
  
  近畿大学奈良キャンパスにおける水生生物の生息状況

  誌名 近畿大学農学部紀要 = Memoirs of the Faculty of Agriculture of Kinki University
ISSN 04538889
著者名 稲本,雄太

桜谷,保之
発行元 近畿大学農学部
巻/号 41号
掲載ページ p. 95-122
発行年月 2008年3月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



業 近畿大学農学部紀要第同 95-122 (2∞8) 95 

近畿大学奈良キャンパスにおける水生生物の生息状況

稲本雄太・桜谷保之

近畿大学農学部環境管理学科

The aquatic flora and fauna in the Nara Campus of Kinki University 

Yuta INAMOTO and Yasuyuki SAKURATANI 

Deρart;押zent0/ Agriculture， Kinki University， 

Nakamachi Nara， 631・8505，Japan 

Synopsis 

Aquatic flora and fauna were recorded in the Nara Campus located on Yata Hills， in Nara Prefecture， central Japan 

This campus consists of coppices. ponds and paddy fields. Eighty-one species of aquatic animals and 36 species of aquatic 

plants were recorded. Fifteen species of these are red data animals and plants : aquatic plants; Ricciocarpus natans. 

Salvinia natans. Ceratophyllum demersum. Typha orien品alis.and aquatic animals; Ceriagrion nipponicum. Ta珂~ypteryxpryerz. 

Anaciaeschna martini. Oligoaeschna pryeri. Trigomjうhusogumai. TrigomPhus citimus tabei.吊Idrometraalbolineata. Gerris 

nψalensis. Bu/o japonicus /ormosus. Rana japonica. Mauremys japonica. Cons巴rvationof these red data species to maintain 

biodiversity is important to the coppice ecosystem. 

Key words 

Aquatic floras and faunas. conservation. coppice 

はじめに

近畿大学奈良キャンパスは奈良市郊外の矢田丘

陵に位置し、里山環境にあることが特徴である 1)。

当キャンパスにはいくつかの絶滅危慎種が生息

しており、これらの絶滅危倶種の中には、ベニ

イ トトンボ Ceriagrionnitρomcum、カスミサン

ショウウオ正かnobiusnebulosus、メダカ Oryzias

latψes、カワノtタモロコ Hemぽrammoの少ηs

rasborellaといった水生生物も多く含まれている 2)。

このような水生生物は、水田などの身近な環境

にも広く分布しており、近年においては環境教

育の題材や水辺の環境指標として注目されてい

る3)。しかし、近年多くの水生生物は生息環境の

消失や農業形態の変化などの影響で急速に減少

しつつある べ 当キャンパスにおいても植生遷

移や、オオクチパス Micropterussalmoidesやブ

jレーギルLゆomismacrochirus、アメリカザリガ

ニProcambarusclarkiiなどの外来種の侵入は水

生生物相に大きな影響を与えているものと恩わ

れる。キャンパスの陸域における生物相、特に鳥

類 5)、チョウ類 側、ガ類 9-10)、テントウムシ 11)

については比較的多くの調査 ・研究例が知られて

いる一方、構内に点在するため池等の水生生物相

の調査例は数例しかない 2)。そこで、水生植物お

よび水生動物の生息状況の解明を目的とした調査

を行った。なお、今回の調査では魚類については

実施した調査法では確認が困難であったため調査

の対象外とした。

調査地および調査方法

間査地の概要

調査は奈良市郊外の矢田正陵にある近畿大学奈

良キャンパスで行った。当キャンパスの標高は

150 m~ 200 mで、コナラ Quercusserrataやク
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Fig 1. Map showing the study sites in the Nara Campus. 

ヌギ Quercusacutissima、エノキ Celtissinensis 

をはじめとする落葉広葉樹や、アラカシ Quercus

glauca、ソヨゴIlexμdunculosaなどの常緑広葉

樹、そこにアカマツ Pinusdens~βora などが混在

する二次林を主体とし 12)、敷地内には里山林か

ら流入する雨水を調整するため池や、過去に農業

用水を確保する目的で使用されたと考えられる調

整池A、B、E、F、Hが点在する 1) (Fig.1)。調

整池 A、B、Eについては沢水由来のコンクリー

ト護岸がなされた人工的なため池であるが、Fお

よびHについては付近に水田の跡が認められる

ことから、過去にため池として機能していたと

思われる (Table1)。それらのため池にはヒシ

Trapαjaponicaをはじめとして多くの水生植物が

Table 1. Environmental composition in each study sites 

Pond or paddy field Concrete Vegetation Ffp 

A • • • B • • E • • F • H • PF • 

生育している。本調査では奈良キャンパス内の恒

久的水域であるため池と一時的水域である資源作

物生産学研究室の水田および棚田ピオ トープを調

査地とした。なお、今回は沢や湿地などについて

の調査は行わなかった。また、調整池 Fと棚田

ピオトープは隣接しているため、これらを合わせ

て調整池 Fとして扱った。

調査期間および調査地の状況

今回の調査期間は 2007年4月から 2007年 10

月まで、原則として週 1回の調査を行なった。調〆

査地の状況は、 F池 1ヶ所のみ 2006年の春に環

境管理学科の実習により落水および泥抜きがなさ

れたものの、他の 4ヶ所の池についてはほとんど

Flp Ep • • • • • • • 

Sp • • • • 
Irrigation for paddy field 

• • Concrete: A pond bank protected by concrete 
PF : Paddy field 
Ffp : Fre巴 floatingplant 
Flp : Floating leaved plant 
Ep : Emergent plant 
Sp : Submerged plant 
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れない程度の大きさに切ったものを入れ、 5ヶ所

に30分間沈めておき、掛かった個体を同定した。

また、調査中に見出された湿地性植物を含む水生

植物も記録した。さらに同定困難な昆虫の若令幼

虫については生きたまま持ち帰り、同定可能な終

令幼虫または成虫になるまで飼育し、種を確認し

採集方法および生態の観察

構内に点在するため池および水田において、フ

レーム幅 21cm、奥行き 23.5cm、目幅約 2mmの

D型フレームのたも網を用いたすくい取り法、ト

ラップ採集および見取り法で水生生物を採集し、

必要に応じて 70%エタノールで固定保存もしく

は乾燥標本とした。

すくい取りは各調査地で 50回ランダムに行い、

トラ ップ採集については西城 (2002)4)に従い、

19.5cm x 24cm、目幅 3mmの金網を加工し、そ

の中にサパの切り身を水生生物が調査中に食べき

た。

水生昆虫の種の同定については大部分を森・

北山 (2∞2)13) および川合 (1998)ω、石田ら

(1996) 15) を参照にした。 両生類・Jf~虫類などの

大型のものについては目視で同定可能な種につい

て現地で記録し、同定困難な種については持ち帰

り、必要に応じて同定可能な大きさまで飼育し、

Table2. Species of aquatic plants recorded in Nara Campus 

担当日盟主
Characeae 
Ricciaceae 

SaJ viniaceae 
Ceratophyllaceae 

Ranunculaceae 
Polygonaceae 

Brassicaceae 

Onagraceae 

Trapaceae 

Lythraceae 
Umbelliferae 

Labiatae 
CaJlitrichaceae 
Hydrocharitaceae 

Asteraceae 

Lemnaceae 

Potamogetonaceae 

Commelinaceae 
Cyperaceae 

Gramineae 

Typhaceae 

Pontederia心:eae
TotaJ 

Ranunculus silerifolius 

Persicaria sieboldi 

Persicaria pubescens 

Polygonum thunbergii 

Cardamineβexuosa 

Nasturtium officinale 

Ludwigia ovalis 

Trapaja，ρomca 
Trapa natans 

Rotala indica 

Oena舟thejavanica 

Mentt沼 pulegium

Callitriche palustris 

Elo唯夫沼 nuttallii

Egeria den招
Bidens pilosa 

Lemnaρertusilla 
Spirodelaρolyrhiza 
Potamogeto河fryeri

Potamogeton crispus 

Potamogeton oxyphyllus 

Aneilemakeisak Hassk. 

Schoenolectus juncoides 

Eleocharis kuroguwai 

Eleocharis acicularis 

ω'Perus iria 
Coix lacryma 

Phragmites communis 

乃ρhaよatifolia

乃ρhaorienωlis 

Monochoria vaginalis 

Jap叩 esename 
シヤジクモ

イチョウウキゴケ

カズノゴケ

サンショウモ

エヰ主
キツネノボタン

アキノウナギツカミ

ボントクタデ
ミソPソノて

タネツケパ・ナ

オランダガラシ

ミズユキノシタ

ヒシ

オニピシ

キカシグサ

セリ

メグサハッカ

ミズハコベ

コカナダモ

オオカナダモ

コセンダングサ

アオウキクサ

ウキクサ

ヒルムシロ

エピモ

ヤナギモ

イボクサ

ホタルイ

クログワイ

マツノTイ

コゴメガヤツリ

ジュズダマ

アシ

ガマ

コガマ

コナギ

Number of alien species 
Number of red data species (Ministry of the Environment) 

Number of red data species (Nara prefectur巴)

A B 

• • ••• 

• • • • • • • •••• 

• • ••• 
E
J
4
p
n
u
n
U
 

げ

3
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E F H • • 
• • ••• 

• • ••• •••• 

• • • •• 
••• 
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• • 

-
ー

• • • • • • ••• 
•••• 

• 
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'A，B.E.F.H.PF: Study site in Nara Campus (See Figl) 
"Mesh: Red data species. Gothic: Alien species 



Table2. Species of aquatic animals re∞rded in Nara Campus 

Family name Scientific name J apanese name 
Viviparidae Bellamya (CiPangopaludina) japonica オオタニシ

Planorbidae Gyraulus chinensis spirillus ヒラマキミズマイマイ

Physidae Physa acu飽 Dra問 maud サカマキガイ

Lymnaeidae PSel.κわsωc的伺 columel伺 ハブタエモノアラガイ

Pleuroceridae Semisulcospira libertina libertina カワニナ

Semisulcosρira libertina reiniana チリメンカワニナ

Anodonta woodiana ドプガイ

Tubiβcidaeゅ. イトミミズの l種

Ligidium ja.φomcum ミズムシ

Pro伺 m加山Sclarkii アメリカザリガニ

Geothelphusa dehaani サワガニ

Copera 仰 nulata モノサシトンボ

Mnais pruinosa ニシカワトンボ

Lestes sρonsa アオイトトンボ

Sympecma paedisca オツネントンボ

lndolestesρeregrかIUS ホソミオツネントンボ

C'ercion calamorum クロイトト ンボ

白河躍的覚 n後抑制euM ペニイトトンボ

Ceriagrioゆ1melanurum キイトトンボ

lschnura senegalensis アオモンイトトンボ

Anotogaster sieboldii オニヤンマ

ITmりψteη四Eρη服，ri ムカシヤンマ

llAeslma nigm危m オオルリポシヤンマ

Gynacantha japonica カトリヤンマ

Anaciaeschna martini マルタンヤンマ

Planaeschna押lilnei ミルンヤンマ

Anax parthenope julius ギンヤンマ

「Q抱旬開chnat'?抑バ サラサヤンマ

Polycanthagyna melanictera ヤプヤンマ

Anax nigrofasciatus クロスジギンヤンマ

Epitheca marginata トラフトンボ

Orthetrum albistylum s.ρeClOsum シオカラトンボ

Orthetrum triangulare mel，ωlla オオシオカラトンボ

Crocothemis servilia mariannae ショウジョウトンボ

Sym.μtrum darwinianum ナツアカネ

Sympetrum frequens アキアカネ

Pseudothemis zonata コシアキトンボ

Orthetrum ja.ρonicum シオヤトンボ

Pantalaβavescens ウスパキトンボ

Sympetrum in.ルscatum ノシメトンボ

Sympetrum risi リスアカネ

Rhyothemisルlぽznosa チョウトンボ

lctinogomphusρertinax タイワンウチワヤンマ

Trigomphus 0，伊 maz オグマサナエ

Trぽomphuscitimus tabei タベサナエ

Gerris latiabdominis ヒメイトアメンボ

ー・ 一/;'MIlIll イトアメンボ

ヒメアメンボ

ズ京亨亨亨7ンポ

オオアメンボ

アメンボ

タイコウチ

ミズカマキリ

ヒメミズカマキリ

マツモムシ

コミ ズムシ.

ミズムシ . . 

アミメトピケラ . 

