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圃場整備水田における止水域性トンボの保全と

ミテイゲーション対策に関する基礎的研究
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I 緒言

1 農村生態系と農業農村整備事業

a 農村の生物多様性

!こi本の農村 は水田農業を 111心とした二次的|主[r，誌によ っ

て成りたっ ている。小林ら(1973)による と昆虫やクモな

と♂の節足動物門の制査で 450 抗がli'(1 認されており， 局~Ji

や向とi三知.fI11tZ植物についても多くの生物の存在が隊

認されている。そもそも 稲作の始まり は純文H寺代の後

期lからといわれ.その頃は主に河川の氾i匹以や |主1r!.~iJ日 j也

において籾|作されており守守111(1997)によると水111に生

忠、する生物の多くはそのような環境から水!王|環境に適応

してきた生物である と考えられている 。 その後句 iW~im[技

恥j災地主Lf主T年liJfヲE符1主主 7JC rrr尚!支キIJJ[HHiTi
Zド!ぷ 23年 12月 221:1'乏 J~jI
キーワード トンボ、ミ テ ィゲー ション、附場jhE術事業、 ~L物

IIIJネ γ トワーク、中之111化
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Wiの9EMとともに水EHHfi:fsl(まI必力uし.それに伴って水日一|

に生息するとl物もその生息地を拡大 してゆき.我が回独

制の水凹と|態系を育んで、きたと考えられる。

しかし， 1960介イt以降の出来技術の近代イヒに伴って。

農村の環境は大きく 変わった。l泊江戸斉IJや殺虫剤なととのj覧

~を多J FJ する常民イ本系への変化やトラ クターや IIJ航機‘

コンパイン といった農作業の機械化.農村のま活水準の

!行JJ二やJ是業計二産ブJやと1::ifl~とItの向上を 1=1的に行われる農業

j長村監備事業なとξが.:Ìニな ~ Itl となり j龍一村ーの生物多様tl

は大きく低下した。

b 土地改良事業

①土地改良事業の変遷

ijiJ(，後の食料不足に対処するため.問手[]24 jf ( 1949)に

土地改良法が制定され， )定J血の閲-!liや|三回整理が本格的

に始まっ た。1111平1.136 ir:( 1961 )に農業恭本法がf!J1j定され.

1I(:HI138 i[三(1963 ) には，ほ場捺1~1i事業が創設され それ

まで単独で実施されてきた区間整理 .mtJj水 j長道 .11市
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渠排水などの事業を総合的に笑施されることとなった。

また. BiHIJ 39年(1964)に土地改良法が改正され，食料

治誌を目的とした可i業から，経営規模の拡大や労働生産

性の向上にその 目的がシフトしていった。

昭和 45年(1970)から米の生産過剰により減反政策が

始まか水稲から他の作物への転換が:tfi'奨されるように

なった。その後.食料 自主計ヰ、の急速な低下や農村の過疎・

高齢化といった問題を受け 平成 11年 (1999)に食料・

民業 農村基本法(新基本位、)が制定され.食事iの安定供

給のji'{j:保やj住業の持続的な発展，農村のJ辰興.多面l的機

能の発払F-tlWlifjcの方向性として打ち山された。平成 13

ij"e(2001)には土地改良法が改正され句これまで生産性重

視で農村環境を整備してきた土地改良事業に環境との刑

不11に配慮することが絞務づけられた。

①ほ場整備事業の効果

ほj}jjg.さ1iil!事業ーでは.:i::に.ノj、さく分散した7J(/干lを統合 し

て大13回化にし，形状も{ノ1"来性を考慮して長方)[三また

はブ:iJI手に捻1iiilする (Fig.t) 0 これまで句 30a 区間を 1:~1{ifl 

|三回としてきたが，近年では lha-数 haHHij~の水 111 も

みられるようになってきた。 また直切な水管理!を行 う

ため U ~サー i'Niこやコンクリート 能jギ によ っ て m水路と lJI 水

路を捺1m!し大形機械の搬入がで、きるように農道の拡I1同

と 1iîU~!(をする 。 さらに守多くの氷 111では水稲以外の作物

が栽J:;'!]:できるかLJIHt7}::ITIにするため. lIi主渠排水管を3;全1iili

し.7Jc稲裁可?のみを|当 j'1~ とした掛水路よりも深い排水路

を推併ii して地下 水位を低下させる 。 lI ì'l!tj，JI 水の整備 I=li~{

は「二i一地改良卒業問問設計五ぷ主 計画 11Mきょ初水」に

よると 水|一Hのl血表政官!jj(が1)年間後から 241/'.]間でJiJII付与

されることとされており，このような1主税iiカfされること

を乾l王iイヒと 11干ばれている。

これらの整備をすることで 労働斗: ~r;性や :1:'.1由利m等、

は大|隔に|向上 し，安定的な食i:fft供給や炭一家の所得安定に

大 きく 寄与 している。なお 工I~成 15 ileからほjL73在1iJli事

業は. j[1 い ~Fの数の明力11や農地利m 集績を卒業i*択安件

に力11えた経営体育成基f倒産11Hi中業へと名称を変え，イrlliJ

Fig. I liIll場準備事業

Ficld improvcm巴ntprOlcct 

約 1Tj haのペースで実施されている。

2 農村の生態系保全

a ミティゲーションとは

ミテイゲーションとは 1969年にアメリカの環境アセス

メントのrt'に位世づけられたもので。開発が行われる場

合その行為によって環境に与える負1r:Jをなくす九の行為

である。これには.rl日i陛J.r i最小化J. r代償Jという(長

先)I!i'[f立があり回避できるものは回避 L.できなかったも

のは環境への負術を最小化.または代償することによっ

て環境への負荷をなくすことである(1日'1".1998)。また，

ミティゲーシ ョンには 事業による影響を受ける開発サ

イトに対してr~~t}~緩和措世を施す.オン・サイト・ミテイ

ゲーションと開発サイト以外の場所で環境保全に寄 Ijーす

る行為を行う，オフ・サイト・ミテイゲーションがある。

ミティゲーションのWt!リはノー，ネット-ロスであり fjfl 

jJ~への 1~~.; ~t~i をゼロにすることを 目 的に行う 。 その l~;'; g!t~~ 

を評1il1iする方法として HEP(J-Iabitat Evaluation Procedure) 

があり. 土111E系を ~J' :-I己1:，物のハピタット(土育 ・ ~I:，，@、環境)

としての適否から評価liするもので句 定量 的な生態系声、HilJi

手d~ として最 も Jよく)!-Jいられている o iHマilIí .õf， ä~(之 生 物

f)f[のハビタットの質を HSI(Habitat Suitability Index)とい

う指標をrnいて。 事業前後のIHl発サイト及びミ ティゲー

ションサイトの2誌な:Hlili他 となる HU(H日bitatUnit)を算出

するもので， 事業前やミ テイゲーション対策11点 事業完

了後などの時系列ごとに尖施することで. ~I七企 f態主;系f名ミの E質:及

び2宝:e1，'川附{日句!りi的li制仰側il川川11川li恒他!と 11時I~時侍Lも守剖付j?け川川今サh引仰11悩附l』討削!1司i日11自的1下竹(サjバ白印仰側11耐líiIl併航fH[を定£的に5雨許q干i{侃佃価j市耐liすることが

でで、きる (引1:1:1円中!守 1998) (Fig. 2)。 また， ネット・ロスした

HUとネット ゲインした HUを比較することで. 生態

系fill復が不可能な開発を車業前に|坊ぐ効栄や.数量化す

ることで開発と保全のあり プ?を明確にする効栄があるo

[時示両面み函ヒ1

lHUJ 

《年》
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Fig.2 開発サイトのネ y ト ロスとミテイゲーシ ョンサイト

のネ y ト ゲイン

Net 1055 in dcvclopll1cnt sitC5 and nct gain in ll1itigation SitC5 

b 農村地域におけるミティゲーション

l出場主主liiiバJI業による生物多様性低下については.長谷

川(1992. 1995)によりニホンアカガエルをはじめとする
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~[ω~j-iが/U)/J必~\~1I)ìJにより減少していることがj:刊誌され，

F[ I.\ir~ (1998)もタガメについて /tiJ様のことを出告 している。

また句全|会的な環境への関心の高まりなどを背景に二1-.1血

改良法が改正され 事業の|際には環境との調手11に配慮す

る ことが義務づけられているが.卒業による iト:.n，~系への

t杉寄与を料iffしながら行った事例はほとんどなし、。

/[Ii/J岩I~佐備手業のミテイゲーションは ;rrj }[ 1や水路と

いった流水域の環境で、は 希少種がと1-'虫、する場合などは

rl日|避」や「最小化jといった事例がみられ。 inJ川の一斉1¥を

保全したりしている。また守小河川と農業)Ij水路.水旧

IHJのネァトワーク化などの-fJi例もみられ‘その効果につ

いては政[1夫(2000)や叶:LLiら(2008)によって阪十年されている。

「代11''(Jに相当するものとしては魚道や升桁などのJJX.り

走[[みがされ.その効必については鈴木ら (2004)や高枯ら

(2009)によってその効身Lカf械ヂドされている。また ァ'J(谷

ら(2010)は|山1JEj W.1 11Hi地区における HEPを)IJいたタモロ

コの具体的な斤Hilliを報竹している。j可川なと、の流J'Jd或は

n:!iUI0な主1Iりのため，ネットワーク化しやすく句対象とな

る撚11)1ilui積も小さいことからミテイゲーションについて

検討 しやすいが守 ミテイゲーションのjlk別であるノー・

ネット・ロスを|三IJ行した』;川iijはされていないのが現;1犬で

あるo

一方で、 l卜_J'JdDxといった市l的主lliJに対する環境へのミ

テイゲーションについての事例はほとんどなく。|国l場主主

↑lHi I去に炭村公|却を造成したり - i'~:lj にビオトープを F支出

するといった代償に相当する 行為が僅かに行われてい

るo IIIiI JJjj ~\* jl)iJ ;;;)'[業は私1'(Jff!lJ而とtあ同1'10社会fl!lJiiliがあり守

主I::_m':物の土佐1JIIや LI'_ )mi~( の低iJi~は私的な効果で、あるが.水

利施設や道路などは社会的資本として位争世づけられる。

よって守 号L柴笑施には受右在地j戎の良一家の発意と関係、民家

の 213 の同 ?とi が必~~で 公fj{'の投入にJJIIえてj史家負担も

j:J'うことから。 ミテイゲーションの rl日|避」によって司1

殺をノトするといったことは基本的に|主I~!/í:である 。 また.

事業に よる効採を最大限に発t1l!するため 「最小化jも多

くのili!J約を受け. r代償jをする|僚もオフ・サイト・ミ

テイゲーションは|主1~\Iíーであり オン-サイトにおいて1)]¥

られた官riT'l'tで行うしかない。そのため，流水域に比べて

11-.J'Jd戎のミテイゲーションに対するllY.り主[1みは少なく.

限られたTu同!1で、効与:よく 「代flJ'iJするご「二訟や捻1iili後の水

[{[を j即日した新たなミテイゲーションの考えブJ が必~で

ある。

3 水田農業とトンボについて

a トンボ目(鯖蛤目)の生態について

トンボ 1=[(Odonata)は円 本に 14手1-83 !，計 181樟 14IW極

~Lg、し.棋によって生息場所や土l 息Hも jリlが~I!~. なり，多様

な環境に適J，t、して生息 している。 トンボ 1=[は均姐I1F.I~ト

不均姐IIIi1=[ .ムカシトンボ皿 1::1の3つのグルー プに分類

することができ，均;ffill1i.1=1はiiir盟と後姐の大きさが同じ

グループで イトトンボ科 モノサシトンボ手|¥アオイ

トトンボ利.ヤマイトトンボ科.ハナダカトンボ科 、

ナミカワトンボ利.カワトンボ科 7うfそれに属している。

また，不均JllIIJi1=1はljij;ffiよりも後麹の方が大きく.均;ffi

I11i.目に比べて体つきも大きい極が大く.ムカシヤンマ利句

サナエトンボ科句オニヤンマ利守ヤンマ不|¥エゾトンボ

手| トンボ科がJ，~:'する 。 ムカシトンボ日fi 目 は前後の姐は

liiJじ大きさであるが 不均;ffiIlE1=[の特徴も持ち‘ 三何:紀

とジェラ紀の'1-'111代に栄えたi1"，代トンボと同じ精微を持

つ!日ー界的にも;fYIiな在iftで、あり，ムカシトンボ科ムカシトン

ボの l棋のみが属する O

成虫は麹の発達した"!'}j;から大'11;の飛朔昆虫で.体の

大きさに刻して姐が大きく 大JI';のトンボ種は昆虫の':1:'

でも相当高い飛測力をもっ。また 成虫は肉食性で‘性

的に未熟な 11寺 J~)J (TiíEIヲ[((J!JJ)は水辺を II:/íれて lfd也や樹林，，~，

でJ其食し成~1.\すると水辺に戻って繁M活動を行う T1Tiが

多い。産呼Jiの方法や場所は杭によって災なり. 7Jd1(など

の1i!(物えJlM車内に産み付ける力法や 7J(fifi に 主1~ )i[I:(r.!fをたたき

つけて{(み部とすブJ'{i、などがある (Fig.3)。

卯から卵F化した土JJ!1(は水q-，に'-1てjとl、し 不完全変態(さ

なぎにならずに幼虫から Jj¥::虫へ変態)によって成虫とな

る。越冬形態は多くの離が幼虫で行 うが，アカネトンボ

間(赤トンボのや1'11¥1)等は卵で越冬する。また ι 目見虫と |訂1

t(iに肉食でおIJ !J(の 11千!J及はトン ~J~!IIi. I = 1 では由 !J場気管叫で.

イトトンボll1i.1=1では!毛端にある 311;';1の拡;1犬のJif:叫で行わ

れる。

幼虫(ヤゴ〉

iも
産卵場所や産卵方法は

それぞれの種じよって異なる.

幼虫は 11~13困の

腕肢を経た後、羽化して

成虫となる.

威虫も肉食性で、

おもlこ空中を飛んでいる
小虫在婦らえて食べ:る.

出典 農林水産省 HP、農村地域の水辺の生き物 (一部改変)

Fig.3 トンボ0)ライフ→ナイクル
Lile cycle ol"lh巴dragonfly

b トンボ幼虫の生態について

①幼虫の生息場所

トンボ幼虫の生息JJM9I(j:. iiTj)[ 1や )IJ7J(hl九にとl'息するiJtE

7Jd或タイ プと水1-1-1やため池にと1:.息する 11:.フj(域タイフ。に大
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))IJ できる 。 それらは正にJi比虫の j~i'~~ljJj)j j引によって決めら

れ 1~ 1. ごとに分類すると 流水域の柄物組織内や河川ミの

砂に産卵するカワトンボ科やムカシトンボ科 ムカシヤ

ンマ利守サナエトンボ手卜オニヤンマ手|の幼虫は流水域

にとI:J~:!、する(111本ら， 2009)。また. ァドIJIや休耕 l干1.湿地

やため池といったJi-.水j或にt!:.息する極はイトトンボ手|や

アオイトトンボ利.モノサシトンボ手| ヤンマ科守エゾ

トンボ科 トンボネ|の郁であり主I:EI化の影響を放も受

けるI1Tfであると思われる。

①幼虫の生活様式

幼虫のとI'ifi械式は;J(底にi寄るタイ プと7J(7I"ゃ岩につか

まるタイ プに大目IJできる (石|・J]ら 1988 ) 。 それぞれ ~'{

~jJされる J;)Jj JYr によって呉なり，村i物組織外に産卵された

組の幼虫は水!氏に品、るタイ プで 制物走1 '1織内に ~(~I'J され

た相fのがIJ!.Uはオく.l'f'.などにつかまるタイフ。となる。

水!氏にもぐるタイプはサブエトンボ*'1¥オニヤンマ利守

エゾトンボ手| トンボ科‘ムカシヤンマなどで句純物えつ

れにつかまって主|泊しているタイ プは均趨矧(イトトン

ボやカワトンボのやIljl¥j) ムカシトンボ ヤンマ手!など

である O

①越冬形態

トンボ手|アカネトンボ)尻 (赤 トンボのやIljl¥j)は卵で越冬し

オツネントンボとホソミオツネントンボは成山で越冬す

る。それ以外の多くの杭は幼山で、越冬する。なお，幼虫

のJ!JJ!lU は極によ って414なり オ二ヤンマ1;):2-3.11 ムカ

シトンボは 5~ 7.1rの1111.ヤゴの状態で生息、する (イ11ト|

ら. 1988)。また句 1.11に21IT1II1:代交代するアオモンイ

トトンボは 50~ 261 1:111rJと l刊:代 1=1と21 11: 1'l 1=1で、大き

く見な り。l.1r多間代型(151 二 11りに I U 代が数|旦I ~ I'. まれ変わ

る)のウスパキトンボは 401二11日!と 短い(LL!本ら 2009)。

①ヤゴの移動手段

ヤゴの移動手段として. トンボ科ヤヤンマ利ーなどのイJ

均姐D1i.1=1のヤゴは)]11"Jから水をジニL ツト|吹かjさせて|附向

的に一定距附で移動することができる。また イトトン

ボ手!なととの均姐Illi日は体全体をよじらせてjノ'kぐように水

1.1.1を移動することができる。しかし，これらの移動手段

はまJこ 天敵から逃れる際に用いるものであるため‘ J，I~本

的な移動は歩行によって行われる。そのため 住~Ij され

た水 111から他の水 111 ，または I~I 然記!地やため池などに移

動するのは囚ij¥liである。

C トンボ目の分類

トンボ‘ 1 =1 を ~I 息NkJ9í に注 目 してう上 ~;l'iすると， ま に.1 1フj(

J:D主に ~Iê 忠、する LI :. 7Jd~x性トンボと ì~ê 7Jd或に 主l リ|斗する流7J(j或

tlトンボにブd)1Jされる (Fig.4)0.11二水域性トン 7ドは，低

~Ii.l也 l也;;;?や 1 :1 .1 山 IIU地'li;ーの *111 に と十j乙i、するアカネトンボ以

やシオカラトンボといった杭と， 11.11::J地:lueにと|二息するル

リポシヤンマやオオヤマ トンボといった締に分，j'iでき

る。また iI吋くj攻トンボは， i~êれの j主さによって分布が

見なり それぞれよ流域や1-1.1流域 |汁AU';，Xi，こ泊した杭が

とl-ja し 下流域に ~I'. ，r己、する松の-- n:[j は JIフjd或にも 生息す

る。特に， ヒヌマイトトンボのようなごく 一部の11fiはj穴

水域にも ~I 立が IIJ 能であり.多1!fiな*辺環境に泊した税

がそれぞ'i'L ~1 息している 。

本研究で、は I UJ I場撚1JiIi ~Ji業の影響やそれに対する保全

対策を検討するため JIニ ノ'Jd~x:tl トンボ、の I1 I でも *1-1-1 地，;i?

に生息する約 40fAのトンボ在iを対象に0liil査を行った。

d トンボの保全と生物多様性について

水!日に生息するトン*'mは水111民業の!前史と 共に 長

い11'.)Jをかけて水1-11という Jj)jf9iを生息地としてj白J，I)させ

てきた。 トンボの 0Hi!Jilは I jl~ぶ犯u ともいわれ弘行:を

トンボ目(14科181種14車種)

止水域性トンボ(およそ130種)

[ 畑地 帯l-] 
(およそ40種)

シオ力ラト~ギンヤンマ、アカネト初官民など

流水域性トンボ(およそ60種)

上流域に生息する種
ムカシトンボ、オニヤンマ、ヒガシカワトンボなど

中流域に生息する種
ハゲロトンボ、コオニヤンマ、コヤマトンボなど

下流域に生息する種
ミヤマサナ工、ホンサナ工、シオカラトンボなど

山間地帯に生息

する種
、川
均J
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諸島や一部の地域のみに生息する種

(およそ100種) オガサワライトトンボ、カラフトイトトンボ、リュウ
キュウトゲオトンボなど

Fig， 4 トンヰミ I ~ I のうf知

Classification 01' thc orclcr Oclonata 
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祈念する縁起の良い山としてま1/られており.主訴 「亦と

んぼ」に哀愁を感じるように守我々 日本人にとって朋/1染

み深し叶二き物である。 さらに句与i;:虫を駆除する主主虫とし

て も7、"られており‘ 1::1本の農村にとってなくてはならな

い生 き物である。ーブJで。桐谷(1998)によると 従来

の告止!と必虫のみを管却する総合的有住生物'i'i:JJI' (1 PM) 

か ら.安定した生態系を活用した総合的止物多様tl，管理

(18M)への'1引奥の必要tlを指摘 してお り守 トンボを含め

た多くの生物の保全をすることで持出の大発生 をiflJflilJし

たり . 1.定~~の 1i文ギ'rí iD を減少させることが可能となる 。

また 生物の存在や生息状況によって環境の質や変化

をみる)Ji去を「生物指機jといい守 このために川いられ

る LI 一物を ii~1~'{~I: 物 (折原検) Jという 。土IJ却の1_1-1にはい

ろいろなlXU;:U:::j出比、して土1:-息可能な根もあれば 特定の

環境に怖くあliびついている樟も多くいる。 このような1!T(

の止足、状況を捌べることで、その場所の環境状態を?、1/る

ことがilJ能となるが トンボは生物多J栄性を示す指標~I :

物 としても優れた生物である。そのJlI!/:I:rとして ①環境

の変化に対すると[:1，主ザ(1なな7、"見の集積. ①統制的に変動

がわかるだけのLI:.，i，白、数句 ①棋の同定が符劫で引M1仁し払い

@ーイ|二を通じて採取され モニタリング刑法 し易い ⑤ 

一主l.i!Jを i邑じて肉食であるといったことが学げられる。

これらのことから‘ より多くのトンボ離 を保全すること

は. 生物多様性の伺似• J.えび官民J: においても 1Tt~ーであ

るといえる。

e トンボの減少と保全について

1991イ!に公ま されたレッドデータブック(深坑符)に

よると トンボは絶滅危似杭に 2航可希少磁に 39杭 が

記 紋されたが‘ 200011ーにその見直 しが行われ。絶j減成危

'1丸右磁f(H類頚/，に1ここ 10.f栢耳草lR.仁示，:(包(色2訂υ;，ルIf点lνf危f立台Lと叶J悦|

f杭l市Fに lは8磁 となつている。その他にも U日ーやTli/IITlJでの絶

滅危'lJ q~fi や天然記念物に指定されている航も多い(ハッ

チ ョウトンボは'{;;;LLi Ui1， 京都!向、栃木県司令者!;lti:IJ'ib"~~.の ヲ\

然記念物)。 絶滅f1i'IH極などに桁7じされた棋の多くは.

