井聡美氏・杉直也氏とは，博士課程の学生生活や今後のキャリ
ア，それぞれの研究についての議論等，互いの研鑽の機会を設けていたことが執筆者の修了
まで大きなはげみになりました。後輩の山口広子氏・相澤良太氏・甲斐龍之介氏とは，執筆
者の調査を手伝って頂いたのみならず，自身のフィールドの経験やそれぞれの専門分野をふ
まえた議論を通じ，様々なアイディアを与えて下さいました。諸氏との活発な議論は，執筆
者にとって刺激的で，示唆に富んでおりました。以上の各氏にも心から感謝申し上げます。
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本研究の遂行は，多くのみなさまのご協力無しにはなし得ませんでした。つくば市におけ
る研究を中心とし，筑波山地域ジオパーク学術研究助成金による助成を頂きました。ここに
感謝申し上げます。また，それぞれの調査地において，みなさまより温かいご支援を頂きま
した。NPO 法人つくば環境フォーラムのみなさまよりは，執筆者の調査にご協力頂くとと
もに，つくば市における自然環境の現状について，地域に根差した活動をなされているなら
ではの様々な知見をご提供頂きました。また，牛久自然観察の森指定管理者の NPO 法人う
しく里山の会みなさまよりは，施設の運営に長年関わってきたならではの各種資料や知見を
ご提供頂きました。つくば市の窪庭茂氏をはじめ，環境衛生（廃棄物対策）課のみなさまへ
は，日々の業務の中執筆者の調査にご協力頂きました。つくば市小田の飯塚純一氏・飯塚睦
子氏，下平塚の桜井藤郎氏・中野正吾氏，苅間の青木正氏，六斗の中泉フミオ氏・中泉ミエ
コ氏，牛久市結束の故高嶋つね氏からは，集落における里山の利用や，その後の変容，現在
に至る野生動物との出会い等，地域の様々な歴史と知見をご教授頂きました。以上の方々へ，
この場を借りて御礼申し上げます。本研究の成果が，今後のつくば市・牛久市における自然
環境保全に貢献し，みなさまの業務や，日々の生活の中での自然とのより良い関わりの構築
の一助となれば幸いです。
最後に，家族に感謝の気持ちを述べたいと思います。妻の結衣には，学類生の折から日々
励ましてもらい，研究に協力してもらい，時には家事を任せてしまうこともある等，ずっと
迷惑をかけてきました。博士号を取得するというひとつの目標を叶えた今，その恩に報いる
ことができるよう，夫として一層の努力をしていく決心をするとともに，深く感謝の意を表
します。また，父・神宮靖範と，母・神宮喜代美，姉の濱地沙紀にも，心から感謝します。
家族の有形無形の支えと理解がなければ，執筆者の学業を継続することはできませんでした。
謝辞を執筆するに当たり，多くの方々からの温かいご支援のもと本研究を実施できたとい
うことを痛感いたしました。ここにあげたみなさまにとどまらず，私の博士論文執筆に当た
りご協力頂いた全ての方々に改めて御礼申し上げます。本研究の成果が，今後のつくば市の，
ひいては都市近郊林という共通の言葉で結びつく様々な場を，「多面的な価値を発揮する保
護地域」としていく試みの一助となるよう，心から願います。

2020 年 2 月 5 日
神宮 翔真
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論文概要
我が国の伝統的な農業景観である里山は，「人々や地域社会が特別な自然の価値・生物多
様性の価値・生態系の価値・生態系サービスの価値・社会的価値・文化的価値を認識し，こ
れらの価値を長期にわたって守るための対策を講じた土地」と定義される保護地域として，
適切な管理が必要とされる。一方で，1960 年代以降の里山は地域社会から分断され，「里
山跡地」化した。2000 年代まで，里山跡地はその隣接する空間が都市か奥山であるかで分
けて対応した。都市に隣接する里山跡地は，都市近郊林として保護地域化が図られてきた。
しかし，2010 年代以降は，これまで奥山に隣接した里山跡地の課題とされてきた，中・大
型哺乳類の生息域拡大が都市近郊林でも観察されるようになった。人口減少社会の到来によ
