
1 レッドリスト

絶滅に瀕する生物種のリストをレッ
ドリストとよび，これは生物種保全の
拠
よ

り所となる重要なものである。国際
自然保護連合（IUCN）では，そのレッ
ドリスト掲載の絶滅危惧種について表
1の基準に基づいてCR，EN，VUの
三つのカテゴリー区分をおこなってい
る1）。カテゴリー判定に際してはA〜E
の5基準が設定されており，これらの
基準のいずれかに合致することでその
生物種のカテゴリーが決定される。A
基準は減少率，B基準は面積，D基準は
個体数，C基準はAとDの組み合わせ，
E基準はシミュレーションによる絶滅
確率である。基準ごとに異なる評価が

得られた場合には，予防原則の立場か
らもっとも厳しい評価を採用するのが
通例だ。環境省の維管束植物レッドリ
ストにおいては，定量評価を重視して
E基準を主な拠り所としている2）。デー
タ不足などの理由からシミュレーショ
ンが困難な場合にA基準やD基準を活
用し，独自に考案されたACD基準を
C基準の替わりに用いている。世界的
にも類例がないほど信頼性の高い評価
といえる。
日本の維管束植物レッドリスト（レッ

ドデータブック＊を含む）は，NGO（非
政府組織）によって1989年に発行さ
れたのが最初で，その後に環境省が
2000年，2007年，2012年に改訂発
行している3）（2015年発行の維管束植

物レッドデータブック2）の掲載種と評
価ランクは2012年レッドリストと同
一）。リスト改訂が頻繁におこなわれ
るのは，現状が刻々と変化するという
当たり前の事実に即応するためである。
また，調査が進むことによって得られ
た新規情報を取り込むためにも改訂は
不可欠だ。表2は2007年レッドリス
トから2012年レッドリスト改訂の際
の変更をまとめたものである2）。右端
近くの列にある「2012新規掲載種」と

【レッドデータブック】
レッドリストが絶滅に瀕する生物種リストで
あるのに対し，レッドデータブックは絶滅に
瀕する各生物種についての解説書籍のこと。
いわば絶滅危惧種図鑑である。
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レッドリスト掲載種のランクダウンは保全の成果を示すものである。効果的保全方法として，ホットスポットと相補
性を考慮した保護区設定が重要だ。草地性植物では，人の営みの変化に起因する遷移によって絶滅リスクが高まって
いる。シカ害の顕著な影響は見られないが，地域固有種については十分な注意が必要である。
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は，2012年レッドリストにおいて新た
に絶滅危惧種と評価された種類のこと
で，その合計が148種類にのぼる。全
絶滅危惧種（CR，EN，VU）1,779種
類の1割弱が新たにランクインしたの
である。一方で，ランク外（削除・評
価対象外）となったものはわずかに11
種類だ。この数値だけを見ると，日本
の維管束植物の現状は悪化の一途のよ
うに見えるが，実のところはそう単純
ではない。新規追加の148種類の多く
は2007年リストで調査対象になって
いなかったもの（2007年リスト作成
以降の新分類群，新産種，うっかり漏
れていたもの）である。

CR種を例に改訂におけるランク変更
を見てみよう。2007年レッドリストで
は523種類だったものが519種類とな
り，そのうち新規が40種類，他のラン
クからランクアップしてCRに移動し
たのが合計32種類（25＋5＋1＋1），
CRからランクダウンして下位ランク
に移動したのが合計75種類（55＋14
＋1＋1＋4），絶滅が2種類である。
つまり，ランクアップとランクダウン
の種類数を見ると，2007年から2012
年の期間において状況が改善したよう
に見える。ただし，ランクアップ＝悪
化，ランクダウン＝改善，という一般
的解釈が必ずしも妥当とはいえない。

