巻頭言

環境と共生するいわての復旧・復興の取組
◆「誰一人として取り残さない」という理念のもとに
平成23年3月の東日本大震災津波から10年が経ち
ました。岩手県では、震災からの復興に向けて、持続
可能な開発目標（SDGs）にも共通する「誰一人として
取り残さない」という理念のもと、「いのちを守り 海と
大地と共に生きる ふるさと岩手・三陸の創造」を目指
し、国内外からの多くの御支援を力にして、県民一丸
となって取り組んできました。
復興まちづくりの面整備は完了し、海岸保全施設
は8割が完成しました。災害公営住宅は全地区で整
備が完了し、被災した医療施設や公立学校は全て復
旧しました。農地や漁港の復旧も完了し、被災事業
所の再開も進んでいます。この間、環境分野におい
ても復旧・復興の支えとなる様々な取組を進めてきま
した。

岩手県
企画理事兼環境生活部長
石田 知子

◆三陸の優れた自然環境を生かした復旧・復興
優れた景観や自然環境を有する自然公園として、
震災前に多くの観光客が訪れていた陸中海岸国立
公園（現：三陸復興国立公園）は、施設の全半壊や
流出等の被害が発生しましたが、陸域生態系の保
護・回復と持続可能な利用を促進するため、国と連
携して被災標識や園路、関係施設の整備を進め、令
和3年3月までに復旧が完了しました。
また、平成25年に日本ジオパークとして認定され
た三陸ジオパークは、震災を発生させたような地殻
変動が5億年にわたり繰り返されてきた地球活動の
歴史を観察できる場であり、復興のシンボルとして、
地域と一体となった取組を進めてきました。
令和元年、陸前高田市に開館した「東日本大震
災津波伝承館」や、同年全線開通した青森県八戸
市から福島県相馬市までをつなぐ自然歩道「みちの
く潮風トレイル」における取組とも連携しながら、震災
の記憶を後世に伝え、国内外に発信するとともに、
自然の脅威と豊かさを学ぶ場とすることを目指してい
きます。

◆災害廃棄物（がれき）の再生利用
震災では、本県の一般廃棄物14年分に相当する
約618万トンの災害廃棄物が発生しましたが、県内外
の自治体の御支援や、多くの関係者・住民の皆様の
御理解と御協力に支えられ、平成25年度までに全て
の処理を終了しました。処理に当たっては、セメント
資源化や復興資材化等により総量の88％を再生利
用しました。災害廃棄物処理に係る経験や教訓は、
廃棄物処理法や災害対策基本法の改正等につなが
り、災害に強い持続可能なまちづくりに向けた取組に
生かされています。
◆環境と共生する復興まちづくりの推進
震災からの復興に当たっては、新たなまちづくりの
グランドデザインの視点の一つとして「環境との共生」
を掲げ、沿岸地域の産業基盤であり観光資源でもあ
る自然環境との共生に配慮することを目指しました。
防潮堤や水門等の海岸保全施設の整備では、地
域の良好な環境の保護・保全に配慮した工法、構
造、材料、配置等を検討することにより、地域の海岸
環境に応じた海洋及び沿岸の生態系の保護のため
の取組を進めています。
また、公共施設等の防災拠点や被災者が再建す
る自宅など約3,000箇所に太陽光発電設備等が設置
され、発電能力では15,000kW以上と大規模太陽光
発電所数箇所分の再生可能エネルギーが自然環境
と調和する形で確保され、持続可能な社会の実現に
向けた地域の脱炭素化にも貢献しています。

◆持続可能な地域社会の実現に向けて
これらの取組は、災害前の状況にただ戻すのでは
なく、震災の教訓を生かし、より強靱で持続可能な地
域社会を実現する「Build Back Better」（より良い復
興）を目指すものです。
今年度は、本県の新たな「岩手県環境基本計画」
がスタートする年です。この計画では、環境を通じた
「持続可能な開発目標（SDGs）の達成」を基本的な
方向の一つに掲げています。復旧・復興を支えてき
た環境施策を県政全般に広げ、「多様で優れた環境
と共生する脱炭素で持続可能ないわて」の実現とい
う計画目標を達成するため、皆様とのパートナーシッ
プが一層強まっていくことを願っています。
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特別寄稿

