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研究成果の概要

本研究では、国内で最後のコウノトリ生息地となった豊岡盆地の生態系の特性を明らかにするた

め、生態学的方法と博物館学的方法を用いて、データ解析と分析を行った。生態学的な方法とし

て、円山川の河川高水敷きにおける湿地の再創造に関する操作実験や、行動追跡および冬季にお

ける利用実態について市民からの情報を集積して解析を行った。その結果、ワンドを再創造した

場所では、魚類個体数は２～5 倍に増加するほか、円山川流域全体の約 40％の種が生息できる

ことが確認できた。また、野外での詳細な行動追跡データの解析結果では、１）水深 15cm 以下

で畦近くの湿田に集中すること、２）季節によってホームレンジが変化し、夏場が最も広く、冬

場が狭いこと、３）河川本流では、潮位の変動によって水深が約 40cm 以下になると集団利用し、

絶対的な水深ではなく、潮位の低下に呼応する傾向があった。博物館学的方法では、全国のコウ

ノトリ標本の把握と分布記録の集積を行い、412 地点（721 記録）を収集し、生息適地モデルに

よる解析を行った。その結果、海岸近くの低地および河口干潟の存在が立地の好適性に寄与する

ことが分かった。次に、コウノトリ標本の安定同位体による海起源寄与についての分析を行うた

めに、豊岡市河口域および内陸部においてアオサギ類の羽の炭素・窒素・硫黄の安定同位体分析

を行った。しかし、これらの結果では、データ分散があまりに大きく、残念ながら評価には至っ

ていない。これらのアプローチを統合する形で、コウノトリが頻繁に利用する地区において、地

域住民の参加による小規模な自然再生を実施した結果、簡便な方法でも両生類の生息密度を回復

できることを示し、ツーリズムとしての自然再生への参画可能性について検討した。最後に、こ

うした取り組みについて、人と自然の博物館において、企画展「コウノトリがいる風景」を開催

し、市民から提供を受けた写真資料や収集資料の公開、研究成果の発信を行った。

Abstract

In this study, to clarify the ecosystem properties of the Toyooka basin where oriental white stork had

survived till the last domestically, we attempted to study the two different approaches by using an
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ecological and a museological method. As an ecological method, information from the citizens on the

distiribution of the storks in the operation experimentation concerning the re-creation of the ponds in

river high water paved of Maruyama River was examined. As a result, it was able to be confirmed to the

number of fishes individuals was daramatically enhanced (2-5 times) and contiribution of species

diversity at this pond covered about 40% in the entire Maruyama River watershed. The behavioral

tracking data of the storks showed that 1) storks often utilized the site by 15cm or less in depth along

the levee, 2) the home range was varied by the season, the summer time must be the widest, and winter

must be narrow, 3) the storks aggregations respond to not absolute depth but the sea level down. As a

museological method, the specimens and distribution record (412 points ,721 records) were collected.

These data were analyzed and constracted species distribution models with geographic information

syastem. The results showed that the existence of the low ground near coastal zone and the mouth of a

river tidal flats contributed the statistical power of the models. Moreover, to analyze the contribution

of sea origin material flow by using the stable isotope methods (C, N) of the stork specimen, we

preliminary analyzed the wings tissue of gray heron speciemen collected at near river mouth and inland

water in the Toyooka City. However, variation of the data was too large and results were not clear. To

integrate these approaches in a practical manner, we examined the small-scale and easy engineering

method as small vernal pool and ditches were re-created with citizen at important sites for the storks.

As a result, density of amphibians has increased remarkably and the participation possibility as tourism

was examined. Finally, special exhibition "Scenery where the stork existed" was held at museum,

disclosing the photograph and the collection material that offered from the citizens and study results

and materials.
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１．研究開始当初の背景

2005 年９月、かつて日本最後の生息地で
あった兵庫県北部の豊岡盆地にて５羽のコ
ウノトリが野生復帰した。1971 年に野外で
姿を消して以来、約３０年をかけて保護・増
殖ならびに餌場の整備が進められてきた事
業である。その成果もあって、幸いにも２羽
の野生個体が豊岡盆地に飛来し、2008 年度
に放鳥された３羽を含めると、現在１０羽が
豊岡盆地に生息している。一度野外で絶滅し
た種が、人々の努力により野生復帰を果たす
ことは、世界的にも数少ない事例である。し
かし、これらの再導入に関する取り組みにお
いては、大きく２つの課題がある。

1 つめは、野生復帰を果たしたコウノトリ
のための餌場の再生である。現状の自然環境
では、おおくの水田や河川が改変されている
ため、かつてのように餌が豊富な環境である
とは考えられない。この課題を解決する手が
かりととなるのが、豊岡盆地になぜコウノト
リが最後まで定着し、野生個体が定着したの
か、という問いに答えることだ。これを解決
する方法は、生態学的な現地調査に加えて、
疫学的に既存資料を収集したり、標本の成分
分析を行う博物館学的な方法論を融合して
考えることが有効だと考えた。

