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人が去ったそのあとに
－無居住化集落から見える人口減少時代
の自然環境－



生物多様性とは

生物多様性

生態系の多様性

景観の多様性

種の多様性

遺伝子の多様性
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• 一部のありふれた生物、大半のまれな生物

• 異なる機能をもつ生物が、互いに相互作用する複雑系

Hubbell (2013) Ecol Evol
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4

生物多様性がもたらす恵みを持続的に受けるための
保全・管理

供給サービス
食料・水・原材料
薬用資源など

調整サービス
花粉媒介・大気や
気候の調整・水質
浄化など

文化的サービス
レクリエーション・
コンテンツ・精神的
充足など

基盤サービス
一次生産・栄養塩循環・水循環



国立環境研究所における生物多様性保全の

実現のための研究

生物多様性条約

2020年
愛知目標達成

メカニズム
解明

保全策・
適応戦略
構築

評価・予測

ゲノム・ＤＮＡ

適切な利用・管
理のための方策

脅威に対する
迅速な対策

長期
モニタリング

データベース 生物資源の保存

地域管理策の
提案

情報を活用した
保全ツール

適応戦略指針の
策定

保全と適正な利用のための国際条約：生物多様性条約
2010年に採択された行動目標：愛知目標
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本日の講演内容

•人口減少下の自然環境変化

•福島第一原発事故に伴う避難指示区域内
の生態系

•無居住化集落の全国調査から見える、人
口減少後の生物多様性
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過去に例のない速度での人口減少

人口減少時代の到来

現在

国交省国土計画局(2010)
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無人化する集落

都市部への人口集中も
あいまって、現居住地
域の3-5割が2050年
までに無居住化する

環境省(2008)
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無居住化は土地の管理放棄に
つながり、
景観や植生が大きく変化する
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管理放棄が種多様性に与える影響は
プラスかマイナスか：

世界中の研究例のまとめ(Queiroz et al. 2014)

• 大陸によって結果のプラスマイナスの割合は
異なった

• 南北アメリカやオセアニアではプラスの結果が
多く、ユーラシアやアフリカではマイナスが多
かった

種多様性へのインパクト

自然観の地域差による、研究対象としての選
ばれやすさが影響している可能性も
⇒様々な性質を持った多種を研究する必要性
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生物多様性第2の危機

第１の危機

第１の危機

第3の危機

第２の危機

第３の危機

第４の危機

働きかける担い手そのものがいなくなる

外務省WEBサイト(http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/wakaru/topics/vol46/)より
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管理放棄によって、農耕などの人
間活動によって維持されてきた
「里山」の生物が危機に
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絶滅に瀕しているチョウのうち、
76%の種の減少要因は管理放棄
(環境省レッドリスト2017より)
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野生生物の生息地の創出

釧路湿原における農地跡地の自然再生
https://www.env.go.jp/nature/saisei/network/law/law1_3_1/k1_a.html

By cyberfox, CC BY 2.1 jp, 
https://commons.wikimedia.org/w/in
dex.php?curid=31266020

利用されなくなった場所を新たな生息地に
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人口減少と鳥獣管理

狩猟者人口の減少・高齢化の急速な進行

農水省(2016)
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野生動物と人間のあつれきが激化

1980-2006年度：https://www.env.go.jp/nature/choju/docs/docs5-
4a/pdfs/mats.pdf

2007年度：www.env.go.jp/nature/choju/conf/conf_wp/conf04-
01/ref02.pdf

2008年度：www.env.go.jp/nature/choju/effort/effort12/injury-qe.pdf
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獣害の増加が耕作放棄を招き、耕
作放棄地に野生動物が拡がる悪循
環の可能性

都市におけるあつれきの激化
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今後、広域で無居住化が進行し、
長期間継続することは
おそらく避けられない

そのとき、日本の生態系はどのよ
うに変化しているのだろうか？
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2011年に発生した
福島第一原発事故災害

福島第一原発事故に伴う避難指示

国土地理院/データソース：Landsat8画像
(GSI,TSIC,GEO Grid/AIST), 海底地形(GEBCO)