震災復興10年 自然再生の取り組み 岩手県の事例
１ はじめに
2011年3月11日に発生した東日本大震災（東北地
方太平洋沖地震とそれに伴う津波）では、津波や地盤
沈降によって、東日本太平洋側の広域の海岸沿い
で、甚大な被害を受け、海岸部の植生や海岸林にも
多大な影響を受けた。
ここでは、震災をもたらした津波やその後の復興工
事に伴って自然環境（特に海浜植物・津波被災地の
湿地）が、どのように変化したかを整理し、その中で取
り組まれた自然再生について、岩手県の事例を紹介
する。

岩手県立大学 総合
政策学部 准教授
島田 直明
砂浜面積について、岩手県内の震災前後の砂浜の
面積を調査した島田ほか（2014）によれば、岩手県の
南部を中心に砂浜面積が減少したことが明らかになっ
た（図1）。岩手県では、地盤沈降は県南部ほど大きく、
津波遡上高は県中部の宮古市付近が大きかった。こ
のことから、砂浜面積の減少は、津波の大きさ（遡上
高）よりも地盤沈降が原因であると考えられる。
震災によって面積を大きく減らした砂浜では、海浜
植物の生育環境が消失し、ほとんど海浜植物が確認
できなかった（図2）。一方、震災によって大きく面積や

2 東日本大震災による自然環境の変化
（１）海浜植物
東日本大震災によって海浜植生への影響があった
と考えられる事柄は、①砂浜環境の変化（主に砂浜面
積の減少）、②復興工事の影響の二つである。

図2：岩手県内の砂浜における海浜植物種数

図1：東日本大震災による岩手県内の砂浜面積の変化
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現地保全区の設置は、野田村十府ヶ浦、山田町船
越、陸前高田市大野海岸で行われた。工事用地にか
からないように海浜植物群落を現地で保全するもので
ある。岩手県では砂浜の幅や面積が狭いため、広く確
保することはできず、保全区だけで、その海岸に出現
する海浜植物を保全することが難しいこともあった。
根茎や種子を含んだ砂ごとの移植は、野田村十
府ヶ浦、宮古市藤の川、山田町船越で行われた。復
興工事によって影響を受ける場所に生育している海
浜植物を砂ごと移植する保全方法である。岩手県の
場合は、砂浜以外に場所を確保し、重機を用いて仮
移植を行い、工事終了後に砂浜に本移植するという
手法を用いた。現地保全区に生育していないことから
消失してしまう可能性があった海浜植物の保全には、
この方法が有効であった。
地元産海浜植物を用いた苗づくりと植栽活動は、地
元の小中学校とともに取り組んできた活動である。野
田村十府ヶ浦（野田小学校）、山田町船越（船越小学
校）、釜石市根浜（釜石東中学校）、陸前高田市大野
（広田小学校）で行われている。
十府ヶ浦、船越、大野では地元の小学校の総合学
習の時間を利用させてもらい、海浜植物の苗づくりと
植栽に取り組んでいる。この授業の目標は、①地域の
自然に親しむことで自然への理解向上の機会になる
こと、②地域の宝（豊かな海浜植物相）への気づきに
なること、③地域の自然環境を守る意識を育てることの
3点である。
小学校の授業では、1回目の授業を5～6月に行い、
海浜植物の種子を蒔く授業を行った（写真2）。
種まきの前には、教室内で岩手県全体や自分たち
が住む地域にある砂浜の現状について説明し、海浜
植物を育て、砂浜に植栽する意義を考えてもらった。
用いた海浜植物の種子は、その地域で事前に集めて
おいたものである。2回目の授業は6～9月に、海浜植
物を観察する授業を行った。育てている海浜植物へ
の興味・関心の向上につなげることが目的である。図
鑑を用いて植物を探し、スケッチを行った。その後、海
浜植物に触れ、葉が厚い、草丈が低いという特徴をみ
なで共有した。3回目の授業は9月に、砂浜環境につ
いて知る授業を行った。これは海浜植物が暮らす砂浜

