長野県における気候変動下の生物多様性保全施策に向けて
Approaches to biodiversity conservation policies in the face of climate change
in Nagano Prefecture
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摘

要

近年の気候変動の影響により，多くの種で絶滅の危険性が高まるなど生物多様性が
損なわれる危機が生じており，適応策の必要性が指摘されている。長野県においては，
「長野県生物多様性概況報告書」を基礎に気候変動影響も視野に入れた「生物多様性
ながの県戦略」を策定した。これは生態系サービスにも着目し，環境部のみならず農
政部，林務部，観光部，建設部等，多くの部局の施策に関係した内容になっている。
また，10 年が経過したレッドリストの改訂作業を通して，絶滅危機の新たな要因の
評価には，予測科学の成果とともにモニタリング情報が必要であることが改めて認識
された。現在，長野県では，市民参加のモニタリング体制が構築されデータが蓄積さ
れつつある。これらの成果を基礎として，今後，関係者の連携体（プラットフォーム）
での情報共有と検討を通じて，より包括的で柔軟な適応の体制を築く必要がある。
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1．はじめに
近年の気候変動の生物への影響が，世界各地で観
察されている。桜の開花が早まるなどの生物季節の
変化，分布域の移動等である。生物にはもともと環
境の変化に自律的に適応する能力があるが，近年の
気候変動の速さは，人間活動の影響により，これま
での気候変化速度をはるかに上回っていると考えら
れている。これらの変化は地域固有の生物相を変化
させ，進化の過程で獲得してきた地域特有の生物間
相互作用に重大な影響を与え，多くの種で絶滅の危
険性が高まるなど，生物多様性が損なわれる危機が
生じている。そのため，今後の気候変動にも適応で
きるように，生物多様性保全対策を再検討する必要
1）
，2）
。自然生態系の変化を「人為的な対策に
がある
1）
より広範に抑制することは不可能」 であり，適応
策は限定されたものにならざるを得ないが，叡智を
結集し実施していかなければならない。
まずは，気候変動によって自然生態系にどのよう
な影響が観測されており，また，予測されているの
かについて概観する。そのうえで，長野県の気象の

現状について触れ，生物多様性分野の気候変動適応
に向けた長野県の取組について述べる。
2．気候変動の自然生態系への影響
2.1 観測された影響
気候変動の生物への影響は，世界各地で顕在化し
ている。南米ペルーでは，近年の気温上昇の影響
で，樹木の分布地点が平均で年に 2.5～3.5 m 上へ
3）
と移動している 。ヨーロッパアルプス中部におい
て も， 植 物 の 大 部 分 が 10 年 間 に 約 1 m， 最 大 で
4 m 高標高エリアへ移動していること，ヨーロッパ
に生育する植物 542 種の開花，開葉，結実記録中，
4）
，5）
78％で時期が早まっていることも報告されている 。
日本においても，平均気温の上昇，降水量の増加，
積雪期間の短縮等の気候変動により，サクラやウメ
の開花日やダケカンバ
（長野県志賀高原）
の開葉時期
の早期化，イチョウの黄葉やカエデの紅葉の遅延化，
ナガサキアゲハ等昆虫の分布域の北上，マガンやコ
ハクチョウの越冬個体数の増加，高層湿原ハナゴケ
群落の増加
（長野県霧ヶ峰）
，いくつかの樹種の分布
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域の変化が，長野県を含む日本各地で観察されるな
4）
－ 8）
。
ど，さまざまな影響が指摘されている
一方，これまで種間の活動時季の同調により成立
してきた関係が，維持しにくくなっている例も報告
されている。例えば，訪花性昆虫の出現時期と蜜源
植物の開花時期がずれることにより種子生産が減少
している例や，ある種の鳥類（主に小鳥類）の，繁殖
期の餌の出現と育雛のタイミングにミスマッチがお
9），10）
。その他にもさまざま
こっている例などがある
な生物において，分布域が両極地側，あるいは高標
高側へ移動したり，種毎にフェノロジーが変化して
種間関係にズレが生じたりしていることが観察され
2）
ている 。
2.2 予測される影響
既に観測されているこれらの影響とともに，将来
の自然生態系への気候変動影響についてもさまざま
な予測がなされている。例えば，山岳の頂上部や山
岳渓流のような孤立した個体群では，気候変動の影
響により地域的な絶滅などを伴う重大な影響が現れ
