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特集 1今こそ水田生物群集を捉えなおすーミクロからマクロまで一

野外実験による水生動物群集解析と保全への適用

西原昇吾

東京大学農学生命科学研究科

Analysis of freshwater animal community by field experiment and its application to conservation 

Shougo Nishihara 

Institut巴ofAgriculture and Life Scienc巴s，The University ofTokyo 

要旨.わが国の水田や、周辺のため池、水路には、かつては河川の氾濫原や後背湿地、自然湿地に生息していたと考え

られるメダカ、イモリ、ゲンゴロウなどの水生生物が残存する O しかしその多くが、様々な開発や臨場整備による乾田化、

侵略的外来種の侵入などにより絶滅の危機に瀕している。そのため、これらの種の生息環境を保全・再生する取り組み

が各地ではじめられている O このような事業の実施の前提として、保全目標となる生物をめぐる生物間相互作用の把握

がとりわけ重要で、ある O しかし、水回生態系には多くの種が存在するために、それぞれの種間の関係性をとらえること

は容易でない。そのため、必要な科学的知見が得られないままに、事業が進められることが少なくない。

このような、保全目標となる生物と重要なかかわりがある生物間相互作用については、野外パターンの観察で得られ

た仮説を、定量的な手法である野外実験によって検証することによって明らかにできる。本稿では、野外実験によって

得られた結果を保全事業に適用する試みとして、大型の水生Ef3虫で、あるシャープゲンゴロウモドキの事部を紹介した。

高次捕食者であるシャープゲンゴロウモドキと被食者としてのミズムシ、クロサンショウウオ幼生の生物関相互作用に

関して、野外観察・野外実験を行った。その結果、成長の各段階における幼虫の主要な食物はミズムシであり、しかも

幼虫の成長、生存はミズムシに強く依存していることが実証された。また、各年度、各地域における野外調査の結果か

らも、幼虫の食物は主にミズムシであることがわかった。これらの知見をもとに、千葉県や石川県において、休耕出の

湛水化などによって食物であるミズムシの個体数を増加させることを通じて本種の保全を試みた。その結果、本種の個

体数の増加が認められた。このような生物間相互作用の把握に基づく保全事例の積み重ねが、今後の水回生態系の保全

においてのぞまれる。

キーワード:水田生態系、野外実験、シャープゲンゴロウモドキ、生物間相互作用、保全

はじめに

生態系における生物向相互作用の理解は生物多様性保

全の上で必要である。その複雑な関係を解き明かすため

には、 iつ 1つの生物照の関係を観察・実験によって定

量的に検証することが糸口となる。ところが、室内実験

の結果を野外にそのまま適用可能であるかどうかは、し

ばしば疑わしい。これに対して野外操作実験では種間の

関係を自然に近い条件下で定量的に扱うことが可能であ
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るため、野外観察から得られた仮説を検証する有力な手

段となる (Sihet al. 1985)。

淡水の生態系のうち、 i也やi拐などのl1:水域では、生物

間相互作用に関する操作実験を用いた研究が進展してき

た。中でも、小規模な池やエンクロージャーで、捕食や

競争に関する野外操作実験が行われてきた (Hall巴tal. 

1970 : Hairston 1989)。複雑な食物絹を解明する上で、ギ

ルド間の措食一被食関係に着話して操作実験を行うこと

は、群集構造の理解への糸口となる (Polisand Strong 

1996)0現在では、群集間の捕食一被食関係以外の様々な

相互作用を把握しようという試みもなされるようになっ
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ている (Sihet al. 1985 ; Maezono and Miyashita 2004 ; 