写真1：震災当年に再生した海浜植物群落（十府ヶ浦）

幅が減少しなかった面積の広い砂浜では、2011年夏
季から海浜植物が再生したことが現地踏査で確認され
ている（写真1）。
このように海浜植物は自然災害である地震や津波
によって、生育地である砂浜環境が大きく減少した場
所では大きな影響を受けた。一方で、砂浜が残存した
ところでは、海浜植物群落が素早く再生していることが
理解できた。
（2）津波被災地の湿地
津波被災地には、津波の侵食によってくぼみがで
き、雨水などが溜まり、それまで乾燥した陸地であった
ところに多くの池や湿地ができた。以前からあった水田
や池でも、土壌がかく乱されるなど多くの変化があっ
た。復興工事が始まるまでの数年間、湿地の状態が維
持されることとなった。
このような湿地では、多くの絶滅危惧種の湿地性・
水生植物が確認された（鈴木2016）。多くは埋土種子
として浸水域の土壌の中に含まれていたものが、津波
によって表面に広くばら撒かれ、発芽条件が整ったた
め、多く確認されたと考えられている。
しかしながら、これらの湿地の植物は復興工事に
よって姿を消していくことがほとんどであった。もともと
の土地利用から考えれば、希少な植物が再生してきた
とはいえ、そのまま湿地を維持することは難しかった。
3 被災地での自然再生活動
（１）海浜植物
前述したように岩手県では砂浜の面積・幅ともに狭
い場所が多いことから、海浜植物の生育範囲が工事
用地になることが多かった。復興工事が本格的に始ま
る直前である2014年に、岩手県内の海浜植物に関す
る調査報告書を作成し、岩手県に配慮事項などを伝
達した。その結果もあり、幾つかの海岸では海浜植物
の保全を行ってもらうこととなった。
海浜植物の保全対策は大きく、①現地保全区の設
置、②根茎や種子を含んだ砂ごとの移植、③地元産
海浜植物を用いた苗づくりと植栽活動の3つである。こ
のうち、①・②が保全対策の主要なものであり、③は補
完的な位置づけである。

写真2：海浜植物のタネを蒔く小学生（船越小学校）
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写真5：砂浜に本移植した海浜植物群落（十府ヶ浦）
写真3：育てた海浜植物の植栽（広田小学校）

ている。座学は1年生、種まきは2年生が対象であ
る。種まきをした2年生は、苗をつくり、植栽するとい
う活動を一貫して取り組んでいく。2回目は6～7月
に全校で取り組む除草活動である（写真4）。海には
近いものの、海辺よりは環境が穏やかな場所となる
ため、海浜植物よりも雑草が多くなっている。これら
を除去しつつ、海浜植物を育てている状況である。
2021年は震災後初めて根浜海岸の海開きが開催
されることから、7月の海開き直前に海ゴミ拾いを別
途行った。3回目は10月に2年生対象で、育ててい
る苗の植栽活動を行っている。
現地保全区の設置や砂ごとの移植については、
十府ヶ浦では作業が終了し、その後の海浜植物の
生育状況も良好で、海浜植物群落が拡大しつつあ
る（写真5）。大野においても、保全区から海浜植物
が拡大している様子が確認できる。一方、工事に
よって海浜植物がほとんど確認できていない場所も
確認された。このような場所に、小学校で作成した
海浜植物の苗を植栽することで、海浜植物群落の
再生を行い、よりよい風景になることを目指していこ
うと子供たちと思いを共有している。

写真4：根浜海岸の海岸林下の除草活動（釜石東中学校）

の環境について理解を深める目的で、風の強さや
砂の表面温度などについて機器を用いて測定し
た。砂浜は風が強く、強風時に砂が植物体にあたり
傷つきやすいこと、表面温度が高く葉の水分が失
われやすいことなど、植物にとって厳しい環境であ
ることを感じることができた。このような環境に耐える
ため、海浜植物は葉が厚く、草丈が低いという特性
を持っていることを学習した。4回目の授業は10月
に行い、これまで育てていた海浜植物を砂浜に移
植する作業である（写真3）。時間がある場合、海ゴ
ミ拾いを行っている。
根浜海岸では釜石東中学校とともに、津波を受
けたものの残存した海岸林下の海浜植物再生活動
を行っている。この場所は防潮堤工事によって裸地
となったが、岩手県によって現地の砂を敷いて海岸
環境を再生させた場所である。釜石東中学校で
は、全学で海岸を訪れ、活動を行っている。根浜海
岸の海浜植物再生活動は、地元の自治会や地域
の方にもご協力いただきながら、活動に取り組んで
いることが特徴である釜石東中学校の授業も小学
校と同様に、1回目は5～6月に座学と種まきを行っ