※避難指示区域は2015年4月時点の
もの

1,150 km2の範囲が避難指示
区域に指定され、約81,000人
の住民が避難を余儀なくされ
た
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津島小学校の校庭（浪江町・帰還困難区域） 22



ススキやセイタカアワダチソウに覆われた農地（浪江町・帰還困難区域） 23



2014年より、
避難指示区域内外
46地点を対象と
したモニタリング
を開始

自動撮影カメラによる
哺乳類モニタリング

Fukasawa et al.(2016) Ecological Research
©OpenStreetMap Contributers
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イノシシ

2014年の結果

避難指示区域内でよ
り高い頻度でイノシ
シが確認された

単位：1日あたりのべ撮影個体数 25
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ニホンザル アナグマ

イノシシ以外の哺乳類も
避難指示区域内で多く見られた
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ネコ アライグマ

移入種も避難指示区域内に生息
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• 哺乳類モニタリングデータのデータペーパー化
(Fukasawa et al. 2016)＆WebGIS上での公開

WebGIS ”BioWM”で分
布地図を公開
http://www.nies.go.jp/biowm/cont
ents/fukushima.php

データペーパー化により、
1次データが誰にでも利用
可能に
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昆虫類モニタリング

個体数が少ない 個体数が多い

キムネクマバチ

キオビツヤハナバチ キマダラハナバチ女王・オスアリ

ハチ目 コウチュウ類

Yoshioka et al. (2015) PLOS ONE
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避難解除準備

居住制限

帰還困難



福島第一原発事故後、避難指示により広大な
無居住地域が形成

•イノシシ等の哺乳類が周辺地域よりも多く
確認された

⇒避難指示解除に伴う変化から、人がそこに
いることの効果を明らかにする必要性

•移入種は無居住化後も確認された

•昆虫類は避難指示区域で多い種もあれば、
少ない種もあった（餌資源や生息環境と対
応）

ここまでのまとめ
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長期間無居住化した場所の生態系は
どのように変化するのか？

過去に無居住化した場所を実際に調
べることで解明

廃村研究家の浅原昭生さん
http://www.din.or.jp/~heyaneko/
のご協力により、無居住化集
落の生き物調査を広域展開 「廃村と過疎の風景」など

著書多数 34



調査のデザイン

有人集落

無居住化集落

森林から市街地まで生息環境が多様なチョウを対象
に、無居住化集落と有人集落を比較した
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北海道名寄市の有人集落 36



北海道名寄市の無居住化集落（1993年離村） 37



福島県会津若松市の有人集落 38



福島県会津若松市の無居住化集落（1974年離村） 39



福島県会津若松市の無居住化集落（1974年離村） 40



影響を受けやすい種

By 柑橘類

人家や農地周辺、草地のチョウ類が無居住化集
落で少なかった

「草地化した無居住化集落があるのになぜ？」
⇒ススキなど特定の種が繁茂して、幼虫が食べ
る植物の種類が限られていた
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• 人為的要因（例：離村後の植生管理）

• 自然的要因（例：草の繁茂による遷移の停滞）

⇒旧住民への聞き取りと生物調査を組み合わせた文理融合研究の必要性

今後の課題

なぜ、同じ時期に無居住化した場所で、その後
の植生変化に大きな違いがあるのか？
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• 無居住化と生物種の関係は様々

⇒将来像を描くためには、種や場所ごとの個性や共
通性に基づく予測が必要

• 今後長期的な人口減少は避けられない

⇒管理放棄影響の軽減策と、拠点防衛が必要

軽減策： 利用価値から非利用価値への転換、管理
放棄が周辺の人間活動に与える影響の軽
減

拠点防衛：伝統的な土地管理を伝え、文化や生物の
多様性を維持する場をつくる

本日のまとめ
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御清聴ありがとうございました
所外共同研究者：杉本直輝氏・宮下直氏（東大・農学生命）・浅原昭生氏（出版
者HEYANEKO）・大澤剛士氏(農業環境変動研究センター)
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