る可能性が高く，このような傾向は今後とも継続す
ると予想されている。今後，気候が大きく変化した
場合には，生息域が狭い種，孤立した種は，潜在的
に大きな移動能力が備わっていたとしても，生存に適
した気候域へ移動することができず，個体数の減少
2）
や繁殖率の低下などが生じる可能性がある 。また，
高標高かつ高緯度の淡水生態系と陸上生態系におい
ては，将来，気候変動が低いレベル
（排出シナリオ
RCP 2.6）で推移したとしても，21 世紀の後半には，
気候変動が，人間活動以上に，種の分布と自然生態
2）
系機能の主要な変化原因となる可能性がある 。
国内においても，いくつかの樹種において生育適域
11）
，12）
。例えば，現在
の将来変化予測がなされている
ブナ林が分布する地域が，今後ともブナの生育適域
でありつづける面積は，2031～2050 年には 47～32％
に，2081～2100 年には 21～4％に，それぞれ減少す
るとの予測がある。北海道ではブナの適域が現在の
分布北限を越えて北へ広がると予測されているが，
ブナの分布拡大速度が遅い上に，天然林が現在のよ
うに分断されたままでは移動が困難である。このま
まの状態ではブナが分布を変える速度は温暖化のペ
ースに追いつかない可能性が高く，ブナの衰退後に
は，カシ類やモミ，コナラ，クリ，ミズナラなどに
11）
置き換わるとの指摘がなされている 。
長野県では，気候変動が高山帯の生物へ影響を与
えることが心配されている。例えば，最も寒冷な厳
しい気候に適応した鳥であるライチョウ Lagopus
muta は，日本の本州中部の高山帯に同種の世界的
な南限集団
（亜種 L.m.japonica）として，また氷河期
の遺存種として孤立分布しており，温暖化に対して
は非常に脆弱であると考えられる。本亜種は厳冬期
を除いて高山帯に生息し，矮性のハイマツは彼らの
営巣場所であるとともに捕食者からの逃避場所にも
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なる。そのため，ハイマツなどの高山植生が気候変
動によりどのように変化していくかは，ライチョウ
の存続を左右する非常に重要な条件である。
そのため当研究所は，国立研究開発法人 森林総合
研究所等と共に，北アルプス中南部
（南北約 30 km，
東西約 20 km）において，現在と将来の高山植物群
落の潜在生育域とライチョウの潜在生息域を予測
13）
し，気候変動影響の評価を行った 。その結果，高
山植生の潜在生育域は大きく減少し，それに伴ない
ライチョウの潜在生息域も，わずかに残るものの，
大きく減少すると予測された。
3．長野県の気候変動
3.1 過去から現在の気候
これまでの長野県内における気候変動の状況をみ
ると，県内の 100 年あたりの年平均気温の変化
（1901
14）
年以降）
はおおむね約 1.3℃の上昇であった
（図 1） 。
これは日本の平均気温
（国内の 15 観測地点）の 100
15）
年あたりの昇温量
（1.14℃）
よりやや高い値である 。
特に，1981 年以降の 10 年あたりの昇温量は大きく，
県内 28 地点の気象庁アメダス観測点の平均では，
10 年あたりの日最高気温の上昇量は 0.54℃ /10 年
と大きかった。また，県内の 5 地点（長野，松本，
飯田，軽井沢，諏訪）の月平均気温は，1980 年代以
降（1981～2012），2 月と 9・10 月に顕著な昇温傾向
が認められた。これに対し，3～5 月は多くの地点
で有意な変化が認められなかった。つまり，最寒月
と秋の気温が上昇し夏が長期化する一方で春の気温
はあまり変化していない，という傾向がみられた。
県内の年最大積雪深の変化は，長野，松本，飯田
14）
とも有意なトレンドはみられなかった 。一方，
2014 年はいずれの地点においても，1962 年以降最
も積雪が多かった。この年のように，南岸低気圧の
通過に伴なう大雪が，1998 年以降，特に県の中南
部においてみられる。この傾向が今後どのように変
動していくのかは，生物多様性の保全の観点からも
注目に値する。
一方，県内の年降水量の経年変化にはトレンドは
14）
みられなかった 。日本平均をみても，年降水量の
長期変化はみられないことから，同様の傾向の現れ
15）
と考えられる
3.2 気候変動予測
都道府県レベルの気候変動予測は，まだ限定的に
しか実施されていない。ここでは，主に環境省環境
研究総合推進費（S - 8）「温暖化影響評価・適応政策
に関する総合的研究」（以下，S - 8）や気象庁などの
気候変動予測結果を参考として，長野県の気候変動
予測結果について記載する。