（2）津波被災地の湿地性・水生植物
津波被災地に出現した湿地性・水生植物の多く
は、復興工事によって姿を消していくことがほとんど
であったが、ごく一部、公園などで残すことができた
事例がある。陸前高田市古川沼付近（高田松原津
波復興祈念公園）や大槌町郷土財活用湧水エリ
ア、釜石市片岸公園などである。
古川沼付近では、津波によってえぐられてできた
湿地にミズアオイが出現していた。その後ヒシが覆う
ようになり2017年夏季には、ミズアオイは確認されな
くなった。この湿地が国道拡幅工事によって埋め立
てられることになった。土壌内にミズアオイの埋土種
子が残存していると考え、その土壌の一部を復興
祈念公園内に移植した。まだ公園工事が続いてい
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たため、仮移植用のプールを造成・移植した。2021
年冬季にはビオトープが完成し、本移植される予定
となっている。仮移植用のプールでは、ミズアオイ、
ミズオオバコ、イトクズモ、サガミトリゲモ、イトトリゲモ
といった希少種が確認された。湿地性の水生植物
が見られなくなっても埋土種子として、土壌内に残
存していること、その埋土種子から希少な水草の再
生も可能であることが示唆された。このような土壌を
保全・活用することによって湿地性の希少植物が再
生することができれば、地域の植物相の再生にとっ
て、有益なこととなるであろう。地上部が消失してい
ると保全には結びつきにくいが、可能性のある土壌
の保全を検討していくことが有効であることが、今回
の震災からの教訓の一つと言えるのではないだろう
か。
大槌町郷土財活用湧水エリアは、大槌駅の南側
に作られた自然保全を目指した公園である。イトヨ
やミズアオイなどが生息・生育している。当地のミズ
アオイは除草剤に抵抗性がない感受性個体であ
り、岩手県の津波浸水エリアで出現したミズアオイ
の中では唯一のものである（写真6）。当地は、1950
～1960年代は水田であり、当時はミズアオイが生育
していたが、その後住宅地へと改変され、ミズアオイ
は見られなくなった。除草剤が普及する1980年代
後半以前に、埋土種子として土壌中に保存され、そ
の種子が津波によって表面に現れ、発芽したと考え
られる。このように古い性質を持ったミズアオイは、
津波浸水域では確認されていないことから、大変希
少なタイプであるといえる。このエリアは2021年度に
公園として供用が開始された。今後はモニタリング
を続け、ミズアオイが維持されるような管理を行って
いくことが必要である。
大槌町郷土財活用湧水エリアと同じ大槌湾の釜
石市片岸地区においても、みのすけ沼と呼ばれる

写真7：釜石市片岸公園（みのすけ沼） 水面を覆うのはツツイトモ

湿地において、カワツルモ、ツツイトモなどの希少な
水草が生育していた。これらを保全し、震災以前に
近くで保全されていたミズアオイも移植した水辺を
活かした公園（片岸公園）が造成された。2021年現
在、この水辺には多くの希少な水草が繁茂している
ことが確認できた（写真7）。ここもモニタリングを続
け、必要な管理をしつつ、維持していくことが重要と
なる。
津波の被害状況を後世に残すために震災遺構
が各地で整備されている。ここで紹介したミズアオイ
をはじめとする希少な水草は、津波以前、その地域
から消失していたが、津波の大きな撹乱によって、
埋土種子から再生してきたものである。震災がきっ
かけとなったという点から、「植物が語る震災遺構」と
いうことができるだろう。これらを維持していくことが、
震災を語り継いでいくことにつながるものとして保全
していくことも重要な視点であると考えている。
4 おわりに
海浜植物やミズアオイなどの美しい花は、地域の
景観の再生につながり、地域の人々の原風景を想
起させ心を癒すものとして、また新たに人を集める
観光の素材として、さらに学校教育や環境教育の
素材としてなど、様々な価値をもたらしてくれるだろ
う。このような生き物や景観を再生・維持管理を行う
ために地域の方々や行政、地元の小中学校、ボラ
ンティア、研究者など多様な主体の方々による体制
づくりを構築することも重要である。再生・管理後に
はモニタリングし、その結果を踏まえて、次の計画に
活かす順応的な管理を行っていく必要がある。
今後も、震災後の自然再生に関わっていき、少し
でも生物多様性や地域の原風景を回復・再生する
お手伝いを続けていきたいと考えている。