Bronma比andHansson 2005)。

野外操作実験による生物間相互作用へのアプローチは、

わが国の阜地里山の代表的な水道環境である水田地帯の

生態系でも有効で、あることが期待され、近年になって研

究事例も増えてきた。今日、水田地帝の生態系は、止水

域の生物のレフュージアとしてますます重要になりつつ

ある。氾濫原、後背湿地、池沼、湧水地などの止水域は、

人間の生活域と重なることが多く改変されやすい

(Collinson et al. 1995 ; Brinson and Malvarez 2002)。そのた

め、生息地の開発が減少要因となり、こうした水域に生

息が限られる種は減少しやすいが (Ward1992 ; Collinson 

et al. 1995 ; Williams 1 996)、水田地帯の水田、ため池、水

路には、人為の影響を強く受けた環境でありながら、か

つて河川の氾濫原・後背湿地などに生怠していたと考え

られる多くの止水域の生物が生息する(守山 1998)0 し

かし、近年では、盟場整備による乾田化、ため地の近代

的改修などにより、多くの種が絶滅の危機に瀕している

(仁村112004)。さらに、水辺の侵略的外来種であるオオク

チパス (Micropterussalmoides)、ブルーギル (Lepomis

macrochirus)、ウシガエル (Ranacatesbeianα)、アメリカ

ザリガニ (Procambarusclm・kii) は、水田生態系において

も水生動植物に直接的・間接的に多大な影響を及ぼして

いる(日本生態学会 2002)。これらの生物が水田生態系

に及ぼす影響を評価するために、オオクチパス(抗aezono

and Miyashita 2004) やブルーギル (Smithet al. 1999 ; 

Maezono et al. 2005) に関する野外操作実験が行われてき

た。また、近年では、アメリカザリガニによる影響の大

きさが、野外における様々な観察事例から明らかになっ

てきており(窃原・苅部 2010)、野外操作実験でも水生

動植物に対する影響が実証されている CCorreiaand 

Anastacio 2008; Matsuzaki et al. 200針。また、コイ CCyprinus

carpio)の底泥の撹祥や栄養塩排iJ!l:による影響が大きいこ

とも、野外操作実験から明らかになった CMatsuzakiet al. 

2009)。

このような危機的な状況のため、水生生物の保全事業

が各地ではじめられるようになった。事業の実施の前提

として、保全目標となる生物の生態情報のみならず、対

象地域の生物群集に隠する幅広い知見が必要である O 中

でも、保全目標となる生物と他の生物との相互作用の把

握は、限られた予算、労力で有効に保全・再生を行うた

めに重要である。しかし、水田地帯の生態系には多くの

種が存在するために、それぞれの生物問の関係性をとら

えることは容易でない。そのため、科，学的手法に基づい
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た生態学的知見が得られないままに、事業が進められる