ランクダウン種群の中には，「調査を
した結果，従来知られていなかった新
しい個体群が発見され，その結果とし
てランクダウンした」というものが含
まれている。つまり，2007年レッド
リスト時には調査が不十分だったため
に過大なリスク評価をおこなっていた
種類も存在する。調査に関わる人材と
予算が圧倒的に不足していることが大
きな理由と考えられる。
保全事業の拠り所であるレッドリス
トだが，保全に関わるユーザーにその
意義が十分に理解されているとはいい
がたい。たとえば，「レッドリストが
頻繁に改訂され，ランクが変更されて

表1   IUCNレッドリストカテゴリーVer.3.1 2）

基準 CR（Critically Endangered） EN（Endangered） VU（Vulnerable）
A 1 過去10年間 or 3世代の減少率＞90％ 過去10年間 or 3世代の減少率＞70％ 過去10年間 or 3世代の減少率＞50％

2 次の10年間 or 3世代の予測減少率＞80％ 次の10年間 or 3世代の予測減少率＞50％ 次の10年間 or 3世代の予測減少率＞30％
B 分布域＜100 km2 or 生息地面積＜10 km2 分布域＜5,000 km2 or 生息地面積＜500 km2 分布域＜20,000 km2 or 生息地面積＜2,000 km2

1 強度の分断 or 1ヶ所の生息地 強度の分断 or 生息地＜5ヶ所 強度の分断 or 生息地＜10ヶ所
2 継続的減少 継続的減少 継続的減少
3 極度の減少 極度の減少 極度の減少

C 成熟個体＜250 成熟個体＜2,500 成熟個体＜10,000

1 3年間 or 1世代の減少率＞25％ 5年間 or 2世代の減少率＞20％ 10年間 or 3世代の減少率＞10％
2 継続的減少と個体群構造の異常 継続的減少と個体群構造の異常 継続的減少と個体群構造の異常

D 1 成熟個体＜50 成熟個体＜250 成熟個体＜1,000

2 － － 生息地面積の著しい限定
E 10年間 or 3世代の絶滅確率＞50％ 20年間 or 5世代の絶滅確率＞20％ 100年間の絶滅確率＞10％

表2  維管束植物における2007年レッドリストから2012年レッドリストへの変更内訳 2）

カテゴリーに変更のなかったものが左上から右下へと対角線上に並ぶ。対角線より右上はランクアップ（DDからは新たにカテゴリーを与えられた）種，左下はラ
ンクダウン種。

2012年／2007年 EX EW CR EN VU NT DD 2012新規掲載 計
EX 30 2      32

EW   2 8      10

CR   1 446    25     5     1   1   40    519

EN   55 414   13     3   1   33    519

VU   14    46 636     9   36    741

NT     1     4   19 240   33    297

DD     1 30     6      37

削除・評価対象外     4     2     3     2      11

計 33 8 523 491 676 255 32 148 2,166
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困る」という苦情を耳にすることがあ
る。しかし，絶滅危惧種の置かれる状
況が刻々と変化することや新しい情報
が寄せられることがランクの変更，新
規追加，削除の原因である。古いレッ
ドリストを廃棄し，常に最新のレッド
リストを参照することが正しい使用法
であることに疑問の余地はない。一方，
メーカーにとっては，レッドリスト作
成は完成品の存在しないエンドレスの
作業といえる。
ときに「ランクダウンによって保全
事業の拠り所がなくなって困る」とい
う考えが見られるが，これは正しくな
い。レッドリストの目的は，「絶滅に
瀕する生物種をリストし，その現状を
明らかにすること。そして，それらの
生物種の保全に役立て，絶滅を回避す
ること」にある。「改訂の度にランク
ダウンすることおよび掲載種数が減る
こと」がレッドリストに期待されるべ
き改訂の結果だ。それは絶滅リスクの
軽減や絶滅危惧種の減少を意味し，生

物多様性保全への取り組みの実質的な
成果を示すものである3）。ランクダウ
ンによって当該の保全事業を終了させ，
別の絶滅危惧種を対象にした新たな保
全事業に取りかかる……そうでなけれ
ば1,700種類を超える日本産維管束植
物の保全はおぼつかない。