'A，B，E，F，H，PF :Study site in Nara Campus (See Figl) 
"Mesh: Red data species， Gothic: Alien species 

PF 

• 
• • 
• 

• • • 
• • 

• • • • 

• 

• • 
• • 

••• 
H • F 

• • •••• 

• 
••• 
• • • 

• ••• 

E • 
••••••••• 

•••• 

••• 

• • • 

• 

• 

B • 

• • 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• • 
• • • • 

A ••• 
••• 

••••• 

••••••••••••• • • • 

• 

• 
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Unionidae 

Tubificidae 

Asellidae 

Cambaridae 

Potamidae 

Platycnemididae 

Ca10pterygidae 
Lestidae 

Cordulegastridae 

Peta1uridae 
Aeshnidae 

Gomphidae 

Coenagrionidae 

Corduliidae 

Libellulidae 

• 
• • • 

• 
• • 

• 
• ••• 

••• 
• • • • 

•••• 
• • • 

Gerris lacustris 

zie"危netg，納血
Aqua門 useloη:gatus 

Aqu日7rlUSρaludum
Laccotreρhes ja.φonensls 
Ranatra chinensis 

Ranatra unicolor 

Notonecta triguttata 
Sigara suおtriata

Hesperocorixa dis俗ntiKirkaldy 
Oligotricha fluviJうes

Hydrometridae 

Nepidae 

Notonectidae 

Corixidae 

Phryganeidae 

Gerridae 
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町一・・

• • 
• • 

H 

• 

• • 

• 

F • 

• 

• 

E 

• 

• 
-・・・・一お

8

• • 
B 

• • 

• 
• • 

• • • • 
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• 
-・・・・・・・一灯

5

• • • 

A 

Continued 

Japanese name 
ハイイロゲンゴロウ

チピゲンゴロウ

コシマゲンゴロウ

コウベツプゲンゴロウ

ツプゲンゴロウ

マメゲンゴロウ

ヒメマルミズムシ

マルミズムシ

ヘイケポタル

マダラコガシラミ ズ;ぷジ

マメガムシ

セマルガムシ

ヒメガム シ

デ安守宮古Fガエル

ニ.ホンアマガエル

ニホンアカガエル

トノサマガエル

ウシガエル

シュレーゲルアオガエル

ミシシッピアカミミガメ

ニホンイシガメ

クサガメ

Scientific name 

Eretes sticticus 

め，droglyphusjゆonzcus

Hydaticus grammicus 

LaccoPhilus kゅbensis

LaccoPhilus difficilis 

Agabus ja.ρonzcus 
Paraplea indistinguenda 

ParaPlea japonica 

Luciola lateralis 

国μus(L略1iliis)幼a併
Hydrocassis lacustァ'tS

Coelostoma stultum 

sternoloρhus rufiμs 
脳血盟 鮒抑制S

均，laja.ρonica 
Ranajゆonicajaponica 

Rana nigromaculata 

Rar沼伺tesbeiana

Rhacophorus schle，必elii

Tr前 hemysscr，伊俗的伊ns

加盟強飽
Chinemys reevesii 

Family name 

Dytiscidae 

Lampyridae 

Haliplidae 

Hydrophilidae 

Rhacophoridae 

Emydidae 

Geoemydidae 

Pleida巴

Bufonidae 

Hylidae 

Ranidae 

18 

4 

。
• 17 21 

4 

3 

29 
2 

4 

Total 

Number of alien species 

Number of red data species 

(Ministry of the Environment) 

Number of red data species 

(Nara prefecture) 
O 

'A.B.E.F且PF:Study site in Nara Campus (See Figl) 
"Mesh: Red data species. Gothic: Alien species 

4 2 3 

果

今回の調査で当キャンパス内にはそれぞれ異

なった環境の 7つの調査地において昆虫類21科

61種、両生類4科 6種、聴虫類2科 3種、淡水

性貝類6科 7種、貧毛類 l科 1種、甲殻類3科 3

種の計 37科 81種が記録された (Table2)。

水生植物は浮遊植物 3科 5種、浮葉植物 2科 3

種、沈水植物5科 7種、抽水植物 13科 21種の計

23科 36種が分布・生息することが明らかになっ

た (Table3)。特にトンボ類においては奈良県に

おいて確認されている全91種のうち、当キャン

パスにおいて、その約 1/3に相当する 34種が確

認されており 12)、種数は比較的多いものと思わ

れる。また、レッドデータ種を中心に主な生物種

については生態写真を示した。

e 結内山ら (2005)16)に従い同定を行った。他の水生

生物の同定については近藤ら (2005)17)を参考に

した。水草類の同定には谷田・竹門 (2000)18)、

角野 (2∞0)19)および浜島・須賀 (2∞6)初)を参

考にした。なお、今回の調査で得られた知見を

記載するにあたり、生態等の情報は植物では谷

田・竹門 (2∞0)18)、角野 (2∞0)19)および浜島

・須賀 (2∞6)刷、昆虫では森・北山 (2002)13)、

騎蛤研究会 (1998)21)、近藤ら (2005)17)、両生

類・腿虫類およびその他の無脊椎動物では、近

藤ら (2005)17) を参考にした。また、希少種およ

び外来種等に関しては村上ら (2∞3)22)、環境省

レッドデータブックお)および奈良県レッドデー

タブック24)、京都府レ ッドデータブック却 を参

考にした。なお、トンボ類については文献を用い

て当キャンパスにおける過去のデータや文献お)、

や他県のデータ忽お)も参考にした。また、今回

の調査で得られた標本は、近畿大学農学部環境管

理学科で保存している。
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植物

シャジクモ手ヰ Characeae

1.シャジクモ Chara braunii 

[キャンパスにおける分布]調整池Fにおいての

み確認された。

[生態等]池沼や水田、ため池などにみられる。

以前は比較的多くみられる水草であったが、近年

では圃場整備や水の富栄養化の進行などに伴い著

しく減少しており、環境省のレッドデータブック

では絶滅危慎E類に指定されている。また、原形

質流動の実験材料としてしばしば用いられること

がある。当キャンパスにおいては調整池 Fの棚

田ピオトープにおいてみられたが、個体数は多く

ない。

ウキゴケ科 Ricciaceae

2.イチョウウキゴケ Riccωcarpus natans 

[キャンパスにおける分布]調整池A、Fおよび

水田において確認された。

[生態等]水田や浅い池沼などの止水域にみられ

る。水面を浮遊する 1属 l種のコケの仲間で、水

がなくなると地面に定着し陸上生活に適応する。

従来は水田等に普通にみられたが、農薬の使用な

ど農業形態の変化に伴い激減した。当キャンパス

においては比較的多くの水系において確認されて

いるが、個体数は多くない。

3.カス'ノゴケ Riccia fluitans 

[キャンパスにおける分布]調整池Hでのみ確認

された。

[生態等】水田や池沼などの止水域にみ られる。

水面に浮遊するコケの仲間で、水位が低くなれば

陸上に進出する。イチョウウキゴケと同様に従来

は水田等に普通にみられたが、農薬利用などの農

業形態の変化に伴い激減した。当キャンパスにお

いては個体数は少なく発生地も局所的で存続が危

ぶまれている。

サンショウモ科.Salviniaceae 

4.サンショウモ Salvinia natans 

[キャンパスにおける分布]調整池Hにおいての

み確認された。

[生態等]平地からE陵地にかけての水田や池沼

などにみられる。水面に依存するシダ植物で、一

年草。従来は水田における強雑草であったが、農

薬の使用により激減した。近年は近縁で外来種の

オオサンショウモ Salbinaauriculataの定着が認

められていることと、生息環境の減少および損失

により、環境省のレッドデータブックにおいて準

絶滅危倶種として記載されている 制。 当キャン

パスにおいて生息地は局所的で個体数も多くな

U 、。

マツモ手ヰ Ceratophyllaceae

5.マツモ Ceratophyllum demersum 

[キャンパスにおける分布]調整池A、Eおよび

Fにおいて確認された。

[生態等]池沼やため池などにみられる。泥質に

好んで生育する抽水植物で、根はもたずに仮根と

よばれる器官で植物体を水底に固定する。分布域

は広く、貧栄養や弱光にも強いが、近年、圃場整

備などの農業形態の変化に伴い減少しており、奈

良県においては絶滅危慎種に指定されているお)。

当キャンパスにおいては数株が確認されたのみ

で、個体数は多くない。

キンポウゲ科 Ranunculaceae

6.キツネノボタン Ranunculus silerifolius 

[キャンパスにおける分布]調整池A、B、E、

Fおよび水田において確認された。

[生態等]水田や付近の畦および湿地などにみら

れる。果実はこんぺいとうのような形状で、葉が

ボタンに似ることが和名に由来している。全草

有毒であり、あまり見虫類からの食害は受けな

いが、キツネノボタンハモグリパエ Phytomyza

ranunculi Schrankなどの本種に依存する種も在

在する。当キャンパスにおいては比較的個体数は

多く、湿地から平地まで様々な環境に適応して生

育している。

タデ手ヰ Polygonaceae

7.アキノウナギツカミ Persil伺 rias;e加 Idi

[キャンパスにおける分布]調整池Aにおいての

み確認された。

[生態等]池沼や水田および湿地などにみられる。

本種は茎に鋭い腕が生えることから本種を使え

ばウナギAnguillaj.ゆomcaも掴めると言うこと

が和名に由来している。また、よく似たミゾソ

パPolygonumthunbergii、ママコノシリヌグイ

Persicaria senticosaは本種の葉が茎を巻き込む
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細長い形状であるのに対し、ミゾソパは丸みを帯

び、ママコノシ リヌグイは三角形である ことで区

別できる。当キャンパスにおける個体数は多くな

し、。

8.ボントクタデ Persicaria pubescens 

[キャンパスにおける分布]調整池Aにおいての

み確認された。

[生態、等]水田やその付近の畦および湿地などに

みられる。本種はタデ酢に利用されるヤナギタデ

Persicaria hydroPiPerに似るが、辛味がなく利用

されないため、愚かで聞が抜けているという意味

でボントクの名がついた。ヤナギタデとは葉の模

様で同定でき、本種には逆八の字の模様が入るこ

とで区別できる。当キャンパスにおいて個体数は

多く、水辺周辺の湿地などによくみられる。

9.ミゾソパ Polygonum的un加 rgiパ図版 1・1)

[キャンパスにおける分布]調整池A、B、Eお

よび水田において確認された。

[生態等]小河や水田その付近の畦お よび湿地な

どにみられる。本種は飢鐘時においては救荒植物

として利用され、果実をソパガキと食用にした。

また、生態的特徴としてはつぼみや咲き終わった

花などもピンク色をしており、訪花昆虫を誘引す

ることが知られている。当キャンパスにおいて

も、ハナパチ類をはじめ様々な訪花昆虫が多く利

用している。

アブラナ科 Brassicaceae

10.タネツケパナ Cardamine flexuosa 

[キャンパスにおける分布]調整池Hにおいての

み確認された(抽水状態での観察例)。

[生態等]水田やその付近の畦お よび湿地等にみ

られる。古くは本種の開花を目安に種もみを水に

つけ、田植えの準備がなされたことが和名に由来

している。また、当キャンパスにおいては平地に

も自生し里山環境に生息するチョウの一種である

ツマキチョウ Anthocharisscolymusの幼虫が食

草として利用している。

11 .オランダガラシ Nasturtium officinale 

[キャンパスにおける分布]調整池Hにおいての

み確認された

[生態等]山間の清流や湿地、ため池お よび池沼

などの水際にみられる。本種はハーブの 1種とし

て「クレソン」の名でヨーロッパおよび中央アジ

ア原産の外来種である。従来は食用として持ち込

まれたが、野外に逸出したものが定着した。ま

た、水質の悪化に強く、繁殖力も旺盛であるため

各地で大繁殖をしている。当キャンパスにおいて

大群落等は見受けられないが、時間の経過ととも

に大群落を形成すると考えられ、定期的な駆除な

どが必要であるものと思われる。

アカパナ科Onagraceae

12.ミズユキノ シタ Ludwigia ovalis 

[キ ャンパスにおける分布]調整池Hにおいての

み確認された。

[生態等]池沼やため池お よび水田やその付近の

畦などでみられる。基本的には抽水状態で生育す

るが、環境によっては沈水状態で生育するものも

みられる。葉色が美しく、生育も容易であるため

「ルドヴィジア ・オパリス」ゃ「ルドー・オパリ

スjの名で観賞魚用の水草として利用されること

もある。しかし、近年では生息環境の乾燥化や池

沼の改修などにより減少傾向にあり、京都府など

ではレッドデータ種として扱われる。当キャンパ

スのため池においての個体数は少ないが、キャン

パスから少し外れた'湿地に群落を形成している。

ヒシ科.Trapaceae 

13.ヒシ Trapa japonica (図版 1・2)