もうひとつの課題は、地域の人々がこの事
業に参画するための方法論の整備である。自
然再生事業の立案やモニタリング調査、ある
いは生息場所の再創造そして展示会の実施
やツーリズムである。こうした参画と情報発
信を研究者のコミュティーだけで完結させ
るのではなく、博物館のアウトリーチ活動と
そのアウトカムとしての展示会の実施が必
要だと考えた。

これらの 2つの課題と異なる研究アプロー
チを融合させて、地域と研究機関をつなぐ新
しい学問領域としての博物館学の構築が、特
に自然史系分野において期待されている。

２．研究の目的
コウノトリの野生復帰を推進する上で、重要
な課題の一つである生息場所の再生を効果
的に進めるために、豊岡盆地の生態系特性に
ついての把握を行うことが不可欠である。こ
の課題に取り組む上で、なぜコウノトリが豊
岡で最後まで生き延びたのか、という問いか
けに答えることを本研究の目的とする。そこ
で本研究では、｢コウノトリは潮の干満差に
よって形成される浅い湿地に依存して生活
していたため、長い汽水域と氾濫しやすい河
川地形を有する川が適地である｣という仮説
を立て、以下の３つの観点から評価する。特
に、河川敷きに形成される「凹み」が、自然

図１：河川の高水敷きに形成される小規模な凹み（ワンド）

が重要な役割を果たすという仮説検証を行う。

の給餌装置としての役割を果たすことを検
討する（図１）。
まず、全国の自然史博物館が所有するコウノ
トリの標本資料や目撃情報を収集して、分布
図を作成し、環境要因との関連性から生息適
地モデルを作成してポテンシャルマップを
作成する。次に、標本の羽組織を安定同位体
分析を行うことで、海起源の餌利用の寄与を
把握する。さらに、円山川の河川敷に湿地を
創出した野外実験や自然再生事業によるコ
ウノトリの利用状況調査から潮汐や水深と
の関連性を分析する。
一方、地域との連携のあり方を検証する研究
においては、豊岡地域における各所でのヒア
リング結果や実践事業をもとにして、小規模
な自然再生のあり方、市民による情報集積の
可能性、野外展示（フィールドミュージアム）
等の一連のプロセスを整理し、自然史博物館
の関わり方や新しい博物館学のあり方を提
案する。最後に、これらの成果をもとにして、
人と自然の博物館にて企画展示を行い、収集
資料の展示や研究成果の発信等を行う。 

３．研究の方法
(1)コウノトリに関する生物多様性情報の集
積と生息適地解析
全国の主要な自然史博物館および研究機関
が所蔵するコウノトリの標本情報の収集を
行い産地ラベルの整理を行った。また、学術
誌、新聞紙面や野鳥の会冊子、ホームページ
等に掲載されている飛来情報等について、記
録者の確認をとって、データベース化をはか
り、ＧＩＳデータとして整備した。これらの
データについて、全国の土地利用データおよ
び標高データ、海岸線からの距離、内湾度を
説明変数として、マシーンラーニングによる
方法の MAXENTを用いて生息適地の推定と各
種環境要因による寄与について分析した。

(2)安定同位体を用いた海域依存度に関する
分析
コウノトリの標本を直接分析する前に、分析
感度を検証する目的で、豊岡市内の海岸近く
（城崎町）および内陸部（出石町）に生息す
るアオサギの羽各 3点を用いて窒素・炭素の
安定同位体分析を行った。解析結果に基づい



て、散布図を作成してデータ解析を行った。

(3)大規模野外実験による河川高水敷きの生
息場評価

円山川下流域の野上地区において、2009 年 4
月より、河川との接続形状が異なる３タイプ
のワンドを造成して（図２）、魚類群集に関
する応答特性を検討した。サンプリングは、
年 2回の計 4回を行い、得られた結果につい
て、分散分析およびクラスター分析により検
討した。

(4)野外行動圏にもとづく生息場特性の分析
コウノトリが頻繁に飛来する円山川水系出
石川の最下流部の加陽地区において、2008 年
の各季節ごとに行動圏追跡と環境要因との
対応関係について解析した。行動圏について
は、飛来した個体の現地追跡軌跡を記録し、
水深分布、植被状況や空間配置を考慮したＧ
ＡＭ解析によって、環境応答特性を分析した。

(5)地域参加型の小規模な自然再生の実施

豊岡市田結地区において、地元地区および市
民団体との協力により2009年 11 月に小規模
な湿地を多数造成することで（図３）、カエ
ル類に生息場所の創出を試みた。この後、両
生類の定着状況について確認すると同時に、
作業量や地区の方や参加しやすさといった
要因についてヒアリングを行った。

(6)収集したコウノトリ生態写真等を用いた
企画展の実施
上記の研究成果やコウノトリの生態写真や
自然再生に関する様子等の収集資料に基づ

いて、2009 年 7月より企画展示を行った。こ
の展示会では、来館者へのアンケート調査お
よび関係者ヒアリングを行い、調査成果に関
する来館者と関係者の印象を分析した。