写真6：ミズアオイが繁茂する大槌町の住宅地跡の湿地

-5-

シリーズ連載

今さら聞けないエス・デイー・ジーズ（SDGｓ）…
その3 「国も動き始めた生物多様性」【最終回】
SDGｓの連載も3回目となり、学校教育の場でも取り上
げられ、日常の報道の中でもSDGｓと言うキーワード取り
上げられて市民権を得たように思われます。私たちが目
指してきたビオトープによる「生物多様性」は、まぎれもな
くSDGsのゴール・豊かな社会への根幹であることをご理
解頂けたと思います。
2012年8月、国連の潘事務総長によって設立された
「持続可能な開発ソリューション・ネットワーク（SDSN）」
は、SDGsの各国の達成度について、「持続可能な開発
報告書2020」として2020年6月に公表しています。

日本ビオトープ協会副会長・主席BA、
環境パートナーシップいわて 特別常
任顧問・理事、
元小岩井農牧㈱代表取締役常務

野澤 日出夫
SDGｓの最も重要な目標であるべき「生物多様性」（将
来の食糧政策でもある）の評価が低く、ビオトープ協会
活動の一層の奮起が期待されていることになります。
≪政府SDGｓ推進本部の政策≫
2020年12月、政府のSDGｓ推進本部は『SDGｓアク
ションプラン2021年～コロナ禍からの「より良い復興」と
新たな時代への社会変革～』を発表しました。その基
本的な考え方は、2019年9月に行われた国連SDGサミッ
トで、2030年までをSDGs達成に向けた取組拡大・加速
するための「行動の10年」と定められました。その後発
生した新型コロナウイルス感染症の拡大は、世界の
人々の命・生活・尊厳、すなわち人間の安全保障に対
する脅威となっており、SDGs達成に向けた取組の遅れ
が深刻に懸念されています。国連や国際社会において
呼びかけられているように、コロナ禍に打ち勝つだけで
なく、「よりよい復興」に向けて取り組む必要があり、国際
社会の連携が不可欠です。政府は、喫緊の課題である
感染症危機の克服、保健医療システムの強化、感染症
に強い環境の整備という多層的な取組を、展開してきま
した。今回の危機を踏まえ、人間の安全保障の理念に
立脚し、「誰の健康も取り残さない」という考えの下、ユ
ニバーサル・ヘルス・カバレッジ（全ての人が適切な予
防、治療、リハビリ等の保健医療サービスを、支払い可
能な費用で受けられる状態）を推進することが重要とし
ています。
先般、総理の所信表明演説で述べられたとおり、日
本政府としては、成長戦略の柱に経済と環境の好循環
を掲げて、 グリーン社会の実現に最大限注力し、2050
年までに温室効果ガス排出を実質ゼロにする「カーボ
ンニュートラル」 の実現を目指すとしています。温暖化
への対応は経済成長の制約ではなく、積極的に温暖化
対策を行うことが、産業構造や経済社会の変革をもたら
し、大きな成長につながるという発想の転換が必要であ
ると、ようやく一歩を踏み出しました。同様に、SDGsの文
脈においても、革新的なイノベーションを活用し、規制
改革などの政策を総動員することで、効率的・効果的に
目標を達成することができるとしています。SDGsが達成
され、しなやかで強靱な、経済と環境の好循環のある
ウィズ・コロナ、ポスト・コロナの時代を実現するには、社
会全体の行動変容が必要であり、あらゆる関係者が一
体となって取り組んでいく必要があると述べています。

