
Ⅰ．はじめに

熊本県球磨郡の一つの迫（谷戸）にある湿地

（本報告では保全上の目的から場所の詳細は記

述しない）では，複数の湿地性絶滅危惧種が確

認されている．我々著者を含むメンバーの

2011年の調査では，例えば，水草類では現在

の環境省レッドリスト（環境省 2019）または

熊本県レッドリスト（熊本県 2014）掲載種が 9

種確認されている．大型の捕食性水生昆虫であ

るタガメ Kirkaldyia deyrolli（環境省レッドリス

ト絶滅危惧Ⅱ類，熊本県レッドリスト絶滅危惧

IA類）に関しては，球磨川流域において，唯

一の安定的な生息地である．

この湿地は，かつては水田として利用されて

きた．場所によっては耕盤までの深さが 60-70 

cmある湿田である．圃場整備等なく耕作が続

けられてきたが，1980年頃から徐々に放棄さ

れ，2012年に最後の水田が放棄された．この

放棄により水面が減少・消失し，水草類，とく

に沈水・浮葉植物，丈の低い湿地性草本が減少

した．タガメは 2014年繁殖期の個体数は，30

個体未満と推定された．

そのため，過去に生息した絶滅危惧種が生息

可能な環境にもどすことを目標に，湿地再生を

試みた．ここでの湿地再生は，水草類とタガメ

を中心的な指標とし，トンボ類，タガメを除く

水生カメムシ類，水生コウチュウ類を随時

チェックしながら進めることとした．

Ⅱ．地域との連携

この湿地は，個人所有の土地であり，地権者

は約 20人に及ぶ．湿地における活動について

は彼らの同意が必要である．また，水田のよう

な状態を保つためには，常に手を入れ，管理す

る必要がある．それらを考慮して，地権者，行

316

自然保護助成基金助成成果報告書 vol. 29 （2020）

熊本県球磨郡における地域・学校と連携した 
湿地性希少生物の保全

球磨湿地研究会
一柳英隆・宮川　続・犬童淳一郎・菅野一輝

キーワード：水生カメムシ類，水田，地域住民，水草

第 29 期プロ・ナトゥーラ・ファンド助成　国内活動助成

2019. 11. 28受付　2020. 9. 29公開

図 1　高校生・大学生ボランティアによる湿地整備作業
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政等との連携を密に進めた．また，労力の確保，

将来的な継続性のために，近隣の学校と連携し

て活動を進めた．具体的には，1）行政との連

携と地域における回覧板を使った湿地および活

動の状況報告，2）小学生を対象とした水生生

物観察，3）湿地整備作業や調査への小学生・

高校生・大学生のボランティア参加（図 1），4）

高校部活動（科学部）による調査と大学等専門

家によるその補助，5）活動報告・意見交換を

目的とした地域住民や地権者との交流会の開催

及びそこにおける高校科学部の発表（図 2）で

ある．

Ⅲ．湿地整備と希少生物の動態

1. 湿地の整備

耕作放棄された場所では，草本植物が密生し

ていた．多くの場所は常に湿っているために，

コバノウシノシッペイ Hemarthria compressa，

チ ゴ ザ ザ Isachne globosa， カ ン ガ レ イ

Schoenoplectiella triangulata，ミゾソバ Persicaria 

thunbergiiなど湿性の植物が生育するものの，

植物によりトラップされた土砂により地表高が

上昇することもあわせて，水面が消失していた．

タガメの生息場となり，かつて確認された沈水・

浮葉植物の生育地として再生するためには，少

なくとも一部は開放的な水面が広がる空間をつ

くることが必要と思われた．2014年から地権

者の了解が得られた場所において，植物の除去

と掘削を開始した．

この湿地は泥が深く，重機や耕作機使用が難

しいために，植物の除去等は人力で行った．作

業は，植物の根が絡み合った泥表面の厚さ 10 
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図 2　地元の公民館で行った交流会（a）と交流会における高

校科学部の研究発表（b）
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図 3　水面を造成する前の状況（a）と造成した開放的な水面