って，奥山と都市の里山跡地を一体として捉えることが必要となっている。しかし，里山か
ら里山跡地化，それらの奥山との連接までの自然環境の時空間変化と，中・大型哺乳類の出
現との関係を結びつける研究はなされてこなかった。そこで，本研究は筑波研究学園都市を
含む「広域つくば圏」における自然環境の時空間的な変遷を分析し，さらに中・大型哺乳類
の生息域の変化を把握するために，自治体が収集したロードキル記録による最新の出現記録
地点と，文献・聞き取り調査による 1940 年代以降の出現記録地点の時空間的な変遷を分析
した。
第１章，第２章では，それぞれ広域つくば圏全体と，その内部で里山跡地を保護地域化し
た都市近郊林周辺の農村集落を対象とし，土地被覆・植生・土地所有・ガバナンスの分析と
古老への聞き取り調査から，自然環境の時空間的変遷を分析した。広域つくば圏において，
過去 140 年間で森林の面積は 0.9 倍となった。ずっと森林のままであったのは面積比で
44.4 %であり，平野部における畑地・水田・村落に囲まれた森林は都市化していた。一方，
山間部を中心に分布した草地の面積は 0.3 倍となり，その 62.7 %は森林化していた。また，
マツから成る常緑針葉樹林の面積は，1979 年から 2000 年代初頭で 0.3 倍となった。一方，
クヌギ・コナラの落葉広葉樹林の面積は，1979 年から 2000 年代初頭で 6.0 倍となった。森
林率変化の傾向，森林化を含む草地の減少，森林植生の落葉広葉樹林化は，里山跡地の保護
地域化を図った事例においても同様に見られた。1990 年に開園した「牛久自然観察の森」
では，里山復元を目的とした管理が実施されてきた。しかし，2010 年代には当初復元を目
指した里山自然環境の維持は困難となり，大径木・密生化した。
第３章では，中・大型哺乳類の最新の出現状況を把握するために，つくば市が収集したロ
ードキル記録を分析した。このロードキル記録は野生動物の非専門家による記録であるため，
動物種の誤同定が懸念されたが，専任の委託業者の判断によって 9 種中 5 種で 8 割程度の同
定率が担保されていた。アナグマ・アライグマ・イタチ・イノシシ・キツネ・タヌキ・テ
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ン・ノウサギ・ハクビシンの 9 種から成る 745 件の出現記録は，既存の統計データや調査結
果よりも多様な種の最新の動向をもたらした。
第４章では，中・大型哺乳類出現の時空間的変遷を分析した。第３章で有用であることが
示されたロードキル記録を活用しつつ，1940 年代から 2010 年代までの変化について，文献
調査と農村集落での聞き取り調査を実施した。平野部の開発に伴い孤立した都市近郊林とそ
の周辺において，1940 年代から 1960 年代には 9 種のうち 2〜4 種が確認されたが，2010 年
代に 8〜9 種の出現が確認された。一方で，まとまった範囲が草地または森林として維持さ
れてきた山間部では，国外外来種 2 種を除き，1940 年代から 2010 年代の出現種数に変化は
なかった。
本研究から，広域つくば圏では 1960 年代以前には奥山に隣接した里山と，里地と里地の
間に挟まれた里山の 2 種類が存在したことが明らかとなった。中・大型哺乳類は，奥山を主
な生息地としていた。1960 年代以降，奥山に隣接した里山は奥山と同一化し，里地と里地
の間に挟まれた里山は都市化しつつも，一部は保護地域化された。しかし，2010 年代には
保護地域化された都市近郊林を含め，里山に見られた植生は大径木・密生化し，その自然環
境は中・大型哺乳類の生息域となった。また，平野部の都市近郊林と奥山の領域との連接も
示唆された。都市近郊の里山跡地を保護地域化する際には，新たに進出してきた中・大型哺
乳類への対応を含めた，順応的管理の実践が，その多面的な価値の発揮のために重要である。
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