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概要 ＥＡ (600字～800字程度にまとめてください。) 
 
１． 新規生息地探査と里地里山の生物多様性の崩壊状況 

嶺南西部地区里地里山での新しい生息地は、2 年間の調査でも残念ながら発見できなかった。生息に適したと
ころは見られたが、春季幼生調査でも発見はできなかった。他方、既存の生息地の環境は今大きく悪化しつつあ
る。嶺南東部では、舞鶴若狭自動道のインフラ整備により里地里山の環境破壊が進んでいる。アベサンショウウ
オのみならずダルマガエル等希少野生生物の生息地がインフラ整備により消滅した。そのような状況でも 37年ぶ
りとなる希少生物が再発見されている。現在その保全に向けた対応および研究を行っている。嶺北北部では、森
林道の整備事業により、ここでも生息地里地里山が消滅した。地元自治体への保全の要望を行っているが、何の
解決策も講じられていない。しかし、環境省とのアベサンショウウオ保護増殖モデル事業の協議が今始まろうとし
ている。保全に向けた有効な対策を提案する必要がある。 

２． 新興感染症監視モニタリング 
嶺南および嶺北での調査ではメタセルカリア結節症の個体は捕獲されていない。また、カエルツボカビモニタリ

ンでは、トノサマガエル・ダルマガエルには感染がなかった。この調査のなかで、福井県嶺北以北の北陸甲信越地
方に特有な高田型トノサマガエルが、福井県嶺南で初めて捕獲された。 

３． アベサンショウウオ生息域における土壌細菌アワラネンシスと応用 
生息土壌におけるアワラネンシスのスクリーニングでは、アワラネンシスより強力な土壌細菌は見つからなかっ

たが、アワラネンシスキチナーゼの結晶化が成功し、その酵素学的タンパク質化学的な性質が明らかになった。
その成果を応用して、生息域の土壌改質に向けた取り組みを行っている。 

４． アベサンショウウオ域外保全技術の開発 
今年度より、環境省との協議事項として、域外保全に関する調査が始まる。種の保存法に適用されるため、慎重
に対応する必要がある。 
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欧文概要 ＥＺ 
1. Search for New Habitat of Abe's salamander, and Collapse of Biodiversity of Satochi・Satoyama 

The new habitat in Reinan area was not able to be discovered during the consultation period for 
two years. However, same places suitable for habitation was distributed in the area. Now, the 
environment of the existing habitat is getting worse quickly. Some of habitats of rare wildlife 
such as Abe's salamander and daruma pond frog, were disappeared by the infrastructure building of 
Maizuru Wakasa Expressway. On the other hand, rare wildlife was rediscovered for the first time 
in 37 years. The protection multiplication model project of rare wildlife with the Ministry of 
Environment is trying to start this year. 

1. New-Infectious-Diseases Surveillance  
The individual of metacercaria nodositas was not captured in the area of Reinan and Reihoku.  

Moreover, at frog chytrid fungus monitoring, there was no infection in a black-spotted pond frog 
and a daruma pond frog. In this investigation, the Takada type of black-spotted pond frog was captured 
for the first time in Reinan area. 

3. Soil Bacteria of Habitation area, and the application 
In screening of the soils of habitation region, soil bacteria more powerful than Awaranensis 

was not found. On the other hand, crystallization of chitinase of Awaranensis was successful. And 
the character of the enzyme became clear. Applications of the bacteria for soil property modification 
of habitation region are under development.  

4.   Development of Preservation Technology outside Habitation Region 
In cooperation with the Ministry of Environment, the investigation about preservation outside 

a habitation region starts this year. 

 