のある空間（b）
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cmほどを，鋸鎌を用いて根を切除してボック

ス状に切り出し，地表高を下げるとともに，切

り出した植物片と泥により畦を作った．通常，

地表下の比較的高い場所に水位があるために，

この作業で開放的な水面が広がる水場を形成す

ることができた（図 3）．ただし，植物が多い

場所では，温度が高く水量が少ない季節（5月，

8月）に残った植物片が分解され浮かび上がる

ことで水面がなくなることがあった．その場合

には，もう一度浮かび上がった植物残骸を除去

した．

2019年には造成面積を 510 m2拡大すること

ができ，造成した面積は 2,220 m2となった（図

4）．この迫の過去の水田面積は，2 haであるの

で，造成面積は 10分の 1を超えた．

2. 湿地における水草類の確認状況

2019年 8月 7日に湿地の植物調査を実施し

た．開放水面の造成地を中心に，確認できた植

物を記録した．

この調査により確認された絶滅危惧種は（情

報不足を含めて）7種だった（表 1）．開放的な

水面の造成は，迫内の 5箇所で行っている．場

所ごとに確認される植物は異なっており，土地

利用履歴により埋土種子の組成が異なったり，

造成された水場の環境が異なったりすることに

由来すると考えられ，今後異なる場所を造成し

ていくことにより，現在確認されていない種も

出現する可能性がある．

3. 湿地におけるタガメの確認状況

この湿地では，例年，タガメの産卵は 5月中

旬に始まり，8月上旬まで継続する．孵化した

幼虫は，7月中旬から 9月上旬に成虫になる．

毎年，多くの個体が成虫になった直後である 8

月下旬～ 9月上旬にタガメの個体数調査を行っ

ている．個体数調査では，できるだけ多くのタ

ガメを捕獲し，標識・放流・再捕獲により個体

数を推定した．

図 5には，過年度のものも含めて個体数推定

値を示した．2017年までは順調に個体数が増

加したが，2018年，2019年はやや減少した．

減少は，主に湿地の干上がりを原因としている．

2018年には，造成した場所の一部で 5月，8月
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表 1　2019年 8月に湿地の開放水面造成地で確認された絶滅危惧植物

 デンジソウ Marsilea quadrifolia 絶滅危惧II 絶滅危惧IB

ヤナギスブタ Blyxa japonica － 絶滅危惧II

ホッスモ Najas graminea － 絶滅危惧IA

オヒルムシロ Potamogeton natans － 絶滅危惧IA

ホソバミズヒキモ Potamogeton octandrus － 絶滅危惧IB

ミゾハコベ Elatine triandra － 情報不足

イヌタヌキモ Utricularia australis 準絶滅危惧 －

環境省RL
2019

熊本県RL
2014

種 名      

表1

図 4　湿地における開放的な水面の面積
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に一時的に表面の水がなくなった．2019年に

