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摘要 :森林の連続性を評価するための指数 CONを 定義し,国 土数値情報 3次メッシュ (約 l kr)を

単位とした 既存の植生データを用いて,本 州における森林の連続性を評価 した。指数 CONに よる

森林連続性と陸生哺乳類 13種の分布とのオーバーレイをおこない,CONと 分布の対応関係を把握 し

た。指数 CONに 対する各動物の分布の反応を類型化したところ,1)奥 山的な動物群,2)準 奥山的

な動物群,3)里 山的な動物群,4)生 息特性との関係があまりみられなかった動物群, の 4群 に分け

られた。

1)′2)′3)の 動物群に関しては,一 般に知られている分布特性とほぼ一致 しており,森 林連続性

の評価の妥当性が示された。

1.研 究の背景と目的

今日,国 土環境施策において,生 物多様性の保全が大きな課題

の1つ となっているが, これを進めるためには,ま ず森林と野生

動物の現況を把握することが必要である。日本は世界でも有数の

森林国であるが, こうした森林も戦後の拡大造林によって人工林

の比率が高まり,各 種開発行為により自然林の多くが伐採された。

近年,野 生動物保全の立場か ら生息地の連結性 (habitat

connectivity)に関する議論
1)がされるようになってきたが,そ

れは生息地の分断化が問題となっていることに起因する。一般に,

生息地が分断されると,面 積の減少や孤立化によって,個 体群の

絶滅の危険性が増加するといわれている2).

一方,景 観生態学でも,connectivity(連結性)は ,重 要な概

念である。Forman(1995)3)は , これを 「コリドーやネットワー

ク,マ トリクスなどが,ど のくらいつながりを持つか,あ るいは

空間的に連続的であるかを表す尺度」 と定義 してい る。

connectivityは「連結性」と訳されることが多いが,実 際には,

むしろ 「空間的な連続性」の意味で用いられていることが多い。

GIS(地 理情報システム)技 術の進歩にともない,空 間的位置

関係の解析による生息地評価をおこなった研究
4)もみられるよう

になった。その意味で,都 市近郊域を中心として森林分断化の進

行する日本でも,野 生動物のおもな生息地としての森林を 「空間

的な連続性」の視点から評価していくことが必要である。

幸い, 日本では自然環境データベースが充実しており, これま

でにもその活用がはかられてきた (哺乳類分布調査科研グルー戎

19795)など)。しかし,国 土スケールにおける空間的連続性とい

う視点からの森林の評価は行われてこなかった。

そこで,本 研究では自然環境データベースを用いて,森 林連続

性の評価を試みた。しかし,既 存のデータは約 l kmグリッドとい

う粗い空間スケールであり, 1)グ リッド内が一様に森林である

とは限らないこと, 2)動 物によって行動圏や行動様式が異なる

こと,を 前提としたうえで森林連続性の評価に意味があるのか検

討する必要がある。そこで,動 物分布との対応関係をみることに

より,動 物ごとに評価の妥当性を検証することを目的とした。

対象動物としては,森 林連続性の影響を強く受けると考えられ

る陸生哺乳類の分布をとりあげた。なお,草 原や水辺なども生息

地としては重要だが,面 積規模の点で国土スケールの議論には適

さないことから本研究では森林のみを対象とした。

2.研 究の方法

(1)用 いたデータ

本研究では,環 境庁による第 4回 自然環境保全基礎調査

(1989～1993)の植生調査ファイルおよび動物分布調査ファイル

のデータを用いて解析をおこなった。いずれも,国 土数値情報の

標準地域メッシュコード体系に準拠しており
6), 3次 メッシュ

(約lkイ)を 単位として数値情報化したものである。解析に用い

たのは,以 下のデータであり,本 州に該当する範囲を解析の対象

とした。

①植生データ:1/50,000の現存植生図を数値情報化したもので,

植生自然度,植 物群落およびその他の土地利用が収められてい

る。メッシュ内の中心に直径約 250mの 円を描き,円 内で最大

面積を占める植生でメッシュを代表させる小円法が採用されて

いる7)。
対象範囲内では,サ ンプル数は224,346である。

②動物分布データ :動物ごとに,出 現が確認されたメッシュコー

ドが収められている。対象としたのは,本 州に生息する代表的

な陸上哺乳類 13種で,種 名,サ ンプル数,体 重および行動圏

面積は表-1の とおりである。サンプル数は本州の範囲内のも

のである。

(2)森林と哺乳類分布との関連性の解析

各哺乳類種の分布と森林の関連性を検証するために,ま ず,土

地被覆を植生データの植生自然度にもとづいて,1)森 林,2)メ ト

森林,に 区分 した。つぎに,対 象範囲の各 3次 メッシュを,動 物

表-1 対 象とした哺乳類とサンプル数

種名         サ ンプル数 体 重(kq)行 動圏(ha)