S - 8 共通シナリオ第 2 版（気候モデルが MIROC5，
排出シナリオが RCP8.5）における長野県の気温およ
び降水量分布の変化予測（国立研究開発法人 国立環
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長野，松本，飯田における年平均気温の経年変化．
図中の「移転」は観測地点の移動年を示している．

境研究所提供）
によると，県内の 2031～2050 年まで
の減少量が大きい傾向が認められた。
の気温上昇量は基準期間
（1981～2000 年）に対して
また，2000 年代と 2030 年代の 1 月の月最大積雪
全県 1.9℃程度と予測されている。2081～2100 年に
深を，5 cm を閾値として分けると，県内低平地で
なると 4.5～4.9℃と幅が生じ，県北部ほど気温変化
は積雪域の縮小，すなわち無積雪域の拡大が予測さ
量が大きくなる。
れた。さらに，将来気候で最大積雪深が 1 m 以上
長 野 県 内 の 予 測 降 水 量 は， 基 準 期 間 に 対 し て
となる年間日数が最も低下するのは，県北部では北
2031～2050 年よりも 2081～2100 年の方が変化率が
アルプス，県南部では中央アルプスと南アルプスの
増加し，わずかではあるが増加傾向が続くとされて
山頂部で 40～60 日間減少すると予測された。
いる。ただし，降水量の変化傾向は気候モデルによ
以上のように，長野県内においても気候変化の状
るばらつきが大きく，気温のように単調な傾向を示
況はすでに観測データから確認されている。また，
してはいない。
最新の気候変動予測情報によれば，気温と積雪深
また，2031～2050 年および 2081～2100 年におけ （日数）は変化する可能性がある。こうした情報は，
る長野県内の 1 km メッシュごとの年平均気温を， 生物多様性分野の気候変動適応を検討する際の基礎
S - 8 共通シナリオ第 2 版（気候モデルが MIROC5， 資料として重要となる。
排出シナリオが RCP2.6，RCP4.5，RCP8.5）を用い
て計算したところ，長野県内の相対的な気温分布は
4．二つの領域：生物圏自体と生態系サービス
主に標高に依存しており，標高の低いところほど昇
16）
温量が大きくなると予測された 。
生物多様性分野の気候変動適応では，生物圏自体
さらに，長野県とその周囲の地域における，最大
が被る変化と，その変化により人間生活が被る変化
積雪深
（国立研究開発法人 海洋研究開発機構地球環
の双方に目を向けなければならない。便宜的に，前
境変動領域次世代モデルプログラム陸面過程モデリ
者を狭義の生物多様性の領域，後者を生態系サービ
ング研究チームおよび領域気候モデリング研究チー
スの領域として区別することができるであろう。前
ム
（現所属 : シームレス環境予測研究分野）より提供） 者の気候変動適応については後段で述べることと
および積雪日数
（気象庁温暖化予測情報第 8 巻）の将
し，まずは，後者について検討する。
来の予測結果をみると，予測された 2030 年代の最
国連のミレニアム生態系評価は，自然生態系から
大積雪深の平均値は，総じて山岳域では最大積雪深
供給される便益が生態系サービスであるとし，この
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生態系サービスには，供給サービス，調整サービ
動緩和策と共に，自然生態系への他の様々なストレ
ス，文化的サービスと，これらのサービスの維持に
スを低減させる対応が必要である。
17）
必要な基盤サービスがあるとした 。
5.2 気候変動適応のアプローチ
国内の農山村に即するならば，農業や森林の多面
生物多様性分野の気候変動適応では，生物自身が
的機能がこの生態系サービスにほぼ一致するとの指
自律的におこなう適応と人が支える適応とを分けて
摘がある。嘉田は，生態系サービスと農業の多面的
考える必要があり，ここで扱うのは人が支える適応
機能の関係について「『里山』という空間に限定す
である。ただし，生物は自然生態系の中で全体とし
れば両者はかなりの部分が共通している」と述べて
て変化するため，人の関与は限定かつ慎重になされ
18）
1）
いる 。具体的には，供給サービスが農業生産と，
るべきである 。
文化的サービスが多面的機能のうち「保健休養・や
森は，自然生態系保全に向けた適応の考え方とし
21）
，22）
。
すらぎ」と，調整サービスがそれ以外の多面的機能
て，エコシステムマネジメントを提唱している
それは，いくつかの技術を組み合わせて，自然生態
と対応するという。また太田は，森林の多面的機能
系の健全性を保全・復元する方法である。考え方と
