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トンボの絶滅リスクに及ぼす生態的特性の効果
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要旨:類似の環境変化のもとでも種の絶滅リスクはその生態的特性に応じて異なる o 種聞の絶滅リスクの差異の生態的

要因を解明するための統計モデルによる分析手法が発展しつつある。本稿では、日本産トンボ日の種ごとの絶滅リスク

評価、および絶滅リスクに及ぼす生態的特性の効果を分析した研究を紹介する。このような種間比較アプローチは、種

の絶滅リスクに大きな効果を持つ人為要因の特定に有効で、ある。

キーワード:レッドリスト、種間比較、晴蛤目、マクロエコロジ一、市民参加

はじめに

類似の環境変化を経験した場合でも種の絶滅リスクは、

その生態的特性に応じて異なる (Reyno1ds2003) 0 Purvis 

et a1. (2005) は、絶滅リスクが種の側の内的な絶滅性向

である「感受性 (sensibility)Jと人為によってもたらされ

る外的な「脅威(threat)J、およびそれらの交互作用に依

存して決まるというスキームを提示した(図1)。主効果

としての脅威は、種の生態的特性によらず生息地が一律

に破壊されるような外力である。近年の絶滅速度の増大

のもとでは、主効果(パックグラウンド)としての感受

性による絶滅の効果は相対的に小さく、絶滅リスクの種

間差を生み出す主要な要因は、感受性と脅威が組み合わ

さって生じる交互作用としてとらえることができるとい

うのがPurviset a1. (2005) の見解である。例えば、生息

地の破壊・縮小という脅威が生じたときに生息地面積へ

の要求性が大きいという性質(感受性)をもった種ほど

絶滅しやすくなるという場合が考えられる。また、花が

きれいな植物ほど盗掘されやすい、開発が急速に進んで

いる地域に固有な生物は個体群を縮小しやすい (Fe巴l巴Y
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and Si1man 2009) など、脅威自体が一部の種(群)に特

異的に生じるが、これらも感受性と脅威の交互作用の一

つの様態である。

絶滅リスクの種間差に寄与する感受性と脅威の交互作

用を実証するアプローチとしては、絶滅リスクやレッド

リストカテゴリーなと守の絶滅リスクに関する指標を目的

変数、種の生態的特性を説明変数とする統計モデルによ

る手法がある (Purviset a1. 2000， 2005)。この手法では、

同じ生態的特性を持つ種どうしは環境変化に対する応答

(つまり感受性と脅威の交互作用)が等しいという仮定が

なされる。このような種間比較アプローチにより、種・

絶滅リスク (RISK)

感受性 (Susceptibility) ←内的な絶滅性向

+ 
脅威 (Threat) そ一人為の影響

+ 
感受性×脅威 f-交互作用項

図1.絶滅リスクを生み出す要因の概念図。 Purviset al. (2005) 

を改変。
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分類群を越え絶滅リスクに寄与する一般的な生態的特性 (2009 )を参照されたい。