は，新しく造成した場所を含めて，5月，8月，

10月に干上がりが生じた．干上がった場所で

はタガメの新しい成虫が確認できなかったり，

少なかったりした．逆に安定的に水位を管理す

ることができたら，開放的な水面面積に依存し

た個体数のタガメが生息できることがわかっ

た．

干上がりについては，豪雨により畦が崩れた

り，逆に水路付近に植物にトラップされて土砂

だまりができて水の流入が阻害されたりしたこ

とが原因の一部であると推定され，それぞれ，

そのつど，補修と事前にそれを回避する構造の

改善を行った．また，とくに迫の下流側では，

2018年以降，水量自体が低下するようになっ

た．これについては湿地における植物からの蒸

散が要因とも思われ，そうであれば，植物の生

育期における全域での草刈等が必要になる．

4. 球磨地方全体におけるタガメの保全

今までの調査結果から推定すると，秋から翌

年繁殖開始時までのタガメ成虫の生残率は 30 

%程度である．最も秋の確認個体数が多い

2017年でも，この湿地における翌年のタガメ

の繁殖個体数は，100個体に満たないと推定さ

れる．個体群の存続性や遺伝的多様性保持のた

めには，早急に個体群サイズを増加させる必要

がある．また球磨地方において，ソースとなり

うる局所集団が一つしかないのは，アクシデン

ト等を考えると危険である．そのために，1）

短期的な近交弱勢の影響がない有効集団サイズ

50以上を満たす安定的な生息地を球磨地方内

に 3つ以上確保すること，2）それまではアク

シデント回避として飼育して系統を確保するこ

と，3）将来的には球磨地方全体で遺伝的多様

性を保持できる有効集団サイズ 500程度を確保

できる生息地をつくることを目標として設定し

た．なお，現時点までのデータ（主に繁殖個体

数と生息場面積の関係）から有効集団サイズ

500を確保するためには 3 ha程度の生息地が必

要と推定している．

これらの目標を達成する一環として，球磨地

方内の別の迫の水田（1,500 m2）にタガメを導

入した．人為的に導入したのは，この地方のタ

ガメについては，他の地方のタガメと比較して

飛翔分散能力が低いことがわかっており（一柳

英隆・大庭伸也　未発表データ），自然移入が

見込めないためである．導入については，もと

の集団の遺伝的多様性をできるだけ損なわない

ために，湿地のオス 16個体，メス 16個体を創

始個体として卵塊を得，室内での選抜による影

響をさけるために孵化後すぐに放流した．導入

水田では，農薬使用や中干しをせず，稲刈りま

で湛水を続けた．図 5には，湿地での秋の推定

個体数とともに，導入水田での個体数もあわせ

て示した．導入水田では，もとの湿地よりも多

い成虫が確認されるようになった．

系統確保としては，飼育して個体を管理して

いる．湿地および導入水田のタガメ個体群調査

から，野外では，ほとんどの成虫は羽化翌年の

1繁殖シーズン内に死亡し，羽化翌々年の 2繁

殖シーズン目を迎える個体は，1 %程度と推定

された．一方，室内では，3シーズン（3年間）

にわたる繁殖が可能であり，1シーズン目と 2
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図 5　毎年秋（8-10月）のタガメの個体数
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シーズン目の産卵数には有意な違いが認められ

なかった．そのため，新しく成虫になった個体

を秋に確保し，1シーズン目を飼育下におき，

2シーズン目を野外にもどすことで，野外個体

群に影響をほとんどあたえず，常に入れ替えな

がら（飼育下に適応した個体を選抜しないた

め），アクシデント時の「リザーブ」として保

持することができると考えられた．アクシデン

ト時にその「リザーブ」から個体群を復元する

ために，なるべく遺伝的多様性を確保すること

が必要であるが，ここでは雌雄 10個体ずつを

常に飼育下においた．この飼育は個人の家で行

われているが，標識がされ，常にその状況を管

理した．

Ⅳ．今後の課題

湿地の再生については，地域の住民からは

ハッチョウトンボ Nannophya pygmaea（熊本県

レッドリスト絶滅危惧 IB類；熊本県 2014）の

個体数増加を期待する声が大きい．ハッチョウ

トンボは現在，散発的に個体が確認される程度

である．湿地では，過去にニッポンイヌノヒゲ

Eriocaulon taquetii（熊本県レッドリスト準絶滅

危惧；熊本県 2014）などホシクサ類が確認さ

れている．ハッチョウトンボやホシクサ類など

が生息可能な，水深が浅く（または湿っている

ものの水がない），かつ高茎の植物がない場所

も今後創出したい．

現状では，湿地における干上がり対策や新し

い課題等，一部問題はあるものの，行為として

はある程度順調に進んでいる．年々増える造成

地のメンテナンスや新たな造成地の創出に人手

が必要である．その作業は，現在，高校生や大

学生のボランティア参加に依存するところが大

きい．人数が増えることで，場所情報の流出や

それに伴う乱獲なども問題，外来種の持ち込み

なども生じうる．それに対応する監視・対応体

制づくりを早めにしておく必要があるだろう．
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