ことが少なくない。とくに、侵略的外来種が侵入した場

合には、複数の生物間相互作用を考慮した対策を実施し

ないと予想外の結果がもたらされることが少なくない。

例えば、ため池におけるオオクチパスの駆除後に、アメ

リカザリガニが増加して水草が減少した事例が知られて

いる (Maezonoand Miyashita 2004 ; >永幡 2007)0

本稿では、水田生態系の絶滅のおそれのある水生昆虫

と被食者の関係について野外観察および野外実験によっ

て明らかにすることを通じ、生息環境の保全・再生に活

用した開として、シャープゲンゴロウモドキの事例を紹

介する。

シャープゲンゴロウモドキの現状

わが国の里地里山の水辺環境に生息する中~大型のゲ

ンゴロウ類の減少は著しい(西原ほか 2006)。その中で、

シャープゲンゴロウモドキ (Dytiscllsshmpi)は環境省レ

ッドリスト Chttp://www.biodic.go.jp/rdb/rdb_ f.html、2012

年 6月 19B確認)で絶滅危倶 I類に指定されている止水

性の大型のゲンゴロウ類であり、主に一時的止水域に生

息する。元々は河川のm濫原・後背湿地、浅い池沼など

の低地や中山開部の自然の池に生息していたが、稲作の

発展とともに湿田やその周辺の水たまりなどの小規模な

水域、浅い岸辺をもつため池にも生息するようになった

(西原ほか 2006)0 しかし、様々な開発や農業形態の変化

などにより生息地が消失したため、 1960年の石川県能登

半島の記録を最後に絶滅したとされ、「幻の虫jとされて

きた。 1984年に千葉県鹿総半島の中山間部で再発見され、

日本海側の 6!阜でも再発見されたが、近年では、休耕化、

採集圧、侵略的外来桂、とくにアメリカザリガニの侵入

が本種の減少に拍車をかけている。その結果、現在では、

本州の太平洋側で、は都市部で、絶滅し、千葉県のみにわず

かに残存し、日本海側では石川県以外は絶滅の危機にあ

る。囲内最大の生息地である石川県でも大規模開発など

により生息地は激減している(西原ほか 2006)。

このように僚体群が減少したために、本種の保全は急

務である O そのためには、現在の生息地を保全すること

と問時に、失われた生息地を再生する必要がある。最近

では、在JII県で 2005年に制定された保全条例や千葉県に

おける「生物多様性ちぱ県戦略Jなどに基づく保全策が

開始されており、開発にともなう代替生息地がつくられ

るようになるなど、一部では生息地の再生が始まってい

るO しかし、必要な生態学的知見は不足しているため、



野外実験結果の保全への寄与

こうした対策は本種の生態に障する知見が欠如したまま

行われることが少なくない。

本種の生息地の保全や再生を行うには、良好な生息環

境における生態情報が必要である。必要な情報として、

物理化学的環境因子では、水質、底賞、水温 (Inoda

2003)、空間構造として、生息地の連結性(西原 2007)、

生物的環境因子として、産那植物(山口 1992;諸国・都

築 1999)、問所的に生息する動物種数(商旅 2007)がある。

一方、食物については飼育下の情報(山口 1992;猪田・

都築 1999;富沢 2001; Inoda et al. 2009)のみであり、野

外での知見は不足している O なお、捕食者としては、イ

モリ (Cynopspyrrhogaster)やトキ (Nipponian伊>pon) な

どの水鳥が知られている。

シャープゲンゴロウモドキと被食者の相互作用

シャープゲンゴロウモドキのような高次の捕食性節足

動物では、一般に個体数の制限要因として食物資源量が

重要であることが知られている (Lenski1984 ; Pearson 

and Knisley 1985 ; Juliano 1986 ; Wise 1993) 0 そのため、

野外における食物を定量的に誠べることは生息地の再生

を行う上で重要である。本種の属するゲンゴロウモドキ

属の幼虫は、カエル幼生、サンショウウオ幼生 (Brodie

and Pormanowicz 1983 ; Johansson and Nilsson 1992)、イモ

リ幼生などを捕食し、両生類の密度にも重要な影響を与

える (Pormanowicz1982 ; Kruse 1983) とされ、 f也にも、

トピケラ幼虫 (Leclairet al. 1986 ; Johansson and Nilsson 

1992)、カ幼虫 (Lundkvistet al. 2003)、小魚、ヘピも食べ

る (Holomnzki1985) とされる。しかし、いずれも室内

あるいは野外における実験で確かめられたものであり、

こうした様々な動物のうちどれが、野外での主要な食物

になっているのかは不明である。シャープゲンゴロウモ

ドキについても、野外での主要な食物が何であるか、明

らかにされていない。

シャープゲンゴロウモドキが生怠する野外の一時的止

水域では、食物となりえる底生生物が季節変動するため、

本種が依存する主要な食物について季節変動を考慮して

発脊段階ごとに定量的に解明することが重要で、ある。ま

た、地域ごとに食物の選好性が異なる (Leclairet al. 