[キャンパスにおける分布】調整池A、B、Eお

よびFにおいて確認された。

[生態等]池沼などにみられる浮葉植物で、水底

から茎を伸ばして葉を展開する。2本の臓のある

果実は食用になり、「まきびしJとしても使われ

た。当キャンパスにおいては多くの池でみること

ができ、個体数も多い。絶滅危倶種であるベニイ

トト ンボをはじめとするイトトンボ類やヤンマ類

などの水生見虫類に産卵基質として利用されるほ

か、水中に展開される根が隠れ家や足場として利

用されているため、当キャンパスにおけるキース

トーン種 (keystone species)になっている可能

性が高い。

14.オニビシ Trapa natans 

[キャンパスにおける分布]調整池 A、Eおよび

Fにおいて確認された。
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【生態等]池沼などにみられる。しばしばヒシ と

混生することがある。基本的な生態はヒシに準ず

るが、本種は果実の臓が4本であるのに対し、ヒ

シは 2本であるため区別できる。また、水中葉に

は深く切れ込みを生じる。本種も当キャンパスに

おいてはヒシと同様に様々な水生昆虫類に産卵基

質や足場などとして利用されている。

ミソハギ科 Lythraceae

15.キカシグサ Rotala indj，伺

[当キャンパスにおける分布]当キャンパスにお

いては水田においてのみ確認された。

[生態等】水田、放棄水固などにみられる。本種

は水田雑草の 1種で水中葉が赤みがかり美しい

ため、 「ロ タラ・インデイカJの名で観賞魚用の

水草として流通している。よく似たミズマツバ

Rotalaρusillaとは花弁の有無や水上葉や水中葉

の形状が異なることで区別できる。

セリ手ヰ Umbelliferae

16.セリ Oenanthe javanica 

[キャンパスにおける分布]調整池Eでのみ確認

された。

[生態等]湿地や休耕田、水田およびその付近の

畦などにみられる。本種は春の七草の 1種で、全

草に独特の香りがあり古くから食用として人々に

親しまれてきた。また、当キャンパスにおいては

キアゲハ Pゅiliomachaonが幼虫期の食草として

利用している。本種によく似たドクゼリ Cicuta

mrosaは猛毒であるため、採集する際には注意が

必要である。

シソ手ヰLamiaceae

17.メグサハッカ Mentha pulegium (図版 1・3)

[キャンパスにおける分布]調整池Aにおいて確

認された。

[生態等l湿地などにみられる。本種はハーブと

して「ペニーロイヤルミント」という名で流通し

ており、これから精製されたものがメンソールで

ある。低温に強い強健種で、防虫効果があるとさ

れる。花期は長く、当キャンパスにおいてはハナ

パチ類をはじめとしてハナアブ類やチョウ類など

の訪花昆虫が頻繁訪れる。当キャンパスにおいて

本種は園芸品種として利用されていたものが逸出

し、定着したものと思われる。

アワゴケ科・Callitrichaceae

18.ミズハコベ Callitricheρalustris 

[キャンパスにおける分布]調整池Fにおいての

み確認された。

[生態等]水田や池沼、ため池および、小川などに

みられる。本種は水田雑草の 1種であるが、近年

では分布域の水田や湿地の放棄に伴う乾燥化や、

河川改修などにより減少しつつあるため、京都府

においては レッドデータ種に指定されている。よ

く似たミゾハコベ Elatinetriandraとは水上葉の

形態や、花弁の色などで同定できる。当キャンパ

スにおける個体数は少なく、生育地も局所的であ

る。

トチカガミ科 Hydrocharitaceae

19.コカナダモ Elodea nuttallii 

[キャンパスにおける分布]調整池Eにおいての

み確認された。

[生態等]池沼やため池および、小川などでみら

れる。北米原産の外来種であり、水質汚濁や低

温に強く繁殖力が旺盛であるため、定着後も

爆発的に増加している。現在ではオオカナダモ

Egeria densとともに在来の水生植物を駆逐した

り、腐って悪臭を放つなどの問題が発生している

が、有効な駆除方法が確立されていないため地道

な除去作業がなされているのが現状である。しか

し、調査地においては多くの水生昆虫が足場や隠

れ家、産卵基質に利用しているため、水辺の生態

系の一部として機能している可能性が高いものと

思われる。

20.オオカナダモ Egeria dens 

[キャンパスにおける分布】調整池A、B、E、

およびFにおいて確認された。

[生態等]池沼やため池および小川などでみられ

る。南米原産の外来種で、原形質流動の実験材料

として日本に持ち込まれた。水質汚濁や低温に強

く繁殖力が旺盛であるため、定着後は爆発的に増

殖し在来水草類を駆逐し腐って悪臭を放つなどの

問題となっている 22)。当キャンパスにおいて個

体数は非常に多く、調整池Aなどではため池にお

ける優占種になり、他の水生植物の生育を阻害し

ているものと思われる。しかし、本種はしばしば

ヒシの代替種としてベニイ トトンボが産卵基質と

して利用していることが明らかになり、その他
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の水生生物にも有効に利用されている。また、一

部は強健種であることから観賞魚用の水草として

「アナカリス」の名で流通している。当キャンパ

スにおいてはコカナダモと同様に様々な水生生物

に利用される。

21.コセンダングサ Bidens pilosa 

[キャンパスにおける分布]調整池A、E、Fお

よび水田で確認された。

[生態等1河川や荒地などにみられる。本種は北

米原産の外来種であり、種子には 2本の腕があ

り、それが他の晴乳類などに付着する「ひっつき

虫Jのl種である。生態的特徴としては、パイオ

ニア種であるようで、造成や撹乱がなされた環境

に真っ先に生育する。当キャンパスにおいて個体

数は多く、花期には様々な訪花昆虫が餌資源とし

て利用する。

ヒルムシ口科 Potamogetonaceae

22.ヒルムシ口 Potamogeton fryeri (図版 1・4)

[キャンパスにおける分布]調整池Hにおいての

み確認された。

[生態等]圃場整備のなされていない水田や池

沼などでみられる。従来は水田における強雑草

であったが、農薬の使用に より激減した。ま

た、局所的に残っている生息地においても外来

種であるオオカナダモやコカナダモ、ハゴロモ

モ Cabombacarolinianaなどと競合が起こり、圧

倒されている場所もみられる。本種はゲンゴロウ

類の産卵基質などに利用されることが知られてい

る。当キャンパスにおける個体数は多くなく、生

育地も局所的で独立しているため、今後何らかの

保全対策を検討する必要がある。

23.工ビモ Potamogeton crispus 

[キャンパスにおける分布]調整池Bにおいての

み確認された。

[生態等]池沼やため池および小川などにみられ

る。本種は止水域に生育する場合は夏季に殖芽を

形成し、それを残して枯死してしまうが、流水に

生育する場合は通年植物体が枯死せずに維持され

るという特異な生態をもつことが知られている。

当キャンパスにおける個体数は少なく、生育地も

局所的である。

24.ヤナギモ Potamogeton oxyphyllus 

[キャンパスにおける分布]調整池Fにおいての

み確認された。

[生態等]池沼やため池お よび小川などでみられ

る。本種はエピモとならび普通種として各地でみ

られたが、近年では生息環境の悪化および消失に

ともない減少している水草の一つである。これに

はエピモは生育環境によって生活史を変化させる

ことが出来るのに対し、本種はそのような生存戦

略を持たないことが減少した要因のーっと思われ

る。当キャンパスにおいては沈水植物の少ない調

整池Fにおいてガムシ類の餌資源や、他の水生

生物の生息場所として非常に重要であると考えら

れる。また、個体数こそ多いものの、生育地が局

所的であるため今後の生育地の維持管理が必要で

ある。

ウキクサ科 Lemnaceae

25.アオウキクサ Lemna perpusilla 

【キャンパスにおける分布]調整池A、Fおよび

水田において確認された。

[生態等]水田や池沼にみられる。ウキクサ

sρirodela tolyrhizaに比べて葉は小さく、根は l

本である。水田における強雑草であり、繁殖力が

極めて強く放置していると一面本種やウキクサに

覆われてしまうことがある。また、重金属に対し

て敏感で、水質を評価する指標生物としても注目

されている。当キャンパスにおいて個体数は多

く、特に水田によくみられる。

26.ウキクサ Spirodela polyrhiza 

[キャンパスにおける分布]調査地において確認

された。

[生態等]水田や池沼にみられる。葉は大きく、

根は 5本以上ある。栄養生殖で増殖できるため、

繁殖力は極めて強く、水鳥などに付着して分布を

拡大しているものと思われる。また、晩秋になる

と冬芽を形成して水底に沈み越冬を行う 。当キャ

ンパスにおける個体数は非常に多く、水田や調整

池Aにおいて多くみられた。

ツユクサ手ヰ Commelinaceae

27.イボクサ Aneilemakeisak hassk (図版 1・5)

[キャンパスにおける分布]調整池AおよびEに

おいて確認された。
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[生態等]池沼や水田、付近の畦および湿地など

にみられる。水田雑草の 1種であるが、近縁のツ

ユクサ Commelinacommunisよりも水辺に依存

するため、近年は環境の乾燥化や損失に伴い減少

している。和名は本種の汁をつけるとイボが取れ

ると言われることに由来するが、実際にそのよう

な薬効は確認されていない。当キャンパスにおい

ては調整池Fの棚田ピオトープ付近に多くみら

れ、調整池Aにおいては水中に展開する根系はト

ンボ類の幼虫や微小な水生甲虫類など様々な水生

生物に生息環境を提供している。

カヤツリグサ科 Cyperaceae

28.ホタルイ Schoeno/ectusjuncoides 

[キャンパスにおける分布]調整池AおよびEに

おいて確認された。

【生態等]池沼やため池、水田および湿地などに

みられる。水田雑草の 1種で葉繁殖力が旺盛で発

生量も多いため強害草とされる。形態的特長はサ

ボテンのように葉を退化させて茎のみで光合成

を行っていることが知られている。当キャンパ

スにおいては、ホソミオツネントンボlndolestes

ρeregrznusやオツネントンボSymρecmaρaedisca

などの植物体の地上部に組織内産卵を行うトンボ

類に産卵基質として利用されている。

29.クログワイ E脱却r;hariskuroguwai 

[キャンパスにおける分布]水田においてのみ確

認された。

【生態等]浅い池沼やため池および湿地などにみ

られる。本種は水田雑草の 1種で、根塊は小さく

食用には向かないがこの形状がクワイ Sagittaria

trifoliaに似るため和名がついた。当キャンパス

において生育地は局所的であるが、個体数は多

く、ホソミオツネントンボなどの産卵基質として

利用されている。

30.マツバイ Ele∞haris acicularis 

[キャンパスにおける分布]水田においてのみ確

認された。

[生態等]浅い池沼やため池および湿地などにみ

られる。本種は水田雑草の l種で泥質に好んで生

育し、繁殖能力が高くランナーを伸ばして生長す

る。よく似たハリイ Eleochariscongestaとはヲ|

き抜いた時に地下茎でつながるか否かで区別でき

る。また、観賞魚用のヘアーグラスの代用品とし

て利用されることもある。当キャンパスにおける

生育地は局所的であるものの、多くの個体が確認

されている。

31.コゴメガヤツリ Cyperus iria 

[キャンパスにおける分布I調整池Aおよび水田

において確認された。

[生態等]畑、水田、放棄水固などにみられる。

カヤツリグサ Cyρerusmtcrozrzaに似るが花穂が

黄色みを帯びること、稔ると稲穂のように垂れ下

がることなどで同定できる。また、カヤツリグサ

が畑や空き地などの環境を好むのに対し、本種は

より多湿な環境を好み水田や放棄水田に多い。当

キャンノTスにおいてはホソミオツネントンボなど

が地上部を産卵基質として利用していることが知

られている。

イネ科 Gramineae

32.ジュズダマ Coix lacryma 

[キャンパスにおける分布]調整池Eにおいての

み確認された。

[生態等】小川などの流水域にみられる。熱帯ア

ジア原産の外来種でかなり古い時代に渡来したも

のと思われる。本種は健康食品として利用される

ハトムギ Coixlacryma-jobiの原種で古くは薬用

や食用に利用されるとともに、和名の示す通り成

熟した果実を用いて数珠なども作られていた。当

キャンパスにおける生育地は局所的であるが、群

落を形成しているため個体数は多い。

33.ヨシ Phragmites communis 

[キャンパスにおける分布]調整池Aにおいての

み確認された。

[生態等]河川の下流域や汽水域などにみられる。

関西と関東で名称が異なり、一般的には関西では

「ヨシ」関東では「アシ」と呼ばれる。本種は水

辺の生き物にとって非常に重要な存在であり、オ

オヨシキリ Acroceρhalusarundinaceusやヒヌマ

イトトンボ、Mortonagrionhirosei Asahinaをはじ

めとし、多くの生物に利用されている。また、水

質の浄化能力にも優れているため、水環境の保全

を検討するうえで重要な植物の一つであると言え

る。当キャンパスにおいても地上部はイトトンボ

類の産卵基質として利用され、水中に展開される
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根系には多くの微生物や水生生物の住処となって