について，生態系サービスの「説明内容と一致する
19）
しては，コースフィルターアプローチ（目の粗い保
ところが多い。
」としている 。
これらを踏まえて敷衍すれば，農林業のほか観
全網による対応）とファインフィルターアプローチ
光，教育，文化，防災など地域社会の広範な領域が （目の細かい保全網による対応）との併用である。こ
生態系サービスに支えられていることになる。つま
の両者を組み合わせることにより，より適切な適応
り，生物多様性分野の気候変動適応は，生態系サー
策が実施できるものと考えられる。その方法は，保
ビスの持続可能性にも関わるものととらえることが
全計画の策定及びモニタリングに基づき計画の修正
できる。特に，生物多様性保全対策を具体化する場
を繰り返す順応的管理の考え方に沿って対処するの
合，狭義の生物多様性の領域に関わる問題だけでは
が適当であろう。また，限られた資源を有効に利用
なく，生態系サービスの領域における諸課題との関
するために，優先順位を決めて対応すること（エコ
連を考慮して取り組まなければならない。これは単
ロジカルトリアージ）も含まれるだろう。
に，生態系サービスの領域がより身近であり，生物
5.2.1 コースフィルターアプローチ
多様性そのものの問題よりも理解を得やすいという
従来の自然保護対策においては，稀少種保全がそ
ためだけでなく，相互が不可分に連動しているため
の主要な内容であった。しかし，われわれは全ての
である。この問題については後段で再び取り上げる。 種の状態を把握しているわけではなく，また，気候
変動影響によりこれまで稀少種ではなかった種に絶
5．
「狭義の生物多様性の領域」の気候変動適応
滅の危機が迫ることも予想される。しかし，それを
精確に予測することは，現段階では困難である。
5.1 気候変動適応をどう考えるか
現在の気候変動の速度や科学の限界を考慮すれ
狭義の生物多様性の領域についてみると，生態系
ば，「稀少種を単位とした対策」では十分な保全が
サービスがなるべく損なわれないように配慮しなが
できないうちに自然生態系の健全性が損なわれるこ
ら自然生態系本来の能力を維持し，気候変動への適
とも想定される。それに対して「代表的な生態系を
応能力を高い状態に保つための介入が，人間社会に
景観内に健全な状態で配列すること」を優先する保
は求められている。つまり，自然生態系内の生物多
全対策が提唱されており，これをコースフィルター
様性が一定程度保たれることと，気候変動影響によ
アプローチと言う。
り生じる自然生態系へのリスクが低減されることの
例えば，生息地の復元（ビオトープの再生）や里山
両方が同時に達成されることが求められる。
の伝統的な管理の復元（適度な攪乱操作を含む）など
自然生態系本来の能力を生かし続けるには，気候
を組み合わせた自然生態系レベルの多様性の保全・
変動の進行を遅らせる緩和策
（温室効果ガスの排出
復元がある。また，既存の自然生態系保全対策の，
抑制）が最も有効であるが，現時点では，最大限の
影響予測に基づく修正を含めたり，ハビタットの連
緩和策をもってしてもなお，今世紀末頃までは気候
続生の確保や，多様な変異を持つ遺伝子プールの確
変動は進行すると予測されている。進行する気候変
保のために，自然保護区の新たな設置や変更，それ
動は，他のいくつかの人為的な要因
（例えば開発等
らを繋ぐ回廊（コリドー）づくりも有効な手段と言え
による生息地改変や汚染，里山放置による田畑や草
るだろう。
原の森林化，侵略的外来生物など）との相互作用に
自然生態系の保全を目指したこのような景観単位
より，多くの種の絶滅リスクを高めていると考えら
での対策を組み合わせ継続することにより，結果と
れる。また，日本の各地において生じているある種
して，いくつかの稀少種も保全されることが期待さ
（シカ等）
の急激なバイオマス増加も，気候変動影響
れる。
20）
と相まって他種の絶滅要因になる可能性がある 。 5.2.2 ファインフィルターアプローチ
したがって，生物多様性の保全のためには，気候変
種の生息・生育状況がある程度わかっている種，
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分散の条件や能力，利用することのできる資源が限
られている種については，種レベルでの保全対策を
検討することも必要になる。このような個別の保全
対策をファインフィルターアプローチと言う。
例えば，日本のライチョウは，世界的には同種の
南限集団であり，気候変動の影響に対して非常に脆
弱であることは既に指摘した。そのため，国（環境
省）により保護対策の検討が始まっている。そこで
は，予測科学の情報を活用しつつ，全ての可能性に
ついて検討されることが必要になるだろう。