1986)可能性があるため、地域ごとの食物を明らかにす

る必要がある。しかし、従来の飼育下の研究では、こう

した諸要因が考慮されていないため、その結果をそのま

ま野外に適用することはできない。
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野外観察と野外実験

シャープゲンゴロウモドキの食物について、野外観察

により種類と捕食割合を明らかにすること、また、主要

な食物が本種の成長や生存へ寄与する程度を定量的に

価するために野外実験を行い、各食物の重要性を示すこ

とを試みた。

石川県加賀地方の中山間部にある植生の豊富な一時的

な自然の浅い池(面積約 400m2
) を調査地とした。

底生生物祁の季節変動に関して、 2002年 3月中旬より

9月下旬まで、池内の岸辺に近い、拙水植物や浮葉横物

群落でリターの堆積した 3~6 ヶ所で、 50cm X 50cmの

枠内の 1mm以上の生物を 25cm I掘の lmmメッシュのネ

ットで採集、同定し、個体数を数えた。その結果、シャ

ープゲンゴロウモドキ幼虫は 4 月上旬~5 月中旬に出現

した。シャープゲンゴロウモドキ幼虫に捕食されやすい

と考えられる大型の底生生物としては、等脚自のミズム

シ (Asellushilgendoポ)および有尾自のクロサンショウウ

オ (I-lynobiusnigrescens)幼生が多く見られた。ミズムシ

は4月に多く、 6月にはほとんど見られなくなった。ク

ロサンショウウオ幼生は 4月から 5月へと増加し、一部

は9月まで見られた。

ゲンゴロウモドキ属の幼虫は多くの場合、捕食した餌

生物を水面に浮かんで呼吸しながら体外消化する

(Pormanowicz 1984)ので、本種幼虫についても捕食行動

の観察が可能であった。幼虫は主に夜行性のため、 2002

年4月上旬より 6月上旬まで週 l由、日没後 2時間ほど

から池内に入り、 3時間ほどで見回った。強力なライト

を用いることにより、池の水閣から水深 1mの底までを

観察し、捕食中の幼虫の倒体数を記録するとともに、捕

食された生物を採集して体長を記録した。捕食行動が観

察された個体数は、 5月上旬に 195個体と最も多かった。

捕食内容では、ミズムシの割合が 80%以上であることが

多かった。その他、クロサンショウウオ幼生、同種幼虫(シ

ャープゲンゴロウモドキ幼虫のともぐい)、フタパカゲロ

ウ (CloeondipterulI1)幼虫を捕食していた。捕食された

ミズムシ、クロサンショウウオ幼生と捕食したシャープ

ゲンゴロウモドキ幼虫の体長との聞には正の相関があっ

た。

以上の知見に基づいて、各成長段階の食物の種類と摂

食量を定量的に解明するために、野外実験を行った。生

息地に隣接する休耕田に実験用の容器を設置した。シャ

ープゲンゴロウモドキ幼虫、ミズムシおよびクロサンシ

ョウウオ幼生の 3種を、密度、体長を野外条件に合わせ
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表1.石川県加賀地方の中山間部の休新国に設Eまされた容器で

2002年に行われた、シャープゲンゴロウモドキ幼虫による

捕食実験の組み合わせ。各生物の密度は野外努皮に準じ、若

奇t27幼虫j切にはミズムシ 120匹、クロサンショウウオ幼生 6匹、

シャープゲンゴロウモドキ幼虫 2匹、終齢幼虫矧にはミズム

シ50匹、クロサンショウウオ幼生 10匹、シャーブゲンゴロ

ウモドキ幼虫2阻を導入した。 D、Eは対照夜として設置した。

各組み合わせの繰り返しは 4つずつ行った。

A B C D E 

ミスムシ 有' 手J 有 111E 

クロサンショウウオ幼生 手証 担E 有 知正 有

シャープゲンゴロウモドキ幼虫 有 有 有 1UE 111E 

[~千二7プゲンゴロウモ云キ勾瓦1

l沼1 シャープゲンゴロウモドキ幼虫、クロサンショウウオ幼生、

ミズムシの問にみられる生物問相互作用の模式i玄l。実線矢印

l主主li1交を表す。生物名の下に付した符号は、シャープゲンゴ

ロウモドキ幼虫が各生物に及ぼした総合効梁を表す。

て表 lのように組み合わせ、 61x 91.5 x 20.3 cmのプラ

スチック製の容器に導入した。 1~2 齢の若齢幼虫期、

終齢幼虫期の発育段階ごとに、それぞれの組み合わせを

各 4つずつ繰り返した。また、容器の底には周期の主に

広葉樹のリターを入れ、天水の流入を可能とし、上に網

をかけて、水があふれて生物が流出することを防いだ。

このように実験条件をできる限り自然状態に近づけるこ

とは、野外実験の結果が板端なものになることを防ぐた

めに重要である CSkeIlyand Kiesecker 2001 ; Rubbo et al. 