いる。

ガマ手ヰTyphaceae

34.ガマ Typha latifolia 

[キャンパスにおける分布]調整池AおよびEに

おいて確認された。

[生態等】池沼やため池などにみられる。果実は

成熟すると細かい綿毛を持ち、風による分布拡大

を行う 。また、花粉は「蒲黄」と呼ばれ傷薬とし

て外傷に利用したりや内服することで利尿作用な

どが得られることが知られている。当キャンパス

においてはヨシとならび多くの水生生物に利用さ

れている。

35.コガマ Typha orien白lis

[キャンパスにおける分布]調整池Eにおいての

み確認された。

[生態等]池沼やため池などにみられる。本種の

基本的な生態はガマに準ずるが、花期は遅く 6月

-8月である。よく似たガマやヒメガマ TYPha

angustataとは花穂が接合する (ヒメガマは花穂

が離れる)ことや、花穂が小型で、ある(ガマは花

穂がlOcm以上)こ とで区別できる。また、奈良

県においては希少種に指定されている。当キャン

パスにおける生育地は局所的であるが、群落を形

成しているため個体数は多い。

ミズアオイ科Pontederiaceae

36.コナギ Mon∞horia vaginalis 

[キャンパスにおける分布]調整池Fにおいての

み確認された。

[生態等]水田やその付近の畦などにみられる。

本種は水田雑草の l種で、しばしば水田に大群落

を形成するが、除草剤の普及に伴い有機農法や除

草剤を使用しない水田等でしかみられなくなっ

た。同属でよく似たホテイアオイ Eichhornia

crasszlうesとは茎が太く発達しないことや、花のつ

き方などで区別できる。当キャンパスにおいては

調整池Fの棚田ピオ トープにおいてのみ確認され

たが、個体数は非常に多い。

淡水性貝類

タニシ科Viviparidae
37オオタニシ Bellamya (Cipangopaludina) 

japomca 

Iキャンパスにおける分布]調整池A、Bおよび

Eにおいて確認された。

[生態等]主に水田や用水路、池沼などにみられ

る。殻高が5mm-70mmになる大型種であるた

め、古くは食用として広く利用されたが、1890

年代にアメリカに持ち込まれた個体は現在では生

態系を撹乱するとして問題視されている。しばし

ばよく似たマルタニシ Cipangoρ'aludinachinensis 

と共存するが、本種はマルタニシと比べて螺塔が

高く、殻の周縁が角ばることで同定できる。当

キャンパスにおいて様々な水系で確認されている

が、特に調整池Bにおける個体数が多い。これは

調整池Bの周辺に低木~高木層が発達しており、

それらの豊富な落ち葉などが餌資源として利用で

きるためである可能性が高いものと思われる。

ヒラマキガイ科.Planorbiidae 

38.ヒラマキミズマイマイ Gyraulus chinensis 

spirillus 

[キャンパスにおける分布]調整池AおよびFに

おいて確認された。

[生態等]殻高 4mm-6mm程度の巻貝の 1種

で、主に水田や水路およびため池などでみられ

る。 きれいな水から少し汚れた水の指標種であ

り、当キャンパスにおける個体数は多くない。水

田においては潅水時のみ生息する植物食性の巻貝

である。舌歯とよばれるやすり状の口器で付着藻

類を削り取って食べている。 また、しばしば観賞

魚用の水草等に潜み、水槽で大繁殖して問題にな

る場合もある。

サカマキガイ不十Physidae

39.サカマキガイ Phy回 acutadra，問 rnaud

【キャンパスにおける分布]すべての調査地で確

認された。

[生態等]殻高 8mm-12mm程の巻貝の 1種で、

主にため池や水田、用水路などの止水域から半止

水域にみられる。北米原産の外来種で水質や環境

の汚染に非常に強い。雌雄同体で、繁殖能力が非

常に高く、観賞魚用や緑化に利用される水草類に

まぎれて全国に分布を拡大し、世界的な外来種と
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して問題になっている。食性は多岐にわたり、付

着藻類をはじめ、デトリタス、動植物の遺骸など

も食べる。当キャンパスにおける個体数は多く、

ヘイケボタル Luciolalateralisの餌資源として利

用されているものと思われる。

モノアラガイ科 Lymnaeidae

40.ハブタエモノアラガイ Pseudosucc的回

columella 

[キャンパスにおける分布]調整池A、B、Hお

よび水田において確認された。

[生態等]殻高 10mm-20mm程度の巻員の 1種

で、主にため池や一時的な止水域にみられる。北

米原産の外来種で、 1975年にはじめて日本で確

認された。サカマキガイとともに全国的に分布を

拡大しており、雌雄同体であるため繁殖能力は極

めて高い。サカマキガイほど水質の汚染に耐性は

ないものの、食性は比較的広く、付着藻類のほか

にデトリタスも利用できるため、今後も分布は拡

大していくものと思われる。サカマキガイと同じ

くヘイケボタルの餌資源として利用されているも

のと思われる。

カワニナ科 Pleuroceridae

41.カワニナ Semisulcospira libertina libertine 

[キャンパスにおける分布]調整池Eにおいての

み確認された。

[生態等]殻高 15mm-30mm程度の巻貝で、水

草の豊富な富栄養化したような流水域にみられ

る。食性は基本的に付着藻類や落ち葉に依存して

おり、補助的に動植物の遺骸なども摂餌すること

が知られている。雌雄同体で卵胎生であるため、

繁殖期には小さな稚貝を 50-100ほど産む。ま

た、本種はゲンジボタル Luciolacruciataの餌と

しても有名である。当キャンパスにおいては細流

を有する E池でのみ確認されており、個体数は多

くない。

42.チリメンカワニナ Semisulcospira reiniana 

[キャンパスにおける分布]調整池Eにおいての

み確認された。

[生態等1穏やかな流れの流水域や、そのよどみ、

および池沼などでみられる殻高 25mm-35mm 

程度の巻貝である。産地によって形態的な差異が

大きく、カワニナと比較すると殻全体に縦にちり

めんのような筋が入る。食性は基本的に付着藻類

や落ち葉に依存しており、補助的に動植物の遺骸

なども摂餌することも知られる。当キャンパスに

おいてはカワニナと同様の細流にみられたが、本

種のほうがよどみに多い傾向があった。

イシガイ手ヰ Unionidae

43.ドブガイ Anωbnta woω'iana 

[キャンパスにおける分布]調整池Eにおいての

み確認された。

[生態等]水生植物の繁茂した底部が砂質の河川

や池沼にみられる殻長 50mm-60mm程度の二

枚員である。本種はタナゴ類およびヒガイ類の産

卵基質として重要であるほかに、生態的特徴とし

てグロキデイウム幼生期 Glochidiumに底性淡水

魚に付着して分散することが知られている。その

ため、本種を保全するにはコンクリート等で護岸

されていない河川や池沼の保全とあわせて淡水魚

類を保全する必要がある。

貧毛類

イトミミズ手ヰTubificidae

44.イトミミズの 1種 Tubifex sp. 

[キャンパスにおける分布]調整池A、Fおよび

水田において確認された。

[生態等]水田やその付近の水路、池沼などの砂

泥中にみられる 80mm-120mm程度の環形動物

である。砂泥中に潜り、泥や砂を丸ごと飲み込ん

でそれに付着している細菌類や微生物を捕食して

おり、その結果土壌の揖祥が起こり水質の浄化に

貢献している。また、近年は水田における無農薬，

農法や不耕起栽培などにおいて非常に有効である

ことが明らかになり、注目されている。当キャン

パスにおいては棚田ピオトープの溝においてかな

りの個体数が確認された。

甲煎類

ミズムシ科 Aselloidea

45.ミズムシ Ligidium japonicum 

[キャンパスにおける分布]すべての調査地で確

認された。

[生態等1有機物の堆積した池沼などの止水域や

水固などにみられる 8mm-lOmm程度のワラジ

ムシ Porcellioscaberの仲間で、主に泥の中や堆

積した有機物を餌にしているため一般的には汚い
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水の指標種とされている。止水域において分解者

の役割を担っていると 同時に、 他の捕食性生物の

重要な餌資源としても利用されている。当キャン

パスにおいては落ち葉などが蓄積した有機物が豊

富にある F池やH池において特に個体数が多かっ

た。

アメリカザリガニ手ヰCambaridae

46.アメリカザリガニ Prlα沼 mbarusclarkia 

[キ ャンパスにおける分布】キ ャンパスにおいて

はすべての調査地において確認された。

[生態等]水田やその付近の用水路お よび池沼

などの止水域にみられる。大きさは 60mm-

90mm程度で、 北米原産の外来種である。従来は

ウシガエル Ranacatesbeianaの餌として持ち込ま

れたが、逸出し定着したものと思われる。本種は

大型に成長し、雑食性であるため昆虫類をはじめ

他の小動物類や水草類を大量に捕食するため、在

来の水生生物相や水草相に大きな影響を与えてい

るものと思われる。また、畦など穴を掘り営巣し

てイネなどを食い荒らすことから農業上において

も問題視されている。当キャンパスにおける個体

数は多く、各水系における生物種の均等性などの

点から生物多様性の低下を招いている可能性が高

し、。

サワガニ手ヰ Potamidae

47.サワガニ Geo約eわhu泊 de白羽ni(図版 1・6)

[キャンパスにおける分布]調整池Eにおいての

み確認された。

[生態等]程度で河川の上流から下流にかけての

水のきれいな流水域にみられる。本種は水質の良

好な流水に生息するため、きれいな水の指標種と

して利用されるほか、食用として利用さ れるが、

肺臓ジス トマの中間寄種になっているため生食は

危険とされる。食性は雑食性で主に藻類やデ ト

リタス、水生生物や落下昆虫などを捕食する。当

キャンパスにおいては調整池Eの細流で確認され

た他、湿地ピオ トープに流入する沢でも見られる

が、個体数は多くない。

毘虫類

モノサシトンボ手ヰPlatycnemididae

48.モノサシトンボ Copera annulata 

[キャンパスにおける分布]調整池A-Hおよび

水田において確認された。

[生態等]成虫は 30mm-40mm程で、主に周囲

に林や茂みの発達した池などで見られるが、緩や

かな流れでみられる場合もある。6月.....:..10月に

発生し未成熟個体は主に付近の林や茂みで成熟す

るまでの期間を過ごす。成熟すると水辺で配偶行

動をとる ようなる。産卵は植物組織内になされ、

当キャンパスにおいては個体数も多く、あらゆる

止水域で確認された。当キャンパスにおいては生

息地 ・個体数ともに多く、イ トト ンボ類の中では

優占種のうちの 1種である。

カワトンボ手ヰCalopterygidae

49.ニシカワトンボ Mnais pruino泊

[キャンパスにおける分布]調整池Eにおいての

み確認された。

【生態等]成虫は 33mm-48mm程度で、主に渓

流など多いが、谷筋の沢などのような細流におい

てもみられる。4月-7月に発生するが当キャン

パスには従来の生息環境である渓流が存在しない

ため、谷筋の沢や、'池に流れ込む小さな流水域な

どで発生しているものと思われる。移動性は強い

ようで、流水域のないH池付近の湿地などでも成

虫が確認されている。

アオイトトンボ科Lestidae

50.アオイトトンボ Lestes spon.泊

[キャンパスにおける分布]調整池BおよびEに

おいて確認された。

[生態等]成虫は 26mm-34mm程度で、主に挺

水植物の繁茂する池沼などの止水域にみられる。

5月-10月に発生し、当キャンパスにおいては6

月頃に羽化した個体が水辺に隣接する木陰やブッ

シュで越夏を行う 。その後9月頃に活動を再開す

ることが知られており、オスは成熟すると全身に

青白い粉を吹いたようになる。当キャンパスにお

ける個体数は多く、主に成虫はヨシ帯で確認され

ることが多い。
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51.オツネントンボ Sympecma問 edis伺

