赤 谷プロジ ェクトで は、「ク マタ
カを 指標とし た森林管 理に関す る提
言 」をまと めまし た。
ク マタカと 森林には いったい どん
な 関係があ るので しょう ？
ク マタカは 、森林生 態系の食 物連
鎖の 上位に位 置し、森 林に生息 する
様々 な中小動 物を獲物 としてい る大
型 の猛禽類 です。

空を舞う若鳥

クマタ カの生息 環境を保 全する こ
とは、そ の地域に 生息・生 育する 野
生動植物 の多様性 と豊かさ を保全 す
ることに つながり ます。さ らに、 ク
マタカは 北海道か ら九州ま で様々 な
植生の森 林地帯に 連続して 広く分 布
している ので、ク マタカが 安定し て
生息して いる環境 が存在し ている こ
とは、森 林を構成 する植生 の種類 に
かかわら ず、中小 動物が豊 富に生 息
し、かつ 、クマタ カが狩り をする こ
とができ る林内空 間を有す る森林 環
境が保全 されてい ることの 指標に な
ると考 えられま す。
赤谷の 森には、 現在４つ がいの ク
マタカの 営巣が確 認されて います 。
赤谷プロ ジェクト では、生 物多様 性
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と しての機 能の維持 ・向上を 重視し
た 森林管理 とともに 、狩り場 として
利 用できる よう、ク マタカの 獲物と
な る中小動 物の多様 性を向上 させつ
つ 、また森 林資源の 持続的利 用も行
え るよう、 人工林の 管理、自 然林の
維 持・向上 、人工林 から自然 林への
転 換をそれ ぞれ図っ ていくこ ととし
て います 。
このため、森林施業の実施にあたっ
て は、
（ １）高 齢の自 然林の保 護・保 全
（ ２）沢筋 の人工林 の針広混 交林又
は 自然林 への誘 導
（ ３）人 工林資 源の循環 利用の 推進
（ ４）既 設の路 網の適切 な維持 管理
の豊 かさを指 標する野 生動物で ある
を 基本方 針とし ています 。
クマ タカの繁 殖状況や 狩りをす る場
詳細につ いてはぜ ひ提言本 体をお
所な どについ て継続的 に調査を 行っ
読 みいた だきた いと思い ます。
てき ました 。
こ れらの調 査結果に 基づき、 今回、
この提言 書は、ク マタカが 安定的
赤谷 プロジェ クト・猛 禽類ワー キン
に 生息して 繁殖を継 続するこ とがで
ググ ループは 、「クマ タカを指 標と
き る生物多 様性に富 む豊かな 森林環
した 生物多様 性の保全 に資する 森林
境 を維持・ 向上させ ること、 かつ、
管理 ー赤谷 プロジェ クトから の提
森 林資源の 持続的な 利用を実 現する
言ー 」を取り まとめ、 赤谷森林 ふれ
こ とに役立 つ、具体 的な森林 管理の
あい 推進セン ターのホ ームペー ジに
考 え方と 方法を 提案して います 。
掲載 しまし た。
この提言 書で示し ている森 林管理
http://www.rinya.maff.go.jp/kant の 具体例は 、他の地 域の森林 にも応
o/akaya_fc/kumatakashinrinkanri. 用 できるも のと考え られます ので、
今 回の提案 を参考と して全国 各地で
html
ク マタカを 指標とし た森林管 理が実
践されていくことを期待しています。

ク マタカを 指標とし た森林管 理の
基本 的な考え 方として は、営巣 環境
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