保護区域の設定においては，どこが将来の生息適
域かの予測が重要である。生息適域となる可能性が
高い場所については保護区とし，対策のレベルをよ
り高くすることや，気候変動以外の要因
（例えばニ
ホンジカの分布拡大による餌植物の減少等）をでき
る限り排除すること等が求められる。また，日本で
はライチョウのヒナの生存率が，梅雨の悪天候や捕
食圧などにより孵化後一ヶ月間低いことから，そこ
に保護のための投資を集中させるなど，特別な対応
23）
が重要になる 。また，生息適域から外れると予測
された場所についてはモニタリングによる追跡とと
もに，同エリアに生息する個体の移動補助，域外飼
育による個体の保存，新たな生息域の開拓なども必
要になる可能性がある。それらを科学的に幅広く検
討するためには，協議会などが必要だろう。

けた基礎となるものにどのようなものがあるかに着
目する。
6.2 「生物多様性ながの県戦略」の策定と

生物多様性分野の気候変動適応の課題
現行の枠組みで生物多様性分野の気候変動適応に
とって中心的な位置にあると考えられるのは，2012
年 2 月に策定された「生物多様性ながの県戦略」で
24）
ある 。この所管は環境部であるが，策定の過程で
は県庁内 30 所課から成る庁内調整会議で内容を検
討し，また長野県環境審議会および生物多様性長野
県戦略策定委員会などで，多分野からの意見が集約
された。その内容は，狭義の生物多様性の領域のほ
か，農林業や観光，教育などにも言及したものとな
っている。
生物多様性が長野県の施策に体系的に位置づけら
れたのは，このように比較的近年のことである。し
かし，長野県は全国的にも貴重で特色のある自然環
境に恵まれた県であり，高度経済成長期とその前後
には自然保護か開発かの対立が数多く生じた。ビー
ナスラインや南アルプススーパー林道の問題，各地
のゴルフ場や別荘開発，さらに 1990 年代の長野冬
25），26）
。県組
季オリンピックなどがこれに含まれる
織でも自然保護対策としてこれらの問題への取組が
なされた。こうした開発の問題は，その後の生物多
様性国家戦略では生物多様性の四つの危機のうち
「第 1 の危機」（開発など人間活動による危機）に含
27）
6．長野県における生物多様性保全領域の施策
まれるかたちで整理されている 。
その後，日本が低成長時代に移行し，農山村での
人口減少や経済のグローバル化など新たな社会変化
6.1 施策の領域と所管
が顕在化したことにともない，自然環境の保全でも
気候変動への適応は，まず科学的な気候変動の予
測，次いでその人間生活への影響の予測がなされ， 別の側面からの問題が注目を集めるようになってき
た。生物多様性の「第 2 の危機」（自然に対する働
それらの予測に基づいて社会的な適応を行うという
2）
きかけの縮小による危機）や「第 3 の危機」（外来種
順序で説明されるのが通常である 。国や地方公共
団体では，この社会的な対応をどのようなかたちで
など人間により持ち込まれたもの），さらに近年で
施策に組み込むかが課題となる。
は気候変動の影響が「第 4 の危機」（地球温暖化や
この課題に取り組むには，それに先立ち現状の施
海洋酸性化など地球環境の変化による危機）として
28）
策体系における課題の位置づけを把握し，評価する
指摘されるようになった 。
こうした問題の多様化にともない，自然保護の施策
ことが必要である。その際，地方公共団体では，広
の考え方の枠組みにも変化が生じた。長野県でも，生
範な生態系サービスの領域を視野におさめることも
物多様性条約以後の国内法の整備や愛知県で開催さ
重要である。なぜなら，地域の住民ニーズに直結し
れた生物多様性条約
（CBD, Convention on Biological
やすいのは，生態系サービスだからである。とはい
Diversity）
第 10 回締約国会議
（COP10）などの動きに
え，狭義の生物多様性の領域もまた重要であること
も対応したかたちで，幅広い領域にかかわる生物多
は前段で指摘した。繰り返すが，それは地域特性を
様性の考え方が施策体系に取り込まれるようになっ
持った生態系サービスの基盤であり，その変化は
てきた。たとえば，現行の第三次長野県環境基本計
（予測が容易ではないとはいえ）地域の生態系サービ
画
（2013～2017 年度）では，
「地球温暖化対策・環境
スのあり方を左右すると考えられるからである。
エネルギー政策の推進」や「生物多様性の保全と持
長野県では，これらの領域の所管が，環境部・農
28）
続可能な利用の推進」が掲げられている 。
政部・林務部・観光部・建設部・教育委員会などに
そして，生物多様性に関する広範な課題を体系づ
分かれている。気候変動影響への適応において，こ