ツキノワグマ υrsus ι″betanus 6,595  40～ 130 102～ 104

ニホンカモシカ Cap r r cοrn i s  c r F s p u s   1 3 , 6 7 1  3 0～45 1 0 1

ニホンジカCer v u s ,メppοn        6 , 2 4 3  4 0～ 90 1 0 1～ 10 2

タヌキ Nycteredres prο εyonοFdcs  21,6024.0～ 8.0101～ 102

- f i>+J )V Macaca fuscata

7)-fv Meles meles

4 /  ?Y Sus leucomustax

*Y4 Vu lpes  vu lpes

72 Martes melampus
=fi  > U 7, Sciurus l is
/ \ reY)  Paguma la rva ta
/AtJi E Petaurista leucogenys
=t#24 97  Muste la  i ta ts i

6,414    8～ 16 102～ 103

3,794    5～ 14 101´‐102

14,784    ～ 100 -

15,305 4.0～ 7.0 101-10°

1,408 0.8～ 19 102

1,194 0.2-0.3 101

447  2.0～ 3.5 -

780  0.7～ 1.3 1 ～ 101

1,848 0.1～ 0.7 -
・
体重、行動日に関しては文献 8),9)をもとに作成した。

十行動日に関しては個体差および地域差が大きいため、そのオーダを表示した。
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分布データをもとにして,種 ごとに1)出 現,2)未 確認, に区

分した。そのうえで,種 ごとに,土 地被覆 (「森林」,「非森林」)

と動物分布 (「出現」「未確認」)の オーバーレイをおこなった。

(3)森林の連続性の評価手法

森林連続性評価のための指数 CONを 以下のように定義し,対

象範囲内の全ての森林グリッドについて計算した。すなわち,あ

る森林グリッドの連続性指数 CONと は,そ れを中心とした 3×

3=9グ リッドの範囲内の森林グリッド数とする(con圭1～9)。

なお,指 数 CONは ,森 林グリッド同士の比較評価を目的とする

ので,非 森林グリッドについては定義しない。図-1に CONの

計算例を示す。 3× 3=9グ リッド内の中心グリッドの CON値

を図中に示した。指数 CONは ,あ る森林グリッドをとり囲んで

どれぐらいの森林があるか,つ まり,そ の森林がどれほど空間的

に連続しているのかを示す指数である。したがって, この指標値

が高いほど,森 林の連続性が高いことを意味する。

図-2に ,広 域的にCONを 計算した例を示す。図中の各森林

グリッド内にそれぞれのCONの 値を示した。CON値 は, まと

まった連続的な森林 (CON値 =7～ 9)で は高く, モザイク状

の森林(CON値 =5～ 7)や,小 規模な孤立林 (CON値 =1～

4)で は低 くなる。

(4)森林連続性と哺乳類分布との関連性の解析

上記の方法で計算した3次 メッシュごとの指数 CON(1～ 9)