を見いだすことができる。さらに、それを通じて、種の

絶滅リスクに大きな影響をおよぼしている脅威を特定す

ることもできる。これらの知見は、いずれも生物種の絶

滅をもたらす要因と機構の解明という基礎的にも応用的

にも重要な生態学的課題に貢献するものである。

近い系統関係にある種どうしは注目する生態的特性以

外の要因で似たような絶滅リスクをもっ可能性が高い。

種間比較アプローチでは、このような系統的自己相関の

問題を回避して独立性の仮定を満たすための操作が必要

となる。種間の系統的な近さを考慮するための具体的な

手法については、赤坂 (2010) を参照されたい。また、

系統関係を考慮したモデルを用いることで、どのような

系統で絶滅リスクが高くなりやすいかを解明することも

できる。種の絶滅リスクに対する系統や地域の効果につ

いての研究事例については大谷ほか (2010) を参照され

たい。本稿では、日本産トンボ目に属する種の絶滅リス

クを例に、種間比較アプローチによる解析を通じて、ト

ンボ種の絶滅リスクに対する感受性と脅威の交互作用の

実態を明らかにすることを試みた研究事例を紹介する。

絶滅リスク評価:日本産トンボ目の例

限られた時間や情報の下で、種の大量絶滅を回避する

ためには、種の絶滅リスクを科学的に評価し、それにも

とづいて効果的・効率的な対策を立案・実施する必要が

ある。国際的な基準にもとづく生物の絶滅リスクの評価

とレッドリスト(絶滅危倶動植物のランク付け)の整備も、

そのような意図によるものである(rUCN2007)。日本に

おいても、 1991年に環境庁(当時)による全国版レッド

リストの作成を皮切りに、現在までにすべての都道府県

および一部の市町村においてレッドリストが作成されて

いる。全国版レッドリストは定期的に改定が行われ、維

管束植物の現行レッドリストでは絶滅確率予測にもとづ

くランク付けがなされている(矢原 2002)。しかし、定

量的な絶滅リスクの評価には、対象全種についての長期

間にわたる個体群動態データが必要となることから、そ

のような評価がなされているのは、囲内では、ごく一部

の分類群のみである。

2007年のレッドリストの改訂に際して、トンボ目では

定量的な絶滅リスク評価が実施された(須田ほか 2009)。

見虫におけるこの初めての定量的評価の試みは、日本晴

蛤学会と学会に所属する市民研究者たちの尽力の賜であ

る。以下にその概要を紹介するが、詳しくは須田ほか
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修正絶滅率の定義

絶滅リスクは狭義には将来に絶滅が生じる確率として

定義される(松田 2002)0 しかし、利用可能なデータの

制約などから、トンボの絶滅リスク評価にあたっては、

絶滅リスクと相関が強いと考えられる指標を「修正絶滅

率」として用いた(須田ほか 2009)。須田ほか (2009)は、

トンボ、日の修正絶滅率を次のように定義した。

修正絶滅確率=生息地消失率×現存生息地数の加重値

×減少度の加重値×安定度の加重値

ここで、生息地消失率とは既知の生息地数(1950年代ころ)

から現在までの種ごとの生息地数の減少率である。生息

地消失率はトンボが水域という周囲から区別して認識す

ることが容易な環境を生息場所とし、「生息地Jのカウン

トが容易であることを生かした指数である。生息地の単

位としては、やや便宜的に、止水性の種で、は成虫の日常

的な移動が行われるおよその範囲と考えられる約 500m 

四方の領域、流水性の種については一つの水系とした。

後者には、幼虫や成虫に広範囲な移動が見られるメガネ

サナエ属などの種も含まれるからである。現存生息地数

は現在残されている生息地の数、減少度は生息地数の近

い過去から現在(過去 10年間)に至るまでの減少の度合

い、安定度は将来 10年間にわたる各生息地の存続性の見

込みを表した指数である。現存生息地数が少なくなると

人口学的なゆらぎによる絶滅リスクが高まる。近年の減

少度合いが著しいと絶滅リスクが増すと予測される。安

定度が小さくなると、現在の生息地消失率が維持もしく

は加速される危険性が高くなる。したがって、これらの

要素はいずれも絶滅リスクの増大に寄与するものである

(須田ほか 2009)。

修正絶滅率の算出とデータ収集

現存生息地数、減少率、安定度の修正絶滅率に対する

加重値は、全評価対象種に共通の加重パラメータをそれ

ぞれ設定し、妥当と考えられる値を日本晴蛤学会の自然

保護委員会において決定するという手順をとった(須田

ほか 2009)。すなわち、いろいろな組み合わせの加重値

を試行した上で、算出された各評価対象種の修正絶滅確

率を比較し、専門家からなる委員会において最も現状に

即していると考えられたものを採用した。このような補

正処理は、恐意的と見られるかもしれないが、準拠すべ

，. 
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き基準がない現状のもとで、また、個体群シミュレーシ