2006)0各期間の実験終了設に、各種の残存個体数を計測

した。また、シャーブゲンゴロウモドキ幼虫の体長を毎

週計測した。

その結果、シャープゲンゴロウモドキ若齢幼虫が存在

すると、ミズムシ、クロサンショウウオ幼生ともに残存

個体数が有意に減少した。また、若齢幼虫の成長率、生

存率ともに、ミズムシとクロサンショウウオ幼生の両方
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を与えた場合に、クロサンショウウオ幼生のみを与えた

場合よりも有意に高かった。ミズムシとクロサンショウ

ウオ幼生の雨方を与えた場合と、ミズムシのみを与えた

場合では、成長系に有意表が見られなかったが、生存率

は前者が有意に高かった。以上の結果から、若齢幼虫は

ミズムシとクロサンショウウオ幼生をともに捕食するも

のの(関1)、主な食物はミズムシであること、クロサン

ショウウオ幼生の存在は成長にほとんど影響を及ぼさな

いが、生存率の上昇には寄与することが示唆された。

一方、シャープゲンゴロウモドキの終齢幼虫期では、

ミズムシの残存個体数は終齢幼虫ばかりでなく、クロサ

ンショウウオ幼生の存在によっても有意な負の影響を受

けた。クロサンショウウオ幼生の残存伺体数は終鈴幼虫

の存在下で減少していた。終i始幼虫の成長率、生存率は

ともに、食物による有意差がなかった。すなわち、終齢

幼虫はミズムシを主に捕食していたが、食物がミズムシ

のみでも、クロサンショウウオ幼生のみでも、両者が混

在しでも、成長率、生存率に大きな影響はなかった。た

だし生存率の平均値は、ミズムシ、クロサンショウウオ

幼生がともに存在した容器で最も高かった。

以上の結果から、シャープゲンゴロウモドキ幼虫はミ

ズムシのみを食物として成長することが可能であること

が示された。シャープゲンゴロウモドキ幼虫は、ミズム

シを捕食するのに加え、ミズムシを捕食するために行動

が活発になるクロサンショウウオ幼生もギルド内捕食す

る(図1)。にもかかわらずクロサンショウウオ幼生とミ

ズムシの両者が混在するときに、ミズムシ単独の場合に

比べて成長率がほとんど上昇しなかった理由として、と

くに終齢幼虫では、クロサンショウウオ幼生に対する競

争に伴うコストが生じたことが考えられた。なお、以上

の結果は大型のゲンゴロウ類であるゲンゴロウ (Cybister
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ンゴロウモドキ幼虫に捕食された生物の個体数の比率。 2002

~ 2004年の年次変化を表す。よの数字は各年度に目撃され

た、捕食していたがj虫の個体数の合計を表す。
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japonicus)の若齢幼虫が主に節足動物を捕食するのに対

し、終齢幼虫は節足動物と脊椎動物の双方を捕食して成

長した (Ohba2009)という室内実験の結果とも符合する。

ついで、各年度、各地域における本種幼虫の食物の種

類を調査した。上記の池で 2002- 2004年に同様の掠食

行動の観祭を続けた結果、各年とも主要な食物はミズム

シであり、その他にはフタパカゲロウ幼虫、間接幼虫、

クロサンショウウオ幼生を捕食していた(図 2)0 また、

各地域の生息地における捕食行動の観察を 2003年に上記

同様の手法でL行った。その結果、石川県加賀地方の中山

間部にある 3ヶ所の池では、主要な食物はいずれもミズ

ムシ、その他にフタパカゲロウ幼虫、同種幼虫、クロサ

ンショウウオ幼生であった(閤 3)0 また、石川県能登地

方の 5ヶ所の休耕田や放棄水田、池では、 4ヶ所で主要

な食物はミズムシ、その他に同種幼虫、アカガエル類幼

生であり、 iヶ所の放棄水田ではアカガエル類幼生を主

に捕食していた(悶 4)。室内実験において、シャープゲ

ンゴロウモドキ幼虫はアカガエル類幼生のみを捕食する

ことによっても、成虫まで成長する(富沢 2001; lnoda et 

al. 2009) ことから、アカガエル類幼生が多く生息する場

所では、アカガエル類幼生もシャープゲンゴロウモドキ

幼虫の成長に寄与する可能性が考えられる。

研究成果の保全事業への適用

上記の研究結果から、シャープゲンゴロウモドキ幼虫

にとって最も普通で¥かつどの成長段賠でも利用可能な

食物はミズムシであることが明らかになった。そこで室長
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者らは、シャープゲンゴロウモドキの器在的な生息場所

にミズムシを導入、増加させることによって、シャープ

ゲンゴロウモドキの増加を図ることとした。一時的止水

域の昆虫は一般に、乾燥期に分散を行う CWigginset al. 