と,13種 の哺乳類の分布データ (「出現」,「未確認」)と の重ね

合わせを行った。ここでも,非 森林グリッドは除外して考えた。

まず,動 物の出現した森林グリッドのCON値 の平均を種ごと

求めた。つぎに,動 物が 「出現」,「未確認」のグリッドで CON

値の度数分布を比較して,動 物分布と指数 CONの 関連性を検証

した。

また,森 林の連続性と哺乳類の分布がどのような関係を持つか

を検討するために,以 下のように分布選択指数を定義した。

分布選択指数= 実測度数―期待度数

(期待度数)1/2

これは,上 甫木(1998)。の標準化残差の考え方と同質なものであ

る。これにもとづき,各 動物の出現が確認されたグリッドについ

てCONの 値ごとに分布選択指数を求めた。期待度数は,動 物の

出現が指数 CONと 無関係なときに期待されるグリッド数であり,

クロス表の周辺度数 sl,s2と合計 Sか ら,sl× s2/Sで 求められ

る。分布選択指数の値が大きいほど当該種の出現がその CON値

に偏ることを示し, 0の ときは期待通りの出現を,マ イナスのと

きは,値 が小さいほど期待度数よりも出現度数が低いことを示す。

横軸にCON値 ,縦 軸に分布選択指数をとり,曲 線 (以下,反

応曲線)を 描いて,指 数CONに 対する各動物分布の反応性を検

討した。

3.結 果

(1)森林と哺乳類分布との関連性

土地被覆 (「森林」,「非森林)」と各動物の分布 (「出現」,「未

確認」)の 間で, χ
2検

定を行った結果,ハ クビシンを除く全ての

種において, 1%水 準で有意な結果が得られ,両 者の関連性が示

された。これらの種で, クロス表の値を期待度数と比較したとこ

ろ,ニ ホンイタチは 「非森林」に,そ れ以外の11種では,「森桐

に出現が偏っていることがわかった。

(2)森林連続性の評価

本州における森林グリッド数は, 224,346グ リッドのうち

148,329であった (森林率 66.1%)。 森林全体の CON値 の平均

は,7.51± 173(mean± SD)だ った。CON値 の相対度数 (%)

を図-3に 示す。CON値 が大きいほど,そ の割合も高かった。

CON=8,9で 6割以上を占めており,本 州の森林の多 くは依然

として連続的に分布 している一方で,連 続性の低い森林の存在も

明らかになった。

(3)森林連続性と哺乳類の分布の関連性

各種が出現した森林グリッドのCONの 平均値は,ツ キノワグ

マ,ニ ホンカモシカ,ニ ホンジカなどで高 く, タヌキ,キ ツネ,

ニホンイタチなどで低かった。全体的に見ると大型種が上位,小

型種が下位という傾向があった (具体的な数値は図-6参 照)。

動物分布の 「出現」と 「未確認」の2群 でCON値 の分布につ

いてKolmogorov― Smirnovの 2試料検定を行 った結果, ニホ

ンリスとムササビを除く11種については, 1%水 準で CONの

分布が有意に異なっており,動 物分布と指数 CONの 関連性が示

された。

各動物の分布選択指数をCON値 ごとに求めて,反 応曲線を描

いたものを図-4に 示す。これにもとづき,多 次元尺度法を用い

て,13種 を平面上に配置した (図-5)。 さらに, これをもとに

クラスター分析を行い,A,B,C,Dの 4グ ループに類型化した。

グループAに は,ツ キノワグマとニホンカモシカが含まれた。

これらは,CON=9を 最大とする右上がりの曲線とならた (図一

4)。 これは,森 林の連続性が高いほど出現が偏ることを意味す

る。これらは,CON値 が7以下では,期 待以下にしか出現 しな

かった。

グループBに は,
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ある森林グリッドを中心とした、3X3=9の 範囲内にある森林グリッド数を、そ

のグリッドのCONの 値とする。図中に、中心グリッドのCONの 値を示した。

中心グリッドが森林でないときは、定義しない。

図-1 指 数 CONの 計算方法

厘国森林

□嫌林

各グ リッ ドのCONの 値を図中のグ リッ ド内に示す。

まとまった森林ではCONは 高い値 (7～9)を とり、モザイク状の森林 (5～ 7)

や、小規模な孤立林 (1～4)で は、低い値をとる

図-2 具 体的な指数 CONの 計算例
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横軸は森林連続性指数CON、 縦軸は各CON値 における分

布選択指数を表す。

分布選択指数の値が大きいほど期待されるよりも出現し

ていること意味し、負の数のときは、期待以下の出現を

意味する。出現が、期待通りの出現の時は0と なる.

注)グ ループA～ Dは、図 5の 分析による
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CON値 に対するの反応の類似性をもとに、多次元尺度法によって、各動物

を、二次元空間上に布置し、クラスター分析によつて、A,B,C,Dの4グ

ループに分けた。各グループに典型的な反応曲線の例を図中に示した。

図
-5 多 次元尺度 法 による CON値 に対す る反応 の類似性

れた。 これらは,右 上がりの傾向がグループ Aに 次いで強か っ

た (図-4)。 ニホンジカは最後まで右上がりだったが, ニ ホン

ザルとイノシシは,CON=8を ピークとして, 右下が りとなっ

た。 このことは,連 続性があまり高い (CON=9)と , む しろ

出現が減少することを意味する。CON=9で は, ニ ホンザルは

依然として,期 待以上に出現 したが,イ ノシシでは期待以下の出

現であった。

グループCに は,ア ナグマ,テ ン,ニ ホンリス,ハ クビシン,

ムササビ,ニ ホンイタチが含まれた。アナグマは,ニ ホンザルの

曲線と類似 していたが,右 上がりの勾配がやや緩 く,極 大となる

のが CON=7で あり,CON=9で 期待以下の出現であるところ

が異なっていた (図-4)。 アナグマ以外では, い ずれ も分布選

択指数の変動が小さく,曲 線の傾向が不明瞭だった。つまり, こ

れらの動物の出現が,CON値 によってあまり変わ らないことを

意味する。

グループDに は,タ ヌキとキツネが含まれた。これらは,CO

N=2か ら期待以上に出現 し,CON=6で 極大 となるまで右上

がりで,そ の後,急 激に右下がりとなった (図-4)。
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森林連続性指数CON