元 々 |決 られた地J攻のみに~I: 息する希少在f( と呼ばれるタイ

プであるカf.441にj丘千1:.lf[JJillとなっているのは アキアカ

ネやナツアカネ イトトンボ ギンヤンマなとツ'J(IFINiJり

に当たり 前のようにいた引:;;ffi程と|呼ばれるタイプがJ欣少

してきていることである。

新井(1996)や上 1-1-1(1998)は近代化された民法の変化や

削場日;毛布市主Ji業による水|干|の乾燥化がトンボの減少を招い

ていると J制f~j している 。 特に J~ 111 (2008)によるとアキ

アカネが近年急激に減少しつつあると5i/!.告 しており，そ

の原因 として切干11I符ヰ子ら(2009)はいもち病やイネミズ

ゾウムシなどの符山を防|徐する 育 il'i箱施 nJ の J1t~~ とし

て守近王1::.-多用されているフイプロニル系農楽によって激

j成していると 非日告 している 。 また Kadoyaら(2009)は

過去の1fill件、数やと|二 息地の減少年.とle存不などから絶滅リ

スクをtH;1illiする佃イ本ltl存あ1じ可能七jjj'1汗(PVA: Population 

Viability Analysis)を行い. トンボの1-/1でも I/]J(j]kかっ広範

凶に生息するU!が最 も絶滅のリスクがI"':jいと指摘してい

る 。 これは水 IJI 地71日;に ~1: ，1~、するトンボ砲のことを指しこ

れらの種を対象としたミティゲーションが行われないと

絶滅へと 向かう可能性が日いことが示 された。

4 研究の構成と目的

a 圃場整備事業における止水域環境のミティゲー

ンョン

|相場捻1liH司 i 業は|実町佐官iiJや /Fì~:JJ;さり|水佐官iiJ 及びそれに

付I:jfjしたJ永い排水路捻↑liiJなどを イ小的に行 う(Fig.5.6 

7) 0 Ifti/ JJJj ~;~ 1iiiJ 4:J i 当主が*1 -1 - 1 を .::t な 主1 : .由、 jが9r とする 11-_ 7J(i或↑.~/，

のトンボJこ与える l~~; ~!W は 司i業の実施そのものによる さ1::

忠、主11¥jの似iま;や 11:.7Jdn主ffl境のネットワークの分断 司1業

後の!i引王|化のi並行などがあげられる。そのため 車業の

);~.~ ~!i:~ を効県 I'I<JIこ緩和. Wi?i'iするにはミティゲーションの

考え方 を取り入れた似合対策が必wーとなる o

そこで¥ ミテイゲーションにおける illil避Jに相当する

ものとしては ー音日の出地環境を似全することが想定さ

れる 。 特に絶滅危悦種の~I: 止Ij也やllT(の1MiiilJ;l となるホッ

ト・スポ y 卜のような J;jj所は"，'，éj:fliiJの 'lJ;.;~!}~ を号けない よ う

に保全する必裂がある o また句「最小化」に相当するも

のとしては‘ さ1:.態系への i~!1¥:Jの少ない:uよな どを11¥1.り入

れるといったことが廷17じされる 。「代W'iJに相 当するも

のとしては守 ピオ卜ー プの絵備やネットワー クイヒ.J~U:l~ 

に俊しい件j足技術があり.近年は!日;一地 * . JJim~保全仲l

止対策を契機に各地で取り k:↓lみが行われてき ている。

b 研究の構成と目的

本iiJf究で、は /8: ~lii~主主[!や句 11官 tJlfJ/ :水推1iJli をイw-う |副 JJ)j推付Ii

Fig.里 IR国i~i，冬 1iiUによる表-'-.1放し、 Tit Fig.6 1ft，犯tJI水虫干世間 Fig.7 訓7J(h'i'd;与問i

Topsoil handling mcthod by ficld divisiol1 improvcmcnt Subsurfacc drainagc il11lラrOVCl11cnt 01ζlInagc ch日nnclimprovcmcnt 
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11~J.及び1;えやììi 後の乾!王l化の影響を調べるため句 トンボ幼

虫(ヤゴ)の乾燥に対する能力や乾FFI状態で、の生息状況に

ついて調査する (Fig.8)。 また， J上水JflX環境のネットワー

ク分断の彩智iについて 積の供給源となるトンボ成虫の

移動h'1:imltを剖べることで明らかにし|面1J})j ~訓話事業が I1

水域性トンボの生息に与える影響について把揮する。な

お.これらの調査結果はミテイゲーションにおける rl可
避J. I最小化」においても 主要な夕、11見となる。 また I;，J 

維に代償ミテイゲーションに有効な手段とされる*IIJの

ビオトー プキ1J川といった水凹のf首J1V ブJ}l~や環境に配慮し

た営農技術の効果をトンボの生息状況淵査から枚目11し.

すると共に。過去の知凡なども 市川 した効来的なミテイ

ゲーションミF法を提案することを 1:11'1りとした。

5 既往の研究

a トンボの生活環

トンボの越冬形態は，アカネトンボ以 (赤トンボの仲間)

では卵.オツネントンボといったごく 一部の磁は成1;で、

あるが，多くの積は幼虫(ヤゴ)で越冬する o土旧 ら(1998)

によると守繁>'11'[11引!JJや回数といったとと市環(ライフサイク

ル)によって分類でき 訴から夏に羽化をする蒜松 (Sp)

夏に羽化-産卵をする夏税(SM) 秋に産卵をするI火種

(AT)‘ また主|ニに数|訂I-W代交代する多化住|極 (ov)。 さら

にオツネントン ボのような成虫越冬続(WT)の 5つ に大

日IJすることがで きる(Fig.9)。 なお句本研究では，水111

IlI!I Jj)j ~在怖をした水|王|における効果的なトンボ保全技術を

検討する。i長終(1ワにこれらのおi(栄を凶IJ:l日;HiiiH寺における

ミテイゲーション導入に[bJけた基礎的な知見として集結

2章ヤゴの耐乾燥能力.
論文!1)水田の乾燥化がトンボの生息
環境に与える影響とその対策雄土誌
(2005) 

置墨璽
-ヤゴの耐乾燥能力を調査し、区画整備や暗渠
排水整備による図面の乾燥化の影響を検討

唱 ~jJ.予言11~i1ijõf可 i

-トンボの移動能力から事業によ

るネットワーク分断の影響と事業

後の再ネットワ ク化を検討

迫文Zアジアイトトンボの移動距離の
測定農土論集(2日02)

詩文 3コンビュー告ーシミュレーション
によるトンボの移動距離の推定法の開
発段土論集(2口02)

-農地のビオト プ利用の効果や、 著書(共著)水田水域に生息するトンボ
トンボの多様性を高める水田の管類の生態1 水田生態工学入門(2007)

理方法について検討

::r;，I伝霊雪~ t 諸文 4，"i矧湛水水田によるトンボの
保全効果農土論集(2002)

臨輔繭 -環境保全型農法として普及している冬期湛水

水田のトンボ保全効果について検証

Fig.8 fiJf究のtllj成

Composition of thc rcscarch 

夏 秋

夏種 SM(夏に羽化する)

キイトトンボ、ハラビ口トンボetc

秋種 AT(秋に産卵する)

アキアカネ等のアカネトンボ属

|多化性種 DV(年!こ2世代出現)I 
アオモンイトトンボ、シオカラトンボ、
ギンヤンマetc

成虫越冬種 WT

オツネントンボ、ホソミオツネントンボ、
ホソミイトトンボの3種のみ

成虫

Fig.9 トンボの仕活環 (ライフサイクルパタ←ン)

LiI'c cyc1c oCthc dragonily (1ilC cyc1c pattcl日)

成虫

成虫



ずI杉弘介 |首iJEj低利'1 7J( 1'11 における I1 水域tl トンボの保全とミテイゲーション対 ~iに|刻する基礎的問先

l也 ';;7 に生息する 11二水j攻↑~Iô トンボ (約 40 磁) の似全対策に

ついて こられの生活環 をnJいながら検討を行 う。

b トンボ幼虫の乾燥と低温に対する耐性について

一般的にトンボ幼虫は乾燥ヤ来さに弱いとされる。乾

燥ペサ1;(さの迎!之、能力については.新井(1986)の報告によ

ると。アキアカネは産卵直後は乾燥に弱いが，産卵後

20日程度経過すると乾燥の抵抗力がつく 。その他のア

カ ネトンボ属については.乾 III:I :J\ l~ においてもアキアカ

ネやナツアカネ. ミヤマアカネ.マユタテアカネといっ

た視の羽化を硲認している。卯越冬する磁以外のま11見と

して、冬i場必に水而而lのなくなるj温混E毘:地においてハラビロトン

ポやルリボシヤンマキイトトン 7ボlドtカf訂汁1)

モ一 トンイトトンボやアジジ、アイ卜トンボ.オオイトトン

ボ.クロスジギンヤンマも水面復活後に採Jlxされたとい

う '~~II告がある(新井 . 1983)。 これら1'1T(は:1.1'1-'にi祥ること

ができないタイ プのため 柑(物の枯れ材、の"11やJ:ltfj'(した

孫ちALの中にifiミんで、いた。

また， 同様に冬場に二I:Jーがるi民地環境において， クロ

スジキ、ンヤンマやショウジョウトンボ。 ヨツボシトンボ

が乾燥と低iMd]{Jj;( IEIとみられる死イ本を係認しており。水

市!の|刊誌i後もクロスジギンヤンマ，ギンヤンマ ルリポ

シヤンマ，ショウジョウトンボ ヨツボシトンボ キイ

トトンボ，シオカラトンボの~I一 息は州認されなくなった。

ー);で.地j!;iJれするぐらいに乾払tしでもハラビロトンボ

のがJ出の ~I :.t!、が1m:認された U'Jí' :J:1\1984) 。

しかし. これらの'出告は記1地におけるもので。 1主!??jij民

地は昨日ijやllli-F 水によって元 々 ;111~iWJ環境になりやすく

人一I ~的に乾燥させた i:iL: III とは状ìJt'.が呉なる 。 また 乾1:1ー|

卜における 7Eil 的なデータやこ|二 jj~*分と 生 ，忠白、， :IJ犬(ì況兄につい

ての知;比Lはこれまでで、になく 水川のと引ι生トh一物多』依Ji('刈ι性l

るためにlはま乾i仏4栄tに5正明IJルしい、主綿官における?女匁知、J川11見カが{1主8主弘攻i日:一となる。

C トンボ成虫の移動距離

トンボの移動距離についてはすでに経つかの~'H{il.fがあ

る。守|ー|ー|ら(1990)は 特定の繁対[J山からトンボがどれく

らい断れた所まで飛来しているかを制べることで¥オオ

イ トトンボ.アジアイトトン ;-J~- について 1.2 ~ 1.3km. 

ショウジョウトンボについて1.0~ I.lkmを.それぞれ

の移動的~~ mlí~ と:jfíj;E:'した 。 しかしこ iL らは:jfi 定fitTであり

トンボが的実に繁殖地から移動していることのtl1EIY'Jには

なっていなし、。

また アキアカネは羽化してから七1'.nlG熟するまで、に大

移動をすることが. IIII-I-' (1983)や馬j劾(1986)の1栄識利引Ii

3lli法によって明らかになっており.雌夏;の阜iは山rHJ1也に

移動し 産卵期の秋口になると水111地刊に戻ってくる。

他にも襟識TJ):jilij主j去をj日いた1日f宛としては.IJWI (1997) 

に よるアカネトンボ以の l 卜|の 11~1;nhllïmH についてτf しい

調査がある。

d 農作業がトンボに与える影響

①農法と生物多様性の関係

日本独 1'1 の水凹 ~I-，態系(二次 !'IS 11然)はI23作業による人

7 

為的tit乱 (羽i起や水のi'I'，し入れ，施JJ巴による JJ巴沃化，キf(

!fょ防|氏冬J!Jjの休羽|ーなど)が一定の純|剖で長年にわたり

持続的行われたことで形成された。これらの止物にとっ

て.過度の乾IIIや除草剤l 殺iii 殺虫剤の多mなどを行

う近代民法は撹乱校!立が大 きく多様!主を低 I~ させてしま

う(Fig.l0)。ーブJで守撹乱程度がほとんどない耕作放棄

水111では肥沃度が低 Fし乾燥化や純生;!J1'移が進んで、し

まうことで、同様に多様伎が低.卜する。 しかし 伝統i英語;

への回帰は現実的に不可能であり.桐谷(1998)はj史認Jに

頼らない総合的有毛子生物符flJl.(IPM) さらには害虫告 JJj!

と生物多様性を包括した総合的~I ~物多様性信日 (18M)

を提唱 してる。また.~I:.物多十~ídJ .III家 ij災 111作 (2010句l)ft境省)

においても.~I 物多様性をより w 視した成業生産として。

有機農業をはじめとした環境保全出jJ4業を推進すること

カf必、投ーとしている。

l旺に普及している代表的な環J克保全国農業としては‘

アイガモ農法や冬!!JJ世水水|日といった技術がる O アイカ

モj長柱、については， 木村ら (1999)によるアイガモによる

Ij~~ lyl 効果は市いが， トンボの糾となるユスリカはアイ

ガモの捕食により少なく句 tfi以としてトンボも少なかった。

また 手riJ;:rら(2001)によると冬期湛氷水ITIの笑施によって

ガン類やハクチョウなどの水鳥の保全効果や 水鳥によ

る除草 -施JJ巴効採があることが~~~Ii+1;_されているが. 主1:.物

多本Jitl:に」子会えるili先手。特にトンボの保全効県については

未知|の部分が多い。

伝統農法

多 l耕作放棄

様

度

近代農法

、l 
J
 

適度

撹乱程度

大

I I.\ ~I! 民林水産省民業環境技術研究所 (1998)
Fig.IO 足利 J也における枕，~L と f:ili多H伯ーの関係

Rclationship bctwccn crop land disturbancc and spccics divcrsity 

①農薬がトンボの生息状況に与える影響

1950年代から多JFJされた BHC. DDT (1970 {I:.代には

f1!mが禁 止 ) を代表 とする有機j~\~~;?';系民誌によって水III

主1:. 1L.~系は大きな打撃を受けた。 また. jJ~内ら (1978)によ

ると 有機リン系殺虫剤がシオカラトンボ ギンヤンマへ

強い干l):tloを示すことが21十i竹ーされている。石 EEIら(1992)

はキイ卜トンボ.クロイトトンボ.モノサシトンボ.ア

オイトトンボ句オニヤンマ.タカネトンボ守マユタテア

カネ‘チョウトンボの 8高1のヤゴが除草剤 殺llf;i斉IJ 殺

虫剤による致死与fを刑ベ，除草剤ではクロイトトンボ.
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アオイトトンボの感受性が山 <.ó殺1~，i斉IJではすべての続

で向い感受性はみられず.殺虫剤ではキl機リン系殺山

斉IJMEP ii見 I~ 40 % (n'~j i，~'I ~I :スミチオン水干1'1斉IJ40)によっ

て会ての税は全滅しカーパメイト系殺虫剤 NAC濃度

50% (商品名 ミクロデナポン)も1，什1iiに全ての離に対し

てJI"IJい致死ミネfを示 したが， カーパメイト系殺虫剤カル

タッ プ濃度 50%(前jil!?I名 ノマダン水干11斉1])ではアオイ卜

トンボ句オニヤンマ マユタ テアカネが高い致死率を示

した。

近年は号化|の低い良一楽になっているが 性i}}肉食であ

るトンボ~Jiは告 虫の減少が餌資ìWの;)，主少に繋がることか

らi[.'il体数を減少させる1比一|大|になっていると巴われる。44

に近.11では いもち病やイネミズゾウムシなどの存虫を

|坊除する 7そr l'i' i泊施)lJ の JP~ :lt1S として 多)I.Jされているフイ

プロニル系民柴はアキアカネの11自|休数を激減させるとの

:11什17がある(ネ111古宇ら守 2009)。

①農作業(耕起・代かき)がトンボの生息状況に与える

影響

不初i起や;1W:イtかき栽i去は代かきによる湖水をukU'1しな

いことからJJ;'lJ克に負荷を与えない栽:ljげJi1、としてu:I'1さ

れており;9.~f~i りjL の琵琶iiljIJ Ji!~辺や秋|一 1. 1 U日ーの八n!\肉 }~J 辺で、

品川副作Jに行われているが。 表二1の抑可しを相[Jえることから

ヤゴの保全にも街ljーすると考えられる。ネ111下(字ら(2006)

によると.方、刺起す友j::i!，:と;!!!什にかき詩文明を行う水1:1:1におい

てアカネトンボ}，1'iの3J5J化先立祢l査を行い.不jJj:j包級生iiでは

通'jilの松崎ブnl、に比べて'::J.:.にノシメトンボが多く羽化

し ，1!!けにかき Jx:t;¥ではノシメトンボ アキアカネ。ナツ

アカネが多く羽化するとの報告がある。

E 圃場面の乾燥化がトンボ幼虫の生息に与える

影響

1 水田の乾由化とトンボの生態

a 乾固化の影響について

j長村に ~I ー .I~、する :;J~ ~ I'.動物の多くは水旧を ~O)I'J や幼虫・

ffff(l，の成育 採矧坊fYI"としており‘ ー|略的または一生の

主|…I~U!)j)好となっている 。 トンボ 目 のガ1).0; は水1.1-'でと1'..Id、し.

成出になると|注」 でι~.I~、する 。 成虫では大きい 4 枚の羽

で移動できることから句 ~I' 心、する:g，~~lWが忠化しでも移動

することは容易いが。幼虫は移動するための=r-mをほと

んど持 っていないことから生息窃~:iJ~が;止、化した|際の郎~IH

年段がなし、。

|国|坊主えやiiniijの水|干|の多くはiJrr¥J山もしくはご川12地状態で、

あったが，日担保)1.1ー!の表二[扱い工法による表.:1ーのJit乱.及

び:'~~~jiU後は大型化した j足業機械の走行 や川 ):111 輪J失を可能

とする捻備によってi引:1:1化され ~ lìflt;PXJ!lj の こUJ(lj(分は

材えめて低くな っている (Fig，11)。また 水土1'.動物の生息

に欠くことカfできないJl'j水の1[Kオ()lJJI~\jはァj( 手リ1'Ytlによって

定められており、河川法他行j..j，iiijから利ハーiしている農業

川水については慣行水利権と称し. )~;:け1-1 .'1をすれば通年

Fig，11 乾11Hヒした水仕I(茨城県つくばTIJ)
Oricd ou¥ paddics (Tsukuba， lbaraki Prcfcc¥urc) 

のll'x:水が司能となるが。それ以外は尚一甘r*利権と称し.

*fmのiWlir!出!Jjのみの11l(lJ(しか尚一IlJがされていない。なお.

これまで'11;t行水利権であった地|メーにおいても ifW蹴施設

の改修司;に十l'ってffiPTJ水利根に変則されることも多くあ

り‘ほとんどの水11:1Jl1l ;i ;iーでは ~ lii'ii ; i'~)!JJ は lrK水できない市

可水手Ijift:になっている。これらのことがー|本!となって切

水生動物の生息、J也が激減し j刻、、l地刊の生物多様IJ.は大

きく{氏!、していると忠われる。

本liJr究で、は守!;引Flftした|僚のトン 7ド幼虫のさ1'..1，と1，;1犬iJLを

定量 的に削有することで乾日|の影響をJ山起するととも

に，そのトンボ幼山の!;引オ|化に対する能力をお'i1fするこ

とによって. 舵 11 . 1 イヒに対ーする 1~~五，: }]ì止を考祭する 。

b 圃場整備事業による表土扱い工法

lilïl!劾 ~\予備による iメ: nl什;主主1'.は守 去二|扱い Tì1、によって地

ブJの向い1'1:ニトー(表ーけと|ご問の心ニ|二を|メ1リして扱うのが一

般的である o フfq;干)1ラでソトさい|ヌnlliを30a以J'の|豆町にJ仏

大 捻11三するには.数主任の水1:1:1の統合や |メ l!!iiのレイア

ウトを変える必裂がある 。 その I~~'~ .表ニトーをはぎll¥i.って句

心こ|二によってilliこ|・ 2民地をしないと地力のムラがとl'じた

り，心jーがft!~nll して j:}ló/J(不良 を起こしてしまう 。 そのた

め， 去二|ーは心 l'ーによる辺二1 12地のII¥J.仮i世き J:J)jに山和

みにされ 捻地が終わってから水111にj之される。

また.T-l:Jiは農家の伝jjtへの影響を最小限にするため，

水稲収穫後の炭 I~~JJ!lJに行われることから 表:1に多くの

トンボ研一のlJlJゃ幼虫がとI:，l，与する;1犬fEで 経1JiIiIl~J:の 1{~ if; L と

{反 i泣きlI~iの乾J:W<の ij;;.q~:Æ を受ける 。

C 暗渠排水整備による乾固化

①暗渠排水の目的

II ;J，: ~排水は地表残WI*及び過剰な .::Ljffi~ll:r の主力水を排

除することを 目的に施工される。近年 f/!~:~:が高まって

いる汎m化水 111 では。i/!~作 i時の ilò~i!1: を|功ぐために不可 欠

な施設となっている 。 また.*稲栽:t;\， II~ÿ.は脊先の羽|逆作

業やI1又穫riIjの熱水の|者三迅速なj:)1水により地|耐力を向上

させ。 大li;"機械の搬入を可能とするo

lI?i iJ，Ü)ló水に依存すべき過剰/J(の jJI 徐に~する 1 =1 i!~:同問

としては 水稲イ午のjJ)j合 機械の25L人や適正な水?否定[!の

ため、 1-21:1以内としなければならないとされている(民

水省. 2000 ) 。 また i l!i~作の j必合には 1 1:1以内の捌|徐を
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原則としている。百I'li.!!jll詰渠捌水訟の37.定にあたっては計

画基準雨量を 1/10年時半の 411奇|間雨量と し これに|情

渠耕水依存率を来じた置を 4 11~'l lij でtJI水することを目標

としている。一般的には水稲作付水町では 20-301111l1/d 

転作111では 30-50 I11ll1/dの|暗渠排水民となるよう に計

画 される。

②暗渠排水の構造

H品渠tJi'Jj(は1I~(: t尉怖を扱1 :11 1) し i~li 自1) した i'lli に IJ及水省と矧!