この「持続可能な開発報告書」は、毎年度世界各国に
おけるSDGs達成状況をまとめた調査報告書です。その
目標達成状況を見ると、日本の達成度は前年より2位下
げて17位と残念な評価になっています。SDGｓ17項目の
内で、特に取り組みが不十分であると評された項目は、
下記の5項目であります。
目標5：ジェンダー平等
目標13：気候変動に具体的な施策
目標14：海の生物多様性
目標15：陸の生物多様性
目標17：パートナーシップでの取組
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の間に倍以上となっています。地球1個分の資源の中
で等しく暮らす為には、日本を含めて先進国の食糧・産
業など、大量生産大量消費、大量廃棄の仕組みを変え
る事は必須であります。我々世代は、新たな視点での
利益は維持しつつ、将来世代へより良い環境と生物多
様性を引き継いでゆく緑の事業構造を変革する必要が
あります。
2．フーチャーデザイン（Future design）
私たちが今まで取り組んで来た緑の事業は、持続可
能で、将来生き残って行けるのかを見直す時代に入っ
ています。フーチャーデザインの手法は、関係者皆が
化石エネルギーゼロとなる2060年の未来人になって、
その時代の持続的な緑の事業を考えます。その未来人
から現代人に向けて取り組むべき方向を指示する事に
なります。これが心地よく生き延びるための施策なので
す。
3．バックキャステイング(Backcasteing)
フーチャーデザインで将来のあるべき姿を明確にし
て、その目標に向かって段階的に到達点を定めてゴー
ルを目指します。一方現在日本の社会、政府、行政、
政治家や多くの企業では、現在の経済を維持するため
に事業形態や仕組みを大きく変えることに抵抗があり、
その為にゴールが遠くなり社会は疲弊する事になりま
す。しかし、このSDGｓ・脱炭素社会目標は後戻り出来
ないのですから、取り組みを早くするほど事業は安定し
ます。

また、コロナ危機のために国際社会において人道・開
発・平和が損なわれてはならず、改めて、「誰一人取り
残さない」との考え方の下、SDGsを重要な指針として臨
むことの大切さを訴えています。世界が今、大きな変化
に直面する中で、日本は新たな時代を見据え、未来を
先取りする社会変革に取り組まねばならず、政府・企
業・個人等それぞれの立場で変革への取組を始めるこ
とが不可欠でSDGｓのNo.17 パートナーシップで達成す
ることです。 これが国内のみならず国際社会の変革を
支え、リードすることにもつながるとしています。
2021年の重点課題として、55ページにわたり、国外へ
のグローバルな課題から国内の個々の問題まで、幅広
く網羅され8課題を重点課題としており、その6番目に協
会が関連する生物多様性、森林、海洋などの環境の保
全が位置付けられています。主な取組として持続可能
な開発を実現するためには、海洋、海洋資源、及び陸
上資源の 持続可能な形で の利用を推進する必要があ
ること。海洋ごみ（漂流・漂着・ 海底ごみ）は、生態系を
含めた海洋環境の悪化や海岸機能の低下、景観への
悪影響、船舶航行の障害、漁業や観光への影響等、
様々な問題を引き起こしています。
また、近年、マイクロプラスチック（5mm以下の微細な
プラスチックごみ）による海洋生態系への影響も懸念さ
れており、世界的な課題となっています。日本は、海洋
プラスチックごみによる新たな汚染を2050年までにゼロ
にすることを目指す「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」
の実現を目指し、国内外で海洋ごみ対策を進めていく
事としています。社会・経済の基盤として、海洋資源の
持続的利用や森林保全など、生物 多様性の保全を推
進するとともに、森・里・川・海といった自然環境が提供
す る 生 態 系 サ ー ビ ス の 維 持・向 上 を 図 る と 共 に、
SATOYAMAイニシアティブを始め、国際的な協力も通
じて、生物多様性の保全と持続可能な利用に向けた取
組を強化していくこととしています。
≪SDGｓ社会革命を生き抜く三つの考え方≫
1．持続可能性（Sustainability）
世界人口は、東南アジアを中心に爆発的に増加し
て、1970年の37億人から、78億人へと、僅かこの半世紀

≪忘己利他（mou ko ri ta）≫
過日滋賀県を訪問した折、偶然にも光明山西福寺
住職、西澤義博和尚と知り合い意気投合、先日表記の
言葉を贈ってくれました。「己を忘れて他を利するは、
慈悲の極みなり」と言う伝教大師 最澄の言葉です。こ
の思想が「誰一人置き去りにしない」SDGｓの理念そのも
のであることに気づかされました。
このシリーズは、今回をもって終了しますが、志を同じ
にするビオトープ協会に関わりを持つ私たちは、力を結
集してSDGｓの課題「あらゆるパートナーシップで生物
多様性」を取 り戻す 活動 に力を注い で参り まし ょう。
（完）
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シリーズ連載

ビオトープのいきものたち －その32－
池や沼に 生息するトンボたち
1．池や沼に生息するトンボの特徴
トンボという昆虫は流水域で発生し、その後に新たな生息
環境を求めて池や沼、水たまりなどの止水域に侵入して新
たな種を形成したといわれています。そのため流水性のトン
ボは古いタイプ、止水性のトンボは新しいタイプといえるかも
しれません。池や沼に生息するトンボの特徴は発生のサイク
ルが早いことで、渓流などにすむトンボのように数年かかるこ
とはなく、すべてが年に1～数回発生しています。そのためト
ンボの幼虫（ヤゴ）を飼育するのであれば、ため池などで採
集するようにしましょう。川で採ったヤゴは飼育すると、成虫
になるまでに1年以上かかる可能性があります。