けたのが，前述の「生物多様性ながの県戦略」であ
れらの部局間にいかに横断的な体制を築くかは重要
24）
る 。この戦略は生物多様性の保全と持続可能な利
な課題である。その展望については，以下で触れ
用のための基本的・総合的な計画として，生物多様
る。そこでは現行の施策の枠組みのうち，今後に向
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性基本法第 13 条に定める生物多様性地域戦略とし
効果ガス吸収源対策」
，
「新たなる施策の展開」の 3
て策定された。県内の生物多様性の現状と課題を整
項目が掲げられている。最後の「新たなる施策の展
理し，その状態の改善に向けた目標と行動計画など
開」には「県の地球温暖化対策を見直し，実行性の
を定めた内容となっている。また，長野県の生物多
高い施策に再構築します」とある。この記述は，適
様性の危機の要因として，いわゆる「三つの危機」 応策に取り組む余地のあることを示すものと読むこと
のほかに「地球温暖化による影響」と「国外・県外
もできる。今後見込まれる予測技術の向上とその実
の資源利用による影響」をあげている。
用化，さらに具体的な適応策の検討を，その内実に
このなかで「地球温暖化による影響」について
あたるものとして発展させていくことが必要である。
は，
「今後長野県内で起こりうる影響」として，高
6.3 長野県版レッドリスト改訂における
山帯の自然生態系の変化，渓流魚の生息場所の縮
気候変動影響の評価
小，生物季節の変化，ブナ林や亜高山帯の森林の縮
生物多様性ながの県戦略は，前述のように 2020
24）
小，種間関係の変化，農作物の質の低下や新たな病
年（平成 32 年）を短期の目標年度としている 。そ
の約半分の年月が経過し，現在は折り返し点をむか
害虫の発生，ニホンジカやイノシシの分布拡大や個
えたところである。この戦略の「知る」（調査や情
体数の増加を掲げている。この記述にあたって参照
報収集）の項目の中で，折り返し点までに出された
されたのは，県内外の多くの先行研究をレビューし
29）
成果の一つが長野県版レッドリストの約 10 年ぶり
た「長野県生物多様性概況報告書」である 。
30），31）
。このなかで気候変動の影響が
この戦略ではそうした現状や予想される危機を踏
の改訂である
どのように評価されたかを，次に見てみよう。
まえて，「生命
（いのち）にぎわう『人と自然が共生
愛知ターゲットは，その目標 12 に「絶滅危惧種
する信州』の実現」を 2050 年（平成 62 年）までの中
の絶滅及び減少の防止」を掲げている。種の絶滅や
長期目標
（ビジョン）とし，
「生物多様性の損失を止
減少を防ぐためには，原因となる人間活動を特定
めるために，
（中略）効果的で緊急な行動を実施」す
し，その関連を社会に示す必要がある。そこで長野
ることを 2020 年（平成 32 年）までの短期目標（ミッ
24）
県版レッドリストの改訂では，動植物に共通の方法
ション）としている 。これらの目標年度は，CBD
COP10 採択の愛知ターゲットと同じである。そし
で種の絶滅危惧要因を集計し，原因となる人間活動
て，この目標のための多岐にわたる行動計画を， を評価した。その作業は長野県版レッドリスト改訂
「知る」
（調査や情報収集），「守る」
（保全や外来種
委員会と分類群別の専門部会でおこなわれ，この検
対策・温暖化対策など）
，「活かす」（持続可能な利
討のため計 200 名以上の協力者から情報提供を受け
用）
，
「広める」
（情報発信や教育）
，「つなぐ」（連携
た。絶滅危惧要因の判定は，これまでの生息状況の
の強化）の 5 項目に整理している。このうち「活か
変化など，主にフィールドでの知見に基づいておこ
す」では，里山の活用，環境と共生する農林業の振
なわれた。その要因は，「第 1 の危機」である “森
興，観光利用との調和，地産地消等の推進などが掲
林伐採”，“河川開発” など，および「第 2 の危機」
げられている。また，
「つなぐ」では，森林の二酸
である “草原の管理停止” などの共通の選択肢を計
化炭素吸収量の認証，災害に強い森林づくりなどが
27 項目設定し，このなかから三つまで，各分類群
述べられている。したがって，これらの項目や「広
の専門家が選択した。
める」
（情報発信や教育）は，生態系サービスのいく
その結果，「第 1 の危機」がほとんどの分類群で
つかの側面に目を向けた内容になっていると解する
最も重要な要因であること，「第 2 の危機」はよく
ことができる。
調査されている分類群（維管束植物・チョウ目）で，
さらに，この戦略では，これらの行動計画の重点 「第 3 の危機」は陸水生態系（魚類・トンボ目）でそ