４．研究成果
(1)コウノトリに関する生物多様性情報の集
積と生息適地解析

全国からの標本および分布記録を収集した結
果、412 地点、721 地点の情報を整理できた（図
４）。これらのうち、年代や地点が曖昧な箇所を
省いて潜在的な生息地と環境要因に関する寄
与を解析した結果、AUCで 0.79と一定レベルの
説明力のあるモデルを得ることができた。単独環
境要因の寄与では、標高（0.35）、海岸から距離
（gain=0.30）、河口・内湾からの距離（gain=0.14）、
水田率（gain=0.０９）となった。これらの結果から、
飛来に対して海域との関連性が強く、瀬戸内海
や九州北部、千葉県東部、秋田県、福井県とい
った場所でポテンシャルが高くなった（三橋
2010 学会発表）。

(2)安定同位体を用いた海域依存度に関する
分析
風切り羽軸の安定同位体比を測定した結果、
海岸近隣区では、窒素で 15～24‰、炭素で－
24～－10‰、内陸部で窒素で 12～21‰、炭素
で－2４～－1１‰と両者に違いがなく、個体
ごとの変動幅が大きいため、明確な傾向を得
ることが出来なかった。このため、単純な風
切り羽による分析だけでは、傾向をつかむこ
とが難しく、当初計画していたストロンチウ
ム安定同位体（小ロットでの分析方法が未だ
確立できていないため大がかりな分析方法
に限定されてしまう）による濃縮分析方法等
を検討する必要があり、引き続き研究を継続
し、成果として取りまとめる。

図２.人工ワンドによる野外操作実験の様子

図３.人工的に造成した水たまり

図４．コウノトリの全国分布状況（1950-）



(3)大規模野外実験による河川高水敷きの生
息場評価

図５．各ワンドで確認された調査回毎の魚類種数（上）およ

び魚類個体数（下）

2008 年から 2009 年にかけて 4回の調査を実
施した結果（図５）、魚類の種数では顕著な
差が無かったが、個体数では半閉鎖型と閉鎖
型で高く、開放型では少ない傾向があった。
特に出水によって閉鎖型では密度が高まる
と共に大型の魚類が取り残されることが分
かった。種類については、クラスター解析の
結果、それぞれの閉鎖タイプによって構成が
異なり、接続様式が種組成にも大きく影響し
ている。さらにこの自然再生区では、11属
35 種を確認した。これは同時期に円山川全域
で調査した結果では約 80種、下流域だけで
は 43種であり、そのカバー率は極めて高か
った。また、閉鎖・半閉鎖型にすることで水
草が繁茂し、コイ科魚類の再生産の場として
機能すると考えられ、閉鎖型ではコイ科魚類
の稚魚が多数確認された。これらの成果は、
都築・三橋ら（2010）にて公表した。

(4)野外行動圏にもとづく生息場特性の分析
出石川加陽地区の河川敷きの湿地において、
コウノトリの行動追跡を行い、軌跡密度から
カーネル密度推定と環境要因との対応分析
を行った結果、季節毎のホームレンジが変化
し、特に夏場では広く、冬場では狭くなった。
冬場は、地下水位の高い湿田環境に特化・依
存して採餌するためだと考えられる。GAM に
よる環境要因との対応分析では、畦の近隣や
水深 15cm 以下の場所、低茎草地を選択的に
利用した。こうした環境を備えた広い河川敷
が、円山川沿いには随所に残されており、一
年を通じて餌利用できることや湿田として

維持されやすいこともあって、豊岡盆地にお
けるコウノトリの生息に重要な役割を果た
す生息場として考えられる。

(5)地域参加型の小規模な自然再生の実施
豊岡市田結地区における休耕田において、小
規模な自然再生として、人工湿地 8箇所を創
出し、コントロール区との比較を行った（図
7）。その結果、再生区ではアカガエル類の卵
塊が 3倍以上多く、こうした湿地創出によっ
て産卵場所を確保できることが分かった。こ
うした施工については、重機を利用すれば約
1日で生息場の創出が可能であり、地域の協
力のもとで対処できる事業であることが分
かった。これらの事例のほか、小河川におけ
る各種施工やソラーパネルによる乾田化の
改善など、小規模な自然再生の可能性につい
て事例まとめ、エコミュージアム要素として
の自然再生地のあり方を検討した（三橋 2010
図書②）。

(6)成果のまとめとしての企画展
研究成果の取りまとめてと地域資源や生物
多様性情報の発信手段として、企画展示を行
った。教員や地域活動指導者へのヒアリング
結果では、コウノトリの利用環境や餌資源が
多様であること（28名）、自然再生には様々
な種類があること（19名）などが挙げられた。
こうした自然史博物館による地域情報の蓄
積から解析、自然再生の実践といった一連の
プロセスの重要性について、内藤・池田
（2010）、三橋（2010 図書①）に整理した。

図６．季節毎のホームレンジサイズの変化
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