2 ホットスポットと 
相補性保全

生物多様性分野では，ホットスポッ
ト＊4）5）という概念がある。ホットスポッ
トの特定は「どこで保全事業をおこな
うか」を判断する上で重要であり，対象
生物群の集中する地域での事業を優先
することで高い保全効果を期待できる。
ただし，ホットスポットの活用には注
意が必要だ。というのも，固有種ホッ
トスポットと絶滅危惧種ホットスポッ
トは必ずしも一致しないからである。
図1は維管束植物の標本データベース

によって明らかにされた固有種ホット
スポット6），図2はレッドリスト調査
に基づく絶滅危惧種ホットスポット7）

である。紀伊半島の大台ヶ原や四国の
石鎚山において固有種ホットスポット
が認められるが，これらの地域に絶滅
危惧種ホットスポットは認められない。
逆に，愛知県周辺，岡山県阿哲地域，阿
蘇九重地域に絶滅危惧種ホットスポッ
トを認めることができるが，これらの
地域は固有種ホットスポットではない。
ホットスポット情報を利用する際には，
固有種ホットスポット，絶滅危惧種ホッ
トスポット，希少種ホットスポット，
在来種ホットスポットなどのように，
対象生物を明確にする必要がある。

固有種指数

高
⑤ 夕張岳（北海道）

⑦ アポイ岳（北海道）

⑩ 早池峰山（岩手県）

⑧ 八ヶ岳（山梨県・長野県）

⑥ 北岳・仙丈ヶ岳（山梨県・長野県）

⑨ 赤石岳（長野県・静岡県）

① 小笠原諸島父島（東京都）

③ 小笠原諸島母島（東京都）

② 屋久島（鹿児島県）

④ 奄美大島湯湾岳（鹿児島県）

低

図1  維管束植物の固有種ホットスポット 6）

【ホットスポット】
生物分野では固有種や絶滅危惧種などが集中
して生息する地域のことを指す。地学分野で
はマントル深部の一定の位置から高温プ
リュームを吹き上げる場所を指す。学問分野
によって意味の異なる点に注意。
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保護区設定において有力な候補地情
報を提供するホットスポットであるが，
そのような候補地は図1や図2で見た
ように全国に散らばっている。これら
すべてを網羅的に保全することは現実
として難しいだろう。そこで，どのよ
うな保護区選定をすれば効率よく保全
を進められるか（＝少ない保護区設定
で保全効果を最大限にすること）が問
題になる。
ここでは「相補性」という考えを紹
介したい。一例として，六つのエリア
に合計9種の絶滅危惧植物A〜Iが生
育している場合を考えよう（図3）。こ
れらの6エリアのうち，2地域を保全
する場合を考えたい。最も絶滅危惧種
の多いエリア1を保全することに異論
はないだろう。次に，種数の多いエリ
ア2を保全した場合，保全される種は
A〜Fの合計6種である。一方，エリ
ア1とともにエリア6を保全すれば，
A〜F，H，Iの合計8種を保全できる
ことになり，保全する総種数は後者の
方が多い。わずか3種しか生息しない
エリア6だが，エリア1の補完効果に
優れている点が活きてくるのだ。この

ような補完効果を考慮した保護区設定
の検討が相補性解析とよばれている。
図4は日本の維管束植物について10�
km×10�kmメッシュの仮想的保全シ
ミュレーションをおこなった結果であ
る7）。ここでは種数に加えて絶滅確率
についての解析をおこなっているので，
計算手順は図3の例よりも複雑だ。シ
ミュレーションの結果，ランダムな保
護区設定（紫線）よりも種数の高さを
優先した保護区設定（緑線）での保全

効果の高いことはいうまでもないが，
相補性を考慮した場合（赤線）の保護
区設定によってさらに高い保全効果を
得られることが示された。つまり，適
切な保護区の選び方をおこなえば，狭
い面積でも効果的な保全が可能なので
ある。もちろん，候補にあがった地域
のうち，どのくらいが保護区として実
際に運用できるかが真の課題であるこ
とはいうまでもない。
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図2  維管束植物の絶滅危惧種ホットスポット7）