ヨン等をもちいた絶滅確率の算出を行なうためのデータ

取得が困難な状況で、利用可能なデータとエキスパート

オピニオンのいずれをも無駄なく活用する枠組みとして

有効な手法といえるだろう。各要因に対する加重は、全

種共通のパラメータ値を用いるという制約を設けること

で、個々の種のリスク評価に対する恋意性を排している。

EN 1 ・止水性・広儲
...----ーー--~ 母止水性・狭域

10止水性・島眼

1'"流水性・広域

。0: IA流水性・狭域

CR Iム流水性・島唄

図2.修正絶滅率と現存生息地数および種の生態的特性との関係。

プロットは絶滅リスク評価対象種を表す。図中の波線はそれ

ぞれ絶滅危倶 1A類 (CR)、1 B類 (EN)、E類 (vu)、準

絶滅危倶 (NT)の分類基準を示している。レッドリスト掲

載のための最終的な分類は他の基準も加味して行われた。須

田ほか (2009)を改変。

分析に用いた。

これらの生態的特性と修正絶滅率、現存生息地数およ

びレッドリストカテゴリーの関係を示したのが図 2であ

る。図 2には、同じ生態的特性をもっ種がまとまってプ

ロットされる傾向が認められる。 Kadoyaet al. (2009 )は、

一般化線形混合モデル(GLMM;詳しくは久保・粕谷(2006)

などを参照)により、修正絶滅率の生態的特性への依存

性を解析した。統計モデルでは、トンボの科をランダム

効果として切片に加えることで、注目している生態的特

性とは独立に、同じ科に属していることで修正絶滅率が

近い値をとる可能性、すなわち系統的自己相聞を考慮し

た。科や属といった系統分類上のグループをランダム効

果とする手法は、系統樹で表される詳細な系統関係に関

する情報を必要としない簡便な手法として、多種を対象

とした同様の分析においてよく用いられている(赤坂

(2010) も参照)。

GLMMを用いた分析結果を表 1に示した。分析の結果

から、(1)止水性種>流水性種および (2)広域種>島慎

種>狭域種の順で絶滅リスクが高くなることが示された。

また、ここで構築された GLMMは修正絶滅率の分散のう

ち42.9% (科の効果を除いた場合は 39.4%)を説明して

いた(図 3)。さらに、絶滅リスクが高くなる傾向にあっ

た止水'性種および広域分布種は、他のタイプの種群にく

らべて、水田・ため池・かんがい用水路など、水田生態

系の生息環境を利用する種の比率が高かった(図 4)。

これらの結果は、生息環境(水田生態系)の変化がた
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ただし、実際の加重パラメータ値については試行錯誤が

必須であり、今後トンボ目だけでなく多くの分類群で試

行していくことにより、最適な補正数値基準の選択が可

能になるだろう(須田ほか2009)。

絶滅リスクの評価対象種は、環境省レッドリスト 2000

年版記載種に、リスト外であったが近年減少著しいと考

えられた種を含めた合計 57種である。修正絶滅率の算出

に必要なデータは、日本晴蛤学会員を中心とするトンボ

研究者からアンケートを介して提供された(須田ほか

2009)。いずれも、各都道府県で最もトンボ種の現状を把

握している研究者である。トンボは、日本では特に人々

に親しまれている分類群であり、愛好家や市民研究者が

多く、個々の種の生態から全国的な地理的分布にいたる

まで、比較的多くの情報が蓄積している(杉村ほか

1999)。今回用いられた手法は、このような自然史情報を

最大限に活用可能であるという利点をもっている。

トンボ、の絶滅リスクと生態的特性との関係

絶滅リスク評価の結果、日本産トンボ種の約 25%に相

当する 48種がレッドリストに掲載された(須田ほか

2009) 0 Kadoya et al. (2009 )は、修正絶滅率が算出され

た57種について文献等から利用可能であった生態的特性

のうち、既存の研究などから絶滅リスクとの関連が大き

いと考えられた生息地タイプと分布の広さとの関係を調
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ベた。