水~~を担設し 作ゴ となるこ|棋を担I!め戻す(Fig.12)0 1吸

水告は地下 70cm(一般的に.f情J渠の長き 100111の場合

lょifrU1M-60cl11 下流fiilti-80cll1 勾配 1/500)に主f1.設されー

その 1.:.;'¥'11に管，;1;11-こ土砂が入らないようにフィルタの役割

をよr~たすためのモミカラなとぞのiíj!i7](材を充j!~する 。 また

宣車亘

作土居

耕盤居

吸水管

疎水材

心土層

土地理良事業計画基準 計画 暗きょH~*
(農水省、2側 )から掠粋

Fig.12 百U:lt-JI水の断前l
Cross-scclioll 01' SlIbSllrfacc drainagc 

I !及水詰:の問 1;'百は 7.5 111 を 下 m~ イ'I~ としおおむ-ね 1 0m 川隔

で施:Lされるよとが多く 問辺 30mX長:ill100mの 30a

医FlJjfil!1坊では.長;Ill方向に 3-4本のIIjt渠排水管が肱ユ

されることとなる (Fig.13)。

③地耐力

地雨l力 とは農業機械が削械を走行する|踏の地?iZが支え

るζ とができる力のことで 11音渠tJI'7j(を利Jl'JしてJ也下水

i立を低下させることで.地耐プjは向」ょする。労働止産七|

ぞ作物のi盛期通作を考位すると .降mなどの後は速やか

にlu11場にトラクタ ーなとに よる佐械作業が可能となるこ

とが謀ましい。必要とされる地耐力の H安 としては ト

ラクター ( ゴムヰ!:!I~ù ) で 0 .39N/Ill I11~ 1-:)、よ I コンノ¥インで 0.29

/l11m"以」・ーが必要とされている (Table1)。

Fig. 13 H高!副I1ノ，]，の胞工状川

In日tnllalioll01' sHbsHrlacc clrainagc 

Tah!e 1 j足4信機似の走行七iとコーン桁数とのい¥l係

RclationぉhipbC1WCCll drivabililY 01' t~lfIn machincry and conc i ndc~ 

走行性判定
トラクタ (耕転) コンバイン(収穫)

ゴム車輪 ガ ドル装着 セミクローラ

走行容易 0.39以上 0.29以上 0.29以上

走行やや難 0.29-0.39 0.20-0.29 0.20-0.29 

走行難 0.20-0.29 0.10-0.20 0.10-0.20 

走行不能 0.20以下 0.10以下 0.10以下

(単位 N/mm2
)

土地改良事業計画誌十基準計画ほ場盟諸(水田)(農水省、 2脚)から抜粋

2 水田内におけるヤゴの生息状況

a 調査地及び調査方法

①調査地

茨城県つくばTliにある (独)炭業 食hillI;業技術総合

liJI究機flljJ長村 T:学liJI:先所内でピオトー プとしてやJJlJして

いる 2~i!;の水 111 を JIJいて。それぞれ通年世水'1'\'fJF と冬JrjJ

?符水省略!を行った(Fig.14)。通年潜水ほ場は造成11も(2000

if 4月)に一部地主1:の移析を行 ったが 冬期務水ほ場は

(/然選移とした (Fig.15 ) 。 冬J!)1治水ほ j劾の ii\~ 水 N)IIi1は

4月 トイりか ら 10! LI : 句である 。 r<1 1î ほ ji;ーの ゴ :.Ji~ は llH(li こi二

であり コンクリート 監でjlLj方 を1)11み かつキJI氏(深さ

2m)で水街性が時1i:され。水中のと1:物lIiJの移動はない。

また 各々で独 自 の*.:ì~ì:JlI ! を行 うことができる 。 なお。

50 50m 
ぐ 以

μ
l
l
i~、

b'力旬

場

中

園

月

レ
R
H
5

落

は
間

期

目

冬

制
甚

50 

〈
vvrrl 

〉
ノト

IC 

マ1

，. 

1 ( 

レ
~水口 ・水尻

10月上旬

・コンクリー卜畦畔のため

独立した水管理が可能 〈

.樋生は自然遷移

Fig.14 訓'i'tliIi/JJ)jの概要と:i'id'j!ブul、
Olltlinc 01' survcycd ficids and I11cthod of' l11anagcl11cnl 
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ìþ!jJ(II~/の水深は問ほJ必共に 10c111 fi'J.~ーとした。

①調査方法

商lu1i'は各i担|場において 50X 50cI11のコドラート(木村し)

を 10地点設定 し その仁l:rのヤゴを 21111111二!の手綱で採取

しアルコールにir!L浸した後に同?じを行った (Fig.16)。

コドラートの設iiii泊所は毎前H仁で51t;なり !国jJ:Jjj内を 5等

分した 10111X 50111の範凶でランダムに 2地点を J!iliび

合計 10回行った。また 冬J!)J落水liJll場における務水HJJ

聞はコドラートを 5地点目支?じし句 その rl - I のゴ J:jJ~を ま!苦か

らグライ!説カ，I'L'Iるまでのjltさ約 10cI11分をサンプリング

し 士r-Jlにいるヤゴを採11Yした (Fig.17)。耐訟は 2002

11ミ6}-J ~ 03 {Io 6月まで月 11日I(全 13IIII)の剖合で行った。

今|π!制査方法としてJlJいたコドラー卜語、とは。ある-Yl:

iui舶の枠をrJ-Jいて 枠内の生物をJ宋11Yして号先i7j的に ji川

査する ブj訟で、ある 。::Ì'に j氏 ~I:~I二物や水主I' fも且!などの ;制査

にJFJいられ.枠のI:.きさはflllufi'対象にLL;じて変化する。

b 調査結果

:iill1f-it;I;;;)えしたほj坊ではイトトンボ科 4柾 シオカラト

ンボ ショウジョウトンボ ギンヤンマ幼山の越冬が隊

認 された。ゴloi在ill!tJ!JJとなる 10月以降の似体数はアオモ

ンイトトンボで減少傾向となったが.それ以外のH(は大

きな変動はなかった。 また. 01J越冬するアキアカネも

卵F化後の 5月以降に幼虫で採取された (Table2)。ーブJ.

冬Jl月決;;)(ほjLJは務水liijに5滋のヤゴを1治市立したが 孫水

後はイトトンボ利やギンヤンマ土))!i(はf*llYできなくなっ

た。特にギンヤンマ幼虫は山口11に工l-il61らび、た状態て、死ん

でいるのを尚三認することができた (Fig.18)。また守 シオ

カラトンボ幼虫は↑|古|体数がI成少したがijJ!;J(していなくて

も生息していることをfi'{Uf{!.した (Tablc3)。

アオモンイトトンボなど水111にと1:息するイトトンボや

シオカラトンボは l年に 21":代11'1乃1する DVぽ((Fig.9)

であり. 木;1I，~査 j血においてもそれぞれ 5~6 月 と 8 - 9

月に;nイヒを始、めていたo J白il二品jJ(ほJt)jで、はヤコカ'--:f!'-II'

採11Yされていることかち2-IH代とも繁殖していると思わ

れる。--)j. 冬期決水ほ j~Jj では 6 ) Jから裕水する 10)J 

まで採取されていることから 第2-J11代は繁射している

とjよけつれる。
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Fig.15 ilIhJJ""[ilil.l易の状iJ[
Statc of slIrvcycd fic1c1s 

Fig.16 コドラ トj去による制fi'状iJC
Statc 01' slIrvcy lIsing thc C]lIac1ratc Il1cthoc1 

Fig.17 冬!日Ji持水[iJ)[J坊の関空t状川 (孫水l昨)

Statc 01'叩rvcyon wintcr ponc1ing t-ic1c1s (whcn ponding) 

Fig.18 吃 EH;[)(íL~におけるギンヤンマ幼虫のir'i;{

日'ithcrcc1Anax parthcnopc j1l1ills 1arvac in a c1ry pac1c1y statc 

Tablc 2 邑'l-ifrli7JOJ([Uにおけるヤコーの/.[:-止I、;[JWc
Living conc1itions of dragonfty 1arvac in pCrInancnt1y ftoodcd paddics 

2002 2003 

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月:1月 2月 3月 4月 5月 6月

アジアイトトンボ よ'schnuraasiatica DV 1.2 0.4 ; 0.4 0.4 1.6 0.4 

アオモンイトトンボ lschnura senega/ensis DV 13.2 12.0 20.830.0 57.6 17.2 20.8: 8.0 11.2 8.4 14.0 8.8 8.4 

キイトトンボ Ceriagc口'onme/anurum SM 0.8 0.8 2.8 0.8 ; 0.4 1.6 2.8 

オオイトトンボ Cercion siebold，i DV 0.4 1.6 2.4 1.6 : 0.4 0.8 

イトトンボ科S.p Coenagrion立おeMunz s.p 5.2 2.4 6.8 14.0 32.0 1.2 1.6: 1.6 2.0 1.2 0.4 0.8 

アキアカネ Sympetrum斤equens AT 02 0.2 

シオカラトンボ Orthetrum a/bisty/um speciosum DV 4.4 15.2 2.4 1.6 2.4: 2.4 4.0 2.8 8.4 7.6 3.6 

ショウジョウトンボ Crocothemis servilia mariannae DV 1.6 1.2 0.4 0.4 

ギンヤンマ Anax partheηopeju/ius DV 4.4 15.2 2.4 1.6 2.4; 2.4 4.0 2.8 8.4 7.6 3.6 

'*イトトンボ科S.pは採取の際に尾怨が損傷し、科までの同定 空欄は採取数ゼロ (個体数/rrO



:{li杉弘介 liJilJ勢整備水旧における 11水被tlトンボの保全とミ ティゲーション対策に|弘jするJL階的研究 11 

Tablc 3 冬期治水水l.:flにおけるヤゴの生息状況
Li、'ingcondilions or dragonfly 1，lrv<Ic in willlCr poncling paddics 

生活環

アジアイトトンポ Ischnura asiaticD DV 

アオモンイトトンボ Ischnur習 senecalensis DV 

キイトトンボ Ceriagnon mel8nurum SM 

オオイトトンボ Cercion siebokfu' DV 

イトトンボ科S.p Coenagrionidae Munz s.p. 

ノシメトンボ Sympetrum infuscatum AT 

アキアカネ Sympetrvm fトe明Jens AT 

ナツアカネ Sympetrum darwinianum AT 

シオカラトンボ Orthetrum albistylum speciosum DV 

ショウジョウトンボ Crocothemls st!rvllia manannae DV 

ギンヤンマ Anax parlhenope julius DV 

※イトトンボ科S.pは採取の際に尾鰐が損傷し、科までの同定

3 ヤゴの耐乾燥・低温能力試験

a はじめに

トンボ幼山はjこの'1'に品、ることができる析とできない

脱がいたり 滑れる却でも体l之のl車さ休毛のキ{，JI!f，などに

よってij吃燥や来さに対する能力が1/iSなると考えられる。

帆 に生物多J五tl の ~:H 判をする l二で、1fn虫となるのは句乾燥

司コ京さ l二日日し、訴のi旬、!性能力である。そこで jjIJ述のJJL地

~M1千仁や過去 のま11比から乾燥や来さに正jいと思われるイト

トンボ手|アオモンイ卜トンボ.x);l.Uについて耐iIi耐Ij出Ij:J

f江iliU川{古j~ :JJ を1キ術村'i予i1iげkした。

b 試験方法

W}外 ~jt験では ワグネルポット (115000 ~:-) を JFJ いて‘

①'ii ~に水深を示fí:持した ip~水状態て、科:JJI! (泌水'i'i:J=j!).①泌

ぶしていないが'市にjll日j'.[J状態で、活古I!(ò[~ìl!，\J'ìま王10. ①;N，~ìll'J

状態から徐々に 1'1然乾燥させた状態(乾燥'i;i'J:JIDの3つの

官主l'をわ二う 'i.'i:JJIIIズをJl-J:'むしt:.o また ワグネルポット内

のjatさ30cI11に砂質二1.. :[1中Ili.::L.. WJ京ロームJ:.をそれぞ

れ入れて 3つの 1壌区を設定した。なお. in7]('iニi:Jj!は

砂質二tのみで行った (Fig.19句Table4)。

試験は。 手名干ポ y ト内にアオモンイトトンボ土幻幼JJ~虫i良(を各|灰烹

に l口2Il阿j叫RずつJ投支入し その後のi止i七~~J息三1.、状I況兄を:訓!同司査した。ま

た F問I:jなと、カがfノ人¥り i込斗まないようにアクリル製の}];子t1イ相恨1央4をイ付付サ寸一

け 4各4:試詰式t験|伊医え夫一の地型表4jH泊j品品t乱u度立及び、こゴi

を i治iI品&I~主立it: センサ一 ;及伎びび、 TDR 二1:)1~水分~ Iーにより 30 うj'II.\jI:i日で

辿統計iJllJした。なお守千ヰホ'ット|付のヤゴが死滅した場合

は1.1'I.LIJ:¥: iii}! I主計による地表前の:U1Ui史li.tと炉乾燥による

地表而の休和合水草のiJ!iJ7主を行った。

主|刈試!段では。;!~~illlJ 'ì~: JJI!.と乾燥'ì'\， JJI!を行い. 二UJ~は砂

質二LーlliWiJ二 leY1J11ょローム土の 31実分を設け，各|えe に

21 1生のアオモンイトトンボ幼虫を投入し 貯外試験と

同1iiiの試験を行った。野外守 室内の試験は共に 20051:1':

2 月 ~3 月 に災胞し ヤゴの生息状況耐1:Uえび以水干?型

とI!日il!，¥J'iニ¥，JJI!.の}.I.J7J<: 1Mfjは勾~1二|行った。

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月!iJk2現司丹 世間 5月 6月

0.4 

0.4 7.6 7.2 28.8 17.2 

0.4 0.8 

0.8 2.8 

0.4 4.4 4.8 32 13.6 

3.2 

4.8 -ー ::; ;:::;;::一 :::;;;:;:: ;:;::::ー'.' 0.8 

1.6 0.4 

13.6 44 20.8 

8.8 6 25.6 9.6 :::'.・ 号 08 

1.2 4.8 44 10.4 

空欄は採取数ゼ口 〔個体数/rri)

Fig. 19 ;j ~ッ 卜試験のj1正史

OutlillC 01' pot tcsts 

Tablc 4 ;I~ γ ト 試験の試験区分

Tcst catcgorics i日pot tcsts 

試験区 j甚水管理

野外 右手、質土

(各試験区に 重粘土
12匹投入) 関東ローム土

室内 砂質土

(各試験区に 重粘土
21匹投入) 関東ローム土

C 試験に用いた資材

の土壌

O 

;!J[潤管理

O 
O 
O 
O 
O 
O 

乾燥管理

O 
O 
O 
O 
O 
O 

試験に }11 し、た こl:.Ji~は農村T'7':1り|究jijí 1人jの試験水川から

探11)(した。砂質二1'.はI1少の比午が 80%以|であり 粒径

がlr~ も大きい利砂 ( lt.( 任 2.0~ 0.2111111)が約 50%含まれ

ており 土性は SL(!ij;Jjd二)である (Table針。また. lfI

i'，~に|は粒径が最 も小さい粘土 (由佳 0.002111111 以下 ) の比

牢が 60%以 !こあ り. 二土L上仁:二ン汁一:今JイA↑性I

ロ一ム _Lはシルト(直径 0.02-0.002111111)の比率が 46%

で一需多く合まれており.J_"I~I は SiCL ( シルト l~[t~'(境二上 )

である 。 それぞれ.特般的な二I~.tléである 3 つの土壌を JF1

いて試験を行った。

また. ITJ筒コアサン プラー (IOOcc)をmいて試験水111

から各ゴJJ.Nをサン プリングし垂水係数を刑'iJ!リした。砂

質二Lは1.8x 10・) (C I11!s ) と 11~ も低く. i!!;ii1i二iはほとんと
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Table 5 ~JU~主JlJ ニI:.J哀の土↑J:
Propcrtics ofsoilllscd in tcsts 

国際法(相対比)

土壌名 砂(%)
シルトリも) 粘土(%)

国際土性 透*'係数(cm/s)

粗砂 細砂 P'.Ts十

砂質土 49.7 32.3 8L9 3.5 14.6 SL(砂壌土) 1.8 X 10-3 

重粘土 4.4 12.5 16.8 21.1 62.1 HC(重埴土) 34 x 10・6

関東ローム土 4.6 29.4 34.0 46.6 19.4 
SiCL 1.5 x 10・4

(シルト質I直壌土)

水が浸透しない 3.4x 10-吋CI11/S)で，関東ローム:Jこは1.5

x 10-4 (CI11/S)であった。なお n式)放1.1:1からの土撲の採ll¥!.

はニ|二の性質が分かりやすいように 栽梢後の il[~}~主t した状

i;lで行っており 実際の代かきをする水111よりも j垂水係

数が低い1nむとなっている。

①供試体

試験対象としたアオモンイトトンボ幼虫は試験日目立台

前 に炭村工学li31究所内の通年世水をしている水FI-¥(Fig. 

15)から採取した位11.木をJlJいたo アオモンイトトンボ

Oschnura scncgalensis (Ral11bl川)は均;ffiIW Iclイトトン

ボ科アオモンイトトンボ]すiで.日員長 23~ 25111111でオス

は服部の第 8節が鮮やかなぶ色の色JkIがある樟である

(Fig. 20)。幼虫は体長 15~ 18111111で普段は水 11"1など

に捕まって生活している。 l司本の;;J(旧J也;f;i;-e、肢もよくみ

られる11Tfのひとつであり トンボ科の幼虫とはり;なり.

: I~.I -I " に渋ることができないため. 1干l 市lの乾t~::1ヒの信号~~-~を

長けやすいと忠われる。

d ポット内の温度推移

間4主亡を IJlJf;.fiした 2005:¥1:_ 2月 21二|から 3月 2卜iまでの

i長 m:気 jiii は:li~ も f止 い 円 で -5.7oC. I'，~:j い|ごl でも1. 5
0

C て\

ほとんどの しl で夜 11 1 から I~Jけ力にかけて零度以下の気i13

とな っていた (Fig.21)。

野外でiJ.E水管Jll!を行ったポ ット|付の;;J<:iJ~': はがJ 5cI11の

i~L: ;;J<: ì~tが伺 f記 されお り ，熱谷量が大 きいことから.タト気

が氷点下にな っても 零度以下になることは一位もなかっ

たO また。 illJ外で、 ìl~~illlJ :ì~:; J2 11 を行ったポット|人jの地ìJ~，U土港

水状態とは県なり熱容量が大きくないことから 気j17Lの

11n-と共に{民下 し。 I:H最111地jjiiは気jjiiよりも 2I主ほど;向

い状況であった。乾燥管理も湿潤管理とほぼ同様に最低

気温が-4
OCぐらいまで低下すると _2

0Cぐらいまで|二|最

低地iiiiは低下ーした。主内て、jJi日間管理を行ったポット内の

し|最低地jjiiは気iiJLの低-1;-1こ多少影響 を長けるものの. 7 

~ 90Cの範囲でt佐移し。野外の活水状態と|司桜に零度以

下になることはなかった。

e 野外試験結果

①湛水管理

野外の湛水?主主I!¥メ:はi:少質こiιのみの試験であったが， 気

jioiが零下になっても 准水深があるため水jiiiは零下になら

ず. il耳の投与 なしで 2ヶ月経過しでも 90%以Jーの生存

不であった (Fig.22) 。 潜水 している場合はこ卜)1~1烹分によ

る);~.;~~~~はほとんどないと忠われることから句 j桂水深が*fí~

Fig.20 アオモンイ卜トンボ

おじhJ7l1rasenと'ga!en川、

ーー，最低気温 ー-;甚水管理の最低水温{野外)

司自，湿潤管理の最低i也渇(野外) ーー・乾燥管理の最低地i.ffi1(野外〕

12守 ・・・湿潤管理の最低地温(室内)

10 +-
8 .1-- 可ZτA、ι-\::-一一つ...~竺-"'-'"三fk-「一-:::;- ....-;:-一宮一一

、‘・ 司.-‘， 、-・・ F 、-， 、.

Fig.21 ポ y 卜|人l のi削!liJü'tI~と i則氏賞Ltitiの-lfHt

Trcnds in l11inil1111111 tCl11pCratllrc in pots and l11inil1111111 air tCl11pcraturc 

ー・ー，甚水管理・砂 ・ 最低気，畠 a ポット内最低水温
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Fig.22 i甚水位Jlj!WJ 外) の ~I 千i-ネと li\l: ft~気jloi
Survival ratc and minillllllll air tClllpcratllrc in日oodcdIllanagclllcnt (olltdoors) 
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Fig.23 i!il:i同信¥:Jl¥!(野外)の生存ネ

Sllrvival ratc in wct l1lanagclllcnt (olltcloors) 
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持されていれば市日扶・低温iにIJIJいと思われるアオモンイ

トトンボ幼虫.及びその他のトンボ幼虫の生存は可能て、

あると思われる。

①湿潤管理

好外による ilmj~l{ál{~ 理は.砂 1:8:では試験Ij~J始から l 日後

に80%以上の個体で死亡がイれどされ句 31=11去には死滅し

た ( Fig.23 ) 。 その他のこ|二 jjJ~l:8: では徐々に生存率が低|、し

霊粘土では試験開始から 101こ|後に止有'蔀が 50%まで低

下 し. 23 j] i去に子ti成した。限nlIローム ニ|ではおtJ狭間立合

から20FI後まで 50%のと|ミ存率を維持ーしており守 30目経

過 しでも約 20%のH二存がTífl~認された。

①乾燥管理

野外による乾燥管J'J[!(j:. I沙質二|では|司然乾燥が始まっ

てから前日限Jiiニ'¥:JJ[!と同線に土:{:(芥が低下し 試験日lJ始か

ら41=1後に死滅した (Fig.24)。毎日 IITIJの水分布Ii給があ

るili1!il判官邸!とほぼ|司じと1::(:)・;lkiJ[で、あったことから，砂質

こ|のこ仁JjJ17Jく分はアオモンイトトンボ幼虫にとって午IJ)j-Jが

!丞1D!Iiな;J:J(I;阜の水分であると忠われる o lIU'，!にLIKでは，試

験開始から 51:1で、生存ヰ:が 50%まで低下 し 8 1:1でタtil&

した。 また。|主J'Wロームニ|二ではf，"JU験開始から 161二iまで

90%の主|干Y::;rをよli:j持していたが その後急速に生存率が

fbI-I'し. 23 1 : 1 後に死滅した。 {沙問よ 以外の土 jj~ は死滅

までのu数が短縮しており，乾燥がアオモンイトトンボ

幼虫の引千子を妨げる~凶であることが分かった。

なお， ポ ット 試験における霊粘土区の土Jj~は守現地耐

査のlil11場(Fig.14. 17)から採取したものであり切 実際に

2002年 10月 30日の落水後から日 月 11:1に 9mmの降

雨があったが。その後 II月 25日の 16mmの降雨まで水

の補給はなく. II月 15円以降の訓u1i'からアオモンイト

トンボをはじめ.ショウジ ョウトンボ守ギンヤンマなど

のシオカラトンボ、以外の幼虫も採11')(されなくなった。

f 室内試験結果

①湿潤管理

室内による湿il!JJ管理で、は会二u表区で 1ヶ月経過しでも

50%以 1'.の出Jい生存率を維持した (Fig.25)。

野外試験ではポット内の最低地jj乱がたびたび _2
0Cまで

低 I~ したが守 車内試験では 7 0C以下に低下しなかったた

め句同じ7J~ ~~:JJI'.を行っても 土|て存Z卒が高かっ たと思われる。

①乾燥管理

室内に よるli吃燥管Jji1は低温というマイナス斐|主|はない

が守砂it(土では 81 : 1 後句 lI".*，~ 二i では II 1ゴ後.関東ロー

ム土では 191イ後に死滅した(Fig.26) 0 i吃燥と低ijiiのマ

イすス~:凶がある野外による乾i九行nJI! とほとんど同 じ結

扶であったことから低品iよりも乾:燥のマイナス要因の方

が大きいことが分かった。

g 死滅時の土壌水分及び土壌硬度

T野f夕外トによる乾t燥h栄r~1~科符;止.珪理!川(は土 |長自=当I?丹W然~然j長~~i 

でで、 41:円ニ司1. 主 治!l 二I~.I)(: で 8 [1. IV;nlとローム 区で 23卜|後に死

滅しその11寺の休和合水半はそれぞれ 15.6%. 53.7% 

61.9%で、あった (Table6)。また.主内試験では砂区で81:1

100 

80 

t 6日
時

240 

20 

100 

80 

t 60 
骨H

E 40 
20 

-←野外砂 圃静野外・重粘土 1-野外・関東ローム

9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 

日数

Fig.24 乾燥管理 (野外)の生存率
Survival ratc in dry ll1anagcll1cnt (outdoors) 

ー←室内・砂 ート室内・重粘土 世・室内ー関東ローム

9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 

回数

Fig. 25 i;o~;IMJ þ.nJH (長内 ) の ~I 存ネ

Survival ratc in wct ll1anagcll1cnt (indoors) 

ー←室内・砂 ー・ー室内・重粘土 --室内関東ローム
10日) ，ロ

80 

t 60 
骨骨

240 

20 

。

体積含水率
(%) 

土壌硬度
(N/mm2

) 

11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 

日数

Fig.26 乾燥管理 (室内)の生存i卒、

Survival ratc in dry ll1anagcll1cnt (indoors) 

Tablc 6 死滅II~J の土淡水分及ひ':Ulil硬 i支

Soilll1oisturc and soil hardncss at point of dcath 

野外 室内

砂質土 重粘土関東口ム砂質土 重粘土関東ローム

15.6 53.7 61.9 14.7 56.6 67.2 

0.02 0.04 0.41 0.14 0.38 0.37 

試験開始時の土壌硬度は全てO.02N/mm2
以下
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1P;l;~d : 区で 11 FI. 関東ローム区で 19FI 後に死滅し. 11， 

1'i![合水不はそれぞれ 14.7%. 56.6%句67.2%でと1:.存 1:1数

が長かったにもかかわらず• ~ 1:1:T LI 数が:長いこ|β~ほと00i:j

い 二i)み*-うナで、あった。 二仁の 1~~7}:. :1]は粒 ff と /iJ 材によって

大 きく変わる。また。 毛管イ午nJによる水供給プJによって

も変わるため，砂のように粒径が大 きく保水力 と水供給

力が低い土壌で、は死滅までのJ!JJlIりが短い。 また.仏i水力

が山jいが透水性が主lし、ため;J(1jl、給力が低いlIi;Wi二|二は， fiL

水プJと水供給ブJが共に高い関東 ロームヰ よりもよ了 く死滅

したと考えられる o

また. qEìi& fI~ゃの :l.ü~líiJ.i l支は WTタ打氏自失の聞耳〈ローム I~ と

主内試験の:TIH，'iご|二 区 関東ローム区でコンパインの定行

に必、裂とされる 0.29N/mm'以」であ った(Table1. 5)。

砂質止の場合 機械走行を可能とする土壌 (iiJ.il立に到達す

る前にアオモンイトトンボガ'JStがタヒ{成してしまうが. i九l

水力のある|到来ローム的zでは必裂とされる ごI'.ljJ~限度を何

たときも生息、可 能であったことから且釆'J な乾I~~ を避け

れば一般的な栽培科目!とトンボ保牟の両立がTIJ(j色である

ことが示11t'Zされた。

4 まとめ

a 圃場整備によるトンボへの影響

水稲収穫後のゴlii1fiIWJ1JJ~こ 実施される!血1)坊主全保Iiは表二|一 扱

い二日去によって，土JJ!ltやI1I.Jがと1:.息する表土を乾燥した状

態で数ヶ jサ II\J. 放 10: される 。 ~ Iミii'ififYOl)J (. こ去二|二に ~ :.x'!、する

生活関タイプ(Fig.9)はWT種以外の SP磁.SM杭.AT挽.