図3  仮想的な6エリアと生育種数の例

エリア1（合計6種）
A B C

D E F

エリア3（合計4種）
A B C

G

エリア5（合計3種）
A B

I

エリア2（合計5種）
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D E

エリア4（合計4種）
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H

エリア6（合計3種）
A

H I
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3 減少・衰退の要因と 
その特徴

日本産維管束植物の減少・衰退の要
因は，開発が第1位，遷移＊が第2位，
採取が第3位である8）。遷移という自
然本来の変化プロセスが減少要因の第
3位になっていることには説明が必要
だろう。日本の里山では，古くから屋
根葺き材料や家畜飼料を得るために，
茅場とよばれるススキを主体とした半
自然草原を創り出していた。茅場はキ
キョウやヒメユリをはじめとするさま
ざまな草花に格好の住処を提供してい
た。しかし，1950年代以降の住居様
式や営農法の近代化に伴って茅場は放
棄され，遷移によって森林化していっ
た。その結果，草原性植物の生育環境
が減少したのである。
深山幽谷の絶滅危惧植物については
開発を抑制することで一定の保全効果
を期待できるが，半自然環境に依存す
る植物の保全は非常に難しい。しかも，
農業の衰退と過疎化がこうした状況に
さらなる拍車をかけているようだ。
2000年代になってからは，里山イニ
シアチブをはじめとした自然と共生的

な営みを取り戻そうとする試みがなさ
れている9）10）。今後の展開とその成果
に期待したい。

4 シカの影響

日光，大台ヶ原，屋久島など全国各
地でシカの影響による植生変化や退行
が報告され11）〜14），絶滅危惧植物への
影響が懸念されている。2012年レッ
ドリスト改訂のための調査では，シカ
食害情報の得られたメッシュ数は近畿
と四国を除いて5％未満という結果と
なり（表3），全体としては顕著な影響

がない。ただし，地域的な偏りが大き
いようだ。図5は日本植生学会がおこ
なった植生へのシカの影響マップで，
こちらでも地域的な偏りが示されてい
る15）。こうした地域的アンバランス
はシカの標準的な影響様式と理解して
よいだろう。つまり，特定の地域で強
度の摂食圧が存在する一方で，まった

【遷移】
生物群集の変化を意味する用語。たとえば，
火山噴火によってできた裸地に植物が侵入し，
草原が成立し，さらに時間をかけて灌木林，
そして森林に変化していくことを植生遷移と
よぶ。

用語解説  Glossary

表3  2010–2011年調査における絶滅危惧植物へのシカ食害状況
横田静香博士集計のデータをもとに作成。

地域 メッシュ数 食害が報告された 
メッシュ数の割合

北海道    331 1.2%

東北 1,001 0.0%

関東 1,256 2.2%

中部 1,431 3.1%

近畿    977 5.0%

中国    856 0.2%

四国    909 7.3%

九州 2,095 3.1%
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図4  相補性解析による保全効果 7）

│0 3 8│ │Vol.70 No.1

［特集］ 4 生態系を観る・測る・守る



く影響のない地域が存在する。絶滅危
惧植物の観点からは，シカの摂食圧の
強い地域に限って分布する地域固有種
が問題になる。2012年レッドリスト
においてシカ食害が主要因とみなされ
てランクアップしたものはわずか11
種類だが，その中には狭い範囲に分布
する地域固有種のウバタケニンジンと
ツルギハナウドが含まれていた。徳島
県剣山のように絶滅危惧植物のホット
スポットとシカの影響ホットスポット
が重なるところでの注意が特に必要に
なる。ホットスポットは効果的な保全
が可能な一方で，そこを狙い撃ちにさ
れれば効果的な絶滅がもたらせること
を認識しておかねばならない。

シカによる植生影響
全国（10 kmメッシュ）
植生への影響程度

なし
軽
中
強
激

シカの分布確認年代
（環境省自然環境保全基礎調査）

1978年と2003年
1978年のみ
2003年のみ

300 km

図5  2009～2010年調査における植生へのシカ影響度15）
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