さとやま自然史研究会
会長 神垣 健司

池や、畑の隅につくられた人工の水溜場などに生息してい
ます。初夏から秋の初めにかけて姿を見せ、夏の夕方には
群れで上空を飛翔する黄昏飛翔を行います。
・ギンヤンマ
トンボの中では最
もよく知られている種
のひとつで、北海道
から南西諸島にかけ
てのほぼ日本全土
に分布しています。
平地の池や沼などに
生 息 し、流 れの ある
ところは好みません。雄は水田や池などをパトロール飛翔
し、別の雄や他のトンボなどを追い払います。こうした習性
を利用して、糸で縛った雄をおとりにしてパトロール飛翔し
ている別の雄を採集することができます。

2．河川（流水域）に生息するトンボ
池沼を主な生息域とするトンボは、卵から成虫に至るまで
の期間が1年以内の発生サイクルが早いグループです。そう
したトンボのうち、代表的、または注目されている12種を紹介
します。
・アオモンイトトンボ
平地から丘陵地に
かけての開放的な池
沼などに生息する青
い イ ト ト ン ボ（雄）で
す。本州 以南に分 布
しますが主な分布域
は西日本で、山地より
も沿岸部に好んで生息しています。年に数回発生し、西日
本では最も普通にみられるイトトンボで、近年は分布域が次
第に北へ広がっています。

・トラフトンボ
黒色の地に黄色
の斑紋を縞模様とし
て持つ中型のトンボ
で、本州・四国・九州
の植生豊かな池に
生 息 し ま す。4 月 下
旬から 5 月にかけて
成虫を見ることがで
きます。雌は腹端に大きな卵塊をつくり、飛び立って水面
に卵塊を打ち付けて、ひも状になった卵塊を水中にある沈
水植物に絡ませるような産卵行動を行います。。

・ベニイトトンボ
関東以西の本州と
九州に分布する赤い
イ ト ト ン ボ で、環 境 省
の準絶滅危惧種に指
定されています。水生
植物が密に繁茂する
池 沼 に 生 息 し、か つ
て非常に珍しい種とされてきましたが、近年では市街地の周
辺などで新しい産地が次々に見つかっています。これは市
販されている水生植物（浮草など）と共に幼虫が運ばれ、そ
の地で発生していると考えられています。

・チョウトンボ
名前のとおり青紫
色に輝く美しい翅を
もち、ビオトープなど
に比較的小さなため
池でも生息可能なト
ンボです。とまってい
るチョウトンボはから
だ を左 右に ゆ っく り
動かし、それに伴って翅の輝く色合いも微妙に変化しま
す。本州・四国・九州に分布し、成虫は6月中旬頃から羽化
し始めて9月頃まで見ることができます。

・ヤブヤンマ
本州・四国・九州か
ら沖縄本島にかけて
広く分布し、成熟した
雄は濃いブルーの眼
が美 しい大 型のヤン
マ で す。幼 虫 は 樹 林
の中にある小さな暗い
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・マダラナニワトンボ
日本特産の赤
とんぼで、本州の
みに分布しますが
各地で姿を消し、
現在では最も絶
滅が心配される種
のひとつです。丘
陵地などの比較
的浅いため池や
湿地などに生息しますが、現在では数カ所の生息地し
か残っていません。雄は成熟すると赤くならずに黒く変
色することから、黒い赤とんぼといわれています。

頃 か ら 姿 を 見 せ、
夏の終わりには姿
を消します。普段は
湿地から離れること
はありませんが、雌
は分布を広げるた
め遠距離を移動し
て街中などで目撃
されることもあります。
・シオカラトンボ
最もなじみ深いト
ンボのひとつで、童
謡『と ん ぼ の め が
ね』のモデルとも言
わ れ て い ま す。ま
た、雌 はム ギワ ラト
ンボと呼ばれること
もあります。沖縄を
除く日本全土に広く分布し、春から秋の終わりにかけて長
い間姿を見ることができます。ため池や水田、湿地など
様々な止水域に生息し、市街地の水場やビオトープなど
でもよく繁殖しています。