1980 ; Ward 1992 ; Williams 1996) 0シャープゲンゴロウ

モドキも、飛翻によって 600mを移動する(西原 2007)

ことから、現在の生息地周辺の潜在的な生息地への分散

を行うと考えられたため、食物条件の良い好適な生息地

を分布地域内に用意することで、 f殴体群の匝復が図れる

と考えたからである。

筆者らはまず、保全・ を千葉県において実施

した。本種の生息地であった中山間部の休耕田が闇場整

備予定であったため、代替生息地として隣接する休耕出

を2003年夏より湛水化することによって生息地を再生

し、本種の保全を図ることとなった。その際に、千葉シ

ャープゲンゴロウモドキ保全研究会を立ち上げ、以下の

様々な保全作業を実施した。休耕田にはIU祭から水を導

入するとともに、畦の補修を続けて水の漏出を防いで、水

域を確保した。再生生息地では、本種の主要な食物であ

るミズムシを盟問の休耕田から導入した。さらに、主に

コナラ CQuercusserrata Murray) などの広葉樹のリター

を新鮮なものからかなり分解の進んだものまで混ぜて導

入し、ミズムシの食物となる付着藻類や菌類、デトリタ

スの増加を待ち、ミズムシの個体数増加を留った。植生

では、シードパンクを利用するとともに、シャープゲン

ゴロウモドキの主な産卵基質となるセリ COenanthe

javanica (B1ume) DC) については、周閣の休耕回から秋~

冬に根についた泥ごと積極的に導入した。以後、シャー

プゲンゴロウモドキが新成虫となり、影響の少なくなる

初夏~秋の耕起を年に 3回ほど継続した。モニタリング

の結果、ミズムシは増加し、シャープゲンゴロウモドキ

の個体数も徐々に増加していることが確認された。卒業

の開始からしばらくは、本種の個体数が少なすぎたため

に捕食行動の観察は不可能で、あったが、個体数が増加し

てきた 2008年にはミズムシの捕食が観察され、その他に

アカガエル類幼生、オオシオカラトンボ COrthetrum

triangulm宕 melania)幼虫の捕食が観察された。

石川県では、 1990年代に空港建設やガス基地建

設などの大規模開発のため、多くの生息地が改変された

が、それらの場所の一部では代替生息地の創出により本

種の保全が閣られてきた。一方、重機によって掘られて

から数年~1O数年経った、生息地周辺の小規模な池も、

新たな生息地となっている。このような池では、本種の

食物である、ミズムシやクロサンショウウオ幼生が豊富
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に確認される。また、中山間部の休耕田では、 2~3 年

に l聞の耕起によって水域を拡大することにより、ミズ

ムシやアカガエル類、クロサンショウウオの増加が図ら

れており、それに伴ってシャープゲンゴロウモドキも増

加している。このように、休耕田の瀧水化、小規模な水

域の創出による維持・管理が数ヶ所で行われており、生

息地としての水辺のネットワークづくりが開始されてい

る(西原 2008)0

今後の水田生態系保全への展望

7J(回生態系の保全において、高次の捕食者であるシャ

ープゲンゴロウモドキのような種に着目する場合が多い

が、その際には、関係のある種との相互作用について、 l

つ lつ解明してゆくことが重要である。生物間相互作用

の情報に基づく保全事業においては、シャープゲンゴロ

ウモドキと痕接の食物であるミズムシのように、比較的

大きなサイズの生物どうしの相互作用が注目されること

が多い。しかし、ミズムシを増加させるためには、食物

となるリター、付議藻類や菌類、デトリタスなど、ミク

ロのスケールからのボトムアップ効果を評価することが

必要である。また、シャープゲンゴロウモドキを捕食す

るイモリ、さらには水鳥といった、広域を移動する生物

を考慮したマクロのスケールからのトップダウン効果の

評舘も必要で、ある。

現在、各地でもっとも問題となっている水辺の侵略的

外来種による水田生態系への影響についても、様々なス

ケールにおける生物間相玉工作用を明らかにすることを通

じて、その対策を講じることが可能となる。そのため、

保全上重要な生物の種間関係を解明するための様々な野

外操作実験を行い、得られた生物間相互作用の知見に基

づいて、水田生態系の群集構造を把握するとともに、各

地の保全事業へ適用することが急務である。
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