[キャンパスにおける分布]調整池Eおよび水田

において確認された。

[生態等1成虫は 26mm-30mm程度で主に抽水

植物の繁茂する池沼でみられる。3月-11月に

発生し本種は名前の通り成虫で越冬を行い、 翌年

の春に活動を再開する。当キャンパスにおいて個

体数は多くないが、隣接する奈良県立矢田山遊び

の森では越冬個体が多数確認されている。寿命に

関しては非常に長く約 10ヶ月間生存することが

知られている。

52.ホソミオツネントンボ Indolestes 

peregrinus 図版 1・7)

[キャンパスにおける分布]調整池A-Fおよび

水田において確認された。

[生態等]成虫は 34mm-40mm程度で主に水生

植物の豊富な池沼など止水域などにみられる。4

月-11月に発生し、本種も前述のオツネントン

ボと同じく越冬を行うことが知eられている。成熟

したオスは淡い青色を呈するが、冬季なると体色

が褐色へと変化する。当キャンパスにおいてはあ

らゆる止水域で確認されており、 よくみられるト

ンボのうちの一つである。当キャンパスにおいて

は生息地 ・個体数ともに多い。成虫は抽水植物の

地上部に産卵することが多い。

イ卜トンボ科Coenagrionidae

53.ク口イトトンボ Cercion calamorum 

[キャンパスにおける分布]調整池A-Fおよび

水田において確認された。

[生態等]成虫は 30mm-33mm水生植物の豊富

な池沼に多いが、都心部の止水域にもみられる。

4月-10月に発生し当キャンパスにおいてはあ

らゆる止水域でみられ、個体数も多いためほとん

どの池で優占種となっている。また、オスは成熟

すると青白い粉を吹いたような体色に変化する。

54.べニイトトンボ Ceriagrion nipponicum 

(図版 1・8)

[キャンパスにおける分布]調整池Aにおいての

み確認された。

[生態等]成虫は 34mm-40mm程度で浮葉植物

が豊富で近隣にブッシュなどの発達した有機物が

体積したような池沼にみられるが、産地は局所的

である。5月-9月に発生しオスは赤色を呈する

イト トンボの一種で、メスはくすんだ褐色であ

る。当キャンパスにおいて未成熟個体は近隣の

ブッシュ等で成熟を待ち、成熟すると水域に進出

して配偶行動をとる。また、 8月になると池での

発生が一度み られなくなるが、 9月には回復する

ため、成虫はどこかで越夏している可能性が高い

ものと思われる。環境省指定のレ ッドデータブッ

クにおいては絶滅危慎E類に指定されている。当

キャンパスにおいては 1年間に約 6∞-1000個

体が羽化しているものと推定されている。

55.キイ卜トンボ Ceriagrion melanurum 

(図版 1・9)

[キャンパスにおける分布]調整池Aおよび調整

池Bにおいて確認された。

[生態等]成虫は 37mm-44mm程度で水生植物

の豊富なブッシュなどを有する池沼などの止水域

にみられる。5月-9月に発生し生態等はベニイ

トトンボに類似する。全国的には普通種とされて

いるが、当キャンパスにおいては調整池 Aでは

年間 1-2個体が確認される程度で、むしろベニ

イトトンボよりも希少な傾向にある。また、調査

地によっては本種が優占する場所ではベニイ トト

ンボが見られず、ベニイトトンボの優占する場所

においては本種が確認されない傾向がみられる場

合もある。

56.アオモンイトトンボ Ischnura senegalensis 

(図版 1-10)

[キャンパスにおける分布]調整池AおよびEに

おいて確認された。

[生態等]成虫は 31mm-36mm程度で水生植物

の豊富な池沼や水田、湿地などにみられる。4月

-10月に発生し、本種はメス個体に 2型がある

ことが知られている。当キャンパスにおいては比

較的多くの水域において確認されている普通種で

ある。また、環境への適応力が非常に強く、汽水

にも適応できるため、しばしば絶滅危倶種のヒヌ

マイ トト ンボを駆逐することが問題になる場合も

ある。当キャンパスにおける個体数は多くない

が、発生時期が長いため、長期間にわたり観察で

きる。
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オニヤンマ科Cordulegastridae

57.オニヤンマ Anotogaster sieboldii 

(図版 1・11)

[キャンパスにおける分布】調整池AおよびEに

おいて確認された。

[生態等]成虫は 90mm-llOmmで林縁部や池

沼の上などでよくみられるが、幼虫期は谷沿いの

沢や湿地の流水などに依存する。6月-9月に発

生する日本最大のトンボであり、その大きさに比

例して幼虫期も長期間で、羽化までに 2-3年を

要する。本種は非常に縄張り行動が強く、特定の

個体がパトロール飛行を行うため、林縁部や池な

よ?の水辺の他に、しばしば住宅地など広範囲での

目撃例もある。当キャンパスにおいては調整池E

の細流でわずかに幼虫が確認されるが、主な発生

地は里山内の沢である。

ムカシヤンマ手ヰPetaluridae

58.ムカシヤンマ Tanypteryx pryeri 

(図版 1-12)

[キャンパスにおける分布]調整池Aにおいて成

虫のみ確認された。

[生態等]成虫は 64mm-76mm程度で主に林縁

部や林内にみられるが、幼虫は山地の谷や湿地で

みられる。4月-6月に発生するという変わった

生態をしたトンボである。他のトンボ類幼虫が水

中で育つのに対し、本種は沢などの土手に発生す

るコケなと寺の裏に穴を掘って生活し、羽化までに

は約 5年を要する。近年では生息環境の減少に伴

い、個体数が減少傾向にある種の 1つで、奈良県

では希少種に指定されている。当キャンパスにお

ける個体数は少なく、その特異な生態から決定的

な発生地も明らかにされていないため、今後の調

査が必要である。

ヤンマ手ヰAeshnidae

59.オオルリボシヤンマ Aeshnanigroflava 

[キ ャンパスにおける分布]調整池Aにおいての

み確認された。

[生態等]成虫は 76mm-86mm程度で主に周囲

が樹木で固まれたような深くて大きな池沼でみら

れる。7月-10月に発生する日本固有種である。

近縁なルリボシヤンマ Aeshnajunceaと比較する

と丘陵地~平地の池沼などに生息する。当キャン

パスにおいては発生地・個体数ともに少なく、希

少な種の l種である。

60.カトリヤンマ Gynacanthajaponica 

【キャンパスにおける分布]調整池A、Fにおい

て確認された。

[生態等】成虫は 69mm-77mm程度で水草の豊

富な池沼などの止水域にみられる。6月-10月

に発生し、日中木陰や木の枝などで静止している

が、夕方になると「黄昏飛期Jと呼ばれる飛期活

動を行う 。和名は活発に飛期見虫であるカ類など

を捕食活動など行うことが由来している。産卵に

は落水済みの水田の畦などを利用するため、減反

政策や水田の放棄などに伴い今後の個体数減少が

危慎される種である。当キャンパスにおける個体

数は多く、夕方にかけて開けた草原などで確認さ

れることが多い。

61.マルタンヤンマ Anaciaeschnamartini 

[キ ャンパスにおける分布]調整池Hにおいての

み確認された。

[生態等]成虫は 48mm-59mm程度で植生豊か

池沼などの止水域や湿地などにみられる。7月~

9月に発生する。オスは早朝や夕方にかけて活発

に飛期し、捕食行動などをとり、成熟したメスは

単独で水域に飛来し、植物に潜り込んで産卵を行

う。本種は全国に広く分布するが、個体数は多く

なく当地においても確認例は成虫で 1例だけであ

る。発生は局地的で今後個体数の減少が危倶され

る種の 1つである。奈良県においては希少種に指

定されている。

62.ギンヤンマ Anax parthenope Julius 

[キャンパスにおける分布】調整池A、B、E、

Fにおいて確認された。

[生態等]成虫は 70mm程度で水生植物の多い開

けた池沼などに多いが、水田や湿地などにもみら

れる。5月-10月に発生しオスは強い縄張りを

示し、強い移動性を持つためしばしば発生地から

離れた都市部や社寺林などにも飛来する。産卵は

大型のヤンマ類にしては珍しく連結したまま行わ

れ、浮葉植物の組織内に産卵する。当キャンパス

における個体数は比較的多く、池などの上空をパ

トロール飛行する姿が頻繁にみられる。
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63.ヤブヤンマ Polycanthagyna melanictera 

[キャンパスにおける分布1調整池Hにおいての

み確認された。

[生態等】成虫は 80mm~90mm 程度で薄暗く有

機物の堆積したような浅い止水域にみられる。薄

暗い閉鎖止水域付近の欝蒼と茂った薮などに多

く、この事が和名に由来している。また、日中は

木陰などに静止していることが多いが、夕方にな

ると黄昏飛行と呼ばれる飛期行動を行うようにな

り、積極的に採餌行動を始める。当キャンパスに

おける個体数は少なく、発生地は調整池H付近に

ある閉鎖的で浅い小さな止水域に依存しているも

のと思われる。

64.サラサヤンマ Oligl伺 eschnapryeri 

(図版 1・12)

[キャンパスにおける分布]調整池AおよびFに

おいて確認された。

[生態等]成虫は 58mm~68mm 程度でハンノキ

Alnus j，ゆonzcaなどの生育する遷移の進んだ湿地

にみられる 。 5 月 ~7 月に発生し本種は湿地環境

に依存しており、メスは土壌が露出しているよう

な場所に産卵を行う 。幼虫は湿地の石の裏などに

潜むため、生活史などは不明な点が多い。また、

生息環境が不安定で特殊であるため、近年生息地

の減少に伴い個体数の減少が危倶されている種

で、奈良県においては希少種に指定されている。

65.クロスジギンヤンマ Anax nigro白sciatus

[キャンパスにおける分布1調整池A、B、E、

F、Hにおいて確認された。

[生態等]成虫は 72mm~83mm 程度で水生植物

の豊富な閉鎖的な池沼などの止水域にみられる。

4 月 ~7 月に発生し、生態等は近縁種であるギン

ヤンマに似る。本種はギンヤンマより閉鎖的な止

水域を好むため、上手く棲み分けを行なっている

ものと思われる。当キャンパスにおいても他の池

と比較して薄暗いH池で多く確認された。

66.ミルンヤンマ Planaeschna milnei 

[キャンパスにおける分布]調整池Aにおいての

み確認された。

[生態等]成虫は 70mm~75mm 程度で薄暗い谷

沿いの流水域などにみられる 。 8 月 ~ll 月に発

生する日本特産種である。日中は森林などに静止

している事が多く、夕方にかけて黄昏飛行と呼ば

れる飛朔行動を盛んに行う O また、産卵基質に水

中に沈んでいる朽木などを用いる。生息地として

森林と流水を必要とするため、自然環境の豊かな

場所の指標としても利用される。

エゾトンボ手ヰ Corduliidae

67.卜ラフトンボ Epitheca margina旬

[キャンパスにおける分布]調整池Eにおいての

み確認された。

[生態等]成虫は 48mm~55mm 程度で平地から

丘陵地にかけての浮葉植物の豊かな池沼などの止

水域でみられる 。 4 月 ~6 月の初春から見られる

トンボで、浮葉植物の豊かな大きい池沼に生息す

るが、飛朔力が非常に強い。このため、人工的に

造成された止水域においても一時的に確認される

ことがあり、当キャンパスにおける観察例は後者

である可能性が高いものと思われる。

トンボ科Libellulidae 

68.シオカラトンボ Orthetrum albistylum 

speciosum 図版 1・13)