施策として次の五つの「プロジェクト」を掲げてい
れぞれ顕在化していること，「第 4 の危機」は産地
る。
「生き物アンテナプロジェクト」
（レッドリスト
局限種の多さから今後顕在化のおそれがあることな
の改訂や生物多様性ホットスポットの選定など）
， どが示された。ただし，「第 4 の危機」には “産地
「日本の屋根
（高山帯）
プロジェクト」
（登山道整備や
局限” と “気候変化” の 2 種類の要因が含まれてお
ライチョウのモニタリング調査など）
，
「里山活性化
り，実際に種の絶滅危惧要因として選択されたの
プロジェクト」
（草原環境の再生など）
，
「地球温暖
は，ほとんどが “産地局限” であった。“気候変化”
化対策プロジェクト」
（温室効果ガスの排出削減や
が選択されたのは，影響予測の研究が進んでいるラ
吸収源対策など）
，
「地域連携・協働促進プロジェク
イチョウなどごく一部の種に限られていた。
ト」
（多様な主体の連携ネットワークの構築）
である。
“気候変化” が要因としてほとんど選択されなか
これらの「プロジェクト」を気候変動への適応策に
ったことは，レッドリストにおける絶滅危惧要因の
どう関連づけていくかは，今後の重要な課題である。 評価方法自体の特性と限界を反映していると考えら
ただし，この戦略での「地球温暖化対策プロジェ
れる。この方法では，主に，過去から現在の生息環
クト」の記述に「適応」の語は見られない。ここで
境の変化が現場での知見によって判断されている。
の記述には，
「温室効果ガス排出削減対策」
，
「温室
これには経験的なベースがあり，その面ですぐれて
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図 2 長野県内の生物多様性ホットスポット評価の一例．
レッドリストの改訂で絶滅リスクが増大した維管束植物の種数を
表示．草原や水域，水田・畦畔など二次的な自然環境に生育する
種の産地に集中．

いるといえる。しかし，野外でまだ顕在化していな
い要因を評価するのには適していない。気候変動影
響は，生物多様性保全にとって今後重要になる可能
性が高いにもかかわらず，多くの種において顕在化
を明確には把握しにくい要因である。したがって，
気候変動影響の重要性を評価するには，従来の経験
的な方法だけでなく予測科学による方法を導入する
ことが不可欠である。
なお，改訂されたレッドリストでは，維管束植物
と昆虫のコウチュウ目・チョウ目について，絶滅の
おそれのある種の分布密度が地図で示されている。
この分布密度の高い地域は，特定の方法で示された
生物多様性ホットスポットであると見ることができ
る。このような地域を効果的に保全することは，県
全体の生物多様性の保全にとっても重要な意味を持
つ。したがって，気候変動への適応策をこうした生
物多様性ホットスポットにおいて，いかに発展させ
るかも重要な課題である
（図 2）。
7．市民参加による生物多様性モニタリング
前段でも指摘したように，生物は自律的に気候変
動に適応し変化していく。生物の変化メカニズム
は，複雑な生物間相互作用の下にあり，ほとんど把
握できていない。そのため，生物多様性への気候変
動影響を把握するには，長期にわたりモニタリング
を継続する必要がある。特に，地域特性に応じたモ
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ニタリグ計画と実施体制の構築が求められる。
当研究所では希少種等を中心に独自に生物のモニ
タリングを継続しているが，職員数等により観察で
きる対象はごく一部に限られる。一方で，気候変動
影響はさまざまな生物に現れている可能性があり，
県内の広範囲に及ぶことから，情報の収集には多数
の市民の協力が求められる。同時に，こうした自然
の変化を市民が自らモニタリングすることは，「気
候変動影響」が多くの人々の身近な問題になってい
くことにも繋がる，という効果も期待できる。
すでに，全国にはさまざまな市民調査の仕組みが
32）
ある 。それを参考にしつつ，当研究所では，以下
の 3 つの方法で情報収集を開始した。
7.1 公開型インターネットシステムによる
情報収集・公開：温暖化ウオッチャーズ
WebGIS
（インターネット上の地図を介して情報を
やり取りする方法）
の一つである「ｅコミュニティ・
プラットフォーム（略称ｅコミ；国立研究開発法人
防災科学技術研究所が開発）」を利用した。今回の
目的に沿ったシステムの改良作業は，法政大学地域
研究センター，中部大学中部高等学術研究所国際
GIS センターおよび株式会社ファルコンの協力を得
て実施した。そして，これを「信州・温暖化ウオッ
33）