・ナニワトンボ
日本特産種
で、世 界 で 唯 一
青くなる赤とんぼ
といわれていま
す。大阪で初めて
確認されたことか
ら「浪速」と名付け
られ、瀬戸内海を
中心とした地域に分布しています。樹林が隣接して、秋
になると水が落とされて水際が大きく後退するようなため
池に限って生息しています。樹林で日陰になったような
ため池で縄張りを張るナニワトンボは、まるで青い蛍光
色に輝くように見える美しいトンボです。

・ウスバキトンボ
長距離を移動
し、飛 翔 中 は な か
なか静止することな
く空中を漂っていま
す。学校の 校庭 や
広場などでとまるこ
となく飛んでいるト
ンボは、ほとんどが
本種です。世界中に広く分布する南方系のトンボで、日
本には初夏に南から移動して、秋にかけて分布を北に広
げます。体が朱色のため赤とんぼと間違われることがあり
ますが、赤トンボの仲間ではありません。

・アキアカネ
赤とんぼといえ
ばアキアカネとい
われるほど有名な
ト ン ボ で、沖 縄 を
除く日本全土に
広く分布していま
す。初夏に平地の
水田などで羽化し
た成虫は標高の高い山や高原に移動し、暑い夏を涼し
い場所で過ごします。そして秋になると山を下り、平地の
水田や池沼などで繁殖活動を行います。近年、アキアカ
ネの個体数減少が著しく、これは水田に使う農薬が原因
と考えられています。。

3．止水性トンボとビオトープ
ビオトープを整備する際には、ため池や湿地などの水
環境を配置することが多くあります。こうした水環境に自然
定着する昆虫のひとつが止水性のトンボです。新たに整
備されたため池などには天敵となる魚類がいないため、
多くのトンボが生息しているビオトープもあります。希少な
ハッチョウトンボでも湿地を整備して管理すれば、ビオトー
プに定着する可能性もあります。ビオトープを整備または
管理する際、止水性トンボを呼び込むような配慮をするこ
とをお勧めします。

・ハッチョウトンボ
世界で最も小さいトンボのひとつで、初めて見た人は
トンボではなく蝿や蜂に見えるかもしれません。本州・四
国・九州の湿地に限って生息し、天然記念物などに指
定されて保護されている地域も多くあります。成虫は6月
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会員・BA等投稿

キアゲハ その2
前回は、蛹になる前の状態まで紹介しました。今回
はその後のことを紹介いたします。

幌加内ビオトープ研究会代表、
日本ビオトープ協会個人会員
内海 千樫

羽化が近づくと翅の色が透けて見えるように
なってきます。そして首の後ろが割れて蝶が出て
きます。

前蛹（ぜんよう）

背中が割れ脱皮が始まる

首の後ろから胸にかけて割れる

皮が脱げていく

体をねじって皮を脱ぐ

くちゃくちゃな翅をした蝶が出てくる

脱皮が終わる

固まって蛹になる

キアゲハは寒冷地では年2回暖地では4回～5回発
生するので、夏に蛹になったものは、10日程で蝶にな
るが、秋に蛹になったものはそのまま越冬し、翌春に
羽化して蝶になります。

翅脈に血液を送り翅を伸ばしていき、1時間ほどで翅が乾く
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しかし、野外においてすんなりと成虫にまでたどり
着けるとは限りません。むしろ途中で事故に遇い命
を落すことの方が多いでしょう。

目を離した隙に蜘蛛に
やられた孵化直前の
キアゲハの卵

カメムシに襲われた
キアゲハの幼虫

ゆっくりと羽ばたきを始める

アゲハヒメバチに寄生され蜂が出た後の蛹（左）と
キアゲハの幼虫に産卵するアゲハヒメバチ

何故蝶は大きなエネルギーを使ってこのような
変態をするのでしょうか？それは幼虫と成虫で大
きく役割を変えているからで、幼虫はもりもり食べ
て体を作り、成虫は繁殖のための相手を探し、適
した場所に産卵し分布を広げるためだと考えられ
ます。成虫のストローのような口は燃料補給程度で
体は作れません。

だんだん激しく、そして飛んで行く

天寿を全うした
キアゲハ
翌日アリの餌となった
花を訪れ吸蜜をし、受粉もする
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