tjfr 1 2 3 4 s 6 7 8 e 3Fr€J ,)V-J
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一 槻 模棘 林

注)分 布選択指数が正の値をとる (期待されるよりも出現が多い)と ころを 「主な分布域

」とし、その値が最大となるところを 「出現のビーク」とした。

図-6 結 果のまとめ

図-5で は,各 グループが第 1軸に沿って並んでおり, グルー

プ間で,最 も類似度の低いのがAと Dだ った。その中間に,A

に近い方からB,Cの 順で布置された。図-5内 には,各 グルー

プにおける典型的な曲線を図示 した。

4.考 察

本研究の結果を図-6に まとめた。図中には,出 現グリッドに

おけるCON値 の平均が高い順に,上 から各動物を羅列した。 ま

た,分 布選択指数が正の値のところ,つ まり期待されるよりも出

現が多いところを,そ の種の 「主な分布域」とし,分 布選択指数

が最大になるところを 「出現のピーク」として図示した。

CON値 の平均は,お おむね,A,B,C,Dの 順に高かった。

グループAの ツキノワグマとニホンカモシカは,森 林連続性

に対する要求が大きく, もっとも奥山的なグループであるといえ

る。

その理由として, ツキノワグマは単独で行動し,行 動圏が広い

ことがあげられる。しかし,ニ ホンカモシカは体のサイズの割に

行動圏が狭く(表-1),行 動圏面積だけでは,森 林連続性への要

図-4 各 動物の出現のCON値 に対する反応曲線
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求性を十分に説明できないことが示唆された。

グループBの ニホンジカと,ニ ホンザル,イ ノシシは,グ ルー

プAに 次ぐ準奥山的なグループであるといえる。ニホンジカの

反応曲線は,グ ループAに 類似しているが,右 上がりの勾配が

やや緩く,CON=7か ら期待以上に出現している点が異なる。

ニホンザルとイノシシは,CON=8を ピークとして右下がりに

なることも,グ ループBの 種が準奥山的であることを表 してい

ると考えられる。

グループCで は,ア ナグマ以外の種はいずれも指数 CONに

対する反応性が低く, l kmグリッドにおける指数 CONが あまり

意味を持たないと考えられる。これは,ニ ホンリスとムササビの

出現がCONと の間に有意な関連性がみられないことと一致する。

この理由として,1)サ ンプル数が少ないこと (表-1),2)一 般

に小型獣は行動圏が狭いため0,約 l kmグリッドを単位とした評

価では空間スケールが粗すぎること,が 考えられる。とくに,ニ

ホンリスとムササビは樹上で活動するため,森 林連続性には強く

依存すると考えられるが,今 回のデータではこの点を把握するこ

とができなかった。今後は,よ り詳細なスケールでの評価が必要

である。

グループDの タヌキとキツネはCON=6の 森林に最も多く生

息し,CON=2で も期待以上に出現していたことから,里 山的

な性格を強く持つと考えられ,一 般的に知られている生息特性と

一致する。

図-6を 全体的にみると,奥 山的な動物では,「主な分布域」

の幅が狭く,里 山的な動物では広かった。これは,奥 山的な動物

はCON値 が高い森林 (CON=8,9)し か分布域とすることがで

きないが,里 山的な動物は,森 林連続性の制約をあまり受けず,

CON値 の広い範囲 (CON=2～ 8)で 分布することを示唆する。

なお, ツキノワグマやニホンカモシカも,人 里に出没し,農 作物

被害を引き起こしているが,人 里近くでの出現は他種でも同様で

あり,相 対的な比較のうえでは奥山的であるといえる。両種のお

もな分布域がCON値 の高い森林に限定されていることから,人

里近 くとはいえ平野部までは出現せず,山 間部に限られているこ

とが示唆される。

図-5に おける第 1軸 に沿った各グループの配置から ,第 1

軸が,奥 山性と里山性を表す軸であることが示唆される。その座
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