チャーズ」と命名した 。
登録メンバーは，自主的に手を挙げてくれた 120
名程である。また，データは春・夏・秋冬の 3 期に
分けて収集しているが，各期の登録件数は今のとこ
ろ 100～200 件ほどである。
一般市民が参加することを考慮し，観察対象は，
鳥・虫・草木・田畑・雪や氷の五つのカテゴリー別
に，季節ごとに数種，合計 38 種を選定した（表 1）。
7.2 自然調査イベントによる情報収集：
セミの抜け殻調べ
セミは種ごとに温度や樹種などに独自の嗜好を持
34）
ち，生息に適した環境があることが知られている 。
長野県内でも最近，これまで生息していなかったク
マゼミ（西日本に多く生息）が県南部で観察されるよ
うになるなど，気候変動影響によりセミの分布が変
化する可能性がある。セミは身近であり，抜け殻に
よる種同定が可能で，子どもでも採集が容易であ
る。そのため，2008 年から活動実績がある「セミ
35）
の抜け殻しらべ市民ネット」 の協力を得て，年に
1 回の自然体験イベントとして実施している。
イベントは 2 時間 1 回のプログラムで，県内 6 箇
所の定点調査を兼ねている。当日は，会場の公園や
雑木林などで 1 時間ほどセミの抜け殻を集め，その
種類と数を毎年記録し続けている。
7.3 夏鳥初認調査（野鳥の会などとの共同調査）
長野県内に散在している既存の生物記録を収集す
ることで，さまざまなことが明らかになる可能性が
ある。その一つの方法として，2011 年から県内の
野鳥関係の八つの市民団体の会員が持つ観察記録を
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表 1 「信州・温暖化ウオッチャーズ」の観察対象．


市民の観察対象 38 種及び自由項目。鳥・虫・草木・田畑・雪や氷の五つのカテゴリー別に，
季節ごとに選定した．

収集している 。調査対象は，県内に飛来する夏鳥
14 種と留鳥・漂鳥 2 種の計 16 種の 2～6 月の初認
と初鳴き記録である。毎年約 100 名の方々の参加に
より約 500 件の記録を収集している。

は，詳細な気象データに基づくさまざまな影響予測
情報を加味しながら，既存の生物多様性保全事業及
びその延長上に発生する諸問題を扱うようになると
考えられる。現在，こうした課題に，文部科学省
「気候変動適応技術社会実装プログラム（SI - CAT）」
8．今後に向けて
を通して取り組んでいるところである。
具体的な対策に於いては，地域住民，企業，行政
長野県では，生物多様性保全のために，山岳環境
等の多くの参加が不可欠である。しかしながら，生
のモニタリング強化
（国立研究開発法人 国立環境研
物多様性や気候変動への理解そのものが多くの市民
究所との連携による山岳カメラの設置），自然保護
にはまだ十分に得られていない。それでもなお，多
区の見直し，レッドリスト改定等による希少種の特
くの主体の参加を得ようとするなら，生物多様性の
定や対策の推進体制の強化
（普及啓発，企業等の協
保全への取組が，生態系サービスに繋がることや，
力者の発掘と連携～楽天（株）と長野イヌワシ研究会
農山村集落の活性化（地域づくり）等の地域課題にも
の連携等）を実施している。しかし，ここに科学的
繋がることを示す必要があるだろう。そのことによ
な影響予測情報をどのように繋げるかについては， り，さまざまな主体間の連携が生まれ，継続した取
まだ十分に議論ができていない。
組が実現できるものと考えられる。
一方で，適応策の推進体制は，
「長野県環境エネ
ルギー戦略～第 3 次地球温暖化防止県民計画」に位
謝
辞
37）
置づけている 。そこでは，詳細な気象観測データ
に基づく適応推進というプロセスを描いている。県
本研究の一部は，環境省環境研究総合推進費
（S - 8）
内には既にさまざまな目的（道路管理や河川管理等） 「温暖化影響評価・適応政策に関する総合的研究」
のために多くの場所で気象観測が実施されている
並びに文部科学省「気候変動適応技術社会実装プロ
（気象台の数倍規模）。それらを一元的に管理するこ
グラム
（SI - CAT）
」により行われた。また，ライチョ
とで，県内の詳細な気象をモニタリングすることが
ウの生息適域予測については，主に国立研究開発法
可能である。その成果は，気候変動影響により発生
人森林総合研究所の津山幾太郎氏，中尾勝洋氏等と
する諸課題
（農業や防災，生物多様性保全等）への対
共同で実施した。ここに記して謝意を示す。
策に利用することができるようデータベース化し，
課題ごとに関係者の連携体（プラットフォーム）を構
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