トンボの幼虫は水棲であり、河川や水路などの流水環

境に生息する種グ、ループ(流水性)と湖沼やため池など

の止水環境に生息する種グループ(止水性)とに大きく

二分できる。既往研究では、止水性のトンボ種の方が流

水性に比べて絶滅しやすい傾向があることが示されてい

る (Korkeamakiand Suhonen 2002)。また、一般に、分布

の広さは絶滅リスクと負の関係が強い生態的特性とされ

る (Purviset al. 2000， 2005)。この研究においては、分布

が島|興に限られるもの(島慎種)、一部 (1~3) .の生物地

理的地域(杉村ほか 1999) に限られるもの(狭域種)、

ほほ全国的に分布するもの(広域種)の 3つに分類して
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表1. 日本産トンボ 57種の修正絶滅率と生態的特性との関係。

分析は誤差が正規分布にしたがうと仮定した一般化線形混合

モデルを用いて行った。系統の効果を考慮するために科をラ

ンダム要因として切片に加えた。統計的な有意性は尤度比検

定を用いておこなった。分布の広さおよび生息地タイプの係

数は、それぞれ島唄種および流水性種を基準としたときの値o

kadoya et al. (2009) を改変。
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流水止水狭域 島眼;

分布域の広さ

広域

切片

現存生息地数

分布の広さ

狭域

広域

生息地タイプ

止7，K't生 生息地タイプ

図4. 水田に関連するハピタットを利用するトンボ種の比率と生

態的特性との関係。アルファベットはフイツシャーの正確確

率検定における有意差 (p< 0.05) を示している。
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。
。

地の開発の進行とともに大きく失われ(過去 100年間で

2100 krぜから 820km2まで 61%の減少:呉地 2008)、現在

では多くの止水性種がため池に依存していると考えられ

る。実際、ため池を生息地として利用するトンボは日本

産種の約 40%に相当する 80種にほる(上田 1998)。一方

で、流水環境に生息する種は、河川や渓流など農業活動

と直接関係のない自然流水環境に依存する種の比率が高

く、水田生態系における生息環境の変化の直接的な影響

をうけにくいのだろう。

以上のように、絶滅リスクと生態的特性との関係を分

析することで感受性と脅威の交互作用の実態を把握する

ことができた。生育・生息地の汚染、分断化や消失、外

来生物の侵入や地球温暖化など、人間活動によって広域

にわたって引き起こされる様々な環境変化が野生生物に

影響を及ぼしている現状にあっては、このようなアプロ

ーチを通じて、これらの環境変化が種の絶滅リスクに対

してどのような複合的な影響を及ぼしているかを解明す

ることは有効な対策をたてるにあたってもっとも重要な

課題の一つである。

本稿では種の絶滅リスクと生態的特性との関係を分析

する種間比較アプローチの有効性について、日本産トン

ボ日を対象とした研究を例に述べた。しかし、このアプ

ローチをさらに活用するためには解決すべき課題がいく

つかある O 本稿では最後に、自然史データの有効活用、

種間比較アプローチの今後の展望
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図3. 修正絶滅率と一般化線形混合モデルの推定値との関係。一

般化線形混合モデルには、現存生息地数、生息地タイプ、分

布の広さが固定効果、種が属する科が切片ランダム効果とし

て含まれている。回帰式:y = 1.035x -0.015;決定係数:0.429 

(科の効呆を除いた場合の決定係数:0.394) 

め池に依存するかつての普通種(例えばベッコウトンボ

やコパネアオイトトンボなど)を高い絶滅リスクにさら

す主要な要因(脅威)になっていることを示唆する。過

去 50年ほどの聞に全国で急速に進められたほ場整備(整

備率は 1968から 2001年で 8%から 61%まで増加)は、

ため池や水路のコンクリート護岸化や用水のくみ上げに

ともなう用水路の暗渠化およびため池の放棄などをとも

なうことが多く、水田生態系における生息環境の変化の

主要な要因のーっとなっている (Fujiokaand Lane 1997 ; 

Lane and Fujioka 1998)。

止水性種の本来の生息地で、ある白然の止水環境は、湿
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トンボの絶滅リスク

種間比較アプローチによる予測、および、種の多様性のパ

ターン形成機構の解明という 3点について今後の課題と

展望を示したい。

自然史データの有効活用

本稿で紹介した事例からも明らかなように、種の絶滅

リスクの評価や生態的特性の把握には、自然史データの

蓄積が欠かせない。近年、市民参加による生物多様性モ

ニタリングの取り組みが各地で実施されるようになって

いる (Schmelleret al. 2009)。このような参加型モニタリ

ングは自然史データの蓄積に大きく貢献するものである。

一方で、、市民参加に依拠した生物多様性情報の集積は、

データ精度の確保や継続性の確保などの点に課題がある

ことが認識されている (Schmelleret al. 2009)。絶滅リス

ク評価とその原因の究明という課題は、目的や必要とさ

れるアウトプットが明確であることから調査デザインの

設計も行いやすく、参加者にとっても意義がわかりやす

い。したがって、生物多様性モニタリングを対象生物種

の絶滅リスク評価という位置づけのもとに推進するとい

うアプローチは、参加型による生物多様性情報の集積を

進める上で有効なもののーっとなるかもしれない。また、

トンボ目昆虫でも試みられたように、利用可能なデータ

が限られている状況下でも、可能な限り定量的で有効な

絶滅リスク評価するための方法論の開発も同時に進めら

れるべき課題である。

種間比較アプローチを予測に生かせるか

多くの種について絶滅リスクの評価や生態的特性に関

する知見の蓄積がすすめば、種間比較アプローチを用い

て種の絶滅リスクを高める機構の解明が進むだろう。一

方で、種間比較アプローチに応用の場面で求められる課

題の中には、情報が十分に得られない条件下で、種の生

態的特性のみから絶滅リスクを予測するというものがあ

る。絶滅リスクに影響をおよぼす生態的特性を特定する

ための要因分析においては、意味のある生態的特性の効

果が抽出されればよいが、応用的な場面では系統の効果

も含めた絶滅リスクの絶対値の予測が重要になる。実際

の解析では、注目している生態的特性の効果よりも系統

の効果の方が大きくなる事態がしばしば生じる。このよ

うな場合には、生物の進化的背景が異なる地域における

予測(外挿)は困難となるだろう。理屈の上では、系統

の効果も何らかの種の特性に還元できるはずであるが、

分析で考慮する種の特性を詳細化していくほど、特性の

効果の一般性は失われてしまう(山浦・天野 2010)。し
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たがって、種間比較アプローチの予測への活用は適用可

能な範囲の特定や方法論などを含めて検討を要する課題

が多く残されている。

種の多様性のパターン形成機構の解明

種分化と種の絶滅は現在の地球上における生物種の多

様性のパターンをつくりだす最も基本的なプロセスであ

る (Huston1994)。本稿で注目した種の絶滅に加えて、種

分化速度もまた分類群間あるいは種聞によって異なるこ

とが知られている (speciesselection: Jablonski 2008)。現

在のところ、種間比較アプローチを用いた実証研究では

絶滅速度や絶滅リスクのみを対象にしたものが多いもの

の、種分化速度も対象とすることで、特定の生態的特性

が種分化と絶滅速度の両方を引き上げたり、逆方向に作

用したりといった相関やトレードオフの実態も明らかに

することができるだろう。このように、種問比較アプロ

ーチは生物多様性のパターンと動態を決める機構の解明

という進化学や生態学における古くからの課題にとりく

む上でも有効な枠組みを提供することが期待される。
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