DV種であり守これらの艇に対して保会対策が施されな

いと生息が困ymとなり. ~\HiU l時の HU (ハビ夕、ノトユニッ

ト)をゼロ. もしくは大 'I'~i に落とすこととなる 。 なお。

WT離 はわずか 3税 (オツネントンボ守ホソミオツ ネン

トンボ守ホソミイトトンボ) しかとI :J~、しておらず. ~iJî 1 1 

(2001)によるとこれらの種は 10)J下旬ごろに杉林など

に飛来 し 3月下旬ごろまで比較的 円当た りの良い林局、

"i!，:¥$に止忠、すると報告があることから |出|場控備による芭

1í.' 1'1~ な被告ーはないと思われる 。

b 図面の乾燥化がトンボ幼虫に与える影響

①非濯渡期

イトトンボ科やギンヤンマなど水田J也市の代表的なト

ンボ舵の多くは非出概t!JJに務水すると !::I一存が的認出来な

くなった。 J:þl でもアオモンイトトンボ幼虫は沿r*-ì~~がな

くなってから砂質二|ーで 4日. m:粘土で 8E:/. 1刻耳Lローム

で 231:1の問に降雨 もしくは何らかの別水供給がないと

封二息が阻止Iiになることが分かった (Table7)。 また町 itl
;J(i次がなくても湿il弱状態であれば生息可能で、あるが.冬

期の来 さはと1:存率を低 1;させることが分かった。

①i甚j既期

;j(fi!i栽培7J(I:I:1は一般的には1'1':1'しを行い また収穫前

にはコンパイン11又fNを，'J能とさせるため.凶j劾を乾かし守

地耐力(ご1.-.1釘iiJ!)主)を lilJ-'ーさせる。主内笑l段の結果から

iWi脱却]においても 1'1-'=1'しなどによる 111日[jの乾燥によっ

Tablc 7 アオモンイトトンボの川市の蛇燥化から死滅までの日数

Days !i'0111 drying 01' paddy surf'lcc 10 c1calh 01' fsd1l111}，(/ sellega!el1si.¥' 

野外実験

(非，荏 J銃期)

室内実験
c;華;既期)

砂質土 重粘土 関東口ーム土

4日 8日 23日

8日 11日 19日

て. I沙質二|で 81:1. ffI粘土で 1I1:1守|立J}1~ ロームで 19 ド|

で生 息が|杢|刻になる (Table7 ) 。 また.ゴI~ii'i訂版Jj1jとは424

なり 零下になることはないため i;O! il;[J状態で、あれば生息

は可能である。

今|叫は降雨の影響のないように屋根のある状態でポッ

ト試験を行 ったが. 'ijミ|奈の7J(IJ:1では降雨による水の供給

があり • )i~;jFやトラクターの鰍によるスポット的な深み

もあることから乾 IJI化によってトンボ幼虫が絶ìlf~すると

は警fい切れないが 闘場拡備によってH奇渠lW;;J(控怖がさ

れると必r引I~ に地 iご水{立が低 1; し. IJIJuiのi;:;li7Jえもなくな

ることから‘結果的に|副lit-控11Ii!後の水!日!人jの I-IUは減少

すると-tfí~il!IJされる。

E トンボの移動距離の測定

1 トンボの移動距離について

a 圏場整備による表土扱いの影響

|出IJ劾佐官11時:;-業は多くの場合切民 I~~J HJj である冬場にT~J \

が行われ |ズ国i~;~1Iiijのための表jこ扱いによって.多くの

生物が土i息しているまえ二lを乾燥した状態で一l時的に仏:管

する。 また， これまで、の前，1 1:f~:j~f採から， linlJ易量全1iiHによっ

て促進されるITilI場Tifiの乾燥化はトンボ引'J!:kのと|息をそiし

く悶郊にさせることが分かった。そのため. ミティゲー

ションを行う|吹|副)1括経↑1mによってNJOまされた生息地に

fiTlを復元 させることが不可 欠となるo また.整備後の*

IJIにおけると1:物多縦性の維持には 生息地IHlで似体の移

動ができることが主要となる。

そこで. 1苗1)JJj ~;ð. 11mの際に 1/:水J，&:tl.トンボの保全J也を設

ける JA合などを位、〉主し.Jiill切な設i主 I::jl痛の判 lj:Jr~~'rl を得

るため トンボの一生の行動範|立|を標識TJTjTli佐j去によっ

て調査した。特に本fi31究では水EEI地侃;に生息、する多様な

トンボ11ft を{来全することを I=II'I~ としていることから句 I多

動能力の低い種を対象とした。

b 保全に必要な個体群(メタ個体群)

~i~~谷ら(1997)や LikSaccheriら(1999)によると‘植の

供給やlt息J也が限定されてしま ったFi'Ji:jl(1'10な11al1本的:1;I;jで、

起こる遺伝的変異は‘将来そのfIi'~111;: lr~ を絶滅へ導く嬰困

となるという 。そこで‘ある相iの11tl件、討を保全するには

似体的。聞で、の遺伝子の交流などによって相互にIMJ係し

遺伝 i'1~変異を高める必裂があり。その集団をメタ個体m九

と11ヂぶ。

メタ位|休鮮とは. )可所個体 lrf':間で1~il体の交流は|浪られ

ているがキ1:111.に作用し合っている↑凶休lif全体をメタ1J.'il付、
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群という 。 メタ侃|体lnの条件として句以下のことがあげ

られる O ①生息地パ ッチには局所侃|休群が繁殖している

こと 。①一つの大 きな似休鮮では個体鮮の長期間の存続

が難しいこと 。①それぞれのパ ッチは孤立し過ぎておら

ず.消滅しでも他の局所個体群からの移入で再生 される

可能性があること 。④それぞれの局所i1u11本群の1101体数変

動は同調しておらず すべての局所信l体群が同時に消滅

する司能七lがほとんどないこと 。

これらのことから。困j劾!控 1í伽こ I~~~ して。あるいはl況に

~Iニ物多様性が低下してしまった地域においても句離の供

給が的保されうる間隔でと!守物保全地を配世することがで

きれば. 生物多様性を回復・縦持できると考えられる。

その際の最も重要となる数値は生物の移動的i]il!~となる 。

2 標識再捕獲法によるトンボの移動距離測定

a 調査地区の概要

栃木Piはー者1¥-ri': Tli ::l:l'， 118' に 位 'i!Iiする初先地区は， 守行I)'[~と:

TIJの市街地から 5kmほどliJ!iれた。鬼怒川 1.1.'流部の;LJ'fj'l

'l!:Ul'i'に広がる水111地干すである (Fig.27)。ここには社|司法

人農村環境監備センターが主11じする 11日んぼの学校j活

動の一環でつくられた 「メダカの;学校」があり メダカ

の保全 -繁刑jみ川?として句休初1111(約 600n/)にはiilli['. itJ4 
水をfうっている。 このことにより 休耕|干|にはヤゴやタ

ガメ‘ゲンゴロウなどの水生i主虫も多数土1:.息している。

知行h~はこの通年湛水イ*101:1一u を 't' 心とする半径約 2kml大j を

対象とした。一帯は|芭!場整備済であ わ ‘ ゴ liï'~ ;既知j には it4

水しない いわゆる"慣行j支i1;" 1也|主であり JJI主l'の技

が国の一般的な平地水111Jlh;:i'iとみなされる。 なお， 2000 

年 8月の断妊 による間在対象地区の水117:境状態は。 Fig.

27に示すとおりであ った。

b 調査方法

制主ヒ対象~I二物はトンボ Ic l .イトトンボキ|・アジアイト

トンボ杭Oschnuraasiatica)と した(Fig.28)。 この訴は。

本州の水川地:;ifで ~ I:'H \' によくみられる種で守，':1.'，羽HJJ 11¥1は

4 )'Jから 10)Jと長 く句 年下に :1.1，現したイ181体がjlr:卵し，そ

の次の 111:代が繁殖する 8月が最盛期となる。 また体長は

4cm ;f~j'.肢:で。他税のトンボや11~刻して移動する昆虫類と

比べて移動能力が比較的低い点で‘生物保余地問に必嬰

な最小I!.¥jF街の把jJi¥(，こ過していると午iJ jj、Jí した。移動~I~向性の

iJ!リ定は様融flHilJ3隻it(mark-and-l巳capturemcthod) Iこょった。

これは守 1i1i挫した11/;1体Jr(の休の一部にマークを付けて放

ち守その後に{JJ捕獲された悩件、昨J.j.lのマーク{同体から.

移動hll:IliJliを把握する方法である。本研究で、は 個体の一

生の移動距離を把握する必投ーから何度も1i1i3差し それに

1'1'う飛淵能力への思影響を避けるため，全て 日tnによる

こととした。なお.アジアイトトンボと類似する I，;J科の

トンボ根は句 調査地区内には生息 していないことをあら

かじめ1泊三立している。

C 捕獲(マーキング)作業

iillil二一世7](材、将|川で羽化直後の1161付、以外のアジアイトト

ンボをjili雄一し，イllilイ本にホ。スターカラーで1:11をつけてj点す

(マーキングは 影響を最小限にとどめるために，飛却

の時区動制iではない羽の付け1長とJJU毛の 2ヶFyiをi主4尺した

(Fig. 29)。 また‘ポスターカラーは悶に漏れでも消えな

いものを使用した)。 嗣託 |こlごとのマークキング個体数

を記録しまたマークは調査 日ごとに異なる色を用いて，

マーキング日が分かるようにした。作業は毎回 6人で行

い. tm3豊作業時間は午前 1011寺から 12n寺までの 2時間と

した。WJI1¥jは 2000年 8月 21FI ~ 27 1二iの連jbtした 7日

間であった。

田 メダカの学校の

通年;甚水休耕回

口 作付水田

;湛水休耕困

o 500mごとの同心円

口 その他(住宅・熔乾田
一一県道

状態の休耕固など)

Fig.27 剤1i地IEの水環境状態 (2000.8)
Statc ofwatcr cirClIlatioll in thc slIrvey area (AlIg. 2000) 

Fig.28 アジアイトトンボ(マーキング11自体)

lschnllra asiatica (markcd individllal) 

Fig.29 もIì J笠 f~ ，業状i児

Statc 01' caplllrc work 
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なお，体長のノj、さなアジアイトトンボを ri，川査対象とl物

に選んだ、ことから.マーキングのペイント 1[1 置が11~淵の

r;!l害要|玄|になることが懸念された。マーキング前後の11i'i1

体重量は平均してマーキンク'~JíJ 重量のが] 2%11;~ に納まっ

ている (Table8)。

Table 8 マーキングによる付~lR1H:の憎力11

1ncrcasc in body wcight by l11arking 

14.2 14.5 2.1 
15.0 15.4 2.7 
14.3 14.5 1.4 
13.3 13.4 0.8 
13.0 13.4 3.1 
19.1 19.5 2.1 
18.0 18.1 0.6 
16.0 16.5 3.1 
17.1 17.8 4.1 
21.6 22.4 3.7 
17.1 17，2 0，6 
15.8 15，9 0.6 

平均
16，2 16.6 2，1 

d 事後の再目視調査

:ìillil::-ìt~*休耕|凹を 1 '1 '心とする -'-1与任約 2km内の地 13 を調

査地とした。そして.水環境状態踏査の結来を参考に，

より多くの例休を再日制するのに適していると思われ

る。*， FI-Iやィ~1:ïJ(1本初|川など水の張つである|国!JJJjを通る

Ff目視ルートを捌査地内に設定した。 また‘調査地区の

T!Ii jWJにある国道 4号線 (Fig.27)は宇都'広iITの主要道路で

丘夜を II:'Jわず交通量があることから， 1;[.1道 4芳和ilJ-.)T!Bへ

の移動は不甘J能であると考えられたため， 同日視ルート

として設定しなかった。河日制ルート J:で，稲などの茎

にt!二 まっているイI~Iイイトや，手[fりになっている j劾所に止まっ

ている個体を追い(+~すために 1í1ì虫網をたぞI に振りながら

多〈き。アジアイトトンボをfl')問視した。 1=1祝した11国体は

マークの有力!f;に関係なく全て地図 1-ーに記録した。 また.

マークのあった潤 問視11111休はそのマーク色もmせて記録

した。再 1::1視調査はマーキング初 日から 最後のマーク

他|休も死滅すると考えられる.最終マーク 1::1から 2週間

後まで約 3週間に 141日|行った (2000年 8月21 E:]~27 円

30 1:1， 9月 1. 2， 4， 6， 7， 13 1二1)。

また， fi}日抑制査開始から 4[//~!以 1)年は ， {J~JJl した全

ての似体について。 止育度合いを)反体. 未成イ本，未成熟

に 3 分~;l'[して記録した。 生育!立は体色のj主いから判断し

た。羽化直後は休がjzlっていて休色は白色(未成熟)に近

いが.成長するにつれて背筋に黒いれj!が入ったオレンジ

色(未成休)になり.その後はずi緑色(成体)に変化する。

また トンボの繁殖行動(ベアリング)は211自|休が連結し

て飛測するため一仁!で判断できることから 繁殖行動中

の称号|休は他の 11~1休と 区 別して記録した。

3 アジアイ卜トンボの移動距離

a 捕獲(マーキング)作業の結果

マーキングは， 8月 21 IH 640 11i¥:1休)，22 1=/ (652他|体)

23 1-1 (458 11tl 件、 )， 24 /=/ (448 位|イ木 )‘ 25 1-1 (409 11<¥1イヰ )， 

26 IJ (441 11古|休)，27 I~/ (404個体)と， 7 U rHJで合計 3，043

f凶体(こj主した。

b 再目視調査の結果

①再目視調査の気象条件

f!i: 1=11>叩til 査1I~1 の気象状態は Table 9に示すとおりで

あった。riijと!と7F/!I¥Jはマーキング作業の後に干1j:1:1視刑査

を行ったことから， m司1'1'11奇!日lは 13H~j ~ 15 rrキ半でほぼ一

定であるが後半の 7[1間は一定ではなし、。天候はIIi¥iれも

しくはさとであった。 また 制託J!JJrfijl.j'の気淵は 30
0Cを

j也える 円が多かったが，前向きの)!lllが|りtいた 9J1 4 1=1， 

13 1工|はともに気協がやや低下した。)ff，lの強さは体感デー

タであり参考として記11没しているが強風II二|はなかった。

① 目視個体数と再目視個体数および生育度

全ての 1=1悦11古|イ本数のうち マーキングした↑lii!休の手i1:1 

UL個体数は Table10に示すとおりである。 また，前l査

/=/によ って調査ルートのhFlijjIが異なるため. 間デH/ご

との 日祝伽i休を踏査距離で除して 目悦街!支として算出

した。 14日!日jにのべ 264.6kmの路交において 7，55311古|休

を日悦し， 48111il体がNI=I初日間イ本であった。マーキング

は 3，043Wil休に行ったことから j1): 1;1初等は1.6%(48/ 

3，043 )であった。 1=1視?制立は開査日によって大きく異な

るが. 気温iや天候との問にはIlj:Jji'{!jなI:Y;J係はなかった。

また 8月 24F/から行った生育伎の分類と繁航行動

Tablc 9 再目祝日行E !I~iの気象状態
Wcathcr conditions in rc-sighting survcy 

8月21B 22函 23日 24日 25日
調査時間(開始 13:13-13:00- 13:00-13:01- 13:10-

~終了) 15:35 15:20 15:32 15:32 15:40 1615 16:00 

風向き ゴヒ 北 無風 ゴヒ ~t ~t ~t 

風の強さ(体感) ヨヨ ~~ 微 ~~ ~~ ~~ 

開始時気温('c)1309(晴)31.4(晴)34.6(晴)308(晴)322(靖)30，8(晴) 33.9(稽)

終了時気温('C)1308 (曇)32.4(晴)313(曇)30.8(曇)31.8(晴)30.9(呈) 30.3 (曇)

30日 9月1日 2日 4日 6日
調蚕房間[開始 110:15-13:00- 12:40-13:25-10'10-
~終了 14:55 15:20 14:00 14:50 12:25 

風向き |北 北無風南 北
風の強さ(体感)1 弱 弱 ー 弱 弱

7日 13日
10:30-12:55-

12:00 15:05 

北南
弱微

開始時気温(OC)/276(曇)26.6(曇)36.4 (晴)25.9(曇)25.1 (曇)27.4(呈) 28.7(曇)

終了時気温('C)1323 (晴)27.1 (曇)36.4(晴)25.6(曇)26.1 (曇D27，0(小雨)27.7 (曇)
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. 湛水休耕回

O 再捕獲個体発見

地点

l⑪は 10個体， I 
[@は9個体 l

Fig.30 同1]卜|杉祝tμ1伽例肺附|イ付1;込のヲ発t児J地血ι}
Di凶s出;(にtじ~OVCαry sitcs of rc-s引ightωcdi，川ndω.Iiv刊idll‘乱川1Is

田メダ力の学校の

通年j甚水休耕回

口作付水田

口 その他(住宅畑乾田

状態の休耕固など)

8月21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 30日

目視個体数 509 801 468 611 459 535 383 871 

再目視個体数 D 3 11 

踏査距離(km) 23.8 23.8 23.8 22.1 21.4 21.4 21.4 21.4 

目視密度 21.4 33.6 19.7 27.7 21.5 25.0 17.9 40.8 
(個体数/km)

査人 6 5 

成体 535 395 405 299 709 

未成体 51 42 97 56 77 

未成熟 25 22 33 28 85 

ベアリング数 10 20 12 12 324 

ベアリング率(%) 1.9 5.1 3.0 4.0 45.7 

9月1日 2日 4日 日日 7日 13日 否If

目視個体数 168 433 405 1184 245 481 7553 

再目視個体数 。 48 

踏査距離(km) 7.0 10.7 15.0 24.3 8.0 20.7 264.6 

目視密度 24.1 40.4 27.0 48.7 30.5 23.2 28.5 
(個体数/km)

調査人数 3 2 3 6 2 5 

成体 156 405 360 910 218 369 4761 

未成体 12 16 38 191 23 12 615 

未成熟 。 12 7 83 4 27 326 

ベアリング数 14 22 168 238 94 100 1014 

ベアリング率(同) 9.0 5.4 46.7 26.2 43.1 27.1 21.3 
未調

Tablc 10 flt日iJil.i制主f結果

RcslIlts of rc-sighting survcy 

I 11団体が道111m10m以」あるjJJIJITI街道を越えていた。石1-1-1

ら(1988)によると トンボの静 11:.行動には。 草や利11い木

の校などにつかまって静止する懸Eιリと 地問や石のよー

になどに覆い被さるようにi'iJfJIする術新型!の 2タイプが

あり，アジアイトトンボは懸]í ~'J である o 道路にはつか

まって抑止する場所がないことから‘ 1川|問問π町|の飛j淵羽でで、この

道断をj越陸えたものと '1午判|ド刊刊'iJリ川JI件中材祈Jrされ I1回E司l の7丹I~~表刻朔;]剖IJ心似川i日別距11舵|巨~f1J 1

」にj迷主することもあることカがf勺う分fカか、つた。また ほとんとど
ε 

のf制!阿司T張仁日で、:北|化ヒII附向打珂]iききの)風武カがf叶|ψり〈いていたカが ド}I ~I 視11 ，'11イ本は北

1[[1J に 1M っていないことから句微風による 11~淵方向への影

1.1.1 (ペアリング)例イイ〈数を Tablc10に示 した。ペアリン

グネは繁殖行 liU)II ' の悩体数を • 1:1 倒した成イ本の数で除し

て筑 11;'，した。1&休. 勢、1&休句 司、1&97.¥の:j'リ日iJ開始以降に

目視した↑!日体の 83.5% (4ヲ761/ 5，702)が成イ本で うち

21.3% (1，014 / 4ヲ761)がベアリング状態であった。

①再目視個体の発見地点

ド1:)日杉tした 48111;1イ本の5をよ主地点を Fig.30に石、した。PI

1=1視した似体はマーキングを行った通年以水休i!)llllの近

辺で多数発見され. 200 ~ 300m fUlliれた休刺 111で数例

体 1000m以|二両liれたj劾所で 111;';1イ本が発見された。また.