[キャンパスにおける分布]調整池A、B、E、

F、水田において確認された。

[生態等]成虫は 48mm~57mm 程度で山地から

都市部までのあらゆる止水域にみられ、人工的に

作出された水域にも多く飛来する。 4 月 ~ll 月

に発生し生息環境への要求が低く、あらゆる止水

域に進出するため、トンボ類の中でもパイオニア

種的な地位を占めている。当キャンパスにおいて

も大半の水域において確認されており、トンボ科

のトンボではかなり個体数の多い種である。

69.オオシオカラトンボ Orthetrum triangulare 

melania 

[キャンパスにおける分布]調整池A、E、F、

水田において確認された。

[生態等]成虫は 52mm~61mm 程度で平地から

丘陵地の水田や、湿地、溝、池沼、などでみられ

る 。 6 月~1O月に発生し当キャンパスにおいて

はシオカラトンボに次いで個体数の多いトンボで

ある。多くの水域で確認され、成熟したオスは杭

や木の枝に止まって縄張りを誇示する。幼虫は泥

の中に潜って生活し、羽化には杭や枯れ枝を用い

る。当キャンパスにおいては調整池Aおよび調整
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池Fにおいて多くみられ、棚田ピオトープに設置

した木の枝を利用して縄張りを形成している。

70.ショウジョウトンボ Crocothemis servilia 

manannae 

[キャンパスにおける分布]調整池A、E、Fに

おいて確認された。

[生態等1成虫は 41mm-53mm程度で水生植物

の豊富な池沼や水田、湿地、溝川などにみられる

5月-10月に発生しオス成熟すると朱色を呈す

るが、一般に言われるアカトンボ(アカネ属)で

はなく、ショウジョウトンボ属に分類される。ま

た、オスは強い縄張りを持ち、盛んに他のトンボ

類と小競り合いを行う場面がよく観察される。当

キャンパスにおける個体数は多く、調整池Aにお

ける個体数が多い。幼虫は主に底泥の中から採集

される。

71.ナツアカネ Sympetrum darwinianum 

[キャンパスにおける分布]調査池AおよびE、

水田において確認された。

【生態等]成虫は 35-40mm程度で水生植物の

豊富な池沼や水田、湿地などの止水域にみられ

る。7月-11月の初夏からみられる代表的なア

カトンボの仲間で、未成熟個体は近くの木陰など

に移動し成熟するまでの期間を過ごす。また、よ

く似たアキアカネ Symμtrumj均quensとは胸部

の黒い筋が途中で切断されることで区別できる。

全国的に減少傾向にある種で、当キャンパスにお

ける個体数も多くない。

72.アキアカネ Sympetrum frequens 

[キャンパスにおける分布】調整池AおよびE、

水田において確認された。

[生態等]成虫は 36mm-43 mm程度で、水生植

物の豊富な池沼や水田、湿地などにみられる。6

月-11月にみられ基本的な生態および形態はナ

ツアカネに似るが、胸部の黒い筋が切断されない

点で区別できる。また、成虫は越夏のために長距

離を移動する点で異なる。本種は夏季に平地や正

陵地から 30∞m程度の高山地帯に移動すること

が知られており、気温の低下とともに里地に移動

する。当キャンパスにおける個体数は多く、初夏

から秋にかけて連続的にみられる。

73.コシアキトンボ Pseudothemis zonata 

[キャンパスにおける分布]調整池AおよびB、

E 、Fにおいて確認された。

[生態等]成虫は 40mm-49 mm程度で、水生植

物の豊富な池沼や湿地などの止水域にみられる。

5月-10月に発生し、非常に縄張り意識が強い。

野外においては盛んにオス同士で牽制しあう姿が

しばしば確認され、場合によっては自分より大き

なギンヤンマなどにも果敢に攻撃を仕掛ける。和

名は腹部に白い模様があり、腰が抜けているよう

にみえることに由来する。当キャンパスにおいて

は調整池AおよびBで成虫は多くみられるが、幼

虫は調整池Bの底泥の堆積した箇所でよく採集さ

れる。

74.シオヤトンボ Orthetrum japonicum 

[キャンパスにおける分布]調整池Aにおいて確

認された。

[生態等]成虫は 39mm-47mm程度で、水生植

物の豊富な池沼や湿地、水田などでみられる。4

月-7月の早春からみられるトンボの l種で、発

生期間は短い。シオカラトンボとよく似るが、本

種は湿地や森林などがある程度維持されている豊

かな環境を必要とするため、環境指標種としての

利用価値が高いものと思われる。当キャンパスに

おける個体数は多くなく、生息地も限定される。

75.ウスパキトンボ Pan白laflavescens 

[キャンパスにおける分布]調整池AおよびE、

F、水田において確認された。

[生態等]成虫は 4Smm-52mm程度で池沼や水

田、湿地にみられるが、人工的に造成されたプー

ルなどの止水域も積極的に利用する。5月-10

月にみられ、日本においては南九州を発生の皮切

りに世代を更新しながら北海道まで北上していく

という変わった生態を持つ種である。しかし、現

時点では南下する個体群も確認されておらず寒さ

に弱いため、北海道に到達すると全て死滅してし

まうものと思われる。当キャンパスにおける個体

数は極めて多く、人工的に設置した小止水域にお

いても幼虫が確認された。
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76.ノシメトンボ Sympetrum infus伺 tum

[キャンパスにおける分布]調整池Aおよび水田

において確認された。

[生態等】成虫は 41mm-48mm程度で水生植物

の豊富な明るい池沼や水固などでみられる。6月

-11月に発生するアカトンボの中で最も大きい

種で、本種は成熟しでもそれほど赤みを帯びな

い。当キャンパスにおいて個体数の多いアカ トン

ボであり、 6月に羽化個体がみられるが、夏季に

一度姿を消し、秋季になると水辺に戻り、配偶行

動を開始する。

77.リスアカネ Sympetrum risi risi 

[キャンパスにおける分布]調整池Aにおいての

み確認された。

[生態等]成虫は 35mm-45mm程度で周囲が樹

林に固まれたような薄暗い池でみられる。6月~

11月に発生し自然度の高い場所でみられるアカ

トンボの仲間である。他のアカ トンボ類より早く

産卵を行う 。また、ノシメ トンボやコノシメ トン

ボSymtetrumbacchaに似るが、胸部の模様の違

いで区別できる。和名の リスは、動物の 「リス」

ではなくイギリスのトンボ学者Ris氏に由来す

る。

78.チョウトンボ Sympetrum infuscatum 

[キャンパスにおける分布]調整池AおよびEに

おいて確認された。

[生態等1成虫は 32mm-41mm程度で抽水植物

や浮葉植物の繁茂する池沼でみられる。6月-10

月に発生する夏季の代表的なトンボの 1種。未成

熟のオスは付近の自然度の高い安定した池沼に生

息するため、その環境の指標種としても用いられ

る。未成熟な個体は水辺付近の梢などに集合し成

熟するまでの期間を過ごし、成熟すると、オスは

水辺に張り出した枝や杭などを中心に縄張りを形

成し、メスを待って配偶行動を行う 。和名はふわ

ふわとチョウのように飛ぶことに由来する。当

キャンパスにおいては調整池Aでもっとも個体数

が多く、昼の日差しの強い時期によく見られる。

サナエトンボ科 Gomphidae

79.タイワンウチワヤンマ Ictinogomphus 

pertinax 

[キャンパスにおける分布]調整池Aにおいての

み確認された。

[生態等】成虫は 70mm-75mm水草類が豊富

で比較的開けた池沼などの止水域にみられる。7

月-9月に発生する。従来は南方系のトンボで

あったが、 1980年代より京阪神地区において

温暖化の影響で分布域を北に拡大している「北

上昆虫」の l種である。よく似たウチワヤンマ

Sinictinogomthus clavatusとは腹部末端にあるう

ちわ状の突起の大きさと模様で同定できる(本種

は突起が小さく、黒一色である)。また「ヤンマ」

という和名が与えられているが、分類上はサナエ

トンボ科に属する。当キャンパスにおける個体数

は少ないが、北上昆虫の l種であるため今後、個

体数が増加する可能性は高いものと思われる。

80.オグマサナエ Trigomphus ogumai 

[キャンパスにおける分布]調整池A、Bおよび

Eにおいて確認された。

[生態等]成虫は 47mm-50mm程度で平地か

ら丘陵地にかけての古い池沼などの止水域やそ

の付近のゆるやかな流れなどでみられる。4月~

6月の早春にみられる代表的なトンボで日本固有

種。しかし、近年では生息環境等の減少に伴い

全国的に減少している。タベサナエ Trigomthus

citimus tabeiに似るが、前肩条という黄色い筋が

はっきりしているため区別できる。また、低地

に多い傾向があり、フタスジサナエ Trigomρhus

interruttusなどと同じ環境で確認されることが

多い。当キャンパスにおいては個体数・生息地と

もに少ない。

81.タベサナエ Trigomphus citimus tabei 

[キャンパスにおける分布]調整池Eでのみ確認

された。

[生態等]成虫は 47mm-50mm程度で平地から

丘陵地の池沼などの止水域やその付近の緩やかな

流れなどにみられる。4月-6月の早春にみられ

る代表的な トンボの 1種で日本固有種。オグマサ

ナエに似るが、前肩条がないことで同定できる。

比較的多様な環境に生息するが、発生地 ・個体数

ともに多くなく、奈良県においては希少種に指定

されている。当キャンパスにおいては個体数・生

息地ともに少ない。
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イトアメンボ手ヰ Hydrometridae

82.ヒメイトアメンボ Hydrometra procera 

[キャンパスにおける分布]調整池A、B、E、

Fで確認された。

[生態等]成虫は 7.5mm-9mm程度で、抽水植

物や浮葉植物の繁茂するため池や小川に多くみら

れる。5月-10月に発生し、主に水面で生活に

依存して生活を行う 。落下見虫などを捕食してお

り、本調査においては水辺に覆いかぶさるように

生育する抽水植物であるメグサハッカやヨシ類の

形成する水辺において多く観察された。環境適応

力の強い種のようで、調査地のほとんどで確認さ

れた。冬季には水辺の落ち葉の下などに潜り、越

冬を行う 。当キャンパスにおける個体数は多い。

83.イトアメンボ Hydrometra albolineata 

[キャンパスにおける分布]調整池AおよびBで

確認された。

[生態等]成虫は 11mm-15mm程度で前記のヒ

メイトアメンボと同じく、抽水植物や浮葉植物の

繁茂するため池や小川にみられるが、個体数は本

種の方が少ない。5月-10月に発生し、生態は

ヒメイトアメンボに準じ、当キャンパスにおいて

も生息地ではヒメイトアメンボに混じって確認さ

れることが多かった。また、環境省指定のレ ッド

データブックにおいては絶滅危慎E類に指定され

ているため、今後、何らかの保全対策を講じる必

要がある。当キャンパスにおける個体数は少な

く、生息地も限定される。

アメンボ科 Gerridae

84.ヒメアメンボ Gerris lacustris 

[キャンパスにおける分布]調整池A、B、E、

水田において確認された。

[生態等]成虫は 8.5mm-11 mm程度で、ヨシな

どの抽水植物の繁茂する開放的なため池や湿地、

水固などにみられる。生息環境への適応力は高

く、水生植物のある水辺であれば比較的普通にみ

られる種であるが、コンクリート護岸がなされた

水生植物のない水域へはあまり進出しないようで

ある。3月-8月に発生し、他のアメンボ類に比

べ、越冬個体の活動が早い。当キャンパスにおい

ては 3月下旬から成虫が確認された。また、他の

アメンボ類より環境適応力が強く環境が悪化する

と有麹個体が発生し、悪化した環境を回避するこ

とができるため、多くの環境で確認された。

85.ハネナシアメンボ Gerris ne，問 lensis

[キャンパスにおける分布}調整池Aにおいての

み確認された。

[生態等]成虫は 6.5mm-lOmm程度でヒシな

どの浮葉植物の豊富な止水域にみられる。4月 ~

11月に発生し、当キャンパスにおいてはヒシの

優占する調整池 Aでのみ確認されている。主な

餌としてはヒシを食草として大発生するジ、ユンサ

イハムシ Galerucellanittonensisを利用している

ものと思われる。全国的にも生息環境の減少に伴

い、個体数が減少している種で、奈良県において

は希少種に指定されている。

86.オオアメンボ Aquarius elongates 

[キャンパスにおける分布]調整池Fにおいての

み確認された。

[生態等]成虫は 19mm-27mm程度で平地や山

地の流れの緩やかな暗い池などでみられる。5月

-10月に発生し、主な餌は落下見虫である。他

のアメンボ類と比べて大きな縄張りを必要とし、

比較的生息環境への要求が強いため、当キャンパ

スにおいても樹木が池を覆っているようなため池

でしか確認されていない。当キャンパスにおける

個体数は少なく、生息地も限定される。

87.アメンボ Aquarius paludum 

[キャンパスにおける分布]調整池A、B、F、

水田において確認された

[生態等]成虫は 11mm-16mm程度で生息環境

は広く、流れの緩やかな小川やため池、また、一

時的に出来た水溜りなどでもみられる。5月-10

月に発生し、主に水面で生活しながら、落下昆虫

などを捕食する。また、越冬時は陸に上がり、落

ち葉の下などで越冬することが確認されており、

当キャンパスにおける発生個体数は多い。

タイコウチ手ヰ Nepidae

88.タイコウチ Laccotrephes japonensis 

[キャンパスにおける分布]調整池Bにおいての

み確認されている。

[生態等]成虫は 30mm-38mm程度で比較的水

位の浅い止水域や水田などにみられる。4月-10

月に発生し前脚がカマ状の捕獲器になっており、
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オタマジャクシや水生昆虫、落下昆虫、小魚類な

どを捕食する。当キャンパスにおいては調整池B

でのみ確認されており、これはメスの産卵が水辺

の土やコケなどに行われることに由来しているも

のと思われる。また、採集される場所はかなり水

位の低い場所(数センチ~数 10センチ)に偏っ

ており、これは同一ニッチに位置するミズカマキ

リ等と棲み分けをしているものと恩われる。

89.ミズカマキリ Ranatra chinensis 

[キャンパスにおける分布]調整池A、B、Fに

おいて確認された。主に水田や抽水植物の豊かな

池沼の水中に生息し、較的水位の深い水域を好

む。

[生態等]成虫は 40mm~ 50mm程度で4月 ~

11月に発生 し、カマ状の前脚でオタマジャクシ

や水生見虫、小魚類などを捕食する。当キャンパ

スにおいては比較的多くの環境で確認されてい

るが、これは本種の環境適応力が強く、飛期力が

強いことが関与しているものと思われる。また、

採集される場所はいずれもある程度の水位が確保

されている場所であり、これは同ーのニッチにあ

りながらあまり水位を必要としないタイ コウチ等

と共存するための棲み分けをしているものと思わ

れる。

90.ヒメミズカマキリ Ranatra unicolor 

[キャンパスにおける分布]調整池A、B、Fに

おいて確認された。

[生態等I 成虫は 20mm~30mm 程度でミズカマ

キリに似るが、ミズカマキリに比べて呼吸管が短

いことで区別できる 。 4 月 ~ 11 月に発生し、一

般的にはミズカマキ リよりも個体数が少ないとさ

れている。生態等はミズカマキリに準ずるが陸地

のコケなどに産卵するミズカマキリとは異なり 、

産卵は浮葉植物などの植物組織内に産卵するため

3面護岸されていても当キャンパスにおいては本

種のほうが個体数は多いと思われる。

マツモムシ科Notonectidae

91.マツモムシ Notonecta trigu尚 ta

[キャンパスにおける分布]調整池A、B、E、

F、Hにおいて確認された

[生態等]成虫は 11.5mm~ 14mm程度で水田や

池沼、水たまりなどの止水域に生息し、水生植物

などが少ない水域でもみられる 。 4 月~1O月に

発生し、当キャンパスにおいて最も多く見られる

水生昆虫の一種である。主に落下見虫などを捕食

し、光を感じる方向に腹を向けるため、仰向けで

定位していることが多い。当キャンパスにおける

個体数は多く、移動分散能力も強いようで、多く

の水域において確認された。

ミズムシ科・Corixidae

92.コミズムシ Sigara substria抱

【キャンパスにおける分布1F池においてのみ確

認された。

[生態等]成虫は 5mm程度で浅い止水域に生息

するが、チピミズムシ類の一部は流水域に生息す

る種も知られる 。 5 月~1O月に発生し、当キャ

ンパスにおける個体数は多くなく、抽水植物や沈

水植物の繁茂した止水域にみられた。水生カメム

シ類としては珍しく植物の汁を吸汁している。当

キャンパスにおける個体数は多い。

93.ミズムシ Hesperocorixa dis伯nti

[キャンパスにおける分布}調整池A、B、水田

において確認された。

[生態等] 成虫は 7mm ~8mm 程度でコ ミズムシ

似て、浅い止水域や、一時的な水辺にも生息す

る 。 5~ 10月に発生し、 コミズムシと同様の環

境で採集されることが多い。食性 ・生態ともにほ

ぼ共通しているものと思われる。

トビケラ手ヰPhryganeidae

94.アミメトビケラ Oほotrichafluvipes 

[キャンパスにおける分布]調整池Hにおいての

み確認された。

[生態等] 幼虫は 20mm~23mm 程度で落ち葉な

どの有機物が多く沈殿した池沼などの止水域にみ

られる 。 5 月 ~7 月に発生し幼虫は落ち葉などを

ちぎって筒状の巣を形成した後、そこに収まって

行動する。河川やため池などの指標生物として用

いられることが多く、巣の形状などにより分類が

なされる。

ゲンゴロウ手ヰ Dytiscidae

95.ハイイロゲンゴ口ウ Eretes sticticus 

[キャンパスにおける分布】調整池Fおよび水田

において確認された。
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[生態等}成虫は 9.8mm-16.5mm程度で、 4月

-11月にみられる。ため池や沼地などにみられ

るが、プールや水たまりなどでもしばしば飛来す

る。全国で普通に見られるが、個体数はさほど多

くない。当キャンパスにおいても調整池 Fや水

田で確認されたが個体数は少なかった。また、環

境への要求は低いようで、一時的な生息地として

はプールや水たまりなども積極的に利用する。当

キャンパスにおける個体数は少ないが、移動分散

性が強いためかなりは離れた水域においても確認

された。

96.チビゲンゴロウ Hydroglyphus japonicus 

[キャンパスにおける分布]調整池Fおよび水田

において確認された。

[生態、等]成虫は1.8mm-2mm程度で水田のよ

うな浅い止水域や池沼など多いが、プールや水

たまりなどにもみられる。4月-10月に発生し、

主に微小な水生生物やそれらの死骸などを捕食し

ているものと思われる。当キャンパスにおいては

水田に多くみられるが、移動力が高く灯火等に誘

引きれやすいようで、しばしば生息地から少しは

なれた水たまりや外灯の下などでみられることが

ある。

97.コシマゲンゴ口ウ Hydaticus grammicus 

Iキャンパスにおける分布]調整池Bにおいての

み確認された。

[生態等]成虫は 9mm-11mm程度で池沼や水

田などの止水域に多くみられ、都市部の水団地帯

などにも比較的多くみられる。4月-10月に発

生し、当キャンパスにおいてはヒシやエピモの繁

茂する止水域で確認された。産卵等にはこれらの

植物を利用しているものと思われる。主に小型の

水生生物やそれらの死骸などを餌にしているもの

と思われ、トラップによる採集が効果的である。

98.コウベツブゲンゴ口ウ LaccOf，泊iluskot.湾市is

[キャンパスにおける分布]調整池Eにおいての

み確認された。

[生態等]浅い池沼や水田、湿地などの止水域に

みられる。成虫は 3.5mm-4mmで4月-10月

に発生し、主に微小な水生生物やそれらの死骸な

どを餌にしていると考えられる。産地は全国的に

やや限定されいずれも個体数多くない。当キャン

パスにおいては調整池Eの抽水植物や湿性植物

の繁茂する岸辺でまとま って記録されることが多

し、。

99.ツブゲンコ口ウ Laccophilus difficilis 

[キャンパスにおける分布]調整池Eにおいての

み確認された。

[生態等]成虫は 3.4mm-3.8mm程度で、浅い

池沼や水田、湿地などの止水域にみられる。4月

-10月に発生し、基本的な生態等はコウベツブ

ゲンゴロウに似る。本種は各地の止水域で普通に

みられ、灯火などにも多く飛来する。当キャンパ

スにおいてはコウベツブゲンゴロウと同様に調整

池Eの抽水植物や湿性植物の繁茂する岸辺でま

とまって採集されることが多い。

100.マメゲンゴロウ Agabus japonicus 

[キャンパスにおける分布】調整池A、Fおよび

Hにおいて確認された。

[生態等]成虫は 6.5mm-7.5mm程度で池沼を

はじめとする様々な止水域にみられ、場合によっ

ては流水域でもみられる。4月-10月に発生し、

主に小型の水生生物やそれらの死骸などを餌にし

ているものと思われる。全国的にみても普通種

で、当キャンパスにおいても環境の異なる様々な

止水域において確認された。このことは大型のゲ

ンゴロウ類のように産卵基質として大型の水生植

物を必要としないことも関係しているものと思わ

れる。当キャンパスにおける個体数は多く、沈水

植物の繁茂する浅瀬で多く記録された。

マルミズムシ手ヰ Pleidae

101.マルミズムシ Para，ρlea japonica 

[キャンパスにおける分布1調整池A、B、Hに

おいて確認された。

[生態等I成虫は 2mm-3mm程度で、富栄養化

し、水生植物の豊富なため池などの安定した止水

域に生息する。5月-10月に発生し、当キャン

パスにおいてはヒシやオオカナダモの繁茂するた

め池でみられる。仰向けになってせわしなく泳ぎ

回るが、すぐに水草につかまり定位する。

102.ヒメマルミズムシ Paraplea indistinguenda 

[キャンパスにおける分布]調整池A、Eにおい

て確認された。
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[生態等]成虫は1.8mm-2mm程度で、富栄養

化し、水生植物の豊富なため池などの安定した止

水域に生息する。5月-10月に発生するが、個

体数は少ない。生態や生息環境はマルミズムシに

似ており、当キャンパスにおいては主に調整池A

およびEの沈水植物や、抽水植物の繁茂している

場所で採集された。

ホタル科 Lampyridae

103.へイケボタル Luciola俗teralis

(図版 1-14)

[キャンパスにおける分布]調整池Aおよび付近

の湿地， F池において確認された。

[生態等]成虫は 7mm-llmm程度で里山的な

環境の水田や湿地などの止水域にみられる。当

キャンパスにおいては 6月下旬頃から成虫が確認

される。ゲンジボタルがきれいな流水に依存する

のに対し、本種はきれいな水から少し汚れた水の

止水域にみられる。幼虫期はサカマキガイなどの

止水域に生息する貝類などを捕食し、成虫になっ

てからはわずかな水分を摂取するのみで、採餌行

動は行わない。近年では農薬の散布や生息環境の

減少および消失により個体数が減少している。当

キャンパスにおける個体数は多く、初夏にかなり

の個体が確認されている。

コガシラミ ズムシ手ヰHaliplidae

104.マダラコガシラミズムシ HaliJコlus(L局的lus)

stapi 

[キャンパスにおける分布]調整池Eにおいての

み確認された。

[生態等]成虫は 3mm-3.5mm程度で水生植物

や藻類の繁茂した湿地や水田、池沼などにみられ

る。本調査においては 7月に成虫 l個体しか採集

きれなかったため、詳しい発生時期等は明確に

なっておらず、生態については不明な点が多い。

生息地・個体数ともに多くないようで、環境省の

レッドデータブックにおいて準絶滅危倶種に指定

されている。

ガムシ手ヰHydrophiIidae 

105.マメガムシ Hydro伺 ssislacustris 

[キャンパスにおける分布]調整池A、B、Fに

おいて確認された。

[生態等]成虫は 3.5mm-4mm程度で池招など

の止水域にみられる。5月-9月に発生し、成虫

は主に水草を摂食するが、水生生物の死骸なども

餌として利用する。幼虫はサカマキガイなどを捕

食していると思われる。当キャンパスにおける個

体数は多く、水田部の水路に多く確認され、夏季

などは泥に潜っている個体が多くみられた。

106.タマガムシ Amphiops mater 

[キャンパスにおける分布]調整池A、B、E、

F、Hで広く確認された。

[生態等]成虫は 3.4mm-3.7mm程度で、水生

植物の豊かな浅い水田や池沼などの止水域にみら

れる。5月-10月に発生し、当キャンパスにお

ける普通種の lつで、背面を上に向けて活発に泳

ぎ回る。主に水草などを餌としているようで、本

調査においては水草の茂った岸辺でまとまって採

集される場合が多かった。

107.セマルガムシ Coelostoma stultum 

[キャンパスにおける分布]調整池Eおよび水田

において確認された。

[生態等]成虫は 4mm-5mm程度で、水生植物

の豊かな浅い水田や池沼などの止水域にみられ

る。5月-10月に発生し、主に水草などを餌と

しているものと思われる。本調査においては水草

の茂った岸辺でまとまって採集されることが多

かった。また、当キャンパスにおいては水田部の

水路に多く確認され、夏季などは泥に潜っている

個体が多くみられた。

108.ヒメガムシ Sternolophus rufipes 

【キャンパスにおける分布]調整池A-Fおよび

水田において確認された。

[生態等15月-10月に発生し、幼虫期にはアカ

ムシやサカマキガイなどの水生生物類を捕食する

が成虫は 9mm-llmm程度で、水生植物の豊富

な池沼などの止水域にみられる。成虫になると植

食性の傾向が強くなり、水草などを餌とするよう

になる。本種は非常に飛期力が強く個体数も多い

ため、当キャンパスにおいては多くの環境下にお

いて発生が確認された。
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両生類

ヒキガエJレ手ヰBufonidae

109.アズマヒキガヱル Bufo japonicus 

formosus (図版2・1)

[キャンパスにおける分布]調整池Bにおいての

み確認された。

[生態等]成体は 60mm-150mm程度で、産卵

期以外では里山環境にある雑木林や民家付近でみ

られ、幼体は付近の池沼などでみられる。当キャ

ンパスにおいては調整池Bで上陸直後の幼体が多

数確認されることから、当地を繁殖に利用してい

るものと思われる。夜行性で日中は倒木の下や土

の中に潜っていることが多く、地上性甲虫類をは

じめ様々な小動物を捕食する。また、耳腺からは

有毒の白い乳液を出すため、ヒキガエルを好んで、

捕食するヤマカガシ Rhabdoρhistigrinusを除け

ば天敵は少ない。しかし、近年では生息地の分断

などにより個体数が減少しており、奈良県におい

ては注目種に指定されている。

アマガエル手ヰ Hylidae

110.ニホンアマガエル Hyla japonica 

[キャンパスにおける分布]調整池AおよびF、

水田において確認された。

[生態等]成体は 30mm-40mm程度で、水田や

池沼やその付近の森林でみられる。本種は樹上生

活に適応しており、立体構造に上手く適応できる

ことや乾燥に比較的強いことから、近年全体的に

減少傾向にある両生類の中でも普通種として都市

部などにも進出している。また、よく似たシュ

レーゲルアオガエル Rhacoρhorusschlegeliiやモ

リアオガエル RhacoPhorusarboreusとは目から

鼻にかけて黒い帯状の模様があることで区別でき

る。当キャンパスにおける個体数は本調査で記録

されたカエル類の中でもっとも多い。

アカガエル科 Ranidae

111 .ニホンアカガ工ル Rana japoni，伺 japonica

[キャンパスにおける分布]調整池AおよびBに

おいて確認された。

[生態・その他]成体は 34mm-67mm程度で平

地から正陵地にかけての水田や湿地、池沼および

その付近の森林などでみられる 1月から 4月に

かけて約 10∞個程度の卵塊を池沼や水固などに

産卵し、当キャンパスにおいては調整池Aで卵

塊が確認された。よく似たヤマアカガエル Rana

ornativentrisとは顎に黒い模様がないことなどで

区別できる。近年では生息地の減少にともない個

体数が減少しており、奈良県においては絶滅危慎

種に指定されている。当キャンパスにおいては冬

季に調整池Aで産卵が確認されており、個体群も

ある程度は維持されている。

112.トノサマガエル Rana nigromacu俗ta

(図版2・2)

Iキャンパスにおける分布]調整地Aおよび水田

において確認された。

[生態・その他]成体は 38mm-91mm程度で、

水田や池沼、湿地などでみられる。主に昆虫類を

はじめ他の小動物を捕食し、よく似たダルマガエ

ルRanaρorosaとは四肢の長さや腹部の模様など

で区別できる。成熟した個体は 4月から 6月に繁

殖期を向かえる。また、全国的にみても圃場整備

などの影響により個体数が減少している傾向にあ

る種でもある。

113.ウシガエル Ranaωtesbeiana (図版2・3)

【キャンパスにおける分布]調整池A、B、E、

FおよびHにおいて確認された。

[生態・その他]成体は1l0mm-180mm程度で

水生植物の豊富な河川、池沼、湖沼、水田、湿地

など様々な水域でみられる。北米原産の外来種

で、食用資源として飼育されていた個体が逸出

し、各地の水域に定着した。また、産卵数も在来

のカエル類と比較して非常に多く、成体は非常に

大きな鳴き声が騒音として問題になる他、見虫類

をはじめ様々な小動物を大量に捕食するため在来

生態系に影響を与えている可能性が高いと思われ

る。このことから本種は 2∞6年に外来生物法に

よって特定外来種に指定され刻、圏内において

移動および飼育などの流通が一切禁止されてい

る。当キャンパスにおける個体数は非常に多く、

ほとんどの水系に侵出している。

アオガ工ル科 Rhacorhoridae

114.シュレーゲルアオガエル Rhaco，ρIhorus 

schlegelii (図版2・4)

[キャンパスにおける分布]調整池AおよびE、

水田において確認された。

[生態・その他]成体は 32mm-53mm程度で、
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平地から丘陵地にかけての水田や浅い池沼にみら

れる。アマガエルやモリアオガエルに似るが、本

種はアマガエルのような鼻から目にかけての黒い

筋はなく、モリアオガエルのように目の色が赤み

を帯びないことで区別できる。また、産卵形態が

特殊で、草むらや畦などに穴を掘ってクリーム色

で泡状の卵塊を産卵することが知られている。

腰虫類

ヌマガメ手ヰEmydidae

115.ミシシッピアカミミガメ Trachemys 

scrip抱 elegans(図版2・5)

[キャンパスにおける分布]調整池A、Bおよび

Eにおいて確認された。

[生態・その他]都市部から正陵地にかけての河

川や池沼、 湿地などの様々な水域にみられる。成

体は甲長 300mm-350mm程度で北米原産の外

来種で、ペットとして流通しているものが人為的

に放流もしくは逸出して定着しでものと思われ

る。在来のイシガメ科より陸地に依存せず産卵数

が多いため、生態的に優位に立っている。また、

雑食性であり様々な動植物を食害するため他の在

来水生生物類に影響をおよほしている可能性が高

いため、 2∞6年に外来生物法によって要注意外

来種に指定されている 24)。

イシガメ科Geoemydidae

116.ニホンイシガメ Mauremys japonj，伺

(図版2・6)

[キャンパス における分布]調整池A、E、およ

びHにおいて確認された。

[生態・その他]成体は甲長 110mm-210mm程

度で、平地から山地の河川や池沼および水田など

にみられる。当キャンパスにおいては確認された

全ての水域において幼体および成体が確認されて

いるため、繁殖に成功しているものと思われる。

本種は冬季には渓流に夏季には餌資源の豊富な池

沼などの止水域に移動し、この際にはかなりの長

距離を移動することが知られている。産卵期には

河川やため池の土手や水田の畦などに穴を掘り、

4-10個の卵を産卵する。 しかし、近年ではコ

ンクリート護岸や圃場整備などによる生息環境の

悪化や損失などに伴い個体数が減少しており、奈

良県においては絶滅危倶種に指定されている。

117.クサガメ Ch的emysreevesii 図版2・7)

[キャ ンパスにおける分布]調整池AおよびEに

おいて確認された。

[生態・その他]成体は甲長200mm-300mm 

程度で、平地から丘陵地にかけての河川や湖沼、

池沼、水固などにみられる。「ゼニガメ」の名で

ペットとしてよく流通しており、都市部の止水域

にも比較的多くみられるため、なじみの深いカメ

の 1つである。また、本種はイシガメとの間で

「ウンキュウ」と呼ばれる雑種が発生することが

知られている。近年ではペットブームに伴う乱獲

や生息環境の悪化、損失、ミシシッピアカミミガ

メとの競合などにより個体数は減少傾向にある。

考察

今回の調査では当キャンパスで 60科 117種の

水生生物が確認され、当キャンパスにおける水辺

環境の生物多様性が認められた。これは奈良県版

レッドデータブックと比較するとトンボ類で約

114、両生類で 113の種数が生息していることに

なる お)。 当キャンパスが棚田やそれに利用され

るため池、コナラやクヌギをはじめとする二次林

などの様々な環境を包括する里山環境にあり1)、

2)、水辺だけを例に挙げても水田、細流、閉鎖的

なため池、開放的なため池など種々の環境が存在

している。それぞれの環境に適応した生物が生息

することにより、多様な生物種が記録されたもの

と思われる。また、当キャンパスにおける水生生

物相の特徴としてはヒシをキーストーン種とし

て、それを利用するトンボ類をはじめとした水生

生物類が多いことが挙げられる。さらに特筆すべ

き種としていくつかの絶滅危慎種が記録された。

環境省のレッドリスト 24)においては絶滅危倶E

類としてベニイ トトンボ、イトアメ ンボ、オグマ

サナエが記録され、準絶滅危倶種としてイチョウ

ウキゴケが記録された。奈良県版レッドデータ

ブック勾)においては絶滅寸前種としてサンショ

ウモ、絶滅危慎種としてマツモ、タベサナエ、ニ

ホンアカガエル、ニホンイシガメ、希少種として

コガマ、ムカシヤンマ、サラサヤンマ、マルタン

ヤンマ、ハネナシアメンボが、注目種としてアズ

マヒキガエル記録された。さらに、調査地からは

確認されなかったものの、里山内の湿地において

は絶滅す前種であるカスミサンショウウオ お)も
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確認された。これらについては湿地や谷間の細流

などの特殊な環境や農薬散布や圃場整備のなされ

ていない水田に依存する種も多く含まれており、

当キャンパスにおいてそれらが確認されたことは

当地が比較的良好な環境を維持しているものと考

えられる。このような種については今後とも継続

的にモニタリング等の調査を行い、保全対策を検

討することが急務であると思われる。

さらに、調整池Aに関しては、絶滅危慎種を含

む多くの生物種が分布しているが、その大半が

里山の基盤である花両岩が風化し、堆積した砂

州 16)に生育する湿性植物および抽水植物に依存

していると考えられた。事実、ため池において採

集された水生生物(特に水生昆虫)の大半が抽水

植物および沈水植物が水中に展開した根系におい

て採集されており、このことから今後ともこのよ

うな植生を維持していく必要性が示された。しか

し、それらの植生には外来植物であるセイタカア

ワダチソウやメグサハ ッカ、コセンダングサも含

まれ、現在では餌資源の乏しい時期に訪花見虫類

の貴重な蜜源植物として利用される他に、水中に

展開される根系が在来水生生物の足場や餌場に

なっていると同時に、外来種による捕食圧を軽減

している可能性も示唆されている。今回の調査に

おいてため池や水田といった止水域は広範囲に渡

り調査を行ったが、谷沿いの沢などの流水域や二

次林内の湿地などでは調査が行わなかったため、

今後はそのような場所においても、調査を進めて

いくことの必要性が示された。一方、当キャンパ

スでは「里山修復プロジェクト J29)が進行中で

あり、プロジェクトを進める上でこのような希少

な生物種についても継続的な調査研究を行う必要

性があると同時に、保全対策を考えることも不可

欠である。
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1. Polygonum thunbergii 
ミゾソパ

2. Trapa japonica 
ヒシ

3. Mentha pulegium 
メグサハッカ

4. Potamogeton distinctus 
ヒルムシロ

5. Aneilema keisak 
イボクサ

6. Geotheわhusadehaani 
サワガニ

8. Ceriagrion nipponicum 
ベニイトトンボ

10. Ischnura senega/ensis 
アオモンイトトンボ

11. Anotogaster sieboldii 
オニヤンマ

12. Tanypteryx pryeri 
ムカシヤンマ

13. Orthetrum albistylum 
シオカラトンボ

14. Luciola lateralis 
ヘイケボタル

Platel. Aquatic plants and animals recorded from Nara Campus of Kinki University 
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1. Bufo japonicus 
アズマヒキガエル

2. Rana nigromacula飽
卜ノサマjjエル
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3. Rana catesbeiana 
ウシガエル

4. Rhacophorus schlegelii 
シュレーゲルアオガエル
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5. Trachemys scripta 
ミシシッピアカミミガメ

6. Mauremys jaρonica 
ニホンイシガメ

Plate2. Aquatic animals recorded from Nara Campus of Kinki University 

7. Chinemys reevesii 
クサガメ
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