Tahle 11 ゾーン別の昨日1'1見知HE結果

I~cslllts 01' rc-sighting Slll叩 yby zonc 

ゾン|中心からの距離|目視個体数再目視ルト距離
| | 個体数 (km) 

343 30 21.5 

422 22.31 

1345 38.94 

453 21.48 

607 18.34 

253 20.56 

1005 31.51 

1175 18.79 

244 8]0 
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131 9.27 
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キIWはあまりないと判断された。

① ソーン別出現率および再出現率

マーキング1flil体を放った i函年以水H:~:J I 凹からの移動出1

1泌を求める ため 通年潜水休1JIIlIを1.1.1心と する 100mご

との ド ー ナツ :1犬の 同心 11J ゾーンに分けた。 1~11J~ した 玉三

7，553伯|体と，そのうちの科目視個体である 48似体の 1-1

祝場所をゾーン 7)IJに弊馴した (Table11)。 また 各ゾー

ンにおける澗査回数や各ゾーン内のルート胤)i:liには込んが

ある ため 各ゾーン内における踏査li'l汁lli'をゾーン日Ijルー

ト ~t i)ii!iとした 。 1~lm.似体数はゾーンによって大きく以

なっているが。ルー ト日11.:i11iも呉なっているので.式(1 ) 

式 (2)によりゾーン別 1:1制頻度とゾーン日Ij{lj:Icl机頻度を

求めた (Fig.31)。

ゾーン別|三|制常肢はゾーンによって大きく呉な 1').判

にゾーン7. 11. 13では大きな従!となった(Fig.31)。こ

れは.ゾーンごとにトンボのと1'.息環坑条例がかなり以

なっているこ とを示 11去している 。 ゾーン別:rljlこl 行~JþJ'!J支は

ゾー ンOがー番高 く '1コ心からliJjiれるに従い低くなる ft[[

向にあり ゾーン4でーー旦 Oとなるがゾーン 7と 11で

Tlj日悦された。 ゾーン 7 ゾー ン IIではゾー ン2の仮l

に近 くなっている。

4 トンボの移動距離とビオトープ設置間隔

a アジアイトトンボの出現場所および行動

日付~W;I イ+:Wx:とペアリング似体数を浪ノ'J(イイ王将|一 I I[ で [:[ 1J~ さ

れたものと .その他の水I:FIや畑などで1:[tnされたものと

に分けて盟主l'した (Tablc12) 0 iili ;f:l'i~~の小さい ii，J;水体制

山における 目視卒は 86%であり拡水制、AJI[llにアジア

イ卜トンボが集中して11¥現していると いえる。 また 各

ゾー ン内の潜水休耕 EEIiil日flとゾーン別の 1=[制作il体数のWJ

係は Fig.32のとお りで..ilの相一11立JWJ係 (1'= 0.68. P二五 0.05)

がみられた。

また. ペアリングイ[tl体も回初日附休と同様に ìÞ~* H:~j l [T[ 

で 94%の1[1i1イ本が繁納行動を とっ ており iR ;;J( fiHJI [I[は

11'， JJ[場所のみならず?繁殖場所としても利川されている。

上H-[(1985)は イトトンボ手|クロイトトンボの繁刑制イホ

lI'iの空間分布について許制に調査しており守雄は良好な

繁殖場所またはそのj対辺部で雌の飛米を待ち構え交j毛・

産原1Iをすると の出告カfある。同じ本|であるアジアイトト

ンボについても 向紙のjtJ(向となっており 札;;;j(H:1:JI[I[が
良好な繁殖場所で。 ~UHltJう{，'lIJ会いを求めて移動してくる

j劫所となっていることが示Ilti: された。 なお . 本~IM jld也区

の事 I~ i輩{既f~)j は‘通年j甚水休îJI[I[以外の水 |土|では企て陀J~~

状態になっているが 多くの1[1i!休の繁殖行動が認められ

た。 これらの1[61科、は ;illi， 湘水{木~j l: FFIに生息、しているトン

ボカサ従来してきたものと考えられ，移動可能なRI~ Vilfr 1.こ似

全地 を設けることによって.種の1J~*合が可能になること

を示唆している。

b アジアイトトンボの移動距離

日初gf!!主主が高かったゾーン?とゾーン 11ではfiTI ~I 視

Tahlc 12 水ìJ制川、1i.~ と トンボの H-'，羽半

~/atcr cnvirollmc川 statllsand dragonlly appc山 anc.:cratc 

i甚水休耕田

その他

1600 

1400 

1200 

1000 

を揺 800 
恩

6口口

4口。

200 

率(%)[面積 率(%)
(km) 

954 94.1 1 0.06 0.5 
60 5.9 1 12.50 99.5 

. ...・ 自明伺i歩拙

ー→昏ー・湛水休耕田面積
9

8

7

5

 

0

0

0

0

 

0.52 
0.4 

0.3 

0.2 
0.1 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
ゾーン

Fig.32 U 悦↑品1体数 と{甚 !Jく f~、初[1 1:1 日 n柏の|立l係

Rclati口nshipbctwccnnlll11bcr ofsightcd individllals and noodcd tilllo¥V ticld arc日

JHil:i!:も 11;Jjくなっ ていた。 しかし守 [:[悦JHiJ:i!:が11えも大きい

ゾーン 13では多くの1[l'ilイ小が生息、しているが守 .Pf[:[初Uhi

l主はゼロであり‘良好な繁殖地て、ある ìÞl水{本~YI・ [11 が多く

あり ゾーン 15も同t(iにPt1:I.mはゼロであった。 このこ

とから ゾーン 13以上はアジアイトトン ボの移動可能

h'liliJliを超えてしま うため，ゾーン|人!に良好な生息地が1'J'

Gーするものの. マーク1[l'il付、が飛米できなかったことを示

している。これによりアジアイ卜トンボの移動可能日Li):iIi

は 1 100 ~1 200mであると判断できる 。

また 繁殖を [:1的とする移動は良好な繁殖地がない場

合.それを求めて長h'IiJiJliを移動する可能性があるため

日';H・fl(Jな行動範1111とはYEなる。ゾーン 0から ゾーン3ま

では指数(I(jに一定のil河合で減少しており，ゾーン 4で:fIj.

[:[机Jtj'iJ主はゼロになっていた。そのため句アジアイ卜ト

ンボの LI'i;~' (10な行動範[mは 400111以内であること が抗i!!lj

された。

C 保全地の設置間隔について

本1附l日肝)[jヲI凶

旧に4集長i[ド!してi日r山L'rJ)現lし 繁?硝i山自fわiill切動引功Jも行つ ている。②移Eω動リ均J 

可 能E出距[í勺リ羽川i;，肉削削;~引秘1[í は 1.1 ~ 1リ2k川日mで、ある。③ ド1市[ドJな行動範|討jは

400111以l人lて、あることカ汁!rJらかになった。

ここでは.飛淵して移動するアジアイトトンボの移動

Rl1.)ij1fを刑許したが.他のトンボ極や逗って移動する ñlfj ~[:. ' 

府民(~)Úのような.移動手段の呉なる生物も合めて， [日j様

の9JI見を集.ff，!することによ って. さ1::物多Hitlをiおめる生

物保全地の妥当なIIJJI;尚が明らかになると考えられる。ま

た. その|努1.こ標識T'Hflij霊法は. 1[[i[イ本の移動を確実に:j'lj[Nf

することができ る;州公方法ではあるが.大変労力のかか

る刑公でもあることから 今後際議刊ji/i佐j去に代わる新

たな移動距離刑査Jii1:の Ij~J発が必要と考える 。
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①生存日数5 シミュレーションによるトンボ移動距離の推定

a はじめに JoI11(1987)による，クロイトトンボについての報告で

と|二物の移動日1:'両日や移動経路などを制ベる方法としてペ

イントでマーキングした他|休を定点、で、多数欣って，後 日

11;い純白11でtili挺して到j主目玉l)j!iを{J'Mかめる相川jX:PJ.tili1釦去が

ひろく j目いられてきた。 しかし，マーキングエリアから

離れるほと再::JTli1整数が減少する傾向にあることを明ら

かとなった (Fig，3 1) 。 イトトンボのような小動物のJ~j合

において，本制主rブJitは大変な労ブJがかかるばかりでな

く 完全には荷主Ii獲で、きないことから.確実に成来を l二

げるためには • lJIJ途手1去が必要である。 そこで句 コン

ピューターシミュレーションを)'I'Jいて， ヲIUJiして移動す

る見出の移動距離を推定オる方法の開発を試みた。

b 研究の方法

シミュレーションは モンテカルロ法プログラムを作

成して行った (Fig，33)。アジアイトトンボの l円の飛1;j:J

回数と 11":1の悩休明加数を入力し句 11刷体の飛手:J;J方向 と

11日I~~ 1;]j UI~'lil!íは確率的ランダムウオークに従うものとし

て. 1 1こ11IH;]j後の位置が 出発点を原点、(0. 0)とする出

標点で U~I力される 。 これを 1 E]の投入個体数分科tり返し，

さらにこれを l日きざみでアジアイトトンボの生存可能

日数分~:~~り返すことによって.イlùl体の~~I:-の到達点をカ

バーする J主'市生存状況がメッシュ図の '}I~で得られる 。

したがって このメッシュ凶は再tili獲嗣351の結来と 直接

に比較可能なものとなる。

C 各パラメーターの設定

①飛朔方向

360度合ブJ向(omnidirection)とし.弁方向に向かう 11ft

平は~1!íi乱数を j日いて均等とした。

① 1回飛朔距離モデル

野外IiUl祭の経験をもとに IIITJ の飛湖m:'l績は 2~3mで、

1IUJHI'Pl!i頻)主(Fig.34)が最ブζとなる F分布乱数[l}，J数をJlJ

いてプログラムに組み込んだ。

荊矧間隔72分の宿舎 飛期間隔28.8分の場合

E 
V 
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Iml 

飛期間隔7.2分由場合
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飛河間隔3.6分の場合

{ 
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剥包
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Fig.33 シミュレーションのフロー

FI口、V01" simlllation 
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Fig.34 1 [0:1の11H別距同ii:の敵:ヰ:分布
Probability dislriblltion 01" a single日ightdistancc 

( 

E 
) 

飛期間隔14.4分由場合

揖期間属1.8升田増吉

1m' 

Fig.35 シミュレーションによる定'市 ~I' fi 状況
Constant slIrvival statlls by simlllatio日

25 
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は守:b:fí とJltj~の羽化後の平均生存 日 数はそれぞれ 15.7 1] 

と 18.68日で，羽化H寺の性比はほぼ 1:1であることから.

その雄と雌のほぼ中間の 171:1を参考に，アジアイトト

ンボのエI!:j:句土I:.f干目安全を 17[1とtfU主した。

④ 1日の活動時間

|二旺1(1976)によれば守 クロイトトンボの 1EIのと!日首行

動が始まるのは早い個体では 611寺前後でサ 19n寺頃には

ほとんどのイ肉体が水域から姿を消す。これを参考に‘ 本

シミュレーションではアジアイトトンボの活動時間を 6

11寺頃~ 1811寺頃までの 1211寺問と 設定した。

d シミュレーション結果と考察

個体の 1EIの飛兵jj回数の観察報告は存在していない

ため、 10回.25回. 50回.100 llil. 200 llil， 400回の 6

通りで試行した。1[jの活動時間を 12H寺IHJとしている

ことから，飛期間隔clとま っているH寺間)はそれぞれ72分.

28.8分. 14.4分， 7.2分。 3.6分， 1.8分となる。ただし

飛淵H引iljは数秒間にすぎないので無視した。

シミュレーションの結果. ~I:.存他!体位 îlli~，すなわち定

常生存;1犬j兄 I~I を各ケースについて得た (Fig. 35)。ケース

ごとに，原点からの距離 100mごとのゾーンにいる↑|古川本

数を，ゾーン而積で|徐して各ゾーンの個体密度を求めた

うえで. 0 ~ 100mゾーン (ゾーン 0)の個体常皮で除し

て正規化した (Fig.36)。また，標識再tili1装闘査のが!よH:を

同様に正規化したイrMもfJj:せて示 した。両者を比較すると句

標識再捕獲調査の結果はゾーン 6までは:規則的に減少し

ており， シミュレーションの品古来も 1.1.1心から mWi'Lるに

従って減少する同様の規則性を示 している。そして飛期

間隔 28.8分の場合に標識再捕獲制査の結果とほぼ一致

することがわかった。この場合の飛淵問|涌 28.8分は野

外観察結巣と 矛盾 しない他である。 しかしドHrIi獲調査

における最逮捕獲ゾーン 1100 ~ 1200 m (ゾーン 11)の‘

シミュレーションによるゾーン倒イ本帝皮は 0.03I~/ ha 

と非常'に低い。シミュレーションはホモジェニアスな地

域を前提としているが，実際の現場にはビオト ープや水

張り休耕I:mなど各々の種にとって良好な生息地が不均等

に点在していて， 一部のトンボがこれらを選択的にた

どって;;ll，j主にj主くまで干多動することから シミュレー

ションシステムに空間特性の組み込みが必要となる。

1.2 

。 飛矧間隔 72分

28.8分

144分

恒 I¥¥¥， ー 7.2分
2匂 08t ¥、、、
亙 I \\~ \ 寸 ー 3.6分

思 1 ¥.¥¥h ー+ー 1.8分
ど O.6t 司‘¥¥
:.i ¥':¥¥¥ 一・一標識再捕獲調査結果
』、F

504 
。2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 1 4 1 5 1 6 1 7 18 19 20 
ゾーン

Fig.36 シミュレーション結果と再捕後調査結果の比較

Comparison of simll1ation rcsll1ts and rccaptllrc sllrvcy rcslllts 

e シミュレーションの可能性について

標~i~再事lì1菱自"fJ査の結果とほぼ一致するシミュレーショ

ン結果を得ることができたことは.個体の 11~期間|将と l

回飛朔距離のデータがあれば シミュレーションによる

トンボの移動距i維の推定が可能なことを示唆している o

しかし， 今回IJfJいた 1ITII飛矧距i!lliは推定値であるため.

今後観察訓査によって正確なデータを把摂する必要があ

る。また，実際の調査地は生息、条件が場所によって大き

く異なっているため 空間特性のシミュレーションシス

テムへの組み込み方についても今後検討する必要があ

る。シミュレーション方法が高精度に完成された11先には

飛朔間隔や l回飛朔距離等のと1:物の能力や官世について

の観察データが揃うことで，労多くヰllJJ立のむ;い再1m)斐it

に依らずにすむことが期待される。

6 まとめ

a 圏場整備による止水域のネットワーク分断

|芭I:TJJjι計結を実施する!摂移動能力の低いアジアイトト

ンボの移動的i)il!iである 1.1~ 1.2km以内のII¥J隔でS息地

を確保しないと，イトトンボ手|の種や移動能力の低いtlTI

における司i業サイト内のL1:.1Jdl;J:のネットワークは分断さ

れることが分かった。そのため. 剛Jみは剖iilifl~j二の j上7Jd州~I

トンボの保全地は 周凶に陣答物などがないJ1IU.IUI'Jな立

地の場合.約 400ha に l カ所の訓合で"1i'{jj i~~することで設

備時にネットワークをうy断することなく. HU(ノ、ピタッ

ト・ユニット)の低下をjJjJえることができる。なお |苗|

場整備事業の採択器Nは経常体育成基盤整備事業では

20ha t:.U::.となっており。 1:1"111問地域総合整備事業につ

いては県営では 60hat~U '.. I到休営では 20ha以上とな っ

ている。保全j也の設置は配置場所や地71三条件によ って変

化するが。!ないし 2カ所設置することで¥ 事業サイト

内のネットワークの分|析を|功ぐことが可能である。 しか

し l州場按備11寺の保全地のイ市保は困qili:な場合が多い。そ

の場合は. 全日1的な幣備をするのではなく句 2ヶij.:.t:，J、|二

かけた整備を段|情的に行うことで 22備による影響を緩

和できる可能七|がある。

b 整備後の止水域のネットワーク化

|国場整備時に保全地のT111保ができない場合は'-ヒ活環

タイ プでは WT積を|徐く全てのタイ プのトンボ杭の生

息地が-fj寺的に破壊されてしまう 。そのため。事業後の

HUの!日l復には他の地域(事業サイトの外)から種の供給

が不可欠となる。そのため句 事業サイト外に対象となる

トンボ種の1JU古柄、が移動可能な距向IiJアジアイトトンボ

では 1.1~ 1.2km)にあるか作認オる事前調査が必要とな

る。

また，アジアイトトンボの移動距離で、ある 1. 1 ~ 1.2km 

は土息地のネットワークを分断しないための最低の距離

である。そのため， Iml場整備後の事業サイト内の HUの

向 上Jこは。 より係:突で活発なネットワーク化を図る必要ー

があり，それには行動範囲である 400m以内に繁殖可能
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な保全地を設けることが重要であるo

U 水田の管理方法がトンボ保全に与える影響

1 水田の管理方法が生物多様性に与える影響

a はじめに

悶場整備後の7J(旧環境は整備前と比べ.排水路整備に

よる地下水位の低|ごやH音渠封|水整備によって，湿地環境

が減少し水田も乾燥化される。これまでに，田町lの乾

操化によるヤゴの止息への影響を明らかにしてきたが，

ミテイゲーションの|努。ネット・ロスをしたi易合は，そ

の分のネット・ゲインをして，最終的にノー ネット・

ロスを目指す必裂がある。そのためには.従来から行わ

れてきた水FFIの利用方法よりも生物に配慮した水間管理

や常j足技術が必要とされる。特に，匝It}Jj ~!t 1JffJ後の HU(ハ

ピタット・ユニット)の回復にWH守されるビオトープは守

JIj 地イ佐保の問題から IU~ られた而桔でより多くの生物を保

全する必要があるため 効率的な管Jj!方法の旅立が不百J

欠である。そこで， トンホ、の生息環境として良好な水l干i

のliij:3'll!.方法をlりjらかにすることによ って， ノー・ネット・

ロスを実現するミテイゲーション手法を検討する。

b 一般的な水田の管理方法

水稲栽椛水旧における一般的な管JJI!方法は， まず 4月

に元)j巴を散布した後に刺Htc;を行い.?it代を行う 。4}=J 

の-1、イ1)から 5}:Jの-"11)にflかきを行い. IIIMえをする

(Fig.37)。その後，午前のh'i濯i!!JJを経て 6月一1;旬から 7} J 

L-.1"uまで1.1-1-1ーしを竹一う 。11ー!ニ|ーし後は問件)riI'l'fiOfをffい， 1-1.11 

tttj叶 fF熟!!日を経て収穫riifの 9月一l二句に孫水を行う 。そ

の後は水111に水を入れることはなく‘降雨による水たま

りが残る程度で、ある。

ロ亘コ
| 図 組 定婚期

11走り水浅水)

団.... ・I 51!..t1l) 

巨亘E

(;・ホ》

分けつ糊

nsホ}

6列孟.，

領効分けつ期 鰻納分けつ続 出梅田R
(ゆ干し 11M断かん水3...且A

，n.t.， 月上旬

イネミズゾウムシやドロオイムシといった百の新業や

恨を食べる害虫の防除は i'i'ii:si処理が一般的で、IJ一li;i!iえ11寺

にアドマイヤー箱粒斉IJなどを散布する。 また，田植え

後もイモチ病防除にコラトップ粒斉Jjやキタジン P粒剤，

ブラシンなどの薬剤を散布する。また，除草斉IJの散布は

雑草の量や防|徐体系によって異なか雑草の量が少ない

場合は一発防|徐とH乎ばれる除草効果が長期間:1":')'続する遅

刻J性の薬剤をJ'!:J い‘ ~m li!:の長が多い場合はがJ き目が強く

速効性のある薬剤を 1=1的に合わせて数Il:I.l散布する。

C 水団地帯における止水域ビオトープ

近1r，-tr:l¥の水旧地;;ifにおいて止1".物多係世を目的とし

たピオトーフ。の設置が行われており， 11.水域におけるビ

オトープは主に休耕1:lflを平11JFJしいずれは耕作旧として

{反問することを前提に設i宣されたもの (休耕旧利用型)や‘

凶j劾按備の !j~~に公共用地や創設J失J也の利用によってつく

られた ~Iコ j長 )!-J J也において造成されたもの(!司定管理型)が

存在する (Fig.38)。以 下に.それぞれの特徴を記す。な

お，開発サイト内にこれらを;支出:することて¥サイト内

の HUの|百|復にm:安な役割を来たす。また，代償ミティ

ゲーションとして近年明力IIn{IIlJ題となっている開発サイ

ト外のお|行方文京:111 や休~ryl 日 l をピオトープとして利用する

ことで¥HU(ハビタット ユニット )を符ることとなる。

①休耕回利用型のビオ卜ープ

併にjザ1:1+1とは“耕作1の意思はあるカサJH午してない7J(旧"

のことをいう 。 この休耕|干|の段階から 一歩進んで耕作

放築地となっている水111は全開でが]8.4 Ti ha，全水1+1而

和の 3.7%(2000年農林業センサス，現在はさらにI首力11)

を占めている。 とくに1:1"I.Li 1M] J也'出ではこの傾向が胎く

休耕 l士|の利 i~IJFJ を合めた対策が望まれている 。 イホ*JI 旧を
ピオトープとして利mする|慌の利}:f.をまとめると司以 下

〈着水)

9月上旬

菌 アドマイヤー箱粒膏IJ 50g/箱

日 オンコル粒~J 50g/箱
本 パサジット粒淘'J 4 ke/1Oa 

本目 ガセ'ツト粒~J 50g/箱 固 なげこみトレポン 3∞g/10a

i凡 ジャッジ粒膏J50g/箱
ー

ウィンバリアード箱粒 50g/箱
処 トレポン粒 2-ミke/1Oa

1里 ウィンダントツ箱粒 50e/箱 1里 シクロパック 6∞g/lOa

区三コ
(体系防除)

轟 将 軍 7口77 ルー +1λ与三副 ー→ 山富あれば}
草 笛 フ ロ ア フ ル マメ ツ トs'"位剤

バ サ クラン粒剤
クリンテャーパス ME

(初中期一発防除)

スパークスター世嗣 ポス白剤・プロスパー世嗣ー
キ'1フず担割 7ピロスター首嗣

キグヱダ工』込三エ~f~ジョイスター Lフロアプ，， - '"中 粧扶 24 - D 

(初期一発防除)

ザ ーワンフロアブルーサラプ5す ドフロ77'ルRX .. 

雑草の多い水田

水持ちが悪い水田

雑草の少ない水田

水持ちが良い水田

JA茨城中央 HP'http://www.ja-ibarakichuou.jp/cino-l.htm 

Fig.37 茨城県の一般的な水田道日i

Usual paddy日cldmanagcl1lcnt in Ibaraki Prctecturc 

Fig.38 休耕|士l手IJJfli，¥'1ビオトープ
(茨城県つくばTlr}j%村工学'研究所)

Biotopc lIsing fallow ficlds (Tsukuba Instillllc 

for Rural Enginccring， Ibaraki Prcfcctllrc) 
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のようになる。

1 )生物多係性のJi'rJJ-(こ符与 する

2 ) 水凹機能をキfH~J・しながら休刺ができ.水 111 の持つ

多目|的機能を拾iなわない

3 )地域住民による環境保全活動として利活用する

ことで耕作欣交の|坊d二につながる

4 )環境教育や都TIJ住民との交流の坊として利JlJで

きる

5)ピオ卜ープとして位置づけることにより句 i炭匙家や

j肝周z司l辺イc住':1主1:氏の5環;見iυはJ与境1];克:Eiへの主1咋;
{例休1木，1初3引1:1出封利jハ川IJ耳却引rlビオ ト一フプ。の ."ì~古普lY百~i)及えには守 ゴ土土:二j一~l地也[円所引折「 不有]者有;でで、あ

る t民之家の協力やt科紺維H住H持寺引4竹竹f~ι臼主迎現l'作業への J地血ωj域或口 L民己の協ブ力)1Jカがf叶有不、可

欠でで、ある。また ピオト一プカか、ら復日:/する|際探の街利n'年i
や古施包JJ肥l肥巴?管吉迎迎引JIについても. 治生i)Jな技術の軒高切flEまれる。

①固定管理型のビオトープ

frドI[J也の水 1:1: 1 地 ;li;; は J~fr~~効率 を! l ~tJ めるために， つに区

~Jji の汎)-I'J 化7J(FF/ (変やつに豆といった):11/作物の状おを可能

とする水ITI)に改変されつつある。また.J1Iい手への農

地集和による L[I):/I1輪換も積極的に展開されているため休

耕日iは少なく. ピオトープの川地{J'{I似(には|不liJ'ifiがf:I'う 。

そこで守 公」り日j也の利!FJ-\~ [剖 #)j~~:引，ifi LF~ミ 11τHこ有lj 設1~~1也を

Ìi!， ) FJ して川地をli'úf~~することで安定l切な f~~全J也として利

!TJできる。なお。 Ij';[5i::"i''i'JlI' ~リのビオトー プを殻"1[1:する際

は あらかじめ設iiJJJ)ji9rゃ[1:1I;i日. 1;\~i日 :~:J1J!刀法などに

ついて卜分検;I:Jしておく必要があり.佐官;1以前から貨:w:

な生物の生 ，1~、がfi'{1 目立されている Jj)ji9i (ホット・スポット )

は米恐怖の:[)よ態で似合できるように工夫 したい。また.

刻jt用地に設問することから [ilil!Jjj京外iiil時二のと1:-物の避D¥fiN)j

mとしても 手l効に機能すると考えられ 投1iiiill~J の HU の

低 1;を抑えることができる。

2 水田のビオトープ利用の効果

a はじめに

7水'J(j辺]立J の ~I :- ~牧物仇防l の多く は i討流片志t凶オ水d城或と」止Lし今:フ今 7氷kμI域I攻主を 4位絞主去今み分けて 土~I:.I，

している 。 つIJ(111 を利 )1] したピオトー プは‘ 11-_ 7Jd攻に ~I:-忠

告1 有する ~I: 物を保会する 1 : で有効な ミF段となると き与えら

れることから. コドiiJf先で、は'it刊行 司友情による水稲抜山水1-1-1

〈手

50m 

50m 

:t5m 

O 水口 .水尻
不耕起・無代かき

Fig.39 出国交Iml坊の概w
Olltlinc of slIrvcycd ficlds 

と件、1JI川利)IJ 1f;~1 ビオトープにおけるトンボのと|乙!J、状況か

ら句その効果について検fi~ する 。

b 調査地の概要及び調査方法

①制な|芭|坊の概~

filr'iJ~t[加]i#ïは茨城県つくばTn会の農村工学 liJI 究所内の 1 if. 
7J( 11:1 (50 x 50111)を:iill't-;~. の水稲栽捕を行う水稲紋士吉 lメ令と

ビオトープ|烹にIItl:シートによって分け，科医ーの成虫とヤ

ゴの主1::息状況を訓べた (Fig.39)。水稲絞1¥¥1ヌーは 5月 16

円に ~:jl 起 代かきを行い 5月 18日に111杭え 6月 13

円に|徐立哨1](マメット SM粒斉1])をij文;{jiし 10月 10卜|に

lJX殺した。ビオトー プ|えは水稲栽培 12!と|司11も.J!)jにね|起・

代かきを行ったが， 一部の|支Ilijのみ不利|一起・!1If:代かきで

:ì~ì:Jll'した 。 その後 WI~I ーの移行IJ ~~ は行 わず自然の選移に

よった。また 水官立J!については昔、ての 12!~TI!Iiで 5/14に

入水し 9/18 ~ 10/10までは収陪1'1'来のためー11寺(1'1に落

水し.その後 2/2までッj(深約 10cI11で'ii¥l*した。

②制託方法

j花山削去はルートセンサスi1、を )IJいてれった

(Fig.40)。ルートセンサス法とは制査|更を代表する日NJf:f 

lレートを目立〉じし 1ìJ ~1司 f仁同 一 ルート j伶いに II-'r現した ilill{ヰ

を記録し定主的に訓在する刀法である o -1(別行では各

区のlーI-r火;'¥1¥をKj21方lirJ(センサスliTU)JIi:50111)にlirJかつてルー

トトーにr'J'，l3Lしたトンボ成山の泊 ~h 数を ~~J;;j'ç した 。 ま

た. [f'J 11 ;\ に制査院ごとの 1 [1'I ~Uえび年丈を記録した。 刑公

は200361' 6 月 ~ 10月まで7i-1II 1日|行った。

HlliJ1fはコドラート i:j:により行ったo50 X 50cI11のコド

ラー卜(木村し)を各制主m:で5地点 無作為に選んでコド

ラー卜|人jにいるヤコ、を 21111111=1の三F緋lでほ1[Kし.そのHi

~JUえび数を記&:!/，した 。 また. If;J 11'，¥にコドラー卜|人!のぶIIII

の1'1，'1被午を被!主として 10段|併で記録した。刑公は 2003

61:_ 5 月 ~ 04 :q:. 2月まで計 121旦1(7月。8月は)'J21日上そ

れ以外は)'J1 1"1)行った。

C 調査結果

①成虫調査

全 11 lulの制査で3利 12離のトンボ成山を 1-1机するこ

とができ オオイトトン 7ドのみ7j(fiTI ~友情|又で{能認されな

かったが その他の柿はどちらの区間 も|百jーのfj[(1J' r'J'， .fJ{ 

Fig.40 ルートセンサスロ、による間iJj1と:状{兇

Statc 01' SlI'、cylIsing rolltC ccnslIs I11cthod 
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RcslIlts oradlllt survcy 

水稲栽培区

6 
85 
95 

よschnuれa aSfat，ιa 

ゐchnurasenega/ensis 

Cerie悲rionme/anurum 

ce応用n5氾 bo/du

Orthe仇 1ma/bisty/um speciosum 

Crocothemis serv!lia mariannae 

Sympetrum darwinianum 

Sympetrum frequens 

Sympetrum附 fuscatum

舟hyothemisfu/，官mosa
Panta/a f/avesceワS

Anax parthenope ju/ius 

アジアイトトンボ
アオモンイトトンボ
キイトトンボ
オオイトトンボ
シオカラトンボ
ショウジョウトンボ
ナツアカネ
アキアカネ
ノシメトンボ
ウスパキトンボ
チョウトンボ
ギンヤンマ

イトトンボ
科

トンボ科

ヤンマ科

ること ができ‘ 1181体数も多く係11又された(Table14)。特

にアオモン イトトン ;J~' は. iiJ，'iJ 1亡Iml!必(12.5a)内に1ft;.じで

約 20)j シオカラトン *.はよ]10 7j匹。ギンヤンマは中旬

9 7j jJじ生息しており かなり ~~:j v 、トンボ似全銀~ ;j~がある

と考えられる。また 成虫ではλ付|一'.，1，忠l

手利|アカネトンボl奇のナツアカネ アキアカネ ノシメ卜

ン 7ボiド~. )及児びび、ウスベキトン了ポlドては2幻幼;リ均Jりjリ山Lの!卯[!Jハ11川iりIカがf短いため土幼j均J川H山! 

でで、lはま;採ネJI正されなカか、つた。

~( !J 1') JJ;j mやが1)!l.(の 主|二 .I~、 ~HI\jとなるコドラート|付の 1íÜ. ~I :

被 J!，[は. 水稲lxJ;'"r 1ぎでは除.Iï!.斉 IJ の i伝~n~~ に より句 うじの術、

l立にjillえられ 1Î[(~釧 11 (フローラ)も水稲のみの上jL;lJluな1辺

境となっており 被j立は析の分けつがi並む 7月以降まで

ほとんどない;11、!注が~，えさ， JIY.般をした 10月以降はほと

んどなかった(rig.43， 44)。一方で. ビオ卜ー プ|三は 5

月下旬から被!主がr'，':j< コナギを能r1i材 と し コ ウキヤ

ガラ クログワイ オモダカ ホタルイなどの多様な刷

物4‘Hとな っていた。また。アオモンイ卜トンボyJ)!.Uの↑1-'>11

した(Tablc13) 0 1181体数の比iJ!土では分散分析の結果

オトープ1><ーにおいてアオ モンイトトンボのみが 1%;J(iW 

でキi.ï~': に多く 山J}Lしていたが その他て、は|りJliすな訟は見

られなかった。

また 訓脊ルー ト|のJil丈は， ;Jく耐え主計 I~ では稲の引

ikに合わせて均一に日くなっていたが ピオトープ|豆で

は JjJ( Utが11~矧 Ufìめる 6 月から Wi物が繁，1: し ほとんど

の成虫のIlii!JI')が終わ る 9):Jまで 20から 70cI11の1.il.丈を

示fH"'iし 多様な生息~0: 11¥1をつくっていた (rig.41守 42)。

イトトンボ手|以タトの柄。は1IUJ:JiiEプJが刊し、ため， Irl ，jl~ を頻

繁に往来してい る 可能七bう{~!:j し、が，水稲松J;，，:I~: とビオ

トー プ|メは jl~ に トンボ成虫の~L 白、 ':'HI\jとして不IJm されて

いることがうよかった。

①幼虫調査

7l<.;f前殺打~;I~ ではアオモンイトトンボとギンヤンマカf少

数採取されたのみで.他の散の[1:.，1，社、はMi:訟できなかった。

ーブ)¥ ビオト ープ|ズでは 3手1.7f!T(のヤゴの主1:.息を的認す

ヒ
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Fig.42 弁，tJWfi' 1丘の 111 j物の ~I:.f{:IJ仁川
Statc 01' ¥'cgctati日ngro、、，thin cach survcy arc日

10/1 911 

Fig， 41 ， ~ ，Hf ル ー ト 」ーの了i'': )l: (l¥1ax-l¥1in) 

Plant hcighl on thcおlIrvcyrOlllc (l¥1ax-l¥1in) 
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Tablc 14 ýJJ !l ( ~J司 fげすi持L

RcslII1S of larval survcy 

ビオトープ区

164 
20 
5 

28 
82 
31 
71 

(匹Im'l調査回数)

水稲栽培区

Ischnura asiatica 

Ischnura senegalensis 

Ceれ弓官rionmelanu月1m

Cercion sieboldlI 

CoenagnonlぬeMunz S.p. 

Orthet，口1malbistylum speciosLlm 

c'rocothemis servliia mariannae 
Anax parthenope ju/ius 

アジアイトトンボ
アオモンイトトンボ
キイトトンボ
オオイトトンボ

イトトンボ科S.p

シオカラトンボ
ショウジョウトンボ
ギンヤンマ

イトトンボ
科

トンボ科

ヤンマ科
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Fig.43 コドラ ー 卜内の油生被皮 (Max-Min)
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Fig.46 アオモンイ卜トンボのぺアリング数

Pairings of IschllUra scncgalcnsis 
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d 小括

水稲殺防 区はさI，Hを1[¥ね1するため守 1i1'iと|ーがlij間Mとなり.

ii判資iJJ;[も少なかった。 また これまでにフィ プロニル系

の殺虫剤がアキアカネの1)JJ!JJ ~1二 育 に l;t~~lW を与えることが

君、されているが. 1徐却方IJについても 同様に散布1I寺山や柴

斉IJによってはj:¥tつかの磁 において初則土|育を凶事Hにする

ことが示l唆された。なお 本研究で、は速効性の|徐均斉IJを

J.IJいたが 遅効七!の除却斉IJや産卵J!日を避けた散布をする

ことで影~!~Æ を緩和する 可 能性がある 。 また 付王将IIJ:Iなど

をピオトープとして利用すると多枚な1、州知が繁茂し 良

好なヤゴの止1:忠、j劾所や成虫の if{J]IJJ易となることに力11え

て，農薬などの負の影響もないため，小さいiiIi杭で、も 向

い似:全労~ -!，R を発HFすることが分かった。

耕起・代かきがトンボの保全与える影響

a はじめに

利|起はロータリーテイラーを)IJい. 表二|二の桁柄、などの

有機物をこじ1:11にすき込んだり 堅 くなった :1りしを粉 li~'す

3 

イオ， 11:1:と耐 1ì' II~J に設I!をするコドラート内の被)立との関係に

ついてみたところ， 同iい中111刻関係(キ1:11立l係数:0.78)がみ

られた (Fig.45)。 イトトンボ科の幼E1(は;;Jdf(につかまっ

てと1::息していることから他物の被伎と相関がみられたと

思われる。

①季節消長と農作業の関係

j戎止!とえJ)!1(司1iJ1-i'で最も似体数の多かったアオモンイト

トンボにおいて守 産卵の指標 となるペアリング数は各区

とも卜分な1181休数を1i'{r:H:!!.し t 検定の ~:jlí ;Rでは ~l iJ l三 n l! î に

有志な差 (pく0.05)は認められなかった (Fig.46)。 しかし

幼虫似休数は水干ìTI ~l j::ì\ilき ではほとんど採取されず.分

1¥!6上析の結果もピオトー プ区 が有志、(pく0.01)に多かった

(Fig. 47) 0 ~tな原|主!として，水稲栽桁区では産卵直後に l徐

町一斉IJの散布が行われており 幼虫のM資源となるカゲロ

ウ1=1幼虫の例イヰ:W，'J支も水午前栽I長|ヌ:では， ピオトープ|メの

1/5で、有立 (P<O.OI)に少なかった (Fig.48)。他の種 につい

ても 同が五にビオトー プ区では 6月1'1"1リから 1Wl1本主iカサ将力n

しており.水稲紋I自区ではがJ虫がt;iUW.されなかった。
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個体数(匹10.25m')

Fig.45 被J~ とアオモンイトトンボの(附1i;数 (7 )'J 7口)

Covcragc ratcs and nUl11bcr of Ischnura scncgalcnsis (Jllly 7th) 
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る。 また.千にかきはロータリーハローをmい.r]iにMし二1'.
1るこことで水111のik[)水を|坊ぎながら。日間iを均5:peにす

る作業である。 これらは. 般的な民イノ|ご業として行われ

ているが.これらを行わない農法として.不jすj:j包放吟や

無代かき栽塙といったおiしい栽:10;":法もみられるように

なってきた。このような新しいj主i'J-は，代かきによる濁

水を流出しないことから環境に負荷を与えない栽府方法

としてäl~1 されておか滋賀県の琵琶湖周辺や秋日:1県の

八郎潟周辺で午点極的に行われている。

これまでの知見では句，liiHtかきj友情を行うことでアキ

アカネ.すツアカネ.ノシメトンボの1~~全に谷与 するこ

とカf示 されているカ これらのj見出、は空乙止の1ft1;Lをが[Jえ

ることから他t~T(のトンボ幼虫の保全に笥 与 すると考えら

れる 。 そこで‘刺起・代かき前後のýJJD; の ~I:: .住l、状 J兄を調

査した。

b 調査圃場及び調査方法

J~~i; ~J コ一 年一 Ii) f究所内の水 1+1 のビオト ー プ|ズ (25 x 50 m) 

において，代かき!メ(5x 50111)とil!f，{.tかき|メ (20x 50111) 

を設けた (Fig.39)。なお 代かき I~ は 5 月 " 1"旬にロータ

リーハローで代かきを行っ た。 また句 r.J，\J 1~ブjä:は了ÌÍj JzG.と

同校に. コドラート訟をJlJいてヤゴの主ヒ息;lki5i'..及び、iiQ

物の繁茂;1犬況を代かき liIJと代かき後に調査した。

C 耕起・代かき前後の幼虫の生息状況

j[[(代かきいでは 5) Jから 6月にかけてアオモンイ卜ト

ンボ シオカラトンボの俳|イ本会主のt目力11し.アジアイトト

ンボ，オオイトトンボカf新たに :};1~11~ された (Table 15)。

ープj. 1tかき 区ではアジアイトトンボやアオモンイ卜ト

ンボ‘キイトトンボ‘アキアカネのヤゴの土1:.，日、が全く1i'(f:

i~2， Uけとなくなった。 また，士'， 1.1に品、ることができるトン

ボネ|のシオカラトンボは採取されたが. 1[.'，1体数は大 11Jh~ に

減少した。

d 小括

11j:j包・1-tかきがアカネトンボに与える 1;~;斜iは産卵 11守 WJ

の1-11而の乾j!14状態が大きいと j0'11おしているが。本fi)1究で

は1VI起・代かきイノ}二業がnIi'!kf'IS に幼虫の IIて忠、を岡~\Iíにさせ

ることが示I[変された。

また 谷本ら (2003)によると 3{I:，に 111:1.1はね|起句代か

き をしないとヨシやガマといっ た大1r;~の tll17J寸前物が繁&

Tahle 時代かきjjiJi去の幼虫剤資料栄

Rcsults 01' larval survcy at bcforc-aftcr pudding 

調査臼
植物の被度 .

アジアイトトンボ

アオモンイトトンボ

キイトトンボ

オオイトトンボ

アキアカネ

シオカラトンボ

(個体数/rn')
代かき水田 |無代かき水田

5/13 6/13 5/13 6/13 

4.6 0.8 4.2 5.0 
1.6 0.2 

8 1.2 2.2 

2.4 0.2 0.2 

0.4 

1.6 

8.8 0.8 1 0.6 0.8 
5/141こ代かき

※被度とは水面の植物の占有率を10段階で表したもの

し 通常の拶11ノpJ(I1'1として復旧するのが困難になる。そ

のため守イホ刻印刷J JlJ lf;，')ビオトーフ.では ~VI 起，イtかきによっ

て地主lごを 1)セァトする必要がある -jiで，その約二業はト

ンボ幼虫の生息に悪ij~-;~t&t を及ぼすことが分かった o それ

らの対策として， 一面干のほ場内で部分的にお|起，代かき

を行う. または全民つかのピオトープをローテーションで

刺起。代かきし.生態系へのf;r;~!g~ を緩和する方法が考え

られる。また，耕作水|王|については可無代かき栽培を行

うことで句1:11起・代かきを行う慣行4友情よりもトンボ保

全効果がi向く. IlIil場整備後の HUの|百|復を平くすること

カfできる。

4 水深管理がトンボに与える影響

a はじめに

水川の水深は水稲栽I計を符J~[! する|二 で、 !ft ~~な*まとな

るばかりではなく，水~Lr~!.üであるヤゴの生息環境に与

える影響も 大 きい。 これまでに 石凹 ら(1988)や山本ら

(2009 )によってトンボ、種ごとの水111やため池。湿地といっ

たnWLする場所の選好性についてのfllf';はあるが町 具体

(ISな水深についての知l比はほとんどない。 また， ~Yí) 1: 

(1986)によるとアキアカネは収穫後の水FHの小さな水た

まりなどにアカネトンボl試は I支い 7J(ì~tの開放水町に産卵

することが7、11 られており.成虫の庄司IH.Ji'~境にも影響を 1]

えることから.呉なる水深による ~L[主、状況について刑べ

た。

b 調査圃場及び方法

水深と産卵の関係を調べるため 農村 T学研究所内の

独立した水色 JJj!が可能なライシメーターIml場 (3x 3 m 

|元 1[llj)4主(，の水深をそれぞれ 0-5‘5-10‘10-15，15-20cl11 

で管JlIIした (Fig，49)0i位iflfJI)jllりは 5月の111納えの|努に入

水し. 9月下旬まで各区画の設定水深を維持したが，そ

の後は詰;水した。 また。各|豆田iで、は水稲を移村jし ，ll!f，J.史

誌で、紋土庁した。

罰M査プTitは はじめに羽イヒ7ttがji官官、された 7rJ上旬か

ら9月|二句まで 2日 I1日|の者[J令で、各区Dlijから羽化したト

ンボの:j:J化伐を削べた。なお.制査は 2005:flと2006{I' 

の 2ヶ年行い. 2005年についてはアカネトンボ腐の同

定は胤までしか行わなかったが， 2006:f1二については粧

まで|百J7じした。

Fig，49 ライシメータ凶場

Lysim巴tcrficlds 
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C 調査結果

アカネトンボ)民はl!見存のま11見通 り 浅い水深に多く的

n，~，された ( Fig.50 ) 。 本f:J r'iJ fUJ(I :I :1 は :1IIr;l足。荒 井主 J'ì"; を 行 ったが.

迫1トーに管理すればアキアカネのように 10a[lPIIJあたりの

:t(i'7Lで、約 2)Jle'fの↑|占|休を仏;会できることが分かった。 ま

た，サツアカネは水深 10-15cmで指定 300lJじ/1Oa. ノシ

メトン 7ドは ;J(i~~ 0-5cmで:JW先 1，4001主/IOaが羽化してい

た。 アカネトンボ同において。水11IJUJ.;;i'jを代表するアキ

アカネ ナツアカネ ノシメトンボの 3fjf[の;]:J1ヒカ'li'{r'認

されたことから句 J[:ì1'ifil斑J!JJ に : 在 オくする水符~lH を行 っても.

~L ìi~i :G1 タイ プが AT の舵はまき航可能であることが1iM認 さ

れfこ。

また ショウジョウトンボは水深 10cm以 1-で多く.

シオカラトンボは水深 10-15cmで比較的に多く保llY.さ

j しギンヤンマは水深 15-20cmでしかMlii!.!されなかっ

た。通常の水1+1では水深 10cJll未満で、特迎lすることが多

いが.10cm 以 1- の iA~水'ì'ì:3'J1!を 好む般がいることが分かつ

t~ o こ::Il らの 11[(は ~CJ:. ì~~J)f1 タイプカ'DV であり. H-IJi(iえ徒、

に臼Ijの場所で越冬した!日:代(一lIi:f1ニの第 21H代)が飛来 し

て産卵. 羽化したと 考えられ ilj:;郎!JJIIりのみの地水でも

DvH(の第 1111:代は視の供給があれば繁殖可能であるこ

とカ'liM;認さ れた。

d 小t舌

ぷ!なる水深f仕立I!によって. )え:1;の産卵や;J:J化数に変化

をもたらしていた。そのため，水111の町一的なれJll!はト

ンボの ìp 純化を招く恐れがあり‘多十;止な ァ1(?~~管 Jli!によっ

て多くのトンボ板にとって良好な封ー息地となることが示

唆された。 また可 ピオトー プにおいては. 1百[7出ヰ:Jl[!1¥f!で

は111而 を傾斜させて人Ti'()に水辺のエコトーン (移行'出)

を造lえしたり守休iV[I-FI利m却では 水1111人jにバli切り機な

どを)I'Jv、て iill'，;;¥'の;j('í~ì: Jlj!よりも 10cm 程I~J~?~~ くなるよ

うな11'1)をJhIii'jljすることで 多十!(i な ~[二 ，1之、 fJ;~:l克を 布 lJ:ì主するこ

とができると目、われる。なお。 本日Jlu交で・はゴ[.'iWiill!i;J!JJに許

水する 一般的な水管理i!を行ったが句 AT磁と DVI1f(の第

1 [11:代は繁殖可 能であることも付 認 された。

5 まとめ

a 営農によるトンボ保全

本liJf先では。 ピオトープとして利)IJ した水 111 と 'It~t行 の

;tJ( ;fìTí松山を行 うノド 11 1 においてトンボの~[一山川〈Jjt を比，[決す

ることで ↑t~t 11: Ji~ y:l~ カf トンボのと|息に与える;話相;につい

て|別{能にした。そのおiI来。耕一起・代かきによって表ご|を

撹乱することで幻1)!l; の ~L ， læ，を [1' [ j¥liにすることや.殺虫剤

や|徐立〔方IJ の散布によって幼山の ~L ，C.!、への n'-r j却下J な lj~'; ~t~~i 

と 主lz ， 13、場所である WJ: ~I:_~コM資源への nu般的な止，出、環境

の思化についてゆ]らかにした。

それらの影響を緩和lするす友情ブJr:i、として 不~;)[起す主杭

や例代かき栽J古があり守 r[1でも illfi代かき栽精は近ゴIC-1181イ半

数が(.~íJ){ i}i~ しているアキアカネのf以全に37 与 1 る 。 また.

近i[:は，ll!fiJ丘sJtti・行機栽Iilによ って ~*.-'i ' や岩山の発主1: を

jijJえながら;J(.fiTI栽if?を行い かっ生態系にも優しい環境

f呆 idr;~1 民法が的 立 されつつある o その代表的な民法とし

て.冬jリJìi\-~;j(水川が全国に ;i!í:)えし始めており，そのトン

ボ保会効栄については.次f{1においてまとめた。なあ¥

包'民によるトンボ保全はピオト ープに比べて生息官)立は

1ftくなるが Bt *~ ~ I-:- jIít と とl r fLE系f九三I~がーイイi化した技術は

民家にもメ 1)"J トとなり l[y'りキ11みflii，H'to)拡大によって

はスケールメリットをi[fiかすことが司能とることから.

3芸術援の HUの同彼に大きく 治'与すると思われる。

b 水田のビオトープ利用によるトンボ保全

水川をビオトー プとして利jけした場合 多川な杭~[: が

繁茂し. )j丸山の産卵やY!J!l;のさle忠.JJMYrとして良好な環J克
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と なることや農業などの負の~悶がないことから， I彼ら

れた百iHlにおいても高いトンボ保全効果を発揮すること

が分かった。そのため ミティゲーションにおける「代

前」 に相当する処置として守 ピオトー プを放置すること

で整備後の I-IUのITII復に寄与 し，それらのピオトープを

適切に配置することで幣備サイト内及び事業サイト外と

のネットワーク化が同れ守各トンボ極においてメタ個体

m として 1~~全可 能となる o なお 効果的なビオトープの

im fi~l ;l~\\Wfや維持 Y:ì:JiH技術については今後 さらなるま11見

の蓄積が必要である。

V 冬期湛水水田によるトンボ保全効果

冬期湛水水田とトンボの保全

a 冬期湛水水田とは

冬J!JJi桂水は「ふゆ・みず・たんぽJと呼ばれ 冬HJjの

水111に湛水してガンやハクチョウといった冬鳥の越冬地

( 2I二に探知場)として利}付する出動で、ある (Fig.51)。冬期

の世ぶはタマガヤツリやアゼブ，キカシグサなとの水111

キlilf!の繁茂をjiPfliりするとともにー ァ1(，1，もカfコウキヤガラな

と" ~:ff: -，'，'iの塊茎を食べて1ltl体数を減少させる。これらの{引

きにより 7J寸前の有機抜目が省ブJ化でき そこで; ~I:_ J!( され

た米は[1:，態系に配慮した午df，b-lと.または減農業米として

人気を11乎んでいる。 また， 平成 19il::皮から始まった農

地 ・水・環涜保全l向」対策における営践活動支援の対象

となっており. 全国各地にそのllx.k:llがtJl、がっている。

Fig，雪1 冬J!)J;甚;;J(JJ(I:l:1と環境保全米

Wintcr l100dcd paddy and cco-Cricnclly ricc 

b トンボ幼虫の保全について

前述の rl副JJJjYriiの乾i扶化がトンボ幼虫に与える 1Jヨ響」

におけるポット試験の結果から ~Ici i'l[il出!JJ の乾 IT:I 化に

よって 土質による違いはあるが.低平地水!白地::ii;に多

くみられる1Eホli:I:-_壌で、は約 10日担!支で乾燥に弱いとさ

-O 

Fig.52 訓在地12の概安

Outlinc of thc survcy arca 

れるアオモンイトトンボ幼虫は全滅することから， トン

ボ幼虫にとってゴI:ii'ifi脱却lの湛水は i i(2:: 1~1~ と寒さから守る J~.

で不可 欠である。 さらに.武装を使川しない冬期活水水

ITIは幼虫の生息環境としても適しており. 出い保全効果

が!UH告会される。そこで、本研究で、はー 笑l際際に冬UJji川'pi
E践主している砂現lυj也凶凶|りiよ必Jにおいて il'iii阪J!JJと刻二iI'ifi既知]のトン

ボの生息状泌を制べることでその効呆を検罰:し. ミテイ

ゲー シ ョ ンする I;~:~ により保全効果の高い世j主力法の提示

を1=11'1なとした。

2 調査地概要及び調査方法

a 調査地の概要

新潟県の北部に位世する阿引野-m泊中111地区を剖査地と

した (Fig.52)。本市wtfJ也では 1980:(1二頃からJよ純Illlにわ

たって ili'<<:民楽による特別栽:i~!i米を栽培しており，地NZ的

なllx.Mlとして環境保全に力を注いで、いる。近年は冬期mr

水をllx.り入れたキi機栽培を行っており，ハクチョウやメ

ダカ ホタルの保全に効梨をあげている。なお，捌査は

Ji:m'i:&峰の山麓沿いの谷i'I'1日地;;ii:と緩傾斜の低"I!:1山水旧

llli ;;;~: ，及びため池でそれぞれ行った。

b 調査方法

①成虫調査

成虫剤査はルートセンサス法をmいて， 200711三7月

と2008年 7月の[;-1-2 JITJ，各刑査区域を肘同してi:U羽鶴

や個体数を地図上にプロットした (Fig.52)。 また， 向NJ

査はtrritr101時から 21時間程度かけて各|ヌj或の制査ルー

トをまわり.それぞれの距 1)1!í~はため池 430m(Fig. 53) 

Fig.53 ため池lÜ! ::i~: Fig.54 itFIι地水旺IJ也市? Fig.55 谷;elt同地fii:
Rcscrvoir zoncricc Lowland padcly zoncriじC Narrow vallcy paclcly zoncricc 
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Fig. S6 低平地水IJIJ也市冬!りJi甚水水ITI Fig. S7 谷津川J也祈冬期i1<Uo]clEl Fig. S8 1'ti，ltl封地::;;:fHJI:IJI 希 IJlTjJI~1 ビオトープ

Biotopc lIsing rallow ficlds in thc narrow 
V日llcypaddy zonc 

Wintcr ftoodcd paddy in thc lowland p日ddyzonc Wintcr floodcd paddy in thc narrow 
vallcy paddy zonc 

f1~ 平 地水1:1'11也 :市; 1 ，800m (Fig. 54) .谷;，11:IJl1也;:;~; 1，030m 

(Fig.55)であった。

①幼虫調査

幼虫制査は50X 50cI11の木村しを各訓~W水 EEI で 41旦|設定f

L. i~"rl' のヤゴを {*1!Kするコドラー卜 d~ を JFJ いて 2006 

fド6):Jと IIJ'J. 2007 iド7月と II)J句2008il' 7 ) Jと II

川の~j-l 5凶行った。司m在水1.11は低"ILJ血水1'1:1地';iYでは冬WJ

地ノルk日12自在(Fig.56). 谷;:1.'1111也;;1十では冬J!JJi品水水日:11

~ú: (Fig. 57)ととle物多七五七1:を1，1的とした:iillil':地水を行う休

1!JI EEl利nJ引のどオトープ2主(i二(Fig.58)でそれぞれ行った。

なお，弁水旧とも滋水深は o~ 5cm l~i! J主で 二L.j:J~ は J#I

水tlの思いlF粘土壌で、ある。

3 調査結果及び考察

a 成虫調査結果

百，¥J1f士山|メ:のトンボ:f1Rのポテンシャルを侃i認するため叶

恒久的水JDXで、あるため池で成虫調査を行い 1711Rのト

ンボ)j)(:.0;をjiWPr!.!.した (Tablc16) 0 11二:;Jd或性のチョウトン

ボやショウジョウトンボ句キイトトンボを1/./-L、に.近

{Iê. 各地で;'*色減がftdJ'L されているハッチョウトンボを 1~lj

いを;'J立でli'u;ii21ることができた。また，林中表部に生息す

るコヤマトンボやコオニヤンマなども折:仙 j~)j として不iJ JFJ

しており守 トンボの主lJS、に良好なj釘iVi'として機能してい

る。また どオトープ氷111及び冬期世水を朽っている谷

;'1.':1111也，;iYでは ':1:.に7](旧に生息するアオモンイトトンボ

を1:1"心としたイトトンボ科やシオカラトンボを Il'心とし

たトンボ科の在人 さらに流水域に生息するオニヤンマな

ど15T1TIの成虫を確認した。一 方で句低エ|乙地水H.I:lむ;;?では，

キイ卜トンボとシオカラトンボ，アキアカネが低街皮で

1前~ft;とされた。

b 幼虫調査結果

低平地地荷の冬J!Jji桂水水|十|は ii'if蹴jtJJで、はオオイトト

ンボとアオモンイトトンボが低街度で採取され. 引ii'liirl!E

WJではシオカラトンボのみが採11文された (Table17)。ま

た，成虫剤査では多くのトンボをli'm認することができた

谷;~I'I士11ili;m; の冬!lJJ准水水!日は シオカラトンボのみが低

街度で採I伐された。生活環タイプでは，多イヒ性磁(ov)

しか的目立できず，刻 ii'iUfl!E J!JJ に ~Iê 也していたのはシオカラ

トンボのみであった。なお守シオカラトンボはiiij述の11誼|

jJ}ji(ïjの乾燥化がトンボ幼虫に与ーえる};~-~響J において

[1]:1状犬f立控態1E芭FR、でもこゴ|上司lベ1./にi滞f官詐J去「つて3生:乙，忠息白、できることカがf汗11泊'(j'一τI把認EE、された干柿I玖k 

でで、ある。一 ブ方J. 谷ì~lt1日地，J17のピオトープ水IIIは， オオイ

トトンボやクロイトトンボ キイトトンボやエゾイトト

ンボなと川市:j校J{{でιI:Jとl、していた。l¥:.UIi環タイプでは

森醜(sr).変位(SM) 多化性極(ov)と級数のタイプが

生息しており. ~hHf il延期も生息がMI' 認できたo

C 冬期湛水水田の水管理とトンボのライフサイクル

冬期世水水日:1は湛水管迎j!を長)!JJI!iJするため，コンパイ

ンによる収穫を行うにはII又J昼前に地irJj:Jブ)IIiJ J二を 1=1(1なとし

た許;J(JlJJII¥Jを設ける必裂がある。災!探に冬WJii，j;;J(水1:11で

は 8月頃から IliJl1'JiiWfi!'t'tカ{:[うわれ. 9月から 10)J は7](m'j

Tablc 16 )&!Jl削1t*i!{糸
RcslIlts 01' acllllt slIrvcy 

ため池 谷津田地帯 低平地水田
型帯

イトトンボ科 オオイトトンボ 2.7 0.8 

キイトトンボ lG.4 1.9 0.5 

アオモンイトトンボ ら2

ヴロイトトンボ 4.1 日l

アオイトトンボ科 アオイトトンボ 0.4 

ヤンマ科 ギンヤンマ 2Ji 0.2 

オニヤンマ科 オニヤンマ 0.7 

工ゾトンボ科 コヤマトンボ 0.2 

サナ工トンボ科 コオニヤンマ 。l

トンボ科 ウスパキトンボ 日l

ハラビロトンボ ()五 0.2 

コフキトンボ 0.$) 

シオカラトンボ 1.:1 9.2 。:1

オオシオカラトンボ "九 0.;'") 

ショウジョウトンボ 11.9 1.1 

アキアカネ 。1 2.2 0.1 

ノシメトンボ 0.6 1.7 

ヨツボントンボ (U 

ハッチョウトンボ G.2 1.0 

チョウトンボ 4:1.1 

コシアキトンボ 2.G 

合計極数 171.重 15~量 :Jl.f 
単位個体数/100m/調査回数
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司
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刷

一
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川
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一
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制

一

般
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司

b

c

「
l
1
I
L
i

a
z
一

T
U
I
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環
プ

活

イ
生
告

オオイトトンボ DV 0..1 Ii.S 10.9 

アオモンイトトンボ IJ¥' 0.-1 :1.:1 8.9 

アジアイトトンポ IlV 0.:1 

ヴロイトトンボ IlV 1.:1 

シオ力ラトンボ IlV 日:) O.n 0.7 :')，:J 7.8 

ギンヤンマ IlV :1.0 u 
エソイトトンボ 日p 0.:) 

ヨツボシトンボ 出p 0.7 

キイトトンボ 日i¥1 0.;) 

単位個体数/ぽ/調査回数
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がない状態で、あった (Fig.59) 0 そのため. l況に産卵を終

え てJ:í 1'J もしくは幼虫の;lk!L~である SP fif!. SM程， DV;fW 

の第 2W:代は生息が|圭|草Iiであると忠われる。なお， DV 

fAは 1ilに 2fL/イ'.tll'r現するため 森に種の供給(成虫の

飛来 ・産卵)があれば第 1'fL/:イ'-(の繁JI!(は可能で、あると思

われる。また 幼虫訪日査で任ilZできなかったアカネトン

ボ属を代表とする AT離は inj1乾燥位のJJIJで越冬するこ

とから 乾|王|状態でも条件が整えば繁JI(，(が可能であると

思われる o

2 :3 4 。 6 8 10 11 

幼虫 (羽4hl 幼虫

SM種 { 幼虫 一-r別出l 幼虫

DVfi I 幼虫 日再~; 幼虫

T種・E・二五二|枇 産 卵 'I! 

Fig.59 トンボの ~I 活環と冬l!JJi甚氷水 111 の氷 :i~: J~ [I

Lifc cyclc ol'thc clragonfly山lclwatcr Illanagclllcnt of wintcr f¥ooclcd 1五lddics

d その他の冬期湛水水田の水管理

出川ら (2009)によると， 宮城県大|崎市川尻イIlljJJj地以に

おける水'i'¥:)]!は新潟県征千IIJJ也|メe と1"Jtriに収穫前の 9rJJ' 

旬から部水をし 収稚作業経て 12 月 r '1 1 ・|ぐ旬 ~2 月末

まで、湛iJ<.して。 3-4月は刺起作業のために|凶場を乾燥

させていた。

F;.Il['県出':lil;JTI1'において笑泊されている 「コウノトリ 育

む民法」においては 稲刈りの 2 週間前後頃から I~I ~ぷ許

水 し秋はll吃山化して漏水対策 (11日生りやIIHシートの段位)

や米ぬかのii文ギ1)をすることをtfl犯している。 また. 出[;'(，J

dJの ~'~:I) の冬)!月以ァ'JoJ<. 日 |では「水日|の主|ごきものの逃げ場j

を;世間している (Fig.60)。その効果については笠原(2006)

によって魚知やヤコーなどのー11守的な避ijjlf場所して機能し

ていることが出告 されている。

e トンボ幼虫以外の底生生物

トンボ幼虫以タトのj氏生生物では. トンボ幼虫と|司桜に

通iri甚水のビオトー プで多く採取されており‘ゴ!二iHiir拡!!JJ

Fig，60 水111の1.1:.きものの逃げ場(兵Jlji~41- ~位|両市)

Rcfllgc for padcly organisllls (Toyook日‘ HyogoPrcfcじtllrc)

も採llY.されていることから繁Y位j劾所として機能している

と忠われる (Tablc18)。 ドジョウはシオカラトンボと 同

様にこ仁川iにiNiることができることから冬期湛水水111の非

il'iliIWJ!JJにおいても とILliが係認された。また アメリカザ

リガニはオ<.1王|内に火をJ肥ったり。オぇ!日から干多勤して4又J並
H寺UJJの;本水期間の乾燥を回避することができる。このよ

うに‘ ドジョウやアメリカザリガニのように一l時的な孫

水から避難iできるd物にとって冬期湛氷水FEIは 冬期jの

寒さから待tってくれる良好な越冬の坊として機能するこ

とが示11変された。 しかし.本間査地のようにアメリカザ

リガニといった外来生物が生息する場合は，他の生物を

おliiil:し. 生物多様性の低TをtijくT可能佐|がある。なお号

本制祈i也の冬J!JJi甚水水l干lではアメリカザリガニによる巣

穴のtJ:iii'jIJf~i により泌水深の維持がi利長Iíになるといった|問

題が発λ|した。

カゲロウ自幼虫
ゲンゴロウ類
ガムシ類

ホヲル幼虫
ドジョウ
アメリカザリガニ

ヨコエビ
コオイムシ
ヲイコウチ

Tahlc 18 li\ ~UI 物 l測 で仁志古来

IミcSlIlts01' bcnthos slIrvcy 

低平地地帯 谷津田地帯

冬期j甚水水回 冬期湛水水田 ビオトープ
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4 冬期湛水水田におけるトンボ保全効果

J)~行の冬WJifL;水*111 は.冬J!JJ の ì~Uくを始めるがj に多く

のilol休が生存|杢l!Ijliとなることから. トンボを保全するに

は不 i分であることが分かった。 また 冬J!JJiJ;I水水IIIで

は航の供給があれば DV抗の第 111I:1.tは繁殖可能となる

が‘子?詰l'日1tl1l ;:;~;では， J成虫は-1づfにと1::思 していたのに対

し幼出は少なかった。 この~~囚については.冬期以水

7}，川における ~'OJ[Jゃ緋化句幼虫の 1&育状況について~1，'ù1ì'

する必要がある。

また @:q.i1J;7J<.のビオトーフう'J<.I11は Dv，fiT(以タトに SP

極や SM 離がと1: 息しており.安定 I :I~ な砲の供給源となる

ことが分かった。なお.冬Jl)Ji甚水7J<.旧においてトンボ)j'i

を 1~~全するにはJI又桜前の乾þ)lçか ら ヤゴを守ることカf必、弘f

であることから， 1面I#Jj内に明il長等を41:1:i'jlJして乾燥H告の-

11守的な避出Ii場所をつくることで似全できる 可能性があ

る。なお 一時的な孫水から避難が可能で冬J!JJにif;'il体

数を減少させていた極は.冬J!JJi桂7J<.をすることで保全の

甘Ttì~tlーが J1i:::fJ くなる 。 一方で.外来生物 ( アメリカザリガ

ニやウシガエルなど)にとって冬期ほ水は。良好な越冬

場r9iとして利mされ 在来の生物のおIi食)王を高めてしま

う可能性があることから.その述川にはiJ二百;する必要が

ある o
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U 結 言

1 圃場整備事業が止水域性トンボに与える影響と対

策

現地闘場調査と乾燥に弱いアオモンイトトンボ幼虫の

耐乾燥-低温試験から. 1首|場而の乾燥が進行すると.乾

燥や低温に強いごく 一部のトンボ幼虫を|徐く，ほとんど

のトンボ幼虫は乾燥死してしまうことが分かった。その

ため句 l芭|場整備事業による表土の撹乱・乾燥は. 11:.水域

性トンボの止息を|主l郊にする。411に. 事業は耕三iHki肱!UJに

行われることが多いため，そのH寺j切に水田l人jに卵や幼虫

として生息する極に対する影響が大きく， 生活環タイ プ

ではトンボ主申の大昔11うfを，c':iめる SPflTl. SM f:ill. AT flfL 

DV 視の LI~.水 j或伯トンボは~J:.，也、が困難になることが分

かった (Fig.61)。 また，第1iifi後も 11M渠羽i=7Jcy，引iiliの効果

により !;吃田化が進行ーするため. Iリ止1:一フy水jd域或↑住伯性~I生1，卜ンボのと生1::.ニ思息、);場劫

月所7としてi也さない可f古能i庖沿削巨包引'1性|

トワ一クの分!断羽折fカがτ起こるとJ極亜のo供E吋手訂給f台:カがfなくなり' 個体数

のIITI復がされなくなるため，移動能力がi合iく‘ ijfl:1モ|状態

でも ~I'.息できる桓:しかと|リ虫、しなくなることから， ミテイ

ゲーションによる保全対策が不可欠となる。

2 圃場整備事業によるミティゲーション(回避)

ミテイゲーションは. 1日IJ世最小イヒ. 1tfelの{立先Jlli'(で

検討を行う 。 そのため‘ Iml場捺11i1i ~JT業によるミテイゲー

ションを考える際司 まずは事業の可否について杉1討する

ことが必要である (Fig.61) 0 土地改良法の改ーJi: (平成

13 il') によって車業の災施に際して地域住民 を主体

とした IFFI悶22備環境マスタープラン」または「農村環

境宵liilliJを作成することが司i業採択の主!1'iとなっている。

これはそれぞれの地域におけるj長村環境の状況や住民の

意向を十分把握したよーで¥環境保全の 1=1燃やこれを達成

するために必裂な対策の基本方針を定めた計画を策定

し.農村地j或の環境保会を総合的かっ切~~，q切に図ること

を日的としている。よって，地j或住民が目標とする農村

環境が達せられず‘事業によるデメリットがメリットを

上回る場合は事業の'.1'.11今も検討することが必安である。

事業 を実施する場合は部分|ι|避を行 う (Fig.61)。整

備を行ってもj，}I水不良が改議されない場所や立地的に 12<:

画推定j!がしにくい場rYiなと¥|箭Ij)jj ~~:引!市の効果が低いエリ

アについては部分的な事業の回避をする。 また 一部の

湿地環境を保会することで¥整備IW1の事業サイトの HU

(ハビタット・ユニ ッ ト)の低 下を抑えることができる

と共に.整備後の植の供給iJJ;lとなり。 HUのl!ll復にも 街

与する (Fig.2)。なお. f~~全地の1i'{lf~~については‘公共

m地の利Ji:Jや創設換地によってゴ|農用地を捻出すること

で，従来か ら貨mな生物の生息が確認 されている :l;Yj所

( ホット・ス ポ ット ) を 1 ，~1 7と ;ì今 J'lIm!J のピオトープとして

;i'¥，J'JI!するといったことが想定される。そのlZ1. 設置する

場所や数守 IIfJ 陥，規絞及び~ì~・:fll!技術なとごの知見の苓:j'l![が

-・LJlht辺自戸型 ~:':，!:tJl:ij週咽・

ー-.駆〓 ー 十一一回蜘ì 1JW~l:ì::ilß:~:.li， !II

_ •• -ô':sr.: .t~霊碑 Í'~HII;riþ:抗措置置

-・.-JiItl:.<・司也君置眠商品... ~・~~白 書-

E~温=匝........町~!，ヨ・

- 生息制への負荷

・ 圃 環境への緩和対策

Fig.61 Jt水j攻(tJトンボのミテイゲーションフロ ー

Mitigatiol1日O Worstagn日111watcr dragol1町，cs

必要となる。

3 圃場整備事業によるミティゲーション(最小化)

a 段階的な整備の実施

保全地の係似が|杢1D)liな場合(j:. _.)主に全而1的な施]ー

を行 うのではなく 段|情的な施コ;を行 うことによって，

一時的な環境破壊を緩和lする 「最小化」が考えられる

(Fig. 61)。絵怖を行わなかった地iえが整備を行った地|互

の粧の1Jt*ijiJJilとなり~\i1imによる柾iの ?ìlíi}f~を!坊ぐことが

可能となる o その際‘各トンボ制fが移動して繁1[1)できる

ような処 [fuが必~となる 。

b 生息地間のネットワークの分断

|副 j~jj ~}i引1m品企業を災施する|役移動能力の低いアジアイ

トトンボの移動可能日I ~ilil!iである 1.1- 1.2km以内のII1J隔

で生息地を fi'ú~ f!.i~しないと‘イトトンボ利のfMlや移動能力

の低い植において事業サイト内の 11:.7JdDxのネットワーク

は分|初fされることが分かった。

そのため |菌|場技術1I~1 の LI:. 7J(tDxtl，トンボの保全地は，

}; ' iJI却 に Ijl~!: 審物などがない思想的な立地の場合.約 400ha

に lカ所の制合で、倣保することで控付HII寺にネットワー

クを分断することなく HUの低ドをtfjJえることができる

が，保全地の設置 は事業組j1i~-¥コ配Itf場所.1也71三条件によっ

て変化するため 2カ所以上設i0Lすることが望 ましい。ま

た. J止l上:フy水j(くJ攻↑住叩性i日乱1，φ トンボボ、の多1本ね様!fぶk訓;じ礼'1性|

キ科祁維1日佐í~一J付三'}1二しなカがf ら ;コ正l仁て司事Lすることでで、 ミテイゲーション (最ノト

化)に繋がるが。保全地の時保は|未開liな場合が多い。そ

の場合は事業後のネットワークの再構築が不可欠となる。

C 生息地聞のネットワークの構築

事業によってと|二息地問のネットワークが分断または消

滅してしまう場合は. 亭業後にネットワークのrq伴i築が

不可 欠である 。 特にネットワークが消滅してしまった j~)j

什は。他の地域 (事業サイトの外)から種の供給が不可

欠となることから，事業サイト外に対象となるトンボ磁

の供給泌が移動可能な日lilijliに存在するか事前向8J3!Eが必要

となる 。 一般的な環境アセスメントは号 î.~(サイトのみの
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別主t しカ、行わないカネットワークのがíilfX:カ{~.El7È される

場合は. );'，1辺地域を合めたi出l査を!ti1'1として力11える必嬰

がある。なお，それには各トンボ極の移動距附やメタ fli日

制，:iI'(，のかW!iについての矢11見の者椴が不可欠となる。また，

ネットワ ークが分l析された場合は アジアイトトンボの

移動可 能距離である 1.1~ 1.2km以内に生息地を4在仏;す

ることで科椛築は可能であるが.1曲IJ揚終fmu去の事業サイ

ト|刈の HUのIr.jJ-には. より揃:りくでiMt:なネッ トワーク

化を図る必要があり それにはアジアイト トンボの行動

範凶である 400111以内に繁Jli'(可能な生息地を設けること

が1fi ・~:である 。

4 圃場整備事業によるミティゲーション(代償)

a ビオ卜ープの設置による保全

部分的な回避や最小化による トIUの1!:!li反が充分で、ない

場合代悩に相当する行為に よってネiIiい.最終(11にノー・

ネッ ト・ロスを 目指す (Fig.61)0 lilil坊主外iiI事業の場合.

IDJ避や最小化はW!iしいため.尖|僚にはこの代{誌の行為が

市l:~: となると思われる 。

ピオトープは一般的な:;j(稲 ~t\U;'1: i'J(IJ] と比べて，多JlJな

1'l t( ~ I :.がきが災し成虫のi主卵や土)).0tの生息、JJ)j所として良好

な }~t j~J~ となることや良薬などの負の攻(161 がないことか

ら I;H られたTíïÎfilt においても 117J いトンボf九:五::~))県を発射

することが分かった。そのため.ミティゲーション (代悩)

として. ピオ 卜ー プを li.支出することで、推似l後の HUのI!.!I

彼に筒与する。

① ビオトープの管理方法

トンボを効果的にfh(全するビオ卜ープの科目!方法は

，)1;校長批HJJにヤゴが越冬できるようにi桂一水状態を品fi持する

ことが必引条件となる。 また.f置によって呉なる水jAtを

好むことから.多械な jJ(ì~~でJ品・辿!する 。 なお. iU数の ピ

オ トープがf治filできないjA千?は.ビオト プ|人jのIfJilJj)j nll 
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【農作業】 [水管理】

4月上旬~中旬 耕起 4月中旬~ 入]]<.代かき

4月中旬~下旬 代かき 5月中旬~下旬 活着期(浅水)

5月上旬~中旬 田植え 6月上旬~中旬 分けつ期 C5iV]<)

6月下旬-7月上旬 無~:JJ5ナlすつ期

9月上旬~ 収穫 (中干し)

7月中旬-8月上旬 無安Mナlナつ期

(間断潅減)

8月上旬~中旬 出槻月(勧]<)

8月下旬~ 落JJ<

下 I上

に傾斜をつけることで。 i~~ い i'J(i~~から浅い水ì~~. Iえびエ

コトーン (移行'出，:)を石11:保することができる。また，柏.当:

は 3ゴ|二に l日はjjl起しないとヨシやガマ といった大型の

1"1水村i物が繁茂し -{f[¥のトンボ極のufi0rJに過した|羽水

市iがな くなってしまう 。一方で.新起や代かきはその場

にと1".息するヤゴの生息を困iIi!iにすることから句後数のピ

オトープ またはどオト ーフ内のエリアごとにローテー

ションで行う必要がある。

② ビオ卜ープの設置方法

ピオ トー プには1Iá1 7主管J11 '.lf; ~J と休'fJI 山手IJ JfJ 型があり . 1直i

定詰::fli!:iE~J は IUìl#5j整備がHこ ~I" J.立m地を拾:/1\ した り 守 整備後

にできてしまう 三角地(1前|坊の形状が四角形ではな くイ介

業七|の思い|三回)やつぶれ地などを利mして設置.する。

付、刺 1:1:1利)FJ~'J は ìl，&反によってイ本耕している水日:1を用 い

て. ~JI 作 l干i として復川できるように科出しながら止態系

仏:全を行う 。これらのピオトー プの管理については. JE1 

切な水深やJ仰とtJ~移についての主11見の者;Htが必~:で、あ

り. それには 11一一水J!&:tlトンボ、や他のと|ミ物の生息状況をモ

ニタリングし状況に)，t;じたii'i:JJ!! (JJIHJ，~; (I(J管理)が不可欠

である。

b 環境保全型農法の導入による保全

①一般的な水稲栽培水田

これま で、の訓l査結果から.慣行的な水平iM!Ulj:のトンボ

似全効果は低いことが分かった。主な ~ I担としては. 9 

月以降から代かきをl)f1始する 4)-) 1.1.1旬まで水111が乾燥

化しているため.その II:J に幼虫として ~I 息する SP 磁，

SM 1lT¥守 DV税 のトンボ幼虫の多くは死滅してしまう

(Fig. 62)。なお‘ ー1"."1:1にi符ることができるトンボ科の乾

燥や来さ に白iい.H¥は11古|イ本数は減少するが生息できる可能

t!=.カfある。 また アキアカネやナツ アカネカq瓜す AT.f!Tf. 

は 1~ 1 起 代かきによ る影響や j良薬 (3 :. に ~:0iHlli川のフイ プ

ロニル系の殺虫剤)によ って生息数が者一 しく減少する。

出穏期

中

9月
下しょ

10月~

[耕音伊豆】

4月上旬 元肥散布

5月上旬~中旬 殺虫・殺菌斉l撒布(苗箱施用

除草斉i撒布(田植え後)

6月上旬~下旬 除草斉l散布・追肥散布

7月上旬~下旬 殺虫・殺菌輔姉(状況に応じて)

8月上旬~下旬 殺虫・殺菌斉|散布(状況に応じて)

Fig.62 一般的な水131の官耳目刀法 WHIU血カ)

Usual i11cthod 01' paddy i11anagci11cnt (Kanto rcgion) 
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l成戎H虫(でで、1越主冬する WTl杯椛可主1は守恭下にE首産'(卵して夏j場易は幼且虫(とし

て主当生i七4リ~J息|

主生i七:存存一カがf可|医悶王到liJ革刻11佐fになると忠わjれ1る。

① トンボ保全を重視した環境保全型農法

ノk稲松清水田においてトンボを f民会する場合，ゴni'~;阪

!!JJの乾燥やiE4誕百文ずIJ¥191:起.ftかきが苦 しく と1:.息環J';包を

J止、化させることが分かった。本研究で、は守個々の安弘|に

ついての1;~5~~~Æ を制査 したが 栽培JtJJlliJを通じて企ての:~~;

:El[!竹:業がトンボfi;全にi直したで;j主イ本系でないとならな

い。環境保全型l民法として既に普及している冬j!JJ以水氷

山においても.水詰 )jjl の而l でnl1~mがあり句 トンボのi~~全

効果(立与をuHしていなかった。そのため. トンボ保全を.m
視した環境保全型j民法として従米からきた践されている

不初|起松治や?lIriJ支払UJU'i'i. 冬J!J日正**111をトンボのライ

フサイクルに令致するように改良することで.常jEとト

ンボf以全のId，jli.を図った。

{無農薬・不耕起栽培]

一般的なj長法と大きく 占I，Sなるのは ~IIU見誌で不ね|ー起栽

よ??を行うことにJJIIえ i丹治!!JJ1炎からのi32水管fll!を7月 1;'

11)まで行うことである (Fig.63)0これによって。 jJ4説子

"1' 1'.しによって生息出JJKを主、化させていた AT脱と WT

;fJTr，及び DV郁(第 I1引に)の生活環で、あるトンボ郡の保

全がIJJ能である。なお '.1.1二fしを行わないことから. 11文

AT、種、 WT種、 DV種(第lt世代)の産卵~羽化は;甚水状態

中

4月

中

日月

般IIWの地ini、l力低下ーが懸念されるが句 r'.I:¥;f"!'¥i灸の 8月r:1:r旬以

降から活水し!百|場佐保j車業によって控怖された IIfJJ:~拘|

水によってj主やかに匝1:1品を!i吃f殺させればコンノくイン収穫

は可能である。なお ?II~農業や "1 1 二「 しをしないことによ

る舵効分けつの助長によって水稲は減収するが.農地・

水-環境保全向上対策による営践活動支援による存liWJ.

または環境保全米(赤とんぼ米など)による単 filliのlilJJ一に

よって補うことカfできると思われる。

[冬期湛水水田(改良型)]

従来から行われている冬期湛水水IIIは収穫の lヶ月前

から孫水し 地耐力を向上させていたため そのr::Jに多

くの磁の止息環境を世、化させていた (Fig.59)。そこで守

地 ifii'J プJ を 向 J させる|時期を通 ri t~. の' '1'' 干 しと同じ 6 J.J下

旬から行う(Fig.64)。また‘その後の水省・fll'.は 8JJのJ:

旬~ "1 1 句の 1 1.\松J!JJ 以外を|徐き守水而が多少、見えるような

* 'i"i: J1Il (他水ti:Jlli)をすること で地isi'J力を*iHすしながらiW

{慨する。なお， こじがiE!った状態であれば 主粘ゴ二の場令

lヶ月後のヤゴの生存率は約 80%を品iH4iで、きる。その後句

収穫J!JJiiIjに許水し (;各水しでもlH'，'jご|の水旧では 101.111り

は幼虫も 主1:干f可能)• 11奇以tJI:*によって地ini'J力が|汀|復し

たらコンノすインによる収穫を行い.その後湖水を+IJI刻す

る。

トンボは飽水管JJI!の11¥jに SP1'1[(とSMtJiが水 I i-I 内に ~'(

DV{ 1l'l~化

合
時

一中
一明

化

』，
h

上
一

叩合

hf

AT産卵

G 峨

n笠
同 中下 1上

9月 10月~
下 1 ..1:: go 

7月

備考 7月下旬の落水はWT種の羽化の後に実施
出穏期の8月上旬~中旬は湛水し、その後落水(地耐力の向上)
AT種は乾田状態でも降雨による水溜まりに産卵可能

DV (1) • DV種の第1世代
DV (2) • DV種の第2世代

Fig.63 .111\ 炭楽・ 耳、 iVI 起薬栽J~\:によるトンボ似合

Dragonfty conscrvation by chcmical-fi'cc， zcro-tillagc cultivation 

SP種、 SM種、 DV種(第2世代)の産卵~羽化は;甚水または湿潤状態

7J<， 
，奈

上中下|上中
4月 5月

備考 6月下旬の中干しはSM種の羽化の後に実施
中干し後は出穏期以外、飽水管理

DV (1) • DV種の第1世代
DV (2) .DV種の第2世代

湿潤状態(重粘土)の場合、アオモ
ンイトトンボ幼虫の1ヶ月後の生存
率は約80%

乾燥状態(重粘土)の場合、アオモ
ンイトトンボ幼虫は10日聞は生存
可能

Fig.64 冬!羽湛iJuJ(III(改良 JJ: ~.)によるトンボ保全
Dragonfly conscrvation by wintcr tloodcd paddi巳s(improvcd typc) 



すよー杉晃子r:附 j~j務 1~1i水区|における 11二水J，X性

。↑jし，収穫直後に DV杭(第 1IH代)が産卵する。ゴ1:¥¥:色紙

!!1Jも含め‘ j甚水を継続することで SP樟や SMHI. DV組

(第 2111:代)の保全が可能である。

全てのトンボ樟(5つのライフサイクルパターン)を保

全する場令守 l年I-I-Il降水をしな くてはならないが 上記

に提案した 2つの民法を同一地区内て'M[み合わせること

によって 全てのライフサイクルパ ターンの産卵から羽

化までを司能とした。なお.提案した環境保全型農法は.

地j戎によって栽:t;ミ暦やトンボの発生11引1月が異なること か

ら.I1又tZ1ーやイ午業七1'.を桁力低下させずにトンボ保全を可能

とする}ljf:(};i:、IY]管引をi自)，1:，;させながら 地域ごとにji(t立 し

ていく必~がある 。

また 3Jf~:境保全2!l 民法に よるトンボ保全はビオト ー プ

に比べて~I -:-息街j支は低くなるが. 農業生産と生態系保全

が一体化した技術は出家にもメリットとなり 11児り刻lみ

面積の拡大によってはスケールメリッ卜をi首かすことカf

Il r(ì~ となり ミティ ゲーシ ョン (代11't)として撚1iiiJ後の

HUの|旦|復に大きく 翁与すると忠われる。

5 圏場整備事業へのミティゲーションに向けた検討

課題

ミティゲー ションに よるノ ー・ネ ット -ロスを 日4旨す

には HEP(HabitatEvaluation Proccdlll'e)なとごの号、nilli手法を

外lいてiH;制liをすることが不可欠である。そのためには

各トンボ併において‘ i;吃!王l化のネl:1IIr，やj共必ii文;{Ijの平TiW，

1'i!(!:1日間資源などの生存必引条約一を選定し 各環境~ Iき|

ごとのjffiij[泣から SI(Suitability Jndex 迎71:指数)をうkめ.

SIモデルを竹成する (Fig.65)。 さらに各部与主要l五|の SJ

モデルから 7文何年均または判定の環境~~囚をlJ}~み小l けし

た7:1;:1iiJ -'1"均に よって HIS(HalコitatSuitability Index ハピ

タット迎 11-:柄数)モデlレをイわえし対象となる Tiii;flltを釆

じて HUを求める必投ーがある。HEPにlilJけたこれらの

ま11見を蓄積することによ っ て.最終的に HU がt~Î: I.I'，され守

1!I1IJJ)j整備事業の前後で減少した環境安凶の判定やiJik少し

た環境安凶の質及び~::j: iJ的な fíllî怖が判明する 。 また |由|

j劾控1iiliの前僚を含め.定!!JJ的にモニタリングをすること

で II~J 間的 fillï 1rti を定包 的に許 filliすることができ守 JIICiJ:i:;l'J<j管

J1!!_に よる効果的な生息J岸tttIの|汀|復がされ， 11:.*j或性トン

ボのノー・ ネッ ト・ロ スや今後実施されるミテイゲーショ

ンの質の向上(こ寄与することが可能となる。

また ミテイケ‘ーションには );f~響を受ける zzi与lそのも

の(事業f.;'I'illiil実域)に対して環境緩和惜世を施す守オン・

サイト・ ミテ ィゲー ション と影翠!;を受け る環境ではな

く，それ以外のJ必所で:rJfU克似全に街与する行為を行うオ

フ ・サイト・ミテイゲーションがある (EtI'-1'. 1995)。本

研究では ~ì:. (.こ事業π!nlii区域内の i上水域でのミティゲー

ショ ンについて述べてきたが. トン ボの 1:1_1には長距:ijliの

移動が可能な干草や.未成熟J!JJ(羽化後のl氏以が↑生成熟す

るまでのH1lll¥j)は林内に移動して任息する純 アキアカ

ネのように未成熟!!JjはILJ11¥日1¥まで移動するような税が存

臨調融調

防則;，::e宣言』雪崩事完

各環境要因ごとの
適正度からSIを算出

↓ 
働 :.. .，;，司直m;)lm_~

SIを結合させてHSI
を算出↓

対象地区の該当する生息
地面積からHUを算出する

Fig.65 HEPによる環境価値 (HU)の算出手JIIl'l

Proccdllrc for calclllating cnviron日lcntalvalllc (I-IU) llsing HEP 

有する。そのため。 事業サイトのみの保全では一|分な保

全カfでき ない可能tl:カfあることから オフ・サイト・ミ

テイゲーションについても検討する必要がある 。 ~W に伯・

J~H されなくなった紺木林や小山 ji\j地のJ刊行放棄水 1]] など

の日i，t1iiliについても行政や NGO団イホなどの協力によって

ミテイゲーションの一 :i~ljに組み込んでいく必安がある 。

本li)f';i'Eで、は ヤゴの iflj;J乾燥 fì~)) や Ji記出の移動可能U.1 !. 1引i

をトンボの'-j1でもそれらの能力が{止し、極を用いて。 JJU也

;開校や尖験によって具体的な数値を|り1らかにした。それ

によって守 トンボの多様七|を徴。保するための基準のーっ

となる数値を示 した。 しかし. 1~~玉三 lこは トンボのラ イフ

サイクル(Fig.3)をj'i{lt1~~ にする必致ーがあり I~河fl やヤゴ

の生息 羽化.及び成虫の生息に必要な環境などについ

ての知見はまだ-1・分でない。生息場所についても M~t 

や水深によるヤコ守の~j : )~、状況の傾向について I~J らかにし

たが 水深や水Jiii 水質や ピオト ープを告団!する|僚の植

物のJfJ:丈や被度(柏物が7J<.町を能う ii司令)などについての

女11児は不足している。 さらに.ilとl也や傾斜地司 '1'LiIIIlJ地.

谷ii!tといった立地環境などによっても保全方法は変化す

ると思われる。 また.特異|切に生物が多く1tむホット・

スポットについても 未だ安ItlがfiHfljJされない部分が多

くあり 事業地区内における同fYjl'I9な安|き|も考慮しなが

ら整備するには11m応的な告どjIを合めた竹理方法の9JI児や

技術の蓄積も必*ーである。今後 これらの女II見を集積す

ることによって。 Iml場整備時により効果の高いミティ

ゲーションが笑施でき 伝統的な成法にjj&応してきた ト

ンボが 挫仰の行われた近代的な決法に変化しでも生息

できるj長村にすることが可能であると忠われる。 さらに

トンボ、の保全は j}色村 iJI<~j;J!や環境{呆全LI!lj業法の降立に街与ー

することがJ!1J砧できると思われる。
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Fundamental Research on the Conservation and Mitigation Measures 
for Stagnant Water Dragonflies in Consolidated Paddy Fields 

WAKASUGI Kousuke 

Summary 

Paddy field land consolidation projects, which started in 1963 in Japan, have made significant contributions, such 

as promoting rural areas, solving postwar food shortages, and improving agricultural productivity. In the last several 

decades, however, there has been a decline in wildlife species adapted to the secondary natural areas inherent in rural 

landscapes. This decline has resultcd from changes in farming methods and the use of large quantities of agricultural 

chemicals, mcchanization of farm work using tractors and combine harvesters, and paddy ficld land consolidation 

projects undertaken to improve agricultural output and productivity. In response to this dec I ine, a 200 I amendment 

of the Land Improvement Act provided that the impact on the environment should be taken into consideration when 

undertaking these projects. From the viewpoint of maintaining biodiversity, however, the mcasures undertaken so far 

have been inadequatc. 

In this thesis, I describe achievements made in mitigation systems in somc public work projects in Japan and abroad 

and cxamine their applicability to paddy ficld land consolidation projects. Mitigation , which was first emphasized 

in American environmental assessments conducted in 1969, refers to acts that counteract the negative impact on 

ecosystems caused by developmcnt projects, including (I) avoidance, (2) minimization, and (3) compensation, listed in 

thc order of priority. The aim of this basic rcsearch is to investigate how various mitigation mcasures during paddy field 

land consolidation would affect dragonflies, which serve as rcprcsentatives ofwildlifc in rural areas. 

For example, acts falling under "avoiclance·· would involve conserving particularly important habitats (hot spots) 

whcn consolidating land. "Minimization" would involve carrying out consolidation in stages and maintaining habitat 

networks while taking into account metapopulations. As for "compensation" acts, I propose using fallow fields and 

other sites to establish biotopes, build thriving habitat networks, and implement ecological farming practices. In order 

to balance the conservation of dragonflies that inhabit stagnant water with farming, I propose an improved version of 

inundating paddy fields in winter based on chemical-frec, zero-tillage cultivation, which combines cxisting farming 

techniques with knowledge of the life cycle of dragonflies, the drought resistance of larvae, and other important 

species traits. In this research, I studicd the impact of paddy field land consolidation projects on the habitat quality of 

dragonflies and proposed countermeasures based on ficld measurements of drought resistance of larvae and the potential 

traveling range of adult dragonflies. These basic data can be used to devise sound mitigation practices and improve the 

qual ity of conservation measures for dragonfl ies. 

keywords: dragonflies, mitigation, consolidated paddy fields, habitat networks